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序
章 

LogicPro8：マニュアルおよび
参考資料

「LogicPro8」には、アプリケーションのすべての機能を習得して活
用できるように、さまざまなマニュアルが用意されています。

「LogicPro」の最新バージョンおよびサポート情報の詳細については、アップルのWeb サイト
を参照してください。

「LogicPro8」には、以下のマニュアルが付属しています：

Â「Logic Pro 8 ユーザーズマニュアル」：「LogicPro」について、あらゆる面から総合的に解説
した完全版マニュアルです。プラグインを除き、プログラムのすべての領域を詳しく説明しま

す。印刷マニュアルとヘルプファイルが用意されています。

Â「Logic Pro 8 スタートアップガイド」：「LogicPro」をインストールし、起動後にすぐ操作が
できるよう基本的な操作手順が書かれているマニュアルです。印刷マニュアルとヘルプファイ

ルが用意されています。

Â「Logic Pro 8 の新機能」：「 LogicPro8」での改善点および変更点について概略したマニュア
ルです。LogicPro8インストールDVDの「書類」フォルダに格納されており、「ヘルプ」メ
ニューからもアクセスできます。

Â「Logic Pro 8 コントロールサーフェスサポート」：「LogicPro8」のコントロールサーフェス
の使いかたを解説します。LogicPro8インストールDVDの「書類」フォルダに格納されてお
り、「ヘルプ」メニューからもアクセスできます。

Â「Logic Pro 8 TDMガイド」と「Logic Pro 8 Apogee ハードウェアについて」：この2つのマ
ニュアルには、「LogicPro8」でTDMや Apogeeハードウェアを使用する際の重要な注意事
項が記載されています。 LogicPro8 インストールDVD の「書類」フォルダに格納されてお
り、「ヘルプ」メニューからもアクセスできます。

Â「Logic Studio 音源およびエフェクト」：「 LogicStudio」で使用可能なエフェクトおよび音源
プラグインの使いかたを詳しく説明します。インストゥルメントやエフェクトを含む
LogicStudioアプリケーションのすべてを広範に説明するガイドブックです。ただし、プラグ
インについては、プラグインの各機能、パラメータ、および基本的な操作方法を説明するだけ

で、アプリケーションに固有の使用方法については説明していません。印刷マニュアルとヘル

プファイルが用意されています。

Â 最新情報：このオンライン書類の情報は、「LogicPro8」の最新バージョンのリリースと共に
更新されることがあるため、いつでも最新の内容をご覧いただけます。
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重要：このマニュアルに記載された内容は、印刷時点での最新情報です。マニュアルの印刷以後
に変更または追加された最新情報については、「最新情報」（「LogicPro」の「ヘルプ」メニュー
からアクセス可能）およびアップデート情報（「LogicPro」がアップデートされるたびに発行）
を参照してください。

「LogicPro8」のマニュアル表記規則
このセクションでは、「LogicPro8」のマニュアル全体で使われている表記規則について説明し
ます。

メニューの各機能
各機能には階層メニューでアクセスできるようになっており、「メニュー」＞「メニュー項目」＞

「機能」のように、操作の順番を階層レベルで示す形で表記されています。

重要事項
重要事項のテキストは次のように表記示されます：

重要：機能またはパラメータに関する情報。

上記のコロン以降には、従うか、検討したほうがよい（またはそうする必要のある）重要な説明

や技術情報が示されています。したがって、記載内容について十分な注意が必要です。

注意事項
「LogicPro」を使用する際に役立つ情報が各所に記載されています。注意事項のテキストは次の
ように表記されます：

参考：機能またはパラメータに関する情報。

キーコマンド
「LogicPro」の機能の多くは、キーコマンド（コンピュータのキーボードのショートカットキー）
で起動／操作することができます。このマニュアル内で使われているキーコマンドは、製品の標

準のキーコマンドセットです。

ヒント
このマニュアルでは、手短な操作、ほかの操作方法、または一般的な操作に関するさまざまなヒ

ントが各所に置かれています。これらのヒントの内容は、実際の作業に役立つものもあれば、機

能のほかの操作方法に関する補足情報を示すものもあります。ヒントのテキストは次のように表

記されます：

∏ ヒント：機能またはパラメータに関する情報。
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警告
破壊的な機能（失ったデータを元に戻すことができなくなる、または機器を損傷する可能性があ

る機能）の操作に関する警告がところどころに記述されています。警告の内容は次のように表記

されます：

誤った操作を防ぎ、貴重な時間を節約することができるので、この項目には特に注意してくだ

さい。

LogicProのオンスクリーンヘルプ
「LogicPro」のヘルプは、電子形式で「LogicPro8」のユーザマニュアルに含まれています。必
要なときにいつでも簡単に呼び出すことができ、検索性に優れているため、必要な情報をすばや

く見つけることができます。

Â また、「 LogicPro」の「ヘルプ」メニューには、アップルのWebサイトの「 LogicPro」のペー
ジに直接アクセスできるなどの機能が追加されています。

Â リンク項目一覧では、探している内容を項目名ですばやく判断でき、リンクをクリックする

と、それらの資料が表示されます。

最新情報
このオンライン書類の情報は、「 LogicPro8」の最新バージョンのリリースと共に更新されるこ
とがあるため、最新の情報を入手できます。

最新情報を確認するには、「へルプ」メニューで「最新情報」を選択します。最新情報を記載し

た PDF ファイルがダウンロードされます。お使いのコンピュータで「Safari」をデフォルトの
Webブラウザに設定している場合は、PDFファイルが直接Safariに表示されます。「 Safari」以
外のWeb ブラウザの場合は、PDF ファイルを直接開けないことがあります。この場合、PDF
ファイルはデフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

アップルのWebサイト
このWeb サイトには、「 LogicPro」について意見交換を行う掲示板やフォーラム、学習用の参
考資料などのページが数多くあります。

LogicProWebサイト
以下のWeb サイトでは、「LogicPro」の全般的な情報を始め、アップデートやサポート関する
情報だけなでく、最新情報、参考資料、トレーニング教材を入手することができます。

「LogicPro」の製品については、http://www.apple.com/jp/support/logicを参照してください。

アップルのトレーニングプログラムについては、http://www.apple.com/jp/training を参照し
てください。

「LogicPro」についてご意見やご感想をお送りいただく場合は、アップルのディスカッション
フォーラム（http://discussions.info.apple.co.jp/）をご利用ください。

警告：機能またはパラメータに関する情報。

http://www.apple.com/jp/support/logic
http://www.apple.com/jp/training
http://discussions.info.apple.co.jp/
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サービスおよびサポートに関するWebサイト
このサイトからソフトウェアのアップデートプログラムをダウンロードすることができ、

「LogicPro」を含むすべてのアップル製品に関するFAQへの回答も見ることができます。また、
製品の仕様や参考資料だけでなく、アップル製品および他社製品の技術情報も入手できます。

アップルのサービスおよびサポートに関するWebサイトにアクセスするには：
m


Webブラウザを開き、「 www.apple.com/jp/support」と入力します。

その他のWebサイト
Â www.apple.com/jp/：アップル製品の最新情報を入手できるアップルのホームページです。

Â www.apple.com/jp/quicktime：QuickTimeはビデオから音声、アニメーション、画像、テキ
スト、音楽、360 度回転のバーチャルリアリティ（VR）画面まで扱える、アップルの業界標
準テクノロジーです。QuickTime は、デジタルビデオ画像の再生、ファイルの互換性、画像
および音声の品質に優れています。QuickTimがサポートするメディアのタイプ、QuickTime
インターフェイスの概要、仕様などの詳細については、QuickTimeのWebサイトを参照して
ください。

Â www.apple.com/jp/firewire：FireWireは、これまで開発された周辺機器接続の標準仕様の中
で最も高速な仕様の1つです。オーディオインターフェイス機器、ビデオカムコーダー、およ
び最新の高速ハードディスクドライブなどのマルチメディア周辺機器を接続するのに最適で

す。FireWireテクノロジーの優位点、 FireWireソフトウェアの情報、および他社製の FireWire
製品の詳細については、このWebサイトを参照してください。

Â www.apple.com/jp/pro：このWebサイトでは、各種のセミナー、イベント、およびWebパ
ブリッシング、マニュアルのデザインや印刷、CAD、音楽、デスクトップムービー、デジタル
画像、モデリングとアニメーション、およびメディア・アートに関するニュースや情報、その

他の参考資料を参照することができます。

Â www.apple.com/japanstore：アップルのソフトウェア、ハードウェア、およびアクセサリ
を直接アップルからお求めいただく場合は、このサイトで購入できます。他社製のハードウェ

アおよびソフトウェア製品の宣伝や製品情報についてもこちらのサイトでご覧いただけます。





1



 19

1



LogicProの概要

「LogicPro」は、優れた機能を満載したMIDIオーディオアプリケー
ションです。プロフェッショナル品質の音楽制作に必要なツールがす
べて装備されています。

「LogicPro」では、オーディオやMIDIの録音、オーディオループやMIDI音源およびソフトウェ
ア音源パーツの編集、高品質なエフェクトの追加、楽曲のステレオやサラウンドのミックスが可

能です。ミックスを完了したデータは、さまざまな標準オーディオファイルに書き出し、オー

ディオCD やDVDを作成してコンピュータや家庭のステレオセットで再生したり、ほかのアプ
リケーションや機器に読み込んだりすることができます。

「LogicPro」では以下のことができます：

Â 接続したMIDI入力デバイス（キーボードなど）を使ってMIDIデータを録音し、ほかのMIDIデ
バイス（シンセサイザーキーボードやモジュールなど）や「LogicPro」に組み込まれている
ソフトウェア音源で再生する。

Â


MIDIプロジェクトの作成、調整、編集を行い、コンピュータに接続されたプリンタに楽譜を印
刷する。

Â アコースティック楽器や電子楽器、またはボーカルをプロジェクトにデジタル録音し、さまざ

まな内蔵リアルタイムエフェクトを使って、録音したオーディオデータをリアルタイムに処理

する。

Â


Sculpture、Ultrabeat、ES1、ES2、EVP88、 EVB3、EVD6、EXS24、各種の高品位GarageBand
音源、他社製のAudioUnit 音源など、アプリケーションに組み込まれた各種ソフトウェア音
源を使う。

Â プロジェクトやチャンネルストリップを「GarageBand」から読み込み、「LogicPro」の処理
機能や編集機能でさらに磨きをかける。

Â 指定した操作を完全に再現する高度なミックス・オートメーション・システムを介してMIDIや
オーディオトラック（エフェクトおよびソフトウェア音源の設定を含む）をミックスする。

「LogicPro」には、プロジェクトで使用できる高品質のエフェクトが搭載されています。また、
他社製のAudioUnitsエフェクトや音源をインストールして使用することもできます。

Â 音源、エフェクト、ミックスオートメーション設定を含むすべてのオーディオデータをステレ

オまたは複数のサラウンドフォーマットファイルにバウンス（ミックスダウン）して、マスタ

リングその他の処理を行う。
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Â リアルタイムで作業する： 「LogicPro」では、リアルタイムで作業を行うことができます。プ
ロジェクトを再生しながら、オーディオやMIDIに対して追加や編集を実行し、その変更結果
をすぐに聞くことができます。

Â 既存のループライブラリを使う： 「 LogicPro」は、AppleLoopファイルを完全にサポートし、
各種類の既存オーディオファイル（ReCycleで作成されたものを含む）にも対応しています。

Â ファイルを素早く検索、プレビューする： LogicProインターフェイスの1つであるメディア領
域に搭載された性能の高いファイル参照および検索機能を利用し、オーディオファイルやサ

ポートされているほかのファイルタイプをすばやく見つけることができます。

「LogicPro」で音楽を作成する
「LogicPro」には、簡単なものからきわめて複雑なものまで、さまざまな使い道があります。次
のセクションでは、多くのプロジェクトで行われる共通のワークフローの例を簡単に説明しま

す。このマニュアル内の説明は、該当する限りこの基本的なワークフローに沿う形で行います。

手順 1：プロジェクトを作成する
「LogicPro」で作業を始めるには、新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開
きます。

プロジェクトファイルには、録音したMIDI データに加え、オーディオやほかの使用ファイルの
情報（そのファイルへの参照ポインタも含む）が含まれています。

プロジェクトフォルダには、あらゆるファイル（オーディオ、ビデオ、サンプルその他）を保存

できます。どのプロジェクトファイルも、プロジェクトフォルダ内の適切なサブフォルダに自動

的に保存されます。

詳細については、23ページの「基本概念：プロジェクトとリージョン」を参照してください。

手順 2：音楽素材を作成して読み込む
音楽素材を「LogicPro」に読み込む方法は、基本的に次の2つの方法に分けられます：
Â オーディオデータやMIDIデータを録音または記録する（ MIDIデータは外部接続のMIDIシンセ
サイザーやソフトウェア音源で再生できます）。

Â 既存のオーディオデータ（オーディオファイル、サンプル、ループ）またはMIDI（およびほか
のファイルデータ）をプロジェクトに読み込む。既存のオーディオデータを読み込む場合は、

「アレンジ」ウインドウの右側にあるメディア領域からファイルをドラッグするだけです。

録音は、お使いの Macintoshにインストールまたは接続された適切な MIDIデバイスまたはオー
ディオ機器で行います。
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MIDIデータは、シンセサイザーなどの外部接続 MIDIデバイス、または内部ソフトウェア音源を
作動させる（再生する）ために使用します。ソフトウェア音源はMacintoshのCPUで処理され、
オーディオインターフェイスまたはMacintosh のオーディオ出力で再生されます。演奏の音を
録音できるだけでなく、シンセサイザーのパラメータ変更などの情報も記録し、リアルタイムに

再生できます。

オーディオ録音データは、マイクロフォンを使って、ギターなどの楽器や歌を録音する場合に使

用します。

手順 3：アレンジおよび編集する
音楽素材を「LogicPro」に読み込むか録音したら、通常はそれを曲として構成します。この作
業は、「アレンジ」ウインドウという「LogicPro」のメインウインドウで行います。

音楽素材は「リージョン」という長方形のブロックで表されます。リージョンはアレンジ領域を

左から右へ走ります。各リージョンは、「トラック」という縦並びのレーンの上に置かれます。

リージョンは、トラック上またはトラック間のいずれかで、自由にコピー、リピート、ループ、

移動、短縮、延長、または削除できます。この格子状のレイアウトと楽曲の基礎単位（リージョ

ン）は、楽曲の全体的な構成をすばやく把握して組み立てる作業に役立ちます。

録音したMIDIデータまたはオーディオデータをリージョンのレベルよりさらに細かいレベルで
編集しなければならないことは珍しくありません。「LogicPro」には、音楽素材をさまざまなレ
ベルで編集できるように編集ウインドウが数多く用意されています。この編集機能は、以下のよ

うな場合に役立ちます：

Â メインボーカルの出来はすばらしかったものの、2つのフレーズの間の無音部分で、ボーカリ
ストがマイクスタンドを蹴った音が聞こえます。言うまでもなく、完成品のCDには入ってほ
しくない音でしょう。このような場合も、問題ありません。雑音の入ったこの部分に無音を挿

入するか、この部分を録音したデータから完全に切り取るかのいずれかの方法で、録音結果を

編集するだけです。

Â


MIDIキーボードの演奏はほぼパーフェクトでしたが、CのノートがBになっているところが1カ
所ありました。このような場合も、問題ありません。 MIDI ノートイベントを B から C へド
ラッグするだけです。

詳細については、23ページの「基本概念：プロジェクトとリージョン」を参照してください。

手順 4：ミキシングを行う／オートメーションをかける／プラグインを使う
アレンジを行い、必要な編集を行った後は通常、プロジェクトのミキシング段階へ移ります。一
般的に「ミキシング」という言葉は、曲の各要素の間でレベルのバランスを取ることを意味しま

す。たとえば、メインボーカルの音量は、ベース、ギター、ドラム、およびキーボードの音より

大きくして、歌詞の内容を聞き取れるようにする必要があります。
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ミキシングでは、さまざまなオーディオエフェクトを使って、曲の各要素を変えたり、強めたり、

抑えたりするという作業も行います。それをまとめ上げ、磨いてゆくことで作品を完成させるの

です。「LogicPro」には、さまざまなエフェクトが用意されており、元の曲をプロフェッショナ
ルレベルのプロジェクトに仕上げることができます。

「LogicPro」では、トラック、音源、およびエフェクトのパラメータ（音量、パン、フィルタ、
およびほかのコントロール）に加えた変更を記録したり、オートメーションにかけたりすること

ができます。この操作は、マウスでも、外部接続のMIDI デバイスでも、リアルタイムでも、オ
フラインでも可能です。変更内容は、プロジェクトの再生時に再現され、音楽素材とは別に編集

できます。この機能が非常に便利なのは、次のような理由からです：

Â コンピュータのマウスを使用している場合は、再生トラックのレベルや設定を1つずつ調整で
きます。トラックのすべての要素をさまざまに調整しながらレコーディングや再生ができるの

で、完成度の高いミックスを作成できます。

Â 演奏のパフォーマンスが一定していることはほとんどありません。たとえば、ボーカリストの

声は、パッセージによって大きくなったり、ソフトになったりします。そこで、声量のばらつ

きを「ならす」か、伴奏に対してボーカルの部分を大きくしたり小さくしたりしてバランスを

とる必要があります。

Â 曲のダイナミクス（強弱）を生むのは、演奏や歌のめりはりです。別の言いかたをすれば、曲

に力強さを与えるには、レベルをゆっくりまたは急に変えればよいということです。全体的に

レベルの一定した曲は、抑揚も活気も感じられないものになりがちです。

手順 5：書き出しとバウンス
「LogicPro」での音楽制作の最後のステップは、最終的なプロジェクトを書き出すことです。
「LogicPro」では、完成したミックスのステレオファイルをさまざまなフォーマットのオーディ
オファイルに保存することができます。また、標準のサラウンド・エンコーディング・スキーマ

でフォーマットされたステムファイルを複数作成することもできます。これを行うには、「バウ

ンス」ウインドウの使用可能なメニューから目的の制作物を選択して、画面上の「バウンス」ボ

タンをクリックします。さらに、ステレオミックスのCD またはDVDも、1ステップで簡単に
作成できます。
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基本概念：プロジェクトとリージョン
このセクションでは、LogicPro プロジェクトの基本要素と基本的な用語について紹介します。
プロジェクト、リージョン、およびイベントの操作方法については、このマニュアルの後の章で

ステップ・バイ・ステップで説明します。「Logic」の操作に習熟しているユーザは、このセク
ションをスキップして 28ページの「「 LogicPro」のインターフェイスの紹介」に進んでも構い
ません。

プロジェクト
「LogicPro」の操作を開始するには、まず新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェク
トを開きます。これは、ワードプロセッサで、文字を入力するために書類を開く必要があるのと

同じです。ワードプロセッサと同じく、「 LogicPro」では一度に複数の書類（プロジェクト）を
開くことができ、プロジェクト間でメディアやその他のデータを転送することができます。

LogicProプロジェクトファイルには、MIDIイベントとパラメータ設定（オーディオファイルや
ビデオファイルを再生するための情報）およびMIDIデータとオーディオデータの編集データが
すべて含まれます。

プロジェクトファイルは、個別のエンティティとしてディスクに保存されているオーディオファ

イルやビデオファイルを参照しているので注意が必要です。プロジェクトフォルダ内のこのファ

イルおよびほかのファイルのタイプを選択します。

この方法には、主に次の 2つのメリットがあります：
Â オーディオ、ビデオ、サンプルファイルなどの素材抜きでプロジェクトを保存すると、プロ

ジェクトファイル（およびプロジェクトのバックアップファイル）の保存に必要なメモリを節

約できます。

Â 素材付きでプロジェクトを保存すると、プロジェクトを保存したり、「LogicPro」を使ってい
るほかのスタジオに物理メディアや電子メールでプロジェクトを送ったりする際に、面倒な作

業がなくなります。

プロジェクトフォルダ
プロジェクトを構成するファイルには、さまざまなものがあります。たとえば、「ソング」（プロ

ジェクト書類）本体、「ソング」のバックアップ、あらゆるオーディオ、サンプラー音源、EXS24
またはUltrabeatのサンプル、SpaceDesignerのリバーブ用インパルス・レスポンス・ファイ
ル、ビデオなどです。

これらを総称して、プロジェクトの素材と呼びます。

新しいプロジェクトを作成する場合は、プロジェクトフォルダを作成し、名前を付けて、ハード

ディスクの保存場所を指定します。新しく録音したデータは、自動的にプロジェクフォルダ内の

「AudioFiles」サブフォルダに保存されます。

プロジェクトに素材を含めるように指定した場合は、さらにサブフォルダが自動的に追加されま

す。これらのサブフォルダは、オーディオファイル、プロジェクトのバックアップ、サンプル、

ビデオ、ReCycle、およびサンプラー音源などに使用するフォルダです。
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すべてのプロジェクトでサブフォルダは同じ構成で作成されるため、自分のプロジェクトと同じ

ように、ほかのLogicProユーザが作成したプロジェクトでも簡単に操作できます。

リージョン
「LogicPro」のメインウインドウは「アレンジ」ウインドウです。アプリケーションを開いたと
きに、最初にこのウインドウが表示され、プロジェクトが読み込まれます。また、このウインド

ウで、プロジェクトのレコーディング、編集、およびアレンジを行います。オーディオファイル

とMIDIファイルは、「アレンジ」ウインドウに「リージョン」と呼ばれる四角い領域で表示され
ます。オーディオファイルはオーディオリージョン、 MIDIファイルはMIDIリージョンとして表
されます。

オーディオリージョンとオーディオファイル
オーディオファイルは、基になるオーディオファイルを単に参照して（指して）いるだけです。
オーディオリージョンは再生マーカー（開始位置と終了位置）として使用されます。オーディオ

ファイル全体を参照している場合も、オーディオファイル内の数秒間にすぎない部分を参照して

いる場合もあります。

プロジェクトフォルダ

「Audio Files」フォルダ

「Movie Files」フォルダ

「Sampler Instruments」フォルダ

「Impulse Responses」フォルダ

プロジェクトの素材

プロジェクトファイル（「ソング」）

オーディオ
リージョン 1

オーディオファイル

オーディオリージョン 2

オーディオ
リージョン 3
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「LogicPro」で使用するオーディオファイルは、自動的に少なくとも1つのオーディオリージョ
ン（デフォルトはオーディオファイル全体の長さ）にリンクされます。

オーディオリージョンは必要な数だけ自由に作成できます。役に立ちそうな例として、プロジェ

クト全体にわたってドラムのライブ演奏のステレオトラックがあるとします。2番目のコーラス
のドラム演奏はパーフェクトでしたが、ほかのコーラス部分は、あまり良い演奏ではありません

でした。

「LogicPro」では、オーディオファイル（ドラムトラック）内の2番目のコーラス部分を参照す
るオーディオリージョンを作成し、パーフェクトだったこのテイクをプロジェクトのほかのコー

ラスに当てはめることができます。

これを行うには、オーディオファイルのドラムトラックの 2番目のコーラスを参照するオーディ
オリージョンを作成し、そのリージョンをアレンジ領域でほかのコーラスの部分にコピーします。

オーディオファイルではなくオーディオリージョンを操作することの大きな利点は、メモリ消費

が少なくて済むことです。オーディオファイルの同じ部分のコピーを複数作成する場合は、保存

するハードディスクの容量が多く必要とされます。

もちろん、オーディオファイルを直接、編集、コピー、移動することもできます。これは、サン

プルエディタおよびメディア領域で行います。 

MIDIリージョンとイベント
オーディオリージョンとは対照的に、MIDIリージョンには、実際にMIDIデータイベントが含ま
れています。外部ファイルに保存されている情報にはリンクされていません。MIDI リージョン
は、個別のファイルとして保存できますが、プロジェクトの一部としても保存できます（通常は

そのように保存します）。 

MIDIリージョンに含まれる MIDIデータイベントには、ノート、コントローラ、プログラムチェ
ンジ、およびその他の情報のイベントがあります。これらのデータイベントは、「LogicPro」に
録音したMIDI 演奏を表します。 MIDI 演奏は通常MIDIキーボードで作成されますが、 MIDI コ
ントローラ、MIDIギター、コンピュータのキーボードまたはマウスで生成することもできます。 

MIDIデータイベントは、それらのイベントを含むMIDIリージョンを処理することで、グループ
として影響を受けることがあります。このような処理には、トランスポーズ、クオンタイズ（タ

イミング補正。ワードプロセッサのスペルチェッカーと同じように音楽の言葉使いを訂正しま

す）、タイミングディレイなどがあります。

MIDI リージョン 

MIDI ノートイベント MIDI コントローライベント 
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MIDI リージョン内で個々のイベントを編集することもできます。これを行うには、いずれかの
MIDIエディタを使用してリージョンを開きます。これらのウインドウでは、MIDIノートイベン
トの位置、長さ、ピッチを正確に調整できます。ほかの種類のMIDIイベントも、さまざまな方
法で調整できます。MIDI キーボードやコンピュータのキーボードとマウスを使って、これらの
エディタにMIDIデータを自由に入力できます。 

MIDIと MIDIイベントタイプについては、391ページの第 15章「MIDI編集の概要」を参照して
ください。
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LogicProインターフェイスの概要

「LogicPro」のインターフェイスは、特定のタスクを専門に処理する
複数の領域で構成されています。メインワークスペースは「アレン
ジ」ウインドウで、これにはあらゆる領域やエディタを組み込むこと
ができます。

この章では「アレンジ」ウインドウについて説明します。読み進めて行くと、「アレンジ」ウイ

ンドウが「LogicPro」の各ウインドウやエディタとどのように連動しているのかが分かります。
これらのエディタとその機能については、相互参照でリンクされている各章に詳しく記されてい

ます。

「LogicPro」を起動してこれらのウインドウを表示し、それらに慣れておくことをお勧めします。
解説を読みながら、「 LogicPro」のインターフェイスの各部分を実際にクリックして試してみて
ください。そうすることで、何がどこにあるのかや、それらの機能の概要、連係の様子が、感覚

的に把握できるでしょう。

「LogicPro」を開くには：
m


FinderまたはDockで「アプリケーション」フォルダを開き、「 LogicPro」のアイコンをダブル
クリックします。

「LogicPro」をはじめて起動すると、テンプレートダイアログが表示され、作成したいテンプ
レートとプロジェクトタイプを選択できます（「新規」ダイアログの詳細については、 136ペー
ジの「プロジェクトを作成する」を参照してください）。「 LogicPro」のインターフェイスの設
定は、どのテンプレートを選択するかによって異なります。
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「LogicPro」のインターフェイスの紹介
次のセクションでは、「LogicPro」のインターフェイスのさまざまな要素を紹介します。このセ
クションはいわば準備運動のような内容が中心で、各領域に関する基本事項が記されています。

オプションや機能、使用方法の詳細は、すべてこのマニュアルの後半に含まれる解説用の各章に

記されています。

「アレンジ」ウインドウ
「アレンジ」ウインドウは、すべての作業領域およびエディタを組み込むことができます。ウイ

ンドウ上部にはツールバーが、下部にはトランスポートバーが配置されています。

次のような領域を追加して表示することもできます：

Â エディタ領域（アレンジ領域の下に横に配置）

Â メディア領域またはリスト領域（アレンジ領域およびエディタ領域の右側に縦に配置）

Â インスペクタ（アレンジ領域およびエディタ領域の左側に縦に配置）

領域が表示されない場合は、ツールバーまたはアレンジ領域の該当するボタンをクリックする

と表示されます。すでに表示されている領域は、新しく開いた領域に合わせてサイズが調整さ

れます。

∏ ヒント：エディタと、そのほかの領域の多くは、「アレンジ」ウインドウから独立した別のウイ
ンドウとして開くことができます。いずれも「ウインドウ」メニューにあります（対応する

キーコマンドを使って開くこともできます）。

Â アレンジ領域： ここでオーディオおよび音源のパートをリージョンとして録音し、そのオー
ディオおよびMIDIリージョンをアレンジして曲の形に整えます。

インスペクタを表示する

ボタン

「アレンジ」ウインドウ

トランスポートバー

アレンジ領域

リスト領域を表示する
ボタン

ツールバーを表示する

ボタン

メディア領域
インスペクタ

ツールバー

各エディタを表示する

ボタン群
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Â メディア領域またはリスト領域： 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「メディア」ボタン
をクリックすると、さまざまなタブで、オーディオファイルの検索やプレビュー（「ブラウザ」

タブ）や、エフェクト、音源、およびそれらの設定（「ライブラリ」タブ）の選択が可能にな

ります。「リスト」ボタンをクリックすると、MIDIイベントの表示（イベントリスト）やテン
ポイベントの表示（テンポリスト）、その他のことが可能です。「アレンジ」ウインドウの「表

示」メニューから（または、対応するキーコマンドを使って）、メディア領域やリスト領域を

表示することもできます。

Â エディタ領域： アレンジ領域の下部にあるいずれかのボタンをクリックして、ミキサー、ピア
ノロールエディタ、HyperEditror、スコアエディタ、またはサンプルエディタを「アレンジ」
ウインドウで直接開いたり閉じたりすることができます。これらのウインドウでは、異なる複

数のタイプのデータを細かいレベルで変更、削除、または追加できます。

Â トランスポートバー： プロジェクト内を移動するのに使用します。現在の再生、録音、または
編集の位置が、再生ヘッドによって示されます。再生ヘッドは、「LogicPro」のすべてのウイ
ンドウ（つまり「アレンジ」ウインドウおよび各エディタウインドウ）で再生状況をリアルタ

イムで表示する縦線です。

Â インスペクタ： アレンジ領域での作業中にトラックパラメータおよびリージョンパラメータ
を設定したり、作業の中心となる編集ウインドウのパラメータを設定したりするのに使用しま

す。例：

Â エディタ領域の下部にあるスコアエディタ領域をクリックすると、楽譜の記号がインスペク

タにすべて表示されます。

Â


HyperEditor領域をクリックすると、現在選択されているハイパー定義（HyperEditorウイ
ンドウ内で選択されている行）のパラメータが表示されます。

「アレンジ」ウインドウのツールバー
このツールバーは「アレンジ」ウインドウの上部に表示されます。ツールバーには、よく使うコ

マンドのボタンが含まれています。

このツールバーは、カスタマイズすることによって、インスペクタ、メディア領域、およびリス

ト領域の表示、トラックの新規作成、オーディオファイルの追加、そのほかの共通機能のボタン

を含めることが可能です。詳細については、73ページの「「アレンジ」ウインドウのツールバー
をカスタマイズする」を参照してください。

トランスポートバー
トランスポートバーは「アレンジ」ウインドウの下端にあります。このバーを使ってプロジェク

ト内を移動したり、録音を開始したりできます。ここにあるボタンは、再生、巻き戻し、一時停

止などで、テープレコーダやCD／DVDプレーヤーを使ったことのある方ならすぐに慣れ親し
むことができます。トランスポートバーには、「LogicPro」で実行するタスクを単純化するため
の機能もいくつか含まれています。たとえば、サイクルセクションで繰り返し録音したり、特定

のパートをほかのパートと分けて聴いたりする機能があります。
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トランスポートバーは3つの部分で構成されています：

Â トランスポートボタン： プロジェクト内を移動するのに使用します。

Â ディスプレイ領域： プロジェクト内を移動するための情報が表示されます。

Â モードボタン： 詳細な録音および再生機能を有効にします。

使用頻度の比較的高い機能をすばやく使用できるように、ボタンやディスプレイを追加または削

除してトランスポートバーをカスタマイズすることができます。SMPTE または小節ディスプレ
イウインドウを単独で開くこともできます。詳細については、73ページの「トランスポートバー
をカスタマイズする」を参照してください。

アレンジ領域
アレンジ領域は、ツールバーのすぐ下に表示されます。プロジェクト内の MIDIデータおよびオー
ディオデータが含まれる部分（「リージョン」と呼ばれます）の記録、読み込み、照合、および

整理のために使用します。

Â バールーラ： 小節と拍の単位で区切られた直線状のバーです。バールーラには、時、分、秒、
およびそれより細かい単位で、時間が表示されます。また、異なる複数の再生および録音タス

クを処理する際、プロジェクトのセクションのマーキングに使う機能も、いくつか備えていま

す。詳細については、105ページの第 5章「プロジェクトをナビゲートする」を参照してくだ
さい。

Â アレンジグリッド： MIDI リージョンとオーディオリージョンはすべて、このグリッド上に横
長の帯状の領域（トラック）で表示されます。トラックは、時間位置を基準に格子（グリッ

ド）状のレイアウトで配列されます。

Â トラックリスト： 各トラックの帯状の領域（レーン）に配置されたMIDIオーディオリージョ
ンを再生する際の、出力先となるチャンネルストリップをここで設定します。トラックリスト

の各レーンのヘッダには、トラック名、アイコン、およびいくつかのトラックボタンを表示で

きます。

トランスポートの各ボタン ディスプレイ領域 各モードボタン

バールーラ

アレンジグリッド

トラックリスト
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メディア領域
メディア領域は、ツールバーの「メディア」ボタンをクリックして開いたり閉じたりできます。

メディア領域では、プロジェクトのすべての関連ファイル（オーディオ、ビデオ、プラグイン設

定など）を管理します。この領域には、4つのタブがあります：
Â オーディオビン： プロジェクトで使用するすべてのオーディオファイルを管理できます。

Â ループブラウザ： ループファイル（ AppleLoopsなど）の検索に使用します。
Â ライブラリ： プラグイン、チャンネルストリップ、およびMIDI音源の設定の検索に使用しま
す。またこれらを直接割り当てることもできます。

Â ブラウザ： 「LogicPro」のすべての関連ファイルを検索します。

オーディオビンとは
オーディオビンには、プロジェクトで使用するすべてのオーディオファイルが表示されます。プ

ロジェクト用オーディオファイルのカタログだと考えてかまいません。各オーディオファイルを

元に作成されたリージョンの概要も把握できます。

オーディオビンでは、新規オーディオファイルとリージョンの定義、既存のオーディオファイル

とリージョンの編集、削除、または名称変更が可能です。オーディオファイルおよびリージョン

はいずれもオーディオビンからアレンジ領域に直接ドラッグして、編集、移動、およびコピーす

ることができます。また、まだアレンジメントに使用していないファイルをオーディオビンに追

加すると、作曲しながらオーディオに簡単にアクセスできます。
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Â「名前」カラム： 現在のプロジェクトに含まれるすべてのオーディオファイルの名前が表示さ
れます。ファイル名の横に表示される三角形ボタンをクリックすると、選択したオーディオ

ファイルに関連付けられているリージョンがすべて表示されます。

Â「情報」カラム： オーディオファイルおよびリージョンの情報が表示されます。横のバーはオー
ディオファイル全体の長さを示します。オーディオファイル内のリージョンの位置とサイズ

が、バーの色によって示されます。サンプルレート、ビット深度、モノ、ステレオ、サラウン

ドステータスなどの追加データ、およびファイルのサイズも、「情報」カラムに表示されます。

モノファイルは単独の円、ステレオファイルは組み合わさった2つの円、サラウンドファイル
は5つの円の記号で示されます。

Â 再生ボタン： 選択したオーディオファイルまたはリージョンの音を聴くときにクリックしま
す。もう一度クリックすると、再生が停止します。

Â ループボタン： 選択したオーディオファイルまたはリージョンの音を繰り返し聴くときにク
リックします。もう一度クリックすると、再生が停止します。

オーディオビンを独立したウインドウとして開き、そのサイズを変更すると、オーディオビンの
「情報」カラムにオーディオファイルおよびリージョンの波形の概観を表示できるようになりま

す。



第2章    LogicProインターフェイスの概要 33



ループブラウザとは
ループブラウザは、AppleLoopsの検索を直観的にすばやく行うことができるようにするための
ものです。

キーワードを使ってループを検索したり、テキスト検索を実行したり、ループをプレビューした

り、ループ情報を表示したり、表示されるループを特定のJamPackまたはループライブラリの
ループに制限したりできます。検索条件にマッチしたファイルは検索結果リストに表示されま

す。使いたいファイルが見つかったら、それをアレンジ領域にドラッグして、プロジェクトに追

加できます。

「ループ」タブには、カラム表示、ミュージック表示、サウンドエフェクト表示という3 種類の
表示方法があります。デフォルトのミュージック表示には54個のボタンが配置され、各ボタン
に音楽のカテゴリが表示されます。一覧の中で目的のボタンをクリックして検索範囲を狭め、適

切なAppleLoopsを選択します。有効なボタンは強調表示されます。

カテゴリボタン

クリックして検索範囲を狭め、

適切なループを選択します

検索結果リスト

検索条件にマッチした

ループがすべて表示されます

音量スライダ

「表示」メニュー 各表示ボタン

検索フィールド
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サウンドエフェクト表示には、「爆発」、「Foley」、「人間」などのエフェクト関連のカテゴリのボ
タンが表示されます。

カラム表示では、MacOSX 標準のカラムスタイルのファイルメニューが表示されます。この
ビューでは、検索条件が「すべて」、「ジャンル別」、「音源別」、「ムード別」、「よく使う項目」の

各階層に分けられています。

Â 各表示ボタン： クリックすると、3つの表示が切り替わります。左端のボタンでカラム表示に、
左から2番目のボタン（音符のアイコン）でミュージック表示に、3番目のボタン（「FX」ア
イコン）でサウンドエフェクト表示に切り替わります。

Â「表示」ポップアップメニュー： 特定のループライブラリに限定してループを表示します。

Â 検索フィールド： フィールドに文字列を入力すると、その検索文字列を含むファイル名が表示
されます。

Â カテゴリボタン（ミュージック表示およびサウンドエフェクト表示の場合にのみ有効）： ク
リックすると、カテゴリにマッチするファイルが検索条件リストに表示されます。

Â カテゴリカラム（カラム表示の場合にのみ有効）： カテゴリカラムを選択すると、サブカテゴ
リが表示されます。

Â 検索結果リスト： 検索条件にマッチしたループがすべて表示されます。

Â 音量スライダ： 選択されたファイルの再生レベルを調整します。

カテゴリカラム
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ライブラリとは
ライブラリは、以下のファイルタイプにアクセスするときに利用できる強力なツールです。

Â チャンネルストリップ設定（.cst）
Â プラグイン設定（.pst）
Â


EXSインストゥルメント（.exs）

Â エンバイロメントの音源、および「AudioMIDI設定」ユーティリティで作成されたMIDI音源
のプログラムまたはバンク

Â


RewireMIDI音源および現在有効なRewireホスト

ライブラリには、選択されたチャンネルストリップのタイプとセクション（チャンネルストリッ

プ設定メニュー、インサートスロット、音源スロット）にマッチする設定ファイルが自動的に表

示されます。白いフレームは、「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップで選択されてい

る部分を示します。

フォルダを開いてファイルをブラウズするか、テキスト検索を実行してファイルを検索すること

ができます。検索条件にマッチしたファイルは検索結果リストに表示されます。使いたいファイ

ルが見つかったら、それを選択するだけで読み込むことができます。
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ブラウザとは
ブラウザでは、「LogicPro」で使用できるすべてのファイルタイプのブラウズと検索が可能です。
これにより、編集作業中にファイルにアクセスして使用することが容易になります。接続されて

いるメディア音量には以下のファイルタイプが表示されます：

Â


Logicプロジェクトファイル

Â 旧バージョンの「Logic」で作成されたソングファイル
Â


GarageBandプロジェクト

Â「LogicPro」と互換性のある、あらゆるプロジェクトの互換ファイルフォーマット（OMF、
AAF、OpenTL、 XML、MIDIファイル）

Â オーディオファイル

Â


QuickTimeムービー

Â 戻るボタンおよび進むボタン： 一度表示したフォルダ階層レベルの間を移動します。

Â パスポップアップメニュー： 現在の場所へのファイルパスのレベルを表示します。前のレベル
に戻ることができます。

戻るボタンおよび進む

ボタン

再生ボタン

アクションポップアップメニュー音量スライダ

検索フィールド

検索フィルタ

ファイルリスト

パスメニュー

「コンピュータ」、「ホーム」、
および「プロジェクト」の

各ボタン 各表示ボタン
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Â コンピュータボタン： ローカルハードディスク、光学ドライブなど、コンピュータに接続され
たストレージメディアがある場合は、その内容を表示します。

Â ホームボタン： ホームディレクトリの内容を表示します。

Â プロジェクトフォルダボタン： 現在のプロジェクトフォルダの内容を表示します。

Â 各表示ボタン： ファイルリストをカラム表示モードまたはリスト表示モードに切り替えます。

Â 検索フィールド： フィールドに文字列を入力すると、その検索文字列がファイル名に含まれる
ファイルが表示されます。ファイル検索は、名前以外の検索条件（ファイルに記録されている

そのほかの情報）でも可能です。検索フィルタを追加するには、プラス記号（＋）のボタンを

クリックします。「 LogicPro」では、現在表示されている場所が検索対象になります。
Â 検索フィルタ： メニューを使い、特定のファイルタイプ、ファイルフォーマット、日付、サイ
ズ、そのほかの条件で検索範囲を狭めます。

Â ファイルリスト： 現在の場所にある、「Logic」に関連するファイルとフォルダが表示されま
す。カラム表示では、フォルダを選択することでブラウズが可能です。

Â アクションポップアップメニュー： メニュー項目を選択し、選択済みのオーディオファイルを
オーディオビンに追加したり、ファイルの場所をFinderで表示したりします。

Â 音量スライダ： 再生音量を調整します。

Â 再生ボタン： クリックすると、選択したオーディオファイルが再生されます。

リスト領域
リスト領域は、ツールバーの「リスト」ボタンをクリックして開いたり閉じたりすることができ

ます。この領域には独立した4つのタブがあり、以下のタイプのデータが一覧表示されます：
Â イベントリスト： リージョンおよび MIDIイベントが表示されます。

Â マーカーリスト： プロジェクトに含まれるマーカーがすべて一覧表示されます。

Â テンポリスト： テンポの変更内容がすべて表示されます。

Â 調号／拍子記号リスト： プロジェクトに含まれる拍子とキーの変更イベントがすべて表示さ
れます。

リスト領域の各タブ画面は、厳密な編集作業を行う場合や、すべてのデータを漏れなく表示する

必要がある場合に最適です。
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イベントリストとは
イベントリストには、プロジェクト内のすべてのイベント（MIDI ノートイベント、リージョン
開始イベントなど）が一覧表示されます。録音済みのデータに厳密な変更を加える必要があると

きや、ほかのエディタのグラフィックス表示ではタスクに適さない場合は、イベントリストを使

用してください。表示されるイベントタイプを限定すると、特定のイベントタイプを簡単に検索

できるようになります。

イベントリストには、2種類のデータ（リージョンに関する情報とイベントに関する情報）を表
示できます。表示される情報は、現在の階層レベルによって異なります。言い換えれば、アレン

ジ領域レベルの情報を見ているのか、それともアレンジ領域内の1つまたは複数のMIDIリージョ
ンの内容を見ているのかによります。表示階層の詳細については、65ページの「異なる階層レ
ベルで作業する」を参照してください。

Â 階層ボタン： クリックすると、イベントリストで上の階層に移動します。このボタンによっ
て、現在プロジェクトに含まれるすべてのリージョンを参照することができます。

Â「作成」ボタンおよび「フィルタ」ボタン： イベントタイプのボタンの機能を定義します。「作
成」ボタンをオンにした場合は、イベントタイプのボタンをクリックすると、選択したイベン

トタイプが追加されます。「フィルタ」ボタンをオンにした場合は、イベントタイプのボタン

を使って、特定のイベントタイプだけをフィルタリングして表示することができます。フィル

タリングによってイベントが表示されなくなった場合も、再生には影響ありません。

階層ボタン

「作成」ボタンと

「フィルタ」ボタン

イベントタイプの
各種ボタン

リスト領域

リージョンディスプレイ イベントディスプレイ
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Â 各イベントタイプのボタン： クリックすると、特定のイベントタイプだけをフィルタリングし
て表示するか、（「作成」ボタンおよび「フィルタ」ボタンの状況によっては）イベントタイプ

を追加することができます。

Â リスト領域： イベントまたはリージョンのリストが、複数の列に分かれて表示されます。詳細
については、第 18章「イベントリストでMIDIイベントを編集する」を参照してください。

マーカーリストとは
マーカーリストには、プロジェクトに含まれるマーカーがすべて表示されます。このリストを

使って、マーカーを新規に作成したり、既存のマーカーを編集したり、テキスト編集のための

マーカーを選択したりすることができます。また、マーカー名をクリックするとマーカーの位置

にジャンプ（再生ヘッドの位置へ移動）できるので、ナビゲーションの補助機能としても役立ち

ます。

Â「作成」ボタン： マーカーを新規に作成します。

Â マーカーリスト領域： プロジェクトに含まれるマーカーがすべて表示されます。

Â マーカーテキスト領域ボタン： クリックすると、オプション機能としてマーカーテキスト領域
が表示され、ここでマーカーテキストの入力や編集ができます。

Â マーカーテキスト領域： 選択したマーカーのテキストをここで入力します。

「作成」ボタン

マーカーリスト領域

マーカーテキスト領域

マーカーテキスト領域

ボタン
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テンポリストとは
テンポリストには、プロジェクトでのテンポの変更内容がすべて表示されます。テンポリストは、

テンポイベントを新規に作成したり既存のテンポイベントを編集したりする場合にも使用でき

ます。

Â「作成」ボタン： クリックすると、テンポイベントが新規に作成されます。

Â テンポリスト： プロジェクトでのテンポの変更内容、およびそれらの位置が、すべて表示され
ます。

「作成」ボタン

テンポリスト
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調号／拍子記号リストとは
調号／拍子記号リストには、プロジェクトに含まれる拍子イベントおよび調号イベントがすべて

表示されます。スコア記号（プロジェクトのスコア上に存在するもの）も表示されます。スコア

記号には、反復記号や複縦線（終止線も含む）、半分の長さの小節線や短い小節線、隠れた小節

線、手動で挿入した小節線などがあります。

調号と拍子記号リストを使って、プロジェクトに含まれる拍子イベントおよび調号イベントを、

コピー、移動、削除することができます。

プロジェクトの先頭の

調号と拍子記号は、常に
リストの最上位に表示され

ますが、小節内の位置を
示すインジケータには

表示されません。
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インスペクタ
インスペクタは、ツールバーにある「インスペクタ」ボタンをクリックすると表示したり隠した

りできます。インスペクタの表示内容は、アレンジ領域またはその下に表示されるいずれかのエ

ディタ領域のうち、どの領域を作業の中心とするかによって異なります。次のスクリーンショッ

トは、アレンジ領域を作業の中心とした場合のインスペクタの様子です。

Â トラックパラメータボックス： トラックチャンネルストリップのさまざまな要素を変更する
ときに使用します。トラックのレーンに配置されたリージョンはすべて、このボックスの設定

変更の影響を受けます（すべてのリージョンがこのチャンネルストリップにルーティングされ

ているため）。名前の横に表示される小さな三角形をクリックすると、このボックスの内容が

表示されたり隠れたりします。このボックスを閉じると、その下の表示領域が拡大します。

Â リージョンパラメータボックス： トラックのレーンにある個々のリージョンに対して、再生パ
ラメータ（トランスポーズやクオンタイズなど）を設定するときに使用します。リージョンパ

ラメータボックスのパラメータを変更しても、実際のリージョンのオリジナルデータは変更さ

れさません。リージョンおよびリージョン内のイベントの再生には影響します。リージョンの

再生に合わせて、リアルタイムにこれらのパラメータの表示が変化します。名前の横に表示さ

れる小さな三角形をクリックすると、このボックスの内容が表示されたり隠れたりします。

リージョンパラメータボックス

トラックパラメータボックス

アレンジチャンネルストリップ
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Â アレンジチャンネルストリップ： 左側のチャンネルストリップは、選択したアレンジトラック
の出力を制御します。右側のチャンネルストリップは、左側のチャンネルストリップで実行さ

れるアクションによって変化します。たとえば、右側のチャンネルストリップには、左側の

チャンネルストリップの最初のオグジュアリーまたは出力先のチャンネルストリップが表示
されます。この機能は、柔軟性のあるエフェクトやオーディオのルーティングシステムのセッ

トアップをすばやく簡単に行うためのものです。また、選択したアレンジトラックの処理や

ルーティングをひと目で把握でき、すべてのミキサーチャンネル機能（音量、パン、センド、

インサートなど）にアレンジ領域から直接アクセスできます。トラックのアレンジチャンネル

ストリップとミキサーのチャンネルストリップのどちらか一方を調整すると、もう一方にそれ

が反映されます。

参考：インスペクタの横のサイズは変更できません。作業の中心となる領域にパラメータ領域が
ない場合は、アレンジ領域のインスペクタが表示されます。

インスペクタでは、キーフォーカスがあるウインドウごとに表示するパラメータが変わります。

それぞれの使いかたについては、各ウインドウの章を参照してください。
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エディタ領域
ミキサー、サンプルエディタ、ピアノロールエディタ、およびHyperEditorを、「アレンジ」ウ
インドウ下部の対応する各ボタンをクリックすることにより、直接「アレンジ」ウインドウで開

くことができます。各ウインドウの概要は、次の通りです。

ミキサーとは
ミキサーでは、プロジェクトのミキシングを行います。各トラックは、チャンネルストリップを

介して再生されます。チャンネルストリップのレベルとパン位置を調整したり、エフェクト、

ミュート、およびソロトラックを追加したり、チャンネルストリップの出力をほかの種類のチャ

ンネルストリップ（出力チャンネル、オグジュアリーチャンネルなど）に送信したりすることが

可能です。

Â チャンネルストリップ： チャンネルストリップのコントロールは、チャンネルストリップを介
して再生されるオーディオ信号のレベルおよびそのほかの要素を調整するときに使用します。

Â 各表示ボタン： ミキサーの表示モードを「1トラック」、「アレンジ」、および「すべて」の間で
切り替えて、タスクに必要なチャンネルストリップだけをすばやく表示します。

Â 各フィルタボタン： 特定の種類のチャンネルストリップをフィルタリングして表示します。

詳細については、541ページの第 25章「ミキシング」を参照してください。

チャンネルストリップ

各フィルタボタン各表示ボタン
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サンプルエディタとは
サンプルエディタでは、オーディオファイルの内容が波形グラフィックスで表示されます。サン

プルエディタを使えば、オーディオファイル（およびリージョン）を細かいレベルで編集できま

す。サンプルエディタには、破壊編集ツールも用意されており、これらを使うと、オーディオの

タイムストレッチやピッチ変更、サンプルレートの変更、オーディオからのMIDIグルーヴの抽
出、さらにはオーディオのクオンタイズも可能になります。

Â ルーラ： アレンジ領域内のリージョンの位置を示します。まだアレンジ領域にオーディオファ
イルを追加していない場合は、位置マーカーラインが点線になっており、時間的な関連性が存

在しないことが示されます。

Â 情報ディスプレイ： 選択した領域の開始位置と長さが示されます。

Â 波形オーバービュー： 波形全体の縮図が表示されます。白い枠は、波形表示中の可視領域の範
囲を示します。濃いグレイの枠は、現在選択されている領域を示します。

Â 波形ディスプレイ： 詳細な波形表示を見ることができます。ステレオファイルを扱っている場
合は、両方のチャンネルが表示されます。左チャンネルは上段に、右チャンネルは下段に表示

されます。振幅のレベルは波形の左側に表示されます。

Â 再生ヘッド： 波形ディスプレイには、再生ヘッドの現在の位置が表示されます。

Â アンカー： オーディオリージョンに時間軸上の参照点を設定します。「LogicPro」のアレンジ
領域でリージョンを移動すると、アンカーの位置がヘルプタグで表示され、そのリージョンの

アンカーは「スナップ」メニューで選択したグリッドディビジョンにスナップされます。

Â リージョン領域： この縦棒を動かして、リージョンの長さを調整します。

ルーラ

情報ディスプレイ波形オーバービュー

波形ディスプレイ

アンカー

再生ヘッドリージョン領域
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ピアノロールエディタとは
ピアノロールエディタでは、MIDI の音符がグリッド上に横棒で表示されます。左側にあるピア
ノの鍵盤は、各横棒で示されるノートピッチと同じ音高で配列されています。音符の長さは、各

横棒の相対的な長さによって示されます。音符は左から右へ向かって配列されます。ルーラと縦

のグリッド線によって、音符の開始位置と終了位置が読み取りやすくなっています。ノートベロ

シティ（音符を鳴らす強さ。通常は音の大きさ）は、色で示されます。

詳細については、397ページの第 16章「ピアノロールエディタでMIDIイベントを編集する」を
参照してください。

スコアエディタとは
スコアエディタでは、旧来の記譜法によってMIDIリージョンのMIDIノートイベント（ペダル
やそのほかのイベントタイプも含む）が表示されます。譜表でMIDIノートイベントを挿入、編
集したり、それらの意味を演奏記号を使ってはっきり示したりすることが可能です。歌詞、タイ

トル、コメントなどのテキストも、スコアに含めることができます。印刷機能によって、完全な

スコアを印刷することができます。用紙のサイズが許す限り、いくつでも譜表を挿入できます。
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スコアエディタの使用方法については、667ページの第 33章「楽譜を使って作業する」を参照
してください。

HyperEditorとは
HyperEditorでは、時間を示すユーザ定義のグリッドに沿って、MIDIノートイベントまたはコ
ントローライベントが縦棒で表示されます。このため、HyperEditorは次のような操作を行うの
に最適です：

Â ノートベロシティなどのコントローラデータを追加または編集する。サイズ調整などの編集タ

スクをすばやく処理できます。

Â


MIDIドラムパートをすばやく作成、編集する。

Â イベント定義： 横の行（レーン）はイベントの定義を示します。これによって、表示されるイ
ベントタイプが決まります。名前カラムにある行を選択すると、そのイベント定義がインスペ

クタのイベント定義パラメータボックスに表示されます。

Â MIDI イベント： 各MIDIイベントは縦棒によって示され、時間軸上の特定の位置に合わせて並
んでいます。コントローラの値、つまり音符のベロシティは、縦棒の高さによって示されま

す。棒が長いほど、値が大きくなります。

イベント定義

イベント定義パラメータ
ボックス

MIDIイベント
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「LogicPro」の各ウインドウで共通の機能
「LogicPro」のすべてのウインドウ（アレンジ領域も含みます）には、いくつかの共通要素があ
ります。これらの要素はアプリケーション全体を通じて同じ場所に配置されており、このウイン

ドウ間の一貫性が「Logic」での作業をいっそう楽にしてくれます。

ローカルメニューバー
各ウインドウのメニューバーには、そのウインドウ固有の機能にアクセスするためのボタンが含

まれています。たとえば、スコアエディタには異名同音の変換機能があります。これは楽譜に適

した機能ですが、ピアノロール編集では意味がありません。

ツールメニュー
各ウインドウには、そのウインドウで実行されるタスクに特化したツールメニューがあります。

たとえば、アレンジ領域には、リージョンのカットや移動、編集のオートメーションなど、複数

の異なるアレンジタスク用のツールがあります。スコアエディタには、スコアの構成や、声部分

割などのタスクに必要なツールがあります。

左側のツールメニューはデフォルトツールです。右側のメニューは2次ツールです。マウスの右
ボタンがほかのタスクに割り当てられていない場合は、ツールメニューがもう1 つ表示されま
す。詳細については、166ページの「ツールを使って作業する」を参照してください。

ローカルメニューバー
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キャッチ、リンク、階層の各ボタン
ほとんどのウインドウにはキャッチボタン、リンクボタン、および階層ボタンがあります。これ

らのボタンは、「LogicPro」のウインドウどうしを結びつけるために使われるもので、ソングの
階層を移動するのに役立ちます。このボタンが便利な場合としては、たとえばアレンジ領域で

リージョンをクリックすると、「リンク」しているウインドウ（ピアノロールエディタなど）の

内容が瞬時に更新され、リージョン内のイベントが表示されます。

スクロールバー
ウインドウの右端および下端には、横方向および縦方向のスクロールバーが表示されます。これ

を使って、表示領域の外側にある部分を表示することができます。

拡大／縮小スライダ
ウインドウの右下の隅に表示される、横方向および縦方向のスライダです。これを使って、ウイ

ンドウの表示内容を横方向または縦方向に変更に拡大／縮小することができます。

バールーラ
各リニア編集ウインドウの上部にはバールーラがあります。プロジェクト内のリージョンやイベ

ントの位置は、バールーラに合わせて配列されます。バールーラにはマーカーとロケータが表示

され、拍子の変更が反映されます。バールーラには、ソロ、録音、同期という3つの重要な操作
モードがあります。

階層ボタン リンクボタン

キャッチボタン
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グローバルトラック
リニア編集ウインドウには、グローバルトラックもあります。これは、ウインドウを開くとバー

ルーラのすぐ下に表示されます。バールーラの左側に表示される三角形ボタン（「グローバルト

ラック」という表示があります）をクリックすると、グローバルトラックが表示されます。

Â「マーカー」トラック： プロジェクトの小節位置やパートを示すのに使用するマーカーが表示
されます。マーカーの長さ、文字列、色は、自由に編集できます（マーカーの詳細について

は、123ページの「マーカーを使って作業する」を参照してください）。

Â「テンポ」トラック： プロジェクトのテンポの変更内容がすべて表示されます。詳細について
は、642ページの「「テンポ」トラックを使う」を参照してください。

Â「ビートマッピング」トラック： あらゆるミュージックイベント（MIDI ノート、およびオー
ディオリージョンの明瞭な強勢の両方）に対して小節位置を割り当てることができます。この

機能により、ルバート（演奏速度を上げたり下げたりする自由なテンポ調整）をかけて録音さ

れたMIDIリージョンまたはオーディオリージョンの元のタイミングに合わせて、タイムライ
ンを調整することが可能になります。再生時の違いはありませんが、画面上ではタイムライン

に一致した状態で表示されます。

Â「調号／拍子記号」トラック： プロジェクトの基本のキーおよびすべての拍子と調号が、スコ
アエディタと同じように表示されます。

Â「コード」トラック： MIDIリージョンから抽出できる（またはマウスで作成できる）コード記
号が表示されます。これらのコード記号は、スコア上に挿入することもできます。コードの

ルート音によって、あらゆるAppleLoopsのトランスポーズ（ピッチシフト）が決まります。
ルート音は、MIDIリージョンの再生にも影響します。

Â「トランスポーズ」トラック： グローバルなトランスポーズイベントが表示されます。このト
ラックは、「コード」トラック上のコードのルート音の進行にリンクしています。コードのルー

ト音を変えると、「トランスポーズ」トラックにそれが反映されます。また、「トランスポー

ズ」トラックで変更を行うと、「コード」トラックにそれが反映されます。

Â「ビデオ」トラック： QuickTimeムービーのフレームが、音楽と完全に同期したサムネールと
して表示されます。映画用の音楽作りに理想的な機能です。ムービーのカットは、自動的に検

出され、マーキングされます。
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「アレンジ」ウインドウの各領域の連係
「アレンジ」ウインドウでは、さまざまなセクションが相互に連係しています。これらのウイン

ドウを使って、あらゆるファイルにアクセスし、メソッド、トラック、およびチャンネルのパラ

メータを 1 つの場所で編集し、処理の流れをスピードアップすることができます。「アレンジ」
ウインドウのこれらの要素がどのように協調し合って音楽作りを加速させるのか、その概要を以

下に示しますので、手順に沿って実行してください。

「アレンジ」ウインドウの各領域の連係を確認するには：
1 ツールバーの「メディア」ボタンをクリックして、メディア領域を開きます。

2 「ブラウザ」タブをクリックし、オーディオファイルが含まれるフォルダに移動します。 

3 オーディオファイルのファイル名をクリックしたまま、アレンジ領域のオーディオトラックの

レーンにドラッグします。

ヘルプタグに「1111」という位置が表示されたら、マウスのボタンを放すと、アレンジ領域に
リージョンが作成されます。

4 アレンジ領域の下部にある「サンプルエディタ」ボタンをクリックします。
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アレンジ領域で作成したリージョンの内容と共にサンプルエディタが表示されます。 

5 オーディオビンタブをクリックします。

オーディオビンには、プロジェクトに追加したオーディオファイルが含まれています。

6 「ループ」タブをクリックし、カテゴリボタンをクリックして「ループ」タブの検索結果リスト
でマッチするループを確認します。
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7 緑色のアイコンのループを選択し、それをアレンジ領域のソフトウェア音源トラックにドラッグ

します。

ヘルプタグに「1111」という位置が表示されたら、マウスのボタンを放すと、アレンジ領域に
MIDIリージョンが作成されます。

∏ ヒント：ソフトウェア音源トラックがない場合、ループブラウザから直接AppleLoopをアレン
ジ領域の何も表示されていない個所へドラッグします。トラックと対応するチャンネルスト

リップが自動的に作成され、AppleLoopが読み込まれます。

8 アレンジ領域の下部にある「ピアノロール」ボタンをクリックします。

ピアノロールエディタが、アレンジ領域で作成したリージョンの内容と共に表示されます。

9 トランスポートバーの先頭に移動ボタンをクリックして、再生ヘッドをプロジェクトの開始位置

まで移動します。

10 トランスポートバーの再生ボタンをクリックして、プロジェクトを再生します。

プロジェクトに追加したオーディオファイルおよびソフトウェア音源のループの演奏が聞こえ

ます。ソフトウェア音源のループのメロディは気に入っても、サウンドが気に入らない場合があ

るかもしれません。その場合は、ライブラリを利用して、ソフトウェア音源のループに別のサウ

ンドを割り当ててください。
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11 ソフトウェア音源トラックを選択し、「インスペクタ」ボタンをクリックします。

左側のチャンネルストリップには、ソフトウェア音源と、選択したトラックのエフェクトが表示

されます。

12 「ライブラリ」タブをクリックし、表示されているチャンネルストリップ設定をブラウズします。

現在はソフトウェア音源トラック／チャンネルストリップなので、ソフトウェア音源のチャンネ

ルストリップ設定のみがライブラリに表示されます。 

13 チャンネルストリップ設定のどれか1つを選択して、読み込みます。 

14 もう一度再生して、新しいサウンドを試聴します。
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「LogicPro」のインターフェイス要素の使いかた
コンピュータのマウスおよびキーボードを使って、ここまで説明してきたボタンやスイッチ、ス

ライダ、およびメニューのすべてが使用できます。「LogicPro」のインターフェイス要素の使い
かたの概要を以下に示します。

チェックボックスとボタン
チェックボックスは、クリックすると選択状態になる正方形のボックスです。オプション（また

は機能）を有効にするために使用します。チェックボックスをもう一度クリックすると選択解除

の状態になり、オプションが無効になります。

ボタンには、「押されて」いる状態（通常は点灯しています）のときだけ、その機能が一時的に

有効になるものがあります。

もう一度ボタンをクリックすると、その機能が無効になります。この種のボタンの例としては、

ミュートボタンやソロボタンがあります。

もう1つのチェックボックスは、丸い形のラジオボタンです。さまざまなグループに分けられた
ボタン（それぞれ異なる機能をもつ）の中から、選択する必要があります。一度に 1 つのオプ
ションしか選択できないところが、ほかのチェックボックスやボタンタイプと異なります。「新
規トラック」ダイアログボックスの「タイプ」ラジオボタンがその一例です。
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ブルダウンメニューとポップアップメニュー
プルダウンメニューは、目的のメニュー項目をクリックしたときにのみ表示されます。ポップ

アップメニューは、特定の入力フィールドやボタンをクリックしたときにのみ表示されます。

一部のメニューでは、1つまたは複数の項目の横に、サブメニューの存在を示す矢印が表示され
ます。サブメニューの項目を選択するには、マウスを矢印の方向に動かし、目的の項目まで縦方

向に移動します。選択したコマンドまたは設定をクリックすると、その項目が有効になります。

メニューの表示領域の外側にある項目を選択したい場合は、メニューの上端または下端にある上

下の矢印の方向にマウスを移動すると、メニューがスクロールします。

ショートカットメニュー
ショートカットメニュー（コンテクストメニューとも呼びます）は、「LogicPro」のさまざまな
ウインドウのさまざまな領域で右クリック（またはControlキーを押しながらクリック）すると
表示されます。ショートカットメニューでは、選択、編集など、領域に固有の多くのコマンドを

実行でき、よく使う機能にすばやくアクセスすることができます。

参考：右クリックによる機能は、右マウスボタンの設定によって異なります： 「 LogicPro」＞
「環境設定」＞「グローバル」と選択し、「編集」タブの「右マウスボタン」で「ショートカット

メニューを開く」オプションを選択してください。
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コンピュータのキーボードを使う
「LogicPro」のほとんどの機能はキーコマンドでアクセスできます。このマニュアルで「キーコ
マンド」と言う場合、それはコンピュータのキーボードで、1つのキーまたは複数のキーの組み
合わせ（ControlキーとWキーなど）を押してアクセスできる機能やオプションを指します。

マウスの代わりにキーコマンドを使うと、「LogicPro」での作業効率が大幅に向上します。この
マニュアルでは、実践的な使用例を箇条書きの手順で多数紹介しており、特定の機能に対応した

デフォルトのキーコマンドについても説明しています。

マニュアルに記されている手順に従い、これらのデフォルトのキーコマンドを活用しながら、

「LogicPro」の操作に慣れていくことをお勧めします。これは、ただキーコマンドを覚えるだけ
ではなく、適切（かつ効率的）な作業の進めかたを身に付ける際にも役立ちます。

「LogicPro」の基本を十分に理解し、どのように作業を進めたいのかが見えてきたら、自分だけ
のキーコマンドセットを自由に割り当ててみましょう。キーコマンドに割り当てが可能な

「LogicPro」の機能およびオプションは、MIDIコントローラから送信される MIDIコマンドにも
割り当てることができます。これらの上級テクニックについては、158ページの「キーコマンド
を使って作業する」の該当セクションを参照してください。
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3 ウインドウの設定をカスタマイズする

「LogicPro」では、ユーザ独自の作業の進めかたや当面の作業内容に
合わせてウインドウの設定をカスタマイズできます。

作業の大半は「アレンジ」ウインドウで行いますが、さまざまなウインドウの組み合わせを開き

（同種のウインドウを複数開く場合でも）、個々に調整することができます。また、「スクリーン

セット」と呼ばれるウインドウの配置（スクリーンセットについては、78ページの「スクリー
ンセットを使う」を参照）を保存しておき、キーを押して呼び出すこともできます。

プロジェクトで開いているすべてのウインドウは、再生ヘッドの位置に合わせて常に更新されま

す。あるウインドウで行った変更は、開いているほかのすべてのウインドウに即座に反映されま

す。たとえば、ノートイベントのピッチをスコアエディタで変更した場合、開かれているピアノ

ロールエディタウインドウにこの変更がすぐに示されます。

この章では、全体的なウインドウの設定をカスタマイズおよび保存するための方法について概説

します。個々のウインドウまたはエディタの表示オプションについては、ここでは触れません。

ウインドウの種類
「LogicPro」には、通常のウインドウとフローティングウインドウという2種類のウインドウが
あります。

通常のウインドウ
通常のウインドウは、必要に応じていくつでも開くことができます。同種のウインドウを複数開

くこともできます。すべてのウインドウの内容が常に更新されている状態でも、「トップの」つ

まり「アクティブな」ウインドウというステータスが付与されるのは常に1つのウインドウだけ
です。通常のウインドウが複数重なっている場合に、最前面に表示されているウインドウがアク

ティブなウインドウです。このウインドウを、「キーフォーカス」を持っているウインドウと呼

びます。

キー・フォーカス・ウインドウは、タイトルバーが「高輝度表示」され、タイトルバーのテキス

ト（プロジェクト名）が黒で示されているので、判別できます。

ウインドウや領域にキーフォーカスするには、以下のいずれかの操作を行います：
m ウインドウのタイトルバーまたは作業領域内をクリックします。

作業領域をクリックする際、ウインドウで鉛筆ツールがアクティブになっていると、イベントや

リージョンが誤って挿入される恐れがあるので、十分注意してください。
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m 「ウインドウ」＞「ウインドウを巡回」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

ほかのウインドウに完全に隠れてしまう場合は、次に開かれているウインドウにキーフォーカス

が与えられます。

言うまでもなく、「アレンジ」ウインドウでは、異なる領域にほかのウインドウを複数取り込む

ことができます。これらのウインドウにキーフォーカスを与えるには、ウインドウの背景やタイ

トルバーをクリックするか（使いたいアレンジ領域）、ウインドウのツールを使います。

∏ ヒント：TabキーやShift＋Tabキーを使って「アレンジ」ウインドウの領域を巡回することもで
きます。Tabキーでは前に、 Shift＋Tabキーでは後ろに巡回できます。

キー・フォーカス・ウインドウ（または「アレンジ」ウインドウの領域）の主な特徴は、キーコ

マンドがこのウインドウに対してだけ機能し、それ以外のウインドウには影響しないことです。

バックグラウンドのウインドウを処理する
バックグラウンドのウインドウは完全に隠れることはなく、タイトルバーが「淡色表示」され、

名前が暗くなっていることで判別されます（ウインドウは、トップウインドウの隣に配置したり、

トップウインドウの下に並べたりすることができます）。

バックグラウンドのウインドウでは、変更内容を確認することはもちろん、変更する前にウイン

ドウにキーフォーカスを与えなくても、ほぼあらゆる変更を行うことができます。

各ウインドウのツールの選択内容が個別に記憶されており、キーフォーカスが与えられているか

どうかに関係なく、どのウインドウでも内容を直接編集できます。編集を行うと、ウインドウは

自動的にキー・フォーカス・ウインドウになります。たとえば、「アレンジ」ウインドウにピア

ノロールエディタとイベントリストエディタが表示されているとします。アレンジ領域ではポイ

ンタ、ピアノロールエディタでは鉛筆ツール、イベントリストエディタでは消しゴムツールがそ

れぞれアクティブです。マウスのカーソルを別のウインドウに移動するたびに、それぞれのウイ

ンドウでツールが自動的にアクティブになります。
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フローティングウインドウ
フローティングウインドウは、キー・フォーカス・ウインドウより上にある場合でも、常に「フ

ロート」状態であるため、その名前で呼ばれます（フロートウインドウをいくつも開くと、互い

のウインドウを覆い隠すことになります。このような場合は、目的のウインドウをクリックすれ

ば前面に表示できます）。

通常、「環境設定」ウインドウや「プロジェクト設定」ウインドウなど、「LogicPro」の補助ウ
インドウのほとんどがフローティングウインドウです。

フローティングウインドウは通常、タイトルバーの幅が狭く、タイトルバーがグレイに表示され

ていることで見分けることができます（ただし、プラグインウインドウの場合、タイトルバーの

スタイルは異なります）。フローティングウインドウで行われるマウス操作は、通常のウインド

ウとまったく同じです。

ウインドウを開く／閉じる
「LogicPro」のメインウインドウはすべて、メインの「ウインドウ」メニューでウインドウの種
類（「アレンジ」、「スコア」など）を選択することで開くことができます。ウインドウの種類ご

とに、マウスを使わなくてもそのウインドウを開くことができる対応キーコマンドがあります。

たとえば、コマンド＋1キーを押すと「アレンジ」ウインドウが開き、コマンド＋2キーを押す
とミキサーが開きます。キーコマンド名は「ウインドウ」メニューの各ウインドウ名の隣に示さ

れています。マウスを使うよりも、ワークフローの処理速度が上がるため、キーコマンドを覚え、

キーコマンドを使うことをお勧めします。

必要に応じて、同種のウインドウを複数開くことができます。これは、特定の種類のエディタ内

の複数のリージョンを表示し、その内容を個々に変更する場合に便利です。

また、「アレンジ」ウインドウの下部にあるボタンをクリックして、「アレンジ」ウインドウで

「LogicPro」のすべてのエディタを開くこともできます。
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アレンジ領域のオーディオリージョンをダブルクリックすると、「アレンジ」ウインドウの下部

にサンプルエディタが表示されます。アレンジ領域のMIDIリージョンをダブルクリックすると、
「アレンジ」ウインドウの下部にデフォルトのエディタが表示されます。デフォルトのエディタ

は、「環境設定」＞「グローバル」＞「編集」の「MIDIリージョンのダブルクリック時に次のも
のを開く」メニューで指定できます。Option キーを押しながらリージョンをダブルクリックす
ると、デフォルトのエディタは別のウインドウとして開きます。

ウインドウ切り替え用の各キーコマンドを使うと、アクティブな「アレンジ」ウインドウで種類

を指定したウインドウや領域を開く、または閉じるためのキーコマンドを1つ定義できます。「ア
レンジ」ウインドウ内の領域として使うことができない場合は、独立したウインドウとして表示

されます。たとえば、「アレンジ」ウインドウでは次のようになります。「ファイルブラウザを切

り替える」、「ライブラリを切り替える」などのキーコマンドで、リスト領域とメディア領域を開

閉する（切り替える）ことができます。

参考：あるウインドウを切り替えるキーコマンドを使用したとき、対応する種類のウインドウが
キーフォーカスされずに開いていると、そのウインドウがアクティブになります。

「キーフォーカス」のあるウインドウ（通常は、最上位つまり最前面のウインドウ）を閉じるに

は、メインの「ウインドウ」メニューで「ファイル」＞「閉じる」と選択します（または、「ウ

インドウを閉じる」キーコマンドを使います。デフォルトはコマンド＋Wキーです）。

また、左上にある閉じる記号をクリックしてウインドウを閉じることもできます。

オプションキーを押しながら閉じる記号をクリックすると、アクティブなプロジェクトのウイン

ドウをすべて閉じることができます。

参考：開いているプロジェクトのすべてのウインドウを閉じる場合、「LogicPro」ではプロジェ
クト自体を閉じるものとみなされ、変更内容の保存を求めるメッセージが表示されます。
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ウインドウを移動する／サイズ変更する
複数のモニタにまたがる場合でも、開かれているすべてのウインドウを個々に移動およびサイズ

変更できます。また、サイズ変更バーを備えたすべてのウインドウ要素のサイズも変更できます。

また、編集領域とアレンジ領域の間をクリックして、縦方向にドラッグすると、「アレンジ」ウ

インドウ内の編集領域とアレンジ領域のサイズの比率を調整できます。カーソルがサイズ変更ポ

インタに変わります。ミキサー領域の縦の長さは個別に記憶されます。それ以外の編集領域の縦

の長さはすべて同じになります。

それ以外の「アレンジ」ウインドウ要素（インスペクタ、およびメディア領域またはリスト領域）

はサイズを変更できません。これらの領域は開くか閉じるかしかできません。

可能なウインドウ設定の例を示します： さまざまなMIDI リージョンのMIDIノートを編集する
とします。拡大／縮小レベルを上げて作業できるようにピアノロールエディタの高さを上げて、

アレンジ領域の高さを下げることができます。その際、アレンジ領域はリージョンの選択にしか

使えないので、拡大／縮小レベルを下げます。

ウインドウを移動するには：
m タイトルバーをクリックしたまま、目的の位置にウインドウをドラッグします。

サイズ変更ポインタ
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ウインドウのサイズを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


Finderのすべてのウインドウの場合と同様、ウインドウの右下隅をドラッグします。

m マウスポインタをウインドウの角に合わせます。マウスポインタがサイズ変更ポインタに変わっ

たら、目的の方向にドラッグします。

ウインドウ要素のサイズを調整するには：
1 サイズ変更バーにマウスを移動します。 

2 マウスポインタがサイズ変更ポインタに変わったら、目的の方向にウインドウ要素をドラッグし

ます。

ウインドウを最大化するには、以下のいずれかの操作を行います：
m ウインドウを選択し、「ウインドウ」＞「拡大／縮小」と選択します。

m ウインドウのタイトルバーの左上隅にある拡大／縮小ボタン（ 3つのウインドウコントロールの
右端のボタン）をクリックします。

もう一度このアイコンをクリックすると、元のウインドウのサイズに戻ります。

ウインドウをしまうには、以下のいずれかの操作を行います：
m ウインドウを選択し、「ウインドウ」＞「しまう」と選択します（または、対応するキーコマン

ドを使います。デフォルトはコマンド＋ Mキーです）。

m ウインドウのタイトルバーの左上隅にある最小化ボタン（3つのウインドウコントロールの真ん
中のボタン）をクリックします。

これによって、アイコン（ウインドウの最小化バージョン）がDockに配置されます。 Dock の
アイコンをクリックすると、ウインドウを元に戻すことができます。
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異なる階層レベルで作業する
「LogicPro」では、プロジェクトを大まかにも（アレンジレベルでも）、詳細にも（エディタレ
ベルでも）確認できます。こうした異なる階層レベルが用意されているのは、たとえばプロジェ

クトのセクションをアレンジしたり、音源のパートを改良したりするなど、さまざまな種類の作

業に対処するためです。多くの場合、別のウインドウを開いたり、別のウインドウにアクセスし

たりしなくても、表示レベルを直接切り替えることができます。

ウインドウまたはウインドウ領域の左上隅にある階層ボタンをクリックすると、表示されている

ビューが1つ上のレベル（通常はアレンジレベル）に移動します。

参考：ウインドウの編集領域の背景をダブルクリックしても、1つ上の表示レベルに移動します。

エディタ内の表示レベルについて
通常、エディタは最下位の表示レベルで、選択したリージョン内の個々のイベントが示されます。

ピアノロールエディタおよびHyperEditor では、上位の表示階層に移動すると、アレンジ領域
内のすべてのリージョンのイベントが示されます。

ほかのエディタの場合と同様、イベントリストで階層ボタンをクリックすると、1つ上の表示階
層レベルに移動します。ただし、イベントリストでは、表示は変わらず、個々のイベントのリス

トではなく、リージョンのリストがリージョンの位置、名前、トラック番号、長さと一緒に表示

されます。編集したばかりのMIDIリージョンが、リージョン名のリスト内で選択されます。

MIDIリージョンをダブルクリックすると（または、「フォルダ内かリージョンに移動」キーコマ
ンドを使うと）、最下位の表示レベルに戻り、 MIDIリージョンの内容が表示されます。

オーディオリージョンをダブルクリックすると、サンプルエディタで開かれます。

スコアエディタでは、階層ボタンをクリックすると、上位の表示レベルになります。ほかのエ

ディタと異なり、スコアエディタでは、表示レベルが上位になっても個々のイベントを編集でき

ます。譜表（空のポイント）をダブルクリックすると、下位の表示レベルに戻ります。
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作業領域を選択する
ウインドウの右端および下端にあるスクロールバーで、作業領域を縦方向または横方向に移動で

きます。

矢印キーをクリックするか、スクローラをドラッグすると、表示セクションを移動できます。そ

の際、注意点が2つあります：

Â スクロールバー全体の長さに対するスクローラのサイズの関係は、ウインドウの表示セクショ

ンとウインドウ全体のサイズの関係に対応します。

Â スクローラを動かすと、表示セクションも変わります。

スクロールバー

スクロールバー
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「上にスクロール」、「下にスクロール」、「左にスクロール」、「右にスクロール」のいずれかのキー
コマンドを使うと、垂直スクローラの上または下、あるいは水平スクローラの左または右にある

グレイの領域（スクロールバー）をクリックした場合と同じように、1ページ上、下、左、また
は右にスクロールできます。

「上端までスクロール」、「下端までスクロール」、「左端までスクロール」、「右端までスクロール」

のいずれかのキーコマンドを使うと、いずれかのスクローラをつかんで、最上端、最下端、最右
端、最左端いずれかに移動した場合と同じように、作業領域の表示セクションを上下左右のいず

れかの方向へ移動できます。

アレンジ領域、イベントリストエディタ、HyperEditor、およびピアノロールエディタで、「表
示」＞「選択部分へジャンプ」と選択すると、編集ウインドウの表示セクションを選択したイベ
ントの最初のセットに移動できます。この機能はキーコマンドとして使うことができ、現在アク

ティブになっているウインドウで機能します。

縦方向と横方向の両方に同時にスクロールするには、以下のいずれかの操作を行います：
m


Shift＋Controlキーを押し、「アレンジ」ウインドウの背景をクリックしたまま、目的の方向にド
ラッグします。

m



3番目のマウスボタン（たとえば、マウスホイールなど）で「アレンジ」ウインドウの背景をク
リックしたまま、目的の方向にドラッグします。

最初にクリックした位置からマウスポインタの位置までの距離によって、スクロール速度が決ま
ります。

参考：これが機能するのは、3番目のマウスボタンをたとえば「Expose」などのグローバルコマ
ンドに割り当てていない場合だけです。

拡大／縮小する
作業表示領域を拡大および縮小するには、拡大／縮小コントロールを使います。異なる拡大／縮
小値を選択することで、表示されている画面セクションにおけるイベントまたはリージョンのサ

イズを変えることができます。これによって、以下のような処理を行うことができます：

Â 画面スペースは同じまま、表示されるイベントまたはリージョンの数を増やすことができます

（縮小）。

Â イベントまたはリージョンの詳細を表示できます（拡大）。

垂直スクローラの下にある
グレイの領域をクリック

すると、 1ページ下に
スクロールします
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拡大／縮小を行っても、左上（選択済み）のイベントまたはリージョンは画面の表示領域から消
えることはありません。つまり、最初に選択したリージョンまたはイベントは拡大／縮小後のウ

インドウでも表示されます。選択したリージョンまたはイベントが表示されていない場合は、再

生ヘッドを中心に拡大／縮小されます。再生ヘッドが表示されていない場合は、現在のウインド

ウの中心が基準になります。

横方向および縦方向の拡大／縮小コントロールは、ウインドウの作業領域の右下にあります。

縮小するには：
m 目盛りの間隔が狭いほうをクリックすると、拡大／縮小レベルが下がります。

拡大するには：
m 目盛りの間隔が広いほうをクリックすると、拡大／縮小レベルが上がります。

拡大／縮小スライダをドラッグすると、複数の拡大／縮小レベルを一度に上下できます。トラッ

ク間の相対的なサイズの違いは、拡大／縮小しても保持されます。

コマンドキーを押しながら拡大／縮小コントロールの値をクリックすると、拡大／縮小スライダ

が、対応する拡大／縮小レベルに設定されます。

スクロールバーを使って拡大／縮小する
スクロールバーは、アレンジメントや編集ウインドウを移動するためだけではありません。拡大

／縮小にも使うことができます。

スクロールバーを使って拡大／縮小するには：
m スクロールバーの上下左右のいずれかの端の拡大／縮小ハンドルをクリックしたまま、以下の位

置にドラッグします：

Â 垂直スクロールバーの上または下。

Â 水平スクロールバーの左または右。

ドラッグすると、ウインドウの内容が拡大／縮小されます。

垂直方向の拡大／縮小コントロール

水平方向の拡大／縮小コントロール
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オーディオリージョンの波形を拡大／縮小する
アレンジ領域には、横方向の拡大／縮小スライダの左側に固有のウェーブフォーム拡大ツールが

あります。このツールを使うと、目で見ながら波形のサイズを変更でき、ヒットポイントの特定

が簡単になるので、編集タスクによっては非常に便利です。

オーディオリージョンの波形を拡大／縮小するには： 
1 ウェーブフォーム拡大ボタンをクリックしたままにすると、スライダが表示されます。

2 スライダをドラッグすると、すべてのオーディオリージョンに表示されている波形のサイズが上

下します。

ウェーブフォーム拡大ボタンは、濃いグレイに表示されていればアクティブです。クリックする

と、ウェーブフォーム拡大表示がオフになります。

参考：これは、単に見た目上の機能にすぎません。波形のアンプリチュード（レベル）には影響
しません。

拡大／縮小設定を格納する／呼び出す
「ズーム1 として保存」～「ズーム3 として保存」キーコマンドを使うことで、各ウインドウに
ついて3種類の拡大／縮小設定を格納できます。拡大／縮小設定を呼び出すには、「ズーム1を
呼び出す」～「ズーム3を呼び出す」キーコマンドを使います。これらのコマンドが適用される
のは、アクティブなウインドウまたはウインドウ領域だけです。

画面の1セクションを拡大する
画面の1セクションを拡大して画面全体に表示するには、拡大／縮小ツールを使って目的の領域
をラバーバンド選択します。
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さらに拡大する必要がある場合は、これを何度も繰り返すことができます。

∏ ヒント：ほかのツールが選択されている場合でも、Control＋Optionキーを押すと、拡大／縮
小ツールにアクセスできます。

直前の拡大／縮小設定に戻る
拡大／縮小ツールを使って、背景をクリックします。これで、拡大／縮小レベルが本来の設定に

戻ります。または、このツールを何度も使った場合は、1 つ前の拡大／縮小ステップが順番に
バックトラックされます。

拡大／縮小操作関連のキーコマンド
ウインドウごとに最大30の拡大／縮小レベルとウインドウ・スクロール・バーの位置を設定し、
呼び出すことができます。これにより、複数のウインドウの拡大／縮小レベルとスクロールバー

の位置を「ナビゲート」でき、繰り返しの多い編集タスクの処理速度を高めることができます。

以下のコマンドを使うことで、画面に合わせて、特定のイベント、またはロケータで定義した

リージョンに拡大／縮小できます。どの拡大／縮小コマンドを使っても、ナビゲーションパスに
新しいパスが作成されます。

Â 垂直方向および水平方向に拡大／縮小して選択部分に合わせ、ナビゲーションスナップショッ
トを保存： 現在選択されている範囲をできるだけ大きく表示して、ナビゲーションパスに保存
します。

Â 水平方向に拡大／縮小して選択部分に合わせ、ナビゲーションスナップショットを保存： 現在
選択されている範囲を横方向にできるだけ大きく表示して、ナビゲーションパスに保存します。

Â ロケータにサイズを合わせ、ナビゲーションスナップショットを保存： 現在のロケータ領域を
できるだけ大きく表示して、ナビゲーションパスに保存します。

ナビゲートキーコマンドにより、直前または次の拡大／縮小設定を呼び出すことができます。

Â ナビゲーションスナップショットを保存： 現在の拡大／縮小およびスクロールバー（ウインド
ウ位置）の設定がナビゲーションパスにステップとして保存されます。

Â 操作：進む： ナビゲーションパスの直前のステップを呼び出します。

Â 操作：進む： ナビゲーションパスの次のステップに進みます。

ナビゲーション・パス・コマンドがどのような場合に便利かを示す例として、オーディオリー
ジョンのセクションをトラックが数百あるプロジェクト内の複数のほかの場所にカット＆ペー

ストするとします。この場合、ナビゲーションパスの1つのステップはオーディオリージョンの
拡大／縮小表示になります。もう 1 つのステップは、複数のトラックを縦方向に拡大したもの
（ペーストしたリージョンセクションのターゲット・トラック）です。さらにもう1つのステッ
プをプロジェクトについて横方向に縮小したセクションとすることで、リージョンセグメントを
以降の位置にペーストできます。

参考：このようなナビゲーションオプションのほとんどにデフォルトのキーコマンドがないた
め、「キーコマンド」ウインドウで割り当てる必要があります。「LogicPro」＞「環境設定」＞
「キーコマンド」と選択して、検索フィールドに「nav」と入力します。これで、上記のエント
リーが表示されます。キーコマンドの割り当ての詳細については、162ページの「キーコマンド
をコンピュータのキーに割り当てる」を参照してください。
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ウインドウ間の関係
「LogicPro」では、ウインドウを個々にリンクまたはリンク解除できるので、柔軟な表示オプ
ションを使うことができます。これにより、たとえば1つはアレンジリージョンを表示し、もう
1つはリージョンの内容を表示するイベントリストウインドウを 2つ設定できます。目的のリー
ジョン名をクリックするだけで、2番目のイベントリストの内容を更新できます。

ほとんどのウインドウの左上にある2つのボタンで、ウインドウと以下の関係を設定します：
Â 再生ヘッドの位置（キャッチ）

Â ほかのウインドウ（「リンクがありません」、「同じレベルでリンク」、または「コンテンツでリ

ンク」）

キャッチ
キャッチボタンをオンにすると、再生中または録音中に、ウインドウの表示セクションが再生

ヘッドに合わせて移動するようになります。

このボタンを無効にしている場合、再生ヘッドがウインドウの表示部分の右端を越えても、表示

内容は更新されません。

「Logicの起動時にキャッチモードを有効にする」（「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」
＞「キャッチ」）オプションを選択すると、「再生」または「ポーズ」を押したときに必ずキャッ

チモードが有効になります。

「再生ヘッド移動時にキャッチモードを有効にする」環境設定では、再生ヘッドを移動したとき

にキャッチモードが有効になります。

スクロールプレイ
横方向に時間を表示するすべてのウインドウ（アレンジ領域、スコアエディタ、ピアノロールエ

ディタ、およびHyperEditor）の「表示」メニューに、「表示」＞「スクロールプレイ」の設定
が用意されています。ウインドウの「キャッチ」機能もアクティブな場合、再生ヘッドがウイン

ドウの真ん中のまま、背景が右から左へスムーズにスクロールします。

「リンクがありません」、「同じレベルでリンク」、「コンテンツでリンク」モード
これらの表示オプションにより、関連するエディタウインドウで作業するときに情報をどのよう

に表示するかを定義できます。

これらのいずれかのモードを設定するには：
m


Control キーを押しながらリンクボタンをクリック（または右クリック）して、メニューから必
要なモードを選択します。

Â リンクがありません： ほかのウインドウとのリンクを解除します。
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Â 同じレベルでリンク： 特定のウインドウでこれをアクティブにした場合、このウインドウには
必ずキー・フォーカス・ウインドウと同じ内容が表示されます。キー・フォーカス・ウインド

ウの（データの）選択内容が変わった場合、表示内容が更新されます。たとえば、ピアノロー

ルエディタにキーフォーカスがあるとします。「同じレベルでリンク」モードでは、スコアエ

ディタとイベントリストで同じデータが別のフォームに表示されます。

Â コンテンツでリンク： このモードでは、キー・フォーカス・ウインドウで選択したリージョン
の内容が常にウインドウに表示されます。このため、トップウインドウよりも常に1つ下位の
表示レベルになります。たとえば、アレンジ領域がアクティブウインドウの場合、選択した
MIDIリージョンのイベントが、開かれているMIDIエディタウインドウに表示されます。アレ
ンジ領域で別のMIDI リージョンを選択すると、リンクしているエディタの表示が更新され、
新しく選択したリージョンの内容が表示されます。また、1つのアレンジ領域で「コンテンツ
でリンク」モードを使うと、別のアレンジ領域のフォルダの内容が表示されます。

∏ ヒント：また、リンクボタンをクリックすることで、これらのモード間を簡単に切り替えるこ
とができます： 一度クリックすると、「リンクがありません」モードと「同じレベルでリンク」

モードが切り替えられます。リンクボタンをダブルクリックすると、「コンテンツでリンク」

モードに切り替わります。

リンクボタンの記号は、選択されている表示モードを示します：

コンテンツキャッチモード
コンテンツキャッチモードは通常アレンジ領域で使われます。リンクしているMIDIエディタウ
インドウは、現在再生されているMIDIリージョン内（選択されているアレンジトラック上）の
イベントを表示するように更新されます。

初期状態では、これは「コンテンツでリンク」モードと同じですが、再生ヘッドが同じトラック

上の次のリージョンに達した場合、このリージョンの内容が表示されます。

コンテンツキャッチモードを有効にするには： 
1 キャッチボタンを選択して有効にします。

2 リンクボタンを、Controlキーを押しながらクリック（または右クリック）して、「コンテンツで
リンク」モードを選択します。

「同じレベルでリンク」

モード

「コンテンツでリンク」

モード
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トランスポートバーをカスタマイズする
ボタンやディスプレイを追加および削除し、たびたび必要となる機能にアクセスできるように、

トランスポートバーをカスタマイズできます。この場合、トランスポートウインドウのサイズに

影響が生じます。また、独立したSMPTEまたは小節ディスプレイウインドウを開くこともでき
ます。詳細については、117ページの「トランスポートバーをカスタマイズする」を参照してく
ださい。

「アレンジ」ウインドウのツールバーをカスタマイズする
頻繁に使うコマンドのボタンを追加して、ツールバーをカスタマイズできます。また、ボタンの

アイコンだけまたはラベルだけを表示するような設定もできます。 

LogicProツールバーにボタンを追加するには：
1 「アレンジ」ウインドウのツールバーを、Controlキーを押しながらクリック（または右クリック）
して、ショートカットメニューから「ツールバーをカスタマイズ」を選択します。

2 追加したいボタンを、「ツールバーをカスタマイズ」ダイアログからウインドウ上部の空の領域

にドラッグします。

既存の2つのボタンの間にボタンをドラッグした場合、新しいボタンの場所を空けるために既存
のボタンが移動します。

参考：また、カスタマイズした内容が気に入らない場合は、「ツールバーをカスタマイズ」ダイ
アログの下部からデフォルト設定全体をドラッグすることもできます。

3 処理が完了したら「終了」をクリックします。
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ツールバーのボタンを削除するには：
m 削除対象のボタンを、Control キーを押しながらクリック（または右クリック）して、メニュー
から「項目を取り除く」を選択します。

ツールバー項目の外観を変更するには：
m また、ショートカットメニューおよび「ツールバーをカスタマイズ」ダイアログの「表示」メ

ニューにより、ツールバー項目をアイコンとテキスト、アイコンのみ、テキストのみとして表示

できます。目的の表示オプションを選択するだけです。

「アレンジ」ウインドウのサイズを変更した場合、ツールバーに十分なスペースを確保できず、す

べてのボタンを表示することができない可能性があります。

「アレンジ」ウインドウのサイズを変更してもツールバーボタンが表示されるようにするには：
m 目的のボタンを、Controlキーを押しながらクリック（または右クリック）して、メニューから
「項目を表示したままにする」を選択します。

インスペクタを隠す／表示する
「アレンジ」ウインドウとエディタウインドウの左側にあるインスペクタ領域全体を隠して、リー

ジョンやイベント、そのほかのデータのための作業スペースを確保できます。

「アレンジ」ウインドウでインスペクタを隠すまたは表示するには、以下のいずれかの操作を行
います：

m ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

m 「表示」＞「インスペクタ」と選択します（または、「インスペクタを隠す／表示」キーコマンド

を使います）。

編集ウインドウでインスペクタを隠すまたは表示するには：
m 「表示」＞「インスペクタ」と選択します（または、「インスペクタを隠す／表示」キーコマンド

を使います）。

縦方向に十分なスペースがなく、インスペクタのすべての領域を表示できない場合は、三角形ボ

タンをクリックして、個々のボックスを隠すことができます。

バールーラの表示を調整する
バールーラの表示モードは、以下の4種類の間で切り替えることができます：
Â 時間： SMPTE時間ルーラを、時、分、秒、フレームに分割した状態で表示します。
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Â 小節： バールーラを、小節、拍、ディビジョン、ティックに分割した状態で表示します。拡大
／縮小の設定（67ページの「拡大／縮小する」を参照）に応じて、小節が 1、 4、8、または
16 単位で上端に示されます。ここでは、拍子の変更も示されます。下から3 つ目には、小節
ごとに縦線があります。短い線が1拍に対応しますが、これは必ずしも表示されるわけではあ
りません（拡大／縮小設定によって異なります）。

Â 小節と時間： SMPTEルーラの上にバールーラを表示します。

Â 時間と小節： バールーラの上にSMPTEルーラを表示します。

バールーラの表示モードを設定するには：
m バールーラの右側にある小さい下向き三角形ボタンをクリックして、ショートカットメニューか

ら目的の表示モードを選択します。

「マーキーストライプ」設定により、選択タスクに使うツールであるマーキーストライプを隠し

たり表示したりすることができます。詳細については、305ページの「リージョンの一部を選択
する」を参照してください。

また、以下のキーコマンドを使っても、ルーラの表示を切り替えることができます：

Â イベントの位置と長さをSMPTE単位で表示： 一方のルーラが表示されている場合はバールー
ラとSMPTE ルーラを切り替え、両方のルーラが表示されている場合はバールーラとSMPTE
ルーラの位置を切り替えます。

Â セカンダリルーラ： 2番目のルーラの表示を切り替えます。
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グローバルトラックを表示する
リニア編集ウインドウでは、バールーラのすぐ下にグローバルトラックを表示できます。特定の
グローバルトラックだけに表示を制限したり、グローバルトラックのサイズを変更および移動し

たりできます。

グローバルトラックを隠すまたは表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m バールーラの左側にあるグローバルトラックの三角形ボタンをクリックします。

m 「表示」＞「グローバルトラック」と選択します（または、「グローバルトラックを切り替える」
キーコマンドを使います）。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â すべてのグローバルトラックを隠す

Â すべてのグローバルトラックを表示

個々のグローバルトラックを表示する／隠す
デフォルトでは、上記の方法のどちらかを使ってグローバルトラックのレーンを開いたときに、

「マーカー」、「調号／拍子記号」、「テンポ」の各グローバルトラックが表示されます。

特定のグローバルトラックを隠すまたは表示するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â グローバルトラックのヘッダ領域のいずれかの場所を、Controlキーを押しながらクリック（ま
たは右クリック）して、ショートカットメニューから「グローバルトラックを設定」を選択し
ます。

Â「表示」＞「グローバルトラックを設定」と選択します（または、「グローバルトラックを設
定」キーコマンドを使います）。 

2 「グローバルトラックを設定」ダイアログで、以下のいずれかの操作を行います：

Â それぞれ対応するチェックボックスを選択して、各種類のグローバルトラックを表示または隠

します。
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Â「すべて有効」ボタンまたは「すべて無効」ボタンをクリックして、すべてのグローバルトラッ

クを表示または隠します。

「グローバルトラックを設定」ダイアログでの設定は、アクティブなウインドウにのみ影響しま

す。各ウインドウには、それぞれ個別にグローバルトラック表示を設定できます。

参考：また、「マーカー」、「トランスポーズ」、「コード」、「調合／拍子記号」、「テンポ」、「ビー
トマッピング」、「ビデオ」のいずれかの切り替えキーコマンドを個々のグローバルトラックに割

り当て、そのキーコマンドを使うことができます。割り当てた内容はすぐに適用され、「グロー

バルトラックを設定」ダイアログは表示されません。

グローバルトラックのサイズを変更する／移動する
グローバルトラックを個々にサイズ変更し、グローバルトラック領域全体のサイズを変更でき

ます。

個々のグローバルトラックのサイズを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 各グローバルトラックの左上隅にある三角形ボタンをクリックします。

トラックが展開し、さらにコントロールが表示されます。開閉用三角ボタンをもう一度クリック

すると、トラックが折りたたまれます。

m ヘッダ領域のグローバルトラック間の「レーン区切り線」にマウスポインタを合わせて、上また

は下へドラッグします。

グローバルトラック領域全体のサイズを変更するには：
m グローバルトラックとアレンジトラック間の区切り線にマウスポインタを合わせて、上または下

へドラッグします。

グローバルトラックの順番を変更するには：
m 移動したいグローバルトラックのヘッダ領域内のいずれかの場所（ただし、コントロール部分は

除く）をつかんで、上または下へドラッグします。

ウインドウごとに、グローバルトラックの表示順序が個々に保存されます。

∏ ヒント：トラック保護ボタンが表示されている場合（「表示」＞「トラックヘッダを設定」の
「ボタン」セクションの「保護」）、保護ボタンをクリックすることで、個々のグローバルトラッ

クが間違って変更されないように防止できます。
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スクリーンセットを使う
それぞれの作業方法に合わせて、ウインドウを配置します。各ウインドウの表示サイズ、拡大／

縮小レベル、位置（およびそのほかの設定）も含め、さまざまなウインドウのこのレイアウトを

スクリーンセットと呼びます。スクリーンセットを定義したら、これを保存しておき、さまざま

なコンピュータモニタをスワップするように、異なるスクリーンセットを自由に切り替えること

ができます。

スクリーンセットを保存する／呼び出す
スクリーンセットには1 ～99の番号が付けられます（ 1 ～9のコンピュータキーだけを使いま
す－0キーはデフォルトでは「停止」コマンドに割り当てられます）。

明示的なコマンドを使ってスクリーンセットを保存する必要はありません。別のスクリーンセッ

トに切り替えると同時に自動的に行われます。このため、現在作業している表示形態が必ず現在

のスクリーンセットとして格納されるので、余分な手間は一切不要です。

スクリーンセットを作成するには：
1 数値キー（たとえば7）を押します。

スクリーンセット番号が 2桁の場合は、Controlキーを押したまま、最初の1桁を入力します。

2 拡大／縮小設定の変更、アレンジ領域とエディタ領域、開いているまたは閉じているインスペク

タおよびリスト領域またはメディア領域との関係など、自由にウインドウをアレンジします。

参考：保存されていないスクリーンセット番号を選択すると、「アレンジ」ウインドウが最大化
された状態で開きます。

スクリーンセットを呼び出すまたは切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m 目的のスクリーンセットの番号（1～9）を入力します。

スクリーンセット番号が 2桁の場合は、Controlキーを押したまま、最初の1桁を入力します。

m 「スクリーンセット」メニューから目的のスクリーンセットを選択します。

m 「次のスクリーンセット」または「前のスクリーンセット」キーコマンドを使います。

キーコマンドによってスクリーンセット 1～9を呼び出す
コンピュータキーボード上の数値キーだけではなく、自由に定義したキーコマンドを使って、ス

クリーンセット1～ 9を呼び出すことができます。これによって、ウインドウを開いたり閉じた
りするなど、別の目的に数値キーを使うことができます。1 ～ 9 のキーコマンドは、「キーコマ
ンド」ウインドウでは「スクリーンセット1 を呼び出し」から「スクリーンセット9 を呼び出
し」に対応します。

シーケンサー制御によるスクリーンセットの切り替え
メタイベント#49 を使うことで、スクリーンセットを自動的に切り替えることができます。イ
ベントリストのMIDIリージョンに追加するだけです。

スクリーンセットを自動的に切り替えるには： 
1 メタイベントを挿入する MIDIリージョンを選択します。
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2 スクリーンセットを変更したいポイントに再生ヘッドを設定します。 

3 イベントリストで「作成」ボタンをクリックし、「メタイベント」ボタンをクリックします。

挿入したメタイベントのデフォルト値は 50（ProjectSelect）です。

4 「番号」カラムの数字を50から49に変更します。

これによって、名前がスクリーンセットに変わります。

5 「値」カラムに目的のスクリーンセット番号を入力します。

メタイベント49 が含まれるMIDIリージョンをミュートすることで、スクリーンセットの切り
替えを停止できます。

スクリーンセットを保護する／コピーする／名称変更する／削除する
「LogicPro」では、スクリーンセットの管理方法は簡単です。スクリーンセットを保護、コピー、
名称変更、削除できます。

現在のスクリーンセットが変更されないようにするには：
m 「スクリーンセット」＞「ロック」と選択します（または、「現在のスクリーンセットをロック／

ロック解除」キーコマンドを使います。デフォルトはShift＋Lキーです）。

スクリーンセット番号の前に黒丸が表示され、ロック状態であることを示します。このキーまた

はメニューコマンドを再度使用すると、スクリーンセットがロック解除されます。

重要：「ファイル」＞「新規」コマンドを使うと、すべてのスクリーンセットロックが無効にな
ります。

スクリーンセットをコピーするには：
1 コピーするスクリーンセットに切り替えてから、「スクリーンセット」＞「複製」と選択します

（または、対応するキーコマンドを使います）。
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2 表示された「スクリーンセットの複製」ウインドウで：ターゲットのスクリーンセット番号（コ

ピー先のスクリーンセット番号）および名前を入力します。

現在のスクリーンセットの名前を変更するには：
m 「スクリーンセット」＞「名称変更」と選択し（または対応するキーコマンドを使い）、「スクリー

ンセット名の変更」ウインドウに新しい名前を入力します。

「名前を自動で変更」ボタンをクリックすると、スクリーンセットに自動的に名前が付けられま

す。デフォルトでは、表示可能ウインドウ名（たとえば、「アレンジ / ピアノロール」や「アレ
ンジ/ ミキサー」など）が付けられます。ウインドウまたはビューが開かれたり閉じられると、
名前が自動的に更新されます。

現在のスクリーンセットを削除するには：
m 「スクリーンセット」＞「削除」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

別のプロジェクトからスクリーンセットを読み込む
別のプロジェクトからスクリーンセットを読み込むことができます。

別のプロジェクトからすべてのスクリーンセットを読み込むには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、「設定を読み込む」ウインドウを開きます：

Â「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「設定を読み込む」と選択します（または、「設定を読

み込む」キーコマンドを使います）。

Â ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニューから「設定を読み込む」を

選択します。

2 「読み込む」ダイアログで、「スクリーンセット」オプションをクリックします。 

3 目的のソースプロジェクト（読み込み元のプロジェクト）をブラウズし、選択します。

4 「開く」をクリックします（または、ソースのプロジェクト名をダブルクリックします）。

設定がアクティブなプロジェクトに読み込まれます。

保存したスクリーンセットに戻る
「保存されたスクリーンセットに戻す」（またはそれに対応するキーコマンド）を使うと、現在の

スクリーンセットのアスペクトを変更する前の本来の状態に画面がリセットされます。
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4 システムを設定する

「LogicPro」をはじめてインストールして実行した場合、サポートし
ているオーディオやMIDIハードウェアの検索と設定が自動的に行わ
れます。自動的に実行された基本設定に対して、後から機能を追加し
たり拡張したりすることができます。

この章では、お使いのハードウェアを「LogicPro」で十分に活用していただくための方法につ
いて説明します。また、音楽制作システムに組み込むことができるコンポーネントの予備知識に

ついても紹介します。「LogicPro」を使ったことがなくてもすぐに実践に入りたい場合は、この
章を飛ばして先に進んでください。以下のセクションは、システムに何らかのデバイスを追加し

たくなったときにいつでも参照してください。必ずしも「LogicPro」の使用開始前に読んでお
く必要はありません。

音楽制作システムをデザインする
音楽制作システムには、コンピュータや「LogicPro」ソフトウェア以外のものもあります。

「LogicPro」のレコーディングスタジオは、以下のいずれか（またはすべて）を備えています：

Â


Macintoshコンピュータと関連周辺機器（マウスなどのポインティングデバイス、キーボード、
ディスプレイ、その他）。

Â ネットワークで接続された別のMacintoshコンピュータ（LogicProシステムの処理能力を高
めるために使用）。これは「LogicProNode」と呼ばれます。

Â オーディオとMIDIインターフェイス。

Â 外部のMIDIサウンドジェネレータ（サンプラーやシンセサイザーなど）。

Â 外部のオーディオデバイス（ミキサー、オーディオコンバータ、プリアンプ、エフェクトユ

ニットなど）。

Â 外部の MIDI コントロールサーフェスとキーボード。外部の MIDI 制御照明システムも
「LogicPro」で管理できます。

Â ステレオやマルチ・チャンネル・サラウンド・ミックス向けのアンプとスピーカー。
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Â「LogicPro」と統合して一緒に実行される追加のソフトウェア。たとえば、ReWireアプリケー
ション、オーディオソフトウェア、MIDIソフトウェアなどがあります。

Â その他のエフェクトや音源のプラグイン。処理能力を高める PowerCoreなどのDSPがありま
す。

「LogicPro」の音楽制作システムにコンポーネントを新たに追加しようとお考えの場合は、この
セクションをお読みください。すべてのコンポーネントがすでにそろっており、不足がない場合

は、このセクションを飛ばしても構いません。

コンピュータ
このセクションでは、LogicPro システムで考慮する必要があるコンピューティング要素につい
て説明します。システム要件については、「インストールの前に」という書類に記載されていま
す。この書類は、LogicProインストールディスクの「書類」フォルダにあります。

参考：システム要件は、「LogicPro」のリリースごとに変わる場合があります。このため、必ず
アップルのWebサイトで「 LogicPro」のアップデートをチェックし、最新版の「インストール
の前に」を確認してください。

コンピュータに求められる速度
オーディオ処理は複雑な作業であるため、一般的にコンピュータの処理能力は高いほど望ましい

とされています。処理能力には、お使いのMacintoshのCPUの速度だけではなく、メインメモ
リの容量、バスの速度、接続デバイスの全体的な通信効率なども含まれます。

ポータブルかデスクトップか
LogicProシステムは、デスクトップやポータブルのMacintoshで自由に切り替えて使用できる
ほか、ラップトップマシンであれば「移動しながら」の作曲も可能になります。ポータブルの
Macintosh コンピュータは、「LogicPro」を使用するプラットフォームとして最適です。オー
ディオやMIDIハードウェアの拡張に備えて、FireWireやUSBコネクタなどが装備されているた
め、さまざまなソフトウェア音源やエフェクトをすぐに使用できます。ポータブルコンピュータ

では省電力性能が優先されるので、通常ハードディスクドライブは遅くなり、使用できるトラッ

ク数もデスクトップより低くなります。

ただし、デスクトップコンピュータのほうがノートブックコンピュータに比べて拡張スロットも

多く、利用できるMIDI やオーディオハードウェアの種類も豊富です。また、複数のプロセッサ
を組み込むことができるのもデスクトップコンピュータの方です。 CPUとハードディスクの速度
が高速になるほど、トラックの再生カウントも高くなるため、より多くのソフトウェア音源やエ
フェクトを同時に使用できるようになります。

∏ ヒント：ポータブルとデスクトップの両方のMacintoshを持っている場合は、2台のコンピュー
タ間でプロジェクトやその他のデータを簡単に移動できます。また、ノード機能を使えば、両

方のコンピュータの処理能力をプロジェクトで活用できます。

ハードディスクとストレージの場所
音楽制作では、大容量のファイルが多数作成されます。ファイルには、オーディオ音源、ループ

ライブラリ、オーディオデータ、ビデオファイルなどのサンプルがあります。
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オーディオファイルやサンプルライブラリ用に、外付けの大容量ハードディスク（場合によって

は複数）の購入を検討してください。

また、信頼性の高い、大容量のバックアップシステムも検討し、バックアップルーチンをできれ

ば毎日実行するように自動化してください。

オーディオとMIDIインターフェイス
コンピュータとサウンド信号を入出力するには、オーディオインターフェイスが必要です。MIDI
入力信号と出力信号には MIDIインターフェイスが必要です。

オプションのオーディオインターフェイスやMIDI インターフェイスを使用する場合は、
「LogicPro」を起動する前にドライバをインストールする必要があります。ドライバをインス
トールしておけば、「LogicPro」は起動時にデバイスを検索して使用することができます。

オーディオインターフェイスはCoreAudio ドライバで、またMIDI インターフェイスはCore
MIDI ドライバでサポートされている必要があります。MacOSX でのサポートの詳細について
は、お使いの機器の製造元にお問い合わせください。

オーディオインターフェイス
オーディオインターフェイスの入力からアナログオーディオ信号を入力する場合、コンピュータ

で処理できるようにデジタル情報に変換する必要があります。この処理は「A/D 変換」と呼ば
れ、ご使用のオーディオインターフェイスのA/Dコンバータで処理されます。

利用できるオーディオインターフェイスはたくさんあり、「LogicPro」と外部のオーディオ機器
で設定して使用する方法にもさまざまなものがあります。ユーザが求める要件や作業方法はそれ

ぞれ異なるため、すべてを満たして対応できるオールラウンドなオーディオ・インターフェイ

ス・ソリューションはありません。最も簡単な使いかたでは、コンピュータ内部のオーディオイ

ンターフェイスを使用してオーディオのモニタと録音を行います。

オーディオインターフェイスを選ぶ際には、Macintoshハードウェアで確実に実行できることを
確認してください。ドライバを必要とするデバイスの場合は、「 LogicPro」で必要とされる
MacOSXのバージョンとの互換性を確認してください。

「LogicPro」は、最大サンプルレート192kHz、最大ビット数24 ビットによるデジタル・オー
ディオ・インターフェイスからの入力をサポートしています。

オーディオ・インターフェイス・ハードウェアの設定に関する詳細、最適化やドライバなどにつ

いては、96ページの「オーディオハードウェアを構成する」、およびこのセクション以降のト
ピックを参照してください。

MIDIインターフェイス
Macintosh コンピュータは、MIDIIN やMIDIOUT を装備していません。MIDI ポートを備えた
MIDIデバイスを使用する場合、コンピュータと通信するために MIDIインターフェイスが必要に
なります。通常、MIDIインターフェイスはMacintoshのUSBポートに接続します。一部のMIDI
インターフェイスは、ドライバソフトウェアをインストールする必要がありますが、それ以外は
Macintoshによって自動的に認識されます。
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参考：現在のMIDIデバイス、特にキーボードには、USBや FireWire接続ポートが装備されてい
ることが多いため、MIDI（場合によってはオーディオ）とコンピュータは通信できます。このよ
うなデバイスには、MIDI（またはオーディオ）インターフェイスを追加する必要はありません。
一部のデバイスは、ドライバソフトウェアをインストールする必要がありますが、それ以外は
MacOSXによって自動的に認識されます。詳細については、MIDIデバイスの製造元のWebサ
イトを参照してください。

MIDIデバイスの種類
MIDI 対応デバイスにはさまざまなものがあります。たとえば、MIDI キーボード、サウンドモ
ジュール、コントロールサーフェス、エフェクトプロセッサ、ミキサー、ランプコントローラな

どがあります。

MIDIキーボード
LogicProシステムで最もよく使われるデバイスは、MIDIキーボードです。 MIDIキーボードを
使用すれば、音符（およびコントローラ）情報を「LogicPro」に入力できます。MIDIキーボー
ドには、単なる入力デバイス（「コントローラキーボード」とも呼ばれます）のほか、シンセエ

ンジン（シンセサイザーとサンプリングキーボード）が組み込まれているものもあります。

「LogicPro」では、キーボードの演奏をMIDI データとして記録できるほか、接続されている
MIDIデバイスや内部のソフトウェア音源でそれを再生することができます。 

MIDI キーボードが手元になくても心配いりません。「LogicPro」にはCapsLockキーボードが
用意されているため、コンピュータのキーボードから MIDIの音符を入力できます。389ページ
の「CapsLockキーボードを使う」を参照してください。

コントロールサーフェス
コントロールサーフェスは、フェーダー、ロータリーノブ、スイッチ、ディスプレイなど、さま

ざまなコントロールを備えたハードウェアデバイスです。これらのコントロールを「LogicPro」
の各機能に割り当てれば、マウスやコンピュータのキーボードを使用するよりも正確かつ迅速に

パラメータを変更できます。また、複数のパラメータを同時に制御することもできます。コント

ロールサーフェスの設定と使用方法の詳細については、「コントロールサーフェスサポート」マ

ニュアルを参照してください。
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シンセサイザーと MIDI制御エフェクト
「LogicPro」は豊富なソフトウェア音源とエフェクトを備えています。また、他社製の Audio
Unitプラグインのホストとしても機能します。プラグイン音源とエフェクトの詳しい使いかたに
ついては、207ページの第 10章「音源とエフェクトを使って作業する」を参照してください。

さらに、ハードウェアのMIDI音源やMIDI制御エフェクトのユニットを「LogicPro」の音楽制
作システムに組み込むことも可能です。これらは、MIDIインターフェイスからMIDIケーブルを
使用して接続します（88ページの「オーディオおよびMIDIデバイスを接続する」を参照）。 

MIDI制御エフェクトのユニットは、 MIDIデータを処理するわけではありません。これらはむし
ろ、MIDI メッセージを通して制御できるオーディオプロセッサ（リバーブやマルチエフェクト
デバイスなど）です。これにより、「LogicPro」からこれらデバイスのパラメータ（たとえば
ディレイタイムやフランジャースピードなど）を自動化できます。

通常、シンセサイザーやMIDI 制御エフェクトのユニットなどのすべての外部デバイスは、オー
ディオインターフェイスとハードウェア・ミキシング・コンソールのいずれかに接続します。
MIDI 制御エフェクトのユニットは、次のいずれかを使用してセンド／リターンループで接続し
ます：

Â オーディオインターフェイスのオーディオイン／アウトのペア（または、あればAUXイン／ア
ウト）

Â ミキシングコンソールの AUXイン／アウト（場合によっては、FXセンド／リターンと呼ばれ
ます）のペア

いずれの方法でも「LogicPro」の入出力プラグインが使用できるため、外部のエフェクトユニッ
トにオーディオ情報を自由にルーティングできるほか、MIDI接続によってエフェクトのパラメー
タを制御できます。これは多くの点で、「LogicPro」の内部のエフェクトプラグインを使用した
場合と同じになります。

参考：外部デバイスのルーティングに入出力プラグインを使用する方法が実用的と言えるのは、
複数の入出力ポートが装備されているオーディオインターフェイスがある場合のみです。 

MIDI音源とエフェクトでは、「LogicPro」からリモートパッチ（プリセット）を選択できます。
この情報（とコントロール情報）は、「LogicPro」のプロジェクトファイルとして保存できます。
このようにすれば、プロジェクトを次に読み込んだときにMIDI デバイスで完璧に再生できるよ
うになります。

付属のオーディオデバイス
「LogicPro」のオーディオシステムには、アプリケーションを最大限に活用するために慎重に検
討する必要があるオプションがほかにもたくさんあります。

オーディオ再生システム
オーディオインターフェイスでは、コンピュータとの間で実際のサウンドや音楽を入出力できま

す。オーディオ再生を実行すると、コンピュータデータはオーディオインターフェイスによって、
人が聞いたり、理解したりできるサウンドや音楽に変換されます。

実際に聞くためには、アンプやスピーカーが必要です。確かに、オーディオインターフェイスの
ヘッドフォンジャックに接続したヘッドフォンや家庭用ハイファイ装置に接続したヘッドフォ

ンを使用しても「LogicPro」の再生をモニタできますが、この方法は長期に使用するのであれ
ば推奨されません。
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専用のリファレンスモニタ（スピーカー）のセットとマッチング用のリファレンスアンプを検討

してください。最近のモニタリングシステムの多くには、スピーカーが内蔵されているため、別

にアンプを用意する必要がありません。

参考：リファレンスモニタのスピーカーは、広範囲（ 20Hz ～ 20kHz）でフラットな周波数応
答が得られるように設計されています。これらは一般的な家庭用ハイファイスピーカーではない
ため、通常は業務用の音楽機材やスタジオ機器のディーラーからのみ入手できます。

このタイプのシステムは、その精度の高さからお勧めできます。「LogicPro」ではCDや高品質
のオーディオを作成できますが、家庭用ハイファイ装置でミキシングした音楽の場合は思ったよ

うなバランスが取れていないことが多くなります。

別の言いかたをすれば、ほとんどの家庭用ハイファイスピーカーでは、周波数スペクトラムの特

定の領域を強める傾向があるため、ほかのシステムで再生すると、低音部、中音部、または高音

部のいずれかに周波数が集中しているミキシングになります。リファレンスモニタとアンプは、

「フラット」な周波数応答が得られるように設計されているため、ミキシングで特定の領域が強

調されることはありません。言い換えれば、最終的にカーステレオ、家庭用ハイファイ、ポータ

ブルプレーヤーなどのほとんどのモニタリングシステムで高品質のサウンド（少なくとも満足で

きる音質）が得られるということです。

ヘッドフォン
スタジオに付属のヘッドフォンセットは、精密なイコライズやサンプル編集など、特定のタスク

に便利です。しかし、たいていの人にとっては、ヘッドフォンミックスだと音が鮮明すぎるか、

低音が強すぎます。これは、ヘッドフォンのデザインや耳に密着させるという特性が原因です。

このため、ヘッドフォンはもちろん便利なツールですが、一般的なモニタリング作業にはお勧め

できません。複数の人の声を録音する場合は、人数分のヘッドフォンに加え、ヘッドフォン分配

アンプが1台、ミキシングコンソールが1台必要になります。

∏ ヒント：ヘッドフォンを長時間使用すると聴力が低下し、結果としてミキシングに支障をきた
すため、一度に10～ 20分以上使用することは避けてください。

オーディオ・ミキシング・コンソール
オーディオミキサー（アナログまたはデジタル）を加えるかどうかは、通常のスタジオの使用方

法に大きく依存します。また、オーディオインターフェイスや作業の環境設定によって指定され

た入出力の数にも依存します。

つまり、スタジオでバンド、複数のMIDIシンセサイザー、ドラムキットなどを録音する場合は、
ミュージシャンやボーカリストのパフォーマンスを同時にまとめて録音するために多数のマイ

クロフォンやラインレベル入力が必要になります。

マイクロフォン入力は、ラインレベル入力と異なり電力が供給されます（ファンタム電源）。こ

の電力は、コンデンサマイクロフォンからの入力信号の増幅に使用されます。
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複数のミキサー出力とヘッドフォン分配アンプは、演奏者ごとに異なる信号を送信できるため、

グループレコーディングを行う場合に便利です。たとえば、ドラマーにはクリックトラック、ベー

スプレーヤーには簡単なドラムミックスとクリックトラック、ボーカリストとギタリストにはコ

ンポジットミックス、シンガーには軽いリバーブを送る使いかたなどがあります。この異なるス

トロークによるアプローチは、グループの各メンバーから最高のパフォーマンスを引き出すこと

ができるため、一般的に使用されています。

また、ミキサーは複数のAUX やバスチャンネルを含めることができるため、さまざまな作業の
手間を省くことができます。たとえば、FOH のP.A. やマルチトラックレコーダなどの複数の場
所に異なる信号（または、必要な場合はミックス）を送信する、複数のチャンネルに個別のエ

フェクトを追加する、信号パスの別の位置に処理済みオーディオを再ルーティングする、などが

可能です。

これらのミキシングタスクの多くは、複数の入出力オーディオインターフェイス、つまり

「LogicPro」（に加え、もしあればインターフェイス・コントロール・ソフトウェア）でレベル
とルーティングを調整すれば実行できます。ただし、この方法には避けられない問題点が2つあ
ります：1つ目は、ミキシングコンソールのスライダやノブを物理的に動かす場合ほどすぐには
対応できないこと、2つ目は、制御できるようにするには通常はコンピュータをオンにする必要
があることです。LogicPro システムにコントロールサーフェスを追加すれば実際的な操作が可
能になるため、この問題を解消できます。後者の問題に関して、現在のオーディオインターフェ

イスの多くはスタンドアローンモードで使用できますが、レベルコントロールの問題はコン

ピュータをオンにしない限り解消されません。

マイクロフォン
電子楽器以外（話し声、歌声、アコースティック楽器など）を「 LogicPro」に録音するには、マ
イクロフォンが必要になります。現在出回っているマイクロフォンにはきわめて多くのバリエー

ションがありますが、ここでは大まかに「コンデンサ」と「ダイナミック」という2つのカテゴ
リに分けます。
Â 一般に、コンデンサマイクロフォンは感度が高く、ボーカルの録音に使われます。また、周囲

の環境音のほか、ギターや木管楽器などの楽器を録音する際にも使われます。

Â ダイナミックマイクロフォンは、ドラムやパーカッションなど、高い音圧レベル（つまり大音

量の信号）の録音に使われます。

どちらの種類のマイクロフォンもあらゆる録音作業に使用できますが、両者が音の面で利点を発
揮できる状況は異なります。さらに言えば、コンデンサマイクロフォンもダイナミックマイクロ

フォンも、大部分は特定の楽器の録音向けに特化されており、さまざまな形態をしています。あ

らゆる録音に適したオールラウンドなマイクロフォンはないので、プロジェクトごとにマイクロ

フォンを使い分けることをお勧めします。

参考：コンデンサマイクロフォンは、電力を供給する必要があります。電力は、別にあるプリア
ンプやファンタム電源ミキシングコンソールから供給できます。
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オーディオおよびMIDIデバイスを接続する
外部のオーディオおよび MIDI デバイスをコンピュータに接続し、「LogicPro」とデバイスが通
信できるようにする必要があります。次のセクションでは、 Macintoshの拡張機能、オーディオ
およびMIDI のケーブル接続について説明するほか、オーディオおよびMIDIインターフェイス
をシステムに接続する際に考慮すべきその他の注意点についても説明します。

コンピュータの拡張機能
最新型のMacintoshコンピュータには次の拡張機能が用意されており、オーディオおよび MIDI
インターフェイスに使用できます：

Â


FireWire

Â



USB

Â



PCI

Â



ExpressCard

参考：次のセクションで説明するデータ転送レートは理論的な最大レートです。実際に使う場合
は、システムのオーバーヘッドのためにいくらか低下します。通常は、理論的な最大レートが速

いプロトコルのほうが、遅いプロトコルよりも高速でデータを転送します。

FireWire（IEEE1394） 
FireWireは、オーディオおよびMIDIデバイスのほか、ハードディスクやその他の周辺機器に使
用できるプロ向けおよび一般向けの標準規格です。高速データ転送、大容量のストレージ機能、

およびプラグ＆プレイ接続が統合されています。最新型のすべての Macintosh コンピュータに
はFireWireコネクタが装備されているため、FireWireに対応した多数のオーディオおよび MIDI
インターフェイスを利用できます。FireWire1.0は、400Mbpsでデータを転送します。 FireWire
2.0は、800Mbpsでデータを転送します。 

FireWireコネクタには、 4ピンコネクタ（ビデオカメラなどのビデオ機器で採用）と6ピンコネ
クタ（コンピュータやオーディオ機器で採用）の2種類があります。 

USB（ユニバーサル・シリアル・バス）
USBは、コンピュータの周辺機器やその他のデバイスに使われている一般向け機器の標準規格で
す。USB1.0のデータ転送速度はFireWireに比べて非常に遅く、11Mbpsです。USB2.0は、480
Mbpsでデータを転送します。プラグ＆プレイをサポートしているほか、複数のデバイスを数珠
繋ぎに接続することができます（デイジーチェーン）。一部のUSB デバイスはUSBケーブルか
らそれぞれの電力を取りますが、それ以外のデバイスは別に電源に接続する必要があります。
USB2.0ポートは、最新型のすべてのMacintoshコンピュータに装備されています。

FireWire 400（6ピン）
（i.LINK と表記される場合もあります）

FireWire 400（4ピン）
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USBコネクタには、次の2種類があります：
Â


Aコネクタ。通常、デバイスをUSBハブに接続するために使用します。

Â


Bコネクタ。通常、デバイスどうしの接続に使用します。デバイスとコンピュータの接続にも
使用します。

参考：USBオーディオインターフェイスは、ハブを介さずに、必ず直接コンピュータやコンピュー
タのディスプレイ、キーボード、その他の周辺機器に接続する必要があります。 

PCI



PCI インターフェイスは、FireWire や USB インターフェイスと異なり、専用のカードをコン
ピュータにインストールする必要があります。 PCIは非常に高い帯域幅と高速データ転送を提供
するため、可能な限り高いサンプルレートとビッド深度で大量のファイルの録音と再生が可能に

なります。

ExpressCard



ExpressCardは、PCカード（PCMCIA）またはCardBusが更新されたもので、 MacBookProコ
ンピュータに装備されています。ExpressCardは上記のPCIインターフェイスとよく似ています
が、カードはノートブックのカードスロットに挿入されます。利用できる ExpressCard および
PCカードには、オーディオインターフェイス、ハードディスク、ネットワーキング、SCSIイン
ターフェイス、ワイヤレスアダプタなどがあります。

オーディオのケーブル接続
プロ向けおよび一般向けオーディオ機器には、通常、次の種類のオーディオケーブルやコネクタ

が使われています：
Â


XLR

Â



1/4インチのオーディオコネクタおよび1/8インチミニプラグ
Â


RCA（ Cinch）

Â


TOSLINK

Â



AES-EBU、S/PDIF、ADAT

XLR



XLRケーブルとコネクタは、プロ仕様のマイクロフォン、モニタ、その他の音楽機器に使われて
います。高いクオリティのバランスの取れた信号が＋ 4dBレベルで得られます。

USB（ユニバーサル・シリアル・バス）

XLR コネクタ（バランス）  
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1/4インチのオーディオコネクタ
1/4インチコネクタ（フォノまたはフォーンプラグと呼ばれます）は、プロ向けおよび一般向け
のさまざまな音楽機器に広く使われています。たとえば、楽器、アンプ、スピーカー、外部のエ

フェクトデバイスなどです。これらは、バランス接続にもアンバランス接続にも対応しています。

デバイスによっては、TRS（Tip-Ring-Sleeve）コネクタが必要になります。これらの3端子コネ
クタは、モノ信号のバランス接続、ステレオ信号のアンバランス接続に使います。 

1/8インチミニプラグ
ミニプラグコネクタは、コンピュータのオーディオ入出力や一部の民生用電子デバイス（特に

ポータブル型）で使用します。

RCA（ Cinch）
RCAコネクタは、家庭用ステレオシステムやビデオカセットレコーダーなど、民生用オーディオ
機器で使用します。

AES/EBU、 S/PDIF、 ADAT
AES/EBU、S/PDIF、ADATプロトコルは、プロ向けのオーディオ機器と一般向けオーディオ機器
とのデジタル接続を可能にします。たとえば、オーディオインターフェイス、DAT（デジタル・
オーディオ・テープ）マシン、ミキシングコンソール、ハードウェアサンプラーなどがあります。

S/PDIFとAES/EBUは2チャンネル、ADATオプティカルは8チャンネルのオーディオ入出力を
それぞれサポートしています。オプティカルTOSLINKコネクタを使えば、S/PDIFとADATコン
ポーネントとの間でデジタルオーディオのストリーミングが可能です。

1/4 インチ Tip-Ring Sleeve（TRS）コネクタ

1/4 インチ Tip-Ring（TR）コネクタ

ステレオ・ミニプラグ・コネクタ（アンバランス）

RCA コネクタ（アンバランス）

TOSLINK 光デジタルコネクタ
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オーディオインターフェイスを接続する
「LogicPro」は、オーディオインターフェイスのプラグ＆プレイをサポートしているため、
「LogicPro」を実行しながら新しいオーディオインターフェイスを接続して使うことができま
す。新しいデバイスを接続すると警告が表示され、使用するオーディオインターフェイスとドラ

イバを選択して確認するように指示されます。

どのようなデジタル・オーディオ・インターフェイスにも、必ずと言っていいほどレイテンシが

生じます。これは、オーディオ信号が生成されてから実際にその信号が聞こえるまでの知覚でき

る時間のずれです。オーディオインターフェイスは、必ずコンピュータに直接接続してください。

ハブを介した接続や別のデバイスとのデイジーチェーンは避けてください。直接接続しないと、

特にUSB1.0などの遅いデバイスでは、作業に支障をきたすほどレイテンシが長くなります。 

MIDIのケーブル接続
MIDI は、MusicalInstrumentDigitalInterface の略語です。一般的な5 ピンコネクタとコン
ピュータ言語を使用し、 MIDIデバイス間の通信を可能にします。

MIDIキーボードとモジュールを接続する
トーン生成機能が内蔵されていないシンプルな MIDIマスターキーボードを使用する場合は、キー
ボードのMIDIOUTポートとMIDIインターフェイスのMIDIINポートを MIDIケーブルで接続
します。

MIDI コネクタ

コンピュータ

MIDI インターフェイス

出力ポート

キーボード

入力ポート
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キーボードに音源が内蔵されている場合は、さらに、 MIDI インターフェイスのMIDIOUTポー
トをキーボードのMIDIINポートに接続する必要もあります。ご使用の MIDIインターフェイス
に複数のMIDI出力がある場合は、ほかのトーンジェネレータ（または、双方向MIDI 通信を必
要とするコントロールサーフェスなどのほかの MIDIデバイス）を接続してください。

コンピュータに接続されているMIDIインターフェイスにMIDIOUT が1つしかない場合、 2台
目のトーンジェネレータのMIDIINはキーボードの MIDI スルーポートに接続する必要がありま
す。すると、3台目のデバイスは 2台目のMIDIスルーに、というように接続していくことがで
きます。

MIDI スルーポートは、デバイスのMIDIIN ポートで受け取った信号を複製します。コンピュー
タのMIDIOUTとデバイスは、ほかのユニットと数珠繋ぎにするのではなく、直接接続してくだ
さい。別のユニットが間に入ると、多数のMIDIコマンドが次々と送信される場合にタイミング
の問題が生じます。これは、MIDIIN からMIDI スルーへの処理ごとに、わずかな遅延がその都
度発生するためです。このため、何台ものMIDIトーンジェネレータやコントローラを使うスタ
ジオでは複数の入出力を持つMIDIインターフェイスが推奨されます。

コンピュータ

MIDI インターフェイス トーンジェネレータ

出力ポート

出力ポート

キーボード

入力ポート

入力ポート

入力ポート

コンピュータ

MIDI インターフェイス

出力ポート

出力ポート

キーボード

入力ポート

入力ポート

入力ポート

入力ポート

MIDI スルーポート

トーンジェネレータ 2

トーンジェネレータ 3
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マルチ・チャンネルのMIDIデバイスを使う
最新型のMIDIトーンジェネレータのほとんどは、複数のMIDI チャンネル（マルチティンバー
MIDIデバイス）のMIDIデータを同時に受け取ることができます。各MIDIチャンネルは、ピア
ノ、ストリングス、ベースなどのトーン／サウンドに割り当てることができます。

接続されているマルチ音源デバイスの機能を最大限に活用するには、デバイスごとに別々のMIDI
OUTポート（コンピュータのMIDIインターフェイスから MIDIINポート）を使用する必要があ
ります。分かりやすくするために、次のような場合を考えてみましょう：

Â 複数のチャンネルのデータを受け取ることができる4台のMIDIトーンジェネレータがあると
します。

Â どのデバイスもすべての 16MIDIチャンネルを受け取ることができます。

Â コンピュータのMIDIOUTは1つしかなく、すべてのデバイスはMIDIスルーからMIDIIN接続に
デイジーチェーンで接続されています。

「LogicPro」は、MIDIデータをチャンネル化（MIDIチャンネル1～16にルーティングする）で
きるほか、チャンネル化したデータを特定のMIDIOUTポートに送信することもできます。上記
の場合、使用できるMIDIOUTポートは1つしかありません。

このため、MIDI チャンネル1 に送信されるすべてのデータは、デイジーチェーンで接続された
4 台のMIDI トーンジェネレータに送信されます。各 MIDI トーンジェネレータは、受け取った
データをチャンネル1に割り当てられているサウンドで再生します。たとえば、次のようになり
ます：

Â モジュール1でバグパイプ
Â モジュール2でドラムキット
Â モジュール3でヘリコプターエフェクトなど

これは確かにカラフルですが、聴き手の感性が前衛志向ではない限り音楽的とは言えないもので

しょう。ほかの15のMIDIチャンネルも同様になります。

例から分かるように、MIDIは16チャンネルに分けることができますが、複数の出力がある MIDI
インターフェイスを使わない限り、デバイス間で分けることはできません。

上記のシナリオで、出力が1つしかないMIDIインターフェイスを4つあるものに変えて考えて
みます。MIDIOUTポートA、B、C、Dが各デバイスのMIDIINポートに接続されているとしま
す。MIDIスルー接続がないため、「 LogicPro」は次のように割り当てて送信することができます：
Â


MIDIチャンネル1で録音したデータをポートA／モジュール1に送信できる。

Â


MIDIチャンネル1で録音した別のデータをポート B／モジュール2に送信できる。

Â



MIDIチャンネル1で録音したさらに別のデータをポート C／モジュール3に、といったように、
以降のチャンネルとモジュールにも同様に送信できる。

マルチ出力MIDIインターフェイスというのは、 MIDIチャンネルが増えた状態と同じです。この
シナリオでは、ポート（A、B、C、D）ごとに16チャンネルあるため、独立したMIDIチャンネ
ルが64あるのと同じです。





94 第4章    システムを設定する



トーンジェネレータから最大64の異なるサウンドを同時に再生できるだけではなく、各デバイ
スのチャンネルごとに詳細なMIDI制御が可能になります。これは、音源がたくさん鳴る楽曲で
アレンジや編曲を行う場合にますます重要になります。

お使いのコンピュータに複数のMIDI 入力が装備されている場合は、ほかのMIDI エクスパンダ
やコントローラのMIDI出力を接続できます。

USBMIDIキーボード
USBコネクタに対応したMIDIキーボードを使用する場合、キーボードにすでに内蔵されている
ため、別にMIDI インターフェイスを接続する必要はありません。必要であればドライバがイン
ストールされていることを確認し、キーボードをUSBケーブルでコンピュータに接続します。最
新型のUSBキーボードやコントローラの中には、MacOSXで自動的に認識されるものもあり
ます。

MIDIキーボートを内蔵サウンドジェネレータから切り離す
MIDI キーボードにサウンドソースが内蔵されている場合、キーボードから直接サウンドを生成
しないようにする必要があります。

以下に例を示します： つまり、新しいキーボードを購入し、シーケンサーなしでアンプに接続し

て使う場合、キーを押すたびにサウンドが生成されます。つまり、キーボードは直接サウンド

ジェネレータに接続されています。

ただし、「LogicPro」でMIDI キーボードを使う場合は、できるだけこのような構成にしないで
ください。この状況では、キーボードはコンピュータの入力デバイスとして使われており、

「LogicPro」は受け取ったパフォーマンス情報をキーボードのサウンドジェネレータ（または、
内部のソフトウェア音源や場合によっては別に接続されているサウンドモジュール）に返します。

キーボードと内蔵トーンジェネレータの接続を遮断していない場合、音が二重に発音されます。

つまり、キーボード内蔵のトーンジェネレータの再生音と「LogicPro」経由でトーンジェネレー
タに返された再生音です。

これは、サウンドのずれの原因になるだけではなく、キーボードのトーンジェネレータによるポ

リフォニーを半減させることにもなります。キーボードで別のサウンドモジュールやソフトウェ

ア音源を制御または録音する場合は、キーボードのサウンド（キーボードとトーンジェネレータ

の直接接続による）とソフトウェアやMIDI 音源のサウンドの両方が聞こえることになります。
このため、キーボードを内蔵サウンドジェネレータと切り離す必要があります。

この機能はローカルオフといい、キーボードで直接設定します。キーボードでトーンジェネレー
タを使用する機能がなくなっても問題ありません。ほかに接続されている、キーボードのないサ

ウンドモジュールやソフトウェア音源のように、キーボードのトーンジェネレータは

「LogicPro」から制御できます。
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参考：キーボードのMIDIメニューにローカルオフ機能が見当たらない場合は、付属のマニュア
ルのシーケンサーの使用方法に関する説明をご覧ください。一部のキーボードでは、「パート」ご

とにローカル、MIDI、両方を選択できます（マルチ音源MIDIデバイスの各MIDIチャンネル／
サウンド）。お使いのキーボードにMIDI設定がある場合は、これがローカルオフ機能に相当し
ます。

外部MIDIデバイスを使う
「LogicPro」は、AudioMIDI 設定（AMS）ユーティリティで設定されているすべてのMIDI デ
バイスを認識します。このユーティリティは、 MacOSXに付属しているオーディオおよびMIDI
を設定するためのツールです。このAMS ユーティリティは、「 /アプリケーション /ユーティリ
ティ」フォルダにあります。詳しい使いかたについては、AMSのヘルプを参照してください。

「ライブラリ」タブには、外部のMIDIトラックが選択されたときに AMSユーティリティが検出
したすべてのMIDIデバイスが表示されます（マルチ・チャンネルデバイスの場合は、 MIDIチャ
ンネルごとに分けて表示）。トラックに割り当てるMIDIデバイス／サブチャンネルを選択します。

外部のMIDIデバイスは、インスペクタで設定できます。詳細については、880ページの「標準
音源」、883ページの「マルチインストゥルメント」、および888ページの「マップドインストゥ
ルメント」を参照してください。

外部のオーディオエフェクトを使う
オーディオを外部の（MIDIで制御する）オーディオ・エフェクト・デバイスに送信する場合、処
理するオーディオチャンネルのインサートスロットの 1つに入出力プラグインを差し込む必要が
あります。詳細については、251ページの「外部のオーディオエフェクトを使って作業する」を
参照してください。

参考：外部デバイスのルーティングに入出力プラグインを使用する方法が実用的と言えるのは、
複数の入出力ポートが装備されているオーディオインターフェイスがある場合のみです。
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オーディオハードウェアを構成する
「LogicPro」で特定のオーディオインターフェイスを使用するには、そのデバイス用の「ドライ
バ」をインストールして有効にしてから正しく設定する必要があります。ドライバは、MacOSX
でさまざまなハードウェアやソフトウェアを使用できるようにするためのソフトウェアプログ

ラムです。ドライバによって、「LogicPro」などのアプリケーションはデバイスを認識できるよ
うになり、ソフトウェアとハードウェア間では相互に理解できる形式でデータをルーティングで

きるようになります。

「LogicPro」では、オーディオデバイス環境設定で特定のオーディオドライバを選択、有効化、
および設定できます。

オーディオデバイス環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」と選択し（または、「オーディオ環境設定を開く」
キーコマンドを使い）、「デバイス」タブをクリックします。

m ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニューから「オーディオ」を選

択して「デバイス」タブをクリックします。

「デバイス」タブには、「CoreAudio」、「 DAE」、および「DirectTDM」の3つのタブがあります。

MacOSXでは、すべてのオーディオデバイス（DAEとDirectTDMデバイスは除く）へのアク
セスはCoreAudioから実行します。これは、オペレーティングシステムに組み込まれています。
CoreAudio は、オーディオ・インターフェイス・ハードウェアを複数のアプリケーションで同
時に使えるようにする、高パフォーマンス、低レイテンシのオーディオシステムです。

「LogicPro」は、CoreAudio ドライバに対応しているすべてのオーディオハードウェアと互換
性があります。

また、「LogicPro」は、DAE（ DigidesignAudioEngine）とDirectTDM もサポートしていま
す。これらのドライバは、DigidesignHD システムハードウェアの操作で使用するほか、
「LogicPro」からこのようなデバイスのオンボードDSPチップにアクセスできるようにします。
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DAEおよびDirectTDM のパネルの詳細については、「LogicPro8TDM ガイド」を参照してく
ださい。

CoreAudioデバイスを設定する
「LogicPro」は、インストールされているCoreAudioハードウェアを自動的に認識し、「Audio
MIDI設定」ユーティリティ（「アプリケーション」＞「ユーティリティ」＞「 AudioMIDI設定」）
で定義されているデフォルト設定を使用します。ただし、複数のオーディオインターフェイスや

複数の入出力を持つデバイスを使用する場合などは、ハードウェア設定ごとに設定を最適化する

ことができます。この設定は、「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「CoreAudio」
タブで実行します。

有効
このチェックボックスを選択すると、CoreAudioドライバが有効になります。

参考：優先するハードウェアが使用できない場合、たとえば、スタジオで作成したプロジェクト
をMacBookで開く場合やオーディオインターフェイスが接続されていない場合（または、電源
がオフになっている場合）、「LogicPro」はお使いのMacintosh に内蔵されているオーディオ
ハードウェアを自動的に選択します。

必要なシステムメモリ
必要な空きRAM 容量（「LogicPro」に割り当てられているメモリ以外）をここで指定します。
必要な容量は、下記のパラメータを変更すると変わります。

装置
内蔵されているサウンドハードウェアなど、インストールされている CoreAudioデバイスを選
択できます。複数のオーディオインターフェイスで構成される、オーディオデバイスのセットも

選択できます。デバイスのセットについては、「AudioMIDI設定ヘルプ」を参照してください。

I/Oバッファサイズ
このパラメータによって、オーディオハードウェアが入出力の両方で使用するバッファのサイズ

が決まります。バッファサイズが小さくなるほど、録音時のモニタリングやソフトウェア音源使

用時のレイテンシが緩和されます。

注意点：

Â このパラメータ値を小さくすると、システムのCPUに対する負荷が高くなります。
Â 選択したI/Oバッファのサイズがシステムに対して小さすぎるポイントがあると、再生への影
響が生じます。通常、オーディオではクリック、ポップ、クラックルなどのノイズとして現れ
ます。

Â そのため、このようなアーチファクトを生じさせない、できるだけ小さなI/Oバッファサイズ
を指定してください。
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∏ ヒント：I/Oバッファサイズ設定を高くしたほうが録音モニタリングやソフトウェア音源再生時
のレイテンシの抑制に適切である場合は、その設定を使用してください。このようにすれば、

システムのCPUに対する影響が最小化されます。

レコーディングディレイ
このパラメータでは、一定の値でオーディオデータを遅らせることができます。これは、オー

ディオドライバで引き起こされる情報の遅延を補正するのに便利です。

参考：通常、このパラメータを調整する必要はありません。

ユニバーサル・トラック・モード
「ユニバーサル・トラック・モード」はデフォルトで選択されています。ユニバーサル・トラッ

ク・モードが有効な場合、1つのトラックでステレオとモノのリージョンを再生できます。選択
状態にしてください。

「ユニバーサル・トラック・モード」は、DAE やTDM ハードウェアを使用している場合にのみ
選択を解除してください。詳細については、「 LogicPro8TDMガイド」を参照してください。

24ビットレコーディング
この設定が選択されている場合、「 LogicPro」で24ビットファイルを録音できます。20ビット
または24 ビットの録音では、実際に利用できるダイナミックレンジが大幅に向上しますが、マ
イクロフォンやプリアンプはもちろん、高性能のADコンバータ／DAコンバータなど、高品質
の周辺機器コンポーネントが必要になります。 

20ビットおよび24ビットファイルは、16ビットファイルの 1.5倍のディスク容量を使用します。

参考：このパラメータは、20ビットまたは24ビットのインターフェイスを実際に使用している
場合にのみ選択してください。

ソフトウェアモニタリング
このオプションは、（実際の入力信号を聞く）ソフトウェアモニタリング機能のオン／オフを切

り替えます。ほとんどの場合、選択状態にしてください。

参考：「ソフトウェアモニタリング」が選択されている場合、オーディオ信号はソフトウェアを
通して処理されるため、聞き取れる一定の遅延（一般に、「レイテンシ」と呼ばれます）が生じ

ることは避けられません。

録音した信号をミキシングコンソールを通して聞く場合、またはお使いのオーディオインター

フェイスがハードウェアモニタリングをサポートしている場合、このオプションの選択を解除し

てください。

個別のモニタリングレベル録音に対応したチャンネルストリップ用
オーディオチャンネルストリップを有効にした録音に対して独立したモニタリングレベルを使

用するには、このチェックボックスを選択します。トラックの録音を有効にしてから、フェー

ダーを目的のレベルに調整できます。録音可能ボタンをオフにすると、オリジナルのレベルに戻

ります。

参考：フェーダーを調整しても、影響を受けるのは録音レベルではなく、モニタリングレベルです。
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プロセス・バッファ・レンジ
このパラメータによって、ミックスとエフェクトの処理に使用するバッファのサイズが決まりま

す。バッファサイズは、「小」、「中」、「大」から選択できます。

参考：バッファサイズが大きくなるほど、レイテンシが深刻になります。CPU の速度によって
は、バッファサイズが小さすぎるとリアルタイムのオーディオ処理に悪影響を及ぼすことがあり

ます。

ReWireの動作
このメニューを使用して、ReWire互換のソフトウェア音源にMIDIデータを送信する際のReWire
の動作を設定します：

Â 再生モード： ReWire経由でMIDIトラックを再生します。この設定では、CPUの負荷が抑えら
れます。

Â ライブモード： ReWireインストゥルメントをライブ演奏します。この設定では、CPUに対す
る負荷は高くなりますがレイテンシが抑えられます。

最大スクラブ速度
このポップアップメニューでは、最大スクラブ速度を設定できます。次のオプションから選択で

きます：

Â 標準： 通常の再生速度でスクラブします。

Â 2 倍： スクラブ再生速度は2倍になります。

スクラブレスポンス
このメニューによって、オーディオスクラブに対する応答時間が決まります。お使いのシステム

構成に最適な値を選択してください。「遅い」、「標準」、「速い」、「より速い」のいずれかを選択

できます。

DAEとTDM
「LogicPro」でDAE（ DigidesignAudioEngine）およびTDM ハードウェアを使用する方法に
ついては、「 LogicPro8TDMガイド」を参照してください。

分散オーディオ処理を使う
分散オーディオ処理によって、LogicPro システムの処理能力を拡大することができます。つま
り、ソフトウェア音源やエフェクトに関する処理を GigabitEthernetで接続した別のMacintosh
のノードコンピュータで分担できます。これは、Sculptureや SpaceDesignerなど、CPUを酷
使するソフトウェアシンセサイザーやエフェクトのインスタンスを多数扱う場合に理想的な処
理環境です。

2台目以降のMacintosh コンピュータには、「LogicPro」も、MIDIハードウェアやオーディオ
ハードウェアも必要ありません。

「LogicPro」のインストール DVDに収められている「 LogicProNodeのインストーラ」を実行
し、ノードマシンのシステムボリュームにインストールします。「 LogicProNode」アプリケー
ションには、パラメータやGUI要素がありません。「LogicPro」を起動する前に、ノードマシン
で「LogicNode」を実行しておくだけです。
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∏ ヒント：ノードマシン専用で使う Macintoshでは、「LogicProNode」アプリケーションを「起
動項目」フォルダに登録すると便利です。また、2台目以降のMacintoshコンピュータは、
「AppleRemoteDesktop」を使えば簡単にプライムシステムから制御できます。この場合の
ノードマシンには、モニタやキーボードは必要ありません。

分散オーディオ処理に関する注意
分散オーディオ処理では、実際にはMacOSXに内蔵されているネットワーク機能を使用します。
システム環境設定の「ネットワーク」パネルで、すべてのコンピュータを Ethernetネットワー
クで接続する必要があります。ネットワークの設定方法については、オンラインヘルプをご覧く

ださい。

ネットワークに関する注意点
プライマリ（つまりホスト）コンピュータには、1GigabitEthernetポートを備えたシングル／
デュアルプロセッサのG4、 G5、またはIntelベースのMacintoshを使用してください。ノード
マシンには、G5またはIntel プロセッサが理想的です（1GigabitEthernetポートはすべての
G5およびIntelMacintoshコンピュータに標準装備されています）。

複数のノードを実行する場合は、1GigabitEthernetスイッチが必要です。

ノードを実行している場合、ネットワークは必ず分散オーディオ処理にのみ使用してください。

ほかの処理にもネットワークを使用するとパフォーマンスが低下します。

参考：ソフトウェアファイアウォールは無効にする必要があります。ネットワークからインター
ネットにアクセスする場合は、ハードウェアでファイアウォールを装備したルーター（または、

ファイアウォール機能を持った別のコンピュータ）を使用してください。

プラグインに関する注意点
一部のAudioUnit エフェクトは、「LogicPro」のノード機能をサポートしていません。ノード
機能をサポートしていないAudioUnitエフェクトの場合は、「AudioUnitsマネージャ」でノー
ド処理を無効にできます。

ノードに対応している他社製のAudioUnit エフェクトプラグインを使用すると、ノードマシン
上にダイアログが表示されることがあります。ホストマシンでは、RemoteDesktopを使用して
いない限り、このダイアログボックスが表示されることはありません。ダイアログが表示される

と結果としてタイミングエラーになるため、ノードの接続が中断されます。

重要：ノードマシン上でプラグインを処理するためには、すべてのノードに同一のバージョンの
プラグインがインストールされている必要があります。
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分散オーディオ処理を有効にする
下記の操作は、「 LogicProNode」アプリケーション（および同一のバージョンのプラグインセッ
ト）がすべてのノードマシンに正しくインストールされ、実行されていることを前提にしてい

ます。

「LogicPro」でノードを設定して有効化するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、「ノード」環境設定を開きます：

Â「環境設定」＞「オーディオ」と選択し（または、「オーディオ環境設定を開く」キーコマンド

を使い）、「ノード」タブをクリックします。

Â「環境設定」ツールバーボタンをクリックし、ポップアップメニューから「オーディオ」を選

択して「ノード」タブをクリックします。

2 「LogicNodesを有効にする」チェックボックスを選択し、その下のリストから目的のコンピュー
タを選択します：

Â 選択しているアクティブな（灰色表示されていない）ノードは、ホスト（LogicProシステム）
で使用されます。

Â 次のようなノードは、灰色表示されており非アクティブです。

Â ネットワークに接続されていないマシン。

Â「LogicProNode」アプリケーションが実行されていないマシン。

Â ほかのホストで使われているマシン。これらのマシンは、今後の使用（「 LogicPro」を次に
開いたとき）に備えて、選択したままにできます。

Â 選択されていないノードは、このホストでは使用されません。ただし、ほかのホストでは使用

できます。

Â リストには、これまでに接続したノードの履歴も表示されます。ノードは、「削除」ボタンを

クリックすれば削除できます。名前を変更したノードマシンや今後使用しないノードマシン

は、削除しても構いません。

3 アレンジ領域でトラック・ノード・ボタンを表示するようにトラックヘッダを設定します：

a「表示」＞「トラックヘッダを設定」と選択し、トラック設定ウインドウを開きます。トラッ
クリストで、トラックヘッダを、Controlキーを押しながらクリック（または右クリック）し
ても表示できます。

b「ノード」ボタンのチェックボックスを選択します。
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トラック・ノード・ボタンが示すステータスは次の3つです：

Â 無効： トラックはローカルホスト（通常通り「LogicPro」）で処理されます。
Â 有効／停止中： このトラックは可能であればノード上で処理できます。

Â 有効／動作中（点灯）： トラックは実際にノード上で処理されています。

Â 同期待ち： ホストとノードの間でデータの同期がまだ行われていません（たとえば、ノードが
実行されていない場合など）。

4 トラックリストで目的のトラックのノードボタンをクリックし、そのトラックの処理をノードに

分担します。

∏ ヒント：コマンドキーを押しながらトラックリストのいずれかのトラック・ノード・ボタンを
クリックすると、現在の表示レベル内（またはフォルダ）にあるすべてのトラックのボタンが

選択されるため、まとめてオン／オフを切り替えることができます。トラックボタンのスライ

ド操作でも、複数のトラックで分散オーディオ処理を有効にできます。

5 アクティブなトラック・ノード・ボタンをクリックすると、そのトラックの分散オーディオ処理

が無効になります。

ノードを使う上での重要な情報
各トラックをノードやホストコンピュータで実際に実行するかどうか、また実行する場合はどの

ノードを使用するのかなどは、「LogicPro」が自動的に判断します。このとき、システムリソー
スやネットワークトラフィックなどが判断材料になります。

タスクをノードに分散する処理は、ストリームで必要なホストCPU の処理リソースを予測して
行われます。オーディオエフェクトに関するCPU の負荷はほぼ一定ですが、ソフトウェア音源
のパフォーマンスは、選択した設定や同時発音数によって大きく変わります。

ネットワークや処理を原因とするレイテンシは、オーディオやソフトウェア音源のトラック再生

時に補正してタイミングを合わせることができますが、「ライブ」演奏のトラックの場合は補正

できません。

無効

有効／停止中

有効／動作中

同期待ち
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ノードで処理できないこと
基本的に、どのオーディオおよびソフトウェア音源トラックにもノードボタンがあるため、ノー

ドで処理できます。ただし、一部例外もあります：

Â EXSインストゥルメント： 必ずホストで処理されます。これらはネットワーク上でサンプルを
転送する可能性が高く、ネットワークを介するとオーディオ処理が遅延するためです。サンプ

ルライブラリは、ホストコンピュータに配置する必要があります。

Â Ultrabeat などマルチ出力の音源： さらに、Ultrabeat にもサンプルベースキットについて
EXS24と同様の問題があります。

Â Audio Unit ソフトウェア音源： AudioUnitソフトウェア音源のトラックが選択されている場
合、ノードボタンの選択は自動的に解除されます。

「LogicProNode」アプリケーションは、AudioUnitエフェクトを処理できます。

ただし、一部のAudioUnit エフェクトは「 LogicPro」のノード機能をサポートしていません。
ノード機能をサポートしていないAudioUnit エフェクトの場合は、「AudioUnits マネージャ」
でノード処理を無効にできます。

入力、出力、バス、Auxチャンネルをノードで処理できなくなります。
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5 プロジェクトをナビゲートする

この章では、プロジェクトを再生する方法、繰り返す方法、異なるプ
ロジェクト部分に移動する方法について学習します。

「LogicPro」では、再生ヘッドを制御し、プロジェクトの異なるセクションにナビゲートするた
めの方法がいくつか用意されています。

トランスポートバー、キーコマンド、バールーラを使うことができるほか、マーカーでプロジェ

クトのセクションにタグを付けて簡単にタグを切り替えることも可能です。再生ヘッドは、現在

の再生位置を示します。

この章では、トランスポートバーとバールーラを使ったナビゲーションに焦点を当てます。マー

カーの使用については、 123ページの第 6章「マーカーを使って作業する」を参照してください。

再生ヘッド位置を設定する
再生ヘッドは、横方向の時間ベースのすべてのウインドウにおける現在の位置を示す縦の線です。

再生ヘッド

右ロケータ左ロケータ
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バールーラに再生ヘッドを配置するには：
m バールーラの下から3番目で目的の位置をクリックします。

バールーラの下から3番目をダブルクリックすると、再生ヘッドが再配置されるとともに、再生
（または録音）モードと停止モードが切り替わります。

バールーラの上には、2つのロケータがあります。このロケータは、サイクルモードが有効では
ない場合は半透明のグレイのストライプで表示され、有効な場合は緑色のストライプで表示され

ます。ストライプの開始位置は左ロケータの位置で決まり、終了位置は右ロケータの位置で決ま

ります。再生および録音時のロケータの詳しい使いかたについては、この章と次の章で学びます。

位置ディスプレイを使って再生ヘッドを設定する
トランスポートバーの位置ディスプレイに、現在の再生ヘッド位置が 2つの形式で示されます：

Â SMPTEタイム： 上の行に、再生ヘッド位置がSMPTE時間の形式（時：分：秒：フレーム／サ
ブフレーム）で表示されます。

Â 音楽面での時間分割： 下の行に、再生ヘッド位置が小節、拍、ディビジョン、ティックで表示
されます。

拍は、拍子の分母にあたります。

ディビジョン値は、トランスポートバーの拍子記号の下で設定します。

ティックは小節の最小単位のサブディビジョンで、1/3840音符に相当します。

位置ディスプレイで再生ヘッド位置を設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 位置ディスプレイでいずれかの数字をクリックしたまま、マウスを上または下に移動します。

m いずれかのディスプレイフィールドをダブルクリックし、新しい位置を入力します。

ディビジョン値
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表示位置に合わせて、再生ヘッドが移動します。

小節ディスプレイの最初の数字を調整すると小節単位で、SMPTE ディスプレイの最初の数字を
調整すると時間単位で再生ヘッドが移動します。

2 番目の数字を調整すると、小節ディスプレイでは拍単位、SMPTE ディスプレイでは分単位な
ど、最初の数字よりも小さな区分で移動します。その際、位置ディスプレイに示されるほかの値

も一緒に動きます。

たとえば小節ディスプレイを使用して正確な位置を指定する場合は、以下の方法で入力してくだ

さい：

Â「3」、スペース、「3」、スペース、「2」、スペース、「2」と入力し、Enter キーを押してテキス
ト入力モードを終了します。

Â「3.3.2.2」と入力し、Enterキーを押してテキスト入力モードを終了します。

単純に「3322」と入力してEnter キーを押すと、再生ヘッドは小節3、拍3、ディビジョン2、
ティック2 ではなく、3322小節目に移動します。これを利用すると、最初の桁を入力するだけ
で、その小節の先頭にすぐに移動できます。

マーカー位置での再生ヘッドの設定
マーカーでパッセージにラベルを付けてある場合、Option キーを押しながらマーカーのいずれ
かの場所をクリックすれば、マーカーの先頭に再生ヘッドが移動します。「LogicPro」が停止状
態の場合は、コマンドキーを押しながらこれをダブルクリックすると、マーカーの先頭から再生

が開始されます。

再生ヘッドのサイズを調整する
「表示」環境設定の「一般」で再生ヘッドの太さを調整できます。

再生ヘッドの表示を調整するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「表示」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」と選択します（または「表示環境設定を開く」キーコ
マンドを使います）。

Â ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「表示」を選択します。
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2 「一般」タブをクリックして、「再生ヘッドを太くする」チェックボックスを選択します。

トランスポートボタンを使う
トランスポートバーのトランスポートボタンを使って、再生を制御したり、再生ヘッドの位置を

設定したりできます。このボタンをクリックして、機能を有効または無効にするだけでなく、対

応するキーコマンド（ショートカットキー）を利用してワークフローの速度を上げることができ

ます。

参考：下記のスクリーンショットに、すべてのトランスポートボタンを示します。トランスポー
トバーをカスタマイズできるので、トランスポートバーにあるボタンはプロジェクトごとに変わ

る可能性があります。詳細については、117ページの「トランスポートバーをカスタマイズする」
を参照してください。

左から右に順番に説明します：

Â 先頭に移動： 再生ヘッドをプロジェクトの先頭に移動します。デフォルトのキーコマンドは
Returnキーです。

Â 移動： 移動したい再生ヘッド（ターゲット）の位置を、数値で入力できるダイアログが開きます。

Â 左ロケータに移動： 再生ヘッドを左ロケータ位置に移動します。

Â 右ロケータに移動： 再生ヘッドを右ロケータ位置に移動します。

Â 選択部分の先頭に移動： 再生ヘッドを、アクティブウインドウで最初に選択されているリー
ジョンまたはイベントの開始位置に移動します。デフォルトのキーコマンドはShift＋Return
キーです。

Â 先頭から再生： プロジェクトの先頭から再生を開始します。

Â ウインドウの左端から再生： アクティブなウインドウの表示領域の左端位置から再生を開始
します。

Â 左ロケータの位置から再生： 再生ヘッドを左ロケータ位置に移動し、再生を開始します。

デフォルトの再生ヘッド太くなった再生ヘッド
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Â 右ロケータの位置から再生： 再生ヘッドを右ロケータ位置に移動し、再生を開始します。

Â 選択した項目から再生： 再生ヘッドを選択されているリージョンまたはイベントの開始位置
に移動し、再生を開始します。デフォルトのキーコマンドはShift＋Enterキーです。

Â 巻き戻し、早送り： クリックすると、再生ヘッドが1小節前または後ろに移動します。コマン
ドキーを押しながらクリックすると、再生ヘッドは前または次のマーカーに移動します。ク

リックしたままにすると、巻き戻し、または早送りされます。（いずれかのボタンを）クリッ
クしたまま左右にドラッグすると、シャトル早送り、またはシャトル巻き戻しができます（こ

の使いかたではどちらのボタンもシャトル動作で早送り／巻き戻しができます）。

Â 停止： 録音または再生を停止します。停止ボタンをもう一度クリックすると、再生ヘッドがプ
ロジェクトの開始位置または（サイクルモードがアクティブな場合は）左ロケータ位置に移動

します。デフォルトのキーコマンドは0（ゼロ）キーです。
Â 再生： 現在の再生ヘッド位置から、またはサイクルモードの場合は左ロケータ位置から再生を
開始します。デフォルトのキーコマンドはEnterキーです。

Â 一時停止： 一時停止または再生ボタンのいずれかをクリックするまで、録音または再生を一時
停止します。

Â 録音： クリックすると、録音が始まります（トラックが録音可能な状態の場合）。デフォルト
のキーコマンドはアスタリスク（*）キーです。このボタンを、Control キーを押しながらク
リックするか右クリックすると、録音メニューが表示されます。

Â 録音結果を取り込み： 演奏中に「LogicPro」が録音モードでなかった場合でも、直前の演奏
を保持しておくことができます。

参考：上記のトランスポートボタンのキーコマンドは、「巻き戻し」と「早送り」を除き、すべ
てコンピュータキーボードのテンキーを使います。

トランスポートのキーコマンドを使う
トランスポート機能のうち、キーコマンドとしてしか使用できないものもいくつかあります。こ

のような機能のキーコマンドのほとんどがデフォルトでは割り当てられていないため、キーコマ
ンドを設定する必要があります。162ページの「キーコマンドをコンピュータのキーに割り当て
る」を参照してください。

Â 再生または停止： このコマンドを使ったときの状態（再生か停止か）に応じて、再生と停止を
切り替えます。デフォルトのキーコマンドはスペースバーです。

∏ ヒント：サンプルエディタ、オーディオビン、ループブラウザのいずれかのウインドウにキー
フォーカスがあるときに、スペースバーを使って、オーディオファイルやリージョンの再生を

開始または停止できます。このキーコマンドは覚えておくと便利です！

Â 前の小節から再生： 直前の小節の先頭から再生を開始します。

Â 停止して左ロケータに移動： 再生を停止し、再生ヘッドを左ロケータ位置に移動します。

Â 最後の再生位置に移動： 位置設定コマンドで最後に到達した位置、またはマウスやルーラを
使って位置を直接設定した再生ヘッド位置に、再生ヘッドを移動します。

Â 停止して最後の再生位置に移動： 上記のコマンドと同じですが、まず再生を停止します。
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Â シャトル巻き戻しおよびシャトル早送り： このキーを何度も押すと、巻き戻し速度が速くなり
ます。相反するシャトルキーを何度も押すと、シャトルスピードが遅くなり、最終的には巻き

戻し方向が変わります。シャトルにすると、サイクルモードは無効になります。シャトルは停

止コマンドで中止できます。

Â 選択部分の末尾に移動： 再生ヘッドを、アクティブウインドウで最初に選択されているリー
ジョンまたはイベントの最後に移動します。

参考：また、マーカーに使用できる移動用キーコマンドも多数あります。詳細については、
133ページの「マーカーで移動する」を参照してください。

サイクルモードを使う
サイクルモードを使うと、選択した楽節を繰り返し再生できます。これは、以下の場合に便利です：

Â プロジェクトの一部（独唱やコーラスの部分など）を作曲している場合

Â 録音前の練習

Â 各トラックを続けて録音する場合

Â イベントを編集する場合

Â 複数のテイクを録音する場合

サイクルの範囲は、左ロケータと右ロケータの位置によって定義されます。サイクルモードがア

クティブな場合、バールーラの上部に緑色のストライプが表示されます。

左ロケータ 右ロケータ

サイクルの範囲
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サイクルモードのオンとオフを切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m トランスポートバーでサイクルボタンをクリックします（または、「サイクルモード」キーコマ

ンドを使います）。

m バールーラの上部（ロケータで挟まれたストライプ上）をクリックします。

サイクルモードでの「LogicPro」の動作：
Â 再生ヘッドがサイクルの最後から先頭にジャンプします。

Â 再生コマンドを使用すると、サイクルの先頭から再生が開始されます。

Â 別の位置から再生を開始するには、一時停止を2回クリックするか、一時停止をクリックして
から再生をクリックします。

Â サイクルジャンプ位置では、イベントチェイス機能を使うことができます。—「ファイル」＞
「プロジェクト設定」＞「MIDI」＞「チェイス」＞「サイクルジャンプにチェイス」と選択し
ます。イベントのチェイスの詳細については、115ページの「イベントチェイス機能を使う」
を参照してください。

Â「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」パネルの各種オプションを使って、サイクル
モードでの録音方法を設定できます。

サイクルを定義する
サイクルを定義するには、いくつかの方法があります。以下の方法を使うことができます：

Â バールーラで直接サイクルを描画します（つまり、左右のロケータ位置を設定します）。

Â トランスポートロケータのディスプレイを使います。

Â 選択されているリージョンに基づいてサイクルを作成します。

Â マーカーに基づいてサイクルを作成します。

バールーラでサイクルを定義する／調整する
バールーラの上から3番目をクリックしたまま、マウスを左から右へドラッグして、目的のサイ
クルの範囲を定義します。

サイクルの範囲がバールーラで緑色のストライプとして表示され、自動的にサイクルモードがオ

ンになります。

サイクルを移動するには：
m 緑色のサイクルストライプの中ほどをつかみ（カーソルが手の形に変わります）、左または右へ

ドラッグします。

サイクルの開始位置と終了位置から 2 行分、画面が広がります。このため、アレンジ領域内の
リージョン、またはピアノロールエディタ内のイベントとサイクルの位置合わせが簡単です。
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サイクルのサイズを変更するには：
m サイクルのいずれかの端にあるハンドル（三角ボタン）をつかんで、開始位置または終了位置を

移動します（「LogicPro」の実行中であっても行うことができます）。

参考：Shift キーを押しながら、バールーラの目的の位置をクリックすることで、サイクルの先
頭または末尾（いずれか近い方）を設定できます。これは、ストライプが表示範囲外にあるかサ

イクルモードがオフになっている場合でも機能します。

バールーラでサイクルのサイズをグラフィカルに設定する場合、その開始ポイントと終了ポイン

トは（つまりはサイズ全体）、「スナップ」メニューで選択した設定に合わせてクオンタイズされ

ます。詳細については、295ページの「リージョンの編集部分を時間位置にスナップさせる」を
参照してください。

トランスポートのロケータディスプレイでサイクルを定義する
ロケータ位置（つまりサイクル境界）は、トランスポートバーのロケータディスプレイで数値を

入力して設定することができます。位置ディスプレイの右側にロケータが表示されます：上部の

値は左ロケータの位置を示し、下部の値は右ロケータの位置を示します。

トランスポートでロケータ位置を定義するには、以下のいずれかの操作を行います：
m いずれかのロケータ・ディスプレイ・フィールドをダブルクリックして、左位置または右位置の

値を直接入力します。

小節、拍、サブ拍、ティックの値をすべて入力し（数値の間はスペースまたはピリオドで区切り

ます）、Returnキーを押して、入力ボックスを閉じ、ロケータを設定します。

参考：最初の1桁を入力するだけで、小節の先頭にすぐにロケータを設定できます。

m トランスポートで左ロケータまたは右ロケータの数値フィールドをクリックしたまま、マウスを

上または下に動かします。

それに合わせて、対応するサイクル境界（バールーラに示されている場合）が移動します。

右ロケータ

左ロケータ

位置ディスプレイ
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トランスポートバーのモードボタンを使ってロケータを定義する
トランスポートバーのボタンとして提供されている以下のコマンドを使って、ロケータの位置を

定義できます。これらのボタンをクリックして、機能を有効または無効にするだけでなく、対応

するキーコマンド（ショートカットキー）を利用してワークフローの速度を上げることができま

す。

参考：下記のスクリーンショットに、関連するすべてのボタンを示します。トランスポートバー
をカスタマイズできるので、トランスポートバーにあるボタンはプロジェクトごとに変わる可能

性があります。詳細については、117ページの「トランスポートバーをカスタマイズする」を参
照してください。

Â 左ロケータの位置を数値で設定／右ロケータの位置を数値で設定： ダイアログでロケータの
いずれかの位置を直接入力できます。キーコマンドとしても使うことができます。

Â 左ロケータの位置を再生ヘッドで設定／右ロケータの位置を再生ヘッドで設定： 現在の再生
ヘッド位置を使って、左ロケータまたは右ロケータの値を定義します。

Â サイクルの長さの分ロケータを前に移動／サイクルの長さの分ロケータを後ろに移動： サイ
クル対象のパッセージをサイクルの長さだけ移動します。キーコマンドとしても使うことがで

きます。

リージョンまたはイベントを使ってサイクルを定義する
以下のキーコマンドを使って、選択したリージョンまたはイベントの開始位置および終了位置に

ロケータを設定できます：

Â ロケータをリージョン／イベントで設定： 選択したリージョンまたはイベントの先頭位置お
よび終了位置にロケータを設定します。

Â ロケータを設定して再生： 選択したリージョン（またはイベント）の開始位置および終了位置
にロケータを設定し、再生を開始します。

Â リージョン／イベントによりおおよそのロケータを設定： 選択したリージョンまたはイベン
トの開始位置および終了位置に最も近いバーラインにロケータの位置を設定します。

Â おおよその位置にロケータを設定して再生／おおよその位置にロケータを設定して録音： 選
択したリージョンまたはイベントの開始位置および終了位置に最も近いバーラインにロケー

タの位置を丸めて、再生または録音を開始します。

Â おおよその位置にロケータを設定してサイクル再生／おおよその位置にロケータを設定して
サイクル録音： 選択したリージョンまたはイベントの開始位置および終了位置に最も近い
バーラインにロケータの位置を丸めて、サイクル再生またはサイクル録音モードに切り替え

ます。
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マーカーでサイクルを定義する
マーカーをバールーラの先頭部分にドラッグすると、マーカーの長さでサイクルが作成されま

す。マーカーの作成および使用の詳細については、123ページの第 6章「マーカーを使って作業
する」を参照してください。

また、以下のいずれかのキーコマンドを使うこともできます：

Â ロケータをマーカーで設定してサイクルを有効にする： 現在選択されているマーカーにサイ
クルを設定して、サイクルモードを有効にします。サイクルの長さはマーカーの長さによって

決まります。

Â 次のマーカーでロケータを設定してサイクルを有効にする： 次のマーカーにサイクルを設定
して、サイクルモードを有効にします。

Â 前のマーカーでロケータを設定してサイクルを有効にする： 直前のマーカーにサイクルを設
定して、サイクルモードを有効にします。

参考：これらのコマンドは、ライブ演奏中に楽節を繰り返すのに最適です。演奏中にこの方法で
繰り返したいプロジェクト部分すべてにマーカーを定義してください。

スキップサイクル
演奏モードにおいて、物理的にリージョンを移動することなく、曲の別のセクションにスキップ

することができます。これは、さまざまなトランジションの音楽効果を試す際に役立ちます。ア

レンジを行うときに非常に便利な機能です。

また、スキップサイクルは編集時にも便利で、編集の影響を与えたくないプロジェクト部分を編

集から除外することができます。

スキップサイクルを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m バールーラでスキップサイクル領域を右から左へドラッグします。
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m （通常の）サイクルの範囲がすでに存在する場合は、トランスポートバーの左ロケータと右ロケー
タの入れ替えボタンをクリックして（または、「左ロケータと右ロケータを入れ替える」キーコ

マンドを使って）、左ロケータと右ロケータを入れ替えることができます。

スキップサイクルの範囲は、バールーラで緑色の縞模様の範囲として表示されます。

再生ヘッドが右ロケータ位置に達すると、左ロケータにスキップします（実質的には、右と左の

ロケータ位置が入れ替わります）。

イベントチェイス機能を使う
プロジェクトの真ん中で再生を開始した場合、一部のイベント（再生を開始した位置よりも前に

開始されているノート、サスティン・ペダル・イベント、ピッチ・ベンド・イベントなど）が聞
こえないことがあります。イベントチェイス機能を使用すれば、「LogicPro」でプロジェクトを
解析し、プロジェクトの再生時にこのようなイベントの一部またはすべてを取り込むことができ
ます。

イベントチェイス機能を設定するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、MIDIプロジェクト設定を開きます：

Â「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「MIDI」と選択します（または対応するキーコマンド
を使います）。

Â ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、「 MIDI」を選択します。
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2 「チェイス」タブをクリックし、再生の開始位置よりも前でイベントチェイス機能で検索するす
べてのイベントのチェックボックスを選択します。以下から選択できます：

Â ノート： 再生開始位置で再生が始まるあらゆるノート。

Â サスティン： サスティン・ペダル・イベントを使ったために再生開始位置で再生中のあらゆ
るノート。

Â“トランスポーズ無し”の音源のチャンネルストリップ内： インスペクタで、音源チャンネ
ルストリップ（特にドラム）に「トランスポーズ無し」のステータスを割り当てることがで

きます。これは再生パラメータで、音源のノートが含まれるリージョンが途中で開始された

場合には無視されます。

Â プログラムチェンジ： このチェックボックスを選択すると、再生の開始位置にまたがるリー
ジョンにおけるプログラムの変更がすべて送信されます。

Â ピッチベンド： 再生の開始位置直前のピッチベンドイベントが送信されます。

Â「コントロールチェンジ」の「0–15」、「64–71」、「それ以外」： 連続するコントローラ0～15、
連続するスイッチコントローラ64～ 71、またはそれ以外のすべてのコントローラを検索する
場合に、各チェックボックスを選択します。

Â アフタータッチ： 選択すると、モノフォニック（チャンネル）アフタータッチメッセージが検
索されます。

Â ポリフォニックアフタータッチ： 選択すると、ポリフォニック・アフタータッチ・メッセージ
がスキャンされます。

Â システムエクスクルーシブ： 再生の開始位置直前のシステム・エクスクルーシブ・メッセージ
が送信されます。

Â テキスト・メタ・イベント： 再生の開始位置直前のテキスト・メタ・イベント・メッセージが
送信されます。

Â“すべてのチャンネル”のとき音源の個々のチャンネルをチェイス： マルチ音源（エンバイロ
メント内）にはグローバルチャンネルがあるので、最大16 のMIDIサブチャンネルを持つこ
とができます。このオプションを選択すると、グローバルなマルチ音源チャンネルではなく、

各MIDIサブチャンネルでイベントがスキャンされます。

Â サイクルジャンプにチェイス： サイクルの開始位置と終了位置がリージョンにまたがる場合、
すべてのイベントタイプをスキャンし、送信します。

Â ノート： サイクルジャンプのスキャン対象をノートイベントに限定します。

Â チェイスを行う前にすべてのMIDIをリセット： チェイス前にMIDIリセットメッセージを送信
して、トリガされるすべてのMIDIデバイスがデフォルトに設定されるようにします。

サンプラーのドラムループトリガ用ノートをチェイスする際、 1つ問題が考えられます。サンプ
ル・ループのちょうど先頭でMIDIリージョンを開始できるケースはめったにありません。たい
ていの場合、サンプルは正確なタイミングでトリガされないため、ほかのリージョンと同期しな

いで再生されます（少なくとも、次のトリガノートが生じるまで、同期がずれます）。

この問題は、ほとんどのサンプラーが先頭からしかサンプルを再生できず、途中で再生した場合

にビートと同期できないことが原因です。
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ノートイベントのチェイス時にサンプラーのドラムループをトリガしないようにするには： 
1 インスペクタのトラックパラメータボックスで、ドラムループ音源の「トランスポーズ無し」パ

ラメータを選択します。 

2 「プロジェクト設定」＞「 MIDI」＞「チェイス」タブで「“トランスポーズ無し”の音源のチャン
ネルストリップ内」オプションの選択を解除します。

これらの設定により、プロジェクトが新しい位置にジャンプしたときは次のトリガノートに達す

るまでサンプラーのドラムループが再生されなくなります。

「トランスポーズ無し」パラメータによって、ドラムサウンドまたはループに望ましくないリー

ジョン再生パラメータによるトランスポーズも防止されます。

トランスポートバーをカスタマイズする
トランスポートバーには、ボタン、ディスプレイ、スライダのデフォルトのセットが用意されて

います。これらは頻繁に使われ、大半のユーザにとって非常に便利なオプションです。

ただし、以下のような理由から、デフォルトのセットに含まれない機能にも定期的にアクセスす

る必要があります：

Â 映画のサウンドトラックなど、現在取り組んでいるプロジェクトの種類

Â 固有の作業スタイル

Â すべてを把握しておく必要性

目的はどうであれ、トランスポートバーをそれぞれのニーズに合わせて簡単にカスタマイズでき

ます。

トランスポートバーの機能を隠す／表示する
トランスポートバーのさまざまな部分を個々に隠したり表示したりできます。それにより、トラ

ンスポートバーの幅を制御できます。

定期的にアクセスする必要がある機能だけにトランスポートバーを限定するか、対応するトラン

スポートまたはモードのキーコマンドをすべて設定し、これを記憶しておくことをお勧めしま

す。これによって、トランスポートバーの表示領域を広げ、情報を一目で把握することができ

ます。

参考：すべてのコマンドおよびオプションをトランスポートバーに表示するには、コンピュータ
モニタがもう1台必要になるか、横方向の解像度が非常に高いモニタが必要になります。

∏ ヒント：「LogicPro」では、トランスポートバーのウインドウをいくつでも同時に開くことが
できます。追加のトランスポートバーのウインドウは個々にカスタマイズでき、「アレンジ」ウ
インドウ下部の標準のトランスポートバーに入りきらない追加機能を表示し、これらの機能に

アクセスできます。カスタマイズしたトランスポートバー（およびほかのウインドウ）は、ス

クリーンセットの一部として保存できます。
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トランスポートバーをカスタマイズするには： 
1 トランスポートバーをControlキーを押したままクリック（右クリック）して、メニューから「ト
ランスポートバーをカスタマイズ」を選択します。

2 カスタマイズダイアログのチェックボックスを選択または選択解除することで、目的の機能をオ

ンまたはオフにします。

トランスポートの各ボタン
この領域には、プロジェクト内で再生ヘッドを文字通り「トランスポート」（移動）するための

ボタンを制御するチェックボックスがあります。個々の機能およびコマンドの説明については、
108ページの「トランスポートボタンを使う」（この章）を参照してください。

ディスプレイ領域
このセクションは、主に再生ヘッドとロケータの位置を知らせるためのものですが、プロジェク

トをナビゲートするためにも使うことができます。

Â 位置（SMPTE／小節）： 再生ヘッドの現在の位置を示します。上の行ではSMPTE形式（時：
分：秒：フレーム）で時間を示し、下の行では小節、拍、ディビジョン、ティックで時間を示

します。
Â ロケータ（左／右）： 上の行は左ロケータの位置を示し、下の行は右ロケータの位置を示しま
す。複数の録音タスクまたは再生タスクについて、ロケータを使って特定のプロジェクト部分

を定義します。
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Â サンプルレートまたはパンチロケータ： 現在のプロジェクトのサンプルレート、またはパンチ
録音のイン／アウトロケータ（パンチ録音モードが有効な場合）を示します。トランスポート

バーのほかのディスプレイフィールドの場合と同様、マウスを使うか、直接数値を入力して、

サンプルレートまたはパンチのロケータを設定できます。

Â テンポ／プロジェクトの終了： テンポディスプレイは、現在の再生速度または録音速度を示し
ます。プロジェクト終了ディスプレイは、小節または時間の合計数を示します。プロジェクト

の再生／録音停止マーカーとして機能します。

Â 調号／ディビジョン： 調号／拍子記号ディスプレイは、標準の音楽形式（4/4、 5/4 など）で
現在の再生または録音の拍子を示します。ディビジョンディスプレイにより、現在のディスプ

レイの（および編集の）分解能が決まります。値が「/16」の場合、4/4小節が16のサブセク
ションに分割されます。つまり、小節内のそれぞれの拍が4つのサブ拍に分けられます。

Â MIDI アクティビティ（In／Out）： MIDIの入力および出力データを表示します。 MIDI入力ディ
スプレイ（上部）では、入力MIDIノートデータのコード名が示されます。

Â 負荷メーター（CPU/HD）： クリックすると、CPU負荷およびハードディスクのスループット
負荷を示すメーターが示されます。ダブルクリックすると、負荷メーターを別のウインドウで

表示できます。

モードと機能
モードボタンと右側のマスターレベルスライダは、プロジェクトセクションの繰り返し、ソロ、

パンチ録音など、いくつかの高度の録音および再生機能に使われます。ボタンを押しても、ただ

ちに何らかの動作がトリガされるわけではなく、動作状態が切り替わるだけです。該当するボタ

ンが点灯し、そのモードがアクティブであることが示されます。

Â ソフトウェアモニタリング： ソフトウェアのモニタリングを有効にして、「LogicPro」のエ
フェクトを介して外部ソースを処理できるようにします。また、録音中に外部ソースを聞くこ

ともできます。

Â 自動入力モニタリング： 自動的に、オーディオ入力位置で外部ソースを聞くことができるよう
にします。

Â プリ・フェーダー・メーターを表示： プリフェーダー（各チャンネルのレベルフェーダー）と
ポストフェーダー（オフの場合）の 2 つのモードの間でミキサーチャンネルのすべてのメー
ターを切り替えます。

Â 低レイテンシモード： 低レイテンシモードが有効になり、一部のエフェクトが原因で発生する
遅延（レイテンシ）のレベルを制限できるようになります。

Â 左ロケータの位置を数値で設定／右ロケータの位置を数値で設定： ダイアログでロケータの
いずれかの位置を直接入力できます。キーコマンドとしても使うことができます。

Â 左ロケータの位置を再生ヘッドで設定／右ロケータの位置を再生ヘッドで設定： 現在の再生
ヘッド位置を使って、左ロケータまたは右ロケータの値を定義します。

Â サイクルの長さの分ロケータを前に移動／サイクルの長さの分ロケータを後ろに移動： サイ
クル対象のパッセージをサイクルの長さだけ移動します。
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Â サイクルの長さ分ロケータを左に移動： 既存のサイクルを保持しますが、サイクルの長さだけ
左に移動します。たとえば、サイクル長が4 小節で、小節12 ～16にサイクルがまたがる場
合、このコマンドを使うと、サイクルが左側に4 小節移動し、サイクルが小節8 から小節12
に移動することになります。

Â サイクルの長さ分ロケータを右に移動： 上記と同じですが、サイクルを右に移動します。

Â サイクル： プロジェクトセクションでの再生または録音の繰り返しを有効または無効にしま
す。サイクル境界は、左ロケータおよび右ロケータの値を反映したものになります（つまり、
この2つの値で設定されます）。

Â オートパンチ： 録音の開始位置および終了位置を有効または無効にします。これは通常、特定
のプロジェクトセクションで自動的に録音するために、左および右のオートパンチロケータと

一緒に使います。この方法は、しばしばボーカルまたは楽器演奏のミスを修正するために使わ
れます。

Â パンチ・イン・ロケータを再生ヘッドで設定： 現在の再生ヘッド位置を使って、左オートパン
チロケータの値を定義します。

Â パンチ・アウト・ロケータを再生ヘッドで設定： 現在の再生ヘッド位置を使って、右オートパ
ンチロケータの値を定義します。

Â 置き換え： 新しい録音を有効にして、既存の録音を上書きします。

Â ソロ： 選択されているリージョンだけが再生され、それ以外のリージョンはすべてミュートさ
れます。

Â 同期： 有効にすると、「 LogicPro」が外部ソースと同期します（「LogicPro」を別のデバイス
の同期スレーブにします）。このボタンをControl キーを押しながらクリックするか、クリッ
クしたままにしておくと、「同期」メニューが開きます。

Â クリック： 「LogicPro」内部のメトロノームをオン／オフするために使います。このボタンを
Controlキーを押しながらクリックするか、クリックしたままにしておくと、メトロノームメ
ニューが開きます。

Â マスターレベル： 選択すると、トランスポートバーの右側に音量スライダが表示されます。こ
のスライダは、ミキサーのマスターチャンネルに直接関連しており、すべてのオーディオおよ
びソフトウェア音源トラックに対してマスターレベルコントロールとして機能します。

SMPTEまたは小節の超拡大ディスプレイを使う
標準のトランスポートバーのディスプレイ領域ではなく、SMPTE または小節の超拡大ディスプ
レイを使うようにトランスポートバーを設定できます。

また、SMPTEまたは小節の超拡大ディスプレイウインドウを生成することもできます。

標準のトランスポートバーのディスプレイ領域をSMPTEディスプレイまたは小節ディスプレイ
に置き換えるには：

m


Controlキーを押しながらトランスポートバーのディスプレイ領域をクリックし、「小節を拡大表
示」または「SMPTEを拡大表示」を選択します。

トランスポートのディスプレイ領域が、選択した拡大表示に置き換えられます。

上記のステップをもう一度行うと、標準のディスプレイに戻ります。
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新しいSMPTEまたは小節ディスプレイウインドウを開くには：
m


Control キーを押しながらトランスポートバーのディスプレイ領域をクリックし、必要に応じて
「小節の超拡大表示を開く」または「SMPTEの超拡大表示を開く」を選択します。

新しい透明なフローティングウインドウが表示されます。

このウインドウは自由に配置およびサイズ変更できます。

SMPTEまたは小節のディスプレイウインドウのサイズを変更するには：
1 上下左右いずれかの端、または下隅にカーソルを移動します。

2 マウスポインタがサイズ変更ポインタに変わったら、クリックしながら目的の方向にドラッグし

ます。

選択した超拡大表示を閉じるには、ウインドウの左上にある閉じるアイコンをクリックします。

参考：「LogicPro」では、トランスポート（および超拡大の SMPTE または小節ディスプレイ）
ウインドウをいくつでも同時に開くことができます。

小節、SMPTE、テンポの表示形式をカスタマイズする
「表示」環境設定で小節、SMPTE、テンポの表示形式をカスタマイズできます。

小節、SMPTE、テンポの表示形式をカスタマイズするには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「表示」環境設定の「一般」を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」と選択します（または「表示環境設定を開く」キーコ
マンドを使います）。

Â ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「表示」を選択します。
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2 「クロックフォーマット」メニューから以下のいずれかの設定を選択します：

Â クロックフォーマット1111
Â クロックフォーマット1.1.1.1
Â クロックフォーマット1110
Â クロックフォーマット1.1.1.0
Â クロックフォーマット11._1
Â クロックフォーマット1.1._1
Â クロックフォーマット11._0
Â クロックフォーマット1.1._0

3 「SMPTEの表示形式」メニューで以下のいずれかの設定を選択します：

Â ビット： サブフレーム（SMPTEビット0～79）が表示されます。
Â ビットを表示しない： サブフレームが表示されません。

Â クォーターフレーム： クォーターフレームが表示されます。

Â フィートフレーム（35mm フィルム）： 表示は、35mmフィルムに合わせてフィートとフレー
ムで表示されます。

Â フィートフレーム（16mmフィルム）： 表示は、16mmフィルムに合わせてフィートとフレー
ムで表示されます。

Â ミリ秒： フレームの端数が、SMPTE ビット（サブフレームとも言う）の代わりにミリ秒単位
で表示されます。この値は、フレームレートに基づいていることに注意してください。つま

り、25fpsでは1フレームが40ミリ秒、30fpsでは約33ミリ秒になります。
Â サンプル数： フレームの端数がサンプル値として表示されます。

Â フレーム数とサンプル数： フレームの端数とサンプル値の両方が表示されます。

4 値がゼロのとき、SMPTEタイム表示で「0」と表示するのではなく空白（スペース）として表示
したい場合は、「ゼロをスペースに」チェックボックスを選択します。

5 「テンポの表示形式」メニューで以下のいずれかの設定を選択します：

Â ビート／分（BPM、メルツェル）： 1分あたりのビート数が小数点以下第4位まで表示されます。
Â BPM（小数点は表示しない）： 1分あたりのビート数。小数点以下は表示されません。
Â フレーム／クリック（1/8）： ビートあたりのフレーム数が1/8刻みで表示されます。この値の
後ろには「fpc」と表示されます。

Â フレーム／クリック（1/10）： ビートあたりのフレーム数が小数点以下第4位まで表示されま
す。この表示は、BPM表示と混乱しやすいため注意してください。
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6 マーカーを使って作業する

マーカーを使う主な目的は、プロジェクトのさまざまな個所にタグを
付け、そこをすばやく選択して再生、編集、アレンジできるようにす
ることです。

マーカーは、プロジェクトのロードマップのような役割を担い、プロジェクトの形を視覚的に示

します。

マーカーの表示と編集は、以下のウインドウ領域で行います：

「マーカー」トラック

マーカーテキスト領域

マーカーリスト
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Â「マーカー」トラック： マーカーをカラー付きのセクションとして表示します（カラー設定は
任意）。「マーカー」トラックが隠れている場合でも、リニア編集ウインドウのバールーラに短

いテキスト文字列が表示されます。バールーラに「マーカー」トラックのマーカーを表示する

主な利点は、マーカーの選択、コピー、移動、またはサイズ調整などをマウスを使って直接操

作できるからです。「マーカー」トラックの三角形ボタンをクリックするとトラックが縦方向

に広がり、ほかのコントロールが表示されます。「マーカー」トラックの下側の境界をマウス

で上下にドラッグすると、境界を自由に調整できます。

Â マーカーリスト： すべてのマーカー名が表示されます（バーの位置と長さの情報も含む）。

Â マーカーテキスト領域とマーカーテキストウインドウ： マーカーに関連するテキストを表示
します。これにより、マーカーをノートパッドとしても使用でき、テキストコメントをプロ

ジェクトと共に保存できます。マーカーテキストは、ほかのテキストエディタと同じように、

入力や編集ができます。「カット」、「コピー」、「ペースト」、「消去」、および「すべてを選択」

などのコマンドを使用して、ワードプロセッサなどのソフトウェアとの間でテキストの取り込

みや書き出しができます。

テキスト機能以外に、マーカーは、それぞれの位置に名前を付けてロケータ位置の格納領域を示

すのにも使用できます。

マーカー領域およびウインドウを開く
この章の最初の部分で紹介した通り、「LogicPro」では、さまざまな方法でマーカーを操作、作
成、削除できます。

「マーカー」トラックを開くには：
1 「グローバルトラック」のヘッダ領域にある三角形ボタンをクリックします。 

2 「マーカー」トラックの三角形ボタンをクリックします。

「マーカートラックを切り替える」キーコマンドを割り当てて使用することもできます。

マーカーリストを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「リスト」ボタンをクリックし、次に「マーカー」タブ

をクリックします（または、「マーカーリストを切り替える」キーコマンドを使います）。

m 「オプション」＞「マーカー」＞「マーカーリストを開く」と選択します（または、「マーカーリ

ストを開く」キーコマンドを使います）。

参考：「マーカー」トラックのマーカーをポインタツールでダブルクリックして、「リスト」領域
を表示します。クリックしたマーカーがリストで選択されています。

マーカーテキストウインドウを開くには：
m


Option キーを押しながら、ポインタツールで「マーカー」トラックのマーカーをダブルクリッ
クします。クリックしたマーカーがリストで選択されています。

参考：このときに鉛筆ツールを使うと新しいマーカーが作成されてしまうので、注意してくだ
さい。
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マーカーテキストウインドウはマーカーリストウインドウの下にも表示されます。マーカーリス

トウインドウでは、マーカーテキスト領域と呼ばれます。

マーカーリストのショートカットメニューを使う
選択や編集その他の多くのコマンドにアクセスするには、Controlキーを押しながらマーカーリ
スト内をクリックします（または右クリックします）。ショートカットメニューを使うと、作業

効率が上がります。

参考：右クリックのショートカットメニューにアクセスできるのは、マウスの右ボタンだけです。
「ショートカットメニューを開く」のポップアップメニューオプションは、「LogicPro」＞「環
境設定」＞「グローバル」＞「編集」タブで選択します。

マーカーを作成する
プロジェクトのどの位置にもマーカーを作成することができます。以降のセクションでは、マー

カー作成に使用できるすべてのオプションについて説明します。

最も近い小節の開始ポイントにマーカーを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「マーカー」トラックで：

Â 再生ヘッドの位置を設定し、「作成」ボタンをクリックします。

Â 鉛筆ツールを選択し、マーカーを作成する位置でクリックします。

m バールーラで： バールーラの下3 分の1 の個所にポインタを置き、必要なプロジェクト位置で
Option＋コマンドキーをクリックします。この操作が有効なのは、「マーカー」トラックが表示
されていない場合です。

m マーカーリストで：

Â「オプション」＞「作成」と選択します。

Â 鉛筆ツールでマーカーリストをクリックします。
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Â マーカーリストの「作成」ボタンをクリックします。

m 任意のウインドウで： メインメニューバーで「オプション」＞「マーカー」＞「作成」と選択し

ます（または、「マーカーを作成」キーコマンドを使います）。

マーカーは一番近い小節の開始ポイントに作成されます。小節の位置に（または、その前後の4
分音符の範囲内に）マーカーがすでに存在する場合、新しいマーカーは作成されません。

その後のマーカーが存在しない場合、マーカーの長さは、次のマーカーの開始位置まで、または

プロジェクトまたはフォルダの最後まで自動的に延長されます。

∏ ヒント：「マーカーを作成」キーコマンドを使うと、再生中にマーカーを追加することができま
す。

一番近い小節にスナップされないマーカーを作成するには：
m 任意のウインドウで： 「オプション」＞「マーカー」＞「正確に作成」と選択します（または、

「マーカーを正確に作成」キーコマンドを使います）。

m マーカーリストで： 「オプション」＞「正確に作成」と選択します。

マーカーを作成し、その位置を設定するには：
m マーカーリストのマーカー領域の開始位置または終了位置を鉛筆ツールでクリックし、位置入力

フィードに目的の位置を入力します。

現在選択しているすべてのリージョンの位置にマーカーを作成するには：
m 「マーカー」トラックで： 「リージョンから」ボタンをクリックするか、アレンジトラックから

リージョンを「マーカー」トラックにドラッグします。

m メインメニューバーから「オプション」＞「マーカー」＞「リージョン別に作成」と選択します

（または、「リージョン別にマーカーを作成」キーコマンドを使います）。
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これらの方法で作成されたマーカーには自動的に、そのマーカーが属するリージョンの名前、

バーの位置、長さ、および色が自動的に割り当てられます。

サイクルの長さ位置に正確に対応するマーカーを作成するには：
m 「マーカー」トラックまたはバールーラの下3分の1にサイクルをドラッグします。

バールーラでサイクルをドラッグする方向は、横方向または縦方向のいずれかに制限されます。

これは以下のような誤操作を避けるためです：

Â（バールーラの下3分の1または「マーカー」トラックにドラッグすることで）マーカーの作成
時にサイクルが動いてしまう。

Â サイクル領域の移動時にマーカーが作成されてしまう。

マーカーの動きとサイクルの関係について以下に説明します。

Â サイクルをバールーラのマーカー領域にドラッグすると、ポインタの形状が上下向きまたは下

向きの矢印が付いた手に変わります。バールーラのマーカー領域でポインタを動かすと、矢印

のない手のポインタになります。マーカーにサイクルをコピーする操作がキャンセルされます。

Â サイクルを上下に動かしてから、バールーラのマーカー領域にドラッグすると、マーカーは作

成されません。

Â サイクルをクリックした後に、Shiftキーを押してホールドすると、サイクルを上下に動かして
から、そのままマーカー領域にドラッグできます。

参考：サイクルをクリックする前に、Shift キーを押してホールドすると、最も近いサイクル境
界がクリックした位置に設定されます。

マーカーをコピーするには：
m 「マーカー」トラックで： Optionキーを押しながらマーカーをドラッグするか、標準のコピーコ
マンド（コマンド＋Cキー）およびペーストコマンド（コマンド＋Vキー）を使用します。

m マーカーリストで： 標準のコピーコマンドおよびペーストコマンドを使用します。
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マーカーを選択する
マーカーは、通常の選択方法で選択することができます。詳細については、 172ページの「さま
ざまな選択のしかた」を参照してください。

マーカーを削除する
マーカーはいつでも削除できます。削除すると、バールーラ、「マーカー」トラック、マーカー

リスト、およびマーカーテキストウインドウにそのマーカーが表示されなくなります。

マーカーを削除するには：
m 「マーカー」トラックおよびマーカーリストで、以下のいずれかの操作を行います：

Â 消しゴムツールでマーカーをクリックします。

Â マーカーを選択し、「編集」＞「削除」と選択します（または、対応するキーコマンドを使い

ます。デフォルトはDeleteキーです）。
m バールーラで： 削除するマーカーをつかみ、バールーラの外へドラッグします。カーソルが2つ
の矢印を持つ手に変わったら、マウスのボタンを放します。

m 現在のプロジェクト位置で： 「オプション」＞「マーカー」＞「削除」と選択します（または、

「マーカーを削除」キーコマンドを使います）。

マーカーの名前を付ける
新規作成したマーカーには自動的に「マーカー##」という名前が付けられます（上記で説明し
たように、マーカーがリージョンに属する場合は除きます）。「 ##」には、バールーラにマーカー
が現れる順番が番号（「マーカー1」、「マーカー2」など）で示されます。名前が変更されたマー
カーも含め、プロジェクト内のすべてのマーカーの実際の順番に基づいて、番号が割り当てられ

ます。

自動的に割り当てられたマーカー名は、バールーラ、「マーカー」トラック、マーカーリスト、ま

たはマーカーテキストウインドウで直接変更できます。

バールーラ、「マーカー」トラック、マーカーリストに表示される名前の長さは、表示画面のス

ペースや後続のマーカーの位置によって変わります。
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作成中にマーカーの名前を変更する場合は、Control ＋Option ＋コマンドキーを押しながら、
目的のマーカーのトラック位置をクリックします。表示されるテキストボックスで、マーカーに

付ける名前を入力します。Returnキーを押して、名前付けの操作を終了します。また、Control
＋Shift＋コマンドキーを押しながら、バールーラをダブルクリックする方法もあります（「マー
カー」トラックが表示されていない場合）。

バールーラでマーカー名を編集するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「オプション」＞「マーカー」＞「クイック・エディット・マーカー」と選択します（または、

対応するキーコマンドを使います）。

Â


Shift＋Controlキーを押しながら、マーカーをダブルクリックします。

2 変更した名前をテキストボックスに入力します。

「マーカー」トラックでマーカー名を編集するには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「オプション」＞「マーカー」＞「クイック・エディット・マーカー」と選択します（または、

対応するキーコマンドを使います）。

Â テキストツールを選択し、マーカーをクリックします。

Â


Shift＋Controlキーを押しながら、マーカーをダブルクリックします。

2 変更した名前をテキストボックスに入力します。

マーカーリストでマーカー名を編集するには： 
1 「マーカー名」カラムで、名前を編集するマーカーをクリックします。

2 選択したマーカーを、ウインドウの一番下にあるマーカーテキスト領域の「マーカー##」エン
トリーにドラッグし、変更したマーカー名を入力します。名前を入力すると、「マーカー名」カ

ラム（および「マーカー」トラック）に表示される名前が変更されます。

マーカーテキストウインドウでマーカー名を編集するには：
m マーカーテキストウインドウでマーカーを開き、マーカーテキストを入力します。

マーカーテキストウインドウにキーフォーカスがある場合は、キーコマンドがキーに定義済みで

あっても、通常のコンピュータのキー操作が（Shift キーを使うかどうかにかかわらず）テキス
ト入力として解釈されます。

ウインドウの最初のパラグラフのテキストが、マーカー名として使用されます。





130 第6章    マーカーを使って作業する



参考：Return キーを押してマーカーテキストウインドウまたはマーカーテキスト領域でパラグ
ラフを作成すると、「マーカー」トラックの独立したマーカーの見出し行に、テキストの最初の

パラグラフが表示されます。

バールーラのマーカーディスプレイと異なり、最初のパラグラフのすべてのテキストは、すべて

「マーカー」トラックにも表示されます。ただし、テキストの長さは表示可能なスペースに依存

します（すべてのテキストを表示させたい場合は、「マーカー」トラックの高さを変更します）。

これは、たとえば音楽やテクニックの注意書きにも使用できます。このシナリオでは、マーカー

の色は見出し行だけに表示されており、ほかのテキストは灰色の背景色に白の文字で表示されて

います。

マーカーテキストの表示を変更する
マーカーテキストウインドウおよびマーカーテキスト領域でのマーカーテキストの外観を変更

できます。マーカーテキストの一部を選択して、別のフォント、サイズ、およびスタイルを割り

当てることができます。システムにインストールされているすべてのフォントを使用できます。

テキストの全体または一部、マーカーテキストウインドウのおよび背景にそれぞれ別の色を割り

当てることができます。

マーカーテキストの外観を変更するには：
1 変更するマーカーテキストを選択します。

2 マーカーテキストウインドウまたはマーカーリストウインドウのマーカーテキスト領域でフォ

ントボタンをクリックします。
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3 「フォント」ウインドウで必要な設定を選択します。

マーカーを編集する
マーカーは、さまざまな方法で編集できます。どの方法にも、共通して含まれるタスクは、マー

カー位置の編集、マーカーの色付け、およびマーカーの長さの調整です。

マーカーの位置を調整するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「マーカー」トラックで： マーカーを左右にドラッグします。

m バールーラで： コマンドキーを押しながら、マーカーを左右にドラッグします。

m マーカーリストで： 小節位置ディスプレイでマウスをスライダとして使用するか、位置の値をダ

ブルクリックして、コンピュータのキーボードで新しい値を入力します。

参考：「マーカー」トラックとバールーラでどれだけ細かく調整できるかは、トランスポート領
域のディビジョンの設定、「スナップ」メニューの設定、および水平方向のズームレベル（最大

ズームレベルでのサンプルの正確な配置も含む）によります。調整結果についての詳細な情報に

ついては、ヘルプタグを参照してください。マーカー位置の微調整は、マーカーリストでもでき

ます。

マーカーが移動されないようにしたい場合があります。このような場合に備え、「LogicPro」に
はイベントの絶対時間位置を保持する機能があります。

選択したマーカーの位置を保護するには：
1 マーカーリストで「オプション」＞「SMPTE 位置をロック」と選択します（または、対応する
キーコマンドを使います）。

これで、マーカーのSMPTE位置がロック（固定）されます。ロック状態を示すために、ロック
記号がマーカー名の頭に表示されます。
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これらのマーカーは、絶対時間位置を常に保持します。プロジェクトのテンポが変更された場合、

小節の位置が変更されてマーカーが同じ SMPTE位置に保たれます。

∏ ヒント：グローバルトラックを表示している場合は、アレンジ領域の「リージョン」メニュー、
またはピアノロールウインドウおよびHyperEditorウインドウの「機能」メニューからも、
マーカーのSMPTE位置をロック／ロック解除できます。

選択したマーカーの位置のロックを解除するには：
m マーカーリストで「オプション」＞「 SMPTE位置のロックを解除」と選択します（または、対応
するキーコマンドを使います）。

参考：シーンマーカーのSMPTE位置のロックは解除できません（800ページの「シーンマーカー
を使って作業する」を参照）。

マーカーの長さを変更するには：
m 「マーカー」トラックで： 変更するマーカーの境界にポインタを置きます。カーソルがサイズ変

更ポインタに変更されたら、マーカーの境界を目的の位置までドラッグします。

m マーカーリストで： 小節位置ディスプレイでマウスをスライダとして使用するか、位置の値をダ

ブルクリックして、コンピュータのキーボードで新しい値を入力します。

マーカーの境界が、次のマーカーの開始ポイントになることがあります（特に、後のマーカーの

長さが定義されていない場合）。マーカーを重ねることはできません。

マーカーの長さをサイクルに合わせるには：
m サイクルを既存のマーカーにドラッグします（サイクルの境界内で、右または左の境界または両

方をドラッグ）。

バールーラでサイクルをドラッグする方向は、横方向または縦方向のいずれかに制限されます。

これは以下のような誤操作を避けるためです：

Â（バールーラの下3分の1または「マーカー」トラックにドラッグすることで）マーカーの作成
時にサイクルが動いてしまう。

Â サイクル領域の移動時にマーカーが作成されてしまう。
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∏ ヒント：サイクルをクリックした後に、Shiftキーを押してホールドすると、サイクルを上下に
動かしてから、そのままマーカーにドラッグできます。

参考：サイクルをクリックする前に、Shift キーを押してホールドすると、最も近いサイクル境
界がクリックした位置に設定されます。

マーカーにカラーを割り当てるには：
m 「マーカー」トラックでマーカーを選択し、「表示」＞「カラー」と選択して、パレットで目的の

カラーをクリックします。

マーカーのカラーを暗くすると、マーカーテキストは自動的に明るいカラーで表示されます。

リージョンからマーカーを作成すると、対応するマーカーはリージョンのカラーを使用します。

マーカーで移動する
プロジェクト内をマーカーで移動することができます。この機能は、たとえばプロジェクの特定

の位置からジャンプしてリージョンやイベントを修正する場合に便利です。

再生の開始位置をマーカーに移動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「マーカー」トラックで： Optionキーを押しながら、マーカーをクリックします。

m バールーラで： コマンドキーを押しながら、マーカーをクリックします。

m マーカーリストで： フィンガーツールでマーカーをクリックします。

∏ ヒント：Optionキーを押して、フィンガーツールでマーカーリスト内のマーカーをクリックし
た場合、ロケータは選択したマーカーの開始位置と終了位置に設定されます。

m 「マーカー番号1に移動」～「マーカー番号20に移動」の20個のキーコマンドを使います。

これらのコマンドに含まれるマーカー番号は、プロジェクト内のすべてのマーカーの順番（シリ

アル）を表しています。

m 「マーカーに移動」キーコマンドを使うと、任意のマーカー番号を指定できるウインドウが開き

ます。

これにより、再生開始ポイントが、選択したマーカーの先頭に移動します。

次または前のマーカーに移動するには：
m 「前のマーカーに移動」キーコマンドと「次のマーカーに移動」キーコマンドを使います。

ロケータは、選択したマーカーの開始ポイントと終了ポイントにセットされます。

マーカーの開始ポイントで再生をスタートするには、以下のいずれかの操作を行います：
m バールーラで： コマンドキーを押しながら、マーカーをダブルクリックします。

m マーカーリストで： フィンガーツールでマーカーをつかみます。

マウスのボタンを放すまで、「LogicPro」は再生を続けます。
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マーカーからサイクルを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m マーカーをバールーラの上3分の1までドラッグします。

これにより、サイクルがマーカーと同じ位置と長さにセットされます。この操作中に「LogicPro」
の動作が停止した場合、再生開始ポイントは、サイクル開始ポイントに置かれます。

m マーカーを選択し、以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â ロケータをマーカーで設定してサイクルを有効にする

Â 前のマーカーでロケータを設定してサイクルを有効にする

Â 次のマーカーでロケータを設定してサイクルを有効にする

マーカーリストのマーカー表示をカスタマイズする
マーカーリストでのマーカー位置と長さの表示には、以下の2つのオプションがあります：
Â「オプション」＞「イベントの位置と長さを SMPTE単位で表示」： マーカーの位置と長さの表
示をバー位置とSMPTE時間位置との間で切り替えます。

Â「オプション」＞「長さを絶対位置で表示」： マーカーの長さの表示を、マーカーの終了位置
（バーの位置で表示される）の実際の（相対的な）長さと（絶対的な）表示との間で切り替えます。
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7 プロジェクトを操作する

LogicProプロジェクトでは、音楽制作で保存や取得を行うためのさ
まざまなオプションを選択できます。

この章では、LogicProプロジェクトの作成および操作の方法について説明します。

プロジェクトについて
「LogicPro」でプロジェクトの操作を開始するには、まずプロジェクトを開くか、作成する必要
があります。これは、ワープロソフトウェアで、文字を入力するために書類を開く必要があるの

と同じです。ワードプロセッサと同じく、「LogicPro」でも一度に複数の書類（プロジェクト）
を開くことができます。

プロジェクトファイルは、「 LogicPro」のメインの書類形式です。プロジェクトには、MIDI イ
ベント、環境設定とキーコマンド以外のパラメータ設定、および再生するオーディオファイルと

ビデオファイルの情報がすべて含まれています。プロジェクトファイルは、別のエンティティと

してディスクに保存されているオーディオファイルとビデオファイルを参照しているので注意

が必要です。オーディオファイルとビデオファイルはプロジェクト内に保存されません。

新しいプロジェクトを作成するときは（通常は「保存」機能を使用する）、すべての関連ファイ

ル（素材）を保存することができます。
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「LogicPro」では、プロジェクトファイルを含むプロジェクトフォルダを作成すると、プロジェ
クトで使用するファイル（オーディオファイルなど）の保存用に別のフォルダが作成されます。

素材なしでプロジェクトを保存すると、プロジェクトの保存に必要なメモリを節約できるので、

「LogicPro」を使っているほかのスタジオに物理メディアや電子メールでデータを簡単に送るこ
とができます。一方、素材を付けてプロジェクトを保存した場合は、プロジェクトをほかの場所

に移したときに、参照されているオーディオファイルとビデオファイルも一緒に移動しておかな

いと、プロジェクトを開いたときに、これらの参照先のファイルを読み込むことができなくなり

ます。

プロジェクトフォルダを見れば、いつでも作業の状況を把握できます。プロジェクトに関連する

ファイルはすべて 1 個所に整理されて保存されているからです。この仕組みによって、バック
アップ作成やコンピュータおよびディスク間でのプロジェクトの移動が簡単にできるだけでな

く、オーディオファイルが見つからない、検索対象のサンプルやスタジオで再構築するサンプル

が見つからないといった問題が発生するのを避けています。

プロジェクトを作成する
「LogicPro」の操作を開始するには、新しいプロジェクトを作成します。

プロジェクトを作成するには：
1 「ファイル」＞「新規」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルト
はコマンド＋Nキーです）。

プロジェクトフォルダ

「Audio Files」フォルダ

「Movie Files」フォルダ

「Sampler Instruments」フォルダ

「Impulse Responses」フォルダ

プロジェクトの素材

プロジェクトファイル（「ソング」）
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2 テンプレートダイアログボックスで、必要なテンプレートを選択します。

テンプレートダイアログボックスは、「コレクション」と「テンプレート」の2 つの領域から構
成されています。

Â「コレクション」のフォルダをクリックすると、それに関連するテンプレートが「テンプレー

ト」領域に表示されます。

Â テンプレートをクリックして読み込みます。「別名で保存」ダイアログボックスが自動的に表

示されます。

3 プロジェクトを保存する場所を参照し、保存するプロジェクトの名前を名前フィールドに入力し

ます。

4 プロジェクトフォルダにオーディオファイルやその他のファイルを含める場合は、「素材を含む」
チェックボックスを選択します（149ページの「プロジェクトの素材を操作する」を参照）。
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∏ ヒント：「素材を含む」チェックボックスはなるべく選択してください。プロジェクトフォルダ
を移動、コピーしても、フォルダ内の各項目に対する参照は失われないので、プロジェクトに

問題が起こる可能性を軽減できます。

5 「詳細オプション」の三角形ボタンをクリックしてオプションを表示し、プロジェクトフォルダ
に保存するファイルタイプを選択します。

これらの設定を変更するときは、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「素材」と選択します。

これらのプロジェクトの素材の詳細については、149ページの「プロジェクトの素材を操作する」
を参照してください。

6 「保存」をクリックします。

Â 複数のサブフォルダ（ステップ4で指定）を含むフォルダ（ステップ3で指定）が指定した場所
に作成されます。

Â「素材を含む」チェックボックスを選択していない場合も、「オーディオファイル」サブフォル

ダがプロジェクトフォルダ内にデフォルトで作成されます。新しく録音したオーディオデータ

はこのフォルダに保存されます。

Â またデフォルトでは、録音したオーディオデータのパスが、新しい「プロジェクト／オーディ

オファイル」サブフォルダに自動的にルーティングされます。

プロジェクトフォルダを最初の段階では作成せず、後で作成する場合は、「別名で保存」コマン

ドを選択します。

∏ ヒント：空のデフォルトプロジェクトをすばやく作成するには、Optionキーを押しながら
「ファイル」＞「新規」と選択します。
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プロジェクトを開く
「LogicPro」では、作業を始める前にプロジェクトを開く必要があります。

プロジェクトには、ほかのアプリケーションで作成されたデータ（たとえば、旧バージョンの

「LogicPro」で作成されたソングや「FinalCutPro」のXML ファイルなど）が含まれているこ
ともあります。

既存のプロジェクトを開くには、以下の操作を行います：
1 「ファイル」＞「開く」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルト
はコマンド＋Oキーです）。

すでに読み込まれているプロジェクトがある場合は、そのプロジェクトを閉じてもよいかどうか

を確認するメッセージが表示されます。このメッセージが表示されないようにするには、
「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」＞「プロジェクト処理」と選択し、「プロジェク
トを開くときに、現在のプロジェクトを閉じるか確認する」オプションの選択を解除します。

「開く」ダイアログボックスの「ファイルタイプ」メニューでは、以下のオプションを選択でき
ます：

Â すべてのLogic 書類： 「LogicPro」でサポートされるすべての書類の種類が表示されます。
Â Logicプロジェクト： 現在または以前のバージョンの「Logic」で作成されたプロジェクトです。
Â GarageBandプロジェクト： 「 GarageBand」で作成されたプロジェクトです。
Â Notator SL ソング： 「C-Lab/EmagicNotator」または「CreatorSL」で作成されたソングファ
イルです。

Â MIDI ファイル： フォーマット0または1の標準MIDIファイルです。

Â AAFファイル： 「ProTools」などのDAWアプリケーションで使用される AdvancedAuthoring
Formatです。

Â OMF インターチェンジファイル： 「ProTools」などのDAW アプリケーションで使用される
OpenMediaFrameworkファイルです。

Â OpenTLファイル： Tascamハードディスクレコーダなどの機器で使用されるOpenTL（Open
TrackList）ファイルです。

Â XML（Final Cut Pro）： 「FinalCutPro」および「SoundtrackPro」でサポートされるオープ
ンソース標準です。

各ファイルタイプの詳細については、625ページの第 29章「プロジェクトとファイルのやりと
り」を参照してください。
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2 ファイル選択ボックスに表示されるファイルタイプを制限する場合は、「ファイルタイプ」メ

ニューで必要なファイルタイプを選択します。「すべてのLogic 書類」を選択すると、サポート
されるすべてのファイルが表示されて、アクセスできます。

3 ファイルの場所を参照して目的のファイルを選択したら、「開く」をクリックします。

最近開いたプロジェクトを開くには：
m 「ファイル」＞「最近使った項目を開く」メニューと選択し、プロジェクト名を直接選択します。

「開く」ダイアログボックスが表示されます。「消去」メニューを選択すると、「最近使った項目

を開く」メニューのすべての項目が消去されます。

∏ ヒント：「グローバル」環境設定の「プロジェクト処理」タブで「起動時のアクション」を「最
後に使ったプロジェクトを開く」オプションに設定すると、「 LogicPro」の起動時に、最後に
使用したプロジェクトが自動的に読み込まれます（141ページの「プロジェクトを自動で開い
て作成する」を参照）。

ドラッグ＆ドロップでプロジェクトを開く
プロジェクトおよび標準 MIDIファイルは、Finderからアレンジ領域にドラッグして開くことが
できます。マウスのカーソル位置（マウスボタンを放したときの位置）によって、読み込まれる

ファイルの場所が決まります。

これには、最初のトラックの位置（最も近い小節の先頭にスナップされます）と方向が含まれま

す。標準MIDIファイルについては、 632ページの「標準MIDI ファイルを使って作業する」を
参照してください。

LogicProプロジェクトまたはMIDI ファイルを開くには、ファイルをDockの「LogicPro」ア
イコンの上にドラッグします。

バージョン8以前に作成されたソングを開く
「LogicPro5」、「LogicPro6」、または「LogicPro7」で作成したソングを「LogicPro8」で開
くことができます。「LogicPro8」以前のいずれかのバージョンで作成したソングまたはプロジェ
クトを読み込むと、そのファイルのフォーマットがバージョン 8 のフォーマットに変換されま
す。「別名で保存」ダイアログボックスが表示され、新しい名前を付けてプロジェクトを保存す

ることができます。元のバージョンのソングは保持されます。

重要：「 LogicPro8」で保存されたプロジェクトは、旧バージョンの「 LogicPro」との下位互換
性はありません。

複数のプロジェクトを切り替える
一度に複数のプロジェクトを開いて、プロジェクト間でデータのコピーや移動を行ったり、 1つ
のプロジェクトの複数のバージョンを比較したりすることができます。

プロジェクトを切り替えるには：
m 「ウインドウ」メニューの下に表示されているプロジェクトの名前（アクティブなプロジェクト

は選択済みです）を選択します。
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プロジェクトを自動で開いて作成する
「LogicPro」の起動時に自動的にプロジェクトを開いたり作成したりするように設定するには、
「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」と選択し、「プロジェクト処理」タブで起動アク
ションを選択します。

Â 何もしない： オプションの名前通り、何も実行しません。「LogicPro」が起動すると、新しい
プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトまたはテンプレートを開くことを求められ

ます。

Â 最後に使ったプロジェクトを開く： 「 LogicPro」を最後に終了したときに作業していたプロ
ジェクトを自動的に開きます。

Â 既存のプロジェクトを開く： 既存のプロジェクトを参照できる「開く」ダイアログボックスを
自動的に表示します。

Â テンプレートから新規プロジェクトを作成： 「テンプレート」ダイアログボックスを自動的に
開きます。

Â 空のプロジェクトを新規作成： 自動的に空のプロジェクトを読み込み、プロジェクトの名前付
けと保存ができる「別名で保存」ダイアログボックスを開きます。

Â デフォルトのテンプレートを使って新規プロジェクトを作成： 自動的にデフォルトのテンプ
レートを開き、プロジェクトの名前付けと保存ができる「別名で保存」ダイアログボックスを

開きます。

デフォルトのテンプレートを指定するには：
1 「グローバル」環境設定の「プロジェクト処理」タブで、「デフォルトテンプレート」フィールド
の下にある「選択」ボタンをクリックします。

2 テンプレートの保存場所を参照し、目的のテンプレート（またはプロジェクト）を選択します。

選択したテンプレートまたはプロジェクトの完全パスと名前が「デフォルトテンプレート」

フィールドに表示されます。任意のテンプレートまたはプロジェクトをデフォルトテンプレート
に指定できます。

ほかのプロジェクトの設定を読み込む
ほかのプロジェクトから以下の設定を読み込むことができます：

Â スクリーンセット

Â トランスフォームセット

Â ハイパーセット

Â スコアセット

Â スコアの譜表スタイル
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Â スコア設定（「番号と名前」または「音部記号と調号／拍子記号」など、スコアに関連するプ

ロジェクトのすべての設定）

Â スコアのテキストスタイル

ほかのプロジェクトから設定を読み込むには： 
1 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「設定を読み込む」と選択します（または、「設定を読み
込む」キーコマンドを使います）。

2 「設定を読み込む」ウインドウの下にあるチェックボックスを選択して目的の設定を選択します。 

3 ソースプロジェクトの保存場所を参照して、目的のソースプロジェクト（読み込み元のプロジェ

クト）を選択します。

4 「開く」をクリックします（または、ソースプロジェクトの名前をダブルクリックします）。

ソースプロジェクトの設定が現在のプロジェクトに読み込まれます。

プロジェクトをチェックして修復する
場合によっては、プロジェクト内のリージョンの数や使用されているメモリの容量などを把握し

ておく必要があります。この情報は、「プロジェクト情報」ウインドウで確認できます。ごくま

れにドライバやメモリのコンフリクトが発生し、プロジェクトファイルが破壊されたり、処理速

度が遅く感じられることがあります。プロジェクトファイルが壊れた場合は、問題の発生および

問題の内容を通知する警告メッセージが表示されます。これらの問題は通常、「プロジェクト情

報」ウインドウで修復できます。
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「プロジェクト情報」ウインドウを開くには：
m 「オプション」＞「プロジェクト情報」と選択します。

また、「プロジェクト情報」ウインドウの「メモリを再構築」機能でメモリの空き容量を増やし、

プロジェクトの破壊や問題が多発しないように修復することができます。

メモリを再構築するには：
m 「プロジェクト情報」ウインドウの「メモリを再構築」ボタンをクリックします。

同時に、現在のプロジェクトをチェックし、破損や構成上の問題、および不使用ブロックなどの

兆候がないか調べます。

そのようなことはあまりないですが、使われていないブロックが見つかった場合は、その部分を

削除することでプロジェクトを修復できます。

参考：削除した部分は、プロジェクトを保存または読み込んだときに自動的に再構築されます。
このメモリの再構築がよく使用されるのは（再構築が推奨されるのは）、プロジェクトを閉じる

ときに複数のプロジェクトが開いていた場合で、閉じた後にメモリを開放する場合です。

プロジェクトプロパティを設定する
プロジェクトを作成した後は、プロジェクトの各プロパティをチェックし、必要に応じて設定を

変更します。この時点でプロパティを設定するのが最善の策であるのは、これによって、後で必

要になってから行う（たとえば100ファイル以上ものオーディオファイルのサンプルレートを変
換するといった）事後の修正作業が低減されるからです。ここでは、作業を始める前に考慮して

おく必要があるプロジェクトのプロパティについて説明します。

サンプルレートを設定する
プロジェクトのサンプルレートは、「LogicPro」がオーディオの再生に使用するサンプルの数を
指定します。オーディオファイルをプロジェクトに追加またはレコーディングするときに、これ

らのファイルのサンプルレートは自動的にプロジェクトのサンプルレートにマッチします。

重要：サンプルレートの自動マッチングを指定する場合は、プロジェクト設定の「読み込むとき
にオーディオファイルのサンプルレートを変換」を選択する必要があります。この設定は、「ファ

イル」＞「プロジェクト設定」と選択して表示される「素材」パネルで有効にできます。
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プロジェクトのサンプルレートを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「オーディオ」と選択して（または、「オーディオのプロ

ジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「サンプルレート」メニューで目的のサンプル

レートを選択します。

m トランスポートバーのサンプルレートディスプレイを選択し、ポップアップメニューから目的の

サンプルレートを選択します。

参考：トランスポートバーにサンプルレートディスプレイが表示されない場合は、 Controlキー
を押しながらトランスポートバーをクリックし、ポップアップメニューから「トランスポート

バーをカスタマイズ」を選択します。「トランスポートバーをカスタマイズ」ダイアログボック

スで「サンプルレートまたはパンチロケータ」チェックボックスを選択します。

プロジェクトのオーディオファイルが、新しく選択したサンプルレートとマッチしない場合があ

ります。オーディオファイルがプロジェクトのサンプルレートにマッチしない場合、ファイルの

再生スピードは元の速度より遅くなる（ファイルのサンプルレートが高い）か早くなる（ファイ

ルのサンプルレートが低い）かのいずれかになります。

ファイルのサンプルレートをプロジェクトのサンプルレートとマッチさせるには、以下の操作を
行います：

m オーディオビンの「ファイルをコピー／変換」コマンドを使用し、プロジェクト内のファイルを

置き換えます。

「LogicPro」では、ネイティブサンプルレートをリアルタイムで変換します。「LogicPro」で使
用できるサンプルレート（「オーディオ」＞「サンプルレート」と選択）は、選択したレートに

オーディオ機器が対応していない場合でも、すべてレート変換に使用できます。

ソフトウェアのネイティブサンプルレート変換機能がオーディオ機器のサンプルレートにマッ

チするため、事実上あらゆるオーディオシステムで（ハードウェアがそのサンプルレートに対応

していない場合でも）プロジェクトの再生が可能です。この変換処理で損なわれるものはありま

せん。内部処理時とバウンス時は、常に元のサンプルレートで再生され、ハードウェアが対応し

ていない場合でも質の高い音質で再生されます。この機能により、ハイエンドのオーディオシス

テムで作成されたプロジェクトをローエンドのセットアップで操作することができます。
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たとえば、プロジェクトが96kHzのオーディオ機器で作成されているとします。このプロジェ
クトをノートブックコンピュータやオリジナルのプロジェクトのサンプルレートに対応してい

ない設定に移すと、ほとんどの場合、誤った速度で再生されます。ネイティブのリアルタイムサ

ンプルレート変換機能は、このような結果ならないように処理するため、ノートブックでもあら

ゆるサンプルレートでプロジェクトを正確に再生できます。

参考：サンプルレートを高くしてもハードディスクの容量が圧迫されることはありませんが、
CPUに負荷がかかります。

プロジェクトのテンポを設定する
トランスポート、「テンポ」トラック、またはテンポリストでプロジェクトの基本テンポを設定

することができます。「LogicPro」では、テンポは1分あたりの4 分音符の数（bpm）で表さ
れます。テンポの範囲は 5～9999bpmで、小数点以下4桁まで調整が可能です。

プロジェクトのテンポを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m トランスポートのテンポの値をクリックしたまま上下にドラッグするか、テンポ入力フィールド

をクリックして、新しい値を入力します。

m テンポリストのテンポの値をつかんで上下にドラッグするか、テンポ入力フィールドをクリック

して、新しい値を入力します。

m 「テンポ」トラックを開き、ポインタツールでテンポラインを上下にドラッグします。

テンポの詳しい操作方法については、641ページの第 30章「高度なテンポオペレーション」を
参照してください。
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プロジェクトの拍子を設定する
拍子はバールーラに含まれる1小節あたりの拍数と、1拍を示す音符の値を定義します。

拍子はプロジェクトの再生には影響しませんが、以下の図のようにアレンジ領域とMIDIエディ
タ内に表示される編集グリッドを決定します。どちらの図もMIDIリージョンを表し、最初の図
は2/8の拍子、 2番目の図は6/8の拍子です。

プロジェクトの拍子は、トランスポート、調号／拍子記号リスト、または「調号／拍子記号」ト

ラックで設定できます。トランスポートでは、拍子は「分子：小節分母：ディビジョン値」とい

う形式で表されます。

小節分母分子

ディビジョン値
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ディビジョン値は、あらゆる位置ディスプレイのディビジョン（イベントエディタの「位置」の

値も含む）を定義し、さまざまな長さの指定と配置操作ができるグリッドを形成します。通常、

ディビジョン値は1/16音符に設定されますが、音符の値の範囲を 1/4～1/192で指定できます。
ディビジョンの音符の値が小節の分母と同じか、または大きい場合は、位置ディスプレイの3番
目の値は自動的に削除されます。

∏ ヒント：「次の上位ディビジョンを設定」または「次の下位ディビジョンを設定」キーコマン
ドを使って、ディビジョンをその次の最大または最小のディビジョンに切り替えることができ

ます。

トランスポートウインドウのテンポインジケータは、 8分音符が拍子の分母に設定されている場
合も常に4分音符で示されます。

拍子を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m トランスポートの拍子のいずれかの値をつかんで上下にドラッグするか、フィールドの数字をダ

ブルクリックして新しい値を入力します。

m 調号／拍子記号リストの値をつかんで上下にドラッグするか、調号と拍子記号の値をダブルク

リックして、新しい値を入力します。

m 「調号／拍子記号」トラックを開き、表示される値をダブルクリックします。分子と分母の値を

設定し、必要に応じてほかの設定も行います。

拍子の詳細については、 723ページの「拍子記号と調号を操作する」を参照してください。
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プロジェクトの開始位置と終了位置を設定する
プロジェクトの再生は通常、1111 の位置で開始されます。開始位置をそれより前の位置に移
動し、最初のダウンビートの前にアップビートを再生することも、プログラムチェンジコマンド

を実行することも可能です。

プロジェクトの開始位置を定義するには：
m バールーラにあるプロジェクトの開始マーカーを、左右にドラッグします。

プロジェクトの終了位置を定義するには、以下のいずれかの操作を行います：
m バールーラにあるプロジェクトの終了マーカーを、左右にドラッグします。

m トランスポートバーのプロジェクト終了位置ディスプレイの数値に必要な値を設定します。

参考：トランスポートバーにプロジェクト終了位置ディスプレイが表示されていない場合は、
Control キーを押しながらトランスポートをクリックし、ポップアップメニューから「トランス
ポートバーをカスタマイズ」を選択します。「トランスポートバーをカスタマイズ」パネルで「テ

ンポ／プロジェクトの終了」チェックボックスを選択します。

プロジェクトの終了位置に達すると、「LogicPro」は自動的に停止します（録音以外の場合）。録
音の場合、録音が終了した地点が自動的にプロジェクトの終了位置になります。

プロジェクトの基本再生レベルを設定する
プロジェクトの基本再生レベルを設定する場合は、トランスポートバーの右側にあるマスターレ

ベルスライダをドラッグします。このスライダは、ミキサーのマスターチャンネルに直接関連し

ており、すべてのオーディオとソフトウェア音源トラックのマスターレベルコントロールとして

機能します。

プロジェクト終了位置ディスプレイ
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重要：このスライダは、プロジェクの再生レベルを設定するだけでなく、ミックス全体のレベル
にも影響します。

音量スライダの右側にあるスピーカーの記号をクリックするとマスタースライダが 0dB に設定
されます。

「音量」スライダの左側にあるスピーカーの記号をクリックすると「ディムレベル」モードに切

り替わります。これによって、再生音量が「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一
般」タブで設定されている「ディムレベル」の値に設定されます。

ボタンをもう一度クリックすると、「ディムレベル」モードが解除され、再生レベルが「音量」ス

ライダの現在の値に設定されます。

プロジェクト設定を調整する
プロジェクト設定には、「LogicPro」の動作に大きな影響を与えるさまざまなオプションがあり
ます。プロジェクト設定はプロジェクトごとに保存されます。つまり、プロジェクトごとに異な

るプロジェクト設定があります。プロジェクト設定は後からでも設定できますが、必要な設定を

行ってからプロジェクトを開始したほうがスムーズに作業を進めることができるため、通常は最

初に設定します。

プロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト」＞「設定」と選択し、必要なメニュー項目（「同期」、「 MIDI」、
「スコア」など）を選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

m ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、必要なメニュー項目を選択します。

プロジェクト設定の詳細については、940ページの「プロジェクト設定」を参照してください。

プロジェクトの素材を操作する
プロジェクト設定には「素材」タブがあります。プロジェクトを素材と共に保存した場合は、外

部（プロジェクトフォルダ以外の場所）から読み込んだファイルの扱いかたをこのタブで指定で

きます。

素材のプロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「素材」と選択します（または、「素材のプロジェクト設

定を開く」キーコマンドを使います）。
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m ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニューから「素材」を選択します。

Â コピー関連チェックボックスのいずれかを選択すると、指定したファイルタイプがプロジェク

トフォルダにコピーされます。

Â「読み込むときにオーディオファイルのサンプルレートを変換」チェックボックスを選択する

と、読み込んだ各ファイル（サンプルレートがそれぞれ異なる）のサンプルレートがすべて自

動的にプロジェクトのサンプルレートにマッチします。

Â「EXS サンプルをプロジェクトフォルダにコピー」オプションを選択していない場合は、保存
時にEXS インストゥルメントファイルだけがプロジェクトフォルダにコピーされ、EXS イン
ストゥルメントファイルに関連付けられたサンプルはコピーされません。

プロジェクトを保存すると、ファイルだけがプロジェクトフォルダにコピーされます。

保存されたプロジェクトは安心して取り扱いできるようになります。フォルダ内のファイルに対

する参照を保持したままプロジェクトフォルダ全体を移動したり、コピーしたりできます。

プロジェクトを管理する
このセクションでは、プロジェクトを正しい形で保持するために必要な管理方法について説明し

ます。

プロジェクトフォルダをコピーまたは移動する
プロジェクトフォルダは、オペレーティングシステムで標準的にサポートされている方法で、ほ

かの場所へ自由に移動したりコピーしたりすることができます。これにより、プロジェクトをほ

かのスタジオまたは設備に保管したり移動したりすることができます。

ファイルがプロジェクトフォルダのルート（またはサブフォルダ）にあれば、ターゲット（コ

ピー先）フォルダでもファイルは適切な場所に配置されます。たとえば、オーディオファイルは

「AudioFiles」サブフォルダ、サンプルは「サンプル」サブフォルダ、サンプラー音源は「 Sampler
Instruments」サブフォルダに保存されます。
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プロジェクトを整理する
プロジェクトフォルダに使われてないプロジェクトファイルがある場合は、「ファイル」＞「プ

ロジェクト」と選択し、「整理」コマンドを使用します。使われてないファイルが検出されると、

以下のダイアログボックスが表示されます。

最初のカラムのチェックボックスを選択して、削除するファイルを選択します。削除するファイ

ルの名前とパスが、最後の2つのカラムに表示されます。

最初のカラムのチェックボックスが選択されているファイルのみが削除されます。チェックされ

ていないファイルは削除されずに残ります。

複数の行が選択されている場合、いずれかのチェックボックスを選択すると、選択したすべての

行が新しい状態に（選択または選択解除のいずれかに）切り替わります。

参考：「整理」コマンドは、使用されていないファイル（ムービーファイル以外のすべてのファ
イルタイプ）のみを削除します。「整理」コマンドで削除できるのは、現在読み込まれているプ

ロジェクトとプロジェクトフォルダ内のほかのすべてのLogicPro プロジェクトファイルです。
これらのプロジェクトのいずれでも使用されていないファイルは「整理」リストに表示されます。

プロジェクト設定を統合する
プロジェクトフォルダ内の正しいサブフォルダに含まれていないファイルがプロジェクトにあ

る場合でも、「統合」コマンドを使用すると、自動的に標準のプロジェクトファイル構造に整え

ることができます。

プロジェクトを統合するには：
1 「ファイル」＞「プロジェクト」＞「統合」と選択します（または、「プロジェクトの統合」キー
コマンドを使います）。
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2 統合ダイアログボックスで、ファイルタイプに合わせて必要なメニューオプションを選択し、既

存のファイルを移動、保持、またはコピーします。

ウインドウの左下にあるショートカットボタンを使用して、プロジェクトを短時間で簡単に統合

することができます。

Â すべてのメニュー項目をコピーオプションに設定する場合は、「すべてコピー」をクリックし

ます。

Â すべてのメニュー項目を削除オプションに設定する場合は、「すべて移動」をクリックします。

3 「移動後に空のフォルダを削除」チェックボックスを選択すると、すべてのファイルをターゲッ
トプロジェクトに移した後、空になったソースプロジェクト内のフォルダが削除されます。 

4 「オーディオファイルのグループ用のフォルダを作成」チェックボックスを選択すると、すべて
のファイルをターゲットプロジェクトに移した後、ターゲットプロジェクト内の「AudioFiles」
サブフォルダにグループフォルダが作成されます。

グループは、最初にソースプロジェクトのオーディオビンに作成する必要があります。詳細につ

いては、531ページの「オーディオビンでファイルをグループ化する」を参照してください。

5 統合作業が済んだら、「OK」をクリックします。

プロジェクトでReCycle読み込みデータを操作する
ReCycleの読み込みで作成されたEXSインストゥルメントは、プロジェクトフォルダの「サンプ
ル音源／ReCycle」サブフォルダに置かれます。ReCycleの読み込みで生成されたすべてのオー
ディオデータは、プロジェクトファイルと共に「ReCycleオーディオ」フォルダに置かれます。

参考：これは自動的に実行されるので、変更はできません。プロジェクトフォルダが存在しない
場合、ReCycleファイルは「~Music/Logic/ReCycleAudio」に保存されます。

プロジェクトを保存する
「ファイル」＞「保存」と選択するか、対応するキーコマンド（デフォルトはコマンド＋Sキー）
を使用すると、現在のプロジェクトが現在の名前を保持したまま保存されます。

この名前で保存されているプロジェクトファイルの最新バージョンを上書きしない場合（「ファ

イル」＞「保存」またはコマンド＋Sキーでファイルを保存しない場合）は、「ファイル」＞「別
名で保存」または「ファイル」＞「コピーを別名で保存」と選択します。表示されたファイル選

択ダイアログボックスで、プロジェクトの新しい名前を入力し、必要に応じて、「素材」を設定

します（さらに、新しいディレクトリを選択するか、新しいフォルダを作成します）。

Â「ファイル」＞「別名で保存」： 次回に通常の「保存」コマンド（コマンド＋Sキー）を使用し
て保存するときに、新しいファイル名とパスが使用されます。

Â「ファイル」＞「コピーを別名で保存」： 次回に通常の「保存」コマンド（コマンド＋Sキー）
で保存するときには、既存のファイル名とパスがそのまま使用されます。「コピー」とは、既

存プロジェクトのレプリカを別の場所に作成することです。ファイルの保存パスは変更されま

せん。データを保管したり移動したりする場合は、「コピーを別名で保存」を使用することを

お勧めします。
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自動バックアップファイル
「LogicPro」では、プロジェクトを保存すると、安全のためにプロジェクトファイルのコピー
（バックアップ）が自動で作成されます。バックアップファイルは、プロジェクトの名前の後に

「~」が付けられた名前で、プロジェクトフォルダに保存されます。

保存されているバージョンに戻す
操作を失敗した場合は、「編集」＞「取り消す」と選択すると（またはコマンド＋Zキーを押す
ると）、操作前の状態に戻すことができます。

本当に重大な失敗をしてしまった場合や（めったにないことですが）、最終保存してから 15分以
内に、素材に作業した結果が思わしくないと判断した場合は、「ファイル」メニューの「最後に

保存した状態に戻す」機能（または対応するキーコマンド）が役に立ちます。これを実行して、

現在の状態のプロジェクトを保存されている以前のバージョンに置き換えることができます。

プロジェクトをテンプレートとして保存する
プロジェクトをテンプレートとして保存し、プロジェクトを新規作成するときのひな形にするこ

とができます。すべてのプロジェクトに同じ用途があるわけではありません。したがって、以下

の例のように、いくつかのプロジェクトをそれぞれの用途に合わせてカスタマイズしておけば、

ほかの作業のひな形としても使用することができるので便利です。

Â ソフトウェア音源を主に使用したテンプレートは、ダンスミュージックのプロジェクト向きで

す。32のソフトウェア音源トラックと 8つのオーディオトラックを使用します。
Â オーディオトラックを中心とするテンプレートは、64のオーディオトラックを使用し、ライブ
レコーディングに最適です。

Â ライブパフォーマンスに特化したテンプレートは、パート間をすばやく切り替えられ、エンバ

イロメントの処理を頻繁に行う操作にも対応します。

Â 各種のスコア用テンプレートは、コーラス、ロックバンド、交響楽団、弦楽四重奏団、ジャズ

コンボなどに使用できます。

Â


ADATハードウェアのコントロール用にカスタマイズされた同期設定を含むテンプレート。

Â ビデオ制作用テンプレート： 通常、ビデオトラック、特定の会話、音響効果、サウンドトラッ

クなどが含まれます。

Â


2つ目のビデオ用テンプレートは、SMPTEで「 LogicPro」と同期をとる外部ビデオ再生装置で
ビデオを再生する作業に使用できます。

スクリーンセットをカスタマイズして、各テンプレートに使用できます。また、「ファイル」＞
「プロジェクト設定」＞「設定を読み込む」と選択して、テンプレート間でコピーすることもで

きます。

プロジェクトをテンプレートとして保存するには：
m 「ファイル」＞「テンプレートとして保存」と選択し（または、「テンプレートとして保存」キー

コマンドを使い）、保存するファイルの名前を入力します。

プロジェクトは、「 ~/Library/ApplicationSupport/Logic/ProjectTemplates」フォルダに保存
されます。次回テンプレートダイアログボックスを開いたときに、デフォルトのテンプレートコ

レクションの下の「マイテンプレート」コレクションにテンプレートが表示されます。
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「マイテンプレート」の下にコレクションを作成する場合は、「~/Library/ApplicationSupport/
Logic/ProjectTemplates」フォルダにサブフォルダを作成します。サブフォルダの作成はFinder
で行うか、「テンプレートとして保存」ダイアログボックスの「新規フォルダ」ボタンで行いま

す。すべてのユーザテンプレートをサブフォルダに置くと、サブフォルダ名がデフォルトのコレ
クションの下に表示されます。

∏ ヒント：説明テキストをテンプレートに追加するには、Finderでプロジェクトにコメントを追
加します。テンプレートダイアログボックスには、テンプレートファイルに割り当てたアイコ

ンが表示されます。このダイアログボックスでテンプレートのアイコンを変更することができ

ます。ファイルへのコメントの追加方法やファイルのアイコンの変更方法については、Finder
の「ヘルプ」を参照してください。

閉じて終了する
プロジェクトの作成または再生が終了したら、ファイルを閉じて「LogicPro」を終了します。
「Logic」を終了するには、以下の操作を行います：

現在使用しているプロジェクトを閉じるには：
m 「ファイル」＞「プロジェクトを閉じる」と選択します（または、対応するキーコマンドを使い

ます。デフォルトはOption＋コマンド＋Wキーです）。 

最終保存の後に変更が行われている場合、閉じる前にプロジェクトを再保存し、変更内容を保存

するかどうかの確認を求めるメッセージが「LogicPro」の画面に表示されます。

開いているウインドウを閉じるには：
m 「ファイル」＞「閉じる」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

このコマンドでは、一番手前のウインドウだけが閉じ、プロジェクト全体は閉じません。プロ

ジェクトが閉じるのは、すべてのウインドウが閉じたときです。

アプリケーションを終了するには：
m 「LogicPro」＞「LogicProを終了」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。
デフォルトはコマンド＋ Qキーです）。

変更を保存していなかった場合は、終了する前に、変更を保存せずに終了してよいかどうかを確

認するメッセージが表示されます（保存する場合はEnterキーを押します）。

複数のプロジェクトを開いている場合は、変更内容を再確認するか、このまま閉じて変更内容を

破棄するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

「保存せずにプロジェクトを閉じる」キーコマンドを使った場合は、現在開いているプロジェク
トを保存せずに閉じます。確認を求めるメッセージは表示されません。このコマンドは、

「LogicPro」の操作に習熟した多くのユーザの要望によって追加されました。作業の内容を把握
している場合にのみ、このコマンドを使用してください。
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8 基本操作

この章では、「LogicPro」の基本的な操作、選択、編集方法について説明します。

「LogicPro」の理解を深めながら、ワークフローを効率的に処理する上で役立つ入力のコツ、エ
ラーの訂正方法、さまざまなショートカットや機能について学びます。

マウスを使う
「LogicPro」のマウスの使いかたは、ほかのアプリケーションとは異なります。まだ慣れていな
い場合は、次のセクションが役に立ちます。次のセクションでは、「LogicPro」のマウスの使い
かたについて簡単に説明します。「 LogicPro」のマウスの使いかたに慣れている場合は、飛ばし
て次に進んでください。

クリックする
操作対象（リージョン、イベント、ボタン、メニュー、入力フィールドなど）の上にマウスポイ

ンタを置き、マウスボタンを1回押します。

ダブルクリックする
操作対象の上にマウスポインタを置き、マウスボタンをすばやく2回押します。クリックの間隔
は、システム環境設定（「キーボードとマウス」パネル）で設定できます。

つかむ／クリックしてホールド
クリックと同様の操作ですが、マウスボタンを押したままにします。

移動する、ドラッグする
操作対象をつかみ、（マウスボタンを押したまま）マウスで目的の位置にまで移動します。

右クリックする
右ボタンがあるマウスの場合に、右ボタンを押してクリックします。ショートカットメニューや
ツールボックスが表示されたり、ツールが選択されたりします。
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修飾キーを押しながらクリックまたはドラッグする
Controlキー、Shift キー、Optionキー、コマンドキーなどの修飾キーを押しながらクリックま
たはドラッグすると、さまざまなコマンド、機能、特別なツールの使用や、より細かい調整が可

能になります。Option キーを押しながらリージョンをドラッグすると、リージョンがコピーさ
れます。Option キーを押しながらフェーダーやノブをクリックすると、デフォルト値や中央の
値にリセットされます。

マウスホイールを使った操作
マウスホイールを使うと、「 LogicPro」の画面を上下にスクロールできます。修飾キーを押しな
がらの操作も可能です：

Â コマンドキーを押しながら操作すると、左右にスクロールできます。

Â


Optionキーを押しながら操作すると、上下に表示を拡大／縮小できます。

Â


Option＋コマンドキーを押しながら操作すると、左右に表示を拡大／縮小できます。

Â


Option＋Controlキーを押しながら操作すると、上下および左右に表示を拡大／縮小できます。

参考：「LogicPro」は、1 つのスクロールホイールで上下左右を扱えるマウス（AppleMighty
Mouse など）にも対応しています。上下左右のスクロールに対応したマウスの場合、コマンド
修飾キー（軸が1つのマウスの場合は、左右と上下の向きを切り替える）は使いません。

マウスをスライダとして使う
ほとんどの数値パラメータは（音符の値や名前の場合でも）、マウスでつかんで上下に動かして

設定できます。複数の個別の数値からなるパラメータ（プロジェクトの位置など）の場合は、こ

の方法で数値ごとに調整できます。

数値を入力する
プログラムの多くの領域で数値を直接入力できます。数値パラメータをダブルクリックすると、

入力フィールドが表示されます。既存の値は強調表示され、新しい数値で上書きできます。この

方法は、インスペクタでパラメータ値を設定する場合やトランスポートで特定の小節に移動する

場合に便利です。たとえば、トランスポートで位置ディスプレイをダブルクリックし、「 45」と
入力してからReturnキーを押します。すると、再生ヘッドは45小節の先頭に移動します。

また、マウスを使うと、入力フィールドを部分的に選択できるので、強調表示した部分だけを上

書きできます。入力フィールドが表示されている間、コンピュータのキーボードはデータ入力用

になり、キーコマンドは入力できません（ただし、メインメニューの機能は使うことができます）。
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次に、入力方法をいくつか示します。以下のデータを入力できます：

Â 10 進数： 1、 01、2、3、4、127…
Â 16 進数： $1、 $01、 $2、 $3、 $A、 $0A、$7F
Â ノート： 「C3」、「C#3」、「Cb3」、「C##2」（「 D2」と同じ）、「Dbb2」（「C2」と同じ）。音符
「E3」をダブルクリックして、音符の代わりに10進数の「64」や16進数の「$40」を入力す
ることもできます。

Â ASCII コード： 数値はASCIIコードでも入力できます：選択したキーの前に、「̀」または「 "」
を付けると、ASCIIコードは数値として入力されます。
「"!」は33、「"a」は97になります。
この機能は、SysEx文字列にテキストを入力する場合に便利です。

数値演算
「LogicPro」では、値を変更する際に数値演算を使用できる個所がたくさんあります。以下に例
を示します：

Â「–5」と入力すると、既存の値から減算できます。
Â「38+17」と入力すると、2つの値を加算できます。
Â「7 ∗ 8」と入力すると、2つの値を乗算できます。
Â「80/5」と入力すると、2つの値を除算できます。

数値入力を取り消す
何もテキストを入力せずにEnterキーまたはReturnキーを押すと、数値入力は取り消されます。

テキストを入力する
数値と同じ方法で入力できますが、名前のフィールドを1回クリックするだけで入力できるよう
になります。テキストツールでリージョン（またはミキサーのチャンネルストリップ）を直接ク

リックし、名前を変更することもできます。

オブジェクト（リージョンなど）には、いくつでも同じ名前を付けることができます。名前の末

尾が数字の場合、この数字はオブジェクトが増えるごとに自動的に1つずつ大きくなります。末
尾に数字を付ければ、トラックのすべてのリージョンに、一意の名前を簡単に付けることができ

ます。

参考：自動連番機能を無効にするには、名前の末尾の数字の後に空白を入力します。すべてのオ
ブジェクトに、数字も同じ名前が付きます。これは、別のセッションで録音した「メインボーカ

ル」のリージョンを特定する場合に便利です（たとえば、「 mainvox030707」と名前を付けて
最後に空白を入力すると、日付でリージョンを見分けることができるようになります）。
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キーコマンドを使って作業する
「LogicPro」のほとんどすべての機能は、キーコマンドやMIDI メッセージで実行できます。こ
のマニュアルでキーコマンドと言う場合、それはコンピュータのキーボードで単独のキーまたは

複数のキーの組み合わせ（たとえばOption＋Rキーを押すと録音のプロジェクト設定が表示さ
れる）によるか、MIDIメッセージによってアクセスが可能な、機能、コマンド、またはオプショ
ンを指します。

マウスの代わりにキーコマンドを使うと、ワークフローの効率が大幅に向上します。このマニュ

アルでは、実践的な使用例を箇条書きの手順で多数紹介しており、特定の機能に対応したデフォ

ルトのキーコマンドについても説明しています。

∏ ヒント：マニュアルに記されている手順に従い、これらのデフォルトのキーコマンドを活用し
ながら、「Logic」の操作に慣れていくことをお勧めします。これは、ただキーコマンドを覚え
るだけではなく、適切（かつ効率的）な作業の進めかたを身に付ける際にも役立ちます。

「LogicPro」の基本を十分に理解し、どのように作業を進めたいのかが見えてきたら、自分だけ
のキーコマンドセットを自由に割り当ててみましょう。

「LogicPro」の機能をコンピュータのキーボードのキーやMIDI メッセージに割り当てるには、
「キーコマンド」ウインドウを使用します。このウインドウでは、自分の作業スタイルに合わせ

て、アプリケーションを完全にカスタマイズすることができます。

参考：キーコマンドからのみ使用できる機能もあります。これらの機能の中には、デフォルトの
キーコマンドが割り当てられていないものもあります。キーコマンドが割り当てられていない機

能については、適切なキーコマンドを作成して利用できるようにする必要があります。

「LogicPro」を使ったことがなくてもすぐに実践に入りたい場合は、この章を飛ばして166ペー
ジの「ツールを使って作業する」に進んでください。次のセクションは、キーコマンドセットを

実際にカスタマイズするときにお読みいただければ結構です。「 LogicPro」を使うに当たって必
須の情報ではありません。

キーコマンドを保存する
自分で作成したキー割り当てのセットは、「~Library/ApplicationSupport/Logic/Key
Commands」にある個別のファイルに保存されます。キーコマンドセットについては、以下の
作業を行ってください：

Â キーコマンドに何らかの変更を加える前に、ユーザ定義のキーコマンドセットのバックアップ
をハードディスクの別の場所に保存してください。

Â リムーバブルメディア（CD-ROMや USBフラッシュドライブなど）、ネットワークに接続され
たMacintosh（Bonjourを使用）、または.Mac アカウントに、バックアップを作成してくだ
さい（625ページの「「 LogicPro」のデータをネットワーク上で共有する」を参照）。これら
のいずれかの方法でバックアップしておけば、別のコンピュータで「LogicPro」を使う場合
でも簡単にキーコマンドを転送できます。
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「LogicPro」のアップデートをインストールしても、自分で作成したキーコマンドが変更される
ことはありません。

参考：ほぼすべてのキーコマンドがユーザ定義可能です。「取り消し」、「保存」、「終了」、「新規」、
「開く」、「カット」、「コピー」、「ペースト」などの標準コマンドにデフォルトで割り当てられて

いるキーの一部は、MacOSXの慣例に従っているので、変更しないほうがよいでしょう。キー
によっては、特定の機能やコマンドに「固定」されているため、変更できないものもあります。
これらはキーコマンドの一覧で淡色表示されるため、固定されていることが分かります。下記の

セクションを参照してください。

特殊キー
一部のキーには、特殊な機能があります：

Â


Shift、Control、Option、およびコマンドキーは修飾キーで、ほかのキーと組み合わせてのみ
使用できます。

Â


Backspaceキーには、「選択したオブジェクトの削除」という機能が固定されています。修飾
キーと組み合わせた場合にのみ、別の機能を割り当てることができます。

Â メインメニューバーのコマンドに割り当てられているキーの組み合わせは割り当てを変更す

ることができますが、デフォルトのままにすることをお勧めします。割り当てられているキー

コマンドは、メインメニューの各項目の右に表示されます。コマンド＋1キーを押すと「アレ
ンジ」ウインドウが表示され、Shift＋ L キーを押すと現在のスクリーンセットがロックされ
ます。

Â


+キーと-キーは、「最後にクリックしたパラメータの値を 1増やす」キーコマンドと「最後にク
リックしたパラメータの値を1減らす」キーコマンドに割り当てられています。名前から分か
るように、このキーは選択しているパラメータの値を1単位ずつ増減させます。

Â


+キーと-キーにShiftキーを組み合わせると、「最後にクリックしたパラメータの値を10増や
す」キーコマンドと「最後にクリックしたパラメータの値を10 減らす」キーコマンドにアク
セスできます。

「キーコマンド」ウインドウ
「LogicPro」の機能をコンピュータのキーボードのキーやMIDI メッセージに割り当てるには、
「キーコマンド」ウインドウを使用します。このウインドウでは、自分の作業スタイルに合わせ

て、アプリケーションを完全にカスタマイズすることができます。

「キーコマンド」ウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「キーコマンド」と選択します（または、Option＋ Kキーの「キー
コマンドを開く」キーコマンドを使います）。

m ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ショートカットメニューの「キーコマンド」を

選択します。
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∏ ヒント：Controlキーを押しながらメニューのコマンドを選択すると、選択したコマンドの
「キーコマンド」ウインドウが表示されます。これは、ショートカットメニューでも表示できま

す。

Â キーコマンドのリスト： 使用できるすべてのキーコマンドが一覧表示されます。先頭に黒丸が
付いているキーコマンドは、メニュー項目として使用できません。

Â「キー」／「割り当て」カラム： 現在割り当てられているキー、およびMIDIメッセージ（ある
場合）を表示します。

Â 検索フィールド： 名前、または名前の一部でキーコマンドを検索できます。

Â キー組み合わせ領域： 選択しているキーコマンドに関連付けられているキーの組み合わせを
表示します。

Â「割り当て」領域： 選択しているコマンドに関連付けられているコントロールサーフェスの割
り当てを表示します。

Â 登録ボタン： 機能が特定のキー（の組み合わせ）によって実行されるように「LogicPro」を
設定します。

キーコマンドのグループと階層
グローバルキーコマンドは、現在どのウインドウがアクティブかに関係なく機能します。グロー

バル以外のコマンドは、対応するウインドウにキーフォーカス（ほかのウインドウの前面、最上

層に）する必要があります。このようにすれば、同じキーコマンド（またはキーの組み合わせ）

をウインドウごとに異なる機能に割り当てることができます。

キーコマンドのリスト

「キー」カラムと「割り当て」カラム キー組み合わせ領域 検索フィールド

登録ボタン

「割り当て」領域

登録ボタン
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重要：キーコマンドにはクラスによる階層があります。この階層は、単にグローバルとローカル
を区別するだけのものではありません。たとえば、リージョンを表示するすべてのウインドウに

適用されるキーコマンドクラスがあります。このクラスは、グローバルキーコマンドよりも優先

されますが、ローカル（「アレンジ」、「スコア」、「ピアノロール」ウインドウなど）のキーコマ

ンドがあれば、そちらのほうが優先されます。

キーコマンドセットを選択する
「オプション」メニューには、キーコマンドセットの切り替え、それらの読み込みおよび書き出

しを実行できるコマンドがあります。これは、別のユーザのLogicProシステムで一時的に作業
する必要がある場合に、ほかのシステムの設定を変更せずに自分のキー割り当てを使用できるの

で便利です。
Â「オプション」＞「プリセット」メニュー： 「~Library/ApplicationSupport/Logic/Key
Commands」フォルダに保存されているすべてのキーコマンドセットが表示されるので、キー
コマンドセットを簡単に切り替えることができます。

Â「オプション」＞「キーコマンドを読み込む」： ファイル選択ボックスが表示されるので、任意
のフォルダからキーコマンドセットを読み込むことができます。（ターゲットシステム上の）

既存のファイルは自動的に*.bakファイルとして保存されます。このファイルには、古いキー
コマンドが含まれています。新しいキーコマンドセットは、「 LogicPro」を再起動せずに使う
ことができます。

Â「オプション」＞「キーコマンドを書き出す」： ファイル選択ボックスが表示されるので、目的
の場所に現在のキーコマンド割り当てを保存できます。

キーコマンドをブラウズする
キーコマンドは、さまざまなカテゴリにグループ化されています。グループは、それぞれの三角

形ボタンをクリックして展開したり折りたたんだりできます。

「オプション」＞「すべてを表示」と選択すると、すべてのキーコマンドグループの内容が表示

されます。「オプション」＞「すべてを隠す」と選択すると、すべてのキーコマンドグループの

内容が隠されます。

キーコマンドグループを展開すると、選択したキーコマンドが隠れて見えなくなる場合がありま

す。選択したキーコマンドには、「オプション」＞「選択部分へジャンプ」で簡単に移動できま

す。リストにキーフォーカスがある場合は、キーコマンド（の組み合わせ）を使用してリストで

関連する機能を選択できます。

キーコマンドを検索する
「キーコマンド」ウインドウの検索フィールドを使用して、名前、または名前の一部でキーコマ

ンドを検索できます：
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Â 検索は、テキストを入力しながら実行されます。キーコマンドの検索履歴を保存する必要がな

ければ、Returnキーを押す必要はありません。
Â 右側のキャンセルボタン（テキストを入力するとすぐに表示されます）をクリックすると、入

力したテキストが消去され、すべてのキーコマンドが表示されます。

Â 検索メニューの左側の虫眼鏡アイコンには、最近使用した検索語句の履歴が保存されていま

す。メニュー項目の「消去」を選択すると、検索履歴が消去されます。

参考：検索履歴に保存されるのは、Returnキーを押して実行された検索語句のみです。

キーコマンドをコンピュータのキーに割り当てる
このセクションでは、特定のコンピュータのキーを「LogicPro」の機能に割り当てる方法を示
します。

機能をキーに割り当てるには：
1 「コマンド」カラムで目的のコマンドを選択します。 

2 「キーのラベルで登録」ボタンを有効にします。 

3 割り当てるキーと修飾キー（Shift、Control、Option、コマンドキー）を一緒に押します。

4 ほかにも割り当てる場合は、ステップ1～ 3を繰り返します。

5 「キーのラベルで登録」ボタンを無効にします。

「キーの位置で登録」機能もほぼ同じですが、保存されているASCII コードではなく、実際に押
したキーのスキャンコードを参照する点が異なります。

つまり、数字キーパッドの数字キーとキーボード上の数字キーに別々のコマンドを割り当てるこ

とができます。

また、キーの位置自体は、オペレーティングシステムの言語設定を切り替えても、別のキーボー
ドを使用しても変わることはありません。このため、英語のキーボードのYキーに割り当てた機
能のスキャンコードは、英語のキーボードのY キーと同じ位置にZ キーがあるドイツ語のキー
ボードに切り替えても、 Zキーを押せば同じように機能します。

唯一の欠点は、「キーコマンド」ウインドウに、 ASCII記号ではなくキーコード（数字）が表示さ
れる点です。参照するには、ASCII記号のほうが便利です。
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これら2つの機能の違いを明確にするために、例を挙げて簡単に比較してみましょう：
Â「キーのラベルで登録」機能を使用してキーにキーコマンドを1つだけ定義した場合、このキー
コマンドは、2つのキー（たとえば数字7のキー）のどちらが押されたかに関係なく使われます。

Â「キーの位置で登録」機能を使用して2つのキーコマンドを定義した場合（一方のコマンドを
キーボードの数字キーに設定し、もう一方のコマンドをテンキーに設定した場合）は、該当す

るキーコマンド（数字7のそれぞれのキーに設定したコマンド）が使用されます。

既存のキーコマンドを使う
ローカルキーコマンドの組み合わせがすでに使われている場合、新しいグローバルキーコマンド

を割り当てようとすると、次の警告メッセージが表示されます：

この場合、「キャンセル」、「置き換える」、「OK」のいずれかを選択できます。
Â キャンセル： 既存の割り当てを変更しません。

Â 置き換える： （選択したキーコマンドの組み合わせに割り当てられている）既存のショート
カットを、選択している機能に置き換えます。

Â OK： 既存のキーコマンドや機能はそのままで、選択した機能にキーコマンドの組み合わせを
割り当てます。

キーの割り当てを削除するには：
1 キーの割り当てを削除したい機能を選択します。

2 「キーのラベルで登録」または「キーの位置で登録」ボタンを有効にします。

3



Backspaceキーを押します。

4 キー割り当てをさらに消去するには、ステップ 1と3を繰り返します。 

5 「キーのラベルで登録」または「キーの位置で登録」ボタンを無効にします。
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キーコマンドをコントロールサーフェスに割り当てる
「新規割り当てを登録」ボタンでは、コントロールサーフェスメッセージを特定のコマンドに割

り当てて、これらのメッセージを認識できるように「LogicPro」を設定することができます。

コントローラ割り当てを登録するには： 
1 「新規割り当てを登録」ボタンをクリックします。

2 「コマンド」カラムでコマンドを選択します。

3 コントローラから割り当てるMIDIメッセージを送信します。

「割り当て」フィールドには、設定された割り当てが表示されます。これには、以下のいずれか
1つ、またはすべてが表示されます：

Â コントロールサーフェスの名前。サポートされていないコントロールサーフェスの割り当ての

場合はMIDI文字列。

Â コントロールの名前。

Â キーコマンド割り当てのゾーンとモード（該当する場合）。

参考：すべてのメッセージを受け取ると、「新規割り当てを登録」ボタンの選択は自動的に解除
されます。このため、ボタンを放したときにデバイスが送信した（可能性のある）メッセージを

さらに受け取ることはありません。正しいメッセージを確実に受け取るために、コントロールの

ボタンは、放す前にしばらく押したままにしてください。

4 ほかにも割り当てる場合は、ステップ2と 3を繰り返します。
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キーコマンド以外の機能をコントロールサーフェスに割り当てる場合は、「コントローラアサイ

ンメント」ウインドウを使用します。このウインドウを開くには、割り当てセクションの行をダ

ブルクリックするか、「LogicPro」＞「環境設定」＞「コントロールサーフェス」＞「xxxの割
り当てを登録」コマンドと選択します（または「コントローラアサインメントを開く」キーコマ

ンドを使います）。これについては、「コントロールサーフェスサポート」マニュアルを参照して

ください。

キー割り当てを初期化する
すべてのキーコマンドは、デフォルトの割り当てにリセットできます。既存のキーコマンドの割

り当ては失われるため、リセットする前にキーコマンドファイルのコピーを作成していることを

確認してください。

すべてのキーコマンドの割り当てを初期化するには：
m 「キーコマンド」ウインドウで、「オプション」＞「すべてのキーコマンドを初期化」と選択します。

キーコマンドのリストを印刷する
「オプション」＞「クリップボードにキーコマンドをコピー」と選択すれば、キーコマンド割り

当てをテキストデータとしてクリップボードにコピーできます。これをワードプロセッサにペー

ストし、必要に応じて書式を整えれば、簡単に印刷できます。

「クリップボードにコピー」コマンドは、現在表示されているキーコマンド割り当てのみをコピー

します。このため、キーコマンドを一定の基準でグループ化して書き出すことができます（たと

えば、特定の文字列を含むキーコマンド）。ウインドウに実際に表示されているものだけが書き

出されます。

「クリップボードにコピー」
コマンドは、現在表示され

ているキーコマンド割り当
てのみをクリップボードに

コピーします。





166 第8章    基本操作



ツールを使って作業する
各エディタには、ウインドウで実行するタスクに合わせてさまざまなツールが用意されています。

ツールは、選択されたウインドウの作業領域でのみ有効です。ウインドウごとにツールを定義で

きます。

ツール（ハサミツールなど）は基本的に、クリックするリージョンやイベントに対して機能しま

す。複数のリージョンが選択されている場合、ツールはそれらすべてのリージョンに対して機能

します（つまり、ハサミツールは選択しているすべてのリージョンを同じ再生ヘッド位置でカッ

トします）。

ツールは、ツールメニューにあります。このメニューはウインドウの右上隅にあり、リージョン、

イベント、ファイルの編集や処理を直接実行できます。

各ツールメニューから1 つずつ、少なくとも2つのツールを自由に割り当てることができます。
一部のウインドウでは、割り当てた2つのツール以外にもツールメニューが表示されます。

左クリックで表示されるツール（デフォルト）を割り当てるには：
m 左のツールメニューをクリックして表示し、目的のツールを選択します：

コマンドキーを押しながらクリックして表示される（代替）ツールを割り当てるには：
m 右のツールメニューをクリックし、目的のツールを選択します。

リージョン、イベント、ファイルの編集時、マウスポインタ位置で両方のツールを使うことがで

きます。デフォルトでは、左メニューのツールが有効です。

デフォルトツールと代替ツールを切り替えるには：
1 コマンドキーを押したままにすると、その間は代替（右メニュー）ツールが有効になります。

2 コマンドキーを放すと、デフォルト（左メニュー）ツールに戻ります。

マウスポインタは有効なツールの形状になるため、カーソルの形を見れば、どのツールが有効な

のかすぐに分かります。
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右マウスボタンを割り当てる
右ボタン付きのマウスの場合、次のいずれかに右マウスボタンを割り当てることができます：

Â


3つ目のツール

Â ツールメニュー

Â ショートカットメニュー（デフォルト）

右マウスボタンの動作を設定するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、「グローバル」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」と選択します（または対応するキーコマンドを
使います）。

Â ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニューの「グローバル」を選

択します。

2 「編集」タブをクリックし、「右マウスボタン」ポップアップメニューから目的の設定を選択し
ます。

Â ツールに割り当て可能：このオプションを選択すると、3つ目のツールメニューが作業ウイン
ドウに表示されます（デフォルトおよび代替ツールメニューの右側）。右マウスボタンのツー

ルに割り当てるメニュー項目を選択します。作業ウインドウで右クリックすると、3 つ目の
ツールが有効になります。

左クリックの

ツールメニュー

右クリックの

ツールメニュー

コマンド＋クリックツールメニュー
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Â ツールメニューを開く： アクティブなウインドウの作業領域で右クリックすると、マウスカー
ソル位置にツールメニューが表示されます。使いたいツールをクリックして選択します。ツー

ルメニューのツールの隣に表示されるキーでツールを選択することもできます。

Â ショートカットメニューを開く： アクティブなウインドウの作業領域を右クリックすると、領
域に固有の選択内容や編集コマンドのメニューが表示されます（171ページの「ショートカッ
トメニューを使う」を参照）。

キーコマンドを使ってツールを選択する
次のキーコマンドを使ってツールを選択できます：

Â「次のツールを設定」と「前のツールを設定」： アクティブなウインドウで隣接するツールに切
り替えます。

Â ツールメニューを表示： カーソル位置でツールメニューを表示します。ツールメニューのツー
ルの隣に表示される数字キーでツールを選択することもできます。（デフォルトのキーコマン

ドはEscキーです）

Â 各ツール設定： 各ツールは、特定のキーコマンドから選択できます。ツールに割り当てられて
いるキーコマンドを使用すれば、そのツールとそれまでに選択していたツールを切り替えるこ

とができます。
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よく使うツールについて理解する
次のセクションでは、「LogicPro」でよく使用するツールについて説明します。各編集ウインド
ウに固有のツールについては、それぞれの章で説明します。

ポインタツール
ポインタは「 LogicPro」を最初に開いたときのデフォルトのツールです。マウスカーソルは、メ
ニューを選択するときや値を入力するとき、作業領域外でもこの形状になります。

作業領域内では、ポインタツールで次のことができます：

Â クリックによる1つまたは複数のイベント、リージョン、その他の要素の選択。172ページの
「さまざまな選択のしかた」を参照してください。

Â 移動（つかんでドラッグする）。

Â コピー（Optionキーを押しながらドラッグする）。
Â 長さの変更（右下隅または左下隅をつかんでドラッグする）。

Â リージョンのループ（右上隅をつかんでドラッグする）。

鉛筆ツール
鉛筆を使用すると、新しいリージョンやイベントを追加できます。また、鉛筆ツールが有効なと

きにリージョンやイベントを選択すると、ドラッグしてその長さを変更できるほか、リージョン

をループできます。

消しゴムツール
消しゴムは選択しているリージョンやイベントを削除します。消しゴムでリージョンやイベント

をクリックすると、現在選択しているリージョンやイベントのすべてが（Backspaceキーを押し
たときと同じように）削除されます。また、選択されていないリージョンやイベントは、消しゴ
ムツールでクリックすれば削除できます。

テキストツール
テキストツールでは、リージョンに名前を付けたり、楽譜にテキストを追加したりできます。

ハサミツール
ハサミツールでは、リージョンやイベントを分割できるため、分割したセクションをコピー、移

動、削除できます。
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接着ツール
接着ツールは、ハサミツールと反対の操作を実行します。選択しているすべてのリージョンやイ

ベントを1つのリージョンやイベントに結合します。

ソロツール
ソロツールでリージョンやイベントを選択してクリックしたままにすると、それらを単独で試聴

できます。また、マウスを左右に移動させると、カーソル上のイベントが出力（スクラブ）され

ます。

ミュートツール
ミュートツールでクリックしたイベントやリージョンは再生されなくなります。それらのイベン

トやリージョンをミュートツールでもう一度クリックすると、ミュートが解除されます。複数の

リージョンやイベントが選択されている状態では、クリックしたリージョンやイベントのミュー

ト状況がそれら選択されているすべてのリージョンやイベントに適用されます。

拡大／縮小ツール
拡大／縮小ツールでは、ラバーバンド方式で選択して（最大ウインドウサイズまで）拡大／縮小

することができます。ウインドウの背景部分をもう一度クリックすると、元に戻ります。また、

ほかのツールがアクティブな場合でも、 Control ＋Option キーを押すと、この拡大／縮小機能
を使うことができます。

ヘルプタグを使って作業する
多くのツールは、使用時にマウスボタンを押したままにすると、カーソル位置のすぐ下にヘルプ

タグが表示されます。ヘルプタグには、実行している操作に役立つ情報が表示されます。

参考：編集中にヘルプタグが表示されるようにするには、「 LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」
＞「一般」＞「ヘルプタグを表示」と選択してこのオプションを有効にする必要があります。

リージョンを扱う操作の場合、ヘルプタグは次のようになります：

左上から順番に、次の値が表示されます：

Â 操作の名前。

Â マウス（またはリージョン）の位置。

Â リージョン／イベントの名前。

Â トラック番号。

Â リージョンの長さ
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イベントを扱う操作の場合、ヘルプタグは次のようになります：

左から順番に、次の値が表示されます：

Â 操作の名前。

Â マウス（またはイベント）の位置。

Â イベントタイプ。

Â イベントのMIDIチャンネル。

Â 第1データバイト（ノートピッチなど）。

Â 第2データバイト（ノートベロシティなど）。

Â イベント長（たとえば、ノートの長さ）

ショートカットメニューを使う
アレンジ、ピアノロールエディタ、およびすべてのリストエディタでControlキーを押しながら
任意の領域をクリックすると、ショートカットメニュー（コンテクストメニューとも呼ばれます）

が表示されます。このメニューを使用して、さまざまな選択や編集作業を実行できます。

ショートカットメニューは、ウインドウごとに違うのはもちろん、ウインドウ内で選択している

イベントやリージョン、エディタが扱える情報の種類などによっても異なります。

メニューに表示される項目は、その時点の「コンテクスト」によって変わります。たとえば、ア

レンジ領域では次のようになります：

Â「アレンジ」ウインドウにリージョンが表示されていない、または選択されているリージョン

がない場合： 「選択」、「ペースト」コマンド、および「スクロールプレイ」が表示されます。

Â「アレンジ」で1つまたは複数のリージョンが選択されている場合： 「カット」、「コピー」、「削
除」、「ナッジ」、「SMPTE位置をロック」／「SMPTE位置のロックを解除」、「リージョン名」、
「カラー」コマンドが表示されます。

参考：ショートカットメニューは、Control キーを押しながらクリックすればいつでも表示でき
ますが、右マウスボタンでも表示できます。右マウスボタンでも表示できるようにするには、「環

境設定」＞「グローバル」＞「編集」タブで、「ショートカットメニューを開く」ポップアップ

メニュー項目が選択されていることを確認してください。
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さまざまな選択のしかた
1つまたは複数のリージョンやイベント（またはミキサーチャンネルストリップなどのその他の
要素）に対して何らかの操作を実行する場合は、まず、その対象を選択する必要があります。選

択されている要素やリージョン、イベントは、配色が反転して名前が強調表示されるか、点滅し

ます（スコアエディタのノートイベントなどの場合）。

あるウインドウで選択されているリージョンやイベントは、そのリージョンやイベントを表示し

ているほかのすべてのウインドウでも選択状態になります。たとえば、ピアノロールエディタで

選択されているノートイベントは、スコアエディタやイベントリストでも選択状態になります。

選択されているイベントを含むリージョンも、アレンジ領域で選択状態になります。

キーフォーカスがあるウインドウを変更しても、選択状態には影響しません（ただし、ウインド

ウの背景をクリックするとすべての選択が解除されます）。ウインドウを切り替える際には、必

ずウインドウのタイトルバーをクリックしてください。

∏ ヒント：選択時には拡大／縮小機能を使うと便利です。拡大レベルを高くすると、細かい部分
の選択が簡単にできるようになります。

個々のリージョン、イベント、その他の要素を選択する
個々のリージョンやイベント（または、ミキサーチャンネルストリップなどその他の要素）は、

ポインタツールでクリックすれば選択できます。

選択を解除するには、ウインドウの背景をクリックするか、別のリージョン、イベント、または

要素を選択します。

「次のリージョン／イベントを選択」キーコマンド（デフォルトの割り当ては→キー）と「次の

リージョン／イベントを選択」キーコマンド（デフォルトの割り当ては←キー）では、個々の

リージョンやイベントを簡単に移動して選択できます。

アレンジ領域で英字キーを押すと、そのキーにキーコマンドが割り当てられていなければ、

（Finderの場合と同様に）そのキーの文字で始まる名前を持つ最初のリージョンが選択されます。
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複数のリージョン、イベント、その他の要素を選択する
複数のリージョン、イベント、その他の要素を選択をまとめて選択し、一度に移動、処理、コ

ピーすることがあります。

ウインドウ内のすべてのリージョン、イベント、要素を選択するには：
m 「編集」＞「すべてを選択」と選択します（または対応するキーコマンドを使います。デフォル

トはコマンド＋Aキーです）。

ウインドウ内のすべてのリージョン、イベント、要素の選択を解除するには：
m 「編集」＞「すべての選択を解除」と選択します（または対応するキーコマンドを使います。デ

フォルトはShift＋コマンド＋Aキーです）。

ウインドウ内の隣り合っていない複数のリージョン、イベント、要素を選択するには：
m


Shiftキーを押しながら1つずつクリックします。

2つ目以降のリージョンやイベントを選択しても、それまでの選択は解除されません。

水平選択を行う
水平選択は複数の編集ウインドウに対して一度に実行できます。レーン上に横に並んでいるすべ

てのリージョンやイベントを簡単に選択できます。

アレンジ領域でトラック上のすべてのリージョンを選択するには、以下のいずれかの操作を行い
ます：

m トラックリストでトラック名をクリックします。

m 「編集」＞「同じトラックの後続のものすべてを選択」と選択します（または対応するキーコマ

ンドを使います）。選択したリージョンに続く（後の）すべてのリージョンが選択されます。

HyperEditor で（指定したイベント定義に該当する）すべてのイベントを選択するには、以下
のいずれかの操作を行います：

m イベント定義の名前をクリックします。

m 「編集」＞「同じピッチの後続のものすべてを選択」と選択します（または対応するキーコマン

ドを使います）。選択したイベントより後ろのイベントがすべて選択されます。

ピアノロールエディタで一定のピッチのすべてのノートを選択するには、以下のいずれかの操作
を行います：

m ピアノロールのキーボードで該当するキーをクリックします。
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m 「編集」＞「同じピッチの後続のものすべてを選択」と選択します（または対応するキーコマン

ドを使います）。

重要：上記の選択方法は、サイクルモードがオンの場合に、バールーラで定義したサイクル領域
にあてはまるリージョンやイベントに対してのみ機能します。

ラバーバンド方式の選択を行う
隣り合っている複数のリージョンやイベント（またはミキサーチャンネルストリップなどその他

の要素）を選択するには、背景をクリックしてドラッグしながらラバーバンドで囲みます。

ラバーバンド（色が暗くなった部分）に触れているかその範囲内にあるリージョンまたはイベン

トが、すべて選択状態になります。

選択状況を切り替える
Shiftキーを押したまま選択すると（ラバーバンド方式の選択や水平選択を含む）、リージョンや
イベントのアクティブな選択状況を反転させることができます。

また、「編集」＞「選択範囲を切り替える」と選択して（デフォルトのキーコマンドはShift＋T
キー）、すべてのリージョンやイベントの選択状況を反転させることもできます。 

プロジェクト内で一部を除くすべてのリージョンを選択したい場合は、最初に使用しないリー
ジョンを選択しておいて、「選択範囲を切り替える」コマンドで反転させれば簡単です。

後続のリージョンやイベントを選択する
現在選択しているリージョンやイベント以降にあるすべてのリージョンやイベントを選択する

には（現在選択されているのがノートの場合は、その再生ヘッド位置以降のすべてのリージョン

やイベントを選択する）、「編集」＞「後続のものすべてを選択」と選択します（または対応する

キーコマンドを使います。デフォルトはShift＋Fキーです）。

後続のリージョンやイベントを選択内容に追加するには：
m 「次のリージョン／イベントを切り替える」キーコマンド（デフォルトはShift＋→キー）を使用
します。

前のリージョンやイベントを選択内容に追加するには：
m 「前のリージョン／イベントを切り替える」キーコマンド（デフォルトはShift＋←キー）を使用
します。
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ロケータ内のリージョンやイベントを選択する
「編集」＞「ロケータ内を選択」と選択すると（デフォルトのキーコマンドはShift＋Iキー）、ロ
ケータの範囲内に一部でも含まれるリージョンやイベントがすべて選択されます。

「編集」＞「ロケータ範囲外の選択を解除」と選択すると（または対応するキーコマンドを使う
と）、ロケータの範囲外のすべてのリージョンやイベントの選択が解除されます。ロケータの範

囲内のリージョンやイベントの選択内容は変わりません。

特定のリージョンやイベントを選択する
次のコマンドでは、特定の条件と一致する、または特定の特性を持つリージョンやイベントを選

択できます。

Â「編集」＞「空のリージョンを選択」（デフォルトのキーコマンドはShift＋ Uキー）： 空のリー
ジョンをすべて選択できます。

Â「編集」＞「重なったリージョン／イベントを選択」： 重なっているすべてのリージョンやイベ
ントを選択できます。

Â「編集」＞「ミュートされたリージョン／イベントを選択」（デフォルトのキーコマンドはShift
＋Mキー）： ミュートされているすべてのリージョンやイベントを選択できます。

Â「編集」＞「同じ色のリージョン／イベントを選択」（デフォルトのキーコマンドはShift ＋C
キー）： 特定のカラーのリージョンまたはイベントを選択しているときにこのコマンドを使う
と、それと同じカラーのすべてのリージョンやイベントを選択できます。これは、ソングの選

択内容を置き換える場合やグループ単位で編集を行う場合に便利です。

Â「選択したトラック以外のすべてのリージョンを選択解除」キーコマンド： 現在選択している
トラック上にないリージョンの選択を解除できます。このコマンドは、ほかの選択コマンドで
条件を絞り込んでから使うと便利です。たとえば、レコーディングトラックにのみコマンドを

実行するようにまず選択してから使います。

類似または同一のオブジェクト、リージョン、イベントを選択する
リージョン、イベント、エンバイロメントオブジェクトを選択している場合、「編集」＞「似た

オブジェクトを選択」／「似たリージョンを選択」／「似たイベントを選択」と選択すると（デ
フォルトのキーコマンドはShift＋Sキー）、類似しているすべてのリージョン、イベント、また
はオブジェクトが選択されます。

「同じリージョンを選択」／「同じイベントを選択」／「同じオブジェクトを選択」機能（デフォ

ルトのキーコマンドはShift＋Eキー）では、同一のすべてのオブジェクト、リージョン、イベ
ントが選択されます。

次の表に、類似オブジェクトと同一（まったく同じ）オブジェクトの違いを示します。

要素 類似 同一

リージョン リージョンの種類（オーディオまた

はMIDI）
Â


MIDIリージョン： コンテンツとサイズが同じ

Â オーディオリージョン： すべてのリージョンの
長さと位置が同じ

コントローライベント コントローラ番号が一致、データバ
イト（コントロール値）は任意

コントローラ番号とデータバイト（コントロール
値）が一致

ノートイベント 音符が一致、オクターブは任意 音符とオクターブが一致

エンバイロメント

オブジェクト

オブジェクトの種類（フェーダーな

ど）が一致

フェーダーの種類（テキストなど）が一致
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MIDIチャンネルが同じイベントを選択する
あるイベントを選択してから、「編集」＞「同じチャンネルを選択」と選択すると（デフォルト

のキーコマンドはShift＋Kキー）、同じMIDIチャンネルを共有しているほかのイベントをすべ
て選択できます。

16個のMIDIチャンネルの音量とパンコントローラの情報を扱う MIDIリージョンを編集してい
る場合などがあります。

チャンネル1と3のすべてのイベントを選択するには： 
1


Shiftキーを押しながら、チャンネル1のイベントとチャンネル3のイベントを1つずつ選択します。

2 「編集」＞「同じチャンネルを選択」と選択します（または対応するキーコマンドを使います。デ
フォルトはShift＋Kキーです）。

これら2つのチャンネル上にあるほかのすべてのイベントも選択されます。

相対位置が同じリージョンやイベントを選択する
ある地点からの相対的な位置が同じリージョンやイベント（たとえば、小節先頭を基準にした裏

拍のスネアドラムなど）をまとめて選択できます。リージョンまたはイベントを選択し、「編集」

＞「同じサブポジションのオブジェクトを選択」と選択します（または対応するキーコマンドを

使います。デフォルトはShift＋Pキーです）。相対位置が同じすべてのリージョンやイベントが
選択されます。

選択コマンドで編集操作を効率化する
選択は、選択する際の基準によってさまざまな方法で実行できます。編集操作の多くは、キーコ

マンドを使うことでスピードアップを図ることができます。次に、いくつかの例を挙げます：

類似するすべてのリージョン、イベント、オブジェクトを削除する場合は、選択後に「似たオブ

ジェクトを削除」キーコマンドを使います。

逆に、類似するすべてのリージョン、イベント、オブジェクトは残し、それら以外をすべて削除

する場合は、「似たオブジェクトを保持し、その他を削除」キーコマンドを使います。

「イベントチャンネルを +1」キーコマンドや「イベントチャンネルを－ 1」キーコマンドでは、
選択しているイベントのチャンネル番号を1つずつ変更できるため、それらを別のMIDIチャン
ネルに簡単に割り当て直すことができます。

クリップボードを使って作業する
画面には表示されませんが、クリップボードと呼ばれるメモリ領域が用意されています。選択し

た情報（リージョンやイベント）をこの領域にカットまたはコピーして別の場所にペーストする
ことができます。

クリップボードは共通機能であるため、プロジェクト間で情報をやりとりすることができます。

「編集」メニューには次のオプションがあります。
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カット
選択しているすべての要素を現在の位置から削除し、クリップボードに移動します。クリップ

ボードにあった既存の内容は、上書きされます（デフォルトのキーコマンドはコマンド＋Xキー
です）。

コピー
選択したすべての要素のコピーがクリップボードに置かれます。選択した要素は、元の場所にも

残っています。「カット」（デフォルトのキーコマンドはコマンド＋Cキー）のように、クリップ
ボードにあった既存の内容は上書きされます。

ペースト
クリップボードのすべての内容がキーフォーカスのあるウインドウにコピーされます。コピーし

てもクリップボードの内容は消去されません（デフォルトのキーコマンドはコマンド＋Vキーで
す）。

オリジナルの位置にペースト
このコマンドは「ペースト」と同様の機能ですが、クリップボードのリージョンやイベントは、

現在の再生ヘッド位置（普通の「ペースト」機能の場合にリージョンやイベントがペーストされ

る位置）に関係なく、それらがカットされた元の位置にペーストされます。

置き換えてペースト
この機能は、「アレンジ」ウインドウとエディタウインドウでのみ機能します。「ペースト」と似

ていますが、その場所にあるすべてのリージョンやイベントは、ペーストするリージョンやイベ

ントに置き換えられます。

編集操作を取り消す／やり直す
音楽制作において、アイデアの変更や間違いの修正は付き物です。「LogicPro」では編集操作を
簡単に元に戻すことができます。「取り消す」コマンドを使えば、前の編集操作を取り消すこと

ができます。

最後に実行したステップを取り消すには：
m 間違った操作の直後に、「編集」＞「取り消す」と選択します（または対応するキーコマンドを
使います。デフォルトはコマンド＋Zキーです）。

移動、削除、名称変更、パラメータ変更、新しいイベント、リージョン、チャンネルの作成など、

ほとんどすべての編集操作を取り消すことができます。

実行できる取り消しステップの数は、「 LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」＞「編集」
タブ＞「取り消し履歴の数」設定で決まります。

プロジェクトには「取り消し履歴」が保存されるため、一度閉じた後でも次に開いたときに使用

できます。

警告：この機能を使うと、クリップボード上のリージョンやイベントに置き換えられる時間範
囲内のリージョンやイベントはすべて消去されます。
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「取り消し履歴」ウインドウを表示するには：
m 「編集」＞「取り消し履歴」と選択します（または対応するキーコマンドを使います。デフォル

トはOption＋ Zキーです）。

「取り消し履歴」には、取り消すことができる操作がすべて表示されています。最後に実行した

ステップ（編集操作）が選択されており、これが最初に取り消されます。

複数のステップを取り消す／やり直すには：
m エントリーをクリックすると、そのエントリーと強調表示されているエントリーの間にあるすべ

てのステップを取り消し／やり直しできます。

単独のステップを取り消す／やり直すには：
m コマンドキーを押しながら目的のステップをクリックします。

このようにすると、クリックしたエントリーと強調表示されているエントリーの間にあるステッ

プには影響せずに、選択した単独のステップのみの取り消し／やり直しを実行できます。

「取り消し履歴」を消去するには：
m 「編集」＞「取り消し履歴を削除」と選択します。

警告：このコマンドは注意して使ってください。「取り消し履歴」が消去されると、削除したス
テップに関する取り消しややり直しが不可能になります。
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9 トラックを使って作業する

トラックには、プロジェクトのオーディオリージョンおよびMIDI
リージョンが含まれます。

トラックは、アレンジ・トラック・リストに上から順に並べられ、アレンジ領域のレーンに横方

向に伸びていきます。

各トラックは、ミキサーの特定のチャンネルに割り当てられます。つまり、トラックの出力は

チャンネルストリップに送信されます。トラックがチャンネルストリップに送信されない場合、

そのトラックのリージョンを聞くことはできません。

参考：このルールの例外はフォルダトラックです。フォルダの詳細については、338ページの
「フォルダを使う」を参照してください。
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特定のタイプのミキサーチャンネルに割り当てられると、トラックの機能は以下のように制限さ

れます：

このように、トラックのタイプによって、扱うデータの種類や用途は異なります。これは、それ

ぞれのトラックがミキサーの特定のチャンネルタイプにルーティングされるためです。

トラックパラメータが、インスペクタのトラックパラメータボックスに表示されます。

重要：パラメータはトラック自体ではなく、トラックがルーティングされるチャンネルストリッ
プ（またはオブジェクト）に属するため、ここでパラメータを変更すると、このチャンネルスト

リップに割り当てられているすべてのトラックが影響を受けることになります。

この章で説明する機能のほとんどは、外部MIDI、ソフトウェア音源、オーディオトラックで共
通しています。

これらのトラックタイプに加えて、グローバルトラックなど、非常に限定的な機能のトラックも

あります。グローバルトラックは、リニア編集ウインドウの先頭に表示され、テンポなど、アレ

ンジメント内のすべてのトラックに影響を与えるグローバルイベントを表示および編集するた
めに使います。これらのトラックタイプについては、この章では触れません。

トラックの
タイプ ミキサーへの割り当て トラックの使用目的

オーディオ オーディオチャンネル オーディオリージョンの再生、録音、オートメーション

音源 音源チャンネル ソフトウェア音源に送信されたMIDI データの再生、録音、オート
メーション

MIDI MIDIチャンネル 外部MIDI デバイスに送信されたMIDI データの再生、録音、オート
メーション

フォルダ 割り当てなし フォルダリージョンのレーンとして使用。フォルダリージョンはほ

かのリージョンの単なるコンテナであり、ミキサーチャンネルには
割り当てられません。

トラックパラメータ
ボックス
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トラックヘッダを設定する
各トラックのトラックヘッダ（アレンジ領域のトラックリストに表示）には、トラック名および

アイコンの隣にいくつかのボタンを表示できます。デフォルトでは、録音可能ボタン、ミュート

ボタン、ソロボタンがすべてのトラックについて表示され、オーディオトラックでは入力モニタ

リングボタンも表示されます。

トラックヘッダ設定ダイアログを使うと、これらのボタンやそのほかのトラックヘッダ要素を表

示したり、隠すことができます。

トラックヘッダに表示する要素を指定するには：
1 トラックヘッダ設定ダイアログを開くには、以下のいずれかの操作を行います：

Â アレンジ領域で「表示」＞「トラックヘッダを設定」と選択します。

Â



Controlキーを押しながらトラックリスト内のいずれかのトラックヘッダをクリックし、ポッ
プアップメニューから「トラックヘッダを設定」を選択します。

2 トラックヘッダ設定ダイアログで、目的のトラックヘッダ要素を有効にします。

Â トラック・コントロール・バー： このチェックボックスを選択すると、トラックのコントロー
ルバーが表示されます。コントロールバーは、システムに接続しているコントロールサーフェ

スからアクセスするトラックを示します。デバイスパラメータボックスで、各コントロール

サーフェスに異なるカラーを割り当てることができます。詳細については、「コントロールサー

フェスサポート」マニュアルを参照してください。

ノードボタン

保護ボタンフリーズボタン

入力モニタリングボタン

録音可能ボタン

ソロボタン

ミュートボタン

トラックのカラーバー
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Â トラック番号／レベルメーター： このチェックボックスを選択すると、トラックの番号が表示
されます。再生時には、トラック番号に代わって、小さいレベルメーターが表示されます。外

部MIDIトラックまたはソフトウェア音源トラックの場合、このメーターは録音のベロシティ
を示し、最大ベロシティ値になると赤で表示されます。オーディオトラックの場合、レベル

メーターは出力レベルを示します。

Â トラックアイコン： クリックすると、トラックヘッダのトラックアイコンを表示または隠すこ
とができます。

Â「名前」セクション： このセクションのメニューを使って、トラックヘッダに表示される名前
を指定します。詳細については、191ページの「トラックの名前を付ける」を参照してください。

Â「ボタン」セクション： トラックヘッダに表示したいボタンのチェックボックスを選択します。

Â トラックのカラーバー： このチェックボックスを選択すると、各トラックの右端に細いカラー
ストリップが表示されます。これを使うと、トラック間を移動したリージョンの状況を視覚的

に把握できます。

トラックヘッダで使われている作業スペースを再利用する
言うまでもなく、ボタン、アイコン、トラック名などすべてを有効にすると、たくさんの情報が

トラックヘッダに表示されることになります。

アレンジ領域の左上隅をドラッグして、トラックリストのサイズを変更すると、この情報をすべ

て表示できます。マウスカーソルがサイズ変更アイコンに変わります。

ただし、トラックリストのサイズを変更すると、アレンジ領域および編集領域の作業スペースが

少なくなるという欠点があります。

もう少し動きやすくするには、「アレンジ」ウインドウおよび編集ウインドウの左側にあるイン

スペクタ領域全体を隠します。これにより、リージョンやイベント、そのほかのデータのための

作業スペースを確保できます。

「アレンジ」ウインドウでインスペクタを隠したり表示したりするには、以下のいずれかの操作
を行います：

m ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

m 「表示」＞「インスペクタ」と選択します（または、「インスペクタを隠す／表示」キーコマンド

を使います。デフォルトはIキーです）。
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トラックおよびチャンネルを作成する
「LogicPro」でMIDI、ソフトウェア音源、オーディオデータを録音または再生する場合、まず
トラックを作成する必要があります。対応するチャンネルストリップがミキサーに自動的に作成

されます。

特定のタイプのチャンネル（たとえば、オーディオチャンネル）がミキサーにすでに存在してい

る場合、新しく作成したトラックはそれに一致するチャンネルに割り当てられます。

重要：トラック作成オプションでは、新しいチャンネルが作成される場合と作成されない場合が
あります。タスクごとのトラック作成オプションがあります。トラック作成コマンドは、アプリ

ケーションの「トラック」メニューの下にあり、タイプごとに線で区切られています。

詳しい説明：

Â ミキサーにすでに24のオーディオチャンネルが設定されているプロジェクトのアレンジ領域
に、新しく8つのオーディオトラックを作成するとします。

Â これらの新しいオーディオトラックは、ミキサーのオーディオチャンネル1～ 8に割り当てられ
ます。

Â プロジェクトが進み、さらに16のオーディオトラックを作成するとします。これらのオーディ
オトラックは、ミキサーのオーディオチャンネル9～24に割り当てられます。

Â 一致するタイプのチャンネルがミキサーに存在しない場合または不足している場合、新しいト

ラックを作成すると、自動的にチャンネルが作成されます。

Â プロジェクトを完了するためにさらに8つのオーディオトラックが必要になったものの、すで
にミキサーの24のオーディオチャンネルはすべて使われているとします。このような場合も、
問題ありません。追加の8つのオーディオトラックを作成すれば、「LogicPro」が、対応する
オーディオチャンネルをミキサーで自動的に生成します。これらのトラック（25 ～32）は、
オーディオチャンネル25～32に自動的に割り当てられます。

参考：対応するチャンネルの自動作成は、すべてのトラックタイプに適用され、許容最大数の
チャンネルが生成されます！

この制限はオーディオチャンネルおよび音源チャンネルでは数百単位で、MIDI チャンネルでは
数千単位です。各チャンネルタイプでこの上限に達する前に、コンピュータの処理能力のほうが

追いつかなくなるでしょう。

∏ ヒント：トラックを作成すれば新しいチャンネルが簡単かつ高速に作成されるため、音楽制作
を始める前に、それぞれのタイプの何百というチャンネルをミキサーに作成する必要はありま
せん。
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トラックおよびチャンネルの作成コマンド
このセクションで説明するコマンドと方法を使うと、トラックおよび対応するチャンネルスト

リップの両方が作成されます。

1つまたは複数の新しいトラック（およびチャンネル）を作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â アレンジ領域のローカルメニューバーで「トラック」＞「新規」と選択します（または、「新

規トラックを作成」キーコマンドを使います）。

Â トラックを作成ボタン（トラックリスト上部の、プラス記号（＋）のアイコンがあるボタン）

をクリックします。

2 表示された「新規トラック」ダイアログで、作成するトラックのタイプを選択し、作成するト

ラック数を入力します。 

3 「ライブラリを開く」チェックボックスが選択されていない場合は、選択すると、メディア領域
で「ライブラリ」タブが自動的に表示されます。作成したトラックタイプについて、すぐに設定

を選択できます。

4 「作成」をクリックします。

現在選択しているトラックの位置に新しいトラックが作成され、それ以降（それよりも下）のト

ラックはトラックリストを1段ずつ下にずれます。

「新規トラック」ダイアログを使う
トラックを生成する場合、「新規トラック」ダイアログに提供されるオプションはトラックタイ

プごとに異なります。次に、それについて簡単に説明します。
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「新規トラック」ダイアログでの外部MIDIトラックの作成
外部MIDIトラックには追加のオプションがありませんが、「新規トラック」ダイアログで「外部
MIDI」を選択すると、以下の処理が行われます：

Â エンバイロメントで最初のトラックに新しいMIDIマルチインストゥルメントオブジェクトが
作成され、このトラックはサブチャンネル1に割り当てられます。

Â それ以降のトラックはMIDIマルチインストゥルメントオブジェクトのサブチャンネルに割り
当てられます（最大16）。

Â 外部MIDIトラックを17個以上作成した場合は、自動的に巡回し、再度チャンネル1、 2、3など
に割り当てられます。どのサブチャンネルにも自由に割り当て直すことができます。システム

にMIDI ポートが複数ある場合は、追加トラック（先頭の16 を越えるトラック）を2番目の
MIDIマルチインストゥルメントオブジェクトに割り当て直すことができます。

Â 各MIDIマルチインストゥルメントオブジェクトのサブチャンネルごとに、ミキサーにチャンネ
ルストリップが自動的に生成されます。

∏ ヒント：トラックが作成されたら、「ライブラリ」を使うか、Controlキーを押しながらトラッ
クリストをクリックし、「トラックオブジェクトを再割り当て」メニューから項目を選択するこ

とで、どのMIDIマルチインストゥルメントオブジェクトのサブチャンネルにでも簡単に割り当
て直すことができます。

外部MIDIサウンドモジュールおよびキーボードの詳しい設定方法については、 237ページの「外
部MIDI音源を設定する」を参照してください。

「新規トラック」ダイアログのオーディオトラック作成オプション

Â ドライバ： このポップアップメニューでは、新しく作成したトラックに使うオーディオハード
ウェアのドライバを選択できます。ハードウェア再生デバイスを1つしか使用しない場合、こ
のメニューは表示されません。

Â フォーマット： このポップアップメニューから、「モノラル」、「ステレオ」、「サラウンド」の
いずれかを選択すると、それぞれモノラル、ステレオ、サラウンドのオーディオトラックが作

成されます。

Â 入力： 目的の入力または入力ペアを選択します。使用可能なサラウンド形式のいずれかで録音
する場合は、「サラウンド」を選択します。
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Â「昇順」チェックボックス： 複数のトラックが作成されている場合に、このチェックボックス
を選択すると、それぞれの入力を最も小さいものから順番に各トラックに割り当てることがで

きます。トラックを 1 つしか作成しなかった場合、このオプションは無効です。たとえば、
使っている入力デバイスが4 つのときにトラックを8 つ作成するなど、入力よりも多くのト
ラックを作成した場合、トラック1 と5 は入力1に割り当てられ、トラック2と6は入力2
に、トラック3と7は入力3に、トラック4と8は入力4にそれぞれ割り当てられます。

Â 出力： 目的の出力または出力ペアを選択します。出力をプロジェクトのサラウンドフォーマッ
トに設定する場合は、「サラウンド」を選択します。

Â「入力モニタリング」および「録音可能」チェックボックス： 選択すると、トラックの入力モ
ニタリングボタンおよび録音可能ボタンがオンになります。これは、たとえばトラックの作成

直後に録音を開始する場合に便利です。

「新規トラック」ダイアログのソフトウェア音源トラック作成オプション

Â「マルチティンバー」チェックボックス： このチェックボックスを選択すると、MIDIチャンネ
ル設定を持つトラックを最大16 個、昇順で作成できます（最初のトラックにはMIDI チャン
ネル1、2番目のトラックにはMIDIチャンネル2という順番で割り当てられます）。
Â これらのトラックは最初のトラックとは関係なく、個々に自動化でき、リージョンなどを変

えることができますが、すべてのトラックはミキサーで同じ音源チャンネルに関連付けられ

ます（また、同じ音源チャンネルを介してルーティングされます）。

Â このため、このオプションを効果的に使うには、音源チャンネルに挿入されるソフトウェア

音源はマルチティンバーである（異なるMIDI チャンネルで異なるサウンドを再生できる）
必要があります。「 LogicPro」に組み込まれている音源はどれもマルチティンバーではあり
ません。

Â 出力： 目的の出力または出力ペアを選択します。出力をプロジェクトのサラウンドフォーマッ
トに設定する場合は、「サラウンド」を選択します。
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チャンネルストリップ設定を新しいトラックに転送する
選択したトラックと同じチャンネルストリップ割り当ておよび設定を使う新しいトラックを作

成できます。このため、トラックのデータを複製することなく、既存のトラックおよびチャンネ

ルストリップの複製を迅速かつ簡単に作成できます。

チャンネル割り当てを新しいトラックに転送するには：
1 ソーストラック（複製したいチャンネルストリップおよび設定を持つトラック）を選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â アレンジ領域で「トラック」＞「設定の複製を使って新規作成」と選択します。

Â アレンジ領域のトラックリストの上部にあるトラック複製ボタンをクリックします。

「LogicPro」が、ソーストラックのすぐ下に、同じチャンネル割り当ておよび設定を使用する新
しいトラックを作成します。トラックのデータ（存在する場合）は複製されません。

トラックをそのデータごとコピーしたいものの、チャンネルストリップはコピーしたくないとい

う場合は、189ページの「トラックをコピーする／リージョンを移動する」を参照してください。

∏ ヒント：最後のトラックのトラックヘッダの下にある空白の領域をダブルクリックすると、新
しいトラックを作成できます。このトラックは、選択しているトラックと同じタイプのトラッ

クになります。

AppleLoopsを追加してトラックを作成する 
AppleLoops をループブラウザから空白の「アレンジ」ウインドウ（トラックがないウインド
ウ）または既存のトラックの下のブランクの領域に直接ドラッグしてトラックを作成する方法も

あります。トラックと対応するチャンネルストリップが自動的に作成され、AppleLoopが読み
込まれます。AppleLoops の追加の詳細については、262ページの「ループブラウザで Apple
Loopsを検索する」を参照してください。

オーディオファイルを追加してトラックを作成する
オーディオファイルをメディアブラウザから空白の（トラックがない）「アレンジ」ウインドウ

または既存のトラックの下の空白の領域に直接ドラッグしてトラックを作成する方法もありま

す。トラックおよび対応するチャンネルストリップが自動的に作成され、リージョン（オーディ

オファイルの全長に対応）が新しいアレンジトラックに追加されます。オーディオファイル（お

よび対応するリージョン）もオーディオビンに自動的に追加されます。
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トラック作成コマンド
このセクションでは、単純に新しいトラックを作成するコマンドと方法について説明します。現
在（選択されているトラック）のチャンネルストリップが、新しいトラックのターゲットとして

使われます。

同じチャンネル割り当てでトラックを作成する
同じミキサーチャンネルを対象にしたトラックのコピーを複数作成したいという場合があり

ます。

たとえば、ドラムキットをロードした状態で、EXS24mkIIなど、1つのソフトウェア音源を対象
にしたトラックを複数作成するとします。それぞれのトラックに、個々のドラムサウンド（キッ
ク、スネア、ハイハットなど）をトリガするMIDI リージョンを取り込むことができます。サウ
ンドごとに個別のトラックを用意することで、キット内のサウンドを個々にミュートまたはソロ
再生できます。

∏ ヒント：ドラムキット内のサウンドを異なるエフェクトで個々に処理する場合に、 EXS24mkII
のマルチ出力バージョンを使用します。

同じチャンネルストリップまたは音源割り当てでトラックを作成するには： 
1 コピーするトラックを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「トラック」＞「同じチャンネルストリップ／音源を使って新規作成」コマンドと選択して（デ

フォルトのキーコマンドはShift＋Returnキー）、選択したトラックの下に新しいトラックを
作成します。

Â「トラックリストにトラックを追加」キーコマンドを使って、トラックリストの最下部に新し
いトラックを作成します。

次のチャンネル割り当てでトラックを作成する
「トラック」＞「次のMIDIチャンネルを使って新規作成」コマンドと選択すると（デフォルトの
キーコマンドはControl＋Shift＋Returnキー）、選択したトラックの下に新しいトラックが作
成され、次の音源または MIDI チャンネルが割り当てられます。現在選択しているチャンネルの
MIDIチャンネルが16の場合は、最初のチャンネルが再び使用されます。

オーディオトラック（または、Aux チャンネルに割り当てられているものなど、MIDI チャンネ
ルパラメータを提供しないトラック）が選択されている場合、このコマンドは使用できません。

次のチャンネルストリップまたはMIDIチャンネルを使ってトラックを作成する
「トラック」＞「次のチャンネルストリップ／音源を使って新規作成」コマンドと選択すると、新

しいトラック、または新しいトラックと新しいチャンネルストリップの両方を作成できます。コ
マンドの動作は、選択しているトラックタイプによって決まります：

Â 選択しているトラックがオーディオまたはソフトウェア音源トラックの場合： 選択している
トラックの下に新しいトラックが作成され、次のチャンネルストリップがそのトラックに割り

当てられます。次のチャンネルストリップがない場合は、自動的に作成されます。

Â 選択したトラックがMIDIトラックの場合： 「トラック」＞「次のMIDIチャンネルを使って新規
作成」と選択した場合と同じように機能します。つまり、新しいトラックが作成され、それが
次のMIDIチャンネルに割り当てられます。
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トラックをコピーする／リージョンを移動する 
Optionキーを押したままトラックを縦方向に移動（トラック番号をクリックしたままドラッグ）
して、目的の位置にトラックのコピーを作成します。ソーストラックで選択されているすべての

リージョンが新しいトラックに移動します。

参考：Option キーを押した状態でトラック番号をつかむと、トラックのリージョンは選択され
ません。最初にリージョンが選択されていない場合には、目的の位置に空のトラックが作成され

ます（このトラックは、オリジナルのトラックと同じチャンネルに割り当てられます）。

サイクル機能がオンになっていると、サイクル内のすべてのリージョンが古いトラックから新し

いトラックに移動します。新しいトラックはコピーであり、ソーストラックのチャンネルスト

リップ出力設定を継承するので、音は変わりません。

つまり、複数のトラックに使われるチャンネルストリップは 1つだけです。これにより、パート
をダブリングして音に厚みを持たせることができます。また、ソフトウェア音源トラックまたは
MIDI音源トラックで、1オクターブ離れたユニゾン音形の作成といったタスクも簡単かつ迅速に
行うことができます。

そのためには、Option キーを押しながら出力先トラックのリージョンをドラッグして、ソース
トラックに複製／復元します。

参考：チャンネルストリップのレベル（または、それ以外のパラメータ）を変更すると、どのト
ラックを選択したかに関係なく、チャンネルストリップにルーティングされるすべてのトラック

が影響を受けます。

重なったリージョンのトラックを作成する
「トラック」＞「重なったリージョン用に新規作成」機能を使用すると、全部または一部が重なっ

たリージョンのトラックが新しく作成されます。新しく作成されたトラックにリージョンが再度

配置されます。新しいトラックの数は、重なりの数と同じです。すべてのトラックで、オリジナ

ルのトラックと同じチャンネル割り当てが使われます。

前に述べたように、すべてのトラックに使われるチャンネルストリップは 1つだけです。

選択したリージョンのトラックを作成する
「トラック」＞「選択したリージョン用に新規作成」機能を使用すると、トラックの選択したリー

ジョンのトラックが新しく作成されます。選択されているリージョンが新しいトラックに移動

し、ソーストラックから削除されます。すべての新しいトラックでは、オリジナルのトラックと

同じチャンネル割り当てが使用されます。

複数のトラックにまたがって複数のリージョンが選択されている状態でこのコマンドを使用し

た場合、ソーストラックごとに新しいトラックが作成されます。例を挙げます：

Â トラックaで2つのリージョンが選択され、トラックbで1つのリージョンが選択され、トラッ
クcで4つのリージョンが選択されているとします。

Â このコマンドを使用すると、トラックaの 2つのリージョンは新しく作成されたトラックaのコ
ピーに移動し、トラック bのリージョンはbのコピーに移動し、トラックcの4つのリージョ
ンはcのコピーに移動します。
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Â トラックaの2つのリージョン（トラックaのコピーに移動したもの）にトラックを個々に作成
する場合は、aのコピートラックを選択して（トラックのすべてのリージョンが自動的に選択
されます）、コマンドをもう一度実行するだけでできます。

トラックを削除する
トラックを削除した場合、このトラックに割り当てられているチャンネルストリップも削除さ

れ、ミキサーから削除されます（使用中の別のトラックに割り当てられていない場合）。

トラックを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m トラックを選択し、「トラック」＞「削除」と選択します。

∏ ヒント：アレンジ領域でリージョンが選択されていない場合は、Backspaceキーを押すと、選
択したトラックを削除できます。

m トラックをつかみ、左側にドラッグして、トラックリストから削除します。

リージョンを含まないトラックをすべて削除するには：
m アレンジ領域で「トラック」＞「使用されていないトラックを削除」と選択します。

トラックを選択する
トラックを選択するには、トラックリストでトラック名またはアイコンをクリックします。

この場合、トラックのすべてのリージョンが選択されます（または、サイクルモードがオンの場

合は、定義されているサイクル内に入るリージョンが選択されます）。

∏ ヒント：Optionキーを押しながらトラックをクリックすると、すでに選択されているリージョ
ン（選択したトラックまたはそのほかのトラック上のリージョン）には影響を与えることなく、

このトラックが選択されます。

また、以下の2つのキーコマンドを使って、トラックリストで選択したトラックの上または下の
トラックを選択できます：

Â 次のトラックを選択（デフォルトの割り当ては↑キー）

Â 前のトラックを選択（デフォルトの割り当ては↓キー）



第9章    トラックを使って作業する 191



トラックを並べ替える
必要に応じて、トラックリスト内のトラックの位置をシャッフルし、関連するトラック（弦楽器

セクションまたはパーカッションパートなど）を視覚的にグループ分けすることができます。

トラックリスト内のトラックの位置を変更するには：
m 目的のトラック番号の上にカーソルを移動します。マウスポインタが手の形になったら、目的の

トラック番号をクリックして、トラックリストの上または下にドラッグします。目的の位置に

なったら、マウスボタンを放します。

それ以降のトラックがあれば、画面の下に移動します。

「トラック」＞「トラックを並べ替える」メニューの以下のいずれかのコマンドを選択して、ト

ラックを並べ替えることもできます：

Â



MIDIチャンネル

Â オーディオチャンネル

Â 出力チャンネル

Â 音源名

Â トラック名

トラックの名前を付ける
トラックヘッダ設定ダイアログで、以下の名前のどれをトラックヘッダに表示するかを設定でき

ます：

Â トラック名： このオプションを使用すると、トラックリストに手動でトラック名を入力でき

ます。

Â チャンネルストリップ設定名

Â ソフトウェア音源設定名

Â チャンネルストリップ名

Â チャンネルストリップのタイプと番号

Â 名前を自動で変更： このオプション（デフォルト）を選択すると、以下のアクションおよび順

序に基づいて、トラックに最適な名前が付けられます：

Â トラック名を手動で入力した場合は、そのトラック名が表示されます。

Â チャンネルストリップの設定またはソフトウェア音源を読み込んでいる場合は、そのチャン

ネルストリップの設定またはソフトウェア音源の名前が表示されます。

Â 上記のどちらの操作も行っていない場合は、チャンネルストリップ名が表示されます。
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表示したいトラック名を指定するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、トラックヘッダ設定ダイアログを開きます：

Â アレンジ領域で「表示」＞「トラックヘッダを設定」と選択します。

Â


Controlキーを押しながらトラックリスト内のいずれかのトラックヘッダをクリックし、ポッ
プアップメニューから「トラックヘッダを設定」を選択します。

2 最初のポップアップメニューで目的のトラック名オプションを選択します。 

3



2番目のポップアップメニューのチェックボックスを選択して、 2つのトラック名を表示し、目的
の名前オプションを選択します。

両方の名前が表示される場合、それぞれの名前がラインで分割され、最初のポップアップメ

ニューで選択したオプションが常に左側に表示されます。

トラックリストの上部にあるマークをドラッグすることで、この分割ラインを移動できます。

トラック名を作成するには：
m 「トラック」＞「トラック名を作成」と選択し、表示されたテキスト入力フィールドを指定します。

m トラック名がすでにトラックヘッダに表示されている場合： トラックリストのチャンネルスト

リップ名をダブルクリックし、表示されたテキスト入力フィールドに入力します。

新しいトラック名がチャンネルストリップ名の代わりに表示され、新しく録音されるリージョン

にデフォルト名として使用されます。

また、チャンネルストリップ（選択したトラックがルーティングされるもの）の名前は、インス

ペクタのトラックパラメータボックスにも表示されます。この名前をクリックすると、チャンネ

ルストリップ名を変更できます。

チャンネルストリップ名
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トラック名を削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「トラック」＞「トラック名を削除」と選択します。

m トラック名をダブルクリックして、トラック名入力ボックスを開き、Backspaceキーを押して名
前を削除します。

それ以降、トラック（音源またはオーディオ）のチャンネルストリップ名が、トラックリストに

表示されるデフォルト名（および新しく録音されるリージョンのデフォルト名）として使用され

ます。

重要：この機能を使用するには、トラックヘッダ設定ダイアログで「名前を自動で変更」を選択
する必要があります。

チャンネルにトラックを割り当てる
一般的に、新しいリージョンを録音または再生する場合に新しいトラックを作成します。対応す

るチャンネルストリップがミキサーに自動的に作成されます。

ただし、既存のトラックを異なるチャンネルストリップに割り当て直すこともできます。たとえ

ば、ソフトウェア音源トラックの出力を別の音源のチャンネルストリップに割り当て直したとし

ます。この場合、2番目のチャンネルストリップに挿入したソフトウェア音源プラグインを介し
て、トラックのMIDIリージョンが作成されます。

トラックを特定のチャンネルストリップに割り当て直すには：
m


Control キーを押しながらトラックアイコンまたはトラック名をクリックして、階層構造の「ト
ラックオブジェクトを再割り当て」メニューでトラックの割り当て先を選択します。

Â オーディオリージョンの録音または再生にトラックを使用する場合は、「オーディオ」の下に

表示されるオーディオトラックのチャンネルストリップをトラックの割り当て先として選択

します。

Â（ソフトウェア音源を使った）MIDIリージョンの録音または再生にトラックを使用する場合は、
「ソフトウェア音源」の下に表示される音源チャンネルストリップをトラックの割り当て先と

して選択します。
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Â



MIDIリージョンの録音または再生（MIDIサウンドジェネレータを使用）にトラックを使用す
る場合は、「 MIDI音源」の下に表示されるモデル／音源のチャンネルストリップをトラックの
割り当て先として選択します。

チャンネルストリップの送り先を共有する複数のトラックをグローバルに割り当て直すには：
m


Optionキーを押しながらトラックチャンネルストリップを割り当て直し、「全トラックに再割り
当て」ボタンをクリックしてダイアログの内容を確定します。

これで、現在のプロジェクトでオリジナルトラックの送り先を共有するすべてのトラック（フォ

ルダ内のトラックも含む）は、新しいトラックの送り先（割り当て直したチャンネルストリップ）

を使うようになります。例を挙げます：

Â トラック1～ 4が音源チャンネル6に割り当てられています。
Â


Optionキーを押しながらこれらのトラックのいずれかを音源チャンネル15に割り当て直しま
す。

Â トラック1～ 4が音源チャンネル15に割り当て直されます。

エンバイロメントオブジェクトにトラックを割り当てる
厳密に言えば、トラックの送り先としてどのエンバイロメントオブジェクトでも割り当てるこ

とができるので、音源またはオーディオのチャンネルストリップにトラックをルーティングす

る必要はありません。トラックデータはフェーダーオブジェクトに送信することも、 MIDIポー
トに直接送信することもできます。

エンバイロメントオブジェクトは、個々のデータ処理要素のソフトウェア表現です。エンバイ

ロメントオブジェクトには、アルペジエータ、ノブ、フェーダー、コードメモライザー、チャ

ンネルスプリッターなど、さまざまなものがあります。このような個々のオブジェクトを、バー

チャルなケーブルを使って相互に接続できます。複数のオブジェクトをケーブル接続すること

で、MIDI（およびオーディオ）データをリアルタイムで処理および操作できます。これは、接
続しているMIDI シンセサイザーの音量を制御するフェーダーのように単純なものもあれば、
リズムジェネレータやステップシーケンサーのように複雑なものもあります。いずれもエンバ

イロメント内部にバーチャルマシンとして存在します。このマシンは必要なときに呼び出し

て、作動させることができます。（詳細については、857ページの第 39章「エンバイロメント
で作業をする」を参照してください。）

当然のことながら、MIDI サウンドモジュールではオーディオ信号を認識できないので、オー
ディオリージョンを含むトラックを音源チャンネルストリップにルーティングしても意味が

ありません。その逆も同じです。
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特別な出力先
通常のチャンネルストリップのほか、トラック出力先としてさらに以下の2つが考えられます：
Â 出力なし： 「出力なし」として割り当てられているトラックはデータを送信しません。これは、
「LogicPro」から送信したくないデータ（SysExなど）を残しておく場合に便利です。

Â フォルダ： この設定は、トラックでフォルダリージョンを再生する場合に使用します
（338ページの「フォルダを使う」を参照）。フォルダ再生に設定されているトラックでは、通
常のリージョンは再生されません。

個々のトラックを拡大／縮小する
アレンジ領域のトラックは、ウインドウ用のグローバルな拡大／縮小ツール（および波形拡大／

縮小ツール）と組み合わせて、またはそれとは別に、個々に拡大／縮小できます。トラックには

デフォルトの拡大／縮小設定があり、ウインドウを最初に開いたときにこの設定が自動的に選択

されます。これは、テキストやリージョンの見やすさとアレンジ領域における作業スペースの確

保の両方を考えた設定となっています。

トラックを拡大または縮小するには：
1 トラックの左下隅にポインタを移動します。

マウスポインタが人差し指に変わります。

2 このトラックをクリックしたままドラッグして、拡大または縮小します。

マウスボタンを押したままにしておくと、ウインドウ全体の拡大／縮小レベルではなく、個々の

トラックを拡大／縮小する係数がヘルプタグに表示されます。

∏ ヒント：コマンドキーを押しながら拡大／縮小すると、プロジェクトのすべての MIDIトラック
またはオーディオトラックを同時に拡大／縮小できます。Shiftキーを押して拡大／縮小操作を
行うと、すべてのトラックがデフォルトの拡大／縮小設定にリセットされます。

選択したトラックを自動的に拡大／縮小する
「表示」＞「自動的にトラックを拡大／縮小」設定（キーコマンドも使用可能）を使用すると、現

在選択されているトラックを自動的に拡大できます。前述の方法でトラックを拡大または縮小

し、目的の拡大／縮小レベルを設定します。それ以降に選択したトラックは、このレベルに自動

的に拡大／縮小されます。
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キーコマンドを使ってトラックを拡大／縮小する
以下のキーコマンドを割り当てて、これを使ってトラックを拡大／縮小できます：

Â「トラックを個別に拡大」および「トラックを個別に縮小」： 選択したトラックをトラック別に
拡大／縮小する比率の値を1ずつ増やすか減らします。

Â トラックの個別の拡大／縮小を切り替える： 選択したトラックについて、個別の拡大／縮小レ
ベルとウインドウ拡大／縮小レベルを切り替えます。これは、トラックを拡大してオートメー

ションデータを編集するのに便利です。編集後、「トラックの個別の拡大／縮小を切り替える」

キーコマンドを使うと、オリジナルの拡大／縮小レベルに戻ります。

Â トラックの個別の拡大／縮小をリセット： 選択したトラックをウインドウ拡大／縮小レベル
にリセットします。

Â すべてのトラックの個別の拡大／縮小をリセット： 拡大／縮小されているトラックすべてを
ウインドウ拡大／縮小レベルにリセットします。

トラックアイコンを割り当てる
「LogicPro」には、高解像度で拡大／縮小可能（128× 128ピクセル以下）で、ユーザ定義が可
能なトラックアイコンが用意されています。

トラックにアイコンを割り当てるには：
m トラックヘッダまたはトラックパラメータボックスにある既存のトラックアイコンをクリック

したまま、メニューから目的のアイコンを選択します。

参考：アイコンを表示するには、トラックヘッダ設定ダイアログで「トラックアイコン」チェッ
クボックスを選択する必要があります。「アイコンの拡大表示を許可」チェックボックスを選択

すると、大きなトラックアイコンが表示されます。トラックを拡大／縮小すると、この大きなア

イコンのサイズと位置は自動的に変更されます。

独自のアイコンを作成する
トラックにユーザ独自のアイコンを作成できます。ユーザが作成したアイコンは、「 ~/ライブラ
リ/ApplicationSupport/Logic/Images/Icons」フォルダに保存されます。

これらのアイコンには以下の属性が必要です：

Â サイズが128×128ピクセルであること
Â 透過度情報を保存するためのアルファチャンネルを持っていること

Â ポータブル・ネットワーク・グラフィック・フォーマット（拡張子.png）で保存されていること
Â ファイル名が3桁の数字で始まっていること



第9章    トラックを使って作業する 197



参考：この数字が「LogicPro」に内蔵されているアイコンのいずれかの番号と同じ場合は、ユー
ザフォルダ内のアイコンが優先されます。

また、「LogicPro」に内蔵されているアイコン（LogicProパッケージ内の「/Contents/Resources/
Images」フォルダに保存）を直接置き換えることもできます。

LogicProパッケージを開くには：
m


FinderでLogicProアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから「パッケージの内容
を表示」を選択します。

トラックをミュートする
トラックのミュートボタンを使って、トラックが再生されないようにできます。トラックの

ミュートボタンを表示したり隠したりするには、トラックヘッダ設定ウインドウを使用します。

トラックヘッダまたは対応するチャンネルストリップ（アレンジまたはミキサー）のそれぞれの

「M」ボタンを使用して、トラックのミュートとチャンネルストリップのミュートを独立させる
ことができます。

ボタンの動作は、「 LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一般」タブで選択した「ト
ラックのミュート／ソロ」の設定によって異なります：

Â 高速（リモート・チャンネル・ストリップ）： チャンネルストリップのミュートボタンをクリッ
クすると、対応するトラックボタンの状態が切り替わります。その逆も同じです。

Â CPU 節約（低速）： これを選択すると、処理リソースを節約でき、トラックのミュートボタン
を対応するチャンネルストリップと独立させることができます。

参考：同じチャンネルストリップに送られる複数のトラックのミュート状態が連動します。
ミュート状態は、同じチャンネルストリップを使うすべてのトラックで共通しています。
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ミュートボタンが隠れているときにミュートする
作業スペースを節約するためにミュートボタンが隠れている場合でも、トラック番号の左側でト

ラックをミュートできます。

トラックリストの左端のトラック番号までマウスを移動すると、マウスポインタが手の形になり

ます。ここで、マウスをクリックすると、トラックがミュートされます（トラックがすでにミュー

トされている場合は、ミュートが取り消されます）。ミュート状態のトラックは、トラック名の

横に黒丸が表示されます。

「トラックのミュートを切り替える」キーコマンド（デフォルトはControl＋Mキー）を使って
もトラックをミュートできます。

すべてのトラックをミュートする
コマンドキーを押しながらトラックリストでミュートボタンをクリックすると、現在選択されて

いる表示レベルのトラックがすべてミュートされます。複数のトラックがすでにミュートされて

いる場合は、ミュートが解除されます。

「フォルダ内の全トラックのミュートを切り替える」キーコマンドを使用することもできます。

チャンネルストリップの出力先が同じ複数のトラックをミュートする
コマンド＋Optionキーを押しながらトラックをミュートすると、それと同じトラック送り先の
チャンネルストリップに割り当てられているトラックがすべて（フォルダ内のトラックも含む）

ミュートされます。

「プロジェクトの同一音源を持つすべてのトラックに対してトラックミュートを切り替える」

キーコマンドを使用することもできます。

トラックのミュートボタンをクリックしたまま、マウスを上または下にドラッグする方法もあり

ます。ポインタでなぞって同一性が認識されたすべてのトラックのミュートボタンが、同じ状態

に切り替わります。
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トラックをソロ設定する
MIDI トラックとオーディオトラック（およびフォルダ）の両方に、トラックのソロボタンが用
意されています。トラックをソロ設定すると、そのトラックだけが切り離されて再生され、それ

以外のトラックはすべてミュートされます。トラックのソロボタンを表示したり隠したりするに
は、トラックヘッダ設定ウインドウを使用します。

いずれかのトラックのソロボタンをアクティブにすると、必要に応じてソロ・ロック・モード
（300ページの「リージョンをソロ再生する」を参照）が有効になり、そのトラックにあるすべ
てのリージョンがソロ・ロック・グループに追加されます。このボタンはアクティブの場合、黄
色に変わります。

ソロ・ロックは、複数のトラックのソロ設定を表すために、「LogicPro」で使われる用語です。
用語の定義からすれば、ソロ設定されたトラックは、単独、つまりソロで聞こえます。実際の状

況では、ほかのパートと合わせやすくするために、いくつかのトラック（ベースとドラムのパー
トなど）を単独で再生するのが便利なことがあります。

トラックのソロボタンを無効にすると、そのトラックのすべてのリージョンがソロ・ロック・グ
ループから削除されます。また、どのトラックのソロボタンもアクティブでなければ、ソロ・

ロックは無効になります。

トランスポート上のグローバルなソロ（ロック）ボタンを無効にすると、個々のトラックのソロ

ボタンがすべてオフに設定されます。

ソロまたはソロ・ロック・モードが有効であると、トランスポートのソロボタンは黄色になりま

す。1つのトラックがソロ設定されていると、「S」のアイコンが表示されます。複数のトラック
がソロ設定されていると（ソロ・ロック・モード）、トランスポートのソロボタンに南京錠のア

イコンが表示されます。

トラックのソロボタンとチャンネルストリップのソロボタンを接続する
トラックヘッダまたは対応するチャンネルストリップ（アレンジまたはミキサー）のそれぞれの

「S」ボタンを使用することで、トラックおよびチャンネルストリップでソロ状態を独立させるこ
とができます。

ボタンの動作は、「 LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一般」タブで選択した「ト
ラックのミュート／ソロ」設定によって異なります：

Â 高速（リモート・チャンネル・ストリップ）： チャンネルストリップのソロボタンをクリック
すると、対応するトラックボタンの状態が切り替わります。その逆も同じです。

Â CPU 節約（低速）： これを選択すると、処理リソースを節約でき、トラックのソロボタンを対
応するチャンネルストリップと独立させることができます。

参考：同じチャンネルストリップに送られる複数のトラックのソロ状態が連動します。ソロ状態
は、同じチャンネルストリップを使うすべてのトラックで共通しています。
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トラックのソロボタンが隠れているときにソロ設定する
作業スペースを節約するためにトラックのソロボタンが隠れている場合でも、トランスポート

バーのソロボタンでトラックをソロ設定できます。

トランスポートのソロボタンを押して、目的のトラックをクリックするだけです。

複数のトラックをソロ設定する
トランスポートのソロボタンがアクティブな状態のときに、 Shiftキーを押しながら目的のトラッ
ク名をクリックすると、そのトラックがソロになります（トラックのソロボタンが隠れている場

合）。 

Control キーを除く任意の修飾キーを押しながらトラックリストのソロボタンをクリックする
と、現在選択されている表示レベルのトラックがすべてソロになります。すでにソロになってい

る場合は、ソロが解除されます。

トラックのソロボタンをクリックしたまま、マウスを上または下にドラッグする方法もありま

す。ポインタでなぞって同一性が確認されたすべてのトラックのソロボタンが、同じ状態に切り

替わります。

トラックの録音を有効にする
トラックの録音可能ボタンを使うと、トラックの録音を有効にできます。トラックの録音の有効

化については、351ページの第 14章「LogicProで録音する」を参照してください。

トラックをフリーズする
フリーズ機能を使うと、ソフトウェア音源およびエフェクトプラグインの計算に必要とされる
CPUリソースのほぼ100%を節約できます。オーディオトラックまたはソフトウェア音源トラッ
クを個々にフリーズできます。

フリーズ機能について
フリーズ機能は、フリーズされているトラックごとに個別のオフラインバウンス処理をシステム

内部で実行します。トラックのプラグインすべて（ソフトウェア音源プラグインの場合はそのプ

ラグインと関連するすべてのオートメーションデータを含む）が、フリーズファイルにレンダリ

ングされます。

フリーズ処理が実行され、トラックがフリーズされると、オリジナルのトラック（および CPU
を消費するそのプラグイン）の代わりにフリーズファイルが再生に使われます。オリジナルのト

ラックとプラグインは一時的に無効になり、CPUに対する負荷がなくなります。

∏ ヒント：フリーズ機能は、PowerCore、 LiquidMix、Duende、UADの各種デバイスなどのDSP
ハードウェアでも使用できます。これによって、たとえコンピュータやDSPハードウェアの処
理容量を超えた場合でも、「LogicPro」の音源およびエフェクトとDSPハードウェアで提供さ
れているものを組み合わせることができます。
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フリーズ機能は、完全なチャンネル信号を常にバウンスします。アレンジ領域で、同じオーディ

オまたは音源チャンネルに対して複数のトラックを使用している場合、このチャンネルの（サブ）

トラックすべてがフリーズされるので、個々に編集することはできなくなります。つまり、フ

リーズされるのはチャンネルストリップであって、トラックではありません。

トラックをフリーズする場合
実際には、フリーズ機能で以下のような処理を行うことができます：

Â トラックをフリーズしなければコンピュータの CPU 処理限度を超えてしまう追加のエフェク
トプラグインまたはソフトウェア音源を別のオーディオトラックまたは音源トラックで使う

ことができます。

Â


CPU処理能力の高いコンピュータで作成したプロジェクトを再生できます。

フリーズ機能は、CPUの負担が非常に大きいプロセスを回避するためのものです。次に、そのよ
くある例をCPUの負担が大きいものから順に示します：
Â 複雑なボイスアーキテクチャを伴うソフトウェア音源

Â 複雑な構成（リバーブ、フィルタバンク、FFTベースのエフェクト）を伴うプラグイン
Â 単純なボイスアーキテクチャを伴うソフトウェア音源

Â フィルタがアクティブなソフトウェアサンプラー

Â フィルタがアクティブになっていないソフトウェアサンプラー

Â 単純な構成のプラグイン

コンピュータがアクティブなプロセスすべてをリアルタイムで計算できる場合には、トラックを

フリーズする必要はありません。

フリーズ機能に適しているのは、システムの処理能力が足りなくなった場合や、 CPUの負荷が大
きいソフトウェア音源やエフェクトプラグインを組み込んだトラックが完成段階に入った場合、

あるいは少なくともしばらくの間は追加変更を行う必要がないと思われる場合（つまり最終ミッ

クスに近い状態）です。

トラックをフリーズすると、CPUの使用率は、そのトラックで本来使われていたプラグインの数
や処理要求には関係なく、エフェクトプラグインを挿入しない状態の高分解能オーディオ再生ト

ラックの使用率まで下がります。
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トラックをフリーズする方法
トラックのフリーズ方法はとても簡単です： フリーズボタン（小さい氷晶の形のアイコンが付い

ているボタンで、このボタンはアクティブになると白に変わります）をアクティブにするだけで

す。トラックのフリーズボタンを表示したり隠したりするには、トラックヘッダ設定ウインドウ

を使用します。

コマンドキーを押しながらトラックリストのフリーズボタンをクリックすると、現在選択されて

いる表示レベル（またはフォルダ）内のデータを含むすべてのトラックがフリーズされます。フ

リーズボタンがすでに有効になっている場合は、無効になります。

トラックのフリーズボタンをクリックしたまま、マウスを上または下にドラッグする方法もあり

ます。ポインタでなぞって同一性が確認されたすべてのトラックのフリーズボタンが、同じ状態

に切り替わります。

「LogicPro」は、次に再生コマンドを受け取ると、フリーズファイルを作成します。この機能を
活用し、複数のトラックのフリーズボタンをアクティブにしておけば、各トラックのフリーズ

ファイルを一度にレンダリングできます。

コマンドキーを押しながらピリオドを押すことで、フリーズプロセスを中止できます。このシナ

リオでは、フリーズされているトラックのうち、すでにレンダリングされている部分がフリーズ

ファイルに残り、再生に使われます。レンダリングされていない部分は無音状態のままになり

ます。

フリーズ時の動作
フリーズプロセス中に、再生ヘッドは現在レンダリング中の位置をたどります。進捗状況を示す

フローティング・バー・ウインドウも表示されます。

フリーズファイルはプロジェクトの開始マークと終了マークの間で常にレンダリングされます。

フリーズプロセスを開始する前に、バールーラでプロジェクト終了マークを確認しておくことを

お勧めします。

∏ ヒント：ディレイのフィードバックやリバーブテイルが切れないようにプロジェクトの終了
マークを調整してください。フリーズプロセス後、フリーズファイルの最後にある空の領域

（デジタルゼロ）が自動的に削除されます。

フリーズプロセスでは、使用可能なCPU リソースが100% 使われます。たとえば、リアルタイ
ムのプラグイン計算にトラックがCPUの40%を消費している場合、リアルタイムの再生速度よ
りも2.5 倍速くフリーズファイルが作成されます。オリジナルのトラックが CPU の処理能力を
100%使っている場合は、たとえオフラインバウンスが使われていても、フリーズプロセスはほ
ぼリアルタイムで行われます。
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フリーズしたトラックを使って作業する
トラックがフリーズされると：

Â フリーズファイルを切り取って並べ替えることはできません。また、フリーズファイルとオリ

ジナルを1トラックに混在させることもできません。使用できるのは、どちらか一方です！
Â さらに、フリーズしたトラックにオーディオを録音することもできません。実際、トラックが

フリーズされていると、録音可能ボタンは隠されます。

Â いかなる音源またはプラグインパラメータ（または、関連するオートメーションデータ）も編

集できません。

ただし、フリーズしたトラックでも、以下のパラメータは編集できます：

Â エフェクトのセンドレベルおよびセンド先

Â パノラマおよびサラウンドのパラメータ

Â 音量、ミュート、ソロ

これらのパラメータのオートメーションデータもこれに含まれます。

フリーズされているトラックで設定できないパラメータ（フリーズファイルにレンダリングされ

たプラグインパラメータなど）を編集しようとすると、「 LogicPro」は以下のエラーメッセージ
を表示します：

トラックのフリーズを解除する／編集する：
1 「フリーズを解除」をクリックして、トラックのフリーズボタンを無効にします。

フリーズファイルが削除されます。

参考：再生ボタンを押すと、消費するCPUはオリジナルトラックと同じ量に戻ります。 

2 これで、トラックを編集できるようになります。編集を完了したら、必要に応じて再度フリーズ

ボタンをアクティブにできます。

フリーズファイル
一時フリーズファイルは、プロジェクトフォルダのルートディレクトリに作成される「Freeze
Files」というフォルダに保存されます。通常、フリーズファイルに直接アクセスする必要はあり
ません。

「LogicPro」はフリーズファイルをバックグラウンドで自動管理します： フリーズファイルはフ
リーズプロセス時に作成され、（オリジナルのトラックがフリーズされている間は）オリジナル

のトラックの代わりに再生され、対応するトラックのフリーズボタンがオフになると同時に削除

されます。
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フリーズファイルを更新する
「オプション」＞「オーディオ」＞「フリーズファイルをすべて更新」コマンドを使うと、現在

のフリーズファイルが更新されます。これは、フリーズしたトラックの再生にも影響を与えるグ

ローバルな変更（テンポの変更など）を行う場合に必要になります。

トラックを隠す
アレンジ領域に、表示する必要のないトラックがある場合（非常に大規模なアレンジを行ってい

る場合など）、トラックを隠す機能を使って隠すことができます。隠れているトラックも通常通

りに再生されます。

アレンジ領域の左上隅にグローバルな非表示ボタンがあります。キャッチボタンの右側の「H」
ボタンです。

トラックを隠すには：
1 非表示ボタンをクリックして、トラックを隠す機能をアクティブにします。

各トラックに小さな「H」ボタンが表示されます。

2 目的のトラックで個々の「H」ボタンをオンにします。

3 グローバルな非表示ボタンをクリックすると、すべてのトラック（「H」ボタンが有効になってい
るトラック）が「アレンジ」ウインドウから消去されます。

グローバルな非表示ボタンの「H」が強調表示され、1つまたは複数のトラック（「H」ボタンが
アクティブなトラック）が隠れていることが示されます。

隠れているトラックを表示するには：
m 隠れているトラックを再度表示する場合は、非表示ボタンをもう一度アクティブにするだけです。
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トラックを隠す機能に関連するメニューとキーコマンド
トラックを隠す機能に関連するメニュー機能およびキーコマンドがいくつか用意されています。

たとえグローバルな非表示ボタンがアクティブではなくても、「表示」＞「現在のトラックを隠

し、次のトラックを選択」コマンド（デフォルトのキーコマンドは Control ＋ H キー）を使っ
て、個々のトラックを隠すことができます。

「表示」＞「すべてのトラックのハイドモードを解除」と選択すると（デフォルトのキーコマン

ドはShift＋Control＋ Hキー）、各トラックの「H」ボタンがリセットされ、すべて表示される
ようになります。

参考：トラックを隠しても、そのトラックの再生には何の影響もありません。グループ・プロパ
ティ設定で「隠す」を選択すると、同じグループに属するすべてのトラックの「隠す」機能をリ

ンクさせることができます（グループの詳細については、562ページの「グループを使って作業
する」を参照してください）。ただし、「選択されたアレンジトラックのハイドモードを解除」キー

コマンドはないので注意してください。隠れているアレンジトラックは、隠れたままなので選択

することはできません。

トラックを保護する
トラックを保護して、変更されないようにできます：

Â 既存のリージョン（およびその内容）は変更できません。

Â 保護されているトラックには録音できません。

Â 保護されているトラックでは、新しいリージョンは作成できません。

トラックリストにトラック保護ボタンが表示されていない場合は、トラックヘッダ設定ウインド

ウで選択できます。

トラック保護ボタンをクリックすると、ロックモードとロック解除モードが切り替わります。

コマンドキーを押しながらトラックリストでトラック保護ボタンをクリックすると、現在選択さ

れている表示レベル（またはフォルダ）内のトラックがすべて保護されます。トラックがすでに

保護されている場合は、保護が解除されます。
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トラックボタンのスライド操作機能を使う
アレンジトラックの各トラックボタン（ソロ、ミュート、隠す、トラック保護、ノード、フリー

ズ）ではスライド操作機能をサポートしています。これは、使い勝手のいいハードウェア・ミキ

シング・コンソールで複数のチャンネルストリップボタンに指を走らせる操作に似ています。

「LogicPro」のスライド操作機能の使用例としては、任意のトラックのミュートボタンをクリッ
クしたまま、マウスを上または下にドラッグする操作が挙げられます。ポインタでなぞると、同

一性が認識されたすべてのトラックのミュートボタンが、同じ状態に切り替わります。

ミュート操作を取り消すには、同じトラックのミュートボタンをマウスでドラッグするだけです。
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10 音源とエフェクトを使って作業する

「LogicPro」には、チャンネルストリップに挿入できるさまざまなソ
フトウェア音源やエフェクト処理のプラグインが用意されています。
外部のMIDI音源やエフェクトユニットも利用できます。

この章では、「 LogicPro」で音源やエフェクトを使用する場合に必要な手順を詳しく説明します。

Â プラグインを挿入／削除／バイパスする

Â チャンネルストリップ全体のプラグイン構成を読み込む／削除する

Â プラグインウインドウのヘッダを使う

Â プラグイン設定を選択する／管理する

Â 外部のMIDI音源やエフェクトを設定する／使う

Â 外部のReWire対応アプリケーションと音源を設定する／使う

「アレンジ」ウインドウのトラックとチャンネルストリップの関係については、「トラックを使っ

て作業する」の章の最初でも説明していますが、ここでも簡単に説明します。

また、プラグインのルーティングに関するその他の基本情報や他社製プラグインの使用方法など

についてもこの章で説明します。

内蔵音源やエフェクトプラグインの詳細な説明、およびすべてのプラグインパラメータの使いか

たなどは、「Logic Studio 音源およびエフェクト」にあります。
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ミキサーとチャンネルストリップの基礎知識
プラグインの使いかたについて説明する前に、チャンネルストリップのいくつかの機能について

基本的な理解を深める必要があります。チャンネルストリップとミキサーの全機能の詳細な説明

は、541ページの第 25章「ミキシング」にあります。

ミキサーおよび「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップでは、「アレンジ」ウインドウ

に表示されるオーディオおよび音源（ソフトウェアまたはMIDI）トラックのほか、オグジュア
リー（AUX）チャンネルや出力チャンネルを操作します。各チャンネルストリップはアレンジ内
のトラックに対応し、それぞれのトラックを制御できます。別の言いかたをすれば、アレンジト

ラックは特定のチャンネルストリップにルーティングされています：

Â オーディオチャンネルストリップはオーディオトラックを制御します。

Â 音源チャンネルは音源トラックを制御します（ソフトウェア音源のプラグインは音源チャンネ

ルの音源スロットに挿入されます）。

Â 外部MIDIチャンネルは外部MIDIのトラックを制御します。これらトラックのデータは、MIDIサ
ウンドモジュールとキーボードを制御するために、MIDI アウトプットポートとチャンネルに
ルーティングされます。音源全体またはMIDIサブチャンネルのいずれかとして制御できます。

ミキサーチャンネルは、「アレンジ」ウインドウで新しいオーディオ、音源、外部MIDIトラック
を作成すると自動的に生成されます。

「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップ（インスペクタの下端に表示）では、左側に選
択しているトラックのオーディオまたは音源のチャンネルストリップが表示され、右側にこの
チャンネルストリップの主要な（第1）出力先が表示されます。
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出力チャンネルは次のいずれかになります：

Â 使用するオーディオインターフェイスの物理的なオーディオ出力（または出力ペア）である出

力チャンネルストリップ。

Â


Auxチャンネルストリップ（センドエフェクトを挿入するチャンネルストリップ）。

たとえば、左側のチャンネルストリップのセンド1を Auxチャンネル4にルーティングすると、
第4Auxチャンネルストリップが表示されます。左側のチャンネルストリップのセンドスロット 
2（AUX7 にルーティングされている）をクリックすると、右側のチャンネルが更新されて第7
Auxチャンネルストリップが表示されます。左側のチャンネルストリップの出力スロットで特定
の出力を選択すると、その選択した出力チャンネルストリップが右側に表示されます。左側の

チャンネルストリップを単に出力チャンネルにルーティングするのであれば、デフォルトで出力

チャンネルストリップが表示されています。

プラグインの挿入、チャンネルのルーティング、チャンネル構成などのほとんどのタスクは、作

成ワークフローの一部として「アレンジ」ウインドウで実行します。このため、この章で説明す

るすべての関連機能については、「ミキサー」ではなく、「アレンジ」ウインドウのチャンネルス

トリップを使用する必要があります。

「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップ（選択しているトラックに関する）は、「ミキ

サー」の内容を「反映した」ものになります。必要であれば、この「ミキサー」のチャンネルの

リモート制御として「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップを表示することができます。

∏ ヒント：ミキサーは、アレンジ・トラック・リストのトラックのアイコンをダブルクリックす
れば簡単に表示できます。対応するチャンネルストリップ（クリックしたトラックの）は、ミ

キサーで選択されています。
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続ける前に、オーディオや音源チャンネルストリップに関して、チャンネル入力の「形式」、パ

ンコントロール、レベルフェーダーの3点について知っておく必要があります。

チャンネル入力形式を設定する
チャンネルのステータス（モノラル、ステレオ、サラウンド）は、チャンネルの入力形式によっ

て決まります。

ソフトウェア音源と外部 MIDIチャンネルには、チャンネル入力形式ボタンがありません。

選択した入力形式は、次の2点に影響します：

Â チャンネルストリップに表示されるプラグインを利用できるバージョン：

Â モノラルチャンネルストリップの場合、モノラル->モノラル、またはモノラル->ステレオの
バージョン

Â ステレオチャンネルストリップの場合、ステレオ->ステレオのバージョン

Â サラウンドチャンネルストリップの場合、サラウンドまたはマルチモノのバージョン

Â パンコントロールによって決まるステレオフィールドのチャンネル信号の位置。

Â モノチャンネルの場合（左右の入力形式チャンネルが含まれる）、パンコントロールによっ

て信号の左／右の位置が決まります。

Â ステレオチャンネルの場合、パンコントロールによって左右のチャンネル信号のバランスが

決まります。

参考：サラウンドパンポットにアクセスするには、まず、チャンネルストリップの「出力」メ
ニューからチャンネルの出力形式を設定する必要があります。

フォーマットボタン

パン／バランスコントロール

レベルフェーダー

チャンネルストリップ設定

メニュー

音源スロット
出力スロット

センドスロット

インサートスロット
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選択しているオーディオトラックにチャンネルストリップの入力形式を設定するには：
m 「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップのレベルメーターの下にあるボタンをクリック

したまま、表示されるメニューから入力形式を選択して設定します。

∏ ヒント：ステレオチャンネルまたはモノチャンネルの場合、ボタンをクリックするだけでモノ
とステレオを切り替えることができます。

Â モノラル： 1つの円はモノ入力形式を表します。レベルメーターの表示は 1列です。
Â ステレオ： 2つの交差した円はステレオ入力形式を表します。ステレオ入力形式が選択されて
いる場合、レベルメーターは2列に表示されます。

Â 左： 2つの円で左側が塗りつぶされている場合は、左チャンネルの入力形式を示します。この
入力形式が選択されている場合、チャンネルストリップはオーディオファイルの左チャンネル

のみを再生します。

Â 右： 2つの円で右側が塗りつぶされている場合は、右チャンネル入力形式を示します。この入
力形式が選択されている場合、チャンネルストリップはオーディオファイルの右チャンネルの

みを再生します。

Â サラウンド： 5つの円はサラウンドチャンネル入力形式を示します。サラウンド入力形式が選
択されている場合、レベルメーターは複数の列で表示されます（列の数はプロジェクトのサラ

ウンドフォーマットに対応します）。

左ステレオ 右 サラウンドモノラル
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チャンネルのパンまたはバランス、および再生レベルを設定する
チャンネルのパン位置と再生レベルを設定するには、パンコントロールとレベルフェーダーを使
用します。

パン位置（モノ入力形式のチャンネルの場合）またはバランス（ステレオ形式のチャンネルの場
合）を設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

m パンコントロールの中央をクリックして上下にドラッグします。

Â パンまたはバランスを右チャンネルに移動するには上にドラッグします。

Â パンまたはバランスを左チャンネルに移動するには下にドラッグします。

m パンコントロールの中央をOptionキーを押しながらクリックすると、中央の位置にリセットさ
れます。

再生レベルを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m レベルフェーダーのハンドルをクリックして上下にドラッグします。

m



Optionキーを押しながらハンドルをクリックすると、中央の位置（ 0.0dB）にリセットされます。

モノラル、ステレオ、およびサラウンドエフェクトを操作する方法
モノラル、ステレオ、サラウンドエフェクトのインスタンスをチャンネルストリップに挿入でき
ます。

チャンネルストリップの入力形式と一致するバージョンのプラグインのみを挿入できます（たと
えば、モノラル入力形式のチャンネルの場合は、モノラル-＞モノラル、またはモノラル-＞ス
テレオのプラグインです）。

チャンネルフォーマットが一致しないプラグインを挿入するには：
m


Optionキーを押しながらチャンネルのインサートスロットをクリックします。

プラグインメニューには、一致する形式だけではなく、プラグインがサポートしているすべての

フォーマットが表示されます。ダウンミックスまたはアップミックスが必要な場合は、自動的に
行われます。

プラグインを挿入／移動／削除する
プラグインは大まかに2つのカテゴリに分けられます：
Â ソフトウェア音源。MIDIノートメッセージに応答する

Â オーディオエフェクト。 MIDIノートメッセージに応答しない

また、AudioUnit形式には、さらに次の2つのプラグインタイプがあります：
Â ジェネレータ

Â


MIDI制御エフェクト

名前から分かるように、ジェネレータ系のAudioUnitプラグインはオーディオ信号を生成しま
す。ただし、ソフトウェア音源とは対照的に、MIDI ノートメッセージをトリガする必要があり
ません。

AudioUnitMIDI制御エフェクトは、標準のオーディオ・エフェクト・プラグインと異なり、MIDI
を介して制御できます。このため、これらの使いかたは異なります。
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参考：また、「 LogicPro」では、サンプル・エディタ・ウインドウで非リアルタイムの AudioSuite
プラグイン形式を開くことができます。詳細については、518ページの「AudioSuiteプラグイン
を使う」を参照してください。TDM プラグインの詳しい使いかたについては、「Logic Pro 8
TDMガイド」で説明します。

各プラグインタイプが使用できる場所
Â エフェクトプラグインは、すべてのオーディオ・チャンネルストリップ・タイプのインサート

スロットに挿入できます（オーディオ、音源、AUX、出力）。
Â ソフトウェア音源は、音源チャンネルストリップにのみ挿入できます。これらのチャンネルス
トリップには、出力スロットのすぐ上に音源スロットがあり、ソフトウェア音源の挿入に使用

できます。

Â


AudioUnitジェネレータは音源チャンネルストリップにのみ挿入できます。

Â


AudioUnitMIDI制御エフェクトは、音源チャンネルの音源スロットに挿入します。処理する
オーディオ信号は、プラグインの「サイドチェーン」メニューから選択します。

エフェクトプラグインを挿入するには： 
1 チャンネルストリップのインサートスロットをクリックします。

プラグインメニューには、利用可能なすべてのエフェクトプラグインがカテゴリに分けて表示さ

れます。

2 メニューの各レベルを参照し、プラグイン名をクリックして選択します。すると、選択したチャ

ンネルストリップ入力形式に一致したバージョンのプラグインが読み込まれます。

また、該当するエントリーをクリックすれば、プラグインのバージョンをモノ、またはモノから

ステレオのどちらにするか選択できます。

「LogicPro」のエフェクトはディレイやリバーブなどさまざまなカテゴリに分けて表示され、
AudioUnit や TDM のエフェクトは対応するサブメニューに表示されます（これらのサブメ
ニューは、お使いのシステムにこれらの形式のプラグインがインストールされている場合のみ表

示されます）。
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ソフトウェア音源、AudioUnitジェネレータ、MIDI制御エフェクトを挿入するには：
m 音源チャンネルストリップの音源スロットをクリックし、必要なソフトウェア音源、AudioUnit
ジェネレータ、MIDI制御エフェクト（名前とタイプ）をプラグインメニューから選択します。

∏ ヒント：音源の名前を選択するだけで、ステレオ形式のチャンネル上のステレオに音源を挿入
できます。

選択した音源、エフェクト、ジェネレータのプラグインウインドウが自動的に表示されます。挿

入後にプラグインウインドウを自動的に表示したくない場合は、「LogicPro」＞「環境設定」＞
「オーディオ」＞「一般」タブと選択して表示される「挿入時にプラグインウインドウを開く」の

設定をオフにします。

プラグインパラメータはすべて、プラグインウインドウで調整できます。詳細については、
223ページの「プラグインのパラメータを調整する」のセクションを参照してください。

プラグインを削除するには：
m 削除するインサートスロットまたは音源スロットをクリックし、表示されるメニューから「プラ
グインなし」を選択します。

プラグインを置き換えるには：
m インサートスロットをクリックし、置き換えるプラグインのタイプを参照します。

複数音源出力にアクセスする
「LogicPro」は、EXS24mkII、Ultrabeat、およびすべての AudioUnit 音源のマルチ出力をサ
ポートしています。

音源プラグインメニューには、モノラルバージョンおよびステレオバージョン以外に、1つまた
は複数のマルチ出力オプションが表示されることがあります。
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プラグインメニューには、出力構成に関する追加情報も表示されます。次に例を挙げます：

Â 音源名： マルチ出力（2×ステレオ、4×モノ）
Â 音源名： マルチ出力（4×ステレオ）

参考：すべての音源（「LogicPro」または他社製）がマルチ出力機能に対応しているわけではあ
りません。マルチ出力オプションを持たない音源に、マルチ出力機能はありません。

マルチ出力音源を挿入して設定するには：
1 プラグインメニューで、目的のマルチ出力のインスタンスを選択します。

Â マルチ出力音源の最初の 2出力は、プラグインを挿入した音源チャンネルで必ずステレオペア
として再生されます。

Â その他の出力（3、4、 5、 6など）には、Auxチャンネルストリップからアクセスします。

2 音源のインターフェイスで、各サウンドやサンプルに対して出力ルーティングを設定する必要が

あります。このルーティング設定は、メニューから実行します。メニューには、メイン、34、56
などの項目が表示されます。
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3 ミキサーを開き、マルチ出力音源（Ultrabeat など）を挿入した音源チャンネルの「＋」ボタン
をクリックします。

参考：「＋」ボタンは、マルチ出力音源のチャンネルにのみ表示されます。

挿入したマルチ出力音源にすでに割り当てられている音源チャンネルの右側に、 Auxチャンネル
ストリップが表示されます。

4 音源プラグインで利用できる各ステレオ出力やモノラル出力にもそれぞれ Aux チャンネルを作
成するには、同様に「＋」ボタンをクリックします。

Auxチャンネルは、マルチ出力音源で使用する出力数に必要なだけ作成するようにしてください。

マルチ出力音源に1 つでもAux チャンネルストリップを作成すると、「＋」ボタンの横に「－」
ボタンが表示されるようになります。

「－」ボタンをクリックすると、Auxチャンネルが削除されます。
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ChannelEQを使う
ChannelEQは、一般的なインサートエフェクトです。ほとんどのミキシングでチャンネルに対
する最初のエフェクトとして使用し、ほかのタイプのエフェクトを適用する前にチャンネル信号

のサウンドを変化させることができます。

ChannelEQを挿入するには、以下のいずれかの操作を行います：
m インサートスロット1が使われていないチャンネルストリップで： チャンネルストリップ上部の

EQ領域をダブルクリックし、ChannelEQを最初のインサートスロットに挿入します。 

EQ領域が、ChannelEQの内容のサムネール表示に変わります。サムネール表示からは、各チャ
ンネルで使用されている EQ設定の概要が分かります。

m インサートスロット1が使われているチャンネルストリップで： EQ領域をOptionキーを押しな
がらダブルクリックして、ChannelEQを最初のプラグインとして挿入し、チャンネルストリッ
プの既存のすべてのプラグインを1スロット下に移動します（必要であれば、それぞれのオート
メーションデータを適切にリダイレクトします）。

インサートスロット1が使われているチャンネルストリップの EQ領域をダブルクリックすると、
ChannelEQは次に利用可能な（未使用の）スロットに挿入されます。

ChannelEQは、ほかのプラグインと同じように、任意のインサートスロットに自由に挿入でき
ます。ChannelEQは、プラグインメニューの「 EQ」セクションにあります。EQ領域のサムネー
ルグラフィックスとして表示されるのは、最初（最も上）のChannelEQのみです。

ChannelEQ のパラメータの詳細については、「Logic Studio 音源およびエフェクト」を参照し
てください。

エフェクトと音源を移動する
ハンドツールを使って、チャンネルストリップ間でエフェクトや音源を移動することができます。

プラグインを別のインサートスロットや音源スロットに移動するには：
1 ミキサーを開き、ハンドツールを選択します。
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2 使用しているインサートスロットまたは音源スロットでプラグイン名（青色のラベルに表示）を

選択し、移動したい（不使用の）ターゲットスロットにドラッグします。

ドラッグ＆ドロップの操作時には、移動先候補となる空のスロットがオレンジ色の四角形で表示

されます。また、エフェクトをインサートスロット同士の間に配置する場合には、挿入可能な位

置に線が表示されます（以下を参照）。

プラグインを別のスロットにコピーするには：
m ハンドツールを選択し、 Option キーを押しながら、使用しているスロットからコピー先の使用
していないターゲットスロットにプラグイン名をドラッグします。

同じチャンネルストリップでエフェクトプラグインを別のプラグインと入れ替えるには：
m ハンドツールを選択し、 Optionキーを押しながら、使用しているインサートスロットからコピー
先の使用しているターゲットスロットにプラグイン名をドラッグします。

プラグインのスロット位置が入れ替わります。たとえば、スロット1 ～ 3 に、それぞれリバー
ブ、コーラス、ディレイのプラグインが挿入されているチャンネルストリップで、スロット1の
プラグインをスロット3 にドラッグすると、スロット3 にリバーブが挿入され、ディレイはス
ロット1 に移動します。もちろん、エフェクトの位置が変わればャンネルのサウンドも変化し
ます。

参考：ハンドツールを使ってプラグインをチャンネルストリップ間でドラッグする場合、移動先
のチャンネルにすでに存在するプラグインは、入れ替えられるのではなく置き換えられます。

2つのインサートスロットの間にエフェクトプラグインを挿入するには：
1 ハンドツールを選択します。

2 使用しているインサートスロットからプラグイン名をクリックして、使用している 2 つのイン
サートスロットの間にドラッグし、マウスボタンを放します。

使用している2つのインサートスロットの間に新しくスロットが作成され、エフェクトが挿入さ
れます。ドロップした位置（新しいスロット）の下にあるエフェクトは、1つずつ下にずれます。

参考：チャンネルで15 個全部のインサートスロットが使われている場合は、挿入されているプ
ラグインを置き換えない限り、新たにプラグインを挿入することはできません。
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ハンドツールと修飾キーを使う
ハンドツールは、ミキサーで2番目のデフォルトツールです。クリックしながらコマンドキーを
押すと、ポインタツールからハンドツールに切り替わるため、コマンドキーを押しならがドラッ

グする方法でプラグインを移動できます。Option ＋コマンドキーを押しながらドラッグするこ
とで、プラグインをコピーできます。また、「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップで

は、音源スロットやインサートスロットにカーソルがあるときにコマンドキーを押すと（または

右クリックすると）ハンドツールを使うことができます。

チャンネルストリップ構成全体を読み込む／削除する
メディア領域の「ライブラリ」タブでは、チャンネルストリップに複数のプラグインをロードし

て保存できます（それぞれのパラメータ設定も含みます）。

同様の操作は、チャンネルストリップの上端にある「設定」ボタンをクリックしても実行できます。

この機能は次のように使用できます。

Â チャンネルのタイプに関係なく、複雑なマルチエフェクト構成を設定して保存する。

Â マルチ出力のソフトウェア音源で使用する特定のルーティング構成を設定する。

Â プロジェクト間でルーティングやエフェクト構成をコピーする。

Â 新しいプロジェクトテンプレートを簡単に作成する。

チャンネルストリップ設定（CST ファイル）は、チャンネルタイプに固有のものです。つまり、
音源チャンネルには「BrightPopPiano」や「HardFlangingClav」などの音源設定（プリセッ
ト）があり、音源、GarageBand、JamPack のカテゴリに分かれています。オーディオチャン
ネルでは、特定の音源、ボーカル、その他の処理タスクに最適化されたエフェクトルーティング

が可能です。同様に、出力チャンネルや Auxチャンネルには、特定のマスタリング処理やスイー
トニング処理に適したチャンネルストリップ設定があります。

「設定」メニューでチャンネルストリップ設定を読み込むには：
1 チャンネルストリップの上にある「設定」ボタンをクリックします。

そのチャンネルストリップのタイプで利用できるすべてのチャンネルストリップ設定を列挙し

たメニューが表示されます。

2 参照して目的の設定の名前をクリックし、選択します。

「ライブラリ」タブでチャンネルストリップ設定を読み込むには：
1 最初に、使用するチャンネルストリップを選択します（ミキサーで、またはアレンジトラックを

選択して）。
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2 メディア領域の「ライブラリ」タブをクリックしてライブラリを表示します。メディア領域が表

示されていない場合は、「アレンジ」ウインドウのツールバーにある「メディア」ボタンをクリッ

クします。

ライブラリには、選択しているチャンネルストリップで利用できるすべてのチャンネルストリッ

プ設定がカテゴリメニューに分類されて表示されます。

3 カテゴリメニューを参照し、目的の設定名をクリックして関連するすべてのプラグインを選択し

ているチャンネルストリップに挿入します。

チャンネルストリップをリセットするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「チャンネルストリップ設定」メニューの「チャンネルストリップをリセット」を選択する。

m 「ライブラリ」タブの下端にある「元に戻す」ボタンをクリックする。

チャンネルストリップ設定を削除するには：
m 「チャンネルストリップ設定」メニューの「チャンネルストリップ設定を削除」を選択します。

次または前のチャンネルストリップ設定を選択するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「設定」ボタンをクリックし、「前のチャンネルストリップ設定」または「次のチャンネルスト

リップ設定」コマンドを選択します。
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m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â 次のチャンネルストリップ設定

Â 前のチャンネルストリップ設定

Â 次のチャンネルストリップ設定、プラグイン設定、またはEXSインストゥルメント
Â 前のチャンネルストリップ設定、プラグイン設定、またはEXSインストゥルメント
リストに表示されている前または次のチャンネルストリップ設定が読み込まれます。この機能

は、たとえば適切なディレイやクラビネットサウンドを探す場合に便利です。

チャンネルストリップ設定をコピー＆ペーストするには：
m 「設定」ボタンをクリックし、表示されるメニューから「チャンネルストリップ設定をコピー」ま

たは「チャンネルストリップ設定をペースト」を選択します。

また、「チャンネルストリップ設定をコピー」や「チャンネルストリップ設定をペースト」のキー

コマンドを使用することもできます。

参考：チャンネルストリップを（読み込むのではなく）ペーストする場合は、レベルフェーダー、
パン・センド・レベル、およびすべてのルーティング先も、クリップボードにあるチャンネルス

トリップ設定に従って設定されます。

チャンネルストリップ設定を保存するには：
1 「設定」ボタンをクリックし、「チャンネルストリップ設定を別名で保存」を選択します（または
対応するキーコマンドを使います）。

2 「チャンネルストリップ設定を別名で保存」ダイアログで、保存先のサブフォルダ（ある場合）を
選択してチャンネルストリップ設定の名前を入力します。

チャンネルストリップにはさまざまな種類があるため、「チャンネルストリップ設定」フォルダ

にはチャンネルタイプ別にサブフォルダがあります。これらのサブフォルダ構造は、各タイプの

チャンネルストリップの「設定」メニューに反映されています。

「チャンネルストリップ設定」フォルダの構造は変更しないでください。ただし、必要であれば

新しいフォルダを作成し、その中に保存してもかまいません。フォルダが選択されていない場合、

保存したチャンネルストリップ設定は機能の下の「チャンネルストリップ設定」メニューに直接

表示されます。

チャンネルストリップ設定は、MIDI プログラムチェンジメッセージを送信すれば、リモートで
切り替えることができます。このため、MIDI キーボードのボタンを押すことによって、お気に
入りのサウンド（ソフトウェア音源やエフェクトプラグインなどを含めることができる詳細な
チャンネルストリップ設定で構成される）を選択できます。これはチャンネルストリップパ

フォーマンスと呼ばれ、「 LogicPro」のライブでの使用を想定して設計されたものです。

重要：チャンネルストリップパフォーマンスの切り替えは、 MIDI チャンネル1 で送信されたプ
ログラムチェンジメッセージのみで行います。ほかのMIDIチャンネルで送信されたすべてのプ
ログラムチェンジメッセージは、該当すればAudioUnit音源に転送されます。
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チャンネルストリップパフォーマンスは、すべてのタイプのオーディオチャンネルストリップに

使用できます。これらは、「パフォーマンス」サブフォルダ（ ~/ライブラリ/ApplicationSupport/
Logic/ChannelStripSettings/ チャンネルストリップ名）に保存されます。パフォーマンス名
は、対応するプログラムチェンジ番号で始まります（例：001Piano、 045FlangeGuitar、
111ArcoCelloHall）。128のパフォーマンスがあります（利用可能な128のプログラムチェンジイ
ベントに対応しています）。

パフォーマンス設定を作成するには：
1 パフォーマンスとして利用できるようにチャンネルストリップを構成します（たとえば、出荷時

のライブラリからチャンネルストリップ設定を開き、必要に応じて変更します）。 

2 「設定」ボタンをクリックし、「パフォーマンスとして保存」を選択します。

3 続いて表示されるダイアログでパフォーマンス名を入力し、プログラムチェンジ番号を選択して

「OK」をクリックします。

4



MIDIコントローラからプログラムチェンジ番号を送信します。

チャンネルストリップは、割り当てられているパフォーマンス番号に対応するプログラムチェン

ジメッセージを（MIDIチャンネル1で）受け取ると、そのパフォーマンスをロードします。

参考：割り当てられていないプログラムチェンジ番号が送信されると、チャンネルストリップは
そのメッセージを無視して現在ロードしているチャンネルストリップパフォーマンス設定のま

まにします。

保存されているすべてのパフォーマンス設定は、「チャンネルストリップ設定」メニューの「パ

フォーマンス」フォルダに表示されます。
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プラグインウインドウを使う
プラグインの実際の操作は、プラグインウインドウで実行します。このウインドウからプラグイ

ンのすべてのパラメータにアクセスできます。プラグインの各インスタンスにはそれぞれウイン

ドウがあり、個別に設定することができます。

プラグインウインドウは、プラグインを挿入すると自動的に表示されます。この動作は、

「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一般」タブにある「挿入時にプラグインウイ
ンドウを開く」チェックボックスの選択を解除すれば変更できます。

プラグインウインドウを閉じるには：
m プラグインウインドウの左上隅にある「 X」アイコンをクリックします。

参考：プラグインウインドウを閉じても、プラグインは無効になりません。

プラグインウインドウを開くには：
m 割り当てられたインサートスロットまたは音源スロットをダブルクリックします（プラグインの

名前がスロットに表示されています）。

開いているすべてのプラグインウインドウを隠すには／表示するには：
m 「すべてのプラグインウインドウを隠す／表示」キーコマンドを使います（デフォルトのキーコ

マンドはVキーです。）

プラグインのパラメータを調整する
このセクションでは、「LogicPro」のプラグインウインドウで共通のパラメータ要素の操作方法
について簡単に説明します。各プラグインのパラメータの詳細については、「Logic Studio 音源
およびエフェクト」を参照してください。

プラグインウインドウのボタンを切り替えるには：
m ボタンをクリックします。
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次または前のオプションに切り替えられます。または、オン／オフが切り替えられます。

パラメータスライダを調整するには：
m スライダをクリックしたまま上下左右にドラッグします。

m コマンドキーを押しながら、スライドの値の範囲内をクリックすると、クリックした個所の値に

設定されます。

回転ノブを調整するには：
m 回転ノブの中央をクリックしたまま上下にドラッグします。

m コマンドキーを押しながら、回転ノブの円周の値をクリックすると、クリックした個所の値に設

定されます。

数値フィールドを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：
m パネルの数値をクリックしたまま上下にドラッグします。

m フィールドをクリック（またはダブルクリック）して、キーボードから数値を入力します。

m パネルに並んで上下の矢印がある場合は、それらをクリックして1ステップずつ値を増減させる
ことができます。

m 数値パネルのポップアップメニューに値が表示される場合は、そこから値を選択して設定でき

ます。

パラメータをデフォルト（または中央）値にリセットするには：
m


Optionキーを押しながらクリックします。

パラメータを細かく調整するには：
m


Shiftキーを押したまま、コントロールをクリックしてドラッグします。

マウスホイールを使用して「LogicPro」のプラグインパラメータを調整することもできます。
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プラグインパラメータをマウスホイールで調整するには：
1 調整するLogicProプラグインのパラメータ上にマウスのカーソルを置きます。 

2 マウスホイールをクリックして移動します。

∏ ヒント：マウスホイールの代わりに、 MacBookや PowerBookのマウスパッドを使用することも
できます。

プラグインウインドウで共通の機能
プラグインウインドウの上端にあるヘッダ領域は、すべてのプラグインで共通です。プラグイン

を使用する上で重要な機能がいくつか用意されています。

プラグインウインドウのヘッダを表示するには／非表示にするには：
m プラグインウインドウの右上隅にあるアイコンをクリックします。

プラグインウインドウをリンクする
左端にあるボタン（鎖のマーク）はリンクボタンです。

リンクボタンがオンの場合
Â


1つのプラグインウインドウで、開いているすべてのプラグインを表示します。新しいプラグ
インを開くたびに、ウインドウはそのプラグインを表示するために更新されます。

Â アレンジで別のトラックを選択すると、表示しているプラグインウインドウが更新されて新し

く選択したトラック／チャンネルストリップに対応するスロット番号が表示されます。

例を挙げます：

Â 音源チャンネルストリップ1に割り当てられているトラック1が、ES1インスタンスを読み込
んでいます（音源スロットに）。

Â 音源チャンネルストリップ2に割り当てられているトラック 11が、EXSmkIIインスタンスを
読み込んでいます。

Â トラック 1 と  11 を切り替えると、プラグインウインドウが自動的に更新されて ES1 と
EXS24mkIIをそれぞれ表示します。

リンクボタンがオフの場合
複数のプラグインウインドウを同時に開くことができます。これらは、トラックやプラグインを

新たに選択してもそれらを表示するようには更新されません。開いている各プラグインウインド

ウは、そのまますべてのパラメータの更新や変更を表示します。

リンクをオフにすると、 2つのプラグインの設定を比較する場合や開いている複数のプラグイン
ウインドウのパラメータを同時に調整する場合に便利です。
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プラグインをバイパスする
プラグインを削除せずに無効にしたい場合やチャンネルに残したまま無効にしたい場合は、その

プラグインをバイパスします。バイパスされたプラグインは、システムリソースを消費しません。

プラグインをバイパスするには、以下のいずれかの操作を行います：
m プラグインウインドウのヘッダの左側にある「バイパス」ボタンをクリックします。

m （ミキサーまたはインスペクタで）Optionキーを押しながら、チャンネルストリップのバイパス
するインサートスロットまたは音源スロットをクリックします。

バイパスするプラグインのインサートスロットがブルーからグレイに変わり、プラグインが現在

バイパスされていることを示します。

「設定」機能を使う
プラグインの現在のすべてのパラメータ設定は、プロジェクトファイルに保存されています。こ

れらの設定は、次に読み込まれるときに自動的に呼び出されます。また、プラグインパラメータ

への変更を保存して呼び出すこともできます。これらの設定は、設定領域から個別の設定（また

はプリセットとも言います）として保存し、呼び出します。

設定領域は、「バイパス」ボタンの右に表示されます。

Â「次の設定」および「前の設定」ボタン： クリックすると、前または次のプラグイン設定をロー
ドします。

Â「設定」フィールド： 現在のプラグイン設定の名前を表示します。クリックすると、「設定」メ
ニューが表示されます。

Â「比較」ボタン： クリックすると、変更したプラグイン設定とプロジェクトに保存されている
設定を比較します。

Â「コピー」と「ペースト」ボタン： クリックすると、プラグイン設定をコピーまたはペースト
します。
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設定を読み込むには：
1 「設定」フィールドをクリックして「設定」メニュー（「チャンネルストリップ設定」メニューで
はなく、プラグインウインドウの方のメニュー）を開きます。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â メニューまたはカテゴリのサブメニューを参照して、使用する設定を選択します。

Â「設定を読み込む」コマンドを選択します。選択すると、ファイルの選択ボックスが表示され

ます。そのプラグインタイプで使用できる設定のみが表示されます。プラグインごとにパラ

メータセットは異なるため、ファイルフォーマットもそれぞれ異なります。

参考：また、「アレンジ」ウインドウの「メディア」領域の「ライブラリ」タブからプラグイン
設定を選択することもできます。232ページの「プラグイン設定の選択に「ライブラリ」を使う」
を参照してください。

次または前の設定を選択するには、以下のいずれかの操作を行います：
m プラグインのヘッダで、前の設定を選択するには左向きの矢印をクリックし、次の設定を選択す

るには右向きの矢印をクリックします。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â 次のプラグイン設定

Â 前のプラグイン設定
Â 次のプラグイン設定またはEXSインストゥルメント
Â 前のプラグイン設定またはEXSインストゥルメント

Â 次のチャンネルストリップ設定、プラグイン設定、またはEXSインストゥルメント

Â 前のチャンネルストリップ設定、プラグイン設定、またはEXSインストゥルメント

設定を置き換えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m プラグインの設定メニューを参照して、使用する設定を選択します。

m 「設定を読み込む」コマンドを選択し、ファイル選択ボックスから使用する設定を選択します。
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設定に互換性があるプラグインと置き換える
プラグインを設定に互換性がある別のプラグインに置き換えると、新しいプラグインは置き換え

られたプラグインの設定を自動的に使用します。

ES2ベースのGarageBand音源をES2に置き換えると、挿入したES2では、元のES2ベースの
GarageBand音源と同じ設定が使用されます。これは、ほとんどのEXSベースの GarageBand
音源にもあてはまりますが、ハイブリッドモーフィングとハイブリッドベーシックの2つは例外
です。

変更したプラグインパラメータと元の設定を比較するには： 
1 目的のプラグインパラメータを調整します。

2 「比較」ボタンをクリックすると、最初に（プロジェクトで）ロードしたパラメータ設定と「調
整した」パラメータ設定が切り替わります。

この機能によって、プラグインの設定を2バージョン用意してオーディオや音源トラックの再生
を試聴できます。調整したバージョンは、「設定」メニューから新しいプラグイン設定として保

存できます。

「比較」ボタンは、調整した設定と参照設定を比較します。参照設定は、プロジェクトを最後に

保存したときに保存された設定です（プロジェクトを開いてから保存した場合も含めてその最新

の設定です）。

この方法では、プロジェクトを保存するだけで参照設定を簡単に変更できることになります。

設定を元のパラメータに戻すには：
m 「設定」メニューの「設定をリセット」を選択します（または設定を再ロードします）。

このコマンドによって、参照設定のパラメータ値が元に戻ります。読み込まれている設定がない

場合は、#default設定が使用されます。

現在のプラグインパラメータをコピーするには：
m プラグインのヘッダの「コピー」ボタンをクリックします（または、「設定」メニューの「設定

をコピー」を選択します）。

すべてのパラメータ設定がプラグイン設定のクリップボードにコピーされます。これは、グロー

バルなLogicProクリップボードとは別のものです。

コピーしたプラグインパラメータをペーストするには：
m プラグインのヘッダの「ペースト」ボタンをクリックします（または、「設定」メニューの「設

定をペースト」を選択します）。

参考：これは、同じタイプのプラグイン同士でのみ機能します（たとえば、2つのコンプレッサ
インスタンスなど）。ES2や一部のES2ベースのGarageBandinstrumentsなどのプラグインは、
いくつかのパラメータが共有されているため、これらのプラグインでは自由にパラメータ設定を

コピー＆ペーストできます（ 229ページの「プラグインウインドウの内容を切り替える」を参照）。
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設定を保存するには、「設定」メニューで以下のいずれかの操作を行います：
m 「設定を保存」を選択： 現在のプラグインパラメータの値が設定として保存されます。これは既
存の設定を上書きします。

m 「設定を別名で保存」を選択： 設定に名前を付けて、フォルダの場所も指定して保存できます。
「別名で保存」ダイアログで新しいフォルダを作成することもできます。

参考：フォルダの場所（既存または新しく作成した）は、関連するプラグインのフォルダにする
必要があります。たとえば、ES2 フォルダの「LeadSynths」サブフォルダに、EuroLeadとい
う名前で設定を保存できます。

デフォルトの設定を作成するには：
m いずれかのプラグインタイプの「設定」フォルダに#defaultという名前で設定を保存します。

そのプラグインタイプを表示すると、このデフォルト設定が必ず読み込まれます。#default設定
は、新しいプラグイン設定を作成する際の土台にできるほか、「さまざまな調整」を行う際のバッ

クアップ設定とすることができます。

設定を削除するには：
m 「設定」メニューの「設定を削除」を選択します。

プラグインウインドウの内容を切り替える
開いているプラグインウインドウは、「チャンネルストリップを表示」と「Insert を表示」メ
ニューの2通りの方法で再割り当てできます：
Â「チャンネルストリップを表示」メニューをクリックすると、同じプラグインを使用している

すべてのチャンネル間でプラグインウインドウを切り替えることができます。たとえば、ト

ラック1 と6に ES2 を挿入している場合、これらのチャンネルストリップを切り替えて、そ
れぞれのトラックのES2インスタンスのパラメータを調整できます。

Â「Insertを表示」メニューをクリックすると、選択しているチャンネルのプラグインスロットを
切り替えることができます。たとえば、あるチャンネルでイコライザとES2プラグインを使用
している場合、この2つのプラグインを切り替えることができます。
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プラグインウインドウの表示モードを切り替える
プラグインパラメータは、コントロール表示とエディタ表示の 2 つの形式で表示できます。エ
ディタ表示は、プラグインのグラフィカルインターフェイスを表示します（ 1つでも存在する場
合）。

コントロール表示は、プラグインのすべてのパラメータを表示します。パラメータの左には数値

を設定できるフィールドと水平方向のスライダがあります。これらのフィールドは、データ値の

表示と入力の両方で使用します。

表示モードを切り替えるには：
m プラグインのヘッダの「表示」メニューから「コントロール」または「エディタ」を選択します。

プラグインをサイドチェーン処理する
サイドチェーン入力に対応しているすべてのプラグインには、プラグインウインドウのヘッダの

右側に「サイドチェーン」メニューが表示されます。このメニューから、オーディオチャンネル、

入力チャンネル、Auxチャンネルをサイドチェーンを介してプラグインにルーティングできます。

また、以下のステップに従って、音源チャンネルをサイドチェーン信号としてルーティングする
こともできます：

1 音源チャンネル（たとえば音源5）で Auxチャンネル（たとえばAUX3）へのセンドを作成します。

2 処理するオーディオチャンネルで、選択したAuxチャンネル（この場合はAUX3）をプラグイン
の「サイドチェーン」メニューで選択します。

サイドチェーン入力が選択されると、プラグインは、挿入するチャンネルのオーディオをサイド

チェーンから入力されるトリガインパルスを使用して処理します。

コントロール表示 エディタ表示
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プラグインをトリガするタイミングは、サイドチェーン入力の信号ピーク（送信された音源信号）

とプラグインのしきい値パラメータの両方によって判断されます。

サイドチェーン処理の例
Â ドラムトラックをサイドチェーン入力信号としてトリガに使用して、サスティンのかかった

パッドサウンドをノイズゲートを通して送信してみます。すると、ドラムトラックの信号ピー

クに合わせたリズミカルなパッドサウンドが得られます。

Â ベースギターのチャンネルにノイズゲートを挿入し、サイドチェーンとしてキックドラムのト

ラックでトリガしてみます。すると、ベースギターのタイミングはキックドラムの信号に合わ

せて正確になります。

Â サイドチェーンは、ミュージックミックスとナレーターをミックスするのにも使用できます。

この処理を行うには、ミックスをコンプレッサにルーティングしてから、ナレータートラック

を使用してサイドチェーン処理する必要があります。このタイプの設定では、ミュージックは

ナレーターが話すときに音が小さくなり、話していないときは大きくなります。このエフェク

トは、ダッキングとも言います。この機能を有効にするには、「AutomaticGainMake-up」ま
たは「AutoGain」コントロール（コンプレッサプラグインで該当する場合）を無効にする必
要があります。

拡張パラメータを隠す／表示する
「LogicPro」の一部のプラグインには、エディタ表示（プラグインのグラフィカルインターフェ
イス）では表示されない拡張パラメータがあります。

プラグインウインドウの左下に開閉用三角ボタンがあれば、拡張パラメータがあります。

開閉用三角ボタンが表示されなければ、そのプラグインに拡張パラメータはありません。

拡張パラメータを非表示にするには／表示するには：
m プラグインウインドウの下端にある開閉用三角ボタンをクリックします。
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プラグイン設定の選択に「ライブラリ」を使う
プラグインウインドウのヘッダにある「設定」メニューではなく、「メディア」領域の「ライブ

ラリ」タブを使用する方法もあります。

ライブラリからプラグイン設定を読み込むには：
1 「アレンジ」ウインドウのツールバーにある「メディア」ボタンをクリックします。「メディア」
領域が表示されていない場合は、「ライブラリ」タブをクリックします。

2 「アレンジ」ウインドウで、設定を調整するチャンネルストリップにルーティングされているト
ラックを選択します。

3 「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップで、調整するプラグインのインサートスロット
または音源スロットをクリックします。

ライブラリには、選択しているプラグインタイプで利用できるすべての設定がカテゴリメニュー

に分けて表示されます。たとえば、Compressorプラグインの場合は、ドラム、各楽器、ボーカ
ル用の設定が表示されます。

4 適切なカテゴリメニューをクリックし、さらに目的の設定名をクリックして選択しているプラグ

インの設定を変更します。

参考：「元に戻す」ボタンをクリックすると、前のプラグイン設定に戻ることができます。

5 ほかのインサートスロットまたは音源スロット（使用している場合）をクリックすると、「ライ

ブラリ」タブが更新され、選択しているプラグインタイプの設定がすべて表示されます。 

6 使用していないインサートスロットや音源スロットをクリックすると、通常のプラグインメ

ニューが表示されます。プラグインを選択すると、「ライブラリ」タブは選択内容を反映して更

新されます。

「ライブラリ」フォルダとメニュー構造
各プラグインタイプには固有のサブフォルダがあります（プラグインにちなんだ名前）。このサ

ブフォルダは、「プラグイン設定」フォルダに自動的に作成されます。カテゴリに分けるために、

これらのサブフォルダの中にさらにサブフォルダを作成することができます。

これらのフォルダ構造は、各プラグインの「ライブラリ」タブ（および「設定」メニュー）に反

映されます。「プラグイン設定」フォルダは、次の場所にあります：

Â ̃/ライブラリ /Application Support/Logic： ユーザ定義のプラグイン設定や編集したプラグ
イン設定はここに保存されます。

Â ̃/ライブラリ /Application Support/Logic： 出荷時の設定はここに保存されます。

プラグイン設定のファイルには、「.pst」という拡張子が付いています。

白色のフレームは、
「ライブラリ」がフォーカス

されていることを示します。



第10章    音源とエフェクトを使って作業する 233



エフェクトのルーティングについて理解する
オーディオをエフェクトに送る方法には、インサートとAUXセンドの2つがあります。

インサートエフェクト
プラグインをチャンネルに直接挿入した場合、これを「インサートエフェクト」と呼びます。信

号はすべて処理されます。つまり、信号は100％エフェクトを通過します。このように100％処
理する方法は、コンプレッサなどダイナミック系エフェクトやイコライザに最適です。

十分な処理能力があれば、チャンネルストリップごとに最大15 のインサートエフェクトを使用
することができます。

デフォルトでチャンネルストリップに表示されるインサートスロットは2つだけです。表示され
ているインサートスロットが使用されるたびに、最大数に達するまで空のインサートスロットが

自動的に作成されます。

つまり、エフェクトプラグインをインサートスロット2に挿入すると、第3スロットが自動的に
表示されます。次に、プラグインをスロット3に挿入すると第 4スロットが表示されます。

センドエフェクト
センドエフェクトを使用する場合、信号量は制御した上でエフェクトにセンド（送信）されます。

通常センドは、複数の信号に同時に適用するエフェクトに対して使用します。

センドエフェクトは、バスエフェクト、バスセンド、バスリターン、Aux センド、Aux リター
ン、または単にセンド、リターンとも呼ばれます。

「LogicPro」では、センドエフェクトは Aux チャンネルのインサートスロットに挿入します。処
理する各チャンネルの信号は、このAuxチャンネルにバスを使用して送信されます。信号量は、
各チャンネルのセンドノブで制御します。オーディオは、Auxチャンネルに挿入されたエフェク
トで処理され、ステレオ出力とミックスされます。

このように、トラックにエフェクトをまとめて挿入する手法の主な利点は効率的であるというこ

とです。この方法では、複数のチャンネルを 1 つのエフェクトを挿入するだけで処理できるた
め、同じエフェクトを複数のチャンネルに直接挿入する方法と比較して、処理能力（と時間）を

大幅に節約できます。

もう1つの利点は、Auxチャンネルにセンドされたすべてのチャンネルのウエットとドライを、
AUXへのエフェクトをバイパスするだけで簡単に切り替えられることです。

同様に、Auxチャンネルに別のエフェクトを選択するだけで、複数のセンド済みチャンネルのエ
フェクト構成を完全に変更することができます。
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リバーブなど演算機能を過度に使用するエフェクトの場合は、 Auxチャンネルから挿入するよう
にしてください。コーラス、フランジャー、ディレイなどのエフェクトも、複数のトラックで使

用する場合はAUXに挿入してください。

ただし、ディレイやコーラスなどのエフェクトは、各チャンネルのインサートスロットに直接適

用するほうが音楽的に優れている場合があります。直接適用すると、ミックスの各要素に細かい

設定や音色の使い分けが可能になります。

大原則は、ミックスではどのようなサウンドでも的確に使用するということです。「LogicPro」
では、エフェクトを使用する場所について制限はありません。

チャンネル信号をAUXにセンドするには：
1 センドスロット（オーディオチャンネルのスロットなど）をクリックし、表示されるメニューか

らバスを選択します。

2 センドノブをドラッグしてAuxチャンネルにセンドする信号量を設定します。

設定すると、センドスロットに値（センド量）が表示されます。

センド量を100% に設定すると、オーディオや音源チャンネルのすべての信号が出力先のAux
チャンネルにルーティングされます（以下の「プリ」および「ポスト」に関する記述を参照して

ください）。 

3 目的のエフェクトプラグインを挿入し、出力先の Auxチャンネルに必要なレベル、パン、出力を
設定します。
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∏ ヒント：インスペクタでアレンジのチャンネルストリップを使って設定する方法が最も簡単で
す：左のチャンネルストリップはソース（たとえばオーディオチャンネル）、右のチャンネルス

トリップはソースの出力先（Auxチャンネル）です。ミキサーで作業している場合は、センド
スロットをダブルクリックすれば、割り当てられているAUXチャンネルにジャンプできます。

センドを削除するには：
m 有効なセンドスロットをクリックし、メニューから「センド解除」を選択します。

センドをバイパスするには：
m オプションキーを押しながらセンドスロットをクリックします。

センドスロットの背景がグレイに変わります。

センドレベルをノーマライズ（リセット）するには：
m


Optionキーをクリックしながらセンドノブをクリックします。

センドレベルが0dBにリセットされます。

ポストパン、ポスト／プリフェーダーAUXセンド
センドは、（ソースの）チャンネルストリップ・レベル・フェーダーの前（プリ）でも後（ポス

ト）でも配置できます。

センドにルーティングされるポストフェーダー信号レベルは、音量フェーダーの動きに合わせて

変化します。センドを使って、信号をチャンネルから AUX チャンネルに挿入されているリバー
ブにルーティングする場合、原音信号とエフェクト信号の関係はそのまま変わりません。チャン

ネルの音量フェーダーを下端まで下げると、リバーブもなくなります。この設定は、通常は最も

便利な方法であり、「LogicPro」ではデフォルトになっています。

センドをプリ・フェーダー・モードに設定すると、センドにルーティングされている信号のレベ

ルはソースチャンネルの音量フェーダーの動きに関係なく一定になります。ソースチャンネルの

音量フェーダーを下端まで下げた場合でも、信号は選択しているAUXチャンネルに送られます。
プリ・フェーダー・センドは、主にモニタリングタスクで使います。たとえば、スタジオでの

ヘッドフォンモニタリングやステージでのフォールドバックモニタリングなどです。また、エ

フェクト信号のみを単独で（原音信号なしで）聞きたい場合にも便利です。イコライザは、プ

リ・フェーダー・モード（プリフェーダー、ポストEQ）でもセンドに影響します。

プリ・フェーダー・センド パンセンド

ポスト・フェーダー・センド
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ポストパンを選択すると、信号はポストフェーダーに切り替わり、さらにポストパンにもなりま

す。つまり、AUXのセンド信号（ステレオまたはマルチ・チャンネルであるの必要があります）
のパン位置は、チャンネルストリップのパン／バランス、またはサラウンドパンポットの位置に

従います。

「LogicPro」でこれらのオプションのいずれかを選択するには：
m 使用しているセンドスロットをクリックし、メニューから「ポストパン」、「ポスト」、または「プ

リ」を選択します。

並列および直列のセンドルーティング
複数のエフェクトがチャンネルストリップに挿入されている状態を、直列にルーティングされて

いると言います。これは、あるエフェクトの出力が次の入力に、その出力がさらに次の入力とな

るエフェクトチェーンの性質を表したものです。

センドを使ってチャンネルストリップを複数の AUXチャンネルにルーティング（たとえばリバー
ブ、コーラス、ディレイエフェクトをそれぞれAUXチャンネル1、2、3に割り当てる）場合は、
並列ルーティングと言います。

これは、チャンネルストリップの出力が分割されて、 3つのエフェクトに別々にルーティングさ
れていることを意味します。つまり、各AUX チャンネルストリップに対して1つのエフェクト
が適用されます。これら独立した3つの信号は各AUXチャンネルから戻り、チャンネルストリッ
プの出力ストリームに再結合されます。

また、AUX チャンネルストリップのオーディオ信号は、個別の出力チャンネル（またはほかの
AUX チャンネル）に単独でルーティングできるほか、ミックス処理したチャンネルストリップ
出力と組み合わせてルーティングすることもできます。

さらに、チャンネルごとに直列ルーティングと並列ルーティングの両方を組み合わせることも可

能です。

ところで、チャンネルストリップを複数のAUX チャンネルにルーティングしてから、チャンネ
ルに戻したり、出力にルーティングしたり、さらに別のAUX チャンネルに送ったりするのはな
ぜでしょうか。

簡単に言えば、個別にルーティングするのと組み合わせてルーティングするのとでは、音響効果

が大きく異なるためです。そのため、いろいろな設定で試してみてください。
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音源を使って作業する
このセクションでは、ソフトウェア音源と外部MIDIサウンドジェネレータについて説明します。

ソフトウェア音源と外部 MIDI 音源のトラックは、どちらもほとんど同じ方法で操作します。実
際、ソフトウェア音源と外部MIDI タイプのチャンネルにルーティングされているトラックの
MIDIリージョンは相互に使用できます。

また、外部MIDI シンセサイザーにルーティングされているトラックは、ソフトウェア音源を使
用したトラックに再割り当てできるほか、外部MIDIトラックのデータをソフトウェア音源トラッ
クにコピーして両方の音源から該当パートをレイヤー再生することもできます。

ソフトウェア音源は、音源チャンネルストリップを使用します。MIDI音源は外部MIDIチャンネ
ルストリップを使用します。

ReWire 経由の音源は、AUX チャンネルストリップで操作します。ReWire 経由の音源の設定と
使用方法については、249ページの「ReWireアプリケーションを使って作業する」で説明します。

∏ ヒント：このセクションで説明する設定とルーティングタスクの多くは、一度実行してテンプ
レートに保存できます。つまり、これらの準備タスクは、次回テンプレートをロードすれば省

略できるため、音楽制作に専念できます。詳細については、 153ページの「プロジェクトをテ
ンプレートとして保存する」を参照してください。

外部MIDI音源を設定する
外部MIDI キーボードやモジュールを「LogicPro」で設定して使用する方法はいくつかありま
す。分かりやすくするために、使用例を挙げて説明します。以下のステップに従って実際に作業

してみてください。

新しい外部MIDI音源をアレンジから作成するには：
1 「アレンジ」ウインドウの「新規トラック」ボタン（トラックリストの上にあるプラス記号）を
クリックします。

2 「外部MIDI」オプションを選択し、「作成」ボタンをクリックします。

参考：「新規トラック」ダイアログの「ライブラリを開く」チェックボックスはデフォルトで選
択されています。「ライブラリ」タブ（自動的に表示されます）を使ったほうが簡単なため、こ

のチェックボックスは選択したままにします。

新しいトラックがトラックリストに作成され、「GMデバイス1」に割り当てられます。
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プロジェクトで新しい外部MIDI トラックを作成すると、「LogicPro」は自動的に新しい外部
MIDIマルチインストゥルメントオブジェクトを生成します。これは、「エンバイロメント」ウイ
ンドウの「MIDI音源」レイヤーに配置されます。

このオブジェクトを表示するには、「ウインドウ」＞「エンバイロメント」と選択します（詳細

については、857ページの第 39章「エンバイロメントで作業をする」を参照してください）。

これとは別にバックグラウンドでは、「マルチインストゥルメント」の各サブチャンネルのチャ

ンネルストリップがミキサーで自動的に生成されています。「アレンジ」ウインドウの下部の「ミ

キサー」ボタンをクリックし、ミキサーのメニューバーの「すべて」をクリックします。GMデ
バイス1 ～GM デバイス16に割り当てられた 16 のチャンネルストリップ（とオーディオチャ
ンネルのその他の2つのデバイス）が表示されます。

アレンジ領域の右には、「ライブラリ」タブが表示されます。このタブには、MIDIポートとその
他のオブジェクトが一覧表示されています。一覧の中に、「GMデバイス」があります。
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3 「ライブラリ」タブの左側のカラムで「 GM デバイス」をクリックすると、右側のカラムに「1
（GrandPiano）」、「 2（Polysynth）」など16項目が表示されます：

4 インスペクタの「GMデバイス1」エントリーの左にある開閉用三角ボタンをクリックします（ト
ラックパラメータボックスがまだ表示されていない場合）。インスペクタが表示されていない場

合は、「アレンジ」ウインドウのツールバーにある「インスペクタ」ボタンをクリックします。

ここには、特に注意すべきパラメータが2つあります。「ポート」と「チャンネル」です（ 244ペー
ジの「外部MIDIチャンネルパラメータを設定する」を参照）。 

5 「ポート」パラメータの横にある「すべて」をクリックします。一覧にあるすべてのMIDIインター
フェイスの出力ポートが表示されます。ポート 1（Unitor8）、ポート 2（Unitor8）、MIDI1
（mLanNetwork）などです。特定のポート、たとえば、ポート1（Unitor8）を選択すると、 GM
デバイスのマルチインストゥルメントオブジェクトはこのMIDIポートにルーティングされます。
これは、「ライブラリ」タブの左側のカラムのポートリストと同じです。
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6 「チャンネル」パラメータが1に設定されているのが分かります。数個の新しい外部MIDIトラック
を次のステップ1と 2を実行して作成します。これらの新しいトラックはGMデバイス2、GM
デバイス3、 GMデバイス4などと呼ばれます。トラックリストでこれらの各トラックをクリッ
クし、インスペクタにあるトラックパラメータボックスの「チャンネル」パラメータに注目して

ください。これらの各トラックは、GMデバイスのマルチインストゥルメントオブジェクトのサ
ブチャンネルにルーティングされます。トラックを選択すると、「ライブラリ」タブの右側のカ

ラムに表示される16のサブチャンネルエントリーでもそのトラックが選択されます。

「LogicPro」では、新しい外部MIDI トラックごとにマルチインストゥルメントオブジェクトが
新規作成されるわけではないことに注意してください。新しく作成する代わりに、GMデバイス
のマルチインストゥルメントオブジェクトのサブチャンネルに次々と各トラックが割り当てら

れます。最大16 トラックを作成して、マルチインストゥルメントオブジェクトの各サブチャン
ネルに1対1で割り当てることができます。

それでは、外部MIDIシンセサイザーやモジュールに17以上のチャンネルが必要になった場合は
どうなるでしょうか。

2 つの選択肢があります。最も簡単なのは、「ライブラリ」タブで、新しく作成したトラックを
特定のMIDIポートやチャンネルに再割り当てする方法です。

「ライブラリ」タブでチャンネルにトラックを再割り当てするには： 
1 「アレンジ」ウインドウで、上記の例のステップ2と3を実行して新しい外部MIDIトラックをいく
つか作成します。

2 トラックをクリックし、「ライブラリ」タブでポートとサブチャンネルをクリックします。

Â



GMデバイスのサブチャンネルを選択すると、選択したトラックはこのサブチャンネルに再割
り当てされます。

Â 異なるMIDIポートのサブチャンネルを選択すると、トラックは選択内容に従って再割り当てさ
れます（たとえば、Unitor8ポート5、サブチャンネル4など）。「エンバイロメント」ウイン
ドウで新しいマルチインストゥルメントオブジェクト（Unitor8ポート5）を確認してください。

参考：各ポートやサブチャンネルに対してこの操作をはじめて実行すると、新しいマルチインス
トゥルメントオブジェクトがエンバイロメントに（対応するミキサーのチャンネルも一緒に）作

成されます。すべてのポートにオブジェクトが作成されると、トラックをポートやチャンネルに

再割り当てしても新しいオブジェクトは作成されません。

マルチインストゥルメントオブジェクトの作成に「ライブラリ」タブを使用する以外に、エンバ
イロメントを使用する方法があります。

新しい外部MIDI音源を「エンバイロメント」ウインドウから作成するには： 
1 「ウインドウ」＞「エンバイロメント」と選択し、「エンバイロメント」ウインドウを表示します
（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトはコマンド＋8キーです）。

2 デフォルトで、MIDI音源レイヤーが選択されています。選択されていない場合、リンクボタンの
左側にある下矢印をクリックし、「MIDI音源」エントリーを選択します。

3 「新規」メニューをクリックし、使用できるコマンドを確認します。これらはすべて作成可能な
エンバイロメントオブジェクトです。今回は、「マルチインストゥルメント」を選択します。
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4 新しく作成したマルチインストゥルメントオブジェクトの名前は「（マルチインストゥルメン

ト）」になります。この名前は後から変更できます（通常は、シンセサイザーの名前を使います。

たとえば、JV5080、Microwaveなどにします）。

Â



16の各サブチャンネルボックスには、斜線が引かれているのが分かります。

Â また、「エンバイロメント」ウインドウの左側には、「ポート」パラメータと「チャンネル」パ

ラメータがあります。

5 「ポート」メニューをクリックし、マルチインストゥルメントオブジェクトに新しいMIDIOUTポー
トを選択します。GMデバイスオブジェクトで使用するポートとは別のポートにしてください。

6 最後に、各サブチャンネルを有効にします。有効にするには、各サブチャンネルボックスをク

リックするだけです。クリックすると、各ボックスの斜線がなくなります。

7 「アレンジ」ウインドウの下端にある「ミキサー」ボタンをクリックすると、16の新しい「（マル
チインストゥルメント）」チャンネルストリップが表示されます。

∏ ヒント：（説明したいずれかの方法で）エンバイロメントにオブジェクトが作成されると、
Controlキーを押しながらトラックリストでトラック名をクリックできるようになります。「ト
ラックオブジェクトを再割り当て」メニューから目的のポートとサブチャンネルを選択すれば、

トラックを簡単に再割り当てできます。
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音源にチャンネルパラメータを設定する
MIDI またはソフトウェア音源のチャンネルストリップのいずれかに割り当てるトラックを選択
すると、インスペクタにあるトラックパラメータボックスにこのセクションで説明したパラメー

タが表示されています。

これらのパラメータへの変更は、チャンネルストリップ全体に影響するため、そのチャンネルス

トリップにルーティングされているすべてのトラックが影響を受けます。トランスポーズなどの
一部のパラメータはチャンネルとリージョンのどちらのパラメータとしても使用できるため、こ

の点は重要です。音源チャンネル1の EXS24mkII（ドラムキットが読み込まれている）に6つ
のトラックがルーティングされているプロジェクトがあるとします。スネアドラムのパート（ト

ラック2のリージョンで再生）を2半音でトランスポーズします。これにより、異なるスネアド
ラムのサンプルがトリガされます。

Â トラック2の各リージョンについて「トランスポーズ」パラメータの「リージョンパラメータ
ボックスを使用する場合は、これで意図した通りになります。

Â トラック（チャンネル）のパラメータボックスの「トランスポーズ」パラメータを使用する場

合は、EXS24mkIIドラムキット（音源チャンネル1）全体が影響を受けます。この結果、6つ
のトラックのリージョンはすべて、ほかのドラムサンプルで再生されることになります。

共通の音源パラメータ
次のパラメータは、ソフトウェア音源とMIDI音源のチャンネルストリップの両方で使用できます。

アイコン
音源が使用するアイコンは、好みや必要性に合わせて変更できます。アイコンをクリックし、表

示されるメニューから選択します。「LogicPro」の内部音源が挿入されると、デフォルトのアイ
コンが使用されます。このため、EXS24mkIIやES1のトラックはすぐに区別できます。

トランスポーズ
「トランスポーズ」パラメータでは、出力ですべてのノートイベントをトランスポーズする半音

の数を定義できます。負の値を指定すると、下にトランスポーズします。
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ベロシティ
「ベロシティ」パラメータでは、すべてのノートイベントのノートオンベロシティを増減させる

ことができます。–99～ 99の間で調整できます。

キー範囲
「キー範囲」パラメータの2つのノート値でピッチの範囲を定義します。この範囲外のノートは、
すべて音源で無視されます。

ベロシティ範囲
「ベロシティ範囲」パラメータの2つの値でベロシティ範囲が定義されます。ベロシティがこの
範囲外のすべてのノートは、音源で再生されません。

ディレイ
「ディレイ」パラメータでは、ティックの数を定義することによって、すべてのMIDIイベントの
送信を早めたり遅らせたりできます（範囲：–99～ 99）。これにより、さまざまなMIDIデバイ
ス間のリアクション時間の差異を補正できるほか、チャンネル間にオフセットを作成できます。

パートごとにリズミカルなディレイエフェクトを適用している場合、リージョンパラメータボッ

クスの「ディレイ」を使用すれば、チャンネルの再生タイミング（トラックのすべてのリージョ

ン、または同じチャンネルにルーティングされているほかのトラック）に影響せずに、ディレイ

時間を長くすることができます。

トランスポーズ無し
「トランスポーズ無し」パラメータをオンにすると、すべてのMIDIリージョン（このチャンネル
にルーティングされているトラック）をトランスポーズから保護できます。つまり、リージョン

パラメータボックスにある「トランスポーズ」パラメータは無視されます。トランスポーズを行

うと、音源の（ピッチだけではなく）サウンドが変更されるため、このパラメータはドラムなど

のマルチティンバーサンプルに割り当てられている音源に便利です。

リセット無効
「リセット無効」パラメータをオンにすると、リセットメッセージはこのチャンネルに送信され

なくなります。このパラメータは、ミキサーオートメーションなど、音楽以外の目的でコント

ローラを使用する場合に便利です。通常送信するリセットメッセージは、「LogicPro」＞「環境
設定」＞「MIDI」＞「リセットメッセージ」タブと選択して設定しますが、これらのメッセージ
は「リセット無効」の音源には送信されません。

スタイル
MIDI リージョンが、あるチャンネルにルーティングされているトラックの 1つに作成される際
には必ず、「トラック」ポップアップメニューで譜表スタイル設定が割り当てられます。「自動」

を選択すると、リージョンのノートのピッチ範囲に基づいた適切なスタイルが「LogicPro」に
よって自動的に選択されます。

∏ ヒント：MIDIリージョンの譜表スタイルは、スコアエディタの表示パラメータボックスでいつ
でも変更できます
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ソフトウェア音源のチャンネルパラメータを設定する
次のパラメータは、音源チャンネルストリップでのみ使用できます。

MIDIチャンネル
このパラメータでは、ソフトウェア音源が使用するMIDIチャンネルを設定します。

値を表示
このパラメータでは、チャンネルストリップのデシベル（dB）表示と数値表示を切り替えます
（メーターなどのパラメータ）。デシベル表示がデフォルトです。

外部MIDIチャンネルパラメータを設定する
次のパラメータは、外部MIDIチャンネルストリップでのみ使用できます。

MIDIチャンネルとポート接続
「ポート」パラメータによって、データの送信先となる物理的なMIDI 出力が決まります。MIDI
サウンドモジュールは、このMIDI出力コネクタに接続します。

MIDIチャンネルは、「チャンネル」パラメータで設定します。このパラメータでは、音源トラッ
クのMIDI出力に使用するチャンネルが定義されるため、「実際の」楽器でデータを受け取ること
ができます。

MIDIチャンネルの設定：マルチインストゥルメント
また、外部MIDI 音源パートのMIDI チャンネルは、使用しているマルチインストゥルメントの
別のサブチャンネルを選択して変更できます。

サブチャンネルは、マルチインストゥルメントオブジェクトで再生可能な最大16の MIDIチャン
ネル（つまりパート）の1つです。マルチインストゥルメントオブジェクトとして示される外部 
MIDIシンセサイザーは、サブチャンネルの選択を有効にするために複数のMIDIチャンネルで演
奏できる必要があります。
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複数音色シンセサイザーのサブチャンネルの受信側のチャンネルは、実際には変更できません。

変更できるのは数モデルだけです（いずれのレートでも、「LogicPro」を使用するのであれば特
に便利な機能というわけではありません）。

MIDI チャンネルが「すべて」に設定されている場合は、マルチインストゥルメントオブジェク
ト全体のパラメータを編集できます。たとえば、MIDIポート（ポートA、B、など）をグローバ
ルに変更する場合に便利です。

プログラム／ボリューム／パン
「プログラム」、「ボリューム」、「パン」パラメータは、それぞれプログラムチェンジ、ボリュー

ムコントローラ（#7）、およびパンコントローラ（#10）の情報を送信します。

それぞれのボックスの選択を解除すると、MIDIデバイスのデフォルト値が使用されます。

プログラムチェンジ（MIDIモジュールのプリセットまたはパッチ番号）は、右に表示されるポッ
プアップメニューから選択できます。マルチインストゥルメントサブチャンネルを操作する場

合、サウンドはポップアップメニューから名前で選択できます。

そのほかに、トラック名をダブルクリックする方法もあります（たとえば、GM デバイス 1 な
ど）。「マルチインストゥルメント」ウインドウが表示されます。

使用するサウンド（シンセサイザーパッチ）の名前をクリックします。ウインドウを終了するに

は、左上の閉じるボタンをクリックするか、コマンドキーを押しながらWキーを押します。パッ
チ名のカスタマイズなど、このウインドウの詳細については、885ページの「「マルチインストゥ
ルメント」ウインドウを使う」で説明されています。

プログラムナンバーの右には、バンクセレクトに使用する特別なパラメータがあります。サウン

ドソースがバンク・セレクト・メッセージ（MIDIコントローラ#0または#32。形式の詳細につ
いては、ご使用のシンセサイザーのマニュアルを参照してください）を受信する場合、最大128
サウンドが保管されているさまざまなバンクを切り替えることができます。

そのほかの音源パラメータの詳細については、 880ページの「標準音源」を参照してください。
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プログラムチェンジ、ボリューム、パン設定をMIDIリージョンに追加する
「MIDI」＞「音源のMIDI 設定をイベントとして挿入」コマンドでは、（インスペクタのトラック
パラメータボックスから）プログラムチェンジ、ボリューム、パン設定を、実際のMIDIイベン
トとして、選択した1つまたは複数のMIDIリージョンに挿入できます。イベントは、関連する
MIDI リージョンの先頭の前にある四分音符に置かれます。トラックパラメータボックスで有効
にされた（選択された）設定のみが、イベントとして追加されます。リージョンに同じ種類のイ

ベントがすでにある場合、それらは上書きされます。

「プログラム」、「ボリューム」、「パン」パラメータの値は、このようなコントロールのチェンジ

イベントが再生されるたびに更新されるわけではありません。これらのパラメータは、プロジェ

クトをロードしたときの初期値が使われます。または、「MIDI」＞「音源のMIDI 設定をイベン
トとして挿入」とコマンドを選択してから、ミキサー・オートメーション・データの記録を開始

してください。

外部MIDI音源をエフェクトで処理する
外部MIDI のサウンドジェネレータは「LogicPro」のミキサーからルーティングできるため、
「LogicPro」のエフェクトでそれらを処理することができます。このルーティングでは、 External
Instrument プラグインを使用します。継続的なデバイスの再パッチを避けるために、できれば
複数の入出力に対応したオーディオインターフェイスを使用してください。

外部MIDI音源をエフェクト処理するには：
1


MIDIモジュールの出力（または出力ペア）をオーディオインターフェイスの入力（ペア）に接続
します。

参考：これらの接続は、オーディオインターフェイスやエフェクトユニットに合わせて、アナロ
グ接続とデジタル接続のどちらでもかまいません。

2 音源チャンネルを作成します。

3 音源スロットをクリックし、ポップアップメニューから外部音源を選択します。 

4 外部（音源）のプラグインウインドウのメニューから「MIDIDestination」を選択します。

「MIDIDestination」メニューには、エンバイロメントのすべてのマルチインストゥルメントの
すべてのサブチャンネルが表示されます。

5 「Input」ポップアップメニューから、MIDIサウンドジェネレータを接続する入力（オーディオイ
ンターフェイスの）を選択します。

6 必要であれば、入力の音量を調整します。

7 チャンネルのインサートスロットに必要なエフェクトを挿入します。
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トラックは音源チャンネル（外部MIDIサウンドモジュールに使用されている）にルーティング
されているため、標準のソフトウェア音源トラックと同じように機能します。つまり、トラック

でMIDIリージョンの録音や再生ができるほか、次の利点があります。

Â お使いのMacintoshのCPUにオーバーヘッドを生じさせずに、MIDIモジュールのサウンドや合
成エンジンを利用できます（チャンネルで使用するエフェクトは別）。

Â インサートエフェクトを使用できます。ただし、音源チャンネルをAuxチャンネルにルーティ
ングすればセンドエフェクトも使用できます。

Â エフェクトの有無に関係なく、外部MIDI音源パートをオーディオファイルにリアルタイムバウ
ンスできます。この処理によって、すべての内部および外部デバイスとトラックを含むミック

スが1ステップで作成されます。

参考：このようなトラックに、フリーズ機能を使うことはできません。また、オフラインバウン
スも実行できません。

ソフトウェア音源を再生する
エフェクトプラグインは応答しませんが、ソフトウェア音源プラグインは MIDIノートメッセー
ジに応答します。

ソフトウェア音源の出力信号は、音源チャンネルストリップの入力（音源スロット）に渡されま

す。ここでは、挿入されているエフェクトプラグインでこれらの信号を処理できるほか、それら

をバスに送信することもできます。

「LogicPro」は、最大255個の個別の音源チャンネルをサポートしています。同時に実行できる
ソフトウェア音源の数は、利用できるコンピュータ処理リソースによって決まります。

音源プラグインを挿入すると、音源チャンネルは録音されているMIDIリージョン、または直接
的なMIDI入力、つまり、MIDIキーボードの演奏の「指示」に従います。

音源をソフトウェア音源のライブモードに切り替える
（ソフトウェア）音源トラックを選択しても、即座にライブモードやパフォーマンスモードに切

り替わるわけではありません。ライブモードを有効にするには前もってMIDIイベントを送信し
ておく必要がありますが、動作するまでに 100ミリ秒ほどかかるため、最初に再生するノートの
タイミングには間に合いません。

最初に再生するノートに完全にタイミングを合わせる必要がある場合は、無音のMIDI イベント
を前もって送信しておきます。たとえば、サスティンペダルを踏み込んだり、ピッチベンダーや

モジュレーションホイールを少し動かしたりします。これでライブモードに切り替わります。
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ライブモードが必要な理由
ライブモード音源は、オーディオエンジンを実行している間（「 LogicPro」が再生モードまたは
録音モードのとき）はライブモードのままである必要があります。これは、ソフトウェア音源の

トラックをライブモードから切り替えるとオーディオストリームにギャップ（またはノイズ）が

生じるためです。言うまでもなく、これは許容できるものではありません。

ライブな（再生の準備が整っている）のソフトウェア音源は、既存のリージョンを単に再生する

場合よりもCPU の負荷が大きくなります。ソフトウェア音源トラックを選択することで自動的
にライブモードが有効になる場合、複数の音源トラック間の切り替えによってこの問題が大きく

なり、結果としてCPUが過負荷になる可能性があります。

選択したソフトウェア音源トラックの「録音」ボタンには、ソフトウェア音源の現在の状態の

フィードバックが視覚的に示されます：

ソフトウェア音源の処理リソースを節約する
バウンス機能によって、音源トラック全体を1つのオーディオファイルとして録音できます。こ
のバウンスしたオーディオファイルは、標準のオーディオトラックで（オーディオリージョンと

して）使用できるため、利用可能なCPU リソースをさらにほかのソフトウェア音源トラックに
再割り当てることができるようになります。詳細については、601ページの第 27章「プロジェ
クトをバウンスする」を参照してください。

また、フリーズ機能を利用してソフトウェア音源トラックの出力を取り込めるため、処理能力も

節約できます。詳細については、200ページの「トラックをフリーズする」を参照してください。

ソフトウェア音源をチューニングする
「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「チューニング」＞「ソフトウェア音源のピッチ」パラ
メータと選択すると、すべてのソフトウェア音源（たとえば、ES1 や EXS24mkII）の主要な
チューニングパラメータをリモートから±50セント単位で制御できます。

デフォルトでは、A 音が 440Hz（コンサートピッチ）に設定されています。スライダをドラッ
グして目的の値に設定します。ドラッグすると、セントとHzの値が更新されます。

参考：一部のAudioUnit音源はこのリモートコマンドを認識しません。

音源がライブモードに
なっている

選択している音源は

まだライブモードではない
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HermodeTuningの除外
「LogicPro」ではすべてのソフトウェア音源を、HermodeTuningなどのさまざまな調律スケー
ルに合わせてグローバルにチューニングできます（947ページの「HermodeTuningとは？」を
参照してください）。ただし、このグローバルなチューニング機構からソフトウェア音源を個別

に除外したい場合があります。

「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「チューニング」＞「HermodeTuning」が有効な場合、
インスペクタにあるすべての音源チャンネルのパラメータボックスには「HMT を除外」チェッ
クボックスが表示されます。

このボックスをクリックすると、選択しているソフトウェア音源をグローバルなHermode
Tuningスケールから除外できます。

「HMTを除外」チェックボックスが選択されているソフトウェア音源トラックは、同じ音律で再
生されます。

この機能は、たとえばメロディアスなソフトウェア音源パートのようにはチューニングしたくな

いEXSドラムキットに最適です。

ReWireアプリケーションを使って作業する
「LogicPro」は、「AbletonLive」や「PropellerheadReason」などのRewire 対応アプリケー
ションのホストとして機能します。

重要：最初に「LogicPro」を起動してから、ReWireアプリケーションを起動してください。

これらのアプリケーションを「LogicPro」と一緒に実行すると、同期したオーディオ情報はこ
れらのアプリケーションから「LogicPro」のミキサーのAuxチャンネルストリップにルーティ
ングされます。ミキサーでは、ほかのトラックとの合成、エフェクトの実行、新しいオーディオ

ファイルへのバウンスが可能です。

実質的に、これらReWire対応プログラムの出力は、「LogicPro」の内部オーディオデータとほ
とんど同じように処理されます。同期は自動的に行われるため、必要に応じて Aux チャンネル
を設定する以外は、アプリケーションを実際に「ReWire」（配線替え）する必要もありません。
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ReWire対応アプリケーションは、出力を「LogicPro」にルーティングできるだけではなく、こ
れらのプログラムで利用可能なソフトウェア音源を直接演奏、録音、再生することもできます。

たとえば、「 PropellerheadReason」は、ラックに収められたシンセサイザーやサンプラーと同
等の機能をソフトウェアで実現しています。

「Reason」のラックにある各シンセサイザーを直接演奏できるほか、これらのパートを
「LogicPro」の内部または外部MIDI音源と同じように、「LogicPro」のMIDIリージョンとして
トラックに録音できます。

ReWire経由の音源にアクセスするには：
1 「アレンジ」ウインドウで外部MIDIトラックを作成します。

2 「ライブラリ」タブでReWireアプリケーションの名前（たとえば、「Reason」や「AbletonLive」）
をダブルクリックします。

ReWire 対応アプリケーションが起動し、利用可能なすべてのReWire音源のリストが「ライブ
ラリ」に表示されます。 

3 「ライブラリ」で目的の音源トラックをクリックします。

ReWireで使用するAuxチャンネルを手動で設定するには：
1 「アレンジ」ウインドウの下部にある「ミキサー」ボタンをクリックします。ミキサーウインド
ウで、「オプション」＞「新規オグジュアリー・チャンネル・ストリップを作成」と選択します。

2 必要な数のAuxチャンネルストリップを適切な形式、入力、出力設定で作成します。この例では、
ステレオチャンネルストリップを作成して入力／出力 1～2にルーティングします。 

3



Auxチャンネルストリップの「Input」メニューで目的のReWireチャンネルを選択します。

RW チャンネルの各エントリーは、「チャンネル」メニューに表示されます。これらは個別の割

り当てが可能であるため、ReWire 経由のチャンネルは「LogicPro」のミキサーで特定のAux
チャンネルにそれぞれルーティングできます。このミキサーには、ミキシングと処理の拡張オプ

ションが用意されています。
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ReWireの動作を設定する
「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「デバイス」と選択すると、ReWire 対応アプ
リケーションを使用するときのモードを切り替えられます：

Â 再生モード（低CPU負荷）： このモードは、ReWire経由でチャンネルをストリーミングする際
に使用します。この設定はCPUの負荷が少なくて済むため、ReWire対応アプリケーションで
トラックを再生する際に使用します。

Â ライブモード（高CPU負荷）： このモードは、ReWire音源（外部のReWire対応アプリケーショ
ンで実行する音源）をリアルタイムで演奏する場合に使用します。この設定は多くのCPU リ
ソースを必要としますがレイテンシが緩和されるため、ReWire 対応音源が確実に演奏可能に
なります。

外部のオーディオエフェクトを使って作業する
外部のオーディオ・エフェクト・ユニットは、「LogicPro」の内部エフェクトと同じ方法で使用
できます。I/Oプラグインと複数入出力のオーディオインターフェイスを組み合わせます。

「LogicPro」で外部のエフェクトユニットを統合して使用するには：
1 オーディオインターフェイスの出力（または出力ペア）をエフェクトユニットの入力（ペア）に

接続します。

2 エフェクトユニットの出力（または出力ペア）をオーディオインターフェイスの入力（ペア）に

接続します。

参考：これらの接続は、オーディオインターフェイスやエフェクトユニットに合わせて、アナロ
グ接続とデジタル接続のどちらでもかまいません。

3 外部のエフェクトユニットで処理するチャンネルのインサートスロットをクリックし、「Utility」
＞「I/O」と選択します。

4



I/O プラグインのウインドウで、エフェクトユニットを接続する出力と入力（数字で表示）の両
方を選択します。

5 必要に応じて入力や出力の音量を調整します。

再生を始めると、オーディオチャンネルの信号は外部のエフェクトユニットで処理されます。
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外部エフェクトの使用に関するヒント
一部のオーディオインターフェイスには、ルーティングソフトウェアが添付されています。この
ソフトウェアは、外部エフェクトで使用する入出力を設定する際に必要です。詳細は、ご使用の

オーディオインターフェイスの製造元が提供しているマニュアルを参照してください。

ほとんどのハードウェアのエフェクトユニットはMIDIで制御されます。ご使用のエフェクトユ
ニットがMIDIで制御される場合は、そのMIDI入出力ケーブルを MIDIインターフェイスに接続
できます。このため、エフェクトのプリセットを選択できるほか、「LogicPro」からリモート制
御、録音、エフェクトユニットのパラメータの自動設定を行うことも可能です。

他社製プラグインを使う
「LogicPro」は、（仕様に準拠し、正しくインストールされ認定されている）他社製のAudioUnit
エフェクトや音源プラグインのホストとして機能します。

参考：また、「 LogicPro」は、ProToolsオーディオハードウェアを使用する際に TDMプラグイ
ンを制御できます。TDMプラグインの詳しい使いかたについては、「Logic Pro 8 TDMガイド」
で説明します。

重要：「LogicPro」は、VSTや RTAS形式のプラグインではホストとして機能できません。ただ
し、「 VSTtoAudioUnitAdapter」（http://www.fxpansion.com）などのユーティリティが用意
されています。このユーティリティはMacOSXバージョンのVSTプラグインのラッパーとして
機能し、バーチャルのAudioUnitを作成します。いったんラップされたプラグインのほとんど
は、AudioUnitのように機能し、使用できるようになります。

プリセットを読み込む
他社製プラグインの多くは、プリセット（「 LogicPro」のプラグイン設定と同等）に独自のスト
レージフォーマットを採用しています。

ほとんどの場合、プラグインのインターフェイスからプリセットメニュー（または同様のメ

ニュー名）を別に表示できます。ロードしたプリセットは、いずれも「LogicPro」の設定とし
て保存できます。

プラグインウインドウのヘッダにあるグローバルな「比較」、「コピー」、「ペースト」オプション
は、「 LogicPro」のネイティブなプラグインと同様に機能します。

「AudioUnitsマネージャ」を使って作業する
「LogicPro」では、AppleAUValidationTool を使用してAudioUnitの仕様に完全に準拠した
プラグインのみが使用されます。これにより、他社製AudioUnit プラグインを原因とする問題
を最小化できます。

検証処理は、次の場合に自動的に実行されます：

Â「LogicPro」を最初に起動したとき。

Â「LogicPro」のアップデート版がインストールされたとき。
Â 新しいAudioUnitプラグインをインストールしたとき、または既存のAudioUnitプラグイン
をアップデートしたとき。

検証スキャン（すべての AudioUnit と「ラップ」されたVST プラグイン）の結果は、「Audio
Unitsマネージャ」で確認できます。

http://www.fxpansion.com


第10章    音源とエフェクトを使って作業する 253



「AudioUnitsマネージャ」を開くには：
m メインメニューバーで「LogicPro」＞「環境設定」＞「AudioUnitsマネージャ」と選択します
（または、「 AUマネージャを起動」キーコマンドを使います）。

テスト結果は、「互換性」カラムに表示されます。

重要：まず最初に、製造元のウェブサイトで、検証に失敗したAudioUnitプラグインの更新バー
ジョンが提供されてるかどうかを確認してください。

手動でプラグインを有効にする
検証テストに失敗した AudioUnit プラグインは、「 Logic」カラムおよび「ノード」カラムで
チェックボックスを選択すれば手動で有効にできますが、問題を引き起こす可能性があります。

検証に失敗したプラグインを手動で有効にした結果問題が生じた場合は、「非互換のAudioUnit
を無効にする」ボタンをクリックします。

警告：検証に失敗したプラグインを使用すると、それ以降にスキャンするプラグインのテスト
結果に良くない影響が及ぶことあります。また、これらのプラグインが原因で「LogicPro」が
起動不能になったり、突然停止したり、さらにはデータが失われたりする（プロジェクトファ

イルが破損する）場合もあります。
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プラグインを無効にする
検証スキャンに合格しているAudioUnit プラグインでも、「LogicPro」で使用しないのであれ
ば「AudioUnitsマネージャ」で無効にできます。プラグインを無効にするには、「Logic」カラ
ムまたは「ノード」カラムの対応するチェックボックスの選択を解除します。AudioUnit プラ
グインの選択は、「終了」ボタンをクリックすれば保存できます。

「LogicPro」や「AudioUnits マネージャ」が開いているとき、Finder でプラグイン／アップ
データをインストールした後やコンポーネントを移動した後にプラグインの選択内容を再ス

キャンするには、「選択項目をリセットして再スキャン」ボタンをクリックします。検証スキャ

ンに合格すれば、自動的に有効になります。

参考：Control＋ Shiftキーを押しながら「LogicPro」を開くと、AudioUnitセーフモードにな
ります。セーフモードにすると、検証テストに合格したプラグインのみを使用できるようになり

ます。手動で有効にしても、検証テストに失敗したプラグインは使用できません。
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11 事前録音済みメディアを追加する

事前録音済みメディアは、現代のオーディオプロダクションで重要な
役割を果たしています。既存のオーディオループとその他のファイル
を結合すると、曲の土台となる部分を簡単に記録できます。

「LogicPro」は、大規模なオーディオループのコレクションを付属して出荷され、多くのプロ
ジェクトの起点として役立ちます。この章では「 LogicPro」に事前録音済みメディア（オーディ
オおよびMIDI ファイル、AppleLoops、その他の共通ループフォーマットなど）を追加する方
法を説明します。

サポートされるファイルフォーマット
「LogicPro」を使用すると、最も一般的なMacintosh、およびその他のいくつかのファイルフォー
マットでハードディスクにデジタル保存されているオーディオ録音（オーディオファイル）にア

クセスできます。

LogicPro プロジェクトに読み込まれたオーディオファイルは、サポートされている任意のビッ
ト数およびサンプルレートにすることができます。「LogicPro」でサポートされているビット数
は、16、20、および24ビットで、サンプルレートは 44.1、 48、88.2、96、 176.4、および192kHz
です。「LogicPro」はファイルのサンプルレートを使用することも、サンプルレートをリアルタ
イムに変換することもできます（145ページの「プロジェクトのテンポを設定する」を参照）。

「LogicPro」は、オーディオファイル以外にMIDI およびプロジェクト情報も読み込むことがで
きます。

次の事前録音済みメディアのファイルタイプを LogicProプロジェクトに追加できます：

Â


WAV（BroadcastWaveも含む）、 AIFF、およびSDII（SoundDesignerII）ファイル

Â


CAF

Â



MP3ファイル

Â


Appleロスレスファイル

Â


AAC（MPEGLayer4）ファイル

Â


AppleLoopファイル（オーディオおよびソフトウェアの音源タイプ）

Â


ReCycleオーディオ（REX、RCY）
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「LogicPro」は、標準MIDIファイル（タイプ0および1）、 GarageBand、 OMF、AAF、 OpenTL、
およびXML ファイルも読み込むことができます。これらのファイルタイプは、通常、プロジェ
クト交換に使用されますが、この章では説明しません。これらのファイルタイプの読み込みにつ
いては、625ページの第 29章「プロジェクトとファイルのやりとり」を参照してください。

「LogicPro」によってサポートされる事前録音済みメディアタイプ
について
次のセクションでは、「LogicPro」によってサポートされるすべてのメディアタイプについて説
明します。

WAVE ファイルおよびAIFFファイル
オーディオファイルのWAV（ Wave）と AIFF（ AudioInterchangeFileFormat）は非常に似通っ
ています。これらのファイルは、異なるビット数（「 LogicPro」では16ビットと 24ビットをサ
ポート）で、モノラル、ステレオ、サラウンドによって、最大192kHzのサンプルレートで保存
できます。

「LogicPro」はBroadcastWaveファイルもサポートしています。このファイルにはタイムスタ
ンプ情報も格納できます。タイムスタンプ情報を提供するファイルは、オーディオビンウインド

ウでオーディオリージョン名と一緒に示されているクロック記号で認識できます。 

BroadcastWave ファイルのファイル拡張子は.wav で、このファイルは、標準wave ファイル
フォーマットをサポートしているアプリケーションで読み出すことができます。こうしたプログ
ラムでは、追加のBroadcastWaveファイル情報は無視されます。

CoreAudioFormatファイル
CAF（CoreAudioFormat）ファイルは、整数および浮動小数点PCMフォーマット、 A-law、 u-
law、およびAAC、Apple ロスレス・オーディオ・コーデック（ALAC）などをサポートするコ
ンテナです。
高いサンプルレートおよびビット数でファイルサイズを無制限にすることができます。

SoundDesigner



SoundDesignerIおよびII（ SDII）オーディオファイルは、構造がAIFF ファイルと同じで、タ
イムスタンプのあるリージョン情報を格納することができます。SoundDesignerフォーマット
のファイルを使用すると、「LogicPro」とDigidesignProToolsソフトウェアの変換がさらに容
易にできます。

MP3、Appleロスレス、およびAAC
MP3およびAACファイルには、圧縮オーディオ情報が含まれます。これらのファイルは、一般
的に、同等のWAV、AIFF、またはSDIIファイルよりも容量がかなり小さくなります。これらの
ファイルのサイズを小さくできるのは、さまざまなエンコーディング技術でオーディオ情報の一

部を「捨てる」ことができるためです。結果的に、MP3およびAACファイルの音は、ソースの
オーディオマテリアルしだいでは、WAV、 AIFF、またはSDIIの同等のオーディオにおよびません。

Appleロスレスファイルにも、圧縮オーディオ情報が含まれます。名前が示すように、使用され
る圧縮（ALAC）では、MP3 ファイルと同様にオーディオ情報が廃棄されることはありません。
圧縮オーディオファイルのサウンドは、元の録音状態に非常に近くなります。
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AppleLoops



AppleLoopsは、追加の識別情報（日時、カテゴリ、ムード、キー、テンポなど）を含んだオー
ディオファイルです。小さな時間にスライスするいくつかのトランジェントマーカーも含まれま

す。AppleLoopオーディオファイルの卓越した利点は、 LogicProプロジェクトのテンポとキー
を自動的に合わせることができるところにあります。 

2番目のAppleLoopファイルタイプは、「LogicPro」でもサポートされます。これらには、音
楽のフレーズ、すなわちリフのきっかけとなる MIDIノート情報が含まれます。こうしたタイプ
のAppleLoops がオーディオトラックに追加されると、モチーフがそのまま再生されます。た
だし、「LogicPro」の音源トラックに追加すると、MIDIノート情報は任意のMIDIリージョンに
合わせて編集することができます。

ReCycle



ReCycle（REX、 RCY）ファイルは、PropellerheadReCycleソフトウェアで生成されます。いく
つかのスライスが含まれる点、プロジェクトのテンポに一致する点では、 AppleLoopオーディ
オファイルと同様です。読み込むと、スライスごとに1つずつ、複数のリージョンを含む小さな
フォルダが作成されます。これらのスライスリージョンはそれぞれ、オーディオリージョンと同

様に処理できます。ReCycleファイルは、AppleLoopファイルとは異なり、プロジェクトのキー
には従いません。

標準MIDIファイル
標準MIDI ファイル（SMF）は、名前が示す通り、MIDI シーケンサーが使用する標準ファイル
フォーマットです。「LogicPro」で読み出して保存することができます。SMF には、音符、歌
詞、コントローラ、SysEx データが含まれます。これらは、「LogicPro」のMIDI またはソフト
ウェア音源トラックに追加されます。

ブラウザでメディアファイルにアクセスする
オーディオファイルおよびその他のファイルをプロジェクトに追加するには、まずそれらのファ

イルを探し出す必要があります。事前録音済みメディアのブラウズ、プレビュー、検索を行うた

めにまず使用するのがブラウザです。

参考：ブラウザではサポートされているすべてのメディアタイプにアクセスできますが、 Apple
Loops にはループブラウザが最適です。使用法については、262ページの「ループブラウザで
AppleLoopsを検索する」を参照してください。

「アレンジ」ウインドウでブラウザにアクセスするには：
m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「メディア」ボタンをクリックし、次に「ブラウザ」タ

ブをクリックします（または「ファイルブラウザを切り替える」キーコマンドを使います）。

ブラウザを別ウインドウで開くには：
m 「ウインドウ」＞「ファイルブラウザ」と選択します（または、「ファイルブラウザを開く」キー

コマンドを使います）。
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ブラウザでナビゲートする
ブラウザをリスト表示とブラウザ表示のどちらかに切り替えることができます。 

Â リスト表示にはフォルダとその内容が一覧で表示されます。フォルダをダブルクリックして開

きます。

Â ブラウザ表示では、選択したフォルダの右に新しいフレームが表示されてフォルダの内容が展

開されます。フォルダを一度だけクリックして開きます。

リスト表示とブラウザ表示を切り替えるには：
m ブラウザ表示を表示するには「ブラウザ」ボタンをクリックします。リスト表示を表示するには

「リスト」ボタンをクリックします。

ブラウザでのナビゲート方法は、MacOSXの Finderとほぼ同じです。ナビゲート方法は、すべ
てのファイルタイプで同じです。ブックマークボタン、パスメニュー、戻るボタンと進むボタン

を使ってナビゲートします。

ブックマークボタンを使用してブラウザでナビゲートするには：
m コンピュータ、ホーム、またはプロジェクトブックマークボタンのいずれかをクリックします。

ブラウザ表示リスト表示

「ブラウザ」ボタン「リスト」ボタン
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Â コンピュータ： コンテナのボリューム、またはコンテナに接続されているすべてのボリューム
（ハードディスク、CD、 DVD）を表示します。

Â ホーム： ホームフォルダのすべてのフォルダを表示します。

Â プロジェクト： プロジェクトフォルダの内容を表示します。

パスメニューを使用してブラウザでナビゲートするには：
1 パスメニューをクリックして、現在のフォルダまたはファイルまでのパスを表示します。 

2 パスメニューの項目のいずれかをクリックすると、クリックしたフォルダにナビゲートして戻り

ます。

ナビゲーション履歴を前後に移動するには：
m 戻るボタンまたは進むボタンをクリックします。

ブラウザでファイルを検索する
「ブラウザ」タブは、非常に高度かつ高速な検索機能を備えています。この機能を使用して、

「LogicPro」によってサポートされているすべてのタイプのファイルで、記憶装置に接続されて
いるローカルまたはネットワーク上にあるものを検索することができます。

ブラウザで基本検索を実行するには：
1 「パス」メニューを（単独で、またはブックマークボタンと組み合わせて）クリックし、検索対
象（特定のフォルダ、ハードディスク全体、ユーザルート、コンピュータなど）を指定します。

特定のフォルダやボリュームへの検索を制限すると検索速度がアップします。

2 検索フィールドに検索語を入力して、Returnキーを押します。
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たとえば、パスメニューで「MacintoshHD」を選択して「80s」と入力すると、表示領域にい
くつかのAppleLoopファイルが表示されます。

検索結果を並べ替えるには：
m いずれかのカラムのタイトルをクリックすると、ファイルが名前、日付、またはサイズで並べ替

えられます。

∏ ヒント：カラムのタイトル間の垂直線をドラッグすると、カラムのサイズを変更できます。

検索語を消去するには：
m 検索フィールドの右にある小さな「X」アイコンをクリックします。

最近の検索語を表示するには：
1 検索フィールドの左にある虫眼鏡アイコンをクリックします。 

2 いずれかの検索語をメニューから選択すると、検索結果が表示されます。

最近の検索語をすべて消去するには：
m 検索フィールドの左にある虫眼鏡アイコンをクリックして、メニューから「検索履歴を消去」を

選択します。

詳細な検索を実行するには：
1 パスメニューを（単独で、またはコンピュータ、ホーム、およびプロジェクトボタンと組み合わ

せて）クリックし、検索対象を指定します。

2 検索入力フィールドの右にある「＋」アイコンをクリックします。

これにより、検索領域が展開されます。展開された検索領域に表示されるメニューを使用して、

特定のファイルタイプ、ファイルフォーマット、日付、サイズ、およびその他の条件で検索を絞

り込んだり、制限したりします。
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デフォルトでは、マッチメニューに「すべて」と指定されており、一致したファイルを表示する

ために、指定する詳細な検索条件のすべてを満たしている必要があることを示しています。指定

条件のいずれかに一致するすべてのファイルを表示する場合は、マッチメニューを「いずれか」

に設定します。

3 「ファイルタイプ」メニューをクリックして、これを「フォーマット」に変更します。

右のメニューが更新されて（「AIFF」と表示）左のメニュー選択の内容が反映されていることに
注意してください。

4 「AIFF」メニューの右の「＋」アイコンをクリックします。

検索条件メニューの詳細な設定については、下記に示します。 

5 検索条件の2行目の「ファイルタイプ」メニューをクリックして、これを「長さ」に変更します。

更新された右のフィールドとメニューには、「 30.0」と「秒」が表示されています。

6 この「30.0」フィールドを強調表示して、ここに「8」と入力します。

7 次に検索フィールドをクリックして、検索したい語句を入力し、Returnキーを押します。

時間が8秒で、名前に検索語が含まれるAIFFファイルの短いリストが表示されます。

詳細条件を1行のみ削除するには：
m この行の横にある「－」アイコンをクリックします。

この機能は、検索が少し具体的すぎて検索結果が何も得られないというときに役立ちます。

参考：この行は、非表示になる（アクティブではなくなる）だけで、完全に削除されたわけでは
ありません。行の右にある「＋」アイコンをクリックすると復元できます。

複数の詳細条件行が表示されているときに基本検索に戻るには：
m 検索入力フィールドの右にある「－」アイコンをクリックします。

すべての詳細条件行が非表示になります。

すべての詳細条件行を復元するには：
m 検索入力フィールドの右にある「＋」アイコンをクリックします。
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条件検索の詳細情報
特定のファイルをブラウザで検索するほうが、ファイルまでナビゲートするより速いことは言う

までもありません。検索を指定するのに、詳細検索行を最大で10 行まで定義できます。この検
索行では次の条件が提供されます。

ループブラウザでAppleLoopsを検索する
ループブラウザには、AppleLoop形式のファイルだけが表示されます。音源、ジャンル、ムー
ド、その他のディスクリプタのキーワードを使って、AppleLoopsを検索できます。ループブラ
ウザでAppleLoopsをブラウズすることもできます。

標準のオーディオループと比べて、AppleLoopsには重要な利点があります。この利点とは、タ
イムおよびピッチの自動シフト、インデックス、検索など、「LogicPro」でさまざまな目的に使
用される追加情報を格納できるということです。

第1メニュー 第2メニュー 追加メニュー／フィールド

コメント 次を含む、次を含まない、

次と等しい、次と等しくない、
次で始まる、次で終わる

入力フィールド

ファイルタイプ 次と等しい、次と等しくない メニュー。「オーディオ」、「ムービー」、
「プロジェクト」から選択できます。

フォーマット 次と等しい、次と等しくない メニュー。「AIFF」、「AppleLoop」、「WAV（BWF）」、
「Appleロスレス」、「AAC」、「MP3」、「CAF」、
「SoundDesignerI」、「SoundDesignerII」、
「Logicプロジェクト」、「MIDIファイル」、「ReCycle」、
「OMFファイル」、「AAFファイル」、
「OpenTLファイル」、「XML ファイル」、
「NotatorSLソング」から選択できます。
AIFF フォーマット検索にAppleLoops は含まれない
ので注意してください。

長さ 次と等しい、次と等しくない、

次より小さい、次より大きい

数値入力フィールド

付加的なメニュー。「秒」、「分」、「時間」から選択でき
ます。

変更日 次と等しい、次と等しくない、
次の指定日以後、次の指定日以前

入力フィールド

名前 次を含む、次を含まない、
次と等しい、次と等しくない、

次で始まる、次で終わる

入力フィールド

サンプルレート 次と等しい、次と等しくない、

次より小さい、次より大きい

メニュー。「44.1kHz」、「48kHz」、「88.2kHz」、
「96kHz」、「176.4kHz」、「192kHz」から選択できます。

サイズ 次と等しい、次と等しくない、

次より小さい、次より大きい
Â 入力フィールド
Â 付加的なメニュー。「バイト」、「KB」、「MB」、
「GB」、「TB」から選択できます。

ビット数 次と等しい、次と等しくない、
次より小さい、次より大きい

メニュー。「8ビット」、「16ビット」、「24ビット」
から選択できます。
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AppleLoopsに含めることができる重要なデータ・タイプには、メタデータ・タグとトランジェ
ントマーカーの2種類があります。「 LogicPro」ではメタデータ・タグを使って、ループブラウ
ザの検索機能を使用する際のファイルの検索を助けます。トランジェントマーカーは、ファイル

中でビートが発生する場所を示します。「 LogicPro」は、この情報をメタデータ・タグと一緒に
使用して、ファイルのテンポとキーをプロジェクトのテンポとキーに合わせ、再生品質が可能な

限り最良になるようにします。この機能を使用して、複数のAppleLoops を同時に再生し、テ
ンポとキーが異なる場合でも適切に聞こえるようにできます。

「アレンジ」ウインドウでループブラウザにアクセスするには：
m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「メディア」ボタンをクリックし、次に「ループ」タブ

をクリックします（または「ループブラウザを切り替える」キーコマンドを使います）。

ループブラウザを別ウインドウで開くには：
m 「ウインドウ」＞「ループブラウザ」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

緑と青のAppleLoops
ループブラウザには2種類のAppleLoopsがあります。一方は、青の音波アイコンで示され、も
う一方は緑の音符アイコンで示されます。

いずれもオーディオデータを格納し、タイムストレッチ、トランスポーズ、インデックス、検索

のための追加情報を格納することができます。

ループブラウザの緑と青の
AppleLoops
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緑と青のAppleLoops は、オーディオトラックに追加したり、空のアレンジ領域またはトラッ
クに直接追加したりできます。アレンジ領域では、AppleLoopsは通常のオーディオリージョン
のように見えますが、右上隅に AppleLoop 記号があるので簡単に識別できます。標準のオー
ディオリージョンとは異なり、プロジェクトのキーとテンポに従います。

青の（オーディオ）AppleLoops を空の「アレンジ」ウインドウ（トラックなし）、または既存
のトラックの下の空白の領域にドラッグできます。オーディオトラックおよび対応するチャンネ

ルストリップが自動的に作成されて、AppleLoop のリージョン（ファイルの全長）がトラック
上に配置されます。さらに、AppleLoopファイルはオーディオビンに追加されて、対応するリー
ジョンが自動的に作成されます。

緑のAppleLoopsは、SIALs（ソフトウェア音源AppleLoops）と呼ばれます。MIDI リージョ
ンとソフトウェア音源およびエフェクト設定が含まれるという点が、青の（オーディオ）Apple
Loopsとは異なります。

ソフトウェア音源AppleLoopsが音源トラックに配置されると、アレンジ領域に表示されたリー
ジョンは、個別のノート編集など、ほかのMIDIリージョンと同様に編集することができます。

空の音源トラック（空のチャンネルストリップ付き）にドラッグすると、対応する音源およびエ

フェクト設定が自動的に挿入されます。

ソフトウェア音源AppleLoopsを空の「アレンジ」ウインドウ（トラックなし）、または既存の
トラックの下の空白領域に直接ドラッグできます。音源トラックおよび対応するチャンネルスト

リップが自動的に作成され、AppleLoopが読み込まれます（音源はエフェクトと共に音源チャ
ンネルに挿入されて、AppleLoopリージョンはトラック上に配置されます。

ソフトウェア音源AppleLoops は、オーディオトラックに配置されると、オーディオリージョ
ンとして読み込まれ、青のAppleLoopsと同様に動作します。緑のAppleLoopsがオーディオ
トラックに追加されると、処理の負荷が軽減されます。

ステレオAppleLoop
記号

モノラル AppleLoop
記号
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参考：青のAppleLoopsは、音源トラックに配置されると再生されません。 

AppleLoopsをブラウズまたは検索する前に
ハードディスクに何千ものループがインストールされると、ループを探す作業はかなりやっかい

なものになる可能性があります。しかし、いくつかの主要な基準を指定して検索またはブラウズ

の絞り込みができるオプションがいくつかあります。

これらのオプションは、互いに組み合わせて使用することが可能で、ループブラウザで有効なブ

ラウズおよび検索機能の結果に直接影響します。

ループ表示を特定のJamPackまたはその他のカテゴリに制限するには：
m 「表示」メニューから必要な設定を選択します。次の中から選択できます：

Â すべてを表示： このデフォルトオプションを選択すると、システム上のすべてのAppleLoops
が表示されます。このオプションは、システム上にインストールおよびインデックスされてい

ることが分かっているのに、それが属するJamPackが分からないためにそのループを探し出
せない場合に役立ちます。

Â 自分のループ： このオプションを選択すると、「 ~/ ライブラリ /Audio/Apple Loops/User
Loops/SingleFiles」フォルダ（「~」はユーザ名を表します）のすべてのAppleLoopsが表示
されます。

Â このMac上の共有ループ： このオプションを選択すると、「/ライブラリ/Audio/AppleLoops/
UserLoops/SingleFiles」フォルダのすべてのApple_Loops が表示されます。この設定が表
示されるのは、AppleLoopsが「GarageBand」と共用されている場合に限ります。

Â GarageBand： このオプションを選択すると、GarageBand でインストールされたすべての
AppleLoopsが表示されます。

Â Jam Pack x： このオプションを選択すると、特定のJamPackのすべてのAppleLoopsが表示
されます。JamPackは、プロ用に作成されたジャンルまたは音源固有のAppleLoopコレク
ションで、アップルから入手できます。

Â Vendor x： このオプションを選択すると、特定の他社のすべてのAppleLoopsが表示されま
す。

Â その他： このオプションを選択すると、ループブラウザにドラッグして、ループライブラリに
手動で追加したすべてのループが表示されます。

ループブラウザの表示を特定のスケールに制限するには：
m 「スケール」ポップアップメニューをクリックして、「すべて」、「マイナー」、「メジャー」、「どち

らでもない」、「両方に使用可」の中から選択します。

ソフトウェア音源トラックに

配置された緑の AppleLoop
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これらのオプションを使用すると、AppleLoopsの検索が選択したカテゴリ内で選択したスケー
ルの種類に制限されます。たとえば、「カントリー」、「アコースティック」、「リラックス」のカ

テゴリを選択した場合は、選択と一致するファイルが20個ほど表示されます。「スケール」の設
定で「マイナー」を選択すると、このリストを10個ほどのAppleLoopsに削減することができ、
最適な素材の試聴および選択を迅速にできるようになります。

ループブラウザの表示を特定の拍子記号に制限するには：
m 「調号／拍子記号」ポップアップメニューから目的の拍子を選択します。

AppleLoopsをブラウズする
ループブラウザでは、3種類のブラウズ表示を使用できます。使用できるブラウズ表示は、カラ
ム表示、ミュージック表示、およびサウンドエフェクト表示です。

ブラウズモードを切り替えるには：
m ループブラウザの右上にある表示ボタンのいずれかをクリックします。

左のボタンでカラム表示、中央のボタンでミュージック表示、3番目のボタンでサウンドエフェ
クト表示が有効になります。

ミュージック表示には54個のボタンがマス目状に一覧表示され、各ボタンに音楽のカテゴリが
表示されます。サウンドエフェクト表示には、「爆発」、「Foley」、「人間」などのエフェクト関連
のカテゴリのボタンが表示されます。

ミュージック表示 サウンドエフェクト表示
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カラム表示では、MacOSX標準のカラムスタイルのファイルメニューが表示されます。この表
示では、検索条件が「すべて」、「ジャンル別」「音源別」、「ムード別」、「よく使う項目」の各階

層に分けられています。

カラム表示でAppleLoopsをブラウズするには：
1 フォルダ表示領域の左のカラムに表示されるカテゴリフォルダのいずれかをクリックします。

この例では、「ジャンル別」が選択されています。

2



2番目のカラムの「電子音楽」をクリックします。

3



3番目のカラムの「ビート」をクリックします。

括弧内の値は、サブカテゴリ（「ビート」）に分類されるファイルの数を示しています。これらの

ファイルは下のファイルリストに表示されます。

ミュージック表示およびサウンドエフェクト表示でAppleLoopsをブラウズするには：
1 カテゴリボタンのいずれかをクリックします。

ファイルリストには、選択したカテゴリに分類されるすべての AppleLoopsが表示されます。一
致するファイルの数がループブラウザの下部に表示されます。

カテゴリカラム
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2 別のカテゴリボタンをクリックします。

ファイルリストが更新されて、両方のカテゴリに分類されるすべての AppleLoops が表示され
ます。

3 さらにカテゴリを指定するには、その他のカテゴリボタンをクリックします。

「ギター」と「アコースティック」と「カントリー」など、3 つのすべての条件に一致するファ
イルの数はさらに少なくなります。

参考：選択したカテゴリボタンを再度クリックすると、選択は解除されます。

この例から分かるように、複数のカテゴリボタンを使用すると、ファイルリストに表示される
AppleLoopsの数を簡単に制限できます。つまり、特定の雰囲気またはフレーバーを持つ Apple
Loopの検索が非常に簡単になります。

すべてのカテゴリ選択を消去するには：
m リセットボタンをクリックして、選択しているすべてのカテゴリボタンを消去します。

任意のカテゴリボタンを Controlキーを押しながらクリックして（または右クリックして）表示
されるショートカットメニューで、表示されているカテゴリを置き換えることができます。

ミュージック表示またはサウンドエフェクト表示をカスタマイズするには：
m 任意のカテゴリボタンを Controlキーを押しながらクリックして（または右クリックして）、次の
中から選択します：

Â ジャンル： このサブメニューには、「ロック／ブルース」、「電子音楽」などの音楽分野が含ま
れます。

Â 音源： 「ベース」、「FX」、「ボーカル」、および「テクスチャ」などの設定があります。

Â 詳細表示： このサブメニューの項目は、AppleLoopsのムードを対象とし、「暗い」、「リラッ
クス」、「グルーヴ」などがあります。

ループブラウザでAppleLoops を試聴する
AppleLoopsの検索に使用するブラウズ（または検索）方法に関係なく、ループブラウザで結果
をプレビューできます。 

AppleLoopsを試聴するには： 
1 検索結果リストのいずれかのファイル名をクリックします。

連続ループで自動的に再生が開始されます。

2 別のファイル名をクリックすると、再生が開始されます。

再生中のAppleLoopは、停止します。同時に試聴できるAppleLoopは、1つだけです。
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再生レベルを調整するには：
m ファイル表示領域の下部までレベルフェーダーをドラッグします。

再生キーを調整するには：
m ファイル表示領域の下部のレベルフェーダーの右にある「キー設定」メニューをクリックして、

望ましいキーを選択します。

これがプロジェクトのデフォルトのキーになりますが、ループの元のキーまたは CからBまでの
任意のキーで試聴するように選択することもできます。

再生を停止するには：
m 選択したAppleLoopの名前の左にあるスピーカーのアイコンをクリックします。

ループブラウザでAppleLoops を並べ替える
ループブラウザ内の検索またはブラウズ結果を並べ替えるには、以下の方法があります：

Â「名前」、「マッチ」、「テンポ」、「キー」など、いずれかのカラムのタイトルをクリックすると、

結果のリストがその項目を基準に並べ替えられます。

Â 選択した任意のカラムのタイトルの矢印をクリックすると、リストがアルファベット、一致
率、テンポ、キー、ビート、またはお気に入りの順序を基準に昇順または降順に並べ替えられ

ます。

∏ ヒント：カラム名フィールドをクリックしたままドラッグし、右または左に移動して、カラム
の位置を自由に入れ替えることができます。カラム名フィールド間の縦の区切り線をクリック

したままドラッグすると、カラムの幅を変更できます。

よく使うAppleLoops のコレクションを作成する
「よく使う項目」カラムには表示ループごとにチェックボックスがあります。このボックスを選

択するだけで「よく使う項目」カテゴリにループが追加されます。

この機能は、定期的に使用するAppleLoops のコレクションを編集するのに最適です。ダンス
フロアミュージックのプロデューサーは、ドラムループからプロジェクトを構築する場合がよく

あります。おそらく、基本のフォー・オン・ザ・フロアのキックパターン、8分音符および16分
音符のハイハット、2ビートまたは4ビートのスネアまたはクラップパターンなどを組み込むこ
とが考えられ、少なくとも枠組みのアレンジメントを制作している間は、グルーブを構築するた

めのキットとしてこれらのお気に入りのループを使用することが考えられます。
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これらのループは、プロジェクトの進展に伴い置き換えたり追加したりできますが、お気に入り

は、多くの曲の起点として大変に有用です。

AppleLoopsを検索する
検索フィールドを使用して、名前または名前の一部でAppleLoops を検索します。これは、
265ページの「 AppleLoopsをブラウズまたは検索する前に」で説明しているオプションと共に
使用します。

AppleLoopを検索するには：
m 検索フィールドに必要な検索語を入力して、「 Return」キーを押します。

検索語にはアルファベットまたは数字を使用できます。指定した検索語と一致するすべてのファ

イルがファイルリストに表示されます。

右にあるキャンセルボタン（テキストが入力されると表示されます）を使用すると、入力したテ

キストはすべて消去されます。検索履歴も消去されます。

検索メニューの左側の虫眼鏡アイコンには、最近使用した検索語句の履歴が保存されています。

前の検索語を使用する場合は、このアイコンをクリックします。

オーディオファイルを追加する／削除する
このセクションで説明している方法を使用して、オーディオを直接アレンジ領域に追加したり、

オーディオビンに追加したりすることができます。

Â オーディオビンは、アレンジ領域で使用するかどうかに関係なく、プロジェクトに追加された

すべてのオーディオファイルの集中管理場所です。すべてのファイルが最終的な作品で実際に

使用されるとは限らないとしても、これは、プロジェクトに関連するすべてのファイルを 1個
所に保管しておくのに便利です。

Â オーディオファイルは、アレンジ領域に追加すると、自動的にオーディオビンに追加されて、

アレンジメントにオーディオリージョンとして表示されます。これらのリージョンのデフォル

ト長は、オーディオファイル全体を含めることができる長さです。これらのリージョンは、ア

レンジ領域で必要に応じて、サイズ変更、カット、および移動することができます。

このセクションで説明している方法を用いると、WAV、AIFF、CAF、MP3、SDII、 AAC、 Apple
ロスレス、およびAppleLoopファイルを読み込むことができます。 

AppleLoopsは、アレンジメントに追加されるときにいくつかの特別な機能を提供します。詳細
については、263ページの「緑と青のAppleLoops」を参照してください。

検索メニュー

キャンセルボタン
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ReCycleファイルの処理方法は異なります。詳細については、276ページの「ReCycleファイル
をプロジェクトに追加する」を参照してください。

アレンジメントにオーディオファイルを追加する
アレンジメントにオーディオファイルを直接追加するには、以下のいずれかの方法を使用できま

す：
Â 鉛筆ツールを使用してアレンジのオーディオトラックの任意の位置で Shiftキーを押しながら
クリックします。

Â「オーディオファイルを読み込む」コマンドを使用します。

Â ブラウザ、オーディオビン、ループブラウザ（つまり、MacOSXFinder）で必要なファイル
名を探し出し（ブラウズまたは検索し）、それを単純にアレンジ領域にドラッグします。ブラ

ウザでファイル名をダブルクリックすると、選択したアレンジトラックの現在の再生ヘッドの

位置にファイルが追加されます。

鉛筆ツールを使用してアレンジメントにオーディオファイルを追加するには：
1 アレンジ領域で鉛筆ツールを選択します。

2



Shiftキーを押しながら、アレンジ領域の中の望ましい位置のオーディオトラックをクリックしま
す。

3 「ファイルを開く」ダイアログボックスに挿入したいファイルをブラウズして選択します。

4 「再生」ボタンをクリックすると、選択されているオーディオファイルがプレビューされます。

「再生」ボタンが「停止」に変わります。これを押すと再生が停止されます。

5 「開く」ボタンをクリックすると、アレンジ領域でクリックした位置で、選択したトラックにファ
イルが追加されます。

「オーディオファイルを読み込む」コマンドを使用してアレンジメントにオーディオファイルを
追加するには：

1 アレンジ領域でオーディオトラックを選択します。

2 「ファイル」＞「オーディオファイルを読み込む」と選択します（または「オーディオファイル
を読み込む」キーコマンドを使います）。

3 「ファイルを開く」ダイアログボックスに挿入したいファイルをブラウズして選択します。

4 「再生」ボタンをクリックすると、選択されているオーディオファイルがプレビューされます。

「再生」ボタンが「停止」に変わります。これを押すと再生が停止されます。

5 「開く」ボタンをクリックすると、アレンジの再生ヘッドの位置で、選択したトラックにファイ
ルが追加されます。

1つのオーディオファイルをドラッグしてアレンジメントに追加するには：
m ブラウザ、ループブラウザ、またはFinderからアレンジ領域のオーディオトラックに必要なファ
イルを直接ドラッグします。

すべてのトラックタイプにオーディオファイルをドラッグできますが、再生はオーディオトラッ

クでしかできません。
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トラックおよびチャンネルの自動作成を使って作業する
オーディオファイルを直接、空の「アレンジ」ウインドウ（トラックなし）、または既存のトラッ

クの下の空白の領域にドラッグできます。オーディオトラックおよび対応するチャンネルスト

リップが自動的に作成されて、オーディオリージョン（ファイルの全長）がトラック上に配置さ

れます。さらに、このファイルはオーディオビンに追加されて、対応するリージョンが自動的に

作成されます。

複数のオーディオファイルをドラッグしてアレンジメントに追加するには： 
1 オーディオビン、Finderまたはブラウザで、Shiftキーを押しながら連続したファイルをクリック
するか、コマンドキーを押しながら非連続のオーディオファイルをクリックします。 

2 ファイルを必要なアレンジ領域までドラッグして、マウスボタンを放します。

参考：オーディオファイルのファイルを追加する場合は、「オーディオファイル」＞「ファイル
をアレンジに追加」と選択して使用することもできます。再生ヘッドの位置によって最初のオー

ディオリージョンの作成位置が決まります。

3 「選択したファイルをアレンジに追加」ダイアログボックスに表示される次のオプションを選択
します：

Â 新規トラックを作成： ドラッグしたファイルごとに新しいトラック（とオーディオチャンネル
ストリップ）を作成します。

Â 既存のトラックを使用： ドラッグされたファイルが、現在選択しているトラックから順番に、
既存のトラックに（リージョンとして）配置されます。たとえば、（トラック4が選択されて
いる）アレンジ領域に 3 つのオーディオファイルをドラッグした場合、最初のファイルはト
ラック4に配置され、残りの2ファイルはトラック5と6に配置されます。

Â すべてのファイルを 1つのトラックに配置： これだけの操作で、すべてのファイルがドラッグ
先のトラックに順番に配置されます。

Â オーディオファイル名をトラック名にコピー： ファイル名を使用して、トラック名を変更しま
す。このオプションを使用するには、「新規トラックを作成」および「既存のトラックを使用」

機能を併せて使用する必要があります。

Â 新規オーディオリージョンを作成： アレンジ領域にファイルを追加し、ファイルごとに新しい
オーディオリージョンを作成します。アレンジ領域でオーディオリージョンごとに数値が付加

され、オーディオビンでファイルごとに新しいリージョンが作成されます。たとえば、folk-04
というリージョンは、folk-04.1という新しいリージョンになります。元のリージョンは、オー
ディオビンに（使用されている場合はアレンジにも）保持されます。
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プロジェクトのオーディオファイルを追加する／削除する
オーディオビンは、アレンジ領域で使用するかどうかに関係なく、プロジェクトに追加されたす

べてのオーディオファイルの集中管理場所です。すべてのファイルが最終的な作品で実際に使用

されるとは限らないとしても、これは、プロジェクトに関連するすべてのファイルを 1個所に保
管しておくのに便利です。

ここまでに説明したすべてのオーディオファイル追加方法によって、ファイルはオーディオビン

に自動的に配置されます。アレンジ領域にファイルを直接追加する方法では、ファイルに関連す

るリージョンがオーディオビンに作成されます。

オーディオビンには、プロジェクト（オーディオビン）にファイルを追加できる機能、および

オーディオビンからアレンジ領域にファイルを追加できる機能もあります。

ブラウザまたはFinderを使用してオーディオファイルをプロジェクトに追加するには： 
1


Finderまたはブラウザで、Shiftキーを押しながら連続したファイルをクリックするか、コマンド
キーを押しながら非連続のオーディオファイルをクリックします。 

2 ファイルをオーディオビンまでドラッグして、マウスボタンを放します。

参考：ブラウザからファイルを追加する場合は、アクションメニューの「選択したオーディオ
ファイルをビンに追加」を選択することもできます。

オーディオビンを使用して1つまたは複数のファイルをプロジェクトに追加するには：
1 「オーディオファイル」＞「オーディオファイルを追加」と選択します（または「オーディオファ
イルを追加」キーコマンドを使います）。

オーディオビンのファイル選択ボックスが表示されます。

2 オーディオファイルをブラウズまたは選択します。

「再生」ボタンをクリックして試聴できます。 

3 「追加」ボタンをクリックします。

下方のファイル表示領域にファイルが表示されます。
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4 別のオーディオファイルをブラウズして選択し、「追加」ボタンをクリックします。
5 ファイル表示領域に必要なすべてのファイルが追加されるまでこの処理を繰り返します。 
6 誤ってファイルを追加した場合は、ファイル表示領域でそのファイルを選択して、「削除」ボタ
ンをクリックしてください。

参考：フォルダを選択して、「すべてを追加」ボタンをクリックすれば、フォルダ内のすべての
ファイルを追加することもできます。誤って違うフォルダからすべてのファイルを追加した場合
は、「すべてを削除」ボタンを押してリストから削除してください。これでファイルがハードディ
スクから削除されるわけではありません。

7 「終了」をクリックして、選択したファイルをオーディオビンに追加します。

参考：すでにオーディオビンに追加されているファイルは淡色表示になり、選択できません。こ
れで混乱や重複が避けられます。

現在のプロジェクトから 1つまたは複数のファイルを削除するには：
1 オーディオビンから該当するファイル名を選択します。

2



Deleteキーを押します。

これでファイルはプロジェクトからは削除されますが、ハードディスクから削除されるわけでは
ありません。

プロジェクトからオーディオファイルを完全に削除できるようにする唯一の方法は、オーディオ
ビンの中にあります。アレンジで（消しゴムツールを使うか Delete キーを押して）オーディオ
リージョンを削除しても、オーディオファイルへのリファレンスが削除されるだけで、プロジェ
クトから削除されるわけではありません。

圧縮オーディオファイルの読み込みについての注意
「LogicPro」を使用して、次の圧縮オーディオファイルフォーマットを直接、再生できます：
Â


AAC
Â 圧縮フォーマット： MPEG4AAC
Â サンプルレート： 8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、 32kHz、44.1
kHz、48kHz、 64kHz、 88.2kHz、または96kHz

Â


MP3
Â



44.1kHzファイル
Â


48kbps以上でエンコードされたステレオファイル、 32kbps以上でエンコードされたモノ
ラルファイル

Â「iTunes」／「Logic」のエンコードファイル
Â


Appleロスレスファイル

これらのファイルは、「LogicPro」に読み込まれたときに自動的に変換されるわけではありませ
ん。圧縮オーディオファイルがアレンジ領域に追加されて、オーディオファイル全体を含む大き
さのリージョンが作成されます。このリージョンは、アレンジ領域の通常のオーディオリージョ
ンと同じ方法で編集できます。すなわち、このリージョンに対してカット、ループ、名前変更な
どを行うことができます。

警告：「オーディオファイル」＞「ファイルを削除」コマンド（またはデフォルトのキーコマン
ド、Control ＋Delete キー）を使用するときは十分に注意してください。これで、選択した
ファイルはプロジェクトだけではなくハードディスクからも削除されます！削除したオーディ
オファイルはゴミ箱に移動されますが、ゴミ箱を空にするまでゴミ箱からは削除されません。
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参考：圧縮オーディオファイルには、フェードを割り当てることも、ファイルを編集して変更す
ることもできません。

圧縮オーディオファイルをポイントしているオーディオリージョンは、次の記号で示されます： 

AAC、 MP3、Appleロスレスの圧縮オーディオファイルは、次のいずれかの方法で変換できます：
m アレンジ領域で、必要なオーディオファイルを参照しているオーディオリージョンを選択し、ア

レンジ領域のローカルメニューで「オーディオ」＞「リージョンを新規オーディオファイルに変

換」と選択します（または「リージョンを新規オーディオファイルに変換します」キーコマンド

を使います。デフォルトはControl＋Fキーです）。

オーディオリージョンで範囲指定されているオーディオファイルの一部が、新しいオーディオ

ファイルに変換されます。

m オーディオビンでオーディオファイルを選択し、オーディオビンのローカルメニューで「オー

ディオファイル」＞「ファイルをコピー／変換」と選択します（または「ファイルをコピー／変

換」キーコマンドを使います）。

重要：デジタル著作権管理（DRM）の枠組みで保護されている圧縮オーディオファイルを
「LogicPro」で開くことはできません。iTunesMusicStore で購入したミュージックは、通常、
DRMで保護されています。

オーバービューの計算
オーディオファイルをプロジェクトに追加すると、「LogicPro」によって自動的にオーディオ
ファイルのオーバービューが作成されます。これは、波形を表示するのに使用されるグラフィッ

クファイルです。

オーディオファイルのオーバービューデータの計算はウインドウに表示されます。この計算は

バックグラウンドで実行されるので、「 LogicPro」による作業を継続できます。

圧縮オーディオファイルを

表す記号

波形オーバービュー
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「オーバービューの計算を高速化」オプションを有効にすると計算速度が大幅にアップします。た

だし、ユーザの操作を完全に妨げるほどではありませんが、そのほかの操作速度はダウンします。

「LogicPro」では、プロジェクト間で「オーバービューの計算を高速化」オプションの状態が記
憶されます。

ファイル録音を置き換えた（リージョンを使用した）場合や外部サンプルエディタでの編集を

行った場合、「オプション」＞「オーディオ」＞「オーバービューを更新」と選択すれば、選択

したファイルのオーバービューを手動で更新できます。

ReCycleファイルをプロジェクトに追加する
「Recycle」は、製造元Propellerhead社のソフトウェア・アプリケーションの名称で、主にルー
プ（繰り返し使用されるオーディオファイル）の編集および生成を行うためのツールです。

「Recycle」は、「LogicPro」によって直接読み込んで使用できる固有のファイルフォーマットを
使用します。また、ReCycleファイルはAppleLoopsに変換することもできます。

参考：「 LogicPro」でReCycleファイルを使用する場合は、 REXSharedLibrary©Propellerhead
Software をインストールする必要があります。ReCycle ファイルの詳細については、
Propellerhead社のWebサイトを参照してください。

「LogicPro」は、次のReCycleファイルフォーマットを読み込むことができます：
Â 古いReCycleファイル： ファイルの拡張子は.rcyです。このファイルタイプの略称はRCSOです。
Â 古いReCycle 書き出しファイル： ファイルの拡張子は.rexです。このファイルタイプの略称は
REXです。

Â ReCycle 2.0ファイル： ファイルの拡張子は.rx2です。このファイルタイプの略称はREX2です。

ReCycleファイルをアレンジ領域に読み込むには：
1 次のいずれかを実行して、読み込むReCycleファイルを選択します：

Â「ファイル」＞「オーディオファイルを読み込む」と選択して、AIFF、SDII、MP3、またはWAV
オーディオファイルではなくReCycleファイルを選択します。

Â 鉛筆ツールを使用してShiftキーを押しながらオーディオトラックをクリックし、 ReCycleファ
イルを選択します。

Â


FinderからオーディオトラックにReCycleファイルをドラッグします。

2



ReCycleファイルの読み込みダイアログボックスで必要な設定を選択し、「 OK」をクリックします。

Â 修正しない： ファイルをそのまま読み込みます。ファイルのすべてのスライスがオーバーラッ
プして、「LogicPro」のテンポを一致させます。
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Â トラックを追加： 複数のオーディオトラックにスライスを分散して、位置の調整またはスライ
スの削除が自由にできるようにします。「追加オーディオトラックの数」フィールドによって

スライスの分散に使用されるトラック数が決まります。ReCycleファイルが追加された元のト
ラック以外にこれらのトラックがあります。

Â クロスフェード： ファイルのスライスはすべて同じトラックに読み込まれ、自動的にクロス
フェードされます。クロスフェードの長さは、「クロスフェードの長さ」フィールドに表示さ

れる値（ミリ秒表示）によって決まります。

Â 1 つのファイルにレンダリング： この機能は、すべてのReCycleスライスを単一のオーディオ
ファイルに書き込みます。現在のLogicProプロジェクトのテンポがレンダリング処理に使用
されます。

Â Apple Loop にレンダリング： ReCycleファイルをAppleLoopとして読み込みます。 

ReCycle ファイルをAppleLoop またはオーディオファイルとして読み込まない場合は、オー
ディオトラックにReCycleファイルフォルダが作成されます。このフォルダには、適当な位置に
ReCycleファイルのスライス（フォルダ内の縮小リージョンとして表示できます）が含まれます。

これらのスライスはいずれも、同じオーディオファイルを参照します。このファイルはオーディ

オビンにあります。

参考： ReCycleファイルフォルダを別のオーディオトラックに移動しても、（フォルダ内のトラッ
クの）オーディオチャンネルストリップの出力先は変更されません。ReCycleオーディオデータ
を聴くには、フォルダを開いて、オーディオチャンネルストリップの出力先を手動で変更する必

要があります。

ReCycleファイルをAppleLoopに変換するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


ReCycleファイル読み込みダイアログボックスで「AppleLoopにレンダリング」オプションを使
用します。

m ブラウザのツールメニューで「ReCycleファイル／フォルダをAppleLoopsに変換」コマンドを
選択します。

後者のオプションを使用して、ブラウザで1つまたは複数のフォルダを選択し、それらのフォル
ダに含まれるすべてのReCycleファイルに対してバッチ変換を実行することができます。

ReCycleスライス

ReCycleフォルダ
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「LogicPro」と「Recycle」の間でオーディオを移動する
ファイル選択ダイアログボックスを使用しなくても、「LogicPro」と「Recycle」の間で互いに
データを転送できます。

「Recycle」で使用するためにオーディオリージョンをクリップボードにコピーするには：
1 アレンジ領域でオーディオリージョンを選択します。 

2 アレンジ領域のローカルメニューで「オーディオ」＞「ReCycleループとしてコピー」と選択し
ます。

選択したオーディオリージョンのデータがクリップボードにコピーされます。

3 「Recycle」で「PasteasnewDocument」コマンドを使用して、新規のReCycle書類（アレンジ
領域で選択したオーディオデータが含まれる）を作成します。

参考：転送されるオーディオリージョンのサイズは 10MB 以下に制限されますが、ほとんどの
ReCycleループはそれだけあれば十分です（たとえば、70bpm、4/4 の8小節ステレオループ
では約5MBを使用します）。

「Recycle」からアレンジ領域にReCycleループをペーストするには：
1 「Recycle」で「CopyLoop」コマンドを使用します。

これによって、「Recycle」で現在編集中のループがクリップボードにコピーされます。 

2 アレンジ領域のローカルメニューで「オーディオ」＞「ReCycleループをペースト」と選択して、
このループをアレンジ領域にペーストします。

この結果は、ReCycleファイル読み込みオプションの場合と同じになります。

MIDIおよびプロジェクトファイルを追加する
MIDI およびプロジェクトファイル（OMFInterchange、AAF、 OpenTL、XML ファイル）もア
レンジメントに追加できます。これらのファイルタイプは、通常、プロジェクト交換に使用され

ますが、この章では説明しません。これらのファイルタイプの読み込みについては、625ページ
の第 29章「プロジェクトとファイルのやりとり」を参照してください。
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12 リージョンとは

アレンジ領域に追加または録音されたオーディオファイルまたは
MIDIファイルは、リージョンという形で表示されます。

この章では、オーディオリージョンとMIDI リージョンの類似点と相違点に加え、リージョンの
操作方法について詳しく説明します。リージョンを使って「曲」を作る方法については、293ペー
ジの第 13章「アレンジメントを組み立てる」を参照してください。

リージョンとは
オーディオデータとMIDIデータの扱いかたは、アレンジ領域では非常に似ており、共にリージョ
ンという長方形のブロックで表示されます。いずれもデータを視覚的に表示したものです。オー

ディオリージョンはオーディオデータを表します。MIDIリージョンはMIDIデータを表します。
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オーディオリージョンとオーディオファイル
オーディオリージョンは、基になるオーディオファイルを単に参照して（指して）いるだけです。
オーディオリージョンは、再生マーカー（開始ポイントと終了ポイント）として使用されるだけ

です。リージョンの長さは、オーディオファイル全体になる場合も、（リージョンの）開始マー

カーと終了マーカーの間の一部を占める数秒間にすぎない場合もあります。

「LogicPro」で使用されるオーディオファイル（プロジェクトに追加されてからオーディオビン
に格納されます）は、少なくとも1つのオーディオリージョンに自動的に関連付けられます。デ
フォルトでは、リージョンはオーディオファイル全体を指します。

オーディオリージョンには、アンカーという一時的な参照ポイントが含まれています。リージョ

ンを移動する際、ヘルプタグに表示されるのは、MIDIリージョンの場合は開始ポイントですが、
オーディオリージョンの場合はアンカーポイントです。

オーディオリージョンは、必要な数だけ自由に作成できます。ドラムのライブ演奏を録音したス

テレオトラックがプロジェクト全体にわたっている場合を例に挙げると分かりやすいかもしれ

ません。ドラムの演奏は、2番目のコーラスではパーフェクトでしたが、ほかのコーラス部分で
はあまり良くなかったとします。

「LogicPro」では、オーディオファイル（ドラムトラック）内の2番目のコーラス部分を参照す
るオーディオリージョンを作成し、パーフェクトだったこのテイクをプロジェクトのほかのコー

ラスに当てはめることができます。

これを行うには、オーディオファイルのドラムトラックの 2番目のコーラスを参照するオーディ
オリージョンを作成し、そのリージョンをアレンジ領域でほかのコーラスの部分にコピーします。

オーディオファイルではなくオーディオリージョンを操作することの大きな利点は、メモリ消費

が少なくて済むことです。オーディオファイルの同じ部分のコピーを複数作成する場合は、保存

するハードディスクの容量が多く必要とされます。

オーディオ
リージョン 1

オーディオファイル

オーディオリージョン 2

オーディオ
リージョン 3
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もちろん、直接オーディオファイルを編集、コピー、移動、管理することもできます。これは、

サンプルエディタおよびオーディオビンで行います。詳細については、529ページの第 24章
「オーディオファイルを管理する」を参照してください。

MIDIリージョンとイベント
MIDIリージョンに実際に含まれているのは、 MIDIデータイベントです。外部ファイルに保存さ
れている情報にはリンクされていません。MIDI リージョンは、個別のファイルとして保存でき
ますが、Logicプロジェクトの一部としても保存できます（通常はそのように保存します）。 

MIDIリージョンに含まれる MIDIデータイベントには、ノート、コントローラ、システムエクス
クルーシブ、およびその他の情報のイベントがあります。これらのデータイベントは、

「LogicPro」に録音した、または読み込んだ MIDI の演奏データを表します。MIDI 演奏は通常 
MIDIキーボードで作成されますが、 MIDIコントローラ、MIDIギター、コンピュータのキーボー
ドまたはマウスで生成することもできます。

MIDIデータイベントは、それらのイベントを含むMIDIリージョンを処理することで、グループ
として影響を受けることがあります。インスペクタのリージョンパラメータボックスで実行可能

な処理には、トランスポーズ、クオンタイズ、タイミングディレイなどがあります。

MIDIリージョン内で個々のイベントを編集することもできます。これを行うには、「LogicPro」
で使用可能ないずれかの MIDIエディタでリージョンを開きます。これらのエディタでは、MIDI
ノートイベントの位置、長さ、ピッチを正確に調整できます。ほかの種類のMIDI イベントも、
さまざまな方法で調整できます。また、MIDI キーボード、マウス、コンピュータのキーボード
を使って、これらのエディタでMIDIデータを入力することもできます。

フォルダリージョン
フォルダは、ほかのリージョンを格納できるリージョンです。Finderのフォルダがほかのフォル
ダやファイルを格納できるのと非常に似ています。

フォルダを表示する方法としては、プロジェクト内のプロジェクトという形式があります。フォ

ルダには、リージョンを配置したトラックを必要な数だけ格納できます。

フォルダは、音源トラックまたはオーディオトラックではなく、トラックリスト内のフォルダに

割り当てられたトラック上に配置されます。フォルダリージョンは MIDIリージョンに似ていま
すが、フォルダ名の前にフォルダアイコンが表示されます。
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フォルダを開くと、プロジェクトのアレンジ領域やトラックリストによく似た画面が表示され

ます。

クローンリージョンとエイリアスリージョン
MIDIリージョンとフォルダリージョンでは、エイリアスを作成できます。MIDIまたはフォルダ
リージョンのエイリアスは、Finderのエイリアスと同じようなものです。外観はリージョンに似
ていますが、実際のデータは入っていません。エイリアスは、オリジナルリージョンのデータを

参照し、いわばそれを映しているだけです。エイリアスは、名前が斜体で表示されているので簡

単に見分けられます。

元の（ソース）リージョンのデータが変更されると、変更内容はリージョンのエイリアスにすぐ
に反映されます。ただし、各エイリアスには、元のデータとは異なる独自のリージョンパラメー

タがあります。

オーディオリージョンでは、Option＋Shiftキーを押しながらドラッグすると、クローンを作成
できます。クローンは、MIDIリージョンのエイリアスに当たるものですが、任意のクローンリー
ジョンの開始ポイントまたは終了ポイントを調整すると、ほかのすべてのクローンリージョンに

もその変更内容が反映される点が異なります。ソースリージョン調整しても、クローンには反映

されません。

もちろん、Option キーを押しながらドラッグしてオーディオリージョンの独立したコピーを作
成することもできます。このコピーを調整しても、ソースリージョンのほかのコピーには反映さ

れません。

詳細については、293ページの第 13章「アレンジメントを組み立てる」を参照してください。
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MIDIリージョンとオーディオリージョンの比較
次の表に、オーディオリージョンとMIDIリージョンの主な違いを示します。表の下に、最も重
要な点を示す注釈を記載しています。

インスペクタの再生パラメータでMIDIイベントに適用可能なもの（トランスポーズなど）は当
然、オーディオ信号には影響しません。オーディオの場合、対応する操作のほとんどは、サンプ

ルエディタで破壊編集としてのみ実行可能です。

機能 MIDIリージョン オーディオリージョン

独立したデータで構成されているか はい いいえ。オーディオリージョンは、単にオーディオファ

イルの一部を参照したものです。

名前を付けることができるか はい はい

ループオプションを使用できるか はい はい

クオンタイズパラメータを

使用できるか

はい いいえ。ただし、「アレンジ」ウインドウが表示されて

いるときに、イベントリストでリージョン自体の位置を
クオンタイズすることはできます。また、サンプルエ

ディタでオーディオファイルを破壊的にクオンタイズ
することもできます。

トランスポーズパラメータを
使用できるか

はい いいえ。ただし、（サンプルエディタとアレンジで）タ
イムマシンとピッチシフト機能を使用できます。オー

ディオAppleLoopsはトランスポーズ可能です。

ベロシティパラメータを

使用できるか

はい いいえ

ダイナミクスパラメータを

使用できるか

はい いいえ

ゲートタイムパラメータを

使用できるか

はい いいえ

ディレイパラメータを使用できるか はい はい

位置を自由に指定できるか はい はい

左隅または右隅の編集 はい はい。ただし、オーディオリージョンは影響を受けます

が、シーケンサーの時間軸を基準にしたオーディオ波形
の位置は変わりません。

ハサミツールでカットできるか はい はい。新しいオーディオリージョンが作成されます。

リージョンからエイリアスを

作成できるか

はい はい。ただし、MIDI リージョンがエイリアスなのに対
して、オーディオリージョンはクローンという名前にな
ります。

左隅をドラッグしてデータを
最初から隠すことができるか

いいえ はい

音楽参照ポイントは可変か いいえ はい、可変アンカーです。これは、所定のオーディオ
ファイルから継承したすべてのリージョンに影響し、

シーケンサーの時間軸を基準にオーディオの位置を変
更する可能性があります。

ミュート機能でサウンドをオフにで
きるか

はい はい

フォルダに保存できるか はい はい

ソロ再生できるか はい はい
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基本的な機能（自由に位置や長さを指定する昨日、フォルダを使った複雑なアレンジを作成する

機能、名前を付けたり、ミュートしたり、ソロ再生したりする機能など）は通常、どのタイプの

リージョン（MIDI リージョン、オーディオリージョン、フォルダリージョン、その複製、エイ
リアスやクローンリージョン）でも使用できます。

サンプルエディタおよびオーディオビンでリージョンを扱う
オーディオビンを使うと、リージョンを管理し、オーディオファイルに関連付けられた（1つま
たは複数の）リージョンに大まかな編集を行うことができます。オーディオビンのグラフィック

表示は、オーディオファイルとオーディオリージョンを短時間で簡単に整理できるように最適化

されています。

リージョンの開始マーカーと終了マーカー（アンカー）を配置する際の最適な分解能は、オー

ディオビンで256サンプルステップに制限されます。これは、特にゼロクロッシング検出機能が
有効な場合には特に適切な設定です。

ただし、場合によっては、個々のサンプルワードレベルにまで掘り下げて厳密な調整を行う必要

があります。ドラムループなどがそれに当たります。サンプルエディタは、こうした精密な編集

に適した機能です。

特定のリージョンでサンプルエディタを開くには：
m オーディオビンまたはアレンジ領域でリージョンをダブルクリックします。

リージョン全体が選択された状態で、サンプルエディタが開きます。

オーディオビンでリージョンを管理する
オーディオビンには、プロジェクトに追加または録音したオーディオファイルとオーディオリー

ジョンがすべて表示されています。

このセクションでは、オーディオビンタブとオーディオビンウインドウで指定可能なリージョン
処理オプションについて説明します。

また、基本的な項目についてはここでも触れますが、オーディオビンでのオーディオファイルの
操作とオプションについては、529ページの第 24章「オーディオファイルを管理する」で説明
します。
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どのオーディオビンが使用目的に合っているか
オーディオビンタブは、作業領域の邪魔にならないので、アレンジ領域にすぐにファイルを追加

するような作業に適しています。オーディオファイルごとに、ファイル全体の長さを表すバーが

表示されます。バー内のカラーで示した領域はリージョンの長さを表します。オーディオファイ

ル内のリージョンのサイズ変更や移動などは、オーディオビンタブでは実行できません。こうし
た調整を行う場合は、オーディオビンウインドウを使います。

オーディオビンウインドウは、自由にサイズを変更できます。このウインドウには、オーディオ

ファイルが波形表示されます。オーディオファイル内のリージョンは強調表示されています。

オーディオビンウインドウには、絶対パスなどのファイルの詳細が表示されます。また、「スト

リップサイレンス」コマンドなどを含む「オプション」メニューも表示されます。

つまり、オーディオビンタブは、アレンジメントを組み立てているときにオーディオファイルや

オーディオリージョンを追加する作業に適しています。それに対して、オーディオビンウインド

ウは、オーディオファイルやオーディオリージョンの管理を行う際にまず立ち寄る場所と言え

ます。

オーディオビンタブを開くには：
m 「アレンジ」ウインドウのメディア領域でオーディオビンタブをクリックします。

オーディオビンタブ オーディオビンウインドウ
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オーディオビンを開くには：
m 「ウインドウ」＞「オーディオビン」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。

デフォルトはコマンド＋ 9キーです）。

オーディオファイルに関連付けられたリージョンを表示するには：
m オーディオファイル名の横の開閉用三角ボタンをクリックします。

親オーディオファイル名の下に、すべてのリージョンが表示されます。

Â アレンジ領域で使用されているリージョンの場合、リージョン名の右にカラー付きバーが表示
されます。バーの色は、アレンジのリージョン色を引き継いだものです。リージョン（カラー

付きセクション）の長さは、オーディオファイルのバーに対してどの程度占めているかで表さ

れます。

Â アレンジ領域で使用されていないリージョンは、グレイで表示されます。

オーディオビンのすべてのリージョンを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「すべてのリージョンを表示」と選択します（または、「すべてのリージョンを表示」

キーコマンドを使います）。

m



Optionキーを押しながら、オーディオファイルの横の開閉用三角ボタンをクリックします。

この操作で、オーディオビン内の全オーディオファイルのリージョンがすべて表示されます。

「表示」＞「すべてのリージョンを隠す」と選択すると（または、対応するキーコマンドを使用

すると）、あるいはコマンドキーを押しながら（オーディオファイルの開閉用三角ボタンを）も

う一度クリックすると、すべてのリージョンが隠れます。

オーディオファイルのリージョンを並べ替えるには：
m オーディオファイルを選択し、「表示」＞「リージョンを並べ替える」と選択します：

Â 開始位置： オーディオファイル内の時間的な位置に従ってリージョンが並べ替えられます。

Â 長さ： 長さに従ってリージョンが並べ替えられます。

Â 名前： アルファベット順にリージョンが並べ替えられます。これがデフォルト設定です。

オーディオビンウインドウのリージョンの長さ表示を変更するには：
m 「表示」＞「長さを表示」メニューで、以下のいずれかの設定を選択します：

Â なし： 長さを表示しません。

Â 分 : 秒 : ミリ秒： リージョンの絶対時間を時、分、秒、ミリ秒の形式で表示します。

Â サンプル： リージョン内のサンプルワード数を表示します。

Â SMPTEタイム： SMPTEによる長さを表示します。SMPTEは、絶対時間とは異なり、ミリ秒の
代わりにフレーム数とビット数を使います。

Â 小節／ビート： 小節数、拍数、ディビジョン数、ティック数という音楽単位でリージョンを表
示します。プロジェクトのテンポ、拍子、ディビジョンの設定が変更されると、表示は自動的

に再計算されます。

アレンジメントでリージョンを使う回数を確認するには：
m 「表示」＞「リージョンの使用回数を表示」設定を有効にします。



第12章    リージョンとは 287



リージョンを作成／削除する
プロジェクトにオーディオファイルを追加すると、「LogicPro」は、ファイル全体の長さを格納
するリージョンを自動的に作成します。同じオーディオファイルからリージョンを必要な数だけ

作成できます。ソースオーディオファイルの長さを超えない限り、リージョンの長さに制約はあ
りません。

同じオーディオファイルから複数のリージョンを作成すると、異なるボーカルテイクを使ってプ
ロジェクト全体のボーカルを組み立てるなどの作業に役立ちます。

リージョンは、オーディオビン、サンプルエディタ、アレンジで作成できます。このセクション
では、オーディオビンとサンプルエディタのオプションについて説明します。

参考：「アレンジ」ウインドウのリージョン編集オプション全般については、293ページの第 13章
「アレンジメントを組み立てる」で詳しく説明します。

オーディオビンでオーディオファイルからリージョンを作成するには、以下のいずれかの操作を
行います：

m オーディオビンでオーディオファイルを選択し、「オーディオファイル」＞「リージョンを追加」
と選択します（または、「リージョンを追加」キーコマンドを使います。デフォルトはControl
＋Rキーです）。

m メインメニューバーで「編集」＞「コピー」と選択し（またはコマンド＋Cキーを押し）、「編集」
＞「ペースト」と選択します（またはコマンド＋Cキーを押します）。

リスト内の既存のリージョンの下に、新しいリージョンが表示されます。

各リージョンの末尾には、固有の数値が付けられます。たとえば、organ.wavという親オーディ
オファイルがあるとします。自動的に作成されたリージョンの名前はorgan、新しく作成された
リージョンの名前は作成順にorgan.1、organ.2となります。

サンプルエディタでオーディオファイルからリージョンを作成するには：
m 「編集」＞「新規リージョンを作成」と選択します（または、コマンド＋Rキーを押します）。

新しく作成されたリージョンがオーディオビンのリストに表示されます。

オーディオビンからリージョンを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


1つまたは複数のリージョンを選択し、Backspaceキーを押します。

リージョンを削除しても、親オーディオファイルは削除されません。

現在のプロジェクトからオーディオファイルを削除するには： 
1 オーディオビンで、オーディオファイル名（リージョン名ではなく）を選択します。

2 「オーディオファイル」＞「ファイルを削除」と選択します（または、対応するキーコマンドを
使います）。

これでファイルはプロジェクトからは削除されますが、ハードディスクから削除されるわけでは
ありません。

警告：削除したリージョンがアレンジ領域にある場合は、それも削除されます。そのため、リー
ジョン（または親オーディオファイル）を削除する際には注意が必要です。ただし、必要なリー

ジョンをうっかり削除してしまった場合でも、取り消し機能を使用できます。





288 第12章    リージョンとは



オーディオビンでリージョンを試聴する
ここで説明する再生モードは、オーディオビンのリージョンに対して（オーディオビンウインド

ウにキーフォーカスがある場合）のみ有効で、プロジェクトの再生に対してはまったく機能しま

せん。

リージョン全体を再生するには：
1 リスト内のリージョン名を選択します。 

2 オーディオビンの下部にあるスピーカーボタンをクリックすると（またはスペースバーを押す

と）、再生が始まります。

もう一度スピーカーボタンをクリックすると（またはスペースバーを押すと）、再生が停止します。

参考：サンプルエディタでのモニタリングには、エンバイロメントの試聴チャンネルを使用しま
す。試聴チャンネルには、「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤーからアクセ

スできます。最も番号の大きいオーディオチャンネルストリップの右側に表示されます。

リージョンをループ再生するには：
m オーディオビンの下部にあるループ再生ボタン（矢印が一周しているボタン）をクリックします。

ボタンをもう一度クリックすると、ループ再生が無効になります。

オーディオビンウインドウで特定の位置からリージョンを再生するには：
m リージョン表示またはマウスでリージョンをクリックし、ボタンを放さずにそのまま待ちます。

スピーカーアイコンがマウスポインタに変わります。

クリックした個所から再生が始まります。この操作で、特定の場所を再生できます。マウスボタ

ンを放すと、再生が停止します。

参考：これは、オーディオビンウインドウでのみ有効です。
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リージョンのサイズを変更する
リージョンは、オーディオビンウインドウ、サンプルエディタ、「アレンジ」ウインドウでサイ
ズを変更できます。このセクションでは、オーディオビンとサンプルエディタのオプションにつ

いて説明します。

参考：「アレンジ」ウインドウのリージョン編集オプション全般については、293ページの第 13章
「アレンジメントを組み立てる」で詳しく説明します。

オーディオビンウインドウでリージョンのサイズを変更するには、以下のいずれかの操作を行い
ます：

m リージョンの左右の境界の下1/3をクリックしたまま、任意の方向にドラッグします。

リージョンのサイズを正確に変更するには：
m サイズを正確に変更する場合は、オーディオビンではなく、サンプルエディタでリージョンの開

始ポイントまたは終了ポイントをドラッグします。サンプルエディタで「編集」＞「ゼロクロッ

シングを検出」が無効になっていることを確認してください（下記を参照）。

サンプルエディタの波形表示の下部にある小さなマーカーから、リージョンの境界に直接アクセ

スできます。

編集個所をゼロクロッシングにスナップする
「編集」＞「ゼロクロッシングを検出」が有効になっている場合、リージョンの開始位置または

終了位置を調整すると、波形がゼロ軸と交わるポイントに最も近い個所へスナップされます。つ

まり、ドラムループなどのサンプルには、あるポイントとよく似たレベルの交差ポイントがあり

ます。この2つのポイントをサンプルの開始ポイントと終了ポイントに使うと、音の途切れを目
立たせずにループを再生できます。

開始ポイントを調整すると、選択したポイントの前の領域がスキャンされ、スムーズに音が交わ

る位置が検出されます。終了ポイントを調整すると、そのリージョン以降の領域がスキャンされ、

同じくスムーズに音が交わる位置が検出されます。

リージョンマーカー
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オーディオ編集部分をゼロクロッシングにスナップするには： 
1 オーディオビンまたはサンプルエディタのタイトルバーをクリックし、ウインドウにキーフォー

カスを与えます。

2 「編集」＞「ゼロクロッシングを検出」と選択して（または「ゼロクロッシングを検出」キーコ
マンドを使って）、ゼロクロッシング検出機能を有効にします。

参考：「ゼロクロッシングを検出」オプションは、サンプルエディタとオーディオビンで別個に
設定できます。

オーディオファイル内でリージョンを移動する
オーディオビンウインドウでは、オーディオファイル内でリージョンを移動することもできます。

オーディオファイル内でリージョンを移動するには： 
1 リージョンの中央にカーソルを置きます。

2 カーソルの形が両方向の矢印に変わったら、リージョンを左または右にドラッグします。

参考：アンカー（次のセクションを参照）を移動せずにリージョンの境界を調整する場合は、
Optionキーを押しながら同じ操作を行います。これは、リージョン全体を移動する場合に加え、
開始ポイントと終了ポイントを移動する場合にも有効です。

オーディオリージョンのアンカーを編集する
アンカーは、オーディオリージョンの一時的な参照ポイントです。リージョンを移動する際、ヘ

ルプタグに表示されるのは、MIDIリージョンの場合は開始ポイントですが、オーディオリージョ
ンの場合はアンカーポイントです。

多くの場合、アンカーに適しているのは、サウンドのアタックフェーズが始まる個所ではなく、

振幅のピーク部分です。例として、金管楽器の音を挙げることができます。金管楽器の音は、場

合によっては少し遅れてピークに達します。そのピークにアンカーを移動すると、リージョンは

そこを基点としてアレンジメントの開始点にスナップされます。柔軟な拡大／縮小設定を使う

と、必要に応じていくらでも細かく操作できます。最大限に拡大すれば、ビット単位での処理も

可能です。

もう1つ例を挙げれば、1小節のドラムループと MIDIリージョン間を完璧に同期させるために、
アンカーを小節上の明確な位置に配置しなければならない場合があるとします。大きなピークレ

ベルからループが始まる場合（つまりキックドラムなどの場合）、そのビートの音量がちょうど

ピークになるポイントにアンカーを設定します。

オーディオを録音または追加すると、アンカーとリージョンの開始ポイントは常にそのオーディ

オファイルの先頭に置かれます。アンカーはリージョンの開始位置より前に来ることはできない

ので、リージョンの開始ポイントを動かすと、アンカーも移動します。

両方向の矢印形のカーソル
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リージョンのアンカーは、オーディオビンウインドウとサンプルエディタで編集できます。アン
カーは、リージョン波形の下にある黒いインジケータ（サンプルエディタではオレンジ）で示さ

れます。

サンプルエディタまたはオーディオビンウインドウでアンカーを移動するには：
m リージョンの下にある小さなインジケータをつかみ、任意の位置に動かします。

アンカーポイントを変更すると、プロジェクト内のオーディオリージョンの相対的な位置も変わ

ります。リージョンの開始ポイントがアンカーのデフォルト位置の場合、リージョンの開始ポイ

ントを変更する際には注意する必要もあります。

終了位置を移動する際にアンカーポイントを保護する
リージョンの開始ポイントまたは終了ポイントをアンカーポイントより後ろに動かすと、アン

カーポイントも移動します。アンカーポイントを不用意に動かさない方がよい場合は多いと思わ

れます。

Optionキーを押しながら終了マーカーを動かすと、アンカーの移動を防ぐことができます。

参考：アンカーはリージョンの開始ポイントの左側（開始ポイントより前）に置くことはできな
いので、リージョンの開始ポイントをアンカーより後ろ（右側）にずらすと、Option キーを押
していてもアンカーは移動してしまいます。

アレンジの位置を更新する
サンプルエディタでアンカーポイントを変更する際、「リージョンの位置を補正」機能を使用す

ると、指定したオーディオリージョンの位置をアレンジメント内で変更しないでおくことができ

ます。

「リージョンの位置を補正」機能を有効または無効にするには：
1 サンプルエディタのタイトルバーをクリックし、キーフォーカスを与えます。

2 「編集」＞「リージョンの位置を補正」と選択します。

Â「リージョンの位置を補正」が有効になっている場合、アンカーを移動しても、結果は変わり
ません。サンプルエディタでアンカーを移動すると、アレンジ領域でリージョンの開始ポイン

トをドラッグした場合と同じ結果になります。

Â「リージョンの位置を補正」が無効になっている場合、アンカーを移動すると、アレンジ領域
のオーディオリージョンの位置が変わります。アンカーの小節の値は同じままですが、リー

ジョンは時間軸に沿ってずれ、移動結果が点線で表されます。

アンカーアンカー
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リージョンを保護する
オーディオビンウインドウで開始ポイントや終了ポイント、アンカーの位置などをロックしてお

けば、それらをうっかり変更してしまう事態からリージョンを守ることができます。

リージョンの開始、終了、アンカーの位置を保護するには：
m オーディオビンウインドウで、リージョンの横にある錠前アイコンをクリックして閉じます
（ロックします）。もう一度クリックすると、リージョンのロックが解除されます。

リージョンをロックすると、再生は可能ですが、編集はできなくなります。

オーディオビンタブでは、（ファイルまたはリージョンの「名前」と「情報」の間のカラムに）

ロックされたオーディオリージョンの状況が表示されますが、オーディオビンタブでオーディオ

リージョンをロックまたはロック解除することはできません。

保護されたリージョン

保護されていないリージョン

警告：この機能は、データが削除されないよう保護するものではないので、注意してください。
リージョンは、保護（ロック）されても削除可能です。
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13 アレンジメントを組み立てる

オーディオリージョンとMIDIリージョンをアレンジ領域に追加した
ら、各リージョンの編集や並べ替えを行って全体的なアレンジメント
（つまり楽曲）を組み立てることができます。

アレンジ領域には、オーディオリージョンとMIDI リージョンの始まりや長さの情報を含む、お
およその楽曲構造が視覚的に表示されます。リージョンをいつどのように再生するかは、アレン

ジ領域で各リージョンを移動、カット、コピー、サイズ変更、結合して設定します。

リージョンは、アレンジ領域を左から右に走るトラックのレーン上に横並びに置かれます。ウイ

ンドウの上部にあるバー（およびタイム）ルーラで示された、このレーン上の位置によって、リー

ジョンの再生タイミングが決まります。

トラックの各レーンは縦に積み重なります。この積み重なりにより、レーンのグリッドや、小節

または時間上の位置関係が作り出されます。

アレンジ領域のグリッドを表示するには：
m アレンジ領域の「表示」メニューにある「グリッド」設定を有効にします。

アレンジ領域の背景色を変更してグリッドのコントラストを強調することもできます。

グリッド表示ありのアレンジ領域 グリッド表示なしのアレンジ領域
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アレンジ領域の背景色を変更するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、「表示」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」と選択します（または「表示環境設定を開く」キーコ
マンドを使います）。

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「表

示」を選択します。

2 「環境設定」ウインドウの「アレンジ」タブをクリックします。

3 「背景色」メニューで「明るい」を選択します。

4 または、メニューから「カスタム」を選択し、右側にある色のフィールドをクリックします。

5 表示される「カラー」ウインドウで： カラー・パレット・ホイール、コントラストスライダ、不

透明度スライダをマウスで動かし、カスタムの色を作成します。

6 左上の閉じるボタンをクリックして「カラー」ウインドウを終了し、アレンジ領域の背景にカス

タムの色を指定します。

アレンジメントや編集で用いるテクニックの大部分は、オーディオリージョンと MIDI リージョ
ンで共通しています。AppleLoopsの場合も、処理方法はほぼ同じです。操作方法が異なる場合
は、この章の対応するセクションで、その方法を示します。

見出しが複数個で説明してある操作（たとえばリージョン）はいずれも、1つまたは複数の選択
中のリージョンに適用されます。
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リージョンをすばやく簡単に編集する
このセクションでは、リージョンをすばやく簡単に編集できる方法をいくつか紹介し、ユーザが

アレンジメントを行う際に、できる限り音楽そのものに集中できるようにします。

リージョンの編集部分を時間位置にスナップさせる
ある時間位置でリージョンを開始または終了させたい場合、アレンジ領域でリージョンを移動し

たり、リージョンのサイズを変更したりします。たとえば、音楽ベースのプロジェクトであれば、

リージョンの開始位置を小節や拍に合わせることができます。

「LogicPro」にはスナップ機能が付いており、リージョンを移動したり、リージョンのサイズを
変更したりしたとき、選択したグリッドの値にリージョンの開始位置と終了位置を自動的にそろ

えます。

∏ ヒント：「表示」＞「グリッド」と選択してメニュー項目をオンにしておくと、「スナップ」メ
ニューによってリージョンが指定のグリッド位置に自動でそろえられる様子を確認できます。

リージョンをグリッドにスナップするには：
m アレンジ領域の上部にある「スナップ」メニューで次のいずれかの値を選択します：

Â スマート： 編集操作を行うと、現在のバールーラのディビジョン値と拡大／縮小レベルに従っ
て、最も近い小節、拍、サブ拍などにスナップします。

Â 小節： 編集操作を行うと、最も近い小節にスナップします。

Â ビート： 編集操作を行うと、小節内の最も近い拍にスナップします。

Â ディビジョン： 編集操作を行うと、最も近いディビジョン値（トランスポートとバールーラに
表示される拍子）にスナップします。

Â ティック： 編集操作を行うと、最も近いクロックティック（ 1拍の1/3840）にスナップします。

Â フレーム： 編集操作を行うと、最も近いSMPTEフレームにスナップします。

Â QF（クォーターフレーム）： 編集操作を行うと、最も近いSMPTEクォーターフレームにスナッ
プします。

Â サンプル： 編集操作を行うと、最も近いサンプルにスナップします。

参考：サンプルが正確に編集できるかどうかは拡大／縮小レベルによります。拡大／縮小レベル
が十分でないと、正確なサンプル編集はできません。「アレンジ」ウインドウの下部にある拡大／

縮小スライダと、「ズーム1／ 2／3として保存」または「ズーム1／ 2／3を呼び出す」キー
コマンドを利用すれば、作業を迅速に行うことができます。
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「スナップ」機能は相対的です。つまり編集操作によって最も近い小節や拍などにスナップし、

リージョンの元の位置からの距離はそのまま保たれます。たとえば、あるリージョンが 1.2.1.16
の位置にあり、これを小節2 付近に進めたとします（「スナップ」メニューで「小節」に設定）。
すると、このリージョンは2.1.1.1（小節2の開始位置）ではなく、2.2.1.16の位置にスナップしま
す。相対的なスナップは「絶対値にスナップ」オプションで変更できます。

相対的ではなく絶対的な位置にスナップするには：
m 「スナップ」メニューで「絶対値にスナップ」オプションを選択します。

有効になると、機能名の左側にティックが表示されます。この機能は、選択したスナップのグ

リッドディビジョンと連携して動作します。

たとえば、「スナップ」メニューで「絶対値にスナップ」と「小節」を選択した状態で、リージョ

ンを位置1.2.1.16から小節 2付近に移動すると、相対的な位置2.2.1.16ではなく、位置2.1.1.1（小
節2の開始位置）にスナップされます。

「スナップ」メニュー設定は、以下の編集操作に適用されます：

Â リージョンの移動とコピー。

Â リージョンのサイズ変更。

Â リージョンのカット。

Â マーカーの移動、追加、サイズ変更。

Â サイクルの境界の設定。

グリッドを一時的に無効にする
一時的にスナップグリッドを無効にすると、より細かい編集や調整が可能になります。

スナップグリッドを一時的に無効にするには：
m


Controlキーを押しながら編集操作をします。

Â 拡大／縮小レベルが低い（巨視的またはワイド表示の）場合、トランスポートで選択したディ

ビジョン値（1/16など）を基に、編集時のグリッドサイズが決まります。
Â 拡大／縮小レベルが高い場合（微視的またはクローズアップ表示）、編集中にControlキーを押
すと、拡大率や縮小率によって編集グリッドサイズが変わります。

m


Control＋ Shiftキーを押しながら編集操作を行います：

Â 拡大／縮小レベルが低い（巨視的またはワイド表示の）場合、編集のグリッドはティックに変

わります。

Â 拡大／縮小レベルが高い（微視的またはクローズアップ表示の）場合、編集のグリッドはサン
プルに変わります。

拡大／縮小レベルとスナップメニュー設定との関係についての注意事項
拡大／縮小レベルが非常に高く（つまり微視的で）、選択した「スナップ」値では移動や編集が

大きくなってしまう場合、「スナップ」値は一時的に淡色表示され、「スマート」スナップが自動

的に使われます。
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拡大／縮小レベルが非常に低く（つまり巨視的で）、「スナップ」値が細かい（たとえば「ディビ

ジョン」や「フレーム」を選択している）場合、マウスの動きは大きなグリッド単位になります。

このような場合、拡大／縮小レベルを変更するか、Controlキーを押しながら実際に選択した「ス
ナップ」値を使います。 

Control＋ Shiftキーを使うと、マウスカーソルの動きに応じてリージョン（または編集ツール）
が1単位動くという操作が解消されます。つまり、リージョン（または編集ツール）を1ピクセ
ル移動する際、場合によってはマウスを横方向に大きく動かす必要があります。ヘルプタグで、

正確な値を確認しながら編集を行ってください。

4/4 の小節のリージョンを短縮し、4 は鳴るけれども最後の小節の「 4アンド」は鳴らないよう
にしたいとします。

「スナップ」が「ビート」の場合にリージョンを1ディビジョン分短くするには： 
1


4分音符がバールーラ上で見えるようになるまで画面表示を横方向に拡大／縮小します。

2 リージョンの右下隅をつかんで左にドラッグし、4分音符1つ分リージョンを短縮します。

3



Controlキーを押し、マウスをゆっくりと右に動かし、リージョンをディビジョン1つ分だけ長く
します。

この間ヘルプタグには、リージョン開始位置、トラック番号、および現在のリージョンの長さが

小節、拍、ディビジョン、ティックの単位で表示されます。右側の3つの数字は310となるは
ずです。

ドラッグモードを使う
「LogicPro」には複数のドラッグモードがあり、リージョンを編集する際にはドラッグモードで
動作が決まります。ドラッグモードはアレンジ領域の「ドラッグ」メニューや、ほかのエディタ

ウインドウで設定できます。

参考：このセクションで論じている「ドラッグ」メニューオプションは、リージョンの場合を指
しています。以下で説明する（リージョンの）動作は、エディタウインドウにドラッグしたイベ
ントでも同じです。アレンジ領域の「ドラッグ」メニュー設定と各エディタウインドウのドラッ
グモードは別々のものです。

ドラッグモードを変更するには：
m 「ドラッグ」メニューで以下のいずれかの設定を選択します：

Â オーバーラップ： このモードがデフォルトで、あるリージョンを別のリージョンの上にドラッ
グできます。オリジナルのリージョンの境界はそのまま保たれます。
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Â オーバーラップ無し： リージョン同士を重ねたくない場合に使います。このモードでは最初の
リージョン（トラックに先に配置されたリージョン）が短くなるため、重なることはありません。

Â クロスフェード： このモードでは、2つのオーディオリージョンが重なる位置に移動した場合、
「LogicPro」で自動的にクロスフェードされます。

参考：このオプションはMIDIリージョンやAppleLoopリージョンでは動作しません。

Â「シャッフル L」および「シャッフル R」： リージョンの移動、サイズの変更、または削除をし
たときに自動的に（左または右に）位置をそろえたい場合に選択します。

Â「シャッフルR」（「シャッフルL」）を使った場合、リージョンを右（または左）に移動する
と、リージョンの終了位置と次のリージョンの開始位置の位置がそろえられ、2 つのリー
ジョン間のスペースがなくなります。

Â ドラッグして重なったリージョン同士は位置が交換されます。

Â リージョンを削除した場合、残ったリージョン（削除したリージョンの左または右にある

リージョン）は、削除したリージョンの長さ分だけ左または右に移動します。

Â いずれかのシャッフルオプションが有効なときにリージョンを伸縮させた場合、トラック上

のほかのリージョンは変更後の長さに合わせて移動します。

Â「シャッフル L」モードでは、リージョンの右側が伸縮し、編集したリージョンの右にある
リージョンが移動します。

Â「シャッフル R」モードでは、リージョンの左側が伸縮し、編集したリージョンの左にある
リージョンが移動します。編集したリージョンの前にあるリージョンは、最大でもプロジェ

クトの開始位置までしか移動できません。リージョンを長くした結果、前のリージョンがプ

ロジェクト開始位置まで移動してスペースに余裕がなくなってしまった場合、編集したリー

ジョンは既存のリージョンと重なります。

参考：各トラックのレーンで一度に再生できるのは1つのオーディオリージョンだけです。2つ
のオーディオリージョンがトラック上で重なっている場合、先のリージョンが優先されます。

アレンジメントをスクラブ再生する
スクラブ再生では再生ヘッドの位置にあるリージョンのオーディオと MIDI信号を聞くことがで
きるので、特定の音のイベントを見つけるのに便利です。これを利用すると、オーディオリー

ジョンをカットする前に特定のキックやスネアヒットなどに簡単に狙いを定めることができま

す。

参考：MIDIのスクラブ再生を実行するには、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「MIDI」＞
「一般」と選択し、「アレンジ上でオーディオをスクラブ」を選択しておく必要があります。

プロジェクトをスクラブ再生するには： 
1 スクラブ再生したいセクションが最もよく表示できる拡大／縮小レベルを設定します（「表示」＞

「リージョンの内容」と選択してオンにしておくと便利です）。

2 トランスポートにある一時停止ボタンを有効にします。
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3 アレンジ領域またはバールーラで再生ヘッドをクリックしたまま、プロジェクトで聞きたい各

パートで、スクラブ再生させたい速度で前後に動かします（または、「スクラブ巻き戻し」キー

コマンドおよび「スクラブ早送り」キーコマンドを使います）。

オーディオデータおよび MIDIデータの再生は、スクラブ時に完全に同期します。

参考：アレンジ領域のリージョンを（ハサミツールで）分割する際、スクラブ再生は自動で有効
になるため、カット位置の特定が容易になります。

特定リージョンをスクラブ再生する
次のリストでは、スクラブ再生とリージョン選択との関係について説明しています：

Â リージョンがまったく選択されていない場合、すべてのリージョンがスクラブ再生されます。

Â 特定のオーディオリージョンを1つ選択した場合、そのリージョンだけがスクラブ再生され
ます。

Â 別々のトラック上にある複数のオーディオリージョンをラバーバンド方式または Shiftキーで
選択した場合、選択したオーディオリージョンだけがスクラブ再生されます。

Â 選択状況に関係なく、MIDIリージョン（ソフトウェアおよび外部のMIDI）は常にスクラブ再
生されます（ただし「アレンジ上でオーディオをスクラブ」プロジェクト設定が有効な場合）。

Â すべてのトラックおよびリージョンでのミュートまたはソロ（次のセクションを参照）の設定

状況によって、スクラブ時の聞こえかたが変わります。そのため、これを利用してオーディオ

の各パートを別々にスクラブ再生できます（または特別なソフトウェアや外部MIDI音源トラッ
クを使うこともできます）。

MIDI制御のスクラブ再生
MIDI値に従ってスクラブ再生する（-2-）機能（「コントローラアサインメントエディタ」で利用
可能。「Logic 8コントロール・サーフェス・サポート」マニュアルを参照）を使うと、外部MIDI
コントロールによるスクラブ再生ができます。この機能にはどのようなMIDIコントローラ番号
でも割り当てられます。 64を超えるデータバイトは前方へのスクラブ、 64未満のデータバイト
は後方へのスクラブです。

リージョンをミュート状態にする
アレンジメントを行っている間に、一部のリージョンをミュート状態にして音楽のアイデアを確

かめてみたいことがあります。

個々のリージョンや選択したリージョンをミュート／ミュート解除するには、以下のいずれかの
操作を行います：

m ミュートツールを選択し、そのミュートツールで目的のリージョンをクリックします。



m ポインタツールで目的のリージョンを選択してから、「選択したノート／リージョン／フォルダ
をミュート／ミュート解除」キーコマンドを使います（デフォルトはMキーです）。

ミュートツール
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ミュート状態にしたリージョンは、リージョン名の前に付点が付いています。

ミュート状態にしたリージョンをミュートツールでクリックするか、リージョンを選択し「選択

したノート／リージョン／フォルダをミュート／ミュート解除」キーコマンドでこの状態を切り

替えます（ミュート解除）。

リージョンをソロ再生する
ソロ機能を使うと1つまたは複数の選択したリージョンを別々に聞くことができるため、編集が
必要な要素を簡単に特定できるようになります。

ソロツールでリージョンをソロ再生するには： 
1 ソロツールを選択します。

2 対象のリージョンをソロツールでクリックし、ボタンを放さずにそのまま待ちます。

クリックしたポイントからリージョン（外枠が黄色）が聞こえ始め、マウスボタンを押している

間ずっと続きます。マウスボタンを放すとソロ再生が停止します。

ソロツールで複数のリージョンをソロ再生するには： 
1 対象のリージョンをラバーバンド方式またはShiftキーで選択します。

2 選択したリージョンのいずれかをソロツールでクリックし、ボタンを放さずにそのまま待ちます。

ソロツールでスクラブ再生するには：
1 ソロツールを選択してから、マウスを横方向にドラッグします。

2 マウスボタンを放すと、ソロのスクラブ再生が終了します。

ソロモードで1つまたは複数のリージョンをソロ再生するには：
1 トランスポートにあるソロボタンをクリックします（または「ソロモード」キーコマンドを使い

ます。デフォルトはSキーです）。

ソロツール

ソロボタン
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ソロ機能を有効にするとバールーラは黄色で網掛けされるため、ソロモードを使用中であること
がすぐに分かります。

2 ソロ再生したいリージョンをポインタツールでラバーバンド選択するかShiftキーを押しながら
選択します。選択したリージョンは外枠が黄色になります。

トランスポートのソロボタンを再度クリックし（または「ソロモード」キーコマンドを使い）、ソ
ロモードをオフにすると、すべてのリージョンが聞こえるようになります。

ソロ・ロックを使う
複数のリージョンに対してソロの状態をロックしておきたいことがあります。たとえば、ソロ再
生にしたトラックのグループを聞きながらリージョンの再生パラメータを調整したい場合など

に便利です。

選択した複数のリージョンのソロ状態を維持するには（再生モードで実行可能）： 
1 ポインタツールで複数のリージョンを選択します。

2



Optionキーを押しながらトランスポートにあるソロボタンをクリック（または「ソロ・ロック・
モードに設定」キーコマンドを使います。デフォルトはSキーです）して、選択したリージョン
の状態をソロにロックします。

トランスポートのソロボタンにソロ・ロック・モードを示す南京錠のアイコンが表示されます。

3 ソロ再生になっていないリージョンをソロ状態にして現在選択中のリージョンに加えるには、
Shiftキーを押しながらクリックします。

4



Shiftキーを押しながら再度リージョンをクリックすると、ソロ・ロックのグループから除外され
ます。

「ソロ・ロック・リージョンを再選択」キーコマンド（デフォルトはShift ＋Option＋ Sキー）
を使うと、現在ソロ・ロックがかかっているリージョンをすべて選択できます。このコマンドは、

ソロ・ロックを選択している状態から複数のリージョンを除外したい場合に便利です。

トランスポートのソロボタン
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リージョンに名前を付ける
リージョンを名前で識別すると、アレンジメント作業の手間を省くことができます。名前は、リー

ジョンごとに付けることも、複数のリージョンに同時に付けることもできます。

テキストツールでリージョンに名前を付けるには：
1 テキストツールを選択します。

2 テキストツールでリージョンをクリックします。

テキスト入力ボックスが表示されます。 

3 希望の名前を入力したら、Returnキーを押すか、別のリージョンまたはアレンジ領域の背景をク
リックしてテキスト入力ボックスを終了します。

リージョンパラメータボックスでリージョンに名前を付けるには： 
1 インスペクタにあるリージョンパラメータボックスの一番上の見出し行部分をクリックします。

この行には選択したリージョンの名前が表示されます。テキスト入力フィールドが表示され、

リージョン名を編集できます。

2 希望の名前を入力します。

3



Returnキーを押すか、テキストボックスの外でどこかをクリックするとテキスト入力モードが終
了します。

複数のリージョンに同じ名前を付けるには：
1 ポインタツールでリージョンのグループを選択します（ラバーバンド方式で選択またはShiftキー
を押しながらクリックして選択）。

テキストツール
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2 以下のいずれかの操作を行います：

Â テキストツールを選択し、選択したリージョンのいずれかをテキストツールでクリックします。

Â リージョンパラメータボックスの一番上の見出し行部分をクリックします（「x個選択されてい
ます」と表示されています。「x」は選択したリージョン数）。

テキスト入力ボックスが表示されます。 

3 希望の名前を入力したら、Returnキーを押すか、別のリージョンまたはアレンジ領域の背景をク
リックしてテキスト入力ボックスを終了します。

すべてのリージョンに同じ名前が付けられます。

連番の名前を複数のリージョンに付けるには：
m 上記のステップに従いますが、名前の末尾を数字にします。

たとえば、baseline1 という名前にすると、選択したすべてのリージョンに同じ名前が付けら
れ、末尾の数字だけがbassline1、 bassline2、 bassline3のように1ずつ増えていきます。

リージョンに付けられる数字は、プロジェクト内のリージョンの時間位置の順番になります。そ

のため、小節8にあるリージョンの名前をbassline1に変更した（先行の小節で7つのリージョ
ンが選択されている場合）としても、各リージョンは小節1から8までbassline1、bassline2
などと順番に数字が付けられます。

すべてのリージョン名の最後に同じ数字を付けたい場合：
m 同じステップを実行しますが、数字の後でスペースバーを押します。

これは日付でテイクを識別する場合に便利です。たとえば「bassline030806」などです。

配置したトラックにちなんだ名前をリージョンに付けられます。

親トラックの名前をリージョンに付けるには： 
1 トラックリストでトラック名を選択します。

トラック上のすべてのリージョンが自動的に選択されます。 

2 アレンジ領域で「リージョン」＞「トラック名をリージョンに」と選択します（または「トラッ

ク名をリージョンに」キーコマンドを使います。デフォルトはShift＋Option＋Nキーです）。

選択したすべてのリージョンにトラック名が付けられます。
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リージョンにカラーを付ける
カラーは、アレンジメントのセクション（特にトラックの種類）を識別するのに便利です。新し

く録音または追加したリージョンには、最初にトラックのチャンネルストリップのカラーが付け

られます。

デフォルト：

Â オーディオトラックのチャンネルストリップは青色です。

Â ソフトウェア音源のチャンネルストリップは緑色です。

Â


ReWireおよび外部MIDIのチャンネルストリップは赤色です。

Â オグジュアリー、入力、および出力のチャンネルストリップは黄色です。

1つまたは複数のリージョンのカラーを変更するには： 
1 対象となるリージョンを（ラバーバンド方式またはShiftキーなどで）選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーで「カラー」ボタンをクリックします。

Â アレンジ領域で「表示」＞「カラー」と選択します（または対応するキーコマンドを使いま

す。デフォルトはOption＋ Cキーです）。

3 開いた「カラー」パレット上で希望のカラーをクリックします。

Â カスタムのカラーを作成したい場合： 「カラー」パレット上でカラーの四角形のいずれかをダ

ブルクリックし、「カラー」ウインドウを開きます：カラーホイール、コントラスト、不透明

度のスライダ上でマウスを動かし、カスタムの色を作成します。「OK」ボタンをクリックする
とカラーパレットにあるカラーの四角形が変わるので、「カラー」ウインドウを終了します。

参考：カスタムのカラーは保存され、すべてのプロジェクトで利用できます。

リージョンにチャンネルストリップのカラーを付けるには： 
1 対象となるリージョンを選択します。

∏ ヒント：すべてのリージョンが1つのトラック上にある場合、トラックリストでトラック名をク
リックするとすべてのリージョンが選択できます。

2 「リージョン」＞「チャンネルストリップ／音源の色をリージョンに適用」と選択します（また
は「チャンネルストリップ／音源の色をリージョンに適用」キーコマンドを使います。デフォル

トではShift＋Option＋Cキーです）。

これにより、選択したすべてのリージョンのカラーが、対応するチャンネルストリップのカラー

に変わります。

∏ ヒント：この機能はトラック間でリージョンをコピーまたは移動した後、アレンジ領域のカ
ラーがバラバラになってしまったときに便利です。
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ショートカットメニューを使う
選択や編集などのコマンドは、アレンジ領域のどこかでControlキーを押しながらクリックする
か、右クリックすると利用できます。ショートカットメニューを使うと、作業効率が上がります。

参考：右クリックで使える機能は、「右マウスボタン」の設定によって異なります。
「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」＞「編集」タブと選択して、「ショートカットメ
ニュー」オプションを開きます。

リージョンを選択する
リージョンに対して編集、機能、操作を実行するには、まずリージョンを選択する必要がありま

す。別々のトラック上のリージョンや異なるタイプのリージョンも含め、1つでも複数でもリー
ジョンを選択できます。選択すると黒いバーがリージョンの上部に表示され、選択状態であるこ

とを示します。

「LogicPro」には便利な選択方法がいくつもあります。詳細については、172ページの「さまざ
まな選択のしかた」を参照してください。

リージョンの一部を選択する
マーキーツールは十字形をしており、1つまたは複数のリージョンの編集部分を選択できます。

マーキーツール
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マーキーツールを使用するには：
1 マーキーツールを選択します。

2 アレンジ領域の背景またはリージョンをクリックし、ボタンを放さずにそのままにすると、選択

操作用の長方形が網掛けで表示されて選択を開始できる状態になります。 

3 マーキーの長方形をドラッグして選択します。既存のリージョンの境界は無関係です。

4 マウスボタンを放します。

マーキーの内側にある領域だけが選択されます。

つまりマーキーツールを使うと、既存リージョンの内側の選択または既存リージョンをまたいだ

選択が可能になるということです。選択対象となる個所は、選択中のマーキーの領域です。選択

範囲内では、削除、移動、カット、コピーなど、アレンジ領域のほとんどすべての編集オプショ

ンを実行できます。

Shift キーを押しながらトラックをクリックし、マーキーの選択範囲からトラックの内容を除外
（または追加）します。

参考：リージョンに対してマーキーツールを使用する際、いったん操作が行われると、選択した
領域が新しいリージョンになります。

選択した領域が音楽的に妥当な数値範囲にある場合、マーキーツールの選択矩形は一番近くて音

楽的に妥当な位置に自動的にスナップします。スナップ分解能は現在の「スナップ」メニュー設

定で決まります。

選択中のスナップモードで最大可能分解能にスナップするには：
m


Control＋ Shiftキーを押しながら、マーキー選択を行います。

こうするとMIDI リージョンやオーディオリージョンを編集中、現在の拡大／縮小レベルに従っ
てティックまたはサンプルにスナップします（296ページの「グリッドを一時的に無効にする」
を参照）。

トランスポートに表示のディビジョン値にスナップするには：
m


Controlキーを押しながら、マーキー選択を行います。

上記の通り、これには拡大／縮小レベルが影響します。

現在のマーキー選択を調整するには：
m


Shiftキーを押しながら左右上下に動かし、現在のマーキー選択を変更します。
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マーキー選択にロケータを設定するには：
m 「リージョン」＞「ロケータをリージョンで設定」機能と選択します（またはキーコマンド）。

こうするとリージョン全体ではなく、マーキー選択の範囲にロケータが設定されます。

マーキー選択の範囲外にあるリージョン部分をすべて削除するには：
m 「マーキーの選択範囲の外のリージョンを切り取る」キーコマンドを使います。

これを実行すると、選択されていないすべての領域がリージョン（一部がマーキー選択範囲であ

る場合もあります）から削除されます。

リージョンを追加する／録音する
リージョンの追加と録音は、曲作りに不可欠な作業です。「LogicPro」では、リージョンやファ
イルを読み込むためのさまざまなオプションがあり、高度な録音テクニックも用意されているま

す。次の章を参照してください：

Â


255ページの「事前録音済みメディアを追加する」。

Â


351ページの「LogicProで録音する」。

リージョンを削除する／復元する
プロジェクトでの作業中、あるリージョンがアレンジメントに必要ないと判断することがありま

す。アレンジ領域から削除することで、リージョンを取り除くことができます。

参考：アレンジ領域からのオーディオリージョンとMIDI リージョンの削除では、その結果が異
なります（308ページの「削除したリージョンを復元する」を参照）。

アレンジメントからリージョンを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールでリージョンをクリックします。

m ポインタツールで対象のリージョンを選んでから、「編集」＞「削除」と選択します（または
Deleteキーを押します）。

複数のリージョンをアレンジメントから削除するには：
1 ポインタツールで対象のリージョンを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â 消しゴムツールを使い、選択したリージョンの1つをクリックします。
Â「編集」＞「削除」と選択します（またはDeleteキーを押します）。

消しゴムツール
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ミュート状態にしたすべてのリージョンをアレンジメントから削除するには：
1 ミュート状態にしたすべてのリージョンを「編集」＞「ミュートされたリージョン／イベントを

選択」と選択して指定します（または「ミュートされたリージョン／イベントを選択」キーコマ

ンドを使って指定します。デフォルトはShift＋Mキーです）。  

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â 消しゴムツールでリージョンの1つをクリックします。
Â「編集」＞「削除」と選択します（またはDeleteキーを押します）。

選択したリージョンをすべて削除し、次のリージョンを自動的に選択するには： 
1 削除したいリージョンを 1つまたは複数選択します。

2 「削除して次のリージョン／イベントを選択」キーコマンドを使います。

選択したリージョンがすべて削除され、次のリージョン（未削除のリージョン）が自動的に選択

されます。

削除したリージョンを復元する
オーディオリージョンと MIDIリージョンは、ほとんどの編集操作で同じように処理されますが、
「アレンジ」ウインドウからの削除の場合は異なる処理が行われます。

Â オーディオリージョンは単にアレンジメントから削除されるだけで、プロジェクトからは削除

されません。オーディオビンに残るため、ここから復元したり「取り消す」機能で元に戻した

りできます。

Â


MIDIリージョンは削除されます。「編集」＞「取り消し履歴」機能で復元できます。

削除したオーディオリージョンを復元する
プロジェクト作成以降に録音したオーディオリージョンを削除する場合、対応するオーディオ

ファイルも削除するかどうかを「LogicPro」が確認してきます。これにより、不要なテイクや
使わないオーディオデータでハードディスク容量が無駄に消費されるのを防ぐことができます。

録音データが前もって行われており（事前録音済みファイル）、それを現在のプロジェクトに読

み込んだ場合、このダイアログボックスは表示されません。これにより、重要な録音（ほかのプ

ロジェクトでも利用中の場合がある）を誤って削除してしまうのを防止します。

参考：事前録音済みのオーディオファイルをプロジェクトから削除する場合（オーディオビンで
Deleteキーを押す）、このファイルに関連するすべてのリージョンも削除されます。ファイルを
プロジェクトに復元するには、そのファイルを手動でオーディオビンに追加するしかありません。
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削除したオーディオリージョンを復元するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「編集」＞「取り消し履歴」と選択し、該当するステップをクリックします。

m オーディオビンからアレンジ領域に手動で追加し直します。

リージョンを移動する
リージョンはトラック上を横方向に、またはトラック間を縦方向に移動できます。また 2 つの
「アレンジ」ウインドウ間や、別のプロジェクト間も移動できます。

1つまたは複数のリージョンを移動するには：
m 対象となるリージョンを選択し、新しい位置にドラッグします。

ドラッグしたリージョンは「スナップ」メニュー設定で指定の増分値に基づき、自動的にスナッ

プします（ìリージョンの編集部分を時間位置にスナップさせる îsectiononpage295を参照）。
別のリージョンにドラッグした場合、動作は「ドラッグ」メニュー設定に影響されます。

リージョンを精密に移動するには（「スナップ」メニュー設定を上書き）：
m


Controlキーを押しながらリージョンをドラッグし、 1ディビジョンの各段階（たとえば16分）ず
つ移動します。

m



Control＋ Shiftキーを押しながらリージョンをドラッグし、 1ティックまたは1サンプルずつ（最
大分解能は拡大／縮小のレベルによる）移動します。

プロジェクト間でリージョンを移動する 
MacOSXでハードディスク間のドラッグ＆ドロップをするとファイルが自動的にコピーされる
のと同様に、リージョンをあるプロジェクトから別のプロジェクトのアレンジ領域に移動した場

合、そのリージョンは自動的にコピーされます。

リージョンの移動を制限する
リージョンの最初の移動方向を横方向または縦方向に制限できます。これを実行するには
「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」と選択し、「編集」タブの「ドラッグを一方向に
制限」で「アレンジ」チェックボックスを選択します。リージョンをグラブした後の最初の移動

方向が左または右だった場合、移動方向は横方向だけに制限されます。トラック間を移動したい

場合はマウスのボタンを放し、リージョンを再度選択し、上または下にドラッグします。

参考：この移動方向を制限する環境設定は、リージョンの移動中に Shift キーを押すことで上書
きできます。
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リージョンの再生位置を数値で変更する
リージョンの再生位置（および再生の長さ）は数値で編集できます。これはイベントリストで実

行し、アレンジレベルでリージョンを表示するよう設定できます（438ページの「イベントリス
トの表示レベルを変更する」を参照）。

イベントリストで位置調整してリージョンを移動するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、イベントリストを開きます：

Â「ウインドウ」＞「イベントリスト」と選択します。

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーの「リスト」ボタンをクリックしてから、「イベント」タ

ブをクリックします。

Â「オプション」＞「イベントフロート」と選択します（または「イベントフロート」キーコマ

ンドを使います）。これにより 1行の「イベントリスト」ウインドウが新しく開き、アレンジ
レベル表示に設定されます。

2 イベントリストの左上にある階層を示すボタンをクリックして（イベントリストの縮小版である

イベントフロートウインドウには該当しません）、階層を1つ上げます。

3 対象のリージョンの「位置」値を編集します。アレンジ領域でリージョンを選択するとイベント

リスト（またはイベントフロート）ウインドウが更新され、選択状況が反映されます。

∏ ヒント：値を入力してReturnキーを押すと、リージョンの開始位置を小節の開始位置に即座に
移動できます。たとえば「9」と入力すると、選択したリージョンは小節9の開始位置に移動し
ます。「112」と入力すると、リージョンは小節112に移動します。「1（空白）1（空白）2」と
入力すると、リージョンは「小節1、拍1、サブ拍2」に移動します。

リージョンの開始位置は、イベントリストウインドウおよびイベントフロートウインドウで
SMPTE値として表示できます。これはビデオやフィルムで作業する場合に特に便利です。

リージョンの位置をSMPTE値で表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 最初のリージョンイベント（ただしイベントフロートウインドウの場合、イベントは1 つのみ）
の左にある音符アイコンボタンをクリックします。

アイコンは時計の形に変わり、イベントのSMPTE位置および長さが表示されます。

m イベントリストで、「表示」＞「イベントの位置と長さをSMPTE単位で表示」と選択します（ま
たは対応するキーコマンドを使います）。

これにより、音楽をピクチャに同期するとき、必要なSMPTE位置を設定できます。

リージョンの終了位置も SMPTE 時間値として表示および調整できます。これを実行するには、
イベントリストで「表示」＞「長さを絶対位置で表示」と選択します。
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リージョンを現在の再生ヘッド位置に移動する
「クロックをピックアップ（イベントを再生ヘッド位置に移動）」キーコマンドを使うと、選択の

リージョン（複数選択した場合は最初のリージョン）を現在の再生ヘッド位置に移動できます。

複数のリージョンを選択していた場合、後続のすべてのリージョンが移動します。

参考：このコマンドをオーディオリージョンに使用した場合、リージョンのアンカーが現在の再
生位置に置かれます（290ページの「オーディオリージョンのアンカーを編集する」を参照）。

オーディオリージョンを元の録音位置に戻す
選択したオーディオリージョンは、「オーディオ」＞「リージョンをオリジナルの録音位置に移

動」と選択（または「リージョンを録音位置に設定」キーコマンドを使用）することで、元の録

音位置に戻すことができます。

参考：このコマンドはオーディオファイルにタイムスタンプがある場合にのみ利用できます。タ
イムスタンプがあるファイルの例として、現在のプロジェクトで録音したファイル、および読み

込み済みのBroadcastWave ファイルまたはSDII ファイルなどが挙げられます。タイムスタン
プがあるファイルには、オーディオビンウインドウ（オーディオビンタブではなく）でファイル
名の左側に時計の記号が表示されています。

リージョンを微調整する
以下のキーコマンドを使うと、該当するグリッド量分だけ、選択したリージョンを微調整（左右

へ移動）できます：

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEフレーム単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEフレーム単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を1/2SMPTEフレーム右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を1/2SMPTEフレーム左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を5SMPTEフレーム右にナッジ
Â リージョン／イベントの位置を5SMPTEフレーム左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEビット単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEビット単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をティック単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をティック単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をディビジョン単位で右にナッジ

タイムスタンプのあるオーディオファイル
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Â リージョン／イベントの位置をディビジョン単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をビート単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をビート単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を小節単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を小節単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をナッジ値で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をナッジ値で左にナッジ

コマンド名に記載された単位にかかわらず、選択したリージョンは1段階右（+1）または左（–
1）にシフトします。

リージョンの再生位置をシフトする
インスペクタのリージョンパラメータボックスにある「ディレイ」パラメータを使うと、トラッ

ク上のリージョンの再生位置をシフトできます。正の値はディレイ（音をレイドバックさせたり

タメたりする感じ）、負の値はプリディレイ（音を走らせたり前のめりにさせたりする感じ）に

なります。

「ディレイ」の量は、「表示」＞「ディレイ」でのメニュー設定に基づき、ミリ秒または音価で表

示されます。「ディレイ値をミリ秒で表示」キーコマンドを使って表示を切り替えることもでき

ます。

トラック上で選択したすべてのリージョンの再生を遅らせる／進ませるには：
m リージョンパラメータボックスの「ディレイ」パラメータを希望の値に設定します。

インスペクタの「ディレイ」パラメータは、音楽パート（リージョン）のリズムの補正など、ク

リエイティブ面で主に使用します。ただし、タイミングの問題を解決する場合にも利用できます。

タイミングの問題には、さまざまな原因があります。次に例を挙げます：

Â サウンドのアタックフェーズが遅すぎる場合。良いミュージシャンであれば、若干走り気味に

演奏することでこの問題を自ら補正します。サウンドが非常に遅い場合、安定させるには100
ミリ秒を超えるプリディレイが必要な場合があります。

Â ノートオンメッセージに対し、サウンドジェネレータの反応が遅すぎる場合。古いマルチティ

ンバーのサウンドジェネレータでは、音を出力するのに数10ミリ秒かかることがよくあります。

Â 外部MIDIサウンドジェネレータに到達するノートの順序に依存しているため、出力のディレイ
が一定しない場合。ほんの 1 ティックのずれでも、リズム上重要なトラックに対してはプリ
ディレイを試してください。タイミングが劇的に改善されることもあります。
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トラックにリージョンを移動する
「リージョン」＞「選択したリージョンを選択したトラックに移動」と選択すると（キーコマン

ドも使用可能です。デフォルトはShift ＋コマンド＋T キー）、選択したすべてのリージョンが
（別のトラックから）指定のトラックに移動します。すべてのリージョンの時間位置はそのまま

維持されます。

リージョンのサイズを変更する
リージョンの開始位置または終了位置をドラッグすることでリージョンを短くすることも長く

することもできるため、プロジェクトでソース（オーディオファイルまたはMIDIイベント）の
どのパートを再生するか指定できます。

リージョンを短くしても、リージョンのデータが削除されることはありません。リージョンの最

後に来たら、単に再生が止まるだけです。

リージョンのサイズを変更するには：
1 ポインタツールまたは鉛筆ツールを選択し、カーソルを左下または右側の角に置きます。

カーソルがサイズ変更ポインタに変わります。 

2 コーナーをクリックし、左または右にドラッグします。

参考：「ハイパードロー」またはオートメーションが有効の場合、リージョンタイトル領域の左
側または右側をクリックしてつかむ必要があります。 

2つの隣接するリージョンのサイズを（境界ポインタを使って）同時に変更するには：
1 ポインタツールまたは鉛筆ツールを選択し、隣接し合う2つのリージョンの左上または右上の角
にカーソルを置きます。

カーソルが境界ポインタに変わります。

参考：リージョン間にギャップがある場合、先行するリージョンの右上隅にマウスポインタを移
動すると、ループツールに変わります。

2 クリックして左または右にドラッグします。

両方のリージョンのサイズがそれぞれ変更され、間にギャップがなくなります。
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参考：上記のサイズ変更方法のどちらを使ったとしても、基のオーディオファイルよりオーディ
オリージョンを長くすることはできません。

オーディオリージョンの開始位置を調整する
オーディオリージョンの開始位置を調整するとリージョンのアンカーポイントも移動すること
があるため、リージョンの時間軸上の参照ポイントに影響し、再生時にほかのトラックと同期が

ずれてしまいます。再生開始を遅らせたい場合、リージョン全体を右に動かした方がシンプルで

よいでしょう。

リージョンの前方の部分を除去したい場合にはいくつか方法があります。例を挙げます：

Â マーキー選択し、ミュート。

Â カットし、ミュートまたは削除。

Â 新しいリージョンを作成し、オーディオビンウインドウでサイズを変更。

Â サンプルエディタでサイズを変更し、アレンジ領域のリージョンを置き換え。

サンプルエディタからアレンジ領域のオーディオリージョンのサイズを変更するには：
m 開始マーカーと終了マーカー（サンプルエディタウインドウの下部にある「リージョン」列）を

直接編集すると、対応するアレンジ領域のリージョンのサイズに即座に反映されます。

サンプルエディタからアレンジ領域のオーディオリージョンのサイズ変更および置き換えを行
うには：

1 波形表示を直接ドラッグし、オーディオファイルの対象個所をサンプルエディタで選択します。 

2 「編集」＞「リージョン →選択範囲」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

この操作で、オーディオの 1 パッセージを選択範囲として定義し、もともと選択しているリー
ジョンの代わりにリージョンに変換することができます。

この逆の操作も可能です。

アレンジ領域からサンプルエディタの選択部分のサイズを変更するには： 
1 対象となるリージョンをアレンジ領域で選択します（この操作は、現在のサンプルエディタの選

択部分とは長さが違うことを前提にしています）。

2 サンプルエディタのタイトルをクリックし、サンプルエディタにキーフォーカスがあることを確

認します。

3 「編集」＞「リージョン →選択範囲」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。
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グリッドをゼロクロッシングに合わせる
「オーディオ」＞「ゼロクロッシングを検出」がオンの場合、オーディオリージョンの開始位置

または終了位置で長さの調整をすると、波形の一番近いゼロクロッシング位置にスナップします。

このオプションの短所は、開始位置または終了位置を変更しても、選択した音楽グリッドにぴっ

たりと合わないことです。

これで問題が発生する場合は「オーディオ」＞「ゼロクロッシングを検出」と選択して設定をオ
フにしてください。「ゼロクロッシングを検出」設定を有効にしておく第一の理由は、この設定

でリージョンの開始位置および終了位置でのパチパチする音を防止できるからです。

MIDIリージョンの開始位置または終了位置を調整する
MIDIリージョンでは左隅を最初のイベントを超えて移動できます。これによりイベントが MIDI
リージョンの開始位置で隠れますが、隠れたイベントでも再生されます。 

MIDI リージョンの開始地点から情報を実際に削除したい場合は、これをカットし、新しい開始
セグメント（新しいMIDIリージョン）をミュート状態にするか削除します。

この「隠す」機能は、音楽フェーズが始まる前にMIDIコントローライベント（たとえばサスティ
ン）をトリガさせたいものの、アレンジメントが複雑になるので現在のアレンジグリッド（小節

に基づく）に適合しないMIDIリージョンを使いたくない場合などに便利です。

MIDIリージョンの長さ変更時のノート操作オプション
拡張リージョンパラメータ（アレンジ領域で「表示」＞「拡張リージョンパラメータ」設定がオ

ンの場合にのみ表示）にある「クリップの長さ」設定により、以下のいずれかの状態になります：

Â リージョンの終わりに出るノートは急速にカットオフされる（有効）

Â リージョンの終了地点に関係なく、ノートは通常の終了位置まで再生される（無効：デフォル

ト）

この機能で重要なのは、MIDI リージョンの長さを調整することで、リージョンの最後のノート
の長さをアレンジ領域から直接変えられる点です。クリップの長さはフォルダリージョンに対し

て何の影響もありません。

複数のリージョンを同じ長さにする
複数のリージョンの絶対量を同じに変更することで、もともとのサイズが異なっていても、長さ

を同一にできます。

選択したすべてのリージョンの絶対的な長さを同じにするには：
m


Option＋Shiftキーを押しながらポインタツールで長さを変えます。
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リージョンの開始位置と終了位置を再生ヘッド位置に設定する
以下のキーコマンドを使うと、選択したリージョンの開始位置および終了位置を現在の再生ヘッ

ド位置に移動できます：

Â リージョン／イベントの開始を再生ヘッドの位置に設定

Â リージョン／イベントの終了を再生ヘッドの位置に設定

参考：オーディオリージョンに「リージョン／イベントの開始を再生ヘッドの位置に設定」を使
用すると、アンカーポイントも同じく移動します。リージョン開始位置ではなくアンカーを再生
ヘッド位置に移動したい場合、「クロックをピックアップ」キーコマンド（Control＋ Pキー）を
使います。

リージョンの長さを調整してほかのリージョンに合わせる
トラック上またはロケータ間にあるすべてのリージョンの長さを変え、リージョン同士をギャッ

プなしに隣接させたいことがあります。

トラック上で重なっているリージョンを短くするには：
1 トラック上で重なっているリージョンを選択するか、トラックリストでトラック名をクリックし

てトラック上のすべてのリージョンを選択します。

2 「リージョン」＞「重なったオブジェクトを削除」と選択します（または「重なったオブジェク
トを削除」キーコマンドを使います）。

この機能ではトラックに重なっている部分があるかどうか、選択したすべてのリージョンを検索

します。重なった部分が見つかると（時間的に）先行するリージョンが短くなり、重なりが除去

されます。

選択したリージョンを「結合」すれば、トラック上の次のリージョンの開始位置で正確に終了で

きます。

リージョンを結合する（リージョン間のギャップを削除する）には：
1 結合したいリージョンを選択します。

2 「リージョン」＞「長さの変更によりリージョンを連結」と選択します（または対応するキーコ
マンドを使います）。

選択したリージョンは長くなり、トラック上の次のリージョンの開始ポイントで正確に終了し

ます。

長さ変更の対象となるリージョンを、ロケータの範囲内で選択したリージョンに限定することが

できます。
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選択したリージョンをロケータ間で結合するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、左右のロケータ位置を設定します：

Â 対象としたい部分をバールーラ上で左から右までドラッグします。

Â トランスポートのロケータフィールドで値を設定します。

2 ロケータの範囲内で、対象としたいリージョンを選択します。

∏ ヒント：ロケータ内のすべてのリージョンをすばやく選択するには、「編集」＞「ロケータ内を
選択」と選択します（または対応するキーコマンドを使います。デフォルトはShift＋ I（アイ）
キーです）。 

3 「リージョン」＞「ロケータ内のリージョンを連結」と選択します（または対応するキーコマン
ドを使います）。

この機能を使うと、選択したすべてのリージョンが（ロケータ境界の範囲内で）長くなり、リー

ジョンの間にあるギャップがなくなります。各トラック（ロケータ境界の範囲内）の最後のリー

ジョンは影響を受けません。

長さ変更時にリージョンの内容をタイムストレッチする
通常、リージョンの長さを変えても、MIDI リージョン内でのイベントの位置には影響がありま
せん。同様にオーディオリージョンの長さを変えても、あるソング位置での再生開始および再生

停止以外には影響がありません。

ただしリージョンの長さを変更したとき、リージョンの内容をタイムストレッチまたはタイムコ

ンプレスできます。

MIDIリージョン内でイベント位置をタイムストレッチまたはタイムコンプレスするには：
m


Optionキーを押しながらMIDIリージョンの終わりをドラッグします。

リージョン内のイベントは、MIDI リージョンの長さ変更に比例してストレッチまたはコンプレ
スされます。

MIDI リージョンのリズム再生は、オリジナルの2 倍に延ばすことでハーフタイムに、オリジナ
ルの半分に縮めることでダブルタイムにできます。
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オーディオリージョンをタイムストレッチまたはタイムコンプレスするには：
m


Optionキーを押しながらオーディオリージョンの終わりをドラッグします。

これにより、リージョンの変化した長さ分だけオーディオがストレッチまたはコンプレスされ、

オリジナルのリージョンが新しいPCMオーディオファイル（オリジナルのファイルフォーマッ
ト、またはオリジナルがPCMでなければAIFF）に置き換えられます。

参考：現在の「スナップ」メニュー設定が長さの変更に影響します。

オーディオリージョンは、オリジナルの2倍に延ばすことで半分のスピードで、オリジナルの半
分に縮めることで2倍のスピードで再生できます。ダースベイダーや小人の声のような表現をす
る場合に最適です。

この機能で使用するタイムストレッチ／タイムコンプレスのアルゴリズムは、アレンジ領域で

「オーディオ」＞「タイムマシンアルゴリズム」メニューと選択すると指定できます。各アルゴ

リズムの詳細については、505ページの「TimeandPitchMachineを使う」を参照してください。

複数リージョンをタイムストレッチする／タイムコンプレスする
複数のリージョンを選択中、タイムストレッチやタイムコンプレスがどのように動作するかは、
修飾キーの影響を受けます。以下の表では、すべての修飾キーのオプションと、複数リージョン

の長さ変更時に与える影響について説明しています： 

MIDIリージョン特有の長さ変更操作
次の機能はMIDIリージョンにのみ該当します。 

MIDIリージョンの開始位置を小節に丸めるには：
m 「MIDI」＞「リージョンの開始を小節にスナップ」コマンド（または対応するキーコマンド）を
使用し、選択したMIDIリージョンの開始位置を最も近い小節に丸めます。

MIDIリージョンの長さを調整して内容項目に合わせる
「MIDI」＞「最適なリージョンサイズを小節により設定」コマンドを使うと（または対応するキー
コマンドを使います。デフォルトはControl ＋B キーです）、選択したMIDIリージョンの長さ
が調整され、イベント（フォルダの場合はリージョン）を格納するのにちょうど良い大きさにな

ります。リージョンの境界は最も近い小節に丸められます。

この機能を使用する場合はOptionキーを押しながらリージョンの境界を最も近い分母値に丸め
ます（または「最適なリージョンのサイズを拍子の分母により設定」キーコマンドを使います）。

修飾キー 結果

なし 絶対的な長さの変化が同じ、タイミング補正なし

Shiftキー 絶対的な終了位置が同じ、タイミング補正なし

Optionキー 絶対的な長さの変化が同じ、タイミング補正あり

Option＋Shift キー 絶対的なリージョンの長さが同じ、タイミング補正あり

コントロール 長さ変化の分解能をより精密に調節した後で利用できますが、Option キーと一緒には使
えません。タイミング補正なし
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リージョンをカット／コピー／ペーストする
1つまたは複数のリージョンについて、アレンジメント内のある部分から別の部分に対して選択、
削除、または複製できます。実際「カット」、「コピー」、「ペースト」のコマンドは、2つのプロ
ジェクトのアレンジメント間で利用できます。

リージョンをカットするには：
m リージョンを指定してから、「編集」＞「カット」と選択します（または「カット」キーコマン

ドを使います。デフォルトはコマンド＋ Xキーです）。

これによりリージョンがアレンジ領域から削除され、クリップボードに保存されます。

リージョンをコピーするには（方法1）：
m


Optionキーを押しながら、コピー先のアレンジ位置にリージョンをドラッグします。

「ハイパードロー」またはオートメーションが有効な場合、コピーするにはリージョン名の領域

をつかむ必要があります。

リージョンをコピーするには（方法2）： 
1 リージョンを指定してから、「編集」＞「コピー」と選択します（または「コピー」キーコマン

ドを使います。デフォルトはコマンド＋Cキーです）。こうすると、選択したリージョンがクリッ
プボードにコピーされます。

2 バールーラをクリックして、コピー先の再生ヘッド位置を指定します。

3 「編集」＞「ペースト」と選択して（またはコマンド＋Vキーを押して）、クリップボードの中身
をアレンジにペーストします。ペースト先は、選択したトラックの再生ヘッド位置です。

複数のリージョンが選択されていた場合、リージョン間の相対的な時間位置とトラック位置は維

持されます。

コピーしたリージョンと同じ場所にリージョンをペーストするには：
m リージョンのペースト先となるトラックを選択し、「編集」＞「オリジナルの位置にペースト」と

選択します（または「オリジナルの位置にペースト」キーコマンドを使います）。

「LogicPro」はコピーしたリージョンを、選択したトラック上でソースリージョンと同じ位置に
挿入します。この機能は、別のトラック上の同じ場所にリージョンをコピーし、別の処理を施し

たりそのパートを厚くしたりするような場合に便利です。また、この機能はレイヤーのあるMIDI
パートやソフトウェア音源パートの作成にも適しています。

コピーしたリージョンに関する情報
コピーしたリージョンは正確な複製ですが、オリジナルのリージョンとは別物です。親のリー
ジョンに変更を加えても、子のコピーリージョンに影響はありません。

もし親リージョンへの変更を子リージョンにも反映させたい場合、「ループ」機能（329ページ
の「リージョンをループする」を参照）を利用するか、リージョンのクローンやエイリアスを作

成します（324ページの「リージョンをリピートする」を参照）。
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オーディオリージョンをコピーした場合、新しいリージョンがオーディオビンに自動的に作成さ
れます。新しいリージョンの名前はオリジナルのリージョンの名前と同じですが、連番が追加さ

れています。たとえばオリジナルのリージョン名が「kickingloop」だった場合、コピーのリー
ジョン名は「kickingloop.1」となります。2 つ目のコピー名は「kickingloop.2」、3 つ目は
「kickingloop.3」などとなります。

ソングのパッセージを追加する／削除する
アレンジメントからパッセージ全体を削除したい場合があります。たとえば、小節16～ 20にあ
る全トラックのリージョンに付けられたコーラスやバースなどです。ここでカットすると、（小

節21 以降にある）リージョン、小節変更、テンポ変更、グローバルスコア記号がすべて左に4
小節分移動し、左に空いたギャップを埋めます。

アレンジメントにギャップを挿入することもできます。ミドルエイト用に空の小節をいくつか作

成したり、別のコーラスやバース、またはブリッジ用の領域を確保したりできます。時間のカッ

トと同様、現在のテンポ変更などはすべて相応に（挿入した小節数の分だけ右に）移動します。

もちろん標準の「編集」メニューにある「カット」、「コピー」および「ペースト」コマンドを使

用し、コーラスなどアレンジメント上のセクションを、ある場所から別の場所へ移動したり再利

用したりできます。

選択したリージョンへの変更は、ある一部分に限定することもできます。この操作をする場合、

ソングのセクション内にある全リージョンを移動するわけではないので、小節チェンジ、テンポ

チェンジ、およびグローバルスコア記号について一緒にシフトするかどうか指定する必要があり

ます。これは以下のようなダイアログボックスで実行できます。

テンポチェンジおよびグローバルスコア記号を移動したくない場合、 Returnキーを押します。

上記のグローバル編集はすべてのリージョンに対して実行されます。これ以外の場合は、選択し

たリージョン（または少なくともロケータポイント間に存在するリージョン）を含むトラックに

限定されます。
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アレンジセクションの編集ボタンを使用する
「アレンジ」ウインドウのツールバーにはセクション編集ボタンがいくつかあり、以下で説明する

操作の一部を実行するのに使うことができます。このようなツールバーのボタンを使用した場合、

リージョン選択の状況に関係なく、操作はロケータ間にあるすべてのリージョンに影響します。
ロケータ間の選択したリージョンに対して操作を行いたい場合、「アレンジ」ウインドウのツー
ルバーのボタンは使用しないでください。リージョンを選択した後で適切な「リージョン」＞
「時間をカット／挿入」メニューコマンド（またはキーコマンド）を使用してください。

ロケータを使用してアレンジメントにギャップを挿入するには（サイクルの長さ）：
1 以下のいずれかの操作を行って、左右のロケータ位置を設定します：

Â 対象としたい部分をバールーラ上で左から右までドラッグします。

Â トランスポートのロケータフィールドに希望の値を設定します。

2 サイクルの長さ分移動したいリージョンを選択します。何も選択しなかった場合（または「アレ

ンジ」ウインドウのカスタマイズしたツールバーで「無音を挿入」ボタンをクリックした場合）、
ロケータ間にあるすべてのリージョンが影響を受けます。

3 「リージョン」＞「時間をカット／挿入」＞「ロケータ間に無音を挿入」と選択します（または
対応するキーコマンドを使います）。

Â 選択したリージョンがサイクルの長さよりも長い場合： リージョンは左ロケータの位置で
カットされ、2番目のリージョン（カットから新しくできたリージョン）が右ロケータ位置ま
で移動し、リージョン間にギャップが入ります。

Â 選択したリージョンがロケータ間に完全に収まっている場合： 左ロケータ位置から始まる

リージョンは右ロケータ位置から始まるようになります。

Â 一部または全部を選択したリージョンの組み合わせがロケータ間に完全に収まっている場

合： 囲まれているセクションがカットされ、右ロケータ位置に移動します。

選択したリージョン間にある空白を削除し、リージョン同士をスムーズに結合させることもでき

ます。

リージョン間のギャップを削除するには：
1 対象となるリージョンを選択します。
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2 「リージョン」＞「位置の変更によりリージョンを連結」と選択します（または「位置の変更に
よりリージョンを連結」キーコマンドを使います）。

最初のリージョンは元のままですが、後続のリージョンはすべて左に移動します。

参考：この機能は、ストリップサイレンス処理（言葉の間の隙間を埋める処理）した話し言葉の
録音を速いスピードで再生するのに利用できます。

ロケータを使用してアレンジメントの一部を削除するには： 
1 削除したいセクションを囲むようにロケータをセットします（たとえば小節5～8など）。

2 ロケータ間にあるすべてのリージョンをカットするには： 「アレンジ」ウインドウのツールバー

にある「セクションをカット」ボタンをクリックするか、「リージョン」＞「時間をカット／挿

入」＞「スニップ：ロケータ間のセクションをカット」（または対応するキーコマンド）と選択

します。 

3 ロケータ間にある選択中のリージョンをカットするには： 「リージョン」＞「時間をカット／挿

入」＞「スニップ：ロケータ間のセクションをカット」と選択します（または対応するキーコマ

ンドを使います）。

サイクル領域にまたがっている（たとえば16小節長のリージョンで、小節1から始まり小節17
のスタート地点で終わる）リージョンはカットされます。

ロケータ間のセクション（小節5～ 8）は、選択したすべてのリージョンから削除されます（実
際はクリップボードにコピーされて、アレンジメントから削除されます）。

右ロケータより右にあるすべてのリージョンは、サイクルの長さ分（4小節）だけ左に移動しま
す。これには、この操作により新しく作成されたリージョンも含まれます。
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16小節リージョンの例で説明します。これは、次の2つのリージョンにカットされます：
Â 小節1～4にまたがるリージョン。
Â 小節5～小節13のスタート地点に配置された8小節長のリージョン。

∏ ヒント：「スニップ」コマンドは、コーラスなどアレンジメントの特定セクション全体を削除し
たい場合に便利です。

カットしたセクションをアレンジメントに挿入するには：
1 上記のステップを実行します。

2 カットしたセクションを挿入したい位置に再生ヘッドをセットします。

3 「アレンジ」ウインドウのツールバーにある「セクションを挿入」ボタン（選択状態に関係なく
全トラックに影響）をクリックするか、「リージョン」＞「時間をカット／挿入」＞「スプライ

ス：スニップされたセクションを再生ヘッド位置に挿入」と選択します。

選択したすべてのリージョンは左ロケータ位置でカットされ、 1サイクル長のパッセージが挿入
されます。次に、現在クリップボードにあるリージョンが再生ヘッド位置にペーストされます。

∏ ヒント：「スプライス」コマンドは、パート（たとえばコーラス）をアレンジメント内の別のポ
イントに挿入したい場合に最適です。テンポや拍子の変更、マーカーなども含め、全トラック

が確実にシフトするよう、前もってすべてを選択しておいてください（コマンド＋Aキーまた
はShift＋ Iキー）。

ロケータを使用してアレンジメントの一部をリピートするには：
1 リピートしたいセクションが含まれるようにロケータをセットします（たとえば小節5～ 8など）。

2 リピートしたいリージョンを選択します。何も選択しなかった場合（または「アレンジ」ウイン

ドウのツールバーで「セクションを繰り返す」ボタンを使用した場合）、ロケータ間にあるすべ

てのリージョンが影響を受けます。
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3 「リージョン」＞「時間をカット／挿入」＞「スニップ：ロケータ間のセクションをカット」と
選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

全部または一部がロケータで囲まれたすべてのリージョン部分がコピーされ、右ロケータ位置に

ペーストされます。

リージョンをリピートする
「LogicPro」にはループ、エイリアス、クローンなど、リージョンをリピートする方法がいくつ
か用意されています。これらのオプションを使うと、すばやく簡単にアレンジできます。

MIDIリージョンのエイリアスを使用する
「LogicPro」のエイリアスは Finder のエイリアスと同じようなものです。外観はリージョンに
似ていますが、実際のデータは入っていません。エイリアスは、オリジナルリージョンのデータ

を参照し、いわばそれを映しているだけです。

親リージョンとエイリアスリージョンとの関係
オリジナルのリージョンのデータを変更すると、エイリアスのリージョンすべてに即座に反映さ

れます。たとえば、次のような場面でエイリアスを利用できます：

Â アレンジメント内で何度もリフやフレーズを繰り返す場合、オリジナルのリージョンのコピー

を作成するよりエイリアスを使用した方が簡単です。

Â あるパートがしっくりしない場合、オリジナルを変更するだけでアレンジメント全体に変更の

効果が波及します。

ただし、アレンジメント内で1点（たとえばピッチがシフトしているバース）だけを変更したい
場合、そのエイリアスを独立したリージョン（リージョンのコピー）に変換できます。

ただし、エイリアスも親リージョンから一定のレベルは独立しています：

Â エイリアスは独自のリージョンパラメータを保有しています。
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Â エイリアスには個別に名前を付けられます。エイリアスの名前はイタリックで表示されます。

エイリアスリージョンに名前を付けると、その親リージョンの名前がエイリアス名の下に表示
されます（拡大／縮小レベルが適当な場合）。

親リージョンの名前を変更すると、すべてのエイリアスリージョンに反映されます。

参考：MIDI リージョンのエイリアスは編集できません。エイリアスをダブルクリックすると、
「LogicPro」はユーザがオリジナルを編集する操作、またはエイリアスを実リージョンへ変換す
る操作を意図しているとみなします。ダイアログが表示され、実物のコピーの作成および編集、

またはオリジナルの編集を選択できます。

MIDIリージョンのエイリアスを作成する
エイリアスはMIDIのリージョンおよびフォルダに対して作成できます。このセクションではリー
ジョンという言葉は、MIDIのリージョンおよびフォルダのみを指します。

参考：オーディオリージョンに対してはクローンのオーディオリージョン（つまりリージョンの
独立したコピー）しか作成できません（ ìオーディオリージョンのクローンを作成する îsection
onpage327を参照）。

エイリアスを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


Option＋Shiftキーを押しながら、エイリアスを作成したい位置までリージョンをドラッグしま
す。

m エイリアスの作成先とするトラックを選択し、再生ヘッドを置き、エイリアスの作成元とする

リージョンを指定したら、「MIDI」＞「エイリアス」＞「作成」と選択します（または「エイリ
アスを作成します」キーコマンドを使います）。

選択したトラック上にある、現在の再生ヘッド位置の先頭にエイリアスが現れます。

複数のリージョンが選択されていた場合、リージョン間の相対的な時間位置とトラック位置は維

持されます。選択したトラックは、タイムライン上にある最初のリージョンの宛先トラックとな

ります。

「リージョンを繰り返す」コマンドも利用できます（328ページの「複数のリージョンのコピー
を作成する」を参照）。
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MIDIリージョンエイリアスを再割り当てする
既存のエイリアスに対し、別のオリジナルリージョンを割り当てられます。これは、構成は正し

いがパートが間違っているといった場合のアレンジメント作業に特に便利です。もちろん、新し

いトラック上の適切な位置にリージョンをコピーし、エイリアスを作成し、既存のリージョンを

ミュート状態にしてから再生することもできますが、以下に説明する手順の方がはるかに簡単

です：

エイリアスを再割り当てするには：
1 エイリアスと、新しくオリジナルにする予定のリージョンの両方を選択します。 

2 「MIDI」＞「エイリアス」＞「再割り当て」（または「エイリアスの参照情報を更新」キーコマン
ドを使います）。

オリジナルまたはエイリアスを検索する
あるエイリアスのオリジナルがどこにあるか分からなくなってしまった場合、検索できます。

エイリアスのオリジナルリージョンを検索および選択するには：
m エイリアスを指定し、「 MIDI」＞「エイリアス」＞「オリジナルを選択」と選択します（または
「エイリアスのオリジナルを探す」キーコマンドを使います）。

リージョンから作成したエイリアスを検索するには：
m 「MIDI」＞「エイリアス」＞「リージョンのすべてのエイリアスを選択」と選択します（または
対応するキーコマンドを使います。デフォルトはShift＋Aキーです）。

エイリアスが存在していれば特定され、選択されます。

参照元が不明なエイリアスを選択する／削除する
1 つまたは複数のエイリアスの生成元となったソースリージョンを削除する場合、「LogicPro」
には以下の警告メッセージが表示されます：

「キャンセル」をクリックすると消去処理がキャンセルされ、「消去」をクリックするとソース

リージョンが削除されます。オリジナルを削除したのにエイリアスを残しておく理由はもちろん

ありません。

こうした参照不明のエイリアスは不要ですが、ユーザが後で新しいオリジナルに再割り当てする

可能性があるので、「LogicPro」は自動的には削除しません。

プロジェクトファイルに不要なエイリアスがいくつかある場合、参照元が不明なエイリアスを選

択して削除することで簡単に整理できます。
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参照元が不明なエイリアスをすべて選択するには：
m 「MIDI」＞「エイリアス」＞「すべての参照不明エイリアスを選択」と選択します（または「す
べての参照不明エイリアスを選択」キーコマンドを使います）。

参照元が不明なエイリアスをすべて削除するには：
m 「MIDI」＞「エイリアス」＞「すべての参照元が不明なエイリアスを削除」と選択します（また
は「すべての参照元が不明なエイリアスを削除」キーコマンドを使います）。

エイリアスを実リージョンに変換する
「MIDI」＞「エイリアス」＞「リージョンのコピーに変換」（または「エイリアスをリージョンの
コピーに変換」キーコマンド）を使って、エイリアスから実リージョンにできます。内容はエイ

リアスが参照していたオリジナルリージョンと同一ですが、再生パラメータはリージョンのもの
となります。実リージョンなので編集が自由にできます（つまりオリジナルの親リージョンが新

しい実リージョンに影響しなくなります）。

参考：エイリアスをダブルクリックしてダイアログを表示し、実物のコピーを作成して編集する
か、またはオリジナルを編集するかを指定できます。

オーディオリージョンのクローンを作成する
アレンジ領域で、オーディオリージョンの別バージョンを作成できます。これはクローンのリー

ジョンで、MIDIリージョンのエイリアスに相当します。

クローンのリージョンを作成するには：
m


Option＋Shiftキーを押しながら、オーディオリージョンをドラッグします。

クローンのリージョンで開始位置または終了位置を調整すると、ほかのクローンリージョンでも

同様に調整が行われます。

複数のクローンリージョンを互いに独立させるには：
m アレンジ領域で、対象となる（クローンの）リージョンを選択し、「オーディオ」＞「リージョ
ンを新規リージョンに変換」と選択します（または対応するキーコマンドを使います。デフォル

トはOption＋ Control＋Rキーです）。

この方法で互いに独立させたクローンリージョンは、ほかのクローンリージョンに影響すること

なく、それぞれで開始位置または終了位置を変更できます。

選択した複数のリージョンをオーディオファイルに変換するには： 
1 「オーディオ」＞「リージョンを新規リージョンに変換」と選択します（または対応するキーコ
マンドを使います。デフォルトはControl＋Fキーです）。
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2 ダイアログでの操作：対象となるファイルに希望のサンプルレート、ビット数、ファイルフォー

マット、ステレオ変換、およびディザタイプを設定します。

オリジナルのオーディオファイルと同じフォルダに新しいオーディオファイルが作成されます。

このファイルがオーディオビンにも追加されると同時に、新しいアレンジリージョンへの参照が

変更され、この新しく作成したファイルに対応します。

これらの新しく作成したファイルは個別に編集できるため、同じオリジナルファイルに基づく別

のリージョンに影響することなく、リバースやタイムストレッチなどの操作を行うことができ

ます。

複数のリージョンのコピーを作成する
オーディオリージョンおよびMIDIリージョン共に、「リージョンを繰り返す」コマンドを使用す
ると複数のコピーを作成できます。

リージョンの複数のコピーを作成するには：
1 複数のコピーを作成したいリージョンを選択します。 

2 アレンジ領域のメニューで「リージョン」＞「リージョンを繰り返す」と選択します（または

「リージョン／イベントの繰り返す」キーコマンドを使います）。

3 「リージョン／イベントの繰り返す」ウインドウで次のパラメータを設定します：

Â コピーの数： コピーの数（オリジナルを除く）を入力する個所です。

Â 調整： コピーをオリジナルの終了地点から開始する（設定：「なし」）か、または開始ポイント
を「クオンタイズ」する（小節、拍、ティックなどの単位）かを選択します。

Â 形式： コピー／エイリアスまたはクローン：ここではリピートがオリジナルのコピーか、エイ
リアス（MIDIリージョン）か、またはクローン（オーディオリージョン）かを指定します。
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リージョンをループする
「ループ」機能を使うと、リージョンをコピーする手間がかからず、自動的にリピートできます。

ループしたリージョンは、同じトラック上で別のリージョンに達するか、プロジェクトが終わる

までリピートされます。ループリージョンがフォルダ内にある場合、フォルダの終了マーカー地

点でもループは終わります（338ページの「フォルダを使う」を参照）。

ループでのリピートは、オリジナルのリージョンの拡張セグメントとして表示されます。各セグ

メントの長さはオリジナルのリージョンの長さと同じで、オリジナルのリージョンの長さが変わ

るとセグメントの長さも変わります。

∏ ヒント：ポリリズム構成で作曲したい場合、オリジナルリージョンの長さでいろいろと試して
みてください。

「ループ」パラメータでリージョンをループするには：
1 リージョンをアレンジ領域で選択します。

2 インスペクタのリージョンパラメータボックスにある「ループ」オプションを選択（オンに）し

ます（または「ループを切り替える」キーコマンドを使います。デフォルトはLキーです）。

リージョンは同じトラック上にある別のリージョンに達するまで（またはプロジェクトやフォル

ダが終わるまで）ループされます。

「ループ」パラメータをオフにするには：
m リージョンパラメータボックスにある「ループ」オプションを選択します（または「ループを切

り替える」キーコマンドを使います。デフォルトはLキーです）。

リージョンのループ
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マウスでリージョンをループするには： 
1 ループさせたいリージョンの終わりにカーソルを移動させます。

リージョンの上部の領域にカーソルを合わせると、形が円形の矢印（ループ長さ編集ツール）に

変わります。

2 リージョンの端をクリックしたまま右にドラッグし、ループするリージョンを希望の長さにセッ

トします。

ループのリピート部分は、ループしたリージョン全体の中で（元のリージョンと同じ長さの）セ

グメントとして表示されます。リージョンパラメータボックスの「ループ」パラメータが自動的

に選択されます。

参考：「ループ」パラメータを選択解除すると、手動で設定したループ範囲がリセットされます。
次回に「ループ」パラメータを使用する際、リージョンは同じトラック上にある別のリージョン

に達するか、プロジェクト（またはフォルダ）の終わりに来るまでループされます。

カーソルが円形に変わる（ループ長さ編集ツールになる）のは、トラックに十分な高さがある場

合だけです。必要に応じて、拡大／縮小オプションでサイズを変更してください。

ループするリージョンを（移動する目的などで）選択したい場合、ループ領域の下半分をクリッ

クするか、上部の領域でShiftキーを押しながらクリックします。

参考：ほかのほとんどのツールでもループの長さを設定できます（リージョンの右上に合わせた
際に円形の矢印に変わります）。ただし消しゴムツールの場合、間違った場所をリージョン上で

クリックしてしまうと、ループが作成されるのではなく、リージョンが削除されてしまうため、

ポインタツールを使うことをお勧めします。

ループのリピートは、単にオリジナルのリージョンに戻るポインタです。トランスポーズはでき

ず、リージョンパラメータボックスに再生パラメータもないため、インスペクタには表示されま

せん。再生パラメータを保有し、トランスポーズができるのは、実物のリージョン（またはコ

ピー）だけです。各ループのリピート部分に別の再生設定をしたい場合、実物のコピーに変換す

る必要があります。

現在あるループをリアルコピーに変換するには：
1 オリジナルのリージョンをを選択します。

2 「リージョン」＞「ループ」＞「リアルコピーに変換」と選択します（または対応するキーコマ
ンドを使います。デフォルトはK キーです）。ループのリピート部分のセグメントが新しくリー
ジョンとなります。

実コピーの利点は、個別にサイズを変更できる点です。これは、ソングに数百もあるループのコ

ピーの中で一部のサイズだけを変更する場合に便利です。
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ループをエイリアスまたはクローンに変換するには： 
1 オリジナルのリージョンを選択します。 

2 「リージョン」＞「ループ」＞「エイリアスに変換」と選択します（または対応するキーコマン
ドを使います）。

MIDIリージョンのループリピートは、エイリアスに変換されます。オーディオリージョンのルー
プリピートは、クローンのオーディオリージョンに変換されます。

したがってオリジナルのリージョンの長さを変更すると、エイリアスおよびクローンしたリー

ジョンすべてに影響があります。

リージョンを分割／デミックス／結合する
リージョンのある部分は利用に適していても、別の部分は適していないこともあります。このセ

クションではリージョンを分割して一部分（または全体）を再利用し、新しく組み合わせてリー

ジョンを作成する機能について説明します。

∏ ヒント：同様のリージョン編集タスクではマーキーツール（ 305ページの「リージョンの一部
を選択する」を参照）も利用できます。

リージョンを分割する
選択している1つまたは複数のリージョンをハサミツールで分割できます。 

1つまたは複数のリージョンを分割するには： 
1 対象となるリージョンを選択します。

2 ハサミツールを選択します。

3 対象のリージョンをクリックし、ボタンを放さずにそのまま待ちます。

ヘルプタグに現在の分割位置が表示されます。 

4 マウスボタンを放します。

選択したリージョンすべてがヘルプタグに表示された位置でカットされます。

ハサミツールでカット位置を指定する場合、前後に動かす手順によって1分割できます。グリッ
ドは「スナップ」メニューでの設定に基づいています。
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より精密な分解能で分割するには（現在の「スナップ」値を上書き）：
m ハサミツールでリージョンを選択した後、Controlキーを押したまま分割値（「 1/16」、「1/32」な
どトランスポートに表示）で分割します。

m



Control＋ Shiftキーを押したままにすると、さらに精密（ティックやサンプル単位）にリージョ
ンを分割できます。

オーディオリージョンの新しく作成したセグメントには、オリジナルにちなんだ名前が付けら

れ、名前の最後に連番が振られています。

分割したMIDIリージョンには、オリジナルにちなんだ名前が付けられますが、連番は振られま
せん。分割で作成された各MIDIリージョンは互いに独立し、データを保有しています。

1つのリージョンを同じ長さの複数の部分に分割するには：
m


Optionキーを押しながらハサミツールでリージョンをカットします。

プラスの記号がハサミツールの隣に現われ、ヘルプタグが「分割」と表示します。

選択したリージョンが複数に分割され、それぞれの長さは最初のセグメントと同じになります。

16 小節のリージョンを2 小節のリージョン8 つに分割するには、小節3 の開始地点でOption
キーを押しながらリージョンをカットします。

ロケータ位置でリージョンを分割するには：
1 必要に応じて左右のロケータをセットします。 

2 分割したいリージョンをロケータの範囲内で選択します。
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3 「リージョン」＞「分割／デミックス」＞「リージョンをロケータで分割」と選択します（また
は対応するキーコマンドを使います）。

ロケータ間で選択したリージョンはすべて、全体であっても一部であっても、左右のロケータ位

置でカットされます。分割操作の結果として、ロケータ間に作成されたリージョンが自動的に選

択されます。

∏ ヒント：コマンドキーを押しながらマウスでバールーラ上にサイクルを指定しても同じ結果に
なります。

再生ヘッド位置でリージョンを分割するには： 
1 分割したいリージョンを選択します。

2 「リージョン」＞「分割／デミックス」＞「再生ヘッドの位置でリージョンを分割」と選択しま
す（または対応するキーコマンドを使います）。

これにより、選択したリージョンすべてが再生ヘッドの位置で分割されます。

∏ ヒント：一番近い小節でカットするには、「おおよその再生ヘッド位置でリージョン／イベント
を分割」キーコマンドを使います。

分割したMIDIリージョンで重なったノートを処理する
分割したMIDI リージョンで、あるノートが別のノートに16 分音符分を超えて重なっている場
合、次のダイアログが表示されます：

Â 保持： クリックすると、すべてのノートが元のままになります。MIDI リージョンは指定通り
にカットされますが、左半分（先行のリージョン）のノートがMIDIリージョンでのノートよ
り長くなってしまう可能性もあります。このようなノートは「クリップの長さ」が有効でない

限り通常通り再生されます（315ページの「MIDI リージョンの長さ変更時のノート操作オプ
ション」を参照）。

Â 短くする： 重なったノートをすべて切り捨て（短くし）、オリジナルのMIDIリージョンが分割
されたポイントで終わるようにします。
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Â スプリット： 2つのMIDIリージョンで重なっているノート同士を分割します。オリジナルと同
じピッチとベロシティのノートが2 つでき、合計の長さはオリジナルのノートの長さと同じ
です。

オーディオリージョン分割時のゼロクロッシングについて
アレンジ領域のローカルメニューにある「オーディオ」＞「ゼロクロッシングを検出」での設定

は、上記いずれかの方法を使用してオーディオリージョンを分割する場合には効果がありません。

「オーディオ」＞「ゼロクロッシングを検出」を有効にした場合、リージョンの開始位置または

終了位置の変更には適用されますが、分割操作には適用されません。

オーディオファイルを自動的に複数のリージョンに分割したい場合、「ストリップサイレンス」機

能を使用してください。

「ストリップサイレンス」でオーディオリージョンを分割する
アレンジ領域のローカルメニューで「オーディオ」＞「ストリップサイレンス」機能と選択する

と、ウインドウが表示され、オーディオデータを別々のリージョンにスライスできます。この分

割はオーディオファイル内の振幅レベル分析に基づいて行われます。この機能の詳しい説明は
519ページの第 22章「オーディオリージョンから無音部分を削除する」を参照してください。

リージョンを結合する
選択した複数のリージョン（オーディオまたは MIDI など、同じタイプのリージョン同士）を1
つに結合すると、リージョンを簡単に操作できるようになります。また、この操作をクリエイ

ティブな面で活用することもできます。

複数のリージョンを接着ツールで結合するには：
1 接着ツールを選択します。

2 （必要に応じてShiftキーを押しながら）結合したいリージョンをクリックします。

「リージョンを連結」コマンドで複数のリージョンを結合するには： 
1 結合したいリージョンをポインタツールで選択します。

2 「リージョン」＞「結合」＞「リージョン」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

これにより、別々のトラック上にあるリージョン同士であっても、選択したリージョンはすべて
1つのリージョンに結合されます。

接着ツール
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複数のマージファイルを各トラックでそれぞれ作成するには： 
1 各トラック上に結合したいリージョンをポインタツールで選択します。

Shift を押しながらクリック、ラバーバンド方式で選択、またはコマンド＋Aキーを押して選択
すると便利です。

2 「リージョン」＞「結合」＞「リージョンをトラックごとに」と選択します（または対応するキー
コマンドを使います）。

選択したリージョンは各トラック上で1つのリージョンになります。たとえば、トラック 1～4
に結合したいリージョンがあるとします。各トラックのレーンでリージョンを選択し、Shift＋J
キーを押すと、結合したリージョンが4つ（各トラックに1つずつ）作成されます。 

MIDIリージョンの結合時の動作
MIDIリージョンを結合すると：

Â 各MIDIリージョンの全イベントはオリジナルの時間位置を維持します。

Â 新しい（結合した）MIDIリージョンは、オリジナルMIDIリージョンの（時間軸上で）最初の
名前とトラックを取り込みます。

Â「トランスポーズ」、「ベロシティ」、および「ダイナミクス」リージョンパラメータは（選択し
たすべてのリージョンで異なっていたとしても）結合前にノーマライズされます。これは、

データ結合前に全パラメータ値がデータ変更として各リージョンに書き込まれるということ

です。新しく作成（結合）したMIDIリージョンのパラメータはすべて中立（デフォルト）の
値に設定されます。

Â リージョンパラメータのいずれか（たとえば「トランスポーズ」値）が、選択した全リージョ

ンで同一に設定されている場合、その値は結合したリージョンのリージョンパラメータボック

スでも維持され、イベントはオリジナルの値と同じままになります。

参考：イベントの各MIDIチャンネル（該当する場合）は、現在のトラック音源チャンネルスト
リップのMIDIチャンネルに置き換えられる点に注意してください。
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オーディオリージョンを結合する
オーディオリージョンの結合は非破壊編集です。「LogicPro」は、結合したオーディオ素材用に
常に新しいファイルを作成します（ミックスダウンと呼ばれます）。

この新しいオーディオファイルは、お使いのハードディスクに保存（プロジェクトフォルダ内）

され、自動的にオーディオビンに追加されます。結合したリージョンは、オリジナルのリージョ

ンと置き換わります。

ミックスダウンが行われない状況
複数のリージョン（モノまたはステレオ）が同一トラック上に並んでおり、それがハサミツール

で1 つのリージョンとしてカットして取り出されていた場合、ミックスダウンは行われません。
この状況では、1つのリージョンが単純に領域全体の上に作成されます。こうすると、ディスク
容量を消費することなく、意図した操作を実行できます。

参考：「LogicPro」では、リージョン間にギャップがあったとしても、互いの関連を認識できま
す。判断の材料となるのは、アレンジ領域にあるリージョンの相対的な位置と、元のオーディオ

ファイルにあるリージョンの相対的な位置との対応関係です。

別々のサイドにパンされたトラック上にある2つのリージョンをミックスしようとしても、ミッ
クスダウンは行われません。なぜなら、作成される2つのミックスダウンファイルは、（リージョ
ンを使用する領域で）オリジナルのオーディオファイルと同一のものになるからです。

クリップスキャンを使った実際のミックスダウン
複数トラックからのオーディオデータ（リージョン単位）を組み合わせた場合、各トラックの現

在のパン値および音量値により、新しいオーディオファイルのパンおよび音量の設定が決まり

ます。

ステレオ・オーディオファイルの両サイド（2つのトラックそれぞれのモノチャンネル）を組み
合わせたい場合、まず要素となるモノサイドのパンコントロールをそれぞれ左いっぱいおよび右

いっぱいに設定します。

デジタル・クリッピング・スキャンとミックスダウンの後、「LogicPro」は、前もって選択して
あるリージョンを、ミックスダウンしたオーディオファイル全体を含む 1つのリージョンに置き
換えます。

必要であれば「編集」＞「取り消す」機能（コマンド＋Zキー）でオリジナルのオーディオリー
ジョンを復元できます。これを実行する場合はダイアログが表示されるので、新しく作成した

ミックスのオーディオファイルを保存するか削除するか選択します。保存する場合はオーディオ
ビンに残るため、後で利用や処理ができます。

ミックスダウン中は分解能32 ビットのクリップスキャン機能により、可能な限り高いレベルが
クリッピングなしで維持できます。
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トラック上のオーディオリージョンのミックスダウン
重なっている複数のオーディオリージョンが1つのトラック上で選択された場合、ミックスダウ
ンは行われません。新しいオーディオファイルを作成するダイアログが表示され、そのファイル

名はトラックの最初のリージョンの名前から付けられます。次に選択したリージョンがミックス

されますが、音量は同じでクリップスキャンもありません。 

2つのリージョン間に空のセクションがある場合、この空のセクションは無音のパッセージとし
て新しいオーディオファイルに追加されます。

デジタルミックスダウンでのオーディオクロスフェード
デジタルミックスダウンは、選択したリージョン間でのクロスフェードをサポートしています。

クロスフェードのパラメータは「オーディオ」環境設定の「一般」タブで指定します。このタブ

にアクセスするには、「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一般」と選択します
（または「結合用のオーディオ・クロスフェード・オプション」キーコマンドを使います）。

2種類のフェーダーがあります：

Â クロスフェードタイム（ミリ秒）： クロスフェード全体の長さです。クロスフェードをオフに
するには、この値をゼロに設定します。

Â クロスフェードカーブ： 直線的なクロスフェードにするには、この値をゼロに設定します。ほ
かの値（正または負）の場合、指数関数的なフェードが得られます。フェードアウトとフェー

ドインは常に対称であるため、レベルのずれを防止できます。プリセットの値は：「時間」=
0ms、「カーブ」=0（直線的なフェード）です。

MIDIリージョンをデミックスする
MIDIリージョン（標準MIDIファイルのフォーマット1または0）は、イベントチャンネル別ま
たはノートピッチ別に分割できます。

イベントチャンネル別に MIDIリージョンを分割するには：
1 対象となるMIDIリージョンを選択します。

2 「リージョン」＞「分割／デミックス」＞「イベントチャンネルによるデミックス」と選択しま
す（または対応するキーコマンドを使います）。

「LogicPro」は選択したMIDIリージョンで、MIDIチャンネルごとにイベントを検索します。

Â マッチしたイベントすべてを含む別個のMIDIリージョンがMIDIチャンネルごとに作成され
ます。
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Â これらのリージョンがトラック上に作成され、音源チャンネルはMIDIチャンネルに対応します。

Â こうしたトラックが存在しない場合、各チャンネルで新しいトラックが作成されます。

ノートピッチ別にMIDIリージョンを分割するには：
1 対象となるMIDIリージョンを選択します。

2 「リージョン」＞「分割／デミックス」＞「ノートピッチによりデミックス」と選択します（ま
たは対応するキーコマンドを使います）。

「LogicPro」は選択したMIDIリージョンで、ノートナンバーごとにノートを検索します。

Â 同じ長さのMIDIリージョンが、検索したノートナンバーごとに作成されます。

Â これらのMIDIリージョンごとにトラックが作成され、すべてがオリジナルのMIDIリージョン
と同じチャンネルストリップに対応付けられます。

この機能は、ドラムマシンを使って「LogicPro」に録音したドラムパート（すべてのノートが
同じMIDI チャンネル上にある）を分離するのに特に便利です。デミックスを行うと、各ノート
のリージョンを別のチャンネルストリップに割り当てることも、オリジナルのドラムパターンを

簡素にしたい場合は削除することもできます。

フォルダを使う
フォルダは、ほかのリージョンを格納できるリージョンです。Finderのフォルダがほかのフォル
ダやファイルを格納できるのと非常に似ています。フォルダは基本的にMIDIリージョンと同じ
ように編集できます。

フォルダは、アレンジメントの中にあるアレンジメントであるとも説明できます。フォルダには、

リージョンを配置したトラックを必要な数だけ格納できます。閉じたフォルダは MIDI リージョ
ンのように見えますが、チャンネルストリップではなく、トラックリスト内でフォルダに対応付

けられたトラック上に配置されています。

開いた状態のフォルダは、プロジェクト内のトラックリストとアレンジ領域のように見えます。
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フォルダ内のすべてのリージョンは、フォルダのトラックリストにあるチャンネルストリップ

セットに送られ、それに基づいて再生されます。これは「アレンジ」ウインドウの最上位にある

場合と同じです。

参考：音源チャンネルストリップに設定されているトラックにフォルダをドラッグすると、内容
全体（フォルダ内の全MIDIリージョン）がその音源で再生されます。これは通常、ドラムキッ
トや一般的な弦楽器音など、ある特定の音源や音源タイプのトラックを格納するフォルダの場合

にのみ該当します。たとえば一部のサウンドソースが利用不能な状態で、弦楽器のアレンジメン

トを聞く場合などに便利です。

具体的には「金管楽器セクション」というフォルダにトランペット、サックス、トロンボーンの

各トラックを入れたり、 14 トラックのドラム音源を 1 つのドラム・パターン・リージョンとし
て取り扱ったりといった例が挙げられます。

同様にすべてのトラックとリージョンを含むプロジェクト全体を1つのフォルダにし、アレンジ
メント内での1ブロックとして表示できます。この場合、コンサート用に複数のプロジェクトを
アレンジできます。

フォルダでできることはほかにもあります。たとえば、曲のコーラスやバースの部分を表すため

にフォルダを利用できます。Finderと同様、別のフォルダ内にいくつでもフォルダを作れ、フォ
ルダの中のさらに中（ソングの各パート内に複数の音源がある場合など）にも階層の制限なしに

作成できます。

ほかにも、同じプロジェクトに対する複数のアレンジメントを別々のフォルダに保存し、すばや

く切り替えるといった利用方法が考えられます。

フォルダをパックする／パック解除する
選択したリージョンを1つのフォルダにまとめたり、空のフォルダを作成してそこにリージョン
を追加したりできます。

選択したリージョンをフォルダにまとめるには：
1 対象となるリージョンを選択します。

2 「リージョン」＞「フォルダ」＞「フォルダをパック」と選択します（または対応するキーコマ
ンドを使います。デフォルトはコマンド＋Fキーです）。

選択したリージョンがフォルダに格納されます。「LogicPro」はトラックを作成し、フォルダ
リージョンをその上に置きます。既存のフォルダトラックを選択した場合、「LogicPro」はリー
ジョンをこのフォルダにコピーします。

リージョンを選択していない場合、「LogicPro」は空のフォルダを作成します。この中にはリー
ジョンがなく、現在のレベルからすべてのチャンネルストリップに対応付けられたトラックのみ

が入っています。
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フォルダのパックを解除するには：
1 フォルダを選択します。 

2 以下のいずれかのコマンドを選択します：

Â「リージョン」＞「フォルダ」＞「フォルダのパックを解除」と選択します。「アレンジ」ウイ

ンドウが更新され、フォルダの中身（トラックおよびリージョン）が表示されます。

Â「リージョン」＞「フォルダ」＞「フォルダのパックを解除（新規トラックを作成）」と選択す

るか、対応するキーコマンドを使います。

「LogicPro」は、フォルダがあったのと同じ階層に新しくトラックを作成します（以前のフォ
ルダトラックの下の階層）。

Â「リージョン」＞「フォルダ」＞「フォルダのパックを解除（既存のトラックを使用）」と選択

します。

フォルダの中にあるリージョンは、適当なチャンネルストリップに対応付けられたトラック上

に配置されます。

フォルダ内に移動する／フォルダから抜ける
フォルダにまとめると、アレンジメントの規模が大きくなるにつれ、ユーザは、フォルダを出た

り入ったりしながらデータを変更することになります。フォルダの内と外は「アレンジ」ウイン

ドウでの表示で簡単に見分けられます：

Â アレンジ領域の最上位（フォルダの外）にある場合、トラック上にフォルダが表示されます。

「アレンジ」ウインドウのタイトルバーにはプロジェクト名が表示され、階層ボタンは淡色表

示されます。

Â フォルダの中にある場合、フォルダトラックは見えなくなっています。「アレンジ」ウインド

ウのタイトルバーにはプロジェクト名とフォルダ名が（「名称未設定：コーラスフォルダ」な

どと）表示され、階層ボタンは淡色表示されません。

フォルダ内に移動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m フォルダリージョンをダブルクリックします。

m 移動したいフォルダを選択し、「フォルダ内かリージョンに移動」キーコマンドを使います。

コマンドを実行する前にフォルダが選択状態になっているか確認してください。MIDI リージョ
ンが選択されている場合、イベントリストエディタ（MIDIリージョンの内容を表示）が開きます。

トラックリスト内にあるフォルダトラックの名前をダブルクリックすると、ミキサーが開きます。

フォルダから抜けるには、以下のいずれかの操作を行います：
m （フォルダの）アレンジ領域の背景をダブルクリックします（または「フォルダ外かリージョン
に移動」キーコマンドを使います）。

m アレンジ領域のメニューバーの左端にある階層ボタンをクリックします。ヘルプタグに「フォル

ダを保持」と表示されます。

これにより1 階層上が表示され、「アレンジ」ウインドウ（閉じたフォルダを表示中）の内容が
見えるようになります。
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リージョンを追加する／削除する
リージョンは、簡単に既存のフォルダに追加したり既存のフォルダから削除したりできます。ア

レンジメントの試行錯誤を行い、パートを追加または削除しなければならないのはよくあること

です。

リージョンをフォルダ内に移動するには：
m アレンジ階層の最上レベル（フォルダの外）の場合： 対象のリージョンをフォルダ上の希望の位

置にドラッグします。

ソースのリージョンと同じチャンネルを使うトラックがフォルダ内にない場合、「LogicPro」が
作成します。ある場合はそのチャンネルが使われます。フォルダに入ると、移動先の位置にド

ラッグしたリージョンが表示されます。

フォルダからリージョンを個別にドラッグするには： 
1 「ウインドウ」メニューで2つ目の「アレンジ」ウインドウを開くか、デフォルトのキーコマンド
（コマンド＋1キー）を使用します。 

2



2つのアレンジ領域のいずれかで、リージョンを削除したいフォルダ内に移動します。

3 そのフォルダからもう一方のアレンジ領域にリージョンをドラッグします。

「編集」＞「カット」コマンドを使うと、フォルダからリージョンをカットすることもできます。

この操作ではリージョンはクリップボードに移動します。続いて「編集」＞「ペースト」コマン

ドで、アレンジ領域内の好きな場所にそのリージョンをコピーできます。
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エイリアスフォルダを作成する
リージョンのエイリアスとクローンを格納するフォルダのコピーをオリジナルのフォルダ内に

作成できます。このフォルダでは（たとえば）リージョンをミュート状態にし、プログラム、音

源、または再生パラメータを好きなように変更できる点が便利です。これにより別ミックスの

フォルダができるので、異なるアレンジメントのバージョンに簡単に切り替えられるようになり

ます（フォルダもほかのリージョンと同様にミュートやソロが可能です）。

エイリアスフォルダを作成するには：
1 フォルダを選択します。 

2 「MIDI」＞「エイリアス」＞「作成（フォルダの場合はコピー）」と選択します。

オーディオリージョン上でクロスフェードとフェードを作成する
オーディオリージョンでフェードインやフェードアウトを作成したり、クロスフェードを使用し

てトラック上の2 つの隣接する（または重なっている）オーディオリージョンを切れ目なくス
ムーズに再生したりすることがあります。

後者のタイプのフェードは「クロスフェード」と呼ばれ、重なっているオーディオリージョン上

で「LogicPro」が自動的に実行します。

自動クロスフェードを有効にするには：
m 「ドラッグ」メニューで「クロスフェード」設定を選択します（297ページの「ドラッグモード
を使う」を参照）。

もう一方のタイプのフェード（フェードインとフェードアウト）もクロスフェードも、クロス

フェードツール、またはインスペクタにあるリージョンパラメータボックスの「フェード」パラ

メータを使用して手動で作成できます。

∏ ヒント：どちらの方法にも利点があるため、どちらも利用してください。一緒に利用すると、
フェードの作成処理と編集処理がすばやく簡単に実行できます。

選択したオーディオリージョンのフェードパラメータは同時に調整できます。

参考：これらのパラメータは、サンプルエディタで使用するフェード機能とは逆に、変更される
ことはありません（オリジナルのオーディオファイルと同じ）。
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フェードツールでフェードを作成する
名前の通り、フェードインはオーディオリージョンの開始部分で始まり、フェードアウトはオー

ディオリージョンの終了部分で出現します。フェードは、オーディオリージョンの波形が見える

程度に拡大した場合にのみ表示されます。

重要：「アレンジ」ウインドウにリージョンとして表示されているAppleLoop ファイルに対し
ては、フェードは作成できません。実際AppleLoop リージョンの選択中、インスペクタに
「フェード」パラメータは表示されていません。

フェードインまたはフェードアウトを作成するには： 
1 クロスフェードツールを選択します。

2 オーディオリージョンの開始位置または終了位置をクリックしたままドラッグします。

フェードインまたはフェードアウトが作成されます。フェードをドラッグした領域がフェードの

長さとなるため、ドラッグ領域が長ければフェード時間が長くなり、ドラッグ領域が短ければ

フェード時間は短くなります。

2つのファイル間にクロスフェードを設定するには：
m あるオーディオリージョンの終了位置、または後続のリージョンの開始位置をクロスフェード

ツールでドラッグします。

この操作は、2つのセクションが直接隣り合っていなくても実行できます。

フェードを削除するには：
m


Optionキーを押しながら、クロスフェードツールで既存のフェード領域をクリックします。

既存のフェードを変更するには：
m クロスフェードツールでリージョンの開始位置または終了位置をドラッグします。先行のフェー

ドのカーブ形状（以下参照）はそのまま変わりません。
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フェードカーブの形状を調整するには：
m


Control＋ Shiftキーを押しながらクロスフェードツールを操作します。

以下の例では、正の「カーブ」がフェードインおよびフェードアウトの両方に表示されています。

以下の例では、負の「カーブ」がフェードインに表示されていますが、リニアのフェード（カー

ブなし）がフェードアウトに表示されています。

リージョンパラメータボックスでフェードを作成および修正する
リージョンパラメータボックスでもフェードを作成したり修正したりできます。

フェードまたはクロスフェードを作成するには：
1 対象となるリージョンを選択します。

2 インスペクタの「フェードイン」または「フェードアウト」の設定に希望の値を入力します。マ

ウスをスライダのように使うか、ダブルクリックして値を入力します。

この結果、選択したリージョンの始めまたは終わりにフェードが作成されます。

参考：フェードの値でフェードの長さが決まるため、高い値ではフェード時間が長くなり、低い
値ではフェード時間が短くなります。

フェードを削除するには：
m 「フェードイン」または「フェードアウト」のパラメータを0に設定します。

既存のフェードを変更するには：
m 「フェードイン」または「フェードアウト」の値を編集します。
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フェードカーブの形状を調整するには：
m リージョンパラメータボックスにある「カーブ」値を編集します。

フェードカーブは即座にリージョンに反映されます。

フェードタイプを変更する
「フェード」タイプメニュー（インスペクタの「フェード」パラメータの隣にある上下の矢印）を

クリックすると、以下の4つのオプションが表示されます：
Â アウト（デフォルト）： フェードツールまたは「フェード」パラメータを使用すると、標準の
フェードアウトが作成されます。

Â X： フェードツールまたは「フェード」パラメータを使用すると、選択したリージョンとその
後続のリージョンをクロスフェードします。

Â EqP： 均等なクロスフェードにします。これを利用すると、オーディオリージョン間の音量の
一時的な低下が最小限に抑えられるため、レベルが少し異なるリージョン同士でのクロス

フェードが、さらにスムーズになります。

Â X S： S字カーブのクロスフェードにします。名前の通り、フェードカーブは「S」の形になり
ます。

参考：最後の3つのオプションは、2つの連続するリージョンにのみ適用できます。

また「X」、「EqP」または「XS」のオプションのいずれかが選択されている場合、「フェードイ
ン」パラメータ（および対応する「カーブ」）が2重になる点にも注意してください。

フェードファイルを削除する
「オプション」＞「オーディオ」＞「フェードファイルをすべて削除」と選択すると、フェード

ファイルを削除できます。次回の再生開始時に「 LogicPro」が各オーディオリージョンのフェー
ドパラメータに基づいて自動的に新しいフェードファイルを作成するため、この操作によって情

報が失われることはありません。

AppleLoopsをフェードする
AppleLoops はフェードに対応していないため、直接フェードを設定することはできません。
AppleLoop にはフェードを適用できないので、AppleLoop を選択してもリージョンパラメー
タボックスにフェードパラメータは表示されません。

フェードエフェクトをかけたい場合、AppleLoop の書き出しを行う必要があります（「アレン
ジ」ウインドウで「ファイル」＞「書き出し」＞「リージョンをオーディオファイルとして」と

選択します）。アレンジ領域にこのファイルを読み込み、フェードをかけてください。
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リージョンパラメータを設定する
インスペクタのリージョンパラメータボックスに表示されるパラメータは、アレンジ領域で選択

したリージョンのタイプで異なります。次のようなパラメータがあります：

Â オーディオリージョンおよびMIDIリージョンに利用可能。

Â オーディオリージョンにのみ利用可能。

Â


MIDIリージョンにのみ利用可能。

参考：MIDIリージョンパラメータはフォルダにも適用され、その中にあるMIDIリージョンすべ
てにグローバルに影響します。

オーディオリージョンおよびMIDIリージョンの共通パラメータ
オーディオリージョンまたはMIDIリージョンを選択したときに共通に使用できるパラメータは
次の2つだけです。

ループ
「ループ」チェックボックスを選択するか、ループツールを利用すると、すべてのリージョンタ

イプの再生を継続的にリピートできます（329ページの「リージョンをループする」を参照）。

ディレイ
ティック（曲のタイムを表す値）単位で、すべてのリージョンタイプの再生を（正の値を指定し

て）遅らせるか（負の値を指定して）進ませることができます。1/96、1/16、1/192などの値を
指定できます（詳細については、312ページの「リージョンの再生位置をシフトする」を参照）。

リージョンパラメータボックスにはデフォルトで次のような動作もあります：

MIDIスルー：MIDIリージョンのデフォルト
リージョンを選択していない場合、リージョンパラメータボックスの上段のラインに「MIDI ス
ルー」と表示されます。ライブのMIDI 入力（ストップモード時、および録音中または再生中）
がある場合、ここで選択した設定で再生されます。新しいMIDIリージョンを録音する際、「 MIDI
スルー」パラメータボックスの設定が、MIDIリージョンのパラメータボックスにも使われます。
「MIDIスルー」パラメータボックスは、調整可能なデフォルトのパラメータボックスと考えるこ
とができます。

「MIDI スルー」の各パラメータは、リージョンを選択していないときにのみ調整可能です。「ア
レンジ」ウインドウの背景をクリックすると、すべてのリージョンの選択を解除できます。

参考：「リージョン／フォルダごとにトラックとMIDIスルーのパラメータを設定」キーコマンド
を使うと、「 MIDI スルー」パラメータと、選択したMIDI リージョンのパラメータとをマッチさ
せることができます。この操作では、リージョンのトラックも選択されます。
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複数のリージョンを同時に編集する
複数のリージョンが選択されている場合、リージョンの名前ではなく、選択したリージョンの数
が表示されます。リージョンパラメータを変更すると、選択したすべてのリージョンが影響を受

けます。あるパラメータが各リージョンで異なる値に設定されていた場合、「パラメータ」フィー
ルドに「*」が表示されます。選択したすべてのリージョンに対してこのパラメータを変更でき、
値の差はそのまま保持されます（相対的な変更）。選択したすべてのリージョンを同じ値に設定
したい場合、Optionキーを押しながら値を変更します（絶対的な変更）。

オーディオリージョンのパラメータ
オーディオリージョンのパラメータは、選択したオーディオリージョンのタイプにより異なりま
す：基本的に、AppleLoops オーディオリージョンと通常のオーディオリージョンに分類でき
ます。

「フェード」パラメータは、通常のオーディオリージョンが選択されているときにのみ利用でき

ます。

AppleLoops（緑または青）をオーディオトラックに追加すると、「テンポに従う」パラメータ
および「トランスポーズ」パラメータが表示されます。

テンポに従う
このパラメータ（デフォルトでオン）を使うと、AppleLoopsをプロジェクトのテンポに合わせ
られます。

トランスポーズ
このパラメータでは、指定の量だけAppleLoopオーディオリージョンのピッチを上下に調整し
ます。

MIDIリージョンのパラメータ
MIDIリージョンを選択（ソフトウェアまたは外部MIDIトラック上で）すると、リージョンパラ
メータボックスに以下のようなMIDIリージョン特有のパラメータが表示されます。

このパラメータは、緑色のソフトウェア音源のAppleLoopがトラックに追加されて音源チャン
ネルに転送される（AppleLoopの音源がチャンネルストリップの音源スロットに読み込まれる）
ときにも表示されます。

クオンタイズ
MIDIリージョン内のすべてのノートイベントは、メニューで選択した（クオンタイズの）グリッ
ド形式に時間的に修正されます。「 LogicPro」のクオンタイズ機能の詳細については、453ペー
ジの第 19章「MIDIイベントをクオンタイズする」を参照してください。

「MIDIリージョンパラメータ」
ボックス
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トランスポーズ
MIDI リージョン内のすべてのノートイベントは、指定した量だけ再生中に上または下にトラン
スポーズされます。まとまったフォルダでもこの方法で即座にトランスポーズできます。フォル

ダ内の複数のMIDIリージョンが個別にトランスポーズされている場合、それぞれの間の相対的
な差は維持されます。

オクターブ単位でトランスポーズしたい場合、「トランスポーズ」パラメータの右にある矢印を

クリックします。ポップアップメニューが表示され、直接オクターブ単位でトランスポーズでき

ます。

トランスポーズ中にドラムのノートを保護したい場合などには、音源チャンネルのパラメータ

ボックスにある「トランスポーズ無し」チェックボックスを選択します。このオプションを有効

にすると、該当の音源チャンネルストリップが再生する全 MIDIリージョンで「トランスポーズ」
パラメータが無視されます（トラックに追加され音源チャンネルに転送された緑色の Apple
Loopsも含む）。

ベロシティ
関連するMIDIリージョンのすべてのノートが指定値でオフセットされます。正の値を指定する
とオリジナルのベロシティに加算され、負の値を指定すると減算されます。ただし、MIDI 規格
（0～127）で指定した範囲を超えることはできません。あるノートで上限または下限を超えるベ
ロシティオフセット値を指定した場合、そのノートはMIDI規格の最大値または最小値で再生さ
れます。たとえば「+20」という設定の場合、ベロシティが120のノートは127で再生されます。

ダイナミクス
このパラメータはノートのベロシティ値にも影響しますが、固定量に対して加算または減算する

のではなく、ノートの強弱（ダイナミクス）を増やしたり減らしたりします。これは、コンプ

レッサやエクスパンダと似た動作です。100％を超える値ではダイナミクスを拡張して強弱の差
をはっきりさせ、100％未満の値ではダイナミクスを圧縮して強弱の差を緩やかにします。

「固定」設定を行うと、すべてのノートがベロシティ値 64 でトランスポーズされます。「ベロシ
ティ」パラメータ（上記参照）と組み合わせて使えば固定のベロシティ値を設定できます。
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ゲートタイム
「ゲートタイム」は、アナログシンセサイザーで利用されていた技術から生まれた用語で、キー

を押したときと放したときの時間の差を言います。このパラメータはノートの絶対的な継続時間

や長さに影響します。これを音価と混同しないでください。音価は通常、次のノートまでの時間

を指します。実際の効果としては、リージョン内のノートにスタッカートまたはレガートを加え

ます。パラメータの範囲はオリジナルのノートの長さと関連しています。「固定」ではスタッカー

トが最大値になります。100％未満の値ではノートが短くなります。100％を超える値ではノー
トが長くなります。「レガート」を設定すると、オリジナルの長さに関係なく全部のノートにレ

ガート効果をもたらし、影響範囲にあるノート間の空白をすべて除去します。これをフォルダに

使用した場合、フォルダ内の全MIDIリージョンのすべてのノートに影響があります。

MIDIリージョンのパラメータを修正する
「MIDI」＞「リージョンパラメータ」＞「リージョンパラメータをノーマライズ」と選択して実
行すると、指定したすべてのMIDIリージョンおよびフォルダについてMIDIリージョンパラメー
タ設定がノーマライズされます。

これは、すべての設定が実際はデータとして書き込まれており、再生パラメータが通常値に戻る

ということです。音の聞こえかたは同じままです。「ループ」パラメータと拡張 MIDIリージョン
パラメータは影響を受けません。この機能は「MIDリージョンとMIDI音源のパラメータ値を固
定化する」命令に利用できます。オリジナルのデータを元のままにしておく方が柔軟な利用がで

きるため、ほとんどの場合はこれを実行しない方がよいでしょう。柔軟な利用とは、MIDI リー
ジョンの編集を何度でも行うことがきるということです。

ノーマライズとMIDIチャンネル
「結合」機能や接着ツールと同様、「ノーマライズ」機能は保存中のMIDIチャンネルナンバーを
処理するのに優れた方法です。保存したすべてのイベントに同じMIDIチャンネルナンバーが付
けられている場合、チャンネルは現在のトラックに割り当てられている音源のものに変わってし

まいます。イベント同士が異なるチャンネル上にある場合、イベントチャンネルを変換するかど

うかというダイアログが「LogicPro」に表示されます。

以下の「ノーマライズ」オプションは「MIDI」＞「リージョンパラメータ」メニューからも利用
できます：

Â チャンネル以外をノーマライズ： 保存中のチャンネルナンバーをそのままにします。

Â チャンネルとディレイ以外をノーマライズ： 保存中のチャンネルナンバーと「ディレイ」パラ
メータをそのままにします。

再生音源のチャンネル設定が「すべて」の場合や、まったく別タイプのエンバイロメントオブ

ジェクトを利用（たとえば「チャンネルスプリッター」を「A再生」として使用）している場合、
保存中のMIDIチャンネルナンバーも通常の「ノーマライズ」機能に影響されることはありません。

参考：ポリフォニックスタイルの楽譜として表示されるMIDI リージョンを編集している場合、
イベントチャンネルはノートをスコアエディタで個々のポリフォニックボイスに割り当てるの

に利用するため、「チャンネル以外をノーマライズ」機能を使うことをお勧めします。
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LogicProで録音する

この章では「LogicPro」で実行できるオーディオおよびMIDIの録音
について、詳しく説明します。

「LogicPro」を設定してオーディオデータおよびMIDIデータを録音する方法と、ワークフロー
に関する機能の利用方法について解説します。これには、サイクル、複数テイク、パンチ録音な

どがあります。

オーディオを録音する
このセクションでは、オーディオ録音に関する情報をすべて網羅しています。オーディオデータ

であってもMIDIデータであっても録音方法とリージョン処理方法は似ているため、一般的なオー
ディオ録音テクニックの多くはMIDI録音にも利用できます。 MIDIに特有の録音方法は378ペー
ジの「MIDIを録音する」で説明しています。

録音手順の概要
オーディオ録音に必要となる基本的な手順は以下にリストしてあります。各手順の詳細について

は、概要の後で説明します。

オーディオ録音を行うには：
1 録音システムの設定（後続セクション参照）をチェックして、ハードウェアとソフトウェアが正

常に通信できているか確認します。

2 アレンジ・トラック・リストで、録音先とするオーディオトラック名を選択します。

対応するチャンネルストリップがインスペクタに表示されます。

3 希望のチャンネルストリップフォーマットを設定します。

4 チャンネルストリップの入力スロットをクリックした状態で、ポップアップメニューからお使い

のオーディオインターフェイスに合致する入力の項目を選択します。 

5 録音可能ボタンをクリックし、トラックを録音可能状態にします。 

6 録音可能状態にしたチャンネルの「レベル」フェーダーを希望の位置までドラッグし、モニタレ

ベルを設定します。
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参考：「LogicPro」から入力されるオーディオを（録音しているかどうかにかかわらず）聞くに
は、「オーディオ」環境設定にある「ソフトウェアモニタリング」チェックボックスを選択して

おく必要があります。

7 トランスポートにある録音ボタンをクリックし、演奏や歌を開始します。 

8 録音を終えるには、停止ボタンをクリックします。

録音の準備
録音する前に、お使いのシステムの設定を確認してください。

録音中に利用する予定のサウンドソース（ミキサー、CD プレイヤー、マイクなど）がシステム
のオーディオ入力に正しく接続されて稼動しているか確かめます。

たとえばI/Oバッファ設定のように、録音で必要となるハードウェアの設定を確認します。詳細
については、96ページの「オーディオハードウェアを構成する」を参照してください。

録音したオーディオファイルの質、つまり精度は、サンプルレートとビット数（加えてオーディ

オハードウェアのコンバータの品質）で決まります。すべてのオーディオファイルはプロジェク

トのサンプルレートで録音されます。選択したサンプルレート（以下を参照）が要求を満たすも

のであるか確認してください。

また「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一般」にある「録音ファイルのタイプ」
で、希望のファイルタイプ（「AIFF」、「WAV」、「 SDII」、「CAF」）が選択されているかどうかも確
認します。

オーディオを「LogicPro」に録音すると、次の操作が実行されます：
Â オーディオファイルがハードディスク上に作成されます。

Â 録音したオーディオファイル全体を表すオーディオリージョンが選択したアレンジトラック
上に自動的に作成されます。

Â オーディオファイル（およびリージョン）がオーディオビンに追加されます。オーディオファ

イルはブラウザ上にも表示されます。

サンプルレートを設定する
プロジェクトの開始時にサンプルレートを設定し、その後設定を変更することは避けてください。

参考：「素材」プロジェクト設定にある「読み込むときにオーディオファイルのサンプルレート
を変換」オプションを選択した場合、プロジェクトのサンプルレートと一致しないオーディオ

ファイルは、読み込み時に自動的に変換されます。
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プロジェクトのサンプルレートを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「オーディオ」と選択して（または「オーディオのプロ

ジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「サンプルレート」メニューで希望のサンプル

レートを選択します。

m トランスポートバーのサンプルレートディスプレイをクリックし、ポップアップメニューから希

望のサンプルレートを選択します。

サンプルレートディスプレイが表示されない場合、パンチロケータと置き換えられたことが原因

となっている可能性があります。トランスポートバー上にあるサイクルボタンを無効にすると、

サンプルレートディスプレイが表示されます。別の可能性としては、「トランスポートバーをカ

スタマイズ」ダイアログで「サンプルレートまたはパンチロケータ」チェックボックスを選択し

ていなかったことが考えられます。

サンプルレートの重要性
デジタルオーディオは、一致しないサンプルレートで再生した場合、異なる速度で再生されます。

デジタルオーディオはオリジナルのサンプルレートで再生するか、別のサンプルレートで再生す

る場合にはそのサンプルレートに変換しておく必要があります。たとえば、1 秒間に96,000 回
のサンプリングで作成したファイル（96kHzのサンプルレート）を1秒間に48,000回のサンプ
ルレートで再生した場合、再生はゆっくり（半分の速度）になります。

一般的に、プロジェクト内で利用するのに作成するバウンスは、プロジェクトのオリジナルのサ

ンプルレートにしておくことをお勧めします。 96kHz でバウンスしても、読み込んで44.1kHz
に変換すれば、何の意味もありません。

プロジェクトを終了したら、希望のサンプルレートでバウンスします。状況に応じて次のような

案が挙げられます：

Â バウンスしたファイルをオーディオCDにする（外部のスタジオやアプリケーションでマスタ
リングしない）場合、44.1kHzが通常のCDのサンプルレートであるため、これより高くする
必要はありません。

Â 映画業界やテレビ業界では、オーディオに48kHzのサンプルレートを利用することが多いです。

Â クラシックやジャズのグループ（小さめのアンサンブル）を録音する場合や、75年前の録音を
アーカイブするような場合は、96kHz以上で録音すると良い結果が得られることがあります。
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96kHz（またはそれ以上）のオーディオファイルを再生すると、システムの処理能力に大きな負
荷がかかり、ハードディスク領域も消費されます。通常は、44.1kHzのサンプルレートと24ビッ
ト数で録音することをお勧めします。

ビット数を設定する
「LogicPro」では、16 ビットのオーディオファイル録音がデフォルトです。適切なオーディオ
ハードウェアがある場合、24 ビットレコーディングを利用するとダイナミックレンジが大幅に
改善します。24ビットファイルでは、16 ビットファイルに比べて 1.5倍のディスク容量を使用
します。

24ビットレコーディングを実行するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って「オーディオ」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」と選択します（または「オーディオ環境設定を
開く」キーコマンドを使います）。

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーで「環境設定」ボタンをクリックし、「オーディオ」コマ

ンドを選択します。

2 「デバイス」タブをクリックし、「 CoreAudio」タブをクリックします。

3 「24ビットレコーディング」オプションを選択します。

参考：DAE を利用する場合、「DAE」タブをクリックして「グローバルビット数」メニューで
「24」（ビット）オプションを選択します。

メトロノームを設定する
録音中にメトロノーム（クリック）を聞きたい場合、「メトロノーム」プロジェクト設定で設定

できます。

「メトロノーム」プロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「メトロノーム」と選択します（または「メトロノーム

のプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーで「設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニューか

ら「メトロノーム」を選択します。
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Control キーを押しながらトランスポートでメトロノームボタンをクリックし、ポップアップメ
ニューから「メトロノーム設定」を選択します。

「メトロノーム」プロジェクト設定ウインドウでは、以下の設定をすべてまとめて行うことがで

きます：

Â「KlopfGeist」というソフトウェア音源のメトロノームサウンドソースがデフォルトで有効に
なっています。これは、「ソフトウェアクリック音源（KlopfGeist）」チェックボックスで無効
にできます。

Â エンバイロメントのMIDIクリックオブジェクト（ 913ページの「MIDIクリックオブジェクト」
を参照）。送信先の「MIDI ポート」を指定できます（デフォルトでは「すべて」）。 MIDI メト
ロノーム出力をオフにするには、「MIDIポート」ポップアップメニューから「オフ」を選択し
ます。

このようなクリックソースは個別に使うことも、ほかと組み合わせて使うこともできます。

KlopfGeistは音源スロットの「プラグイン」メニュー内にあるソフトウェア音源です。KlopfGeist
はデフォルトで音源チャンネル128 に挿入されます。「KlopfGeist」チェックボックスを選択す
ると、「LogicPro」は自動的に音源チャンネル128を作成します（KlopfGeist を挿入して）。理
論的には、「LogicPro」のほかの音源や他社製の音源でも、音源チャンネル128を使えば、メト
ロノームのサウンドソースとして利用できます。KlopfGeist 音源の詳細については、「音源およ
びエフェクト」を参照してください。

録音時のメトロノームを設定するには： 
1 メトロノームのクリック音を鳴らすタイミングを指定します： 小節、拍、ディビジョンの対応す

るチェックボックス（「小節」、「ビート」、「ディビジョン」）を選択します。

2 「録音時にクリックを使用」オプションを選択します（デフォルトで選択されています）。また必
要に応じて「カウントインのときのみ使用」と「再生時にクリックを使用」のオプションを選択

します。クリックのオーバーラップが可能になるため、「ポリフォニック・クリック」オプショ

ンは選択したままにしておくことをお勧めします。
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3 「プロジェクト設定」ウインドウの上部にある「録音」ボタンをクリックし、「録音」プロジェク
ト設定を開きます。

4 「カウントイン」ラジオボタンを有効にします（デフォルトで有効になっています）。

5 録音の開始前に設定したいカウントイン期間を選択します。このようなオプションはポップアッ

プメニューで利用できます。

Â なし： カウントインなしで録音が始まります。

Â x小節： x小節のカウントインです。
Â x/4： カウントインの拍子記号はここで設定できます。この設定は、カウントイン（おそらく
録音も同様）が小節線をまたぐ場合に便利です。

「メトロノーム」プロジェクト設定の詳細については、941ページの「メトロノーム設定」を参
照してください。

ソフトウェアモニタリングを使う
ソフトウェアモニタリング機能を使うと、録音可能状態にしたオーディオチャンネルに挿入され
ているエフェクトプラグインから入力されるオーディオをモニタできます。ソフトウェアモニタ

リング機能を使うには、録音が可能なトラックにオーディオ入力を割り当てる必要があります。

エフェクトプラグインはモニタされますが、録音されません。この特徴が録音中に役立つケース

があります。たとえば音声の録音中、少しリバーブがかかった状態で自分の声を聞きたいものの、

トラックはドライ（エフェクトなし）で録音したいと考えるシンガーが多いですが、そのような

ケースに便利です。

エフェクトプラグインを使用しているトラックを録音中にモニタリングするには： 
1 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「デバイス」＞「CoreAudio」＞「ソフトウェ
アモニタリング」と選択します。

参考：現在有効なオーディオハードウェアに対してこのオプションをオフにすると、どのような
種類のモニタリングも実行されません。 

2 希望のエフェクトをオーディオチャンネルに挿入し、トラックを録音可能状態にして、録音を開

始します。

エフェクトはモニタミックスのパートとなりますが、録音はされません。
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自動入力モニタリング
シーケンサーの実行中、「自動入力モニタリング」がオンの場合、実際の録音中に聞こえるのは

入力信号だけです。その前後ではトラック上に以前に録音したオーディオが聞こえます。これに

より、パンチ録音中にパンチインとパンチアウトの位置が判別できます。「自動入力モニタリン

グ」がオフの場合、入力信号は常に聞こえます。「自動入力モニタリング」をオンにしておくと、

「LogicPro」が停止したときに入力ソースも聞こえるため、レベルの設定が簡単になります。

自動入力モニタリングをオンにするには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーから「オプション」＞「オーディオ」＞「自動入力モニタリング」と選択し

ます（または「自動入力モニタリングを切り替える」キーコマンドを使います）。

m



Control キーを押しながらトランスポートで録音ボタンをクリックし、ポップアップメニューで
「自動入力モニタリング設定」を選択します。

録音が有効になったトラックで自動入力モニタリングを使う場合、次のような問題が起こる可能

性があります：

Â「LogicPro」が再生モードまたは録音モードである場合、シンガーが自分の声を聞けないこと
があります。聞こえるのは古い録音だけです。このような場合は、「自動入力モニタリング」

をオフにします。

Â「LogicPro」が録音モードではないのに、トラックが聞こえないことがあります。「自動入力
モニタリング」をオンにしてトラックのオーディオが聞こえるようにします。

場合によっては、このような設定が役立つこともあります。通常は「自動入力モニタリング」を

オンにし、特殊な状況でのみオフにするようにしてください。

入力モニタリングボタンを使う
入力モニタリングボタンを使うと、録音可能状態ではないオーディオトラックをモニタリングで

きます。オーディオトラック（または「アレンジ」ウインドウかミキサーウインドウのチャンネ

ルストリップ）に対し、入力モニタリングボタンを有効にします。これは「LogicPro」が停止
中か再生中のときに機能します。

モニタ対象の信号（入力）を指定するには：
m 対応するオーディオチャンネルストリップの入力スロットメニューから、適切な入力（または入

力ペア）を選択します。
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∏ ヒント：一般にこの手順では、録音の前後および録音中に入力モニタリングボタンをオンのま
まにしておいて構いません。入力モニタリングボタンがオンの場合、録音可能ボタンまたは

「自動入力モニタリング」機能がソフトウェアモニタリングに影響することはありません。ただ

しパンチ録音中は、入力モニタリングボタンではなく「自動入力モニタリング」機能を使うこ

とをお勧めします。

入力モニタリングで発生し得る問題
入力モニタリングには、常にわずかなレイテンシが発生する点に注意してください。レイテンシ

は、オーディオハードウェアの性能とドライバの設定に完全に依存しています。構成によっては

「LogicPro」でモニタリングしない方が効果が上がり、タイミングが改善することもあります。
モニタリング目的の場合、録音したい信号をヘッドフォンやモニタリングアンプに直接送信しま

す（録音目的の場合はオーディオインターフェイス入力に）。オーバーロードが発生すると

「LogicPro」はクリッピングの警告を表示するため、間違ってA/Dコンバータをオーバードライ
ブしてしまうことはありません。

モニタリングレベルを設定する
「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「デバイス」＞「CoreAudio」タブにある「個
別のモニタリングレベル（録音に対応したチャンネルストリップ用）」を選択した場合、オーディ

オチャンネルが録音に対応していれば、個別のモニタリングレベルを設定できます。トラックを

録音可能状態にしてからフェーダーを希望のレベルに設定します。チャンネルの録音ボタンが無

効の場合、オリジナルの再生レベルに戻ります。

重要：トラックが録音に対応していれば、「レベル」フェーダーは録音レベルではなく再生（ま
たはモニタリング）レベルのみを制御します。録音レベルは、ミキサーやオリジナルのサウンド

ソースなど外部で設定する必要があります。デジタルオーディオではオーバーロードになるとク

リッピングが発生するため、入力レベルを設定する際は注意が必要です。クリッピングが発生す

ると、耳障りで金属的な響きの歪みが発生するため、ヘビーな音が欲しい場合を除き、入力を

オーバーロードすることはお勧めできません（548ページの「クリップディテクタとは」を参照）。

レコーディングフォルダを設定する
録音を開始する前に対象となる（ハードディスク上の）オーディオデータを指定します。

参考：プロジェクトを素材と一緒に保存する場合、「 LogicPro」はプロジェクトファイル（「ソ
ング」）をプロジェクトフォルダに保存します。プロジェクトフォルダには「AudioFiles」フォ
ルダが自動的に作成され、デフォルトのレコーディングフォルダとして利用されます。

素材とは別にプロジェクトを保存したい場合は、以下の情報を参照してください。
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各プロジェクトに対して別々の「録音」フォルダを設定できます。また、実行中の各オーディオ・
ハードウェア・システムに対して異なるパスも設定できます（お使いのLogicProシステムで該
当する場合）。たとえば、「CoreAudio」はMacintosh の内蔵ハードディスクを利用し、DAE
ハードウェアは外付けの FireWireハード・ドライブを利用するといったケースです。「録音」プ
ロジェクト設定にあるレコーディングフォルダを指定します。

レコーディングフォルダを指定するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「録音」プロジェクト設定を開きます：

Â「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」と選択します（または「録音のプロジェクト

設定を開く」キーコマンドを使います）。

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーで「設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニュー

から「録音」を選択します。

Â


Control キーを押しながら録音ボタンをクリックし、ポップアップメニューから「録音設定」
を選択します。

2 「設定」ボタンをクリックしてファイルセレクタを開き、希望の録音フォルダを表示します。

最大録音サイズ
AIFF およびSDII のファイルフォーマットは2GB を超えるサイズのオーディオファイル録音を
処理できません：

Â



16ビットで44.1kHzのステレオファイルの場合、約3時間15分の録音時間に相当します。

Â



24ビットで96kHzの5.1サラウンドファイルの場合、約20分の録音時間に相当します。

WAVのファイルフォーマットは、4GBを超えるオーディオファイル録音には対応していません：

Â



16ビットで44.1kHzのステレオファイルの場合、約6時間30分の録音時間に相当します。

Â



24ビットで96kHzの5.1サラウンドファイルの場合、約40分の録音時間に相当します。

録音のサイズが制限を超える場合、録音のファイルタイプにはCAF を選択してください。CAF
では以下の録音時間を処理できます：

Â



44.1kHzで約13時間30分。

Â



96kHzで約6時間。

Â



192kHzで約3時間。

ビット数とチャンネルフォーマット（モノラル、ステレオ、サラウンド）は、CAFファイルの最
大録音サイズに影響しません。

「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一般」にある「録音ファイルのタイプ」メ
ニューで、希望のファイルタイプを指定できます。
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オーディオ録音の名前
トラック名は、録音時にデフォルトのファイル名として利用されます。トラックで後続する録音

では、末尾に数字が昇順で割り当てられます。「Audio1」に対して、「Audio1_01」、「Audio
1_02」などの名前が付けられます。トラックに名前がない場合は、トラックの送信先となるチャ
ンネルストリップの名前が付けられます。アレンジ・トラック・リストおよびミキサーウインド

ウでトラック名を変更できます（191ページの「トラックの名前を付ける」および577ページの
「ミキサーウインドウのトラックの名前を変更する」を参照）。

トラックのチャンネルを設定する
オーディオチャンネルストリップを調整したい場合、「アレンジ」ウインドウのチャンネルスト

リップで直接実行できます。ミキサーウインドウを使ってチャンネルストリップ設定を調整する

こともできます。詳細については、546ページの「チャンネルストリップの音量レベルを設定す
る」を参照してください。

モノラル、ステレオ、またはサラウンドの録音をする
「LogicPro」では、モノラル、ステレオ、またはサラウンド録音が可能です。

チャンネルの録音形式を切り替えるには：
m チャンネルストリップのフォーマットボタンをクリックしたまま、ポップアップメニューから希

望のフォーマットを選択します。

以下のように、ボタンの記号は現在の状況を表しています：

Â モノラル： 1つの円はモノラル入力形式を表します。レベルメーターの表示は1列です。
Â ステレオ： 2つの交差した円はステレオ入力形式を表します。ステレオ入力形式が選択されて
いる場合、レベルメーターは2列で表示されます。

左ステレオ 右 サラウンドモノラル
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Â 左： 2つの円で左側が塗りつぶされている場合は、左チャンネルの入力形式を示します。この
入力形式が選択されている場合、ステレオ・オーディオファイルの左チャンネルだけが再生さ

れます。レベルメーターの表示は1列です。
Â 右： 2つの円で右側が塗りつぶされている場合は、右チャンネル入力形式を示します。この入
力形式が選択されている場合、ステレオ・オーディオファイルの右チャンネルだけが再生され

ます。レベルメーターの表示は1列です。
Â サラウンド： 5つの円はサラウンドチャンネル入力形式を表します。レベルメーターは、リン
クする複数のカラムに分割されます（分割数はプロジェクトのサラウンドフォーマットに対

応）。

1つまたは複数のトラックを録音可能な状態にする
オーディオトラックは、テープレコーダーの曲と同様、録音する前に手動で録音可能状態にして

おく必要があります。録音が可能な状態になると、録音可能ボタンが赤くなります。

アレンジ・トラック・リストで選択されているトラック名にかかわらず、オーディオ録音できる

のは録音可能状態のトラックだけです。

複数のアレンジトラックが同一のチャンネルストリップ（たとえば「Audio1」）に送られる場
合、新しいオーディオファイルは選択したトラックに対して録音されます（「 Audio1」に送信）。
何も選択されていない場合、オーディオは最初（最上部）にあるトラックに録音されます。

録音可能なトラック用にハードディスク上のスペースが予約されており、ファイルの取り消しは

できなくなります。このため、サンプルエディタでの編集中やハードディスク容量がフルに近い

場合、「LogicPro」は自動的にオーディオトラックの録音可能状態を解除します。

重要：入力が単一であるオーディオトラックの録音可能ボタンのみを有効にできます。同じ入力
（入力スロットで選択）を使う複数のトラックを同時に録音可能状態にすることはできません。 

1つまたは複数のオーディオトラックを録音可能な状態にするには、以下のいずれかの操作を行
います：

m トラックリストで、目的のトラック（複数可）上にある録音可能ボタンをクリックします。

m 録音先のすべてのトラックチャンネル（ミキサー内）の録音可能ボタンをクリックします。

m アレンジ領域で希望のトラック（複数可）を選択し、「録音可能トラック」キーコマンドを使い

ます。
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参考：ボタンがトラックリストで表示されていない場合、「表示」＞「トラックヘッダを設定」と
選択します。ダイアログで「録音可能」チェックボックスをクリックします。このチェックボッ

クスを選択してもスイッチが表示されない場合、関連のオーディオハードウェアを「LogicPro」
＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「デバイス」と選択して有効にしてください。

録音可能状態のトラックを無効にするには：
m トラックリストまたはミキサーのいずれかで、点灯中の録音可能ボタンを再度クリックします。

すべての録音可能状態のトラックを無効にするには：
m 録音可能状態のトラックチャンネルで、 Option キーを押しながら、点滅している録音可能ボタ
ンのいずれかをクリックします

MIDIおよびオーディオトラックの同時録音を可能にする
オーディオトラックとMIDI トラックを同時に録音したい場合があります。たとえば、1 つまた
は複数の「LogicPro」ソフトウェア音源を利用しているキーボードプレイヤーで、ライブのバ
ンド録音をするようなときです。

複数のMIDIトラックと複数のオーディオトラックに同時に録音できます（382ページの「複数
のMIDIトラックに録音する」を参照）。

参考：入力が単一であるオーディオトラックの録音可能ボタンのみを有効にできます。同じ入力
（入力スロットで選択）を使う複数のトラックを同時に録音可能状態にすることはできません。

複数のオーディオトラックおよびMIDIトラックを録音可能にするには：
1 録音先とするオーディオトラックで録音可能ボタンをクリックします。

2



MIDIトラックの録音可能ボタンをクリックします。

オーディオ録音をする
「LogicPro」は、複数の録音モードや録音方法を備えており、さまざまな録音状況や録音作業に
対応しています。これには以下が含まれます：

Â 通常録音： トラックを録音可能な状態にし、トランスポートバーの録音ボタンをクリックし
ます。

Â テイク録音： 通常の録音とほぼ同じですが、単一のトラックの同じセクションに録音を複数回
行うと、データは自動的に「テイクフォルダ」に保存されます。

Â パンチ録音： 特定のプロジェクト位置で手動または自動により「パンチイン」と「パンチアウ
ト」ができるため、既存のリージョン上で録音ができます。

Â 置き換え録音： 新しい録音がオリジナルの録音を置き換える（一部分の場合も）ため、通常は
パンチ録音モードと組み合わせます。

すべての録音モードはサイクルモードと連携して動作するので、プロジェクトの繰り返し部分に

対する録音も可能です。
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カウントインを使った通常録音
希望の位置に再生ヘッドを設定することで、プロジェクトのどの時点からも録音を開始できま

す。以下で説明する操作は、録音トラックが正しく設定され（利用したいオーディオハードウェ

ア入力がチャンネル上の入力ソースとして接続、調節、および選択されている）、トラックが録

音可能な状態であることを前提としています：

録音を開始するには：
m トランスポートで録音ボタンをクリックします（または「録音」キーコマンドを使います。デ

フォルトは*キーです）。

「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」で指定したカウントインx が聞こえます。カウ
ントイン中に演奏されたオーディオはすべて録音されます。録音中、進行状況のインジケータに

録音の残り時間と経過時間が表示されます。

録音を停止するには：
m トランスポートで停止ボタンをクリックします。

「LogicPro」は自動的にアレンジ領域にオーディオリージョンを作成し、オーディオファイルの
概要を作成します。これは、波形を表示するのに使用されるグラフィックファイルです。概要の

作成中、新しい録音を再生できます。

参考：（一時停止ボタンを押して）録音を一時停止した場合、録音ボタン、一時停止ボタン、ま
たは再生ボタンをクリックすることで録音を再開できます。録音は現在の再生ヘッド位置から始

まります。

詳細な録音コマンド
詳細な録音コマンドを利用すると、録音処理をより速く進められることがあります。録音セッ

ション中、必要に応じて活用してください。

Â 録音： （デフォルトの）「録音」コマンドで、録音を開始します。録音中に実行しても何も起こ
らず、録音が継続します。録音を終了するには、停止ボタンを押す必要があります（デフォル

トのキーコマンドはテンキーのアスタリスクキーです）。
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Â 録音／録音を切り替える： 録音中に実行すると、録音は一時的に停止しますが、再生は継続し
ます。再度このコマンドを使うと、現在の再生ヘッド位置から録音を再開します。

Â 録音／繰り返し録音： 録音中に実行すると、実行中の録音が削除されて再生ヘッドが（録音
の）開始位置まで戻り、すぐに新しい録音が始まります。

Â 録音を破棄して最後の再生位置に戻る： このキーコマンドは実行中の録音を破棄し、対応する
ファイルをオーディオビンから削除し、再生ヘッドを最後の再生位置に戻します（デフォルト

のキーコマンドはコマンド＋.（ピリオド）キーです）。

このコマンドは、新しい録音をすぐに自動で開始しないという点が「録音／繰り返し録音」と異

なります。このため、「LogicPro」停止中にトークバックなどを行うことができます。新しい録
音は手動で開始する必要があります（いずれかの「録音」コマンドで）。

トランスポートバーの録音ボタンを設定する
トランスポートバーの録音ボタン機能では、「録音」（デフォルト）から「録音を切り替える」ま

たは「繰り返し録音」に変更できます。

トランスポートバーの録音ボタンを設定するには：
m


Control キーを押しながら録音ボタンをクリックし、メニューから希望のオプションを選択し
ます。

有効なコマンドにはチェックマークが付いています。

テイクを録音する
「LogicPro」は、詳細なテイク管理機能を備えています。テイクとは、繰り返し演奏／録音する
パート（たとえばギターのソロ）のことです。たとえばソロを連続して複数回録音し、一番良い

「テイク」を選択できます。テイクは通常サイクルモードで録音して作成しますが、単純に既存

のリージョン上に作成することも可能です。

またテイクはタスクをコンピングする際の基盤となり、各テイクで最高のパフォーマンスを集約

して1つの「スーパーテイク」にコンプできます。このコンプをテイクの最終バージョンとして
利用できます。コンピングの詳細については、374ページの「コンプを作成する」を参照してく
ださい。

テイク録音の準備方法はオーディオ録音の準備方法と同じです。特別な設定は不要なため、オー

ディオ録音と同様にテイク録音を開始できます。詳細については、363ページの「カウントイン
を使った通常録音」を参照してください。
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最初のテイクは通常のように、オーディオリージョンとして表示されます。録音が既存のリー

ジョン上で実行されると（たとえば、サイクル録音の2周目が終了して3周目が始まる場合や、
第1小節が終わってから手動で録音を停止した場合など）、テイクフォルダが作成されます。
Â 録音全体（すべてのテイク）が1つのオーディオファイルとして保存されます。
Â テイクフォルダはトラック1つ分を占有するだけです（ただし空けることも可能です。これに
ついては後述します）。

参考：テイクフォルダは置き換えモードが無効の場合にのみ作成されます（デフォルトは無効）。

テイクフォルダの録音の仕組み
このセクションでは、さまざまな録音環境でどのようにテイクが処理されるのか説明します。

リージョン上に録音する
既存のリージョン上に録音する場合、テイクフォルダが作成されます。テイクフォルダのサイズ
は2つのリージョンの内の長い方で決まります。

サイクル録音中の場合：

Â サイクル繰り返し中に、最初の小節内で録音を手動で停止した場合（たとえば4周目のサイク
ル録音中、4小節の長さの録音が第 1 小節の途中で停止した場合など）、この小さなセクショ
ンは破棄されてしまいます。「 LogicPro」は録音の停止が少し遅れたと判断し、この録音を
「誤って」録音したものと見なします。
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Â サイクル繰り返しの最初の小節が終わってから録音を停止した場合（たとえば4周目のサイク
ル録音中、4小節の長さの録音が第 2 小節の途中で停止した場合など）、最後のテイクと最後
から2番目のテイクを含む「コンプ」が自動的に作成されます。

参考：1小節分より長いテイク録音ではあるものの、 1テイクフォルダ（またはリージョン）分
全体に満たない場合は、自動的に「コンプ」されます。

テイクフォルダ上に録音する
既存のテイクフォルダ上に録音する場合、新しい録音はこのテイクフォルダに追加されます（再
生する場合もここで選択）。

Â 新しい録音の開始が早まったり終了が延びたりした場合、これに合うようテイクフォルダのサ

イズも変わります。

Â 新しい録音の開始が延びたり終了が早まったりした場合、新しいコンプが作成されます。この

新しいコンプは、以前のテイクまたはコンプに新しい録音が追加された形になります。

複数のテイクフォルダ上に録音する
複数の既存フォルダ上（トラックのレーンに続けて配置）に録音する場合、新しい録音は各テイ
クフォルダの開始地点で分割されます（最初のテイク以降）。

Â 各セッションは、新しいテイクとして各テイクフォルダに割り当てられます。

Â 前のテイクフォルダは、後続のテイクフォルダの開始地点に到達するまで長さが延びます（テ

イクフォルダ間にギャップがある場合）。

既存の録音をテイクフォルダに追加する
録音機能というわけではありませんが、ほかの録音データ（リージョンまたはオーディオファ
イル）を既存のテイクフォルダ上にドラッグ＆ドロップできます：

Â ドラッグしたリージョンがテイクフォルダと同じ長さの場合、新しいテイクとして追加されま
す。新しいリージョンが選択され再生できます。

Â ドラッグしたリージョンがテイクフォルダよりも長い場合、テイクフォルダのサイズが変わり
ます。新しいリージョンが選択され再生できます。

Â ドラッグしたリージョンがテイクフォルダよりも短い場合、新しいコンプが作成されます。新
しいコンプは、以前のテイクまたはコンプに新しいリージョンが追加された形になります。

重要：テイクフォルダは、録音されたときにのみ作成されます。もともと読み込んだリージョン
（録音されたものではない）上に別のリージョンをドラッグしてもテイクフォルダは作成されま

せん。ただし、選択したリージョン（録音されたか読み込まれたかを問わず）からのテイクフォ
ルダは「パック」できます（377ページの「テイクフォルダをパックする」を参照）。
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テイクフォルダの内容を表示する
テイク録音中にテイクフォルダの内容を操作する必要があることがあります（たとえばテイクを

削除する場合）。

テイクフォルダを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m テイクフォルダの左上隅にある開閉用三角ボタンをクリックします。

m テイクフォルダをダブルクリックします。

テイクフォルダの内容は、テイクフォルダの下にあるアレンジトラックのサブレーンに一時的に

表示されます。一番新しく完成した（または完成しつつある）テイクがデフォルトで選択されま

す。選択したテイクは再生中に聞こえます。

開いたテイクフォルダの表示中に異なるテイクを選択するには：
m 対応するテイクのヘッダをクリックします。
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閉じたテイクフォルダの表示中に異なるテイクを選択するには：
m テイクフォルダの右上隅にある矢印をクリックすると、テイクメニューが開くので、そこから希

望のテイクを選択します。

選択したテイクの波形データがテイクフォルダに表示されます。

リアルタイムでコンプを作成する
録音中に良いテイクセクションをマークできるので、録音が完了したらすぐに完璧なコンプを作

成できます。

録音中に良いテイクに印を付けるには：
m 「リアルタイムコンピングの前のセクションを選択」キーコマンドを使います。

これにより、現在のテイクのキーコマンドを実行した位置に（見えない）タグが追加されます。

キーコマンド実行の位置より前にあるすべてのオーディオが、良いテイクとしてタグが付けら

れ、最終のコンプに利用されます。

マルチトラックのテイク録音
テイク録音（およびコンピング）は、複数のトラックを録音している最中にも実行できます。

通常、複数トラック上のテイクフォルダは個別に編集しますが、グループとして処理することも

できます。単純に複数のトラックを編集グループに追加します（各チャンネルストリップでグ

ループメニューを使用し、編集グループ・プロパティを有効にします。564ページの「グループ
設定を定義する」を参照）。

この方法でグループ化すると、すべてのテイク編集はメンバーである全トラックで同期されま

す。どのテイクフォルダも開くことができ、開いたフォルダで実行する編集やコンプは、同じ場

所（編集グループのトラック）にある別のフォルダすべてに即座に反映されます。

理想的には録音前、少なくともコンピング前にトラックをグループ化しておくことをお勧めしま

す。ただし、1つや2つを編集した後でトラックをグループにすることも可能です。これは少数
のテイクフォルダのコンプで念入りに編集する必要があるものの、その他の編集はそのグループ

のテイクすべてに適用される場合に便利です。
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参考：（あらかじめグループ化した）編集済みトラックのいずれかを編集しようとすると、
「LogicPro」ではそのトラックを編集グループから削除するように推奨します。

録音中にテイクにカラーを付ける
「LogicPro」が録音中ではない場合、選択したテイクフォルダ（または開いたテイクフォルダの
テイクリージョン）は、通常のリージョンやフォルダと同様に、個別にカラーを付けられます。

ただし、録音中にテイクフォルダのカラーを変更すると、フォルダではなく（録音中の）テイク

リージョンにカラーが付けられます。

パンチ録音
パンチ録音とは、「 LogicPro」の実行中、以前に録音したパッセージの一部を上書きして、納得
できる録音になるよう欠点を修正することを指します。欠点のある位置のすぐ前に「パンチイン」

し、欠点を修正（上書き録音）したら、録音から「パンチアウト」します。

こうすると、ある位置まで録音を再生し、そこでオリジナルの一部に新しい録音を上書きし、さ

らに続けて一連のプロセスを再生できます。置き換えたい部分を聞くことができるため（その置

き換えたい部分より前にある音楽の範囲で）、パンチ録音を快適に実行できます。

「LogicPro」は、2つのパンチ録音方法を備えています：
Â キーコマンドを使って再生モード中に録音できます（これは通常「パンチ・オン・ザ・フラ

イ」と呼ばれています）。

Â「LogicPro」のオートパンチ機能を使うと、あらかじめ指定したパンチインとパンチアウトの
位置で録音を開始および停止できます。

参考：録音可能なトラックだけがパンチ録音の対象となります。

パンチ・オン・ザ・フライ
「パンチ・オン・ザ・フライ」機能を使うと、リアルタイムで（つまり「オン・ザ・フライ」で）

再生モード中に録音を実行できます。

リードモードとライトモードの切り替え（ファイルの作成など）で必ず遅延が発生するため、こ

の機能をハードディスクレコーダーで実行することは技術的に困難です。この遅延を回避するに

は、「 LogicPro」がいつでも録音可能な状態になる「パンチ・オン・ザ・フライ」モードをオン
にする必要があります。

「パンチ・オン・ザ・フライ」モードを有効にすると、実際は再生を開始した瞬間から「録音」が

バックグラウンドで実行されています。

録音したパッセージに即座にパンチインするには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「パンチ・オン・ザ・フライ」モードをオンにします：

Â



Controlキーを押しながらトランスポートで録音ボタンをクリックし、表示されるポップアッ
プメニューで「パンチ・オン・ザ・フライ」を選択します。
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Â メインメニューバーで「オプション」＞「オーディオ」＞「パンチ・オン・ザ・フライ」と選

択します（または「パンチ・オン・ザ・フライを切り替える」キーコマンドを使います）。

2 再生を開始し、録音を始めたい位置で「録音を切り替える」キーコマンドを使います。

オーディオ録音が即座に始まります。「停止」を押すか「録音を切り替える」キーコマンドを再

度実行すれば、録音はいつでも停止できます。後者の方法を実行した場合、録音は終了しますが

再生は継続します。

参考：「LogicPro」が「パンチ・オン・ザ・フライ」モードでない場合にも「録音を切り替える」
キーコマンドを使えますが、再生モードと録音モードを切り替えるときに遅延が発生します。

あらかじめプログラムしたパンチ録音
「オートパンチ」とは、あらかじめ指定した位置で自動的に録音を有効にしたり無効にしたりす

る機能です。「オートパンチ」機能の利点は、「LogicPro」の操作ではなく、演奏に集中できる
点です。また、手動で録音モードを有効にしたり無効にしたりするよりも高い精度で録音の開始

と停止を設定できることも利点です。

「オートパンチ」機能はオーディオトラック、音源トラック、またはMIDIトラックに利用できます。

「オートパンチ」モードで録音するには：
1 トランスポートにあるオートパンチボタンをオンにします。

左右のオートパンチロケータは、パンチインとパンチアウトの位置となります。オートパンチ録

音領域は、バールーラ3つのうち中央に赤いストライプで表示されています。

サイクルモードおよびオートパンチモード共に有効な場合、オートパンチ領域にロケータのペア

が表示されます。バールーラに2つのストライプが表示されますが、上部（緑色）はサイクル領
域、下部（赤色）はオートパンチ領域を示しています。これらは別々に調節できます。

2 以下のいずれかの操作を行ってオートパンチ領域を設定します：
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Â トランスポートのオートパンチロケータフィールドを使い、オートパンチ領域を数値で設定し

ます。オートパンチロケータを（通常のロケータの右に）表示および設定するには、あらかじ

め「トランスポートバーをカスタマイズ」ダイアログで「サンプルレートまたはパンチロケー

タ」設定を選択しておく必要がある点に注意してください。

Â サイクルで変更するのと同様に、バールーラでオートパンチ領域をグラフィカルに変更します。

3 パンチインの位置より前に再生ヘッドを置きます。

4 録音を開始します。

5 録音を停止します。

オートパンチのストライプの長さに一致するリージョンが作成されます。パンチイン位置の前ま

たはパンチアウト位置の後で受信したオーディオ入力は、通常通り「LogicPro」を通過します
が、録音はされません。

「LogicPro」は、パンチインロケータの約1小節分前から録音を開始します。これにより、後で
リージョンの開始位置を調節できるため、必要であればリードインを聞くことができます。

また演奏者がオートパンチ領域をあまり気にしていなかった場合も、録音の開始部分を回復でき

ます。このような調節をリージョンのリードイン部分に行っても、プロジェクトの時間軸に対す

る録音位置は変わりません。

録音開始時に再生ヘッドが右ロケータより後ろにあったとしても、録音はカウントインの後でパ

ンチインロケータ位置から自動的に始まります。

録音時に「オートパンチ」が有効の場合、パンチインとパンチアウトのロケータで囲まれた領域

の外側に再生ヘッドがある間、録音ボタンが点滅しています。これにより、現在録音が行われて

いないことが分かります。

サイクル録音およびオートパンチ録音を組み合わせる
あるパッセージで違和感のある部分を改善したい場合、「サイクル」機能および「オートパンチ」

機能を組み合わせて利用できます。サイクルモード録音を使うと、最終となるテイクを演奏する

まで何回でも練習できます。各サイクルでは、オートパンチのストライプの範囲内にあるイベン

トやオーディオだけが録音されます。これにより、先行する部分からの流れを利用して、うまく

録音に入ることができます。

「スキップサイクル」で録音する
「スキップサイクル」がオンの場合、サイクル領域は録音中に無視されます。
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置き換えモードの録音
置き換えモードでは、通常の録音と同様に、新しく録音したデータは新しいリージョンに保存さ

れます。また録音先となるトラック上にある既存リージョンは、録音のパンチインとパンチアウ

トの位置でカットされ、この範囲内にあるデータは削除されます。

置き換えモードを有効にするには：
m トランスポート上の置き換えボタンをオンにします。

サイクル録音および置き換え録音を組み合わせる
置き換えモードでサイクル録音すると、既存のリージョン（またはその一部）は 1週目ののサイ
クル段階で削除されます（パンチイン位置からパンチアウトまたはサイクル終了の位置まで）。

2 周目のサイクル段階が始まると、録音は継続しますがリージョン（またはその一部）は削除さ
れません。既存リージョンの終わり部分を置き換えたい場合は、2周目のサイクル段階が始まる
前に録音を停止する必要はありません。既存リージョンの開始部分はそのままです。

オーディオ録音を処理する
1つまたは複数の録音を作成した後、その一部を削除したい場合や、いくつかのテイクを利用し
てコンプを結合または作成したい場合があります。このようなタイプのタスクは録音の直後に実

行するケースが多いです。

リージョンの編集およびアレンジのタスクは第 13章「アレンジメントを組み立てる」で説明し
ています。

テンポ録音およびオーディオ録音に関する注意
あるプロジェクトで行ったオーディオ録音は、リージョンパラメータボックスにある「テンポに

従う」チェックボックスを選択することで、プロジェクトテンポに合わせることができます（詳

細については、526ページの「「テンポに従う」機能を使う」を参照してください）。
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参考：「テンポに従う」はテイクフォルダには利用できません。フォルダ録音をプロジェクトテ
ンポに合わせたい場合、フラット化して結合する必要があります（377ページの「「フラット化」
および「フラット化して結合」」を参照）。

別のプロジェクトで作成したオーディオリージョンや、別のアプリケーションから読み込んだ

オーディオファイルは、自動的にプロジェクトテンポに合わせることはできません（「テンポに
従う」チェックボックスは「リージョンパラメータ」ボックスに表示されません）。

このようなオーディオファイルの再生レートは固定されているため、以下のいずれかの操作を行

わなければ新しいテンポに合わせられません：

Â ファイル（またはリージョン）をタイムストレッチ／タイムコンプレスする： 「LogicPro」の
タイムコンプレッション／ストレッチアルゴリズムでは、テンポ差が比較的小さい場合にのみ

オーディオを新しいテンポに合わせられます。録音のテンポを大幅に変更しようとする場合

は、オーディオ品質が損なわれる可能性があります（525ページの「リージョンをタイムスト
レッチする」参照）。

Â オーディオファイルをAppleLoopフォーマットのファイルに変更する。このファイルタイプ
を使うと、トランスポーズとタイムストレッチのタスクがより簡単になります（615ページの
第 28章「AppleLoopsを作成する」を参照）。

録音したオーディオデータを削除する
オーディオリージョンを削除する場合、現在のセッションで録音したファイルと、以前のセッ

ションから読み込んだファイルとでは処理方法が少々異なります。

プロジェクトを開いた後で録音したオーディオリージョンを削除するには：
m オーディオリージョンを選択し、Deleteキーを押します。

対応するオーディオファイルも削除するかどうかを確認するダイアログが表示されます。削除す

ると、不要なテイクや録音が使っていたハード・ドライブ容量を節約できます。

現在のセッションより前に作成したオーディオ録音を削除するには：
m オーディオリージョンを選択し、Deleteキーを押します。

これを実行しても、アレンジ領域からオーディオリージョンが削除されるだけで、オーディオ

ファイルは（オーディオビンから）削除されません。ダイアログは表示されません。このため、

ほかのプロジェクトで利用している可能性のある録音を誤って削除してしまうことを防止でき

ます。

対応するオーディオファイルを実際に削除したい場合、「オーディオビン」で「オーディオファ
イル」＞「ファイルを削除」と選択すると実行できます。削除したオーディオファイルは、空に

するまで「ゴミ箱」に残っています。
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コンプを作成する
異なるタスクからさまざまなセクションを集めてまとめることを、コンピングやコンプ作成と言

います。「LogicPro」では、トラックやリージョンをミュートしたりカットしたりせずにコンプ
を作成可能にすることで、この標準の編集方法を大幅に効率化しています。

コンプの異なるテイクセクションは、デフォルトのクロスフェード設定に基づき、互いに自動的

にクロスフェードします。これは、「オーディオ」環境設定の「一般」タブで指定します。「結合

用のオーディオ・クロスフェード・オプション」キーコマンドを使うと、このタブにすぐにアク

セスできます。

通常、テイクフォルダをダブルクリックして開き、編集します。ただしテイクフォルダが閉じて

いる場合（以下参照）でもコンプ編集操作は可能です。

異なるテイクのセクションを編集するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 開いたテイクフォルダで、ポインタツールを使って希望のテイクセクションをクリックしながら

ドラッグして選択します。

「LogicPro」の革新的なクイック・スワイプ・コンピング機能により、あるテイクのセクション
を選択すると、ほかのすべてのテイクにある同じセクションは自動的に非選択状態になります。

ある時点で再生できるのは、テイクフォルダの中にある1つのテイクトラックだけです。



第14章    LogicProで録音する 375



テイクフォルダ内の上のトラックは、選択した全テイクセクションの合成波形のオーバービュー

を表しています。波形オーバービューにある縦のラインは、別のテイクへの移行部分を表してい

ます。

m 閉じたテイクフォルダでは、Control キーを押しながらフォルダセクションをクリックすること
ですばやくテイクセクションを置き換えられ、ポップアップメニューから別のテイクを選択でき

ます。

重要：コンプを保存してから編集操作をするようにしてください（以下を参照）。保存した後の
変更は自動的に新しいコンプに反映されます。

コンプを編集するには：
m 開始位置と終了位置をクリックしてドラッグし、既存のテイクセクションのボーダーを変更しま

す（長さ変更アイコンが表示されます）。

セクションを拡張する場合（開始を左、または終了を右に移動）、隣接する別のテイクの選択部

分は自動的に短くなります。

セクションを短くすると（開始を右、または終了を左に移動）、隣接する別のテイクのセクショ

ンは自動的に長くなります。これにより、異なるセクション間に無音部分が発生するのを防止で

きます。

Shift キーを押しながら端をドラッグすると、隣接する別のテイクのセクションを長くすること
なく、セクションを短くできます。カーソルはサイズ変更ポインタに変わります。

こうすると、ブレーク（異なるセクション間の無音部分）を作成できます。

∏ ヒント：コンプフォルダにまたがるサイクルを作成してから再生すると、コンプ編集をリアル
タイムで聞くことができます。





376 第14章    LogicProで録音する



選択したコンプ領域を左右に移動するには：
m クリックしたままドラッグします（2つ矢印の付いたアイコンが表示されます）。

選択したコンプ領域を別のテイクに移動するには：
m 非選択領域の波形をクリックし、別のテイクから既存の「コンプ」を移動します。

こうすると、あるテイクのコンプ領域と別のテイクにある同じコンプ領域とを簡単に比較でき

ます。

コンプ選択部分を削除するには：
m


Shiftキーを押しながらコンプをクリックします。

テイクからすべてのコンプセクションを削除するには：
m


Shiftキーを押しながらテイクのリージョンヘッダをクリックします。

テイクにコンプ選択部分が含まれていない場合、クリックしたテイクに別のテイクの非選択領域

がすべて選択されます。

ひとまとまりのテイクをテイクフォルダから削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 対象テイクのトラックヘッダをクリックして選択し、テイク・フォルダ・メニューから「テイク

を削除」を選択します（またはDeleteキーを押します）。

m 消しゴムツールでクリックします。

コンプを保存するには、以下のいずれかの操作を行います：
m テイクフォルダの左上隅にある開閉用三角ボタンをクリックして閉じます。

m テイク・フォルダ・メニューから「新規コンプ」を選択します。

コンプは、「テイクとコンプ」メニューに保存されます（デフォルトで「Compnn」という名前
が付けられます）。

コンプまたはテイクの名前を変更するには：
m 「テイクとコンプ」メニューから「コンプ名の変更」または「テイクの名前を変更」（コンプまた

はテイクのどちらを選んだかによる）を選択します。

ダイアログが表示されたら、希望の名前を入力します。

テイクフォルダを管理する
以下のセクションでは、テイクフォルダで実行できる各種のコマンドを説明します。これは再生

結果に影響しませんが、編集のオプションには影響があります。
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「フラット化」および「フラット化して結合」
テイクフォルダの右上隅にある矢印をクリックすると表示されるテイク・フォルダ・メニューを

使うと、テイクフォルダをフラット化して結合できます。

Â フラット化： テイクフォルダを、現在のコンプ選択部分を表すリージョンと置き換えます。こ
れにより、個々のセクションを時間軸上で前後に移動できます。

Â フラット化して結合： テイクフォルダに代わる新しいオーディオファイルをアレンジ領域に
作成します。新しく作成したオーディオファイルは、テイクフォルダのサイズとぴったり一致

します（最初のリージョンの開始位置や最後のリージョンの終了位置にかかわらず）。

参考：リージョンを結合する（たとえば接着ツールで）のと同様にテイクフォルダを結合するこ
とはできません。これは、テイクとコンプの数が増大し、利用は可能だとしても編集が難しくな

るからです。

サンプルエディタでテイクフォルダを開く
テイクリージョンはサンプルエディタで開くことができますが、ロックされているため、アン

カーを移動したり開始位置や終了位置を変えたりすることはできません。

サンプルエディタでこのような操作をするとタイミングが取れなくなりますが、アレンジ領域で

拡大して開始位置および終了位置を微調整できます。各セクションのタイミングは、テイクフォ

ルダを「フラット化」した後で調節できます。

テイクフォルダをパックする
アレンジ領域のローカルメニューで「リージョン」＞「フォルダ」＞「テイクフォルダをパック」

と選択すると、選択した複数のリージョンにテイクフォルダが作成されます。作成されたテイク

フォルダには、各リージョンが個別のテイクとして表示されます。

Â 選択したリージョンが別のトラックにある（別のチャンネルストリップを使用している）場

合、再生結果が異なることがあります（テイクフォルダは単一のチャンネルストリップを使用

します）。一番上にある「パックした」トラックのチャンネルストリップ（およびトラック）

は、テイクフォルダの再生に使われます。一番上のトラックがミュートされると、後続のミュー

トされていないトラックが再生されます。
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Â 選択したリージョンが1つのトラックで交互に配置されている場合、テイクフォルダは自動的
に作成されるコンプをデフォルトとします。再生に影響はありません。1つのリージョンだけ
が「パック」されている場合、これがテイクとして選択され、コンプは作成されません。

新しく作成したテイクフォルダが別の（当初選択されていなかった）リージョンと重なる場合

（選択されていないリージョンの再生結果が変わります）、「LogicPro」ではテイクフォルダに新
しいオーディオトラックを作成します。

テイクフォルダのパックを解除する
アレンジ領域のローカルメニューには、以下の2つのコマンドがあります：
Â「リージョン」＞「フォルダ」＞「テイクフォルダのパックを解除」

Â「リージョン」＞「フォルダ」＞「テイクフォルダのパックを解除して新規トラックに」

これらのコマンドは、テイクフォルダのメニューからも利用できます（ただし、そのフォルダの

みが対象で、選択したすべてのテイクフォルダが対象ではありません）。

いずれのコマンドも、テイクおよびコンプごとに、選択した1つまた全部のテイクフォルダを新
しいオーディオトラックに置き換えます。テイクフォルダのメニューに表示されているテイクと

コンプの順序は、トラックの順序を反映しています。

「パックを解除」コマンドは、すべての新規トラックに対し、同一の（オリジナルの）チャンネ

ルストリップを使用します。すべてのテイクリージョンとコンプリージョン（もともと有効だっ

たものは除く）がミュートされ、再生結果に変更は生じません。

「新規トラック」コマンドは、各新規トラックに異なるチャンネルストリップを使用しますが、

チャンネルストリップ設定はすべてに対してオリジナルを自動で割り当てます。テイクとコンプ

はミュートされずにすべて同時に再生され、ここでも再生結果に変更は生じません。

MIDIを録音する
MIDI リージョンは（ソフトウェア）音源と外部MIDIトラックで利用されます。MIDI リージョ
ンはリアルタイムで、または各種の「ステップインプット」方式で録音されます。

「LogicPro」でMIDIリージョンを録音するには、以下のいずれかの操作が必要です：

Â お使いのコンピュータの MIDIキーボードに接続します。詳細については、 91ページの「 MIDI
キーボードとモジュールを接続する」を参照してください。

Â


CapsLockキーを押してCapsLockキーボードを有効にします。詳細については、 389ページ
の「CapsLockキーボードを使う」を参照してください。

Â


MIDIステップインプット機能を利用して、「 LogicPro」にノートを1つずつ「録音」します。
詳細については、384ページの「MIDIステップインプット録音」を参照してください。 

MIDI 録音はオーディオ録音と同じように機能します。気を付けなければならない違いは、ほん
の数点だけです。これについては、以降のセクションで説明します。



第14章    LogicProで録音する 379



録音コマンド、トランスポートバーの録音ボタンの設定、カウントインの設定など、録音に関す

る全般的な情報は、351ページの「オーディオを録音する」で説明しています。

MIDIリージョンをリアルタイムで録音する
1つのMIDI リージョン、または1 つのトラック上にある複数のMIDIテイクリージョンを録音
できます。複数のMIDI テイクリージョンを録音する場合は録音後に検証し、適当であると判断
すれば利用できます。複数のMIDI リージョンのセグメントを利用することで、合成MIDIリー
ジョンを作成することも可能です。

また、複数のMIDI トラック上の複数のMIDI リージョンを同時に録音できます。詳細について
は、382ページの「複数のMIDIトラックに録音する」を参照してください。

1つのMIDIリージョンを録音するには：
1 録音先の音源または外部 MIDIトラックを選択します。

参考：このトラックタイプは、選択すると自動的に録音可能状態になります。

2 録音の開始位置に再生ヘッドを移動します。

3 録音中にメトロノームを聞きたい場合は、Control キーを押しながらトランスポートバーのメト
ロノームボタンをクリックし、メニューで「録音時にクリックを使用」設定を有効にします。

メトロノームの詳しい使いかたについては、354ページの「メトロノームを設定する」を参照し
てください。

4 トランスポートバーの録音ボタンをクリックし（またはデフォルトの「録音」キーコマンドであ

る数字キーパッドのアスタリスクキーを押し）、録音を開始します。

録音は再生ヘッド位置で始まり（「録音」プロジェクト設定でカウントインを有効にしてあれば

その後）、「停止」または「再生」ボタンをクリックすると終了します。

選択したトラック上にMIDIリージョンが作成されます。MIDIリージョンは、最初のイベントが
録音された小節の開始位置から始まり、最後のイベントが録音された小節の終了位置で停止しま

す。

録音を停止することなく録音トラックを変更できます。マウスで新しいトラックを選択するか、

「前のトラックを選択」／「次のトラックを選択」キーコマンド（デフォルトのキー割り当ては

上矢印キー／下矢印キー）を使います。

サイクルモードで複数の MIDIテイクを録音するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「録音」プロジェクト設定を開きます：

Â「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」と選択します（または「録音のプロジェクト
設定を開く」キーコマンドを使います。デフォルトはOption＋アスタリスクキーです）。

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーにある「設定」ボタンをクリックし、メニューから「録

音」を選択します。
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2 「録音が重複する場合」メニューから「テイクフォルダを作成」を選択します（380ページの
「MIDIテイク録音の仕組み」を参照）。

3 アレンジ領域のバールーラで左から右にサイクルをドラッグして設定します（またはトランス

ポートのロケータフィールドを使います）。

4 録音を開始します。

5 「LogicPro」をそのまま実行します。

再生ヘッドは右のサイクル境界に到達すると、左のサイクル境界に戻ります。「 LogicPro」は、
新しいMIDIテイクフォルダを作成します。

サイクルが1回終了するたびに、新しいテイクトラックがテイクフォルダ内に自動的に作成され
ます。

録音中、前のテイクトラックは自動的にミュートされます。録音が停止した後、テイクフォルダ

内の各テイクを選択すれば聞くことができます。

MIDIテイク録音の仕組み
「録音が重複する場合」メニューで「テイクフォルダを作成」オプションを有効にすると、以下

のような効果があります：

Â 既存のMIDIリージョン上に録音すると、 MIDIテイクフォルダが作成されます。

Â 既存のMIDIテイクフォルダ上に録音すると、そこにMIDIテイクが追加されます。
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Â 複数の既存MIDIリージョン上に録音すると、それらが（トラックごとに）結合された後でテイ
クフォルダが作成されます。既存MIDIリージョンはすべて1番目のテイクに表示され、新し
い録音は2番目、3番目といったテイクに表示されます。

Â 複数の既存MIDIテイクフォルダ上に録音すると、それぞれが「フラット化」されトラックごと
に結合されてから、新しいテイクフォルダが作成されます（新しいテイクフォルダはすべての

テイクフォルダを合わせた長さになります）。録音前から存在していた素材はすべて第1テイ
クとして表示され、後続の録音は第2テイク、第3テイクなどとして表示されます。

参考：テイクフォルダ（録音前から存在）で再生されないテイクはすべて失われますが、取り消
す操作は可能です。

重複として認識されるのは、MIDI イベントの実際の記録データだけです。たとえば、既存のテ
イクフォルダ1、 2、および3上に録音しているとします。テイクフォルダ 2の開始前や終了後
に、どのMIDIイベントも再生していません。この場合、新しい録音データは、テイクフォルダ
2 の追加テイクとして加えられます。「LogicPro」は、テイクフォルダ（2 および3）を結合す
ることなく、テイクフォルダ3の最初の小節にノートオフイベントを追加します。

重要：MIDI テイクフォルダには、オーディオテイクフォルダで利用できるコンピング機能はあ
りません。MIDIテイク・フォルダ・メニューには、「新規コンプ」コマンドや「フラット化して
結合」コマンドはありません。MIDI テイク・フォルダ・メニューにあるその他のコマンドにつ
いては、377ページの「テイクフォルダをパックする」および377ページの「「フラット化」お
よび「フラット化して結合」」を参照してください。

選択したMIDIリージョンに録音する／を置き換える
新しく録音したデータを、選択した既存MIDIリージョンへ組み込むことができます。これは標
準録音モードおよびサイクル録音モードの両方で利用できます。

複数の録音テイクを1つのMIDIリージョンに組み込むには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」タブの「録音が重複する場合」で、「選択した

リージョンと結合」オプションを選択します。

MIDIリージョン録音でイベントを置き換えるには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」タブの「録音が重複する場合」で、「選択した

リージョンと結合」オプションを選択し、トランスポートの置き換えボタンをオンにします。

これにより、選択した既存MIDIリージョンにあるイベントが、新しく録音したイベントに置き
換わります。

結合／置き換えの組み合わせを「オートパンチ」機能や「サイクル」機能と一緒に使うこともで

きます。

結合録音をサイクルモードに限定するには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」タブの「録音が重複する場合」で「サイクル録

音時にのみ結合」オプションを選択します。
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MIDIリージョン録音は通常と同様に動作し、各録音に対して新しいリージョンが作成されます。
ただし、トランスポートのサイクルボタンがオンになっていると、すべてのMIDIリージョン録
音は、結合した単一のリージョンとなります。

MIDIリージョンの遡及録音
再生中にすばらしいソロの演奏をしたものの、録音モードではなかった場合でも、心配はいりま

せん。「録音として取り込む」キーコマンドを実行するだけで、（最後に再生ヘッドを変更した後

に）再生したすべてのイベントが、録音モードの場合と同じく、録音した MIDIリージョンに追
加されます。

参考：このコマンドを実行する前に再生ヘッドを動かすと、次に入力されるイベントによって、
再生したイベントがすべて消去されます（演奏したソロも失われます）。

複数のMIDIトラックに録音する
複数のMIDIトラックに同時に録音したいことがあります。このような場合、外部シーケンサか
ら録音されるデータであったり、複数のMIDIチャンネルに分かれたキーボードから再生される
データであったりします。

キーボードから同じMIDIチャンネル情報を再生し、それを複数のトラックに録音することも可
能です。この操作を行う理由の1つとして、レイヤー化した音源パートを作成することが挙げら
れます。

複数のMIDIトラック上のリージョンを録音するには：
m 録音先のトラックの録音可能ボタンをオンにします。

参考：録音可能となっていない外部MIDI や音源トラックを選択すると、ほかのすべての外部
MIDトラックや音源トラックの録音可能ステータスがオフになります。録音可能のオーディオト
ラックは影響を受けません。

複数のMIDIトラックの同時録音では、2 つのモードを利用できます： レイヤー録音とマルチプ
レイヤー録音です。

Â レイヤー録音の特徴： 入力されるMIDIイベントは、すべての録音可能状態のMIDIトラックに
送られます。選択したすべての音源は録音前および録音中に聞くことができます。

Â 録音後、選択したトラック上にMIDIリージョンが作成されます。

Â 選択したトラック上にあるMIDIリージョンのエイリアスが別のトラックに録音されます。

この方法の利点は、後で「親」MIDI リージョンを編集するとすべてのエイリアスにも反映さ
れるため、レイヤー化したトラックをすべて同一に保つことができます。

Â マルチプレイヤー録音の特徴： 入力されるMIDIイベントは、送信されたMIDIチャンネル番号
に応じて録音可能状態の各トラックに分配されます。

Â この機能が正しく動作するには、入力イベントのチャンネルが録音可能状態のトラックの

チャンネルと一致している必要があります。

Â 対応するチャンネル番号のトラックが見つからない場合、イベントは選択したトラックに転
送されて録音されます。
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利用中の各MIDI コントローラが別々のチャンネルに送信している点を確認してください。もし
これが不可能であれば、単純に利用中のMIDIインターフェイスに異なる入力を使用し、「フィジ
カルインプット」および「シーケンサーインプット」間に「トランスフォーマー」オブジェクト

を使って各入力のMIDIチャンネルを変更します（911ページの「フィジカルインプットオブジェ
クトとシーケンサーインプットオブジェクト」を参照）。

レイヤー録音モード（デフォルト）からマルチプレイヤー録音モードに切り替えるには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」と選択し、「マルチトラックの録音時に自動的に

チャンネルごとにデミックス」オプションを選択します。

音源をソフトウェア音源のライブモードに切り替える
（ソフトウェア）音源トラックを選択しても、即座にライブモードやパフォーマンスモードに切

り替わるわけではありません。ライブモードを有効にするには、前もって MIDIイベントを送信
しておく必要がありますが、動作するまでに100ミリ秒ほどかかるため、最初に再生するノート
のタイミングには間に合いません。

最初に再生するノートに完全にタイミングを合わせる必要がある場合は、無音のMIDI イベント
を前もって送信しておきます。たとえば、サスティンペダルを踏み込んだり、ピッチベンダーや

モジュレーションホイールを少し動かしたりします。これでライブモードに切り替わります。詳

細については、248ページの「ライブモードが必要な理由」を参照してください。

MIDI入力をフィルタリングする
MIDIプロトコルには、ノートオンやノートオフのメッセージ以外にもさまざまなMIDIメッセー
ジを含めることができます。たとえばピッチベンド、モジュレーション、およびアフタータッチ

（プレッシャー）のコマンドといったコントローラ情報です。 

MIDI コントローラが送信する情報を必ずしもすべて録音したくない場合があります。これは
「MIDIフィルタ」を使い、シーケンサ入力で承諾または拒否するイベントタイプを指定すると実
行できます。

入力MIDIイベントをフィルタリングするには：
1 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「 MIDI」と選択し、「入力フィルタ」タブをクリックします。

2 フィルタリングしたいMIDIイベントタイプに対応するチェックボックスを「LogicPro」シーケ
ンサーインプットで選択します。
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「MIDIスルー」をオフにする
アレンジ領域で外部MIDI音源トラックを選択した場合、その録音可能ボタンは自動的にオンに
なり、音源によってイベントがコンピュータを通過します（「MIDIスルー」機能）。「MIDIスルー」
機能は、単純に録音可能ボタンを無効にすることでオフにできます。

ただし、自動的にMIDI ポートに転送されるトラックに録音したい場合もあります。たとえばデ
バイスからシステムエクスクルーシブ（ SyEx）のダンプを実行する場合です。このタイプの通信
を行おうとすると、多くのMIDIデバイスでは両方向（入力と出力）のMIDI接続が必要ですが、
一部のデバイスは入力データ（「LogicPro」の「MIDI スルー」から送信）に異常に反応をしま
す。この結果、データが失われることがあります。

両方向接続をした際に問題が生じるデバイスからのメモリダンプを録音したい場合、音源の

「MIDIスルー」機能を無効にしてください。

「MIDIスルー」を無効に固定して音源の割り当てをするには：
1 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「MIDI」＞「一般」と開きます。

2 「MIDIスルーしない音源」メニューで希望の音源を選択します。

MIDIステップインプット録音
ステップインプット機能を使うと、「LogicPro」がリアルタイムの録音モードでなくてもMIDI
ノートを挿入できます。

演奏するには速すぎる音でも入力でき、初見が苦手な場合でも譜面を再現できます。以下のス

テップインプットの1つまたは複数を利用できます：
Â ステップ・インプット・キーボード

Â「キーボード入力」キーコマンド

Â


MIDIキーボード

Â コンピュータのキーボード（CapsLockキーボード）

どの入力モードでもノートは現在の再生ヘッド位置に挿入されます。各オプションを組み合わせ

て使うと、それぞれが備えている機能を最大限に活用できます。たとえば、「ステップ・インプッ

ト・キーボード」で音価を設定し、MIDIキーボードでノートを挿入し、キーコマンドで再生ヘッ
ドを配置するといったことが可能です。

「ステップ・インプット・キーボード」に慣れないうちはマウスを使ってください。ただしこれ

を最大限に活用するには、ステップインプットのキーコマンドを習得する必要があります。この

キーコマンドには、ステップの進む／戻るや休符挿入といったナビゲーションやノートエント
リーのオプションが用意されていますが、これは「ステップ・インプット・キーボード」では利

用できません。386ページの「キーコマンドでのステップインプット」を参照してください。
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MIDIステップ・インプット・モードを有効にする
MIDI ステップ・インプット・モードはイベントリスト、ピアノロールエディタ、スコアエディ
タで利用できます。

ステップ・インプット・モードを有効にするには：
m イベントリスト、ピアノロール、またはスコアエディタのローカルメニューバーの隣にあるINボ
タンをクリックします。

ステップ・インプット・モードを終了するにはボタンを無効にします。

「ステップ・インプット・キーボード」を使う
「ステップ・インプット・キーボード」ウインドウは、「オプション」＞「ステップ・インプッ

ト・キーボード」と選択すると開くことができます。

Â キー： クリックすると、希望のピッチのノートを挿入できます。キーボードの上方にある挿入
範囲のバーが更新され、選択したオクターブを表示します。

Â 音価とベロシティのボタン： 挿入した音価やベロシティを指定します。ベロシティ値は8つあ
り、従来からの音量表記である ppp、pp、p、 mp、mf、f、ff、fff で示されます。これらは
それぞれ、MIDIベロシティ値である16、32、48、64、80、96、112、127に相当します。

Â 3 連音符ボタン： クリックすると、次に入力する3つの音符を3連音符のグループにします。 3
連音符のリズミック値は現在選択しているノート値で決まります。

Â 付点ボタン： 3連音符ボタンと似た動作をします。補足しあう音符がペアで挿入されます：た
とえば付点の付いた8分音符と16分音符です。

Â サスティン挿入ノートボタン： 選択したノート（通常は最も新しく挿入したもの）を、選択し
た音価の値だけ長くします（有効な音価のボタン）。

Â クオンタイズボタン： 次に挿入するノートの開始を最も近い小節線や拍線にクオンタイズし
ます。このオプションを使う際は、再生ヘッドの配置が重要です。

音価ボタン

付点ボタン 3 連音符ボタン

ベロシティボタンコードボタン

サスティン挿入ノート

ボタン
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Â「チャンネル」フィールド： 挿入されるノートのMIDIチャンネルを指定します。通常、個々の
ノートのチャンネル設定は、MIDI リージョンの再生チャンネル、つまりサウンドに影響しま
せん。個々のノートのチャンネル設定は主にポリフォニックのスコア表示で使用されます。

Â コードボタン： 有効にすると、異なるピッチや長さのノートを挿入できます。ノートは同じ位
置に「スタック」され、コードとなります。再生ヘッドは、コードボタンを無効にしないと進
みません。

「ステップ・インプット・キーボード」でノートを挿入するには：
1 作業するエディタでMIDIリージョンを開きます。 

2 再生ヘッドを希望の挿入位置まで移動します。 

3 必要に応じて、音価、ベロシティ、その他のパラメータのボタンを設定します。 

4 「ステップ・インプット・キーボード」で希望のキーをクリックし、キーのピッチのノートを挿
入します。

選択したピッチ、音価、ベロシティのノートが挿入されます。挿入したノートの終わりに再生

ヘッドが自動的に移動します。上記の手順を実行すると、次のノートは即座に挿入できます。

「コードモード」ではノート挿入後に再生ヘッドが動くのを防止できるため、同じ小節位置に好
きな数だけノートを挿入できます。

複数のノートを同じ小節位置に挿入するには：
m ウインドウの左端にあるコードボタンをクリックして（または「コードモード」キーコマンドを
使って）「コードモード」をオンにし、上記の手順に従います。

コードボタンを再度クリックする（または「コードモード」キーコマンドを使う）と「コード
モード」が無効になり（最後のノートをコードに挿入する前にこの操作を実行）、再生ヘッドは
通常通りにノート挿入後に進みます。

キーコマンドでのステップインプット
ステップインプットのキーコマンドによるノート入力は、「ステップ・インプット・キーボード」

による入力と同じ原理で動作します。キーコマンドはピッチ、ベロシティ、音価などをマウスク

リックで選択するというより、すべての機能に使えるという点が違います。

ステップインプットのキーコマンドはすべてユーザ定義が可能です。設定は「キーコマンド」ウ

インドウの「キーボード入力」フォルダで行います。

参考：コンピュータのキーボードでノートデータをリアルタイムに入力することも可能です
（389ページの「CapsLockキーボードを使う」を参照）。

ピッチキーのコマンド
「ノートC」から「ノートB」まで12のキーコマンドにより、指定したピッチのノート（長さと
ベロシティを設定済み）を、選択したMIDI リージョン内の現在の再生ヘッド位置に挿入できま
す。コードを挿入したい場合は「コードモード」キーコマンドを使います。同じキーコマンドで

「コードモード」を無効にできます。
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キーコマンドを12のピッチすべてに割り当てるのではなく、Cメジャーのスケールで7つのピッ
チにキーコマンドを割り当てることもできます。これは「次のノートはシャープ」キーコマンド

および「次のノートはフラット」キーコマンドと一緒に利用できるため、別のピッチも挿入でき

ます。

このようなキーコマンド割り当てを体系立てて行うには、以下の2つの方法があります：
Â コマンドをコンピュータのキーボードに割り当て、ピアノの鍵盤のようにします（C、 D、E、
F、G、 A、Bを隣同士に1列に並べ、C#、D#、 F#、G#、 A#をこの上の対応する位置に並べます）。

Â


Cメジャースケールのピッチに、ノート名に対応させてアルファベットのキーを割り当てます。
これは特に上記の2番目の方法を使用している場合に該当します。

オクターブ範囲のキーコマンド
挿入したノートのオクターブは、挿入範囲バーの現在位置によって決まります。「ステップ・イ

ンプット・キーボード」の鍵盤の上に、小さな横方向のバー（1オクターブ分）があります。選
択したノートは、常にこのバーが示す範囲内に挿入されます。

このバーの位置は、最後に入力したノートに合わせて移動します： 挿入範囲バーの中央は、常に

最後に挿入したノートの位置に一致します。キーコマンドやマウス操作でこの範囲バーを移動し

ない限り、次のノートはこのオクターブ範囲内に挿入されます。

Cを挿入した直後にGを挿入すると、 GはCの下に配置されます。Cを挿入すると、Cを中央に
してG（左端）～ F#（右端）の挿入範囲バーが表示されます。次にどのノートが選択されるか
に関係なく、ノートはこの範囲内に挿入されます。ただし、ノートが追加されるにつれて範囲

バーは移動しますが、範囲バーの中央は、常に最後に挿入したノートの位置に合わせられます。

別のキーコマンドを使うと、異なるオクターブ「オクターブ0」～「オクターブ6」に範囲バー
を配置できます。また「オクターブ+1」／「オクターブ–1」／「オクターブ+2」／「オクター
ブ–2」は、範囲バーを上下に1 または2オクターブ移動させます。範囲バーはマウスでも移動
できます。

音価およびベロシティ
音価とベロシティは、ピッチコマンドを使って実際にノートを挿入する前に指定します。現在選

択している値は「ステップ・インプット・キーボード」ウインドウに表示できます。





388 第14章    LogicProで録音する



休符、修正、前後の移動
「休符」キーコマンドを使うと、ノートを挿入することなく再生ヘッドを（現在のノート値設定

に応じて）前方に移動できるため、休符を作成できます。

「戻る」キーコマンドおよび「進む」キーコマンドでも、選択したノート値の長さだけ再生ヘッ

ドを前後に移動できます。

「削除」キーコマンドは最後に挿入したノートを削除し、再生ヘッドをノートの（直前の）開始

位置まで戻します。別のノートを即座に挿入し、削除したノートと置き換えられるので、すばや

く修正ができます。

3連音符、付点音符
「次の3つの音符は連符」キーコマンドは文字通りのコマンドです。3連音符のリズミック値は、
「ステップ・インプット・キーボード」ウインドウで現在選択しているノート値に対応していま

す。8分音符を選択していると、8分音符の3連音符が作成されます。 3つの音符が挿入された
後は、コマンドが再利用されない限り、バイナリ値が挿入されます。

「次の 2 つの音符は付点」キーコマンドも同様に動作します。このキーコマンドで独特なのは、
相互に補足し合うペアのノートが挿入される点です： たとえば付点の付いた8分音符と16分音
符です。

ほかのキーコマンドとの連係
スコアエディタ、ピアノロールエディタ、またはイベントリストのエディタでステップ・イン

プット・モード（INボタン）が有効であれば、これらのキーコマンドは、ほかのすべてのキーコ
マンドよりも優先されます。

これは、あるキー／キー組み合わせがすでに別の機能に割り当てられていたとしても、そのキー／

キー組み合わせをこの機能に割り当てられるということです。ステップ・インプット・モードが

有効である間、このキー割り当てが適用されます。ステップ・インプット・モードがオフになる

と、（同じキーでの）別の割り当てが優先されます。

参考：別の機能ですでに使用しているキー割り当ても利用できるため、ステップ・インプット・
モードでの作業で使うつもりの機能に割り当てたキーを誤って使わないよう注意が必要です。た

とえば、スペースバーを「再生」「停止」「続ける」で使用している場合、これに休符の入力を割

り当てると問題が発生することがあります。

ステップインプットにMIDIキーボードを使う
MIDI経由のノート入力は、「ステップ・インプット・キーボード」による入力と同じように動作
します（385ページの「「ステップ・インプット・キーボード」を使う」を参照）。もちろん画面
上のキーボードノートをクリックするのではなく、実際のMIDIキーボードのキーを押します。

MIDI ステップインプットの使用中、MIDI ノートのベロシティ情報（MIDI キーボードでキーを
押す強さの程度）が送信されます。

コードは、MIDIキーボードでコードを演奏するだけで挿入されます。「コードモード」に切り替
えてコードを挿入する必要はありません。
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はじめてこの機能を使う場合は、すばやく習得できるよう、「ステップ・インプット・キーボー

ド」ウインドウを開いたままにしておくことをお勧めします。「ステップ・インプット・キーボー

ド」ウインドウは補助用であって、必ず開いておかなければならないわけではないので、慣れて

きたら閉じても構いません。

すばやく音価の値などを切り替えたり挿入位置を指定したりするのに、「入力」キーコマンド

（386ページの「キーコマンドでのステップインプット」を参照）を活用することも推奨できます。

CapsLockキーボードを使う
CapsLockキーボードでは、コンピュータのキーボードをリアルタイムの仮想MIDIキーボード
として利用できます。MIDI ステップインプットに使うこともできます。ポータブル型の
Macintosh コンピュータを携行して旅行している場合など、外部のMIDI やUSB キーボードが
利用できないようなときに便利です。

CapsLockキーボードは10オクターブを超える範囲を対象とし、サスティンやベロシティ情報
にも対応しています。

CapsLockキーボードを有効にするには：
m お使いのコンピュータのキーボードにあるCapsLockキーを押します。

CapsLockのLEDが光ると有効です。

このモード中、各キーの通常のキーコマンド割り当てを無効にし、別の機能を持たせることがで

きます。

MacOSXのキーボード設定によっては、この図とは異なる言語のバージョンのものが表示され
ます。

ノートがハングした場合、Escapeキーを使うと「オールノートオフ」コマンドを送信します。 

QWERTYキーの上にある数字キー（テンキーは不可）は、MIDIキーボードのオクターブを指定
するのに使います。

数字キーの下にある2列はMIDIキーボードのキーに対応した機能を持っており、アルファベッ
トのA キーに割り当てられたノート C から始まります（フランス語キーボードを使用している
場合などはQキー）。

詳細については、上に掲載した画像にある黒と白のキーをご覧ください。





390 第14章    LogicProで録音する



文字キーの一番下の列ではMIDIノートのベロシティを設定します。ピアニッシモからフォルテ
フォルテッシモの範囲で値がプリセットされています。それぞれの値はこの列の右にある2つの
キーで微調整できます（標準的なキーボードの場合、カンマとピリオドのキーに割り当てられて

います）。このキーボード設定では、1～ 127の範囲にあるMIDIベロシティ値を送信できます。

スペースバーは「サスティン」機能となっていて、足ではなく親指で操作します。ノートのサス

ティン中は自由に新しいノートをトリガしたり、オクターブやベロシティ値を切り替えたりでき

ます。

MIDI ノートの現在のオクターブとベロシティ値がCapsLockキーボードウインドウの上端に表
示されます。このウインドウでは「透明度」フェーダーも利用できるため、表示をはっきりさせ

たり、背景に対してウインドウを半透明にしたりできます。 

CapsLockキーボードの環境設定
「CapsLock キーを有効にする」オプションを使うと、CapsLock キーボード機能を完全に有効
または無効にできます。

スペースバーのキーコマンドをCapsLockキーボード（有効時）のサスティン機能としてではな
く、「 LogicPro」の再生を開始、停止、または続行に使いたい場合、「スペースバーをサスティ
ンペダルとして使用」オプションを無効にできます。 

CapsLockキーボードに関する補足情報
コンピュータのキーボードには技術上の制約があるため、同時に演奏できるのは最大6つのノー
トまでです。さらにタイミングの精度や、極端に多いノートの発音にも限界があります。 

CapsLockキーボードの本来の役割は、電車や飛行機内などで曲を作る際の補助機能です。MIDI
キーボードの代わりにはならないので、ご注意ください。
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MIDI編集の概要

この章では、「LogicPro」でさまざまなMIDIイベントを編集する際
に最適な方法について概要を説明します。

「LogicPro」には、MIDI イベントエディタがいくつかあります：スコアエディタ、ピアノロー
ルエディタ、HyperEditor、イベントリスト、および「トランスフォーム」ウインドウです。
MIDI イベントの表示方法も編集機能もエディタによって異なります。エディタごとに得意な
MIDI 編集タスクが異なるので、エディタを切り替えながら、現在の作業に最適な機能を利用で
きます。次に、各エディタの長所を説明します：

Â スコアエディタ： 楽譜を作成する場合に使います。音符や五線で作業したい場合に適してい
ます。

Â ピアノロール： MIDI ノートイベントのピッチや長さを変更するのに適しています。ノートイ
ベントは横方向の長方形としてグリッド上に表示されます。長方形の長さはノートの長さと直

接比例しています。ノートのピッチは上下の位置で表し、高いノートほど画面の上の方に配置

されます。

Â Hyper Editor： MIDIのドラムパートを作成する場合や、個々のノートイベントのレベルを変
更する場合に便利です。MIDI コントローラ情報の作成と編集にも利用できるため、たとえば
外部シンセサイザーでフィルタスイープするようなカーブを描くこともできます。

Â イベントリスト： すべてのMIDIイベントタイプをリストとして表示します。これは、MIDIイ
ベントの一部を細かく変更する場合に役立つエディタです。

Â「トランスフォーム」ウインドウ： これは、「エディタ」と呼ばれているほかのウインドウと
は、機能が多少異なります。「トランスフォーム」ウインドウでは、数学変数を用いてMIDI編
集を行います。数学変数と聞くと気後れしてしまうかもしれませんが、「トランスフォーム」

ウインドウを使えば、リージョンの音をクレッシェンドさせることも、リージョン内のノート

の速度を半分や2倍にすることもできます。さまざまな処理がプリセットで用意されているほ
か、ユーザ独自の処理も作成できます。

重要：アレンジ領域やエディタでイベントを編集できるのは、MIDI データがアレンジ領域内の
MIDIリージョン上にある場合だけです。
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エディタを開く
どのエディタも、「ウインドウ」メニューから開くことができます。「ウインドウ」メニューで選

択すると、エディタは独立したウインドウとして起動します。

「ウインドウ」メニューからエディタを開くには：
m 「ウインドウ」メニューで、エディタウインドウ名を選択します（または、対応するキーコマン

ドを使います）。

通常、エディタは「アレンジ」ウインドウから直接利用できますが、同じエディタを同時に複数

個開いておくと便利なことがあります。たとえば、2 つのイベントリストを開き、1つはアレン
ジレベルでリージョンを表示し、もう1 つはリージョン内のイベントを表示する場合などです。
アレンジレベルのイベントリストでリージョン名をクリックすると、選択したリージョンの中身

が更新され、もう一方のイベントリストウインドウにも表示されます。

スコアエディタ、ピアノロールエディタ、およびHyperEditor を「アレンジ」ウインドウで利
用するには、以下のいずれかの操作を行います：

m 「アレンジ」ウインドウの編集領域の下部で、該当するボタンをクリックします。

選択したMIDIリージョンの中身（イベント）が、選択したエディタウインドウに表示されます。

m



MIDIリージョンをダブルクリックします（以下を参照）。

「スコアウインドウを切り替える」、「ピアノロールを切り替える」、および「HyperEditorを切り
替える」キーコマンドを利用できます。キーコマンドを実行するたびに、選択したエディタが

「アレンジ」ウインドウの下部で開いたり閉じたりします（つまり切り替えられます）。

∏ ヒント：Optionキーを押しながら MIDIリージョンをダブルクリックすると、選択のエディタが
別のウインドウで開きます。

エディタウインドウ デフォルトのキーコマンド

イベントリスト

スコアエディタ コマンド＋3キー

トランスフォーム コマンド＋4キー

HyperEditor コマンド＋5キー

ピアノロールエディタ コマンド＋6キー
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「アレンジ」ウインドウでイベントリストを利用するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの右側にある「リスト」ボタンをクリックし、イベントリ

ストタブをクリックします。

m 「イベントリストを切り替える」キーコマンド（デフォルトはEキー）を使います。

m



MIDIリージョンをダブルクリックします（以下を参照）。

「アレンジ」ウインドウの右側で、選択したMIDIリージョンの中身（イベント）がイベントリス
トに表示されます。

MIDIリージョンのダブルクリック時に開くエディタを指定するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、「グローバル」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」と選択します（または「グローバル環境設定を
開く」キーコマンドを使います）。

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「グ

ローバル」を選択します。

2 「編集」タブの「MIDIリージョンのダブルクリック時に次のものを開く」ポップアップメニュー
で、目的のエディタを選択します。

「トランスフォーム」ウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ウインドウ」＞「トランスフォーム」と選択します（または対応するキーコマンドを使います。

デフォルトはコマンド＋ 4キーです）。

m



MIDI編集ウインドウで、「機能」＞「トランスフォーム」と選択します。
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編集中にMIDIイベントを聞く
イベントリストをスクロール（自動選択）する際やノートをドラッグしてトランスポーズする際

に、イベントとその編集結果を聞くことができれば、MIDI 編集の手間をさらに省くことができ
ます。

リアルタイムでMIDIイベント編集結果を聞くには：
m 各エディタウインドウの左上にあるMIDIOUTボタンをクリックします。

これはエディタごとに独立した設定で、MIDI イベントを追加、選択、編集するたびにそのイベ
ントを送ります。

アレンジ領域でMIDIイベントを編集する
アレンジ領域であってもエディタであっても、 MIDIデータがアレンジ領域の MIDIリージョン上
になければ、イベント編集操作は実行できません（ただしクリップボード機能を使ってアレンジ

領域にMIDIリージョンを作成するという編集操作は可能です）。

空のMIDIリージョンを作成するには：
m 鉛筆ツールを使ってアレンジ領域内で目的の位置をクリックします。

これにより空のMIDIリージョンが挿入されるので、この中にイベントを手動で追加できます。

通常、イベントレベルの編集はアレンジ領域内のリージョン上では実行できませんが、いくつか

例外もあります。アレンジ領域内のMIDIリージョン上で編集（または操作）をした方が、MIDI
エディタ上で実行するよりも効率的な場合もあります。次に例を挙げます：

Â リージョンのサイズを変更してノートの長さを変える（315ページの「MIDIリージョンの長さ
変更時のノート操作オプション」を参照）。

Â マーキーツールを使ってリージョンの一部分（すなわちイベント）を削除または移動する。

Â リージョン再生パラメータを変更してリージョン内の全イベントの再生を調節する。
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アレンジ領域でクリップボード経由でイベントをコピーする
クリップボードを使うと、MIDI イベントをアレンジ領域で選択したトラックに直接追加できま
す。追加されるのは現在の再生ヘッド位置です。これは別のプロジェクトからのイベントでも機

能します。

アレンジ領域でMIDIイベントをコピーするには：
1 コピーしたいイベントをイベントエディタのいずれかで選択します。 

2 「編集」＞「コピー」と選択します（または「コピー」キーコマンドを使います。デフォルトは
コマンド＋Cキーです）。

3 イベントのコピー先となるトラック（該当する場合は MIDIリージョン）を選択します。

4 「編集」＞「ペースト」と選択します（または「ペースト」キーコマンドを使います。デフォル
トはコマンド＋Vキーです）。

「LogicPro」は、クリップボードの中身（MIDIイベント）を選択したMIDIリージョンに追加し
ます。

参考：MIDI リージョンが選択されていない場合、「LogicPro」は現在の再生ヘッド位置で、新
しいMIDIリージョンを選択中のトラック上に作成します。

MIDIイベントをモニタリングする／リセットする
トランスポートバーのMIDIアクティビティディスプレイでは、最後に受け取った MIDIメッセー
ジを表示します。一番下の行には、最近送信したMIDIメッセージが表示されます。このモニタ
は、主にMIDIの接続状態を確認するのに使います。

「LogicPro」が複数のMIDIノートを同時に受け取った場合、各ノートが配置間隔を基にコード
として解釈され、コード名が表示されます。

トリガされたまま止まらないノートをオフにするには：
m


MIDIアクティビティディスプレイの下部をクリックするか、停止ボタンをすばやく2回連続でク
リックします。

どちらの場合でも、「 LogicPro」＞「環境設定」＞「MIDI」＞「リセットメッセージ」で指定し
た通りに、リセットメッセージが送信されます。

場合によっては、ノートデータが送信されていないのにMIDIモジュールが鳴り続けることがあ
ります。これは、サウンドソースが「LogicPro」から送られたオール・ノート・オフ・メッセー
ジに応答していないことを示しています。

MIDI アクティビティディスプレイ
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ハングしたノートを停止するには：
m トランスポートバーでMIDIアクティビティディスプレイをダブルクリックします（または「全
ノートに対しノートオフを送信」キーコマンドを使います）。

各ノートのノート・オフ・メッセージがすべてのMIDIポートのすべてのチャンネルに送信され
るため、問題は解決するはずです。

不要なモジュレーションを停止するには：
m 「オプション」＞「MIDIに送信」＞「コントローラをリセット」と選択します（または、対応す
るキーコマンドを使います）。

値が0（全コントローラをリセット）のコントロール・チェンジ・メッセージ#121 が、すべて
のMIDI チャンネルおよび指定音源に割り当てられたすべての出力に送信されます。この結果、
モジュレーションやピッチベンドといったMIDIコントローラがすべてニュートラルな状態にな
ります。

すべてのMIDIチャンネルで音量を最大に設定するには：
m 「オプション」＞「MIDIに送信」＞「最大音量」と選択します（または、対応するキーコマンド
を使います）。

値が127のコントロール・チェンジ・メッセージ#7（メイン音量）が、すべてのMIDIチャンネ
ルおよび指定音源に割り当てられたすべての出力に送信されます。

プログラム、音量、およびパンの全設定を外部MIDI音源のパラメータボックスから送信するに
は：

m 「オプション」＞「 MIDIに送信」＞「使用されている音源のMIDI設定」と選択します（または、
対応するキーコマンドを使います）。

実行中に予想外のプログラムチェンジがトリガされた場合、サウンドソースがリセットされます。

プロジェクトの読み込み後に音源設定を自動で送信するには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「MIDI」と選択し、「一般」タブの「プロジェクトの読み
込み後に送信」で「使用されている音源のMIDI設定」オプションを選択します。
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16 ピアノロールエディタで
MIDIイベントを編集する

ピアノロールエディタには、MIDI リージョンのノートイベントが横
棒として表示されます。これは自動ピアノのロールペーパーに開いて
いる穴のようなものです。

ピアノロールエディタでは、特定のMIDI リージョンのMIDI ノートイベントも、必要に応じて
フォルダやプロジェクト内にあるすべてのMIDI リージョンのMIDI ノートイベントも表示でき
ます（399ページの「複数のMIDIリージョンを表示する／編集する」を参照）。ただし、ピアノ
ロールエディタでは通常、1つのリージョンを対象に作業します。

ピアノロールエディタのインターフェイスについて
MIDIノートイベントは横棒で表され、縦線と横線のグリッドに並べられます。

Â ノートイベントの横方向の配置は、リージョンおよびプロジェクト内での時間的な（小節、拍、

およびサブ拍）位置を示しています。

MIDIノートイベント
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Â ノートイベントの縦方向の位置はピッチを表し、ピアノロールのグリッドで高い位置にある

と、ピッチも高くなります。コードは、ノートの横棒を縦に積み重ねる形で示されます。ただ

し、コード内でのノートの配置はいつも同じわけではありません。コード内のノートが積み重

なっていなかったり、同じ位置で終わっていなかったりすることもあります。

Â


MIDIノートイベントの長さは横棒の長さと直接関係しているため、 64分音符、8分音符、4分
音符、2分音符、全音符などのノートは簡単に識別できます。

グリッドを利用する
グリッドは、ノートの長さを確認する際に参考になります：バールーラに表示された時間値を見

ながら、ノートイベントの開始位置と終了位置の両方を確認することができます。このため、ノー

トの長さを簡単に編集できます。

デフォルトで表示されるグリッドの線は次の通りです：

Â すべての小節および拍にある黒い線。

Â ディビジョン値を示す薄いグレイの線（ディビジョン値はトランスポートで変更できます）。

このグリッドの外観、およびピアノロールエディタの外観は変更することができます（416ペー
ジの「ピアノロールエディタをカスタマイズする」を参照）。

ピアノロールエディタの左側にある縦置きのキーボードは、ノートピッチを表しています。黒い

横線がノートBとC、ノートEとFの間を区切っています。この線は、ノートを上下にドラッグ
してトランスポーズする際に非常に便利です。

ノートのベロシティについて
各ノートイベントの横棒の中には、線が引かれています。この線はベロシティ値です。ノートの

全長を最大値（127）として、現在の値の大きさを線の長さで示しています。ベロシティは、録
音時にMIDIキーボードをどれくらい強く打ったかを表します。通常、ベロシティは音の大きさ
も示し、「127」を最大音量として現在の音がどれくらい大きいかを示します。

また、ピアノロールエディタでは、ベロシティの範囲ごとにノートを色分けします。

このため、MIDI リージョン内のあらゆるベロシティの範囲（と各ノート）を簡単に判別できま
す。MIDIのノートのベロシティを変更すると、選択したノートの色がリアルタイムで変わります。
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参考：「表示」＞「リージョンカラー」と選択した場合、ノートの色が、そのノートを格納して
いるMIDI リージョンの色になります。この機能を使うと、複数リージョンのノートを表示する
際、ノートを簡単に識別できるようになります。

複数のMIDIリージョンを表示する／編集する
ピアノロールエディタでは、フォルダ内にある全MIDIリージョン、プロジェクト内の全リージョ
ン、または選択した複数のMIDIリージョンの中身を同時に表示できます。

異なるMIDIリージョンに属するノートイベントを自由に選択し、必要に応じてそれを処理、移
動、またはサイズ変更できます。ヘルプタグには、選択したイベントおよび親の MIDI リージョ
ンの数が表示されます。たとえば、「8/2」は、2つのMIDIリージョンで8つのノートが選択さ
れていることを示します。

プロジェクト内にある全 MIDIリージョンのノートイベントを表示するには：
m 「表示」＞「選択したリージョンのみを表示」の選択が解除されていることを確認し、ピアノロー

ルエディタの背景をダブルクリックしてください。

各MIDIリージョンの開始ポイントは、MIDIリージョン自体の色と同じ色の垂直線で示されてい
ます。

ノートイベントをダブルクリックして、単一の親MIDIリージョン（ノートを収容するリージョ
ン）の中身を表示するディスプレイに切り替えます。

選択したMIDIリージョンのノートイベントの表示を制限するには：
m 「表示」＞「選択したリージョンのみを表示」と選択してオンにします。

ピアノロールのディスプレイに、アレンジ領域で選択したMIDI リージョンのノートイベントだ
けが表示されます。この結果、選択していないリージョンのイベントが隠されるため、複数リー

ジョンを簡単に編集できるようになります。
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ノートイベントを作成する／編集する
ピアノロールエディタでのノートイベントの処理方法は、アレンジ領域でのリージョンの処理方

法とほとんど同じです。リージョンを延長、カット、移動する方法の多くがノートイベントにも

当てはまるので、ここで説明する手順の大部分は、すでに知っていることの繰り返しかもしれま

せん。

編集結果を時間位置にスナップさせる
ある時間位置でリージョンを開始または終了させたい場合、ピアノロールエディタでイベントを

移動したりサイズ変更したりします。

「LogicPro」には、スナップ機能が付いています。スナップ機能は、イベントを移動したりイベ
ントのサイズを変更したりすると、イベントの開始位置と終了位置を、選択したグリッドの値に

自動的にそろえます。

イベントをグリッドにスナップするには：
m ピアノロールウインドウの上部にある「スナップ」メニューで、以下のいずれかの値を選択します：

Â スマート： 編集操作を行うと、現在のバールーラのディビジョン値および拡大／縮小レベルに
従って、最も近い小節、拍、サブ拍などにスナップします。

Â 小節： 編集操作を行うと、最も近い小節にスナップします。

Â ビート： 編集操作を行うと、小節内の最も近い拍にスナップします。

Â ディビジョン： 編集操作を行うと、最も近いディビジョン（トランスポートやバールーラに表
示される拍子のこと）にスナップします。

Â ティック： 編集操作を行うと、最も近いクロックティック（ 1拍の1/3840）にスナップします。
Â フレーム： 編集操作を行うと、最も近いSMPTEフレームにスナップします。

「スナップ」機能は相対的です。つまり編集操作によって最も近い小節や拍などにスナップし、イ

ベントの元の位置からの距離はそのまま保たれます。たとえば、「スナップ」メニューで「小節」

を選択している場合、1.2.1.16 の位置にあるイベントを小節 2 付近に移動すると、このイベント
は2.1.1.1（小節2の開始ポイント）ではなく、2.2.1.16の位置にスナップします。相対的なスナッ
プは「絶対値にスナップ」オプションで変更できます。
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相対的ではなく絶対的な位置にスナップするには：
m 「スナップ」メニューで、「絶対値にスナップ」設定を選択します。

有効になると、左側にティックが表示されます。この機能は、選択したスナップのグリッド形式

と連携して動作します。

たとえば、「スナップ」メニューで「小節」および「絶対値にスナップ」を選択している場合、
1.2.1.16の位置にあるイベントを小節2付近に移動すると、相対的な位置2.2.1.16ではなく、2.1.1.1
（小節2の開始ポイント）にスナップされます。

「スナップ」メニュー設定は、以下の編集操作に適用されます：

Â イベントの移動とコピー

Â イベントのサイズ変更

Â イベントのカット

Â マーカーの移動、追加、サイズ変更

Â サイクルの境界の設定

一時的にスナップグリッドを無効にすると、より細かい編集や調整が可能になります。

スナップグリッドを上書きするには：
m


Controlキーを押しながら編集操作を行います。

トランスポートで選択したディビジョン値（たとえば 1/16）により、編集グリッドのスケール
が決まります。

m



Control＋ Shiftキーを押しながら編集操作を行います：

編集グリッドがティックに変わります。

情報ディスプレイを使う
ピアノロールエディタの情報ディスプレイでは、リージョン内でのマウスポインタの現在位置と

ピッチを表示しています。

選択を行う際はいつでもこのリアルタイムの表示を参照できます。

∏ ヒント：ピアノロールエディタのローカルメニューバーにある MIDIOUTボタンを有効にする
と、編集時にサウンドを聞くことができます。

情報ディスプレイ
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ショートカットメニューを使う
選択や編集などのコマンドは、ピアノロールエディタのどこで右クリックしても利用できます。

ショートカットメニューを使うと、作業効率が上がります。

参考：右クリックのショートカットメニューにアクセスできるのは、マウスの右ボタンだけです。
「ショートカットメニューを開く」のポップアップメニューオプションは、「LogicPro」＞「環
境設定」＞「グローバル」＞「編集」タブで選択します。

ノートを選択する
ノートイベントを編集するには、まず選択する必要があります。クリック、Shift キーを押しな
がらクリック、ポインタツールでまとめて選択、という通常の選択方法はピアノロールエディタ

でも利用できます。

次のように、ピアノロールエディタ独自の選択方法もあります：

同じピッチのノートをMIDIリージョンですべて選択するには：
m 画面上のキーボードで、対応するキーをクリックします。

これは、トラック名をクリックしてトラックレーン上の全リージョンを選択する方法に似てい

ます。

MIDIリージョンでノートピッチの範囲を選択するには：
m 画面上のキーボードで、目的のキー範囲をクリックしてドラッグします。

そのピッチ範囲内にあるすべてのMIDIノートが選択されます。

情報ディスプレイには選択したノートの数が表示されます。MIDI リージョン名が選択したノー
トの数の隣に表示されます。たとえば、「3/Piano」は「Piano」という名前のMIDI リージョン
から3つのノートが選択されていることを表します。

重なり合っている複数のノートを選択する場合、情報ディスプレイにはコード名が表示されます。

ノートが選択されていなければ、情報ディスプレイには最近選択したMIDIリージョン名が表示
されます。

ノートを作成する
ピアノロールエディタでは、削除したノートを再配置する場合や、コードやリージョンにノート

を追加するなどの目的で、マウスを使ってノートイベントを作成することも珍しくありません。

この機能はキーボードが利用できない場合にも便利ですが、利用できる場合であっても、マウス

でノートを挿入する方が簡単です。

ノートイベントは、コンピュータのキーボードからでも作成できます。詳細については、385ペー
ジの「「ステップ・インプット・キーボード」を使う」を参照してください。
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ノートイベントを作成するには：
1 鉛筆ツールを選択します。

2 ピアノロールエディタで目的の位置をクリックします。

作成したノートは、直前に挿入したノートと同じ長さになります。

長さを指定してノートイベントを作成するには：
m 鉛筆ツールでピアノロールエディタ内の目的の位置をクリックしながら左または右にドラッグ

します。

変更中の長さがヘルプタグにリアルタイムで表示されます。

微調整を行うには、ノートの長さを変える際にOption キーまたは Control キーを押します
（400ページの「編集結果を時間位置にスナップさせる」を参照）。

既存のノートを別の位置やピッチで複製するには：
1 鉛筆ツールで、複製元のノートをクリックします。

2 鉛筆ツールで、目的のピアノロールエディタ位置をクリックします。

新しいノートの長さとベロシティは、オリジナルのノートと同じになります。

ノートを削除する
Deleteキーを押すか、消しゴムツールでクリックすると、選択したノートを削除できます。

ノートを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールを選択し、対象となるノートをクリックします。

m 対象となる（複数の）ノートを選択し、そのいずれかを消しゴムツールでクリックします（また

はDeleteキーを押します）。

選択したイベントがすべて削除されます。
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同一または類似のイベントを削除するには：
1 削除するノートのいずれかを選択します。

2 「編集」＞「似たイベントを選択」または「編集」＞「同じイベントを選択」（たとえば同じピッ
チのノート）と選択し、Deleteキーを押して選択のイベントを削除します。

同一または類似のイベントの詳細については、175ページの「類似または同一のオブジェクト、
リージョン、イベントを選択する」を参照してください。

ピアノロールエディタのローカルメニューバーで「MIDI イベントを削除」コマンドのいずれか
を選択してもイベントを削除できます。

重複したイベントを削除するには：
m 「機能」＞「MIDIイベントを削除」＞「重複したオブジェクト」と選択します（または「重複し
たイベントを削除」キーコマンドを使います。デフォルトはDキーです）。

同じ位置（およびピッチ）で複数回発生するイベントは削除され、1つだけが残ります。

複製イベント、同一イベント、類似イベントに関して注意する点
複製したイベントの第2データバイト（ベロシティ、アフタータッチ、コントローラの値）は異
なっている可能性があります。なぜなら、複数のイベントが「複製されている」かどうかを判断

する際、「LogicPro」はイベントタイプと位置にのみ注目するからです。

異なるMIDIチャンネル上にある同タイプのイベントは、同一とはみなされません。

「同じ時間位置」とは、現在のクオンタイズ設定に基づいて同時に出力された 2 つのノートを指
します。クオンタイズの各オプションの詳細については、第 19章「MIDIイベントをクオンタイ
ズする」を参照してください。

ロケータ内部または外部のイベントを削除するには： 
1 必要に応じて左右のロケータをセットします。 

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「機能」＞「MIDIイベントを削除」＞「ロケータの範囲内」と選択します。

Â「機能」＞「MIDIイベントを削除」＞「ロケータの範囲外」と選択します。

これにより、ロケータ位置の間または外部にあるイベントがすべて削除されます。

イベントをコピーしたり、MIDIリージョンを短くしたりする場合、イベントがMIDIリージョン
の範囲外に出てしまうことがあります。形式上は同じMIDIリージョンに属していますが、再生
されず聞こえません。

MIDIリージョン外部のイベントを削除するには：
m 「機能」＞「MIDIイベントを削除」＞「リージョンボーダーの外」と選択します。
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選択範囲の中で未選択のイベントを削除するには：
m 「機能」＞「MIDIイベントを削除」＞「選択範囲内の選択されていない項目」と選択します。

最初（の開始位置）に選んだノートと最後（の終了位置）に選んだノートとの間にある未選択の

ノートがすべて削除されます。

選択したすべてのイベントを削除し、その次のイベントを選択するには： 
1 削除したいイベントを選択します。

2 「削除して次のリージョン／イベントを選択」キーコマンドを使います。

削除したノートを復元する
曲作りでは、ノートを誤って削除してしまったり、アイデアを変更したり、間違いを修正したり

することが必ず起こります。「LogicPro」では、編集操作を簡単に元に戻すことができます。鉛
筆ツールで単純にイベントを再作成するという方法もあります。

最後に行った編集や削除の操作を取り消すには：
m 操作を間違えたら、メインメニューから「編集」＞「取り消す」と選択するか、コマンド＋ Zキー
を押します。

複数のステップを取り消す／やり直すには：
1 「編集」＞「取り消し履歴」と選択します。「取り消し履歴」ウインドウが表示されます。最後の
編集操作（リストの一番下）が強調表示されています。

2 エントリーをクリックすると、そのエントリーと強調表示されているエントリーの間にあるすべ

てのステップを取り消し／やり直しできます。処理中は、すべてのステップが画面上で再現され

ます。

重要：取り消しの操作が実行されない限り、取り消しのリストは表示されません。
やり直しのリストは、取り消し項目の下に表示されます。最初のやり直し対象となる項目は、グ

レイのテキストで表示されています。

単独のステップを取り消す／やり直すには：
1 コマンドキーを押しながら目的のステップをクリックします。警告のダイアログが表示されま

す。

2 「適用」をクリックすると、ステップの取り消しまたはやり直しが実行されます。「キャンセル」
をクリックすると、ステップが中止されます。

この方法の場合、クリックしたエントリーと強調表示されている（最新）エントリーとの間にあ

るステップに影響することなく、単独のステップだけを取り消しまたはやり直しできます。
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ノートを移動する
ノートを移動するには、選択したノートの中央付近をクリックしながらドラッグします。ノート

を縦方向に移動した場合はトランスポーズし、横方向に移動した場合は発音のタイミングが変わ

ります。

ドラッグの間に、現在の位置とピッチがヘルプタグに表示されます。元のピッチからのずれが、

半音単位の正または負の数字でヘルプタグの左下に表示されます。元のピッチは、ピアノロール

エディタの情報ディスプレイに残っています。

ノートを横方向に移動した場合、「スナップ」メニューで指定したディビジョン（いつでも設定

を変更可能）にスナップします。

微調整をするには：
1 対象となるノートを選択します。

2



Controlキーを押しながら、ノートを目的の位置までドラッグします。

ドラッグの移動単位となる分解能は、現在の「スナップ」メニュー設定および拡大／縮小レベル

で決まります（400ページの「編集結果を時間位置にスナップさせる」を参照）。

また、上記の手順の最中にControl ＋Shift キーを押しながらドラッグすると、ノートはティッ
ク単位で移動するため、「スナップ」メニュー設定は完全に無視されます。

ノートを一方向にのみ移動するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「グローバル」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」と選択します（または「グローバル環境設定を
開く」キーコマンドを使います）。

Â「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「グ

ローバル」を選択します。

2 「編集」タブで、「ドラッグを一方向に制限」の「ピアノロールとスコア」オプションを選択します。

このオプションを選択すると、横方向にノートを移動する場合や、ノートのピッチを変更しよう

とノート位置を動かしたりする場合に、誤ってトランスポーズしてしまうことを防ぐことができ

ます。マウスのボタンを押している間は、最初の移動方向（縦または横）のみに動きが限定され

ます。別の方向に移動するには、一度マウスボタンを放してからイベントをクリックします。
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キーコマンドでイベントを移動する
1つまたは複数のイベントを移動するには、以下のキーコマンドを割り当てて使うと、作業の手
間を省くことができます：

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEフレーム単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEフレーム単位で左にナッジ
Â リージョン／イベントの位置を1/2SMPTEフレーム右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を1/2SMPTEフレーム左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を5SMPTEフレーム右にナッジ
Â リージョン／イベントの位置を5SMPTEフレーム左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEビット単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEビット単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をティック単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をティック単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をディビジョン単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をディビジョン単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をビート単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をビート単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を小節単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を小節単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をナッジ値で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をナッジ値で左にナッジ

コマンド名の単位に従って、選択したイベントが1段階右または左にシフトします。

ノートではないMIDIイベントを含める
「機能」＞「ノートではないMIDIイベントを含む」と選択してこの機能を有効にし、リージョン
内のほかのデータ（ピッチベンド、モジュレーション、アフタータッチ、ポリプレッシャーなど）

をリージョンのノートに関連付けます。この機能は、コピーや移動したいノート関連のコント

ローラデータがリージョンに含まれている場合に便利です。
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ノートの長さを変更する
ポインタツール、フィンガーツール、または鉛筆ツールを使ってノートの長さを変更できます。

∏ ヒント：鉛筆ツールとは違って新しいノートを作成してしまうことはないので、ポインタツー
ルまたはフィンガーツールの使用をお勧めします。

ノートの終了位置（および長さ）を変更するには：
1 ポインタツール、フィンガーツール、または鉛筆ツールをノートイベントの右下隅に置きます。

その場所に来ると、ツールアイコンの形が長さ変更アイコンに変わります。

2 イベントをドラッグして必要な長さにします。ドラッグの間、ノートの正確な終了位置および長

さに関する情報がヘルプタグに表示されます。

∏ ヒント：ノートが短すぎ、右下隅をつかみにくい場合があります。フィンガーツールならば、
どのノートでもつかめるため、終了位置（つまり長さ）を変更する場合にはお勧めです。

ノートの開始ポイント（および長さ）を変更するには：
m ポインタツールまたは鉛筆ツールをノートイベントの左下の端に置き、目的の開始位置までド

ラッグします。

参考：開始位置を調節している間、ノートの元の終了位置はそのまま保持されます。

複数のノートの長さを同時に変更する
1つのノートの長さを変更するだけで、選択した複数のノート（たとえばコード内）の長さも同
時に調節できます。（選択した）ノート間の相対的な長さの違いはそのまま維持されます。

複数のノートに同じ終了位置を設定するには：
m


Shiftキーを押しながら、選択したノートのいずれかの長さを変更します。

複数のノートを同じ長さにするには：
m


Option＋Shiftキーを押しながら、選択した複数のノートのいずれかをドラッグします。

ノートの開始位置と終了位置を再生ヘッド位置に設定する
以下のキーコマンドを使うと、選択した1つまたは複数のノートの開始位置および終了位置を再
生ヘッド位置に移動できます：

Â リージョン／イベントの開始を再生ヘッドの位置に設定

Â リージョン／イベントの終了を再生ヘッドの位置に設定
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ノート長の詳細機能
ピアノロールエディタのメニューバーの「機能」＞「ノートイベント」サブメニューには、選択

したノートの長さを変更できるコマンドがあります。変更結果は、ノートの周囲の状況に影響さ

れます。これは、ノートの開始位置および終了位置を整頓するのに最適です。

ノートの重なりを取り除くには：
1 対象となるノートを選択します。

2 「機能」＞「ノートイベント」サブメニューで表示される以下のコマンドからいずれかを選択し
ます（このコマンドは、キーコマンドとしても利用可能です）：

Â ノートの重なりを修正（選択したもの／すべて）： 後続の重なったノートが選択されているか
どうかに関係なく、選択したすべてのノートの重なりを取り除きます。

Â ノートの重なりを修正（選択したもの同士）： 後続の重なったノートが選択されている場合に
限り、選択したすべてのノートの重なりを取り除きます。

Â 繰り返すノートの重なりを修正： 後続の重なったノートが同じノート番号である（ピッチが同
じ）場合に限り、選択したすべてのノートの重なりを取り除きます。

「重なりを修正」機能では、縦方向に積み重なったノート（同じ位置にあるもののピッチが異な

るノート）をコードとみなします。重なったノートはコードの一部に見えるというダイアログが

表示され、以下のいずれかの処理を行うよう指示されます：

Â 保持： 同時に音を出しているノートは短縮されます（同じ終了位置に移動します）。

Â 削除： 同時に音を出しているノートは、背後のモノフォニックラインを残して削除されます。

Â 短くする： 同時に音を出しているノートは個別に短縮され、モノフォニックライン上に短い
ノートが複数個残るようになります。

ノートをレガートにするには：
1 対象となるノートを選択します。

2 「機能」＞「ノートイベント」サブメニューで、以下のいずれかのコマンドを選択します：

Â ノートをレガートに（選択したもの／すべて）： 後続のノートが選択されているかどうかに関
係なく、選択したすべてのノートをレガートにします（長くします）。

Â ノートをレガートに（選択したもの同士）： 後続のノートが選択されている場合に限り、選択
したすべてのノートをレガートにします。

MIDI リージョンの終わりは非選択のノートとして扱われるため、各オプションは以下の処理を
行います：

Â「ノートをレガートに（選択したもの／すべて）」は、最後のノートを MIDIリージョンの終了位
置まで延ばします。

Â「ノートをレガートに（選択したもの同士）」は、最後のノートの長さを変更しません。
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「LogicPro」がコードと判断した場合、以下のダイアログが表示されます：

Â「削除」ボタンをクリックし、その旋律上で演奏の質を下げている不要なノートを削除します。

Â「保持」ボタンをクリックすると、コード内にあるすべての（意図的に再生／録音した）ノー

トの開始ポイントと持続時間が均一化（短く）されます。

サスティンペダルのイベントをノートの長さに変換するには：
m 「機能」＞「ノートイベント」＞「サスティンペダルをノートの長さに」と選択します。

選択したノートイベントで利用しているすべてのサスティンペダルイベント（コントローラ#64）
が分析され、ノートイベントが実際に長くなります。コントローラ#64（サスティンペダル）の
オフメッセージ位置までノートイベントが引き延ばされます。

ペダルイベント（コントローラ#64オンおよびオフ）は、このコマンドを使用した後に消去され
ます。

ノートをコピーする／移動する
Optionキーを押しながらノートをドラッグすると、好きな位置にコピーできます。

∏ ヒント：この方法は、（たとえば、それぞれ別のリージョンを表示している）2つのピアノロー
ルエディタウインドウ間や、異なるプロジェクトのピアノロールエディタウインドウ間でノー

トをコピーまたは移動する場合に使用できます。

クリップボード経由でノートをコピーおよび移動することも可能です：

Â「編集」＞「コピー」（またはコマンド＋Cキー）で、クリップボードにノートをコピーします。

Â「編集」＞「カット」（またはコマンド＋Xキー）で、ノートをクリップボードに移動します。

Â「編集」＞「ペースト」（またはコマンド＋Vキー）で、元のピッチを保ちながら、現在の再生
ヘッド位置にペーストします。

ノートのコピーおよび移動に関する詳細オプション
ピアノロールエディタでは、コピーおよび移動の詳細オプションも実行できます。これを利用す

ると、たとえばイベントを直接置き換えたり、あるリージョンのセクションのノートグループを

同一リージョン内で統合または異なるリージョンと統合したりできます。

ある範囲内のMIDIイベントをコピーまたは移動するには：
1 左右のロケータで移動またはコピーしたい領域を指定します。

または、イベントを別のトラックにコピーまたは移動したい場合、コピー先となるトラックを選

択します。

2 イベントの挿入位置に再生ヘッドを合わせます。
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3 「機能」＞「MIDIイベントをコピー」と選択します。「 MIDIイベントをコピー」ダイアログが開
きます。

4 「MIDIイベントをコピー」ダイアログで、設定を選択します：

Â「モード」メニュー： MIDIイベントをどのようにコピーまたは移動するか指定します。以下の
オプションから選択できます：

Â コピーして結合： コピーしたデータが、目的の位置にあるデータと結合します。

Â コピーして置換： 目的の位置にあるデータが削除され、コピーしたデータに置き換わります。

Â コピーして挿入： 目的の位置にある全データが、ソース領域の長さ分だけ右に移動します。

Â「移動して結合」「移動して置換」、「移動して挿入」： この3つのモードはコピーの場合とほ
ぼ同じですが、選択したイベントが移動し、元の位置からは削除されます。

Â 回転： ソースイベントは目的の位置に動きます。以前、目的の位置にあったデータと、元の
位置と目的の位置の間にあるデータは、すべて元の位置の方向に動きます。これは、中央の

回転ポイント（元の位置と目的の位置の中間）を中心にしてデータが回転するということ

です。

Â ダイレクトスワップ： ソースのデータを、目的の位置から始まる同じ長さのデータと交換し
ます。これにより、たとえば全4 小節のMIDI リージョンで小節 1 にあるノートを、同じ
リージョンにある小節3のノートと交換できます。

Â 削除： ソースのリージョンから MIDIデータを削除しますが、リージョンは元の位置に残し
ます。

Â「左ロケータ」および「右ロケータ」： 左右のロケータで指定したソース領域を編集できるよう
にします。

Â 指定先： 再生ヘッド位置に関係なく目的の位置を指定します。

Â コピーの数： コピーの数を指定します。

Â 新規リージョンを作成： 選択すると、新しいMIDIリージョンが目的の位置で作成されます。コ
ピーした（または移動した）イベントも含まれます。
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イベントの位置を保護する
特定のイベントが移動しないよう保護しておきたい場合があります。たとえば、複数のノートイ

ベントを利用し、ビデオサウンドトラックで俳優が廊下を歩く映像に合わせて足音のサンプルが

トリガされるようにすることもできます。

このシーンの音楽はすでに完成していましたが、複数のカメラアングルのカットに合わせてテン

ポを上げるよう依頼されたとします。当然、テンポを変えるとイベントも動いてしまい、足音の

サンプルがずれる結果となります。このような場合に備え、「LogicPro」には、イベントの絶対
時間位置を保持する機能があります。

選択した1つまたは複数のイベントの位置を保護するには：
m 「機能」＞「SMPTE位置をロック」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

これで、特定の絶対時間位置（たとえば、1時間、3分、15秒、12フレームなど）に発生するイ
ベントは、テンポが変更されても、その時間位置を維持します。

1つまたは複数のイベントの位置の保護を解除するには：
m 「機能」＞「SMPTE位置のロックを解除」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

ノートのベロシティを変更する
通常、ノートベロシティはノートのレベルと結びついており、色を変えて異なるベロシティを表

しているため、リージョン内でのノートの強弱はすぐに判別できます。

参考：ベロシティはまた、たとえばフィルタレゾナンスやカットオフといったシンセサイザーパ
ラメータ用のコントローラとして、単独でもレベルと連動させても利用することが可能です。つ

まり、ノートベロシティを変更すると、ノートのレベルだけではなく、調性にも影響することが

分かるかと思います。

ノートのベロシティ値を変更するには： 
1 ベロシティツールを選択します。

2 ノートをクリックしながら縦方向にドラッグします。

クリックしたノートのベロシティ値がヘルプタグに表示されます。この値は、ドラッグに合わせ

て変わります。

MIDIOUT 機能がオンの場合（何もしなければオンになっています）、ベロシティの変更に合わ
せてノートが出力されます。
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選択したすべてのノートは同時に変更でき、ノート間のベロシティの差はそのまま保たれます。

選択したいずれかのノートのベロシティ値が最小値（0）または最大値（127）に達した場合、選
択したほかのノートもそれ以上調節できません。

この動作は、ドラッグ時にOption キーを押すと無効にできます。これにより、選択した（ク
リックした）ノートが最小値または最大値に達するまではベロシティ値の変更を続けられます。

もちろんこの操作の結果、変更したノートとそれ以外のノートとのベロシティ上の関係は変わる

ことになります。

選択したすべてのノートに同じベロシティ値を割り当てるには：
m


Option＋Shiftキーを押しながら、ベロシティツールでいずれかのノートをドラッグします。

ノートをミュートする
ピアノロールエディタはミュートツールを備えており、MIDI リージョン内の特定のノートを
ミュートできます。

ノートをミュート／ミュートを解除するには：
m ミュートツールでノートをクリックします。

ミュートしたノートはグレイアウト（色なしで）表示されます。

特定ピッチのすべてのノートをMIDIリージョンでミュート／ミュート解除するには：
m ピアノロールエディタの左にある鍵盤をミュートツールでクリックします。

これで特定ピッチのすべてのノートがミュートまたはミュート解除されるため、ドラムキット全

体をトリガしているMIDIリージョンでハイハットをミュートする場合などに最適です。

複数のノートをミュート／ミュート解除するには：
m 対象となるノートを選択し、選択したノートのいずれかをミュートツールでクリックします。

ピアノロールエディタ上では「ミュートされたリージョン／イベントを選択」キーコマンドも利

用できます。これにより、MIDIリージョン内でミュートしたすべてのノートが選択できます。そ
れ以外の方法としては、Deleteキーを押してミュートしたノートを削除することが挙げられます。

コードを分割する
この機能では、ピアノロールエディタの利点を生かし、コードを水平に（ピッチごとに）分割で

きます。
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選択した1つまたは複数のコードで一番上か下のノートを選択するには：
m 「機能」＞「ノートイベント」＞「最高の音符を選択」と選択すると、コードの中で最も高い音

符を選ぶことができます。

m 「機能」＞「ノートイベント」＞「最低の音符を選択」と選択して、コード内で一番低いノート

を指定します。

後者のコマンドは、たとえばピアノリージョンのウォーキング・ベース・ラインを分割するのに

最適かもしれません。いったん分割すると、一番低いノートは新しいリージョンにカット＆ペー

ストされます。これは、EXS24mkIIの「UprightBass」音源チャンネルに割り当てられたトラッ
ク上で再生されます。

参考：「最高の音符を選択」および「最低の音符を選択」は純粋に選択用コマンドであるため、上
記の例の場合、ボイスを別のMIDIリージョンに移動させるには「カット」などの編集用コマン
ドも使うことになります。

個々のノートピッチを別のMIDIチャンネルに割り当てるには： 
1 ピアノロールのキーボードをクリックして、対象とするノートピッチを選択します。

Â



Shiftキーを押しながらクリックすると、連続していない複数のピッチも選択できます。

Â キーボード上でドラッグすると、連続しているピッチを範囲で選択できます。

2 「機能」＞「ノートイベント」＞「ボイスをチャンネルに」と選択します。

選択したMIDIリージョンのノートピッチに、MIDIチャンネル番号が（昇順で）割り当てられま
す。各コードで一番高いノートピッチがMIDIチャンネル1として割り当てられ、コードでその
次にあるノートにチャンネル2が割り当てられるといった方式です。

参考：上記のコマンドを利用すると、MIDIリージョンが変更されます。操作後、このMIDIリー
ジョンに複数のMIDIチャンネルにまたがる情報が収容されます。

このようにリージョンを分割すると、「アレンジ」ウインドウで「リージョン」＞「分割／デミッ

クス」＞「イベントチャンネルによりデミックス」と選択することで、各ノートに新しいMIDI
リージョンを作成できます。

この処理で作成したリージョンは別のトラック（およびチャンネル）に割り当てられるため、各

ボイスに対して異なる音源を割り当てることが可能になります。

「機能」＞「ノートイベント」＞「スコアの分割に基づいてチャンネルを割り当てる」コマンド

の詳細については、753ページの「境界点を設定する」を参照してください。

ハイパードローを使う
MIDI コントローラ情報は、直接ピアノロールエディタで作成および編集できます。対象となる
音符を確認できれば、こうした編集作業はさらに楽になります。

コントローライベントを表示および作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、ピアノロールエディタのハイパードローディスプレイを開き

ます：
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Â「表示」＞「ハイパードロー」と選択し、ハイパードローコマンドを選択します。

Â ピアノロールエディタの左下隅にあるハイパードローボタンをクリックし、左側の下向き三角

形ボタンをクリックして MIDIコントローラを選択します。

選択したコントローラタイプ（音量など）が、ピアノロールのグリッドの下半分に開かれたグレ

イの領域に表示されます。

2 グレイの領域で複数のポイントをクリックし、ハイパードローノードを作成します。

ノード間は自動的に線で結ばれます。

ハイパードロー領域のサイズを変更するには：
m ピアノロールのグリッド領域との境界線をクリックしてつかみ、上下に動かします。

詳細については、596ページの「ハイパードローを使用する」を参照してください。
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ピアノロールエディタをカスタマイズする
「表示」メニューには、ピアノロールエディタの表示をカスタマイズできるさまざまなオプショ

ンがあります。

Â 明るい背景： 明るい背景と暗い背景を切り替えます。

Â ピアノロールのカラー： 「表示」環境設定が開き、「背景のタイプ」で「暗い」または「明る
い」を選択した場合に応じて、ピアノロールのグリッド、背景色、線などで使うカラーを変更

できます。詳細については、968ページの「「表示」環境設定の「その他」タブ」を参照して
ください。

ピアノロールエディタのショートカット
ピアノロールエディタからは、イベントリストおよびスコアエディタを「クイック起動」でき

ます。

「イベントリスト」をすばやく開くには：
m いずれかのイベントをダブルクリックします。

イベントリストが、「アレンジ」ウインドウの右にあるメディア領域に表示されます。メディア

領域がすでに開いている場合、（ピアノロールエディタで選択したノートの）親リージョンの中

身が表示されます。

参考：独立した「ピアノロール」ウインドウを使用している場合、イベントをダブルクリックす
ると、独立した「イベントリスト」ウインドウが起動します。

スコアエディタをすばやく開くには：
m


Optionキーを押しながら任意のイベントをダブルクリックします。

スコアエディタが新しいウインドウで開きます。ピアノロールエディタは、「アレンジ」ウイン

ドウの編集領域にドックされたままの状態になります。
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HyperEditorでMIDIを編集する

HyperEditor では、リージョン内のタイムラインに沿って縦棒で表
示されているさまざまなMIDIイベントを表示および編集できます。

それぞれの縦棒が1つのイベントを示しています。イベントの値は高さで表され、各イベントと
その値を一目で把握できます。

MIDI イベントは、ノートもMIDI コントローラも、アレンジ領域のトラックレーンと同じよう
に、横に伸びたレーンに配置され、各レーンは縦に積み重ねられています。リージョン内での各

イベント位置は、バールーラ位置に合わせて配置されます。

設定内容はレーンごとに表示され、どのレーンにもインスペクタで割り当ておよび調整できるパ

ラメータがあります。

各レーンで表示および制御するイベントのタイプは、自由に設定できます。イベントタイプを設

定するには、レーンごとにインスペクタでイベント定義（427ページの「イベント定義を使って
作業する」を参照）を設定します。

イベント定義

イベント

ハイパーセットのメニュー
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イベント定義のグループ（定義した複数のレーン）はハイパーセット（434ページの「ハイパー
セットを使って作業する」を参照）として保存できます。ハイパーセットは、インスペクタのメ

ニューで指定します。

HyperEditorには、デフォルトのハイパーセットが 2つあります。「 MIDIコントロール」と「GM
ドラムキット」です。「 MIDIコントロール」ハイパーセットには、「音量」、「パン」、「モジュレー
ション」など、よく使うコントローラタイプ用のハイパー定義レーンがあります。「 GMドラム
キット」ハイパーセットには、GM（GeneralMIDI）ドラムマップのノート名に一致するレーン
があります。このハイパーセットは、ノートイベントで鉛筆ツールを使ったりドローしたりする

ことによってドラム（またはほかの音源）パートを作成する場合に最適です。これは、各ビート

をグリッドに手入力するという、パターンベースのドラムマシンを利用するケースに似ています。

デフォルトの「MIDIコントロール」および「 GMドラムキット」ハイパーセットを切り替えるには：
m インスペクタのハイパーセット名フィールドの隣にある三角形をクリックし、ポップアップメ

ニューから対象のハイパーセットを選択します。

この方法は、作成したハイパーセット間の切り替えにも利用できます。各ハイパーセットに名前

を付けておけば、必要なときに簡単に選択できます。

このイベント定義とハイパーセットの機能を利用すると、必要なMIDIイベントタイプだけを表
示するようにHyperEditorをカスタマイズできます。たとえば、シンセサイザーリードのMIDI
リージョンを録音したとします。リージョンのノートイベント用に、カスタマイズしたイベント

定義レーンを複数含むハイパーセットを作成できます。
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この例の各ノートイベントレーンは、単一のノートピッチしか表示および操作できないよう制限

されています。デフォルトでは、ポインタツールで縦方向にドラッグすると、ノートイベントを

表すそれぞれの縦棒のレベルを調節できます。同じハイパーセット内で、リードシンセサイザー

のフィルタ・カットオフ・パラメータを制御するイベント定義レーンとフィルタ・レゾナンス・

パラメータを制御するイベント定義レーンを作成できるため、フィルタの微調整を行ったり、微

調整したフィルタを編集したりできます。

HyperEditorでイベントを作成する／編集する
ほかのMIDIエディタと同様、HyperEditorもイベント入力に使うことができます。場合によっ
ては、ノートイベントやコントローライベントを手入力した方が演奏して録音するよりも効率的

なことがあります。たとえば、テンポが160bpmの場合に16分音符のハイハットをリージョン
で作成するケースで、これを演奏するのは難しいでしょう。

もちろんMIDIキーボードでイベントを記録してからHyperEditorで仕上げることも可能です。

グリッドおよび縦棒の表示を変更する
インスペクタのイベント定義パラメータボックスにある「グリッド」パラメータは、HyperEditor
でイベントを作成する際に重要です。新しく作成したイベントは、グリッド位置に自動的に追加

されます。これにより、たとえばあるレーン上に4分刻み、別のレーン上に8分刻み、さらに別
のレーンに16分刻みというドラムパターンを作成し、キック、スネア、およびハイハットのサ
ウンドに割り当てることも簡単です。

選択したイベント定義レーンの「グリッド」値を指定するには：
m イベント定義パラメータボックスの「グリッド」パラメータメニューで、グリッドタイプを選択

します。

イベントを追加すると、一番近いグリッド位置に自動的にスナップします。既存イベントの位置

には影響はありません。
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∏ ヒント：複雑なリズムパターンを編集したり組み立てたりしている場合、1つのドラムノートに
対して複数のイベント定義（427ページの「イベント定義を選択する／作成する」を参照）を
作成し、それぞれに異なるクオンタイズグリッドを割り当てておくと便利です。たとえば、ス

ネアドラムに2つのレーンがあり、一方は1/16グリッド、もう一方は1/96グリッドにすると、
大まかな1/16グリッドには個々のヒットを、細かい1/96グリッドにはドラムロールを鉛筆
ツールで追加できます。

「グリッド」パラメータを指定して連続するコントローラを追加する場合、「可能な限り大まかに、
必要な限り細かく」という方針で行くと、データ出力を最小限に抑えられます。「LogicPro」は、
さまざまなデータを扱うことができますが、残念ながらMIDI自体を扱うことはできません。

イベントの作成と編集を簡単にするために、イベントの縦棒の幅とスタイルを変更することもで

きます。

イベントの縦棒の幅を設定するには：
m イベント定義パラメータボックスで、「ペン幅」メニュー値を選択します。

どの幅でも、イベントの位置は縦棒の左端に合わせられます。

「ペン幅」パラメータを「ノートの長さ」に設定した場合、ノートイベントの縦棒は実際の長さ

で表示されます。これを機能させるには、「状況」パラメータを「ノート」に設定しておく必要

があります。
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表示される縦棒のスタイルを変更するには：
m 「スタイル」メニューで、設定を選択します。

Â フレームなし： カラーの縦棒で値を表示します。

Â フレーム付きの値： イベント定義レーンの高さいっぱいまである、枠だけの縦棒を表示しま
す。イベントの値は、カラーの縦棒でその枠内を埋める形で表示されます。

イベントを作成する
HyperEditorでは、独自の方法でMIDIイベントを作成（および編集）できます。

イベントを追加するには：
1 鉛筆ツールを選択します。

2 任意のイベント定義レーンで、時間位置をクリックします。 

3 上下にドラッグしてイベント値を変更し、マウスボタンを放します。

複数のイベントを追加するには：
m 鉛筆ツールを使い、任意のイベント定義レーンで時間位置を横方向にドラッグします。

レーン内の鉛筆ツールの（縦または横）の動きに従い、新しいイベントがフリーハンドのカーブ

で表示されます。

「フレーム付きの値」の

イベント

「フレームなしの値」の
イベント
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複数のイベントをリニアに作成するには：
1 描線ツールを選択します。

2 該当するイベント定義レーンで、目的の位置をクリックします。

ヘルプタグが現れ、正確な位置の値およびイベント値が一番上の行に表示されます。

3 目的の終了位置まで（右または左に）マウスを動かします。

動きに合わせて描線ツールのポインタが軌跡を描き、ヘルプタグには正確な位置の値およびイベ

ント値が表示されます。 

4 目的の終了位置でクリックすると、イベントを示す複数の縦棒がラインに沿って作成されます。

ライン開始位置および終了位置の間で、新しいイベントが各グリッド位置に（「グリッド」パラ

メータに基づいて）作成されます。

一つながりのイベントを連続して作成または変更するには：
m 上記の手順に従いますが、終了位置の位置でクリックする際にShiftキーを押したままにします。

これにより、元のラインの終了位置から別のラインがドローされます。

ほかのイベントがすでにレーン内にある場合に新しいイベントを作成するには：
m 上記の手順に従い、最後にクリックする際にOptionキーを押します。

ライン開始位置および終了位置間の領域にある既存イベントの値は、ラインに沿って整列します

（たとえばクレッシェンドの作成）。新しいイベントが（空きのある）各グリッド値に作成されます。

イベント作成時に固定値を利用する
インスペクタの「値を固定」チェックボックスを選択すると、ポインタツールや鉛筆ツールでイ

ベント値を変更できないようになります。

イベントには以前選択したイベントの値が割り当てられているため、鉛筆ツールでイベントを追

加する場合に適しています。これにより、同じ値を持つイベントを連続してドローできます。た

とえば、16連符のハイハットをドローする場合に最適です。

描線ツール
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固定イベント値を割り当てるには：
1 インスペクタで、「値を固定」チェックボックスを選択します。

2 既存のイベントを鉛筆ツールでクリックすると、その値をプリセットとして使用できるようにな

ります。

固定値モードでは、クリックしてもイベント値を変更できません。

参考：固定値モードで描線ツールを使ってイベントを追加する場合、プリセット値が常にライン
の開始値として使われます。

追加したノートとイベントの長さを変更する
「長さ」パラメータを使うと、ディビジョン（左の数字）とティック（右の数字）で計測した追

加イベントの長さ（基本的にノートイベントに該当）を設定できます。

ティック値は小さすぎるので、使用しない方がよいでしょう。ノートオン／ノートオフのメッ

セージが短時間に続けて送信されると、 MIDIデバイスの多くは対応できないので、ノートがまっ
たく聞こえないことがあります。

イベントを選択する
以下で説明する違いはあるものの、通常の選択方法（172ページの「さまざまな選択のしかた」
を参照）はいずれも利用できます：

個々のイベントを選択するには：
m


Shiftキーを押しながら目的のイベントをクリックします。

連続した複数のイベントを選択するには：
m


Shiftキーを押しながらラバーランド方式で選択します。

イベントをクリックしないよう注意してください。ポインタツールでシンプルにクリックしてド
ラッグする場合、選択したイベントの値が変わるため、Shiftキーは必ず押したままにします。

レーン上にあるすべてのイベントを選択するには：
m イベント定義の名前をクリックします。

複数のレーン上にあるすべてのイベントを選択するには：
m


Shiftキーを押しながら適当なイベント定義名をクリックします。

イベントを削除する
イベントは、消しゴムツールでクリックすることで個別に削除できます。以下では複数のイベン

トの削除について説明しています。





424 第17章    HyperEditorでMIDIを編集する



連続する複数のイベントをレーンで削除するには：
m 消しゴムツールを使ってイベント上でドラッグします。

連続していない複数のイベントを削除するには：
m 削除したいイベントを選択し、Deleteキーを押します。

同一または類似のイベントを削除するには：
1 削除するノートのいずれかを選択します。

2 「編集」＞「似たイベントを選択」または「編集」＞「同じイベントを選択」（たとえば同じピッ
チのノート）と選択し、Deleteキーを押して選択のイベントを削除します。

同一または類似のイベントの詳細については、175ページの「類似または同一のオブジェクト、
リージョン、イベントを選択する」を参照してください。

HyperEditorのローカルメニューバーからMIDIイベント削除コマンドのいずれかを選択しても
イベントを削除できます。詳細については、403ページの「ノートを削除する」を参照してくだ
さい。

削除したイベントを復元する
曲作りでは、イベントを誤って削除してしまったり、アイデアを変更したり、間違いを修正した

りすることが必ず起こります。「LogicPro」では、編集操作を簡単に元に戻すことができます。
鉛筆ツールで単純にイベントを再作成するという方法もあります。

最後に行ったイベント編集操作や削除を取り消すには：
m 操作を間違えたら、メインメニューから「編集」＞「取り消す」と選択するか、コマンド＋ Zキー
を押します。

複数のステップを取り消す／やり直すには：
1 「編集」＞「取り消し履歴」と選択します。

「取り消し履歴」ウインドウが開きます。最後の編集操作（リストの一番下）が強調表示されて

います。

2 エントリーをクリックすると、そのエントリーと強調表示されているエントリーの間にあるすべ

てのステップを取り消し／やり直しできます。

処理中は、すべての手順が画面上で再現されます。

重要：取り消しの操作が実行されない限り、取り消しのリストは表示されません。
やり直しのリストは、取り消し項目の下に表示されます。最初のやり直し対象となる項目は、グ

レイのテキストで表示されています。

単独のステップを取り消す／やり直すには：
1 コマンドキーを押しながら目的のステップをクリックします。

警告のダイアログが表示されます。

2 「適用」をクリックすると、ステップの取り消しまたはやり直しが実行されます。「キャンセル」
をクリックすると、ステップが中止されます。
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この方法の場合、クリックしたエントリーと強調表示されている（最新）エントリーとの間にあ

るステップに影響することなく、単独のステップだけを取り消しまたはやり直しできます。

イベント値を変更する
イベントは、個別に変更することもグループ単位で変更することもできます。グループ単位で変

更する場合、各イベントの間の値の差は維持されます。

個々のイベント値を変更するには：
m イベントの縦棒を（ポインタツールまたは鉛筆ツールで）つかみ、縦方向にドラッグします。

ドラッグに合わせて現在の値がヘルプタグに表示されます。

連続する複数のイベント値を変更するには：
m ポインタツールを使い、複数のイベントにまたがる形でドラッグします。

イベント上でのドラッグに合わせて現在の値がヘルプタグに表示されます。

複数のイベントの値を変更するには：
1 上記のいずれかの選択方法で、編集したいイベントを選択します。 

2 グループ化して強調表示された縦棒のいずれかをクリックしてつかみ、縦方向にドラッグします。

すべてのイベントの値が調整されます。グループ内の縦棒のいずれかが最大値または最小値に達

している場合、それ以上同じ方向へ移動できません。

グループ化されたイベントの1つが最大値または最小値に達している場合にイベント値を調整す
るには：

m


Option キーを押したながら操作すると、つかんだイベントの縦棒が最大値または最小値に達す
るまで、グループ内の全イベントの値を上げたり下げたりできます。

イベントを移動する／コピーする
イベントは、同一または別のレーン上の別の位置に移動またはコピーできます。レーン間で移動

またはコピーすると、イベント値は保持されますが、移動先またはコピー先のイベント定義に変

換されます。たとえば、複数のイベントを「音量」レーンから「パン」レーンに移動すると、「音

量」値の設定が「パン」位置の変更に適用されます。

選択したイベントを移動するには：
m


Shiftキーを押しながら目的のレーンと位置までドラッグします。

この操作中、位置、イベント定義の種類および値（該当する場合）がヘルプタグに表示されます。
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キーコマンドでイベントを移動する
1つまたは複数のイベントを移動するには、以下のキーコマンドを割り当てて使うと、編集作業
が効率的になります：

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEフレーム単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEフレーム単位で左にナッジ
Â リージョン／イベントの位置を1/2SMPTEフレーム右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を1/2SMPTEフレーム左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を5SMPTEフレーム右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を5SMPTEフレーム左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEビット単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をSMPTEビット単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をティック単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をティック単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をディビジョン単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をディビジョン単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をビート単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をビート単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を小節単位で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置を小節単位で左にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をナッジ値で右にナッジ

Â リージョン／イベントの位置をナッジ値で左にナッジ

コマンド名に示されている単位に従って、選択したイベントが1段階右（+1）または左（-1）に
シフトします。

選択したイベントをコピーするには：
m


Optionキーを押しながら目的のレーンと位置にドラッグします。

この操作中、位置、イベント定義の種類および値（該当する場合）がヘルプタグに表示されます。

クリップボード経由でノートをコピーおよび移動することも可能です：

Â「編集」＞「コピー」（またはコマンド＋Cキー）で、クリップボードにノートをコピーします。
Â「編集」＞「カット」（またはコマンド＋Xキー）で、ノートをクリップボードに移動します。
Â「編集」＞「ペースト」（またはコマンド＋Vキー）で、元のピッチを保ちながら、現在の再生
ヘッド位置にペーストします。

HyperEditorでは、コピーおよび移動の詳細オプションも実行できます。これを利用すると、た
とえばイベントを直接置き換えたり、あるリージョンのセクションのイベントグループを同一

リージョン内で統合または異なるリージョンと統合したりできます。詳細については、410ペー
ジの「ノートのコピーおよび移動に関する詳細オプション」を参照してください。



第17章    HyperEditorでMIDIを編集する 427



イベントの位置を保護する
特定のイベントが移動しないよう保護しておきたい場合があります。たとえば、複数のノートイ

ベントを利用し、ビデオサウンドトラックで俳優が廊下を歩く映像に合わせて足音のサンプルが

トリガされるようにすることもできます。このシーンの音楽はすでに完成していましたが、複数

のカメラアングルのカットに合わせてテンポを上げるよう依頼されたとします。当然、プロジェ

クトのテンポを変えるとイベントも動いてしまい、足音のサンプルがずれる結果となります。こ

のような場合に備え、「LogicPro」には、イベントの絶対時間位置を保持する機能があります。

選択した1つまたは複数のイベントの位置を保護するには：
m 「機能」＞「 SMPTE位置をロック」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。こ
れで、特定の絶対時間位置（たとえば、1時間、3分、15秒、12フレームなど）に発生するイベ
ントは、テンポが変更されても、その時間位置を維持します。

1つまたは複数のイベントの位置の保護を解除するには：
m 「機能」＞「SMPTE位置のロックを解除」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

イベント定義を使って作業する
HyperEditorの各レーン上にあるイベントタイプはイベント定義によって決まります。イベント
は各レーンに縦棒で表示され、バールーラの特定の時間位置に合わせて並んでいます。

縦棒の表示方法を変えるオプションはいくつもあるため、特定のイベントタイプの作成や調節が

簡単にできます（419ページの「グリッドおよび縦棒の表示を変更する」を参照）。ハイパーセッ
ト内の各イベント定義レーンのグリッド分解能も変更できるため、ドラムパターンの作成時に非

常に便利です。レーンの高さおよび幅は拡大／縮小バーで調節できます。

イベント定義を選択する／作成する
イベント定義は、名前のカラムをポインタツールまたは鉛筆ツールでクリックすると選択でき

ます。

こうすると新しい定義を作成し、インスペクタ内のイベント定義パラメータを表示および変更で

きます（430ページの「イベント定義を変更する」を参照）。

複数のイベント定義を選択するには：
m


Shiftキーを押しながら、各イベントタイプをポインタツールまたは鉛筆ツールでクリックします。

選択した複数のイベント定義のパラメータに同時に変更を加えられます（433ページの「複数の
イベント定義を同時に調整する」を参照）。
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新しいイベント定義を作成するには：
1 表示されている名前のいずれかをクリックし、イベント定義レーンを選択します。

選択したレーンは強調表示されます。

2 「ハイパー」＞「イベント定義を作成」と選択します（または、対応するキーコマンドを使いま
す。デフォルトはOptionl＋ Nキーです）。

新しいイベント定義レーンが作成されます。元のイベント定義レーンと後続するすべてのイベン

ト定義レーンは下に移動します。新しいイベント定義パラメータは、最初に選択したイベント定

義のものと同じです。

3 インスペクタでイベント定義パラメータを調節します（これについては後で詳しく説明します）。

「自動定義」機能を使うと、プロジェクト内の特定のイベントタイプに対してイベント定義を自

動的に作成できます。

特定のイベントに対してイベント定義を作成するには：
1 ほかのMIDIエディタで、対象となるイベントタイプ（たとえばコントローラ#71のレゾナンス）
を選択します。

∏ ヒント：すべてのMIDIイベントタイプが表示できるため、この作業にはイベントリストを利用
することをお勧めします。

2



HyperEditorのインスペクタで「自動定義」チェックボックスを選択します（または「自動定義
を切り替える」キーコマンドを使います。デフォルトはControl＋ Aキーです）。

3



HyperEditorで、「ハイパー」＞「イベント定義を作成」と選択します（または、「イベント定義
を作成」キーコマンドを使います。デフォルトはControl＋ Returnキーです）。

すでにハイパーセットに同一のイベント定義（たとえばコントローラ#71のレゾナンス）が存在
する場合、「 LogicPro」では重複する定義を作成しません。この場合、既存のイベント定義が
HyperEditorの表示領域に移動します。

参考：入力したら、「自動定義」の選択を必ず解除してください。選択したままの場合、ほかの
エディタで誤ってイベントタイプを選択すると、それが新しいイベント定義の基準となってしま

います。これは、特にControl＋Returnキーコマンドで新しい定義を作成する際、やっかいな
問題になりかねません。

複数のイベント定義を一度に作成するには：
1 ほかのMIDIエディタで、イベントタイプを作成したいイベントを選択します。

上記の通り、イベントリストがお勧めです。
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2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ハイパー」＞「複数のイベント定義を作成」と選択し（または対応するキーコマンドを使い）、

ダイアログで「選択されているもの」ボタンをクリックします。

Â「ハイパー」＞「現在のイベントのハイパーセットを作成」と選択します（または、対応する

キーコマンドを使います）。

この結果、選択した各イベントタイプ用のイベント定義レーンを持つ新しいハイパーセットが作

成されます。この方法はリージョン内のすべてのハイパードロー（MIDI コントローラ）イベン
トのハイパーセットをすばやく作成する場合に特に便利です。イベントリストを開いてノートイ

ベントをフィルタリングし、残ったイベントを選択して、「ハイパー」＞「現在のイベントのハ

イパーセットを作成」と選択します。

リージョンですべてのイベントタイプに対してイベント定義を作成するには：
1 リージョンを選択します。

2 「ハイパー」＞「複数のイベント定義を作成」と選択します（または、対応するキーコマンドを
使います）。 

3 ダイアログで「すべて」ボタンをクリックして、リージョンの全イベントタイプに対してイベン

ト定義を作成するように指定します。

∏ ヒント：新しい定義のグループを作成する前に、新しいハイパーセットを作成しておくと便利
です。詳細については、434ページの「ハイパーセットを作成する」を参照してください。

イベント定義をコピーする／削除する／再配置する
以下の機能を使うと、ハイパーセットをより簡単かつ迅速に作成して構成できます。 

2つのハイパーセット間でイベント定義をコピーするには：
1 コピーしたいイベント定義を選択します。

2 「ハイパー」＞「イベント定義をコピー」と選択します（または対応するキーコマンドを使いま
す。デフォルトはControl＋Cキーです）。  

3 インスペクタの上部にあるポップアップメニューでハイパーセット名をクリックすることで、コ

ピー先のハイパーセットに切り替えます。

4 「ハイパー」＞「イベント定義をペースト」と選択します（または対応するキーコマンドを使い
ます。デフォルトはControl＋ Vキーです）。
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イベント定義を削除するには：
m 対象となるイベント定義を指定し、「ハイパー」＞「イベント定義を削除」と選択します（また

は対応するキーコマンドを使います。デフォルトはControl＋Deleteキーです）。

イベント定義レーンの順序を再構成するには：
m 移動したいイベント定義の名前をつかみ、目的の位置まで（縦方向に）ドラッグします。

イベント定義を変更する
インスペクタのイベント定義パラメータボックスを使うと、選択したイベント定義レーンの設定

を変更できます。最も重要なパラメータは「状況」（および最初のデータバイト）です。表示関

連のパラメータは、419ページの「グリッドおよび縦棒の表示を変更する」で説明しています。
それ以外のパラメータは、このセクションで後述します。

イベントステータスを変更する
イベントステータスによって、各イベント定義レーンが制御するイベントの種類が決まります。

「状況」レーンの右側にある矢印をクリックしたまま、ポップアップメニューから以下のいずれ

かを選択します：

Â フェーダー： フェーダーのイベントレーンを定義します。「フェーダー」イベントデータは、
対象となるどのパラメータの制御にも使うことができます（コントローラを使うチャンネルの

音量およびパンを除く）。「フェーダー」データは、メタイベントを作成する場合にも利用でき

ます。

Â メタ： メタイベントのレーンを定義します。メタイベントは「LogicPro」の内部コマンドで、
スクリーンセット切り替えなどのタスクを実行できます。

Â 参考： 特定のノートピッチのレーンを定義する場合に使います（ドラムのプログラミングに最
適です）。

Â コントロール： MIDIコントローラのレーンを定義する場合に使います。

Â チャンネルプレッシャー： チャンネルプレッシャー（アフタータッチとも呼ばれています。多
くのシンセサイザーに搭載されており、現在押しているMIDIキーボードのキーをさらに押す
と、ビブラートが加えられるなどの機能）のレーンを定義する場合に使います。
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Â ポリプレッシャー： 上記と同じですが、各ノートを個別にモジュレートできます。

Â プログラムチェンジ： MIDI プログラムチェンジイベントを作成および送信するレーンを定義
する場合に使用し、リージョンの途中でサウンドを（たとえばエレクトリックピアノからクラ

ビネットに）切り替えることができます。

Â ピッチベンド： ピッチベンド情報のレーンを定義する場合に使います。

重要：「状況」行での選択は、第1データバイトパラメータの動作（および外観）に直接影響します。

たとえば「状況」パラメータ行で「ノート」を選んだ場合、第1データバイトを利用して、選択
中のイベント定義レーンのピッチ（MIDI ノート番号）を指定できます。マップドインストゥル
メントでMIDIリージョンを再生した場合、入力ノート名（ドラムサウンド名）のポップアップ
メニューがここに表示されます。

第1データバイトのパラメータを使う
第1データバイトのチェックボックスおよびメニューがインスペクタにある「イベント定義パラ
メータ」ボックスの最下行に表示されます。これを利用して（表示されたイベントタイプの）第
1データバイトの値を指定できます。

第1データバイトチェックボックスで、定義済み第1データバイトを保有するイベントを表示す
るか（選択した場合）、または設定を無視するか（選択解除した場合）を指定します。ノートイ

ベントの場合、すべてのノートのベロシティ値は、関連するイベント定義レーンに（ピッチに関

係なく）表示されます。

第1データバイトのパラメータ名は、以下のように選択中の「状況」パラメータを反映します：

Â「フェーダー」、「メタ」、「コントロール」、「プログラム」： 番号が第1データバイトとして表示
されます。

Â「ノート」、「ポリプレッシャー」： ピッチが第1データバイトとして表示されます。

Â「チャンネルプレッシャー」および「ピッチベンド」： 第1データバイトの機能がないため、無
効です。

「状況」行で「コントロール」を選択した場合、第 1データバイトパラメータ行に表示されるポッ
プアップメニューを使い、コントローラタイプ（コントローラ番号）を指定できます。

同様に、「状況」行で「メタ」または「フェーダー」を選択した場合、第 1データバイトメニュー
でメタまたはフェーダーのイベントタイプ（メタまたはフェーダーのメッセージ番号）を指定で

きます。

第 1 データバイトのチェック
ボックスおよびメニュー
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チャンネルアフタータッチ（「チャンネルプレッシャー」）またはプログラムチェンジイベント

（「プログラム」）を「状況」行で選択した場合、第 1 データバイトパラメータ設定は無視され、
第1データバイトは縦棒の高さで表示されます。

ピッチベンドデータ（「ピッチベンド」）を「状況」行で選択した場合、第 1 データバイトパラ
メータ設定も無視されます。なぜなら、この2つのデータバイトは縦棒の高さを表示するために
使われるからです。

イベント定義に名前を付ける
選択したイベント定義の名前は、インスペクタにあるイベント定義パラメータボックスの開閉用

三角ボタンの隣に表示されます。この名前は、HyperEditorの名前カラムにも反映されます。

イベント定義に名前を付けるには：
m 名前をクリックしてテキスト入力フィールドを開き、名前を入力して、Returnキーを押します。

参考：「状況」および第1データバイトパラメータ行で、名前の付いているMIDIコントローラ、
つまりマップドインストゥルメントのノートを定義する場合、関連する名前があらかじめ表示さ

れます。

参考：イベント定義でノート名を変更すると、マップドインストゥルメントで対応しているノー
ト名も変わります。

イベントをディレイする
インスペクタの「ディレイ」パラメータは、個々のイベントタイプやノート番号にのみ影響する

ため、ドラム（たとえばフラム奏法）のプログラミングに非常に便利です。クオンタイズに頼ら

ずにリージョン内のノートをジャストで鳴らしたりタメを作って鳴らしたりする場合にも役立

ちます。

選択したイベント定義を遅らせるまたは進ませるには：
m 「ディレイ」パラメータを目的の値に設定します。

レーンのイベントで即座に位置の変更が反映されます。新しいイベント（グリッドが有効な場合

に挿入）は、「ディレイ」パラメータ値の分だけグリッド位置からオフセットされます。

∏ ヒント：ノートのタイミングを改善するには、一般的にノートイベントの少し前か後にコント
ローラデータを送信することをお勧めします。つまり、グリッド上に整列しているノートの前

のグリッド位置に（マイナスの「ディレイ」値を使って）コントローラを配置します。
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MIDIチャンネル
「チャンネル」の横にはチェックボックスがあります。その右側の数字を上下にドラッグすると、
MIDI チャンネル番号を設定できます。このチェックボックスを選択すると、設定したチャンネ
ル上のイベントのみが表示されます。このチェックボックスの選択を解除すると、チャンネルパ

ラメータは無視され、すべてのチャンネルの該当イベントが表示されます。

複数のイベント定義を同時に調整する
複数のMIDIリージョンのパラメータをまとめて調節できるのと同じく、複数のイベント定義の
パラメータも同時に設定できます。Shift キーを押しながら、名前カラムにある複数のイベント
定義をクリックして選択します。「ハイパー」＞すべてのイベント定義を選択」と選択してイベ

ント定義を全部選択し、Shiftキーを押しながらクリックして一部を選択解除することもできます。

イベント定義パラメータボックスで変更すると、選択したイベント定義すべてに影響します。

イベント定義を変換する
イベント定義を（すべてのイベントと一緒に）再定義できます。イベントの値は保持されますが、

イベントタイプは新しいイベント定義に変更されます。

イベント定義とすべてのイベントを変換するには：
1 変換するイベント定義を選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ハイパー」＞「イベント定義を変換」と選択します（または、対応するキーコマンドを使い

ます）。

Â 変換するイベント定義の名前カラムをダブルクリックします。 

3 定義変換ダイアログで設定を選択し、「変換」ボタンを押します。

左側（「変換対象」）には選択したイベント定義のパラメータが表示され、右側では変換後のイベ

ントタイプのパラメータを定義できます。現在（変換元）の設定は、変換後のデフォルト値とし

て使われます。
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「イベントをクオンタイズ」チェックボックスを選択すると、右側のパラメータフィールドで選

択したグリッド値にイベント位置がクオンタイズされます。「ディレイ」の値が右側で指定され

ている場合、クオンタイズ時に考慮されます。

単純に定義変換ダイアログを開いた場合、右側のフィールドにある「グリッド」値を変更し、「イ

ベントをクオンタイズ」チェックボックスの選択を解除する（これ以上の変更は行わないように

設定する）と、選択したイベント定義レーンのイベント位置がクオンタイズされます。

ハイパーセットを使って作業する
同時に表示するイベント定義の組み合わせをハイパーセットとして保存できます。ハイパーセッ

トが保存されると、HyperEditorの縦方向の拡大／縮小設定が保存されます（これにより同時に
表示できるイベント定義の数が決まります）。各プロジェクトで必要な数だけハイパーセットを

保存できます。

このセクションで説明するコマンドは、インスペクタに表示されるハイパーセットメニューから

直接利用できます。ハイパーセットメニューをクリックし、コマンドを選択してハイパーセット

を作成または消去するだけです。

ハイパーセットを作成する
新しいハイパーセットを作成するには、「ハイパー」＞「ハイパーセットを作成」と選択します

（または、ハイパーセットメニューか、対応するキーコマンドを使います）。新しいハイパーセッ

トでのプリセットのイベント定義は、音量コントローラ（#7）です。イベント定義の追加や再定
義、縦方向の拡大／縮小設定など、加えた変更は（スクリーンセットと同様に）自動的に現在の

ハイパーセットに保存されます。

「ハイパー」＞「現在のイベントのハイパーセットを作成」と選択して（またはハイパーセット

メニューか、対応するキーコマンドを使用して）、現在選択しているイベントタイプで構成され

る新しいハイパーセットを作成します。
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GMドラムのハイパーセットを作成する
GeneralMIDI では、ドラムサウンドおよびパーカッションサウンド用のキーボード割り当てパ
ターン（MIDIノートマップ）を規定しています。このマッピング標準は、 GM、GS、またはXG
準拠ではない多くのサウンドモージュル、サンプラー、およびシンセサイザーで採用されていま

す。ただし、デバイスによっては、一部を変更する必要があります。

HyperEditorはドラムトラックの作成および編集に適しているため、正確なドラム名やハイハッ
トモードなど、自分のドラムセットに合わせたハイパーセットを作成できます。 

GMドラムキット向けにハイパーセットを作成するには：
m 「ハイパー」＞「GMドラムセットを作成」と選択します（またはハイパーセットメニューか、対
応するキーコマンドを使います）。

ハイパーセットで各イベント定義（ドラムまたはパーカッションのレーン）の名前、位置、およ

びハイハットモードを変更できます。キット内の各ドラムサウンドの名前を変更しても GMマッ
ピング標準に適合しない場合、「432ページの「イベント定義に名前を付ける」」を参照してくだ
さい。

ハイハットモードを使う
ハイハットモードでは、イベント定義をグループにまとめられます。どのバールーラ位置でも、

各グループから1つのイベントのみを再生できます。この機能は通常、異なるハイハットノート
（オープン、クローズ、ペダル）が同じ時間位置に挿入されないようにするためのものです。実

際のハイハットも、オープンとクローズを同時に鳴らすことはできないからです。

ハイハットグループを定義するには：
1 対象とする名前カラム（たとえばキック1）の左に表示されている点をクリックします。

2 ほかの（隣接する）名前カラム（たとえばキック 2）の左に表示されている点をクリックします。

カラムの左端で、2つの音源レーンが点線でリンクされます。 

3 各レーンの点をクリックしてハイハットモードをオフにします。

ハイハットグループのすべてのレーンは、上下に隣接している必要があります。隣接していない

レーンで複数のイベントグループにしたい場合、HyperEditorウインドウで名前を上下にドラッ
グして移動します。

ハイハットグループのレーンのいずれかにイベントを追加すると、この時間位置にある既存のイ

ベントはすべて削除されます。
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ハイパーセット内では必要な数だけハイハットグループを作成できますが、各グループの間に

は、ハイハットモードが無効になっているラインを少なくとも1つ挟む必要があります。

ハイパーセットに名前を付ける
新しいハイパーセットには、デフォルトで「MIDIコントロール」または「GMドラムキット」と
いう名前が付けられます。

ハイパーセットの名前を変更するには：
m インスペクタのハイパーセットメニューで表示された名前をダブルクリックし、名前を入力して

Returnキーを押します。

ハイパーセットの内容を消去する／ハイパーセットを削除する
ハイパーセットの内容を消去すると、ハイパーセットはデフォルトに戻り、音量コントローラに

はプリセットのイベント定義が入ります。

現在のハイパーセットの内容を消去するには：
m 「ハイパー」＞「ハイパーセットを消去」と選択します（またはハイパーセットメニューか、対

応するキーコマンドを使います）。

現在のハイパーセットを削除するには：
m 「ハイパー」＞「ハイパーセットを削除」と選択します。

ハイパーセットを読み込む
保存したハイパーセットを読み込むと、希望のイベントタイプを表示するように HyperEditor
を切り替えることができます。

ハイパーセットを読み込むには：
m インスペクタでハイパーセットメニューをクリックし、ポップアップメニューから目的のハイ

パーセットを選択します。
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18 イベントリストでMIDIイベントを
編集する

イベントリストは、「LogicPro」の中で最も強力で、柔軟性に富み、
包括的なMIDIエディタです。

すべてのMIDIイベントタイプはイベントリストでアルファベット順のリストとして表示されま
す。さまざまなイベント（開始位置、終了位置、長さ、チャンネル、値）はすべてこのウインド

ウで変更できます。

1つまたは複数のリージョンにある全イベントを表示し、さらにこのリストをフィルタリングし、
たとえばノートやピッチベンドイベントのいずれか、またはその両方といったように、特定のイ

ベントタイプ（複数可）だけを表示するよう設定できます。これにより、イベントの選択と編集

をすばやく簡単に行うことができます。

また、イベントリストでは、詳細な選択条件を複数個入力でき、単独でも表示フィルタと一緒で

も利用できます。これを利用すると、たとえば同一のイベントや類似したイベントをすべて選択

できます。

この機能を実際に活用できそうな場面として、たとえばリードシンセサイザーのソロを 8小節弾
いたとします。ピッチベンドを多用したのですが、値が55 のピッチベンドイベントが、別のト
ラックに録音したパッドサウンドと合っていないことに気付きました。ピッチベンドイベントだ

けをフィルタリングして表示するには、値が55 のイベントを1 つ選び、「編集」＞「同じリー
ジョン／イベントを選択」と選択します（または、Shift ＋E キーを押します）。値が55のピッ
チベンドイベントがすべて選択状態になるので、まとめて値を変更することも削除することもで

きます。

ほかのMIDIエディタと同様、イベントリストで直接イベントを作成することも可能です。
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イベントリストのインターフェイスの基本知識とその使いかた
機能とオプションは、イベントリスト領域の最上部に表示されます。イベント自体は下の一覧に

表示されます。

イベントリストの表示と非表示を切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m


Eキー（「イベントリストを切り替える」キーコマンドのデフォルトキー）を押します。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの右上にある「リスト」ボタンをクリックし、イベントリ

ストがアクティブでない場合は、続けて「イベント」タブをクリックします。

リスト領域が、「アレンジ」ウインドウの右側に表示されます（または、開いている場合は隠れ

ます）。リスト領域を閉じても、アクティブなタブは記憶されます。

イベントリストの表示レベルを変更する
デフォルトでは、イベントリストは、選択したMIDIリージョンやリージョンの全イベントを表
示します。イベントリストは、「アレンジ」ウインドウにある全リージョン（およびフォルタ）の

リストも表示できます。

アレンジ領域のリージョン（およびフォルダ）のリストを表示するには：
m イベントリストウインドウの左上にある階層ボタンをクリックします。

このボタンは、イベントリストにリージョンの内容が表示されているとき（つまりイベントが表

示されているとき）にのみ利用できます。

リージョン内のイベントを表示するには：
m ポインタツールでリージョンの名前をダブルクリックします。

その内容（イベント）がリストに表示されます。

参考：「アレンジ」ウインドウでは、フォルダの中にフォルダを入れることができます。上記の
手順を繰り返して、フォルダ階層内で上下に移動します。
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イベントタイプをフィルタリングする
選択したMIDIリージョンやリージョン内のイベントを表示する場合、イベント・タイプ・ボタ
ンを使って表示をフィルタリングできます。このボタンは特定のイベントタイプを下のリストで

隠すため、編集したいイベントだけを表示できます。

重要：イベントリストで実行する選択、編集、処理の機能はすべて、表示中のイベントにのみ影
響するため、非表示のイベントを誤って変えてしまうことはありません。

イベント表示をフィルタリングするには：
1 「フィルタ」ボタンをクリックしてフィルタモードを有効にします。

2 目的のイベント・タイプ・ボタン（「ノート」、「ピッチベンド」など）をクリックします。

アクティブなボタンに一致するイベントがリスト表示から消えます。

イベントの表示を拡張する
イベントリスト表示は通常、1 つのイベントにつき1 行に制限されています。ただし、「追加情
報」ボタンがオンの場合、イベントと共に保存した情報もすべて表示されます。

これは、特にSysExメッセージを編集する際に重要です。イベントリストには、 RelVel（リリー
スベロシティ、つまりノートオフのメッセージ）ノートイベントも表示されるので、ここで直接

編集できます。
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追加情報を選択すると、スコアレイアウト情報も表示されます。必要であれば、これをイベント

リストで編集できますが、スコアエディタを使った方がより効率的に処理できます。

参考：「追加情報」ボタンは、「フィルタ」ボタンがオンの場合にのみ表示されます。いったん有
効にすると、「追加情報」ボタンをオフにしない限り、（「フィルタ」モードでも「作成」モード
でも）拡張中のイベントリストが表示されます。

表示領域の外でイベントを表示する
リストに表示されるイベントの数によっては、画面に収まらないことがよくあります。

「LogicPro」のトランスポートと連動している場合、リストは自動的にスクロールし、白色の再
生ヘッド位置にある（または再生ヘッドに一番近い）イベントが表示されます。

参考：再生時または録音時にイベントリストが自動的にイベントをスクロール表示するように、
キャッチボタンをオンにする必要があります。

表示領域の外にあるイベントを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m イベント・タイプ・ボタンを使ってリストをフィルタリングし、表示されるイベントの数を減ら

します。

m スクロールバーを表示領域の右方向にドラッグします。

m 「表示」＞「選択部分へジャンプ」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

ショートカットメニューを使う
選択や編集などのコマンドには、イベントリスト上の任意の場所を右クリックするとアクセスで

きます。ショートカットメニューを使うと、作業効率が上がります。

参考：右クリックのショートカットメニューにアクセスできるのは、マウスの右ボタンだけです。
「ショートカットメニューを開く」のポップアップ・メニュー・オプションは、「 LogicPro」＞
「環境設定」＞「グローバル」＞「編集」タブで選択します。

イベントを選択する／作成する
イベントリストでは、イベントをクリックして個別に選択、ラバーバンド方式で複数選択、この

両方（前に行った選択は変えない）、それにShiftキーを組み合わせた選択など、標準的な選択方
法のいずれも利用可能です。選択方法の詳細については、172ページの「さまざまな選択のしか
た」を参照してください。

∏ ヒント：ポインタツールでイベントを選択する場合、間違ってパラメータを変更しないように
「状況」カラムのイベント名をクリックしてください。

再生ヘッド位置
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←または→キーで選択してリストに移動するには：
m 前のイベントを選択するには←キーを押し、次のイベントを選択するには→キーを押します。リ

ストでスクロールするには、←または→キーを押したままにします。

矢印キーで複数のイベントを選択するには：
m


Shift＋←または→キーを押します。（Shiftキーを押しながら）矢印キーを押し続けて、複数のイ
ベントを選択します。

参考：MIDIOUT ボタンがオンの場合（デフォルトではオンです）、新しく選択したイベントは
すべて再生されます。これにより、選択時にイベントの音を聞いて確かめながらリストをスク

ロール（または再生）できます。

イベント選択を絞り込む
イベント・タイプ・ボタンを使い、表示するイベントのリストをあらかじめフィルタリングして

おくと、すばやく簡単に選択できます。

以下で説明するフィルタボタンは、単独で使うことも、「編集」メニューの特定の選択コマンド

と一緒に使うことも、キーコマンドとして使うことも可能です。

Â すべてを選択（デフォルトのキーコマンド：コマンド＋Aキー）： 表示されているイベントを
すべて選択します。

Â 後続のものすべてを選択（デフォルトのキーコマンド：Shift＋Fキー）： 現在選択しているイ
ベントより後の（下の）イベントをすべて選択します。

Â ロケータ内を選択（デフォルトのキーコマンド： Shift＋Iキー）： ロケータの範囲内にあるイベ
ントをすべて選択します。

Â 重なったリージョン／イベントを選択： 互いに重なったイベントをすべて選択します。これは
通常、あるイベントの終了部分と次のイベントの開始部分となります。

Â ミュートされたリージョン／イベントを選択（デフォルトのキーコマンド：Shift ＋ M
キー）： ミュートしたイベントをすべて選択します。この選択コマンドは通常、（Delete キー
による）削除の前に実行します。

Â 似たリージョン／イベントを選択（デフォルトのキーコマンド：Shift＋Sキー）： 特定のノー
ト（C#3など）のイベントをすべて選択します。

Â 同じリージョン／イベントを選択（デフォルトのキーコマンド：Shift＋Eキー）： 同一の（つ
まりイベントタイプも値も同じ）イベントを選択します。

Â 同じチャンネルを選択（デフォルトのキーコマンド：Shift＋ Kキー）： 同じMIDIチャンネル上
のイベントを選択します。

Â 同じサブポジションのオブジェクトを選択（デフォルトのキーコマンド：コマンド＋ P
キー）： 同じ位置から始まるイベントを選択します。

どのようなイベントが同一または類似かについては、 175ページの「類似または同一のオブジェ
クト、リージョン、イベントを選択する」で詳しく説明しています。
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イベントを作成する
351ページの第 14章「 LogicProで録音する」で説明した通り、イベントリストは、リアルタイ
ム録音でもステップ録音でもMIDIイベントを受け付けます。また、手動でイベントを追加する
こともできます。

イベントを手動で追加するには：
1 イベントの挿入位置に再生ヘッドを移動します。

移動しない場合、現在の再生ヘッド位置が挿入位置となります。

2 「作成」ボタンをクリックします。

3 目的のイベント・タイプ・ボタンをクリックします。

イベントが再生ヘッド位置に追加され、自動的に選択状態になります。

重要：イベントを作成できるのは、既存のリージョン内だけです。リージョンを選択していない
場合、または選択したアレンジトラック上にリージョンがない場合は、警告が表示されます。

既存のイベントを複製するには：
1 「状況」カラムで、元となる（ソースの）イベント名を鉛筆ツールを使ってクリックします。

2 入力ボックスが表示されるので、複製するイベントの位置を入力します。Returnキーを押すと、
複製がオリジナルと同じ位置に作成されます。

複製機能は、異なる値を持つイベントのコピーを作成する場合に便利です。たとえば、ある長さ

とベロシティを持つノートを1つまたは複数、別のノートと同じ位置に作成したとします。この
後、複製したノートのピッチ（「番号」カラム）を変更してコードを作成するか、コードを新し

くボイシングします。

クリップボードから1つまたは複数のイベントを追加するには：
1 別のエディタでコピー操作を行った後、「編集」＞「ペースト」と選択します（デフォルトのキー

コマンドはコマンド+Vキーです）。  

2 位置入力ボックスが表示されるので、1つ目のイベントの挿入位置を入力します。Returnキーを
押すと、最初のイベントの元の位置が保持されて利用されます。コピーしたイベントの相対的な

位置関係は維持されます。

重要：位置入力ボックスは、イベントリストに固有のものです。グラフィカルなエディタの場合
と同様、イベントをペーストしても、自動的には再生ヘッド位置に追加されません。
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イベントをコピーする／移動する
イベントリストでは、高度なコピーと移動を実行できます。これを利用すると、たとえばイベン

トを直接置き換えたり、あるリージョンのセクションのノートグループを同一リージョン内で統

合または異なるリージョンと統合したりできます。詳細については、 410ページの「ノートのコ
ピーおよび移動に関する詳細オプション」を参照してください。

イベントの位置を保護する
特定のイベントが移動しないよう保護しておきたい場合があります。たとえば、複数のノートイ

ベントを利用し、ビデオサウンドトラックで俳優が廊下を歩く映像に合わせて足音のサンプルが

トリガされるようにすることもできます。

このシーンの音楽はすでに完成していましたが、複数のカメラアングルのカットに合わせてテン

ポを上げるよう依頼されたとします。当然、プロジェクトのテンポを変えるとイベントも動いて

しまい、足音のサンプルがずれる結果となります。このような場合に備え、「LogicPro」には、
イベントの絶対時間位置を保持する機能があります。

選択した1つまたは複数のイベントの位置を保護するには：
m 「機能」＞「SMPTE位置をロック」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

これで、特定の絶対時間位置（たとえば、1時間、3分、15秒、12フレームなど）に発生するイ
ベントは、テンポが変更されても、その時間位置を維持します。

1つまたは複数のイベントの位置の保護を解除するには：
m 「機能」＞「SMPTE位置のロックを解除」と選択します（または対応するキーコマンドを使います）。

イベントを編集する
リスト領域には、「位置」、「状況」、「チャンネル」、「番号」、「値」、および「長さ／情報」カラム

があります：このカラムは、すべてのイベントタイプのあらゆる詳細情報を示します。ほとんど

の場合、表示データは直接編集できます（例外は「状況」カラムで、これはイベントタイプを表

示するだけです）。

どのイベントタイプでもすべてのカラムが利用されるわけではありません。たとえば、システム

エクスクルーシブメッセージはMIDIチャンネルに縛られないため、「チャンネル」カラムは使用
しません。チャンネルプレッシャーとポリフォニックプレッシャーのメッセージは長さを持たな

いため、「長さ／情報」カラムは空白です。
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場合によっては、「番号」または「値」カラムの情報をクリックするとポップアップメニューが

開き、オプションを選択できます。たとえばMIDI コントローライベント（コントロールは「状
況」カラム上に表示されます）の「番号」カラムをクリックすると、番号および名前の付いた標

準MIDI コントローラタイプのポップアップメニューが開きます。コントローラ番号 3= ソロ、
7=音量、10=パンなどがあります。

各種のイベントタイプ、カラムに表示されるパラメータ、変更の影響（イベント自体への影響、

ほかのカラムに対する影響）に関する詳細は、447ページの「イベントタイプについて」で説明
しています。

イベントの位置と長さを変更する
「位置」カラムと「長さ／情報」カラムの単位は、小節、拍、ディビジョン、およびティックで

す。カウントはどの単位でも1から始まり（第1小節、第1拍、第 1ディビジョン、第1ティッ
クは「1111」となります）、次に大きい単位に上がるまでカウントは続きます。

数値の入力は左から始まります（つまり、イベントを特定の小節の頭に移動する場合は、小節の

番号を入力して、Returnキーを押すだけです）。各単位は、スペース（「3222」）、付点（「3.2.2.2」）、
カンマ（「3,2,2,2」）のいずれかで区切ることができます。

参考：1つまたは複数のゼロで長さを表す場合、分かりやすくするために、ピリオド（「.」）がゼ
ロの代わりに使われます。ノート（または別のイベント）を同時に切り替えることは無意味なた
め、最も短い長さは0ティックではなく1ティック（...1）です。

イベントを時間上で移動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 位置インジケータ（「位置」カラム）をダブルクリックし、新しい位置を入力します。Returnキー
を押し、位置入力フィールドの入力を確定します。

m 特定の位置の数値をクリックしながら、縦方向にドラッグします。目的の位置でマウスボタンを

放します。

たとえばピアノロールなどのエディタが開いている場合、値の変更に合わせてノートイベントも

動くのが見えます。イベントの位置を変更すると、リストも自動的に並び替えられます。現在選

択中のイベントは強調表示されたままです。

イベントの長さを変更するには：
m 「長さ／情報」カラムで、上記の値の直接入力または表示数値のドラッグのいずれかを実行します。
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「位置」カラムおよび「長さ」カラムの外観を変更する
すべてのプロジェクトが小節や拍を利用するわけではありません。たとえば、フィルムやビデオ

で作業をしている場合、以下の「表示」メニューコマンドを使うと、イベントの位置と長さをよ

り簡単に変更できるようになります。

Â「表示」＞「イベントの位置と長さを SMPTE単位で表示」： SMPTE単位で位置および長さのカ
ラムを表示する場合に選択します。

Â「表示」＞「長さを絶対位置で表示」： ノートオンからの長さではなく、ノートオフの絶対位置
をカラムで表示できます。

Â「表示」＞「相対位置」： このオプションを選択すると、イベントの位置が、プロジェクト内の
絶対位置ではなく、MIDIリージョン内の相対位置（MIDIリージョンの先頭からの位置）で表
示されます。

イベント値を変更する
位置または長さの変更時と同様、「値」、「番号」または「Ch（チャンネル）」カラムに表示された
値に対し、マウスをスライダとして使うかテキストを入力することによって、イベントパラメー

タの値を変更できます。

「状況」カラムのイベントタイプは直接変更できません。

イベントタイプを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「機能」＞「トランスフォーム」と選択して「トランスフォーム」ウインドウを開き、イベント

を変換します。

第 20章「トランスフォームウインドウでMIDIイベントを編集する」を参照してください。

m 目的のタイプのイベントを追加し、元のイベントは削除します。

選択した1つまたは複数のイベントのパラメータを変更した場合、選択グループ内にある全イベ
ントの同じパラメータにも影響します。選択したイベントのグループでパラメータ値を変更した

場合、パラメータ間の相対的な値の差はそのまま維持されます。

選択したグループのいずれかのイベントで（同じ）パラメータ値が最大または最小に達するまで、

パラメータ値を変更できます。

最大値または最小値の制限を無効にするには：
m


Optionキーを押しながら値をドラッグするか、Returnキーを押して数値入力を確定します。

これで、選択したイベントのいずれかが最大値または最小値に達しても、複数のパラメータを選

択したまま値を変更できます。

選択したすべてのイベントでパラメータを同じ値に設定するには：
m


Shift＋ Optionキーを押しながらマウスをスライダとして使うか、Returnキーを押して数値入力
を確定します。
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参考：複数のイベントタイプを選択しながら、「番号」および「値」のパラメータを変更するこ
ともできます。ただし、この操作のせいで予期しない問題が起こることもあります。イベント

フィルタリングのボタンを利用して、マッチしないイベントタイプを隠しておくことをお勧めし

ます。イベントグループの作成時や編集時には、高度な選択機能を使うと便利なこともあります。

イベントを削除する／ミュートする
この2つの機能は、一緒に使うことがあります。ミュートしたイベントは、削除する場合も多い
からです。

ノートイベントをミュートまたはミュート解除するには：
m ミュートツールでノートイベントをクリックします。

ミュートしたノートイベントの「状況」カラムに点が表示されます。

「編集」＞「ミュートされたリージョン／イベントを選択」コマンドもイベントリストで利用で

きます。MIDI リージョンにあるミュートしたノートをすべて選択できるため、削除を簡単に行
うことができます。

イベントを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールでクリックします。

m 前述の方法や機能でイベントを選択し、 Deleteキーを押します。

m 「機能」＞「MIDIイベントを削除」メニューで、以下のいずれかのコマンドを選択します。

Â 重複したオブジェクト（デフォルトのキーコマンド：Dキー）： 重複するすべてのイベント
を消去します。

Â ロケータの範囲内／範囲外： ロケータの内側／外側にあるMIDIイベントをすべて消去しま
す。

Â リージョンボーダーの外： リージョンの境界の外側に完全に出てしまった MIDIイベントを
すべて消去します。リージョンのサイズを変更するときに外に出てしまうことがあります。

Â 選択範囲内の選択されていない項目： ロケータ間などの選択範囲内で、選択されていない
MIDIイベントを消去します。

リージョンまたはフォルダをソロにする／名称変更する
ソロツールは、イベントを切り離して聞く場合にも使用できますが、「アレンジ」ウインドウの

リージョンやフォルダのリスト（アレンジレベル表示でのイベントリスト）を表示する際に非常

に便利です。

リージョンやフォルダ（またはイベント）をソロにするには：
m ツールメニューからソロツールを選択し、「状況」カラムでリージョンまたはフォルダの名前（ま

たはイベント）をクリックしてホールドします。

選択したイベントまたはフォルダ（またはイベント）の開始地点に再生ヘッドが自動的にジャン

プし、ソロ再生が始まります。
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リージョンまたはフォルダの名前を変更するには：
1 ツールメニューからテキストツールを選択し、「状況」カラムでリージョンまたはフォルダの名

前をクリックします。

2 名前を入力したら、Returnキーを押してテキストフィールドの入力を確定します。

「アレンジ」ウインドウで、対応するリージョンまたはフォルダの名前が変わります。

参考：イベントの名前は変更できないため、テキストツールがイベントに影響を与えることはあ
りません。

イベントタイプについて
このセクションでは、イベントリストで表示および変更できるイベントのタイプについて説明し

ます。

ノートイベント
ノートイベントは、ソフトウェア音源と外部MIDI サウンドのモジュールやキーボードをトリガ
（演奏、再生）するのに使われます。

Â 番号： MIDIノート番号（ピッチ）です。範囲はC-2（ノート番号0）～ G8（ノート番号127）
です。中央のCはノート番号60で、MIDI用語ではC3と呼ばれています。一部のキーボード
とシンセサイザーモジュール（代表的なのはKORG 製やRoland製）では、ノート範囲はC-
1（ノート番号0）～G9（番号127）です。これらのデバイスでは、中央のCはC4と呼ばれ
ています。「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」の「一般」タブで「中央Cの表示形式」メ
ニューを選択すると、お使いのデバイスに適した表示に変更できます。

Â 値： ノート1～ 127のベロシティです。値がゼロ（0）の場合は、ノートオフメッセージとなる
ので利用できません。

Â 長さ／情報： ノートの長さです。MIDI が転送できるのはノートオンまたはノートオフのメッ
セージだけですが、「 LogicPro」では、簡単に利用できる音楽情報として全ノートの位置と長
さの情報を保存しています。ノートオフメッセージは、再生中に自動的に生成されます。
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マップドインストゥルメントのノート
編集したMIDIリージョンを、マップドインストゥルメントで再生した場合、各ノートに定義さ
れた名前が「状況」カラムに表示されます。各名前の左側にある小さな音符記号により、名前の

付いたイベントがノートイベントであると判断できます。

ノートのリリースベロシティを表示する／変更する
「追加情報」ボタンが有効になっている場合、ノートイベントのリリースベロシティを編集でき

ます。

リリースベロシティのデータを表示するには：
m 「追加情報」ボタンをオンにします（フィルタモードでのみ利用可能）。

コントロールチェンジイベント
このイベントタイプは、MIDI コントローラ情報（モジュレーション、サスティン、音量、パン
など）をソフトウェア音源や外部MIDIキーボードおよびモジュールへ転送する場合に利用され
ます。

Â 番号： コントローラの番号です。各MIDIコントローラ（たとえばモジュレーションホイール
やサスティンペダル）には、固有のコンティニュアスコントローラ（CC）番号（モジュレー
ションホイールにはCC#1、サスティンペダルにはCC#64）が割り当てられています。コント
ローラ番号は、デバイスによって異なります。ほとんどのメーカーは、いくつかのコントロー

ラを同じ方法で定義しています（上記2つは違います）。このように標準化されたコントロー
ラには、音量（CC#7）やパン（CC#10）などがあります。

Â 長さ／情報： MIDI仕様で定義されている、標準化されたコントローラの名前を表示します。
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Â 値： コントローラの値です。コンティニュアスコントローラの範囲は 0～127です。スイッチ
コントローラ（CC#64～CC#90）は、オフ（値＝0）またはオン（1 ～127 の間の値）のど
ちらかの状態を送信します。

ピッチベンドイベント
ピッチベンドイベントは、ピッチをつなげて変える場合に使用します。通常は、キーボード上に

ある専用のピッチベンドホイールやジョイスティックで作成します。

Â 番号： 精密なピッチベンドディビジョン（LSB：最下位バイト）です。キーボードの多くは0
の値を送信します。ピッチベンドホイールの分解能が8ビットの場合、このカラムには0また
は64という値が表示されます。

Â 値： 有効なピッチ値（MSB：最上位バイト）で、範囲は0～127です。値64はホイールの中間
設定に対応しています。

Â 長さ／情報： このカラムには、10進数の-8192～8191の範囲で 14ビット値が表示されます
（キーボードが14ビットのピッチベンドデータを送信する場合）。このカラムの値は通常の方
法で編集できます。

プログラムチェンジイベント
接続したMIDIデバイスに送信されるプログラムチェンジイベントは、パッチ選択（プリセット
または設定の選択）に使用します。プログラムチェンジの情報には、シンセサイザーのサウンド、

エフェクトユニットのプログラム、自動ミキシングデスクのスナップショットなどがあります。

Â 値： 0～ 127のプログラム番号です。
Â 一部のメーカー（YAMAHAなど）は、デバイスのプログラムに 0～127ではなく1～128の番
号を付けています。お使いのデバイスの番号体系がこれに該当する場合、プログラムチェン

ジイベントを変更するときに、デバイスに表示されたプログラム番号から1を引く必要があ
ります。

Â ほかのメーカーでは、さまざまな方法を用いて、内部メモリ領域をグループ（つまりバン

ク）やサウンドに分割しています。最も一般的なのは、8つのサウンドを8つのグループに
分割する方法で、それぞれ1 ～8 の番号が振られます。このタイプのデバイスでは、11 ～
88の格納領域をアドレス指定する方法で、 0～ 63のプログラム番号に対応します。このよ
うなデバイスのマニュアルには、対応表があるはずなので、それを参考にできます。

Â 番号： バンクセレクトです。通常は、バンク・セレクト・メッセージが送信されないことを意
味する記号（-）が表示されます。0 ～126 の番号を割り当てた場合、バンク・セレクト・イ
ベントはプログラムチェンジイベントの前に送信されます。
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この結果、接続中のMIDI キーボードやモジュールの各種サウンドバンク（プリセット、内部、
カードなど）にアドレスを指定できます。シンセサイザーは、コントローラ32 をバンクセレク
トとして認識する必要がありますが、この標準をすべてのメーカーが採用しているわけではあり

ません。

バンクセレクトに問題がある場合、シンセサイザーのマニュアルを参照し、シンセサイザーがバ

ンク・セレクト・コマンドに応答しているかどうか、またどのように応答しているかを確認して

ください。

参考：お使いのデバイスに応じて、「LogicPro」が送信するバンク・セレクト・メッセージのタ
イプを変更できます（887ページの「カスタマイズしたバンクセレクトを定義する」を参照）。

アフタータッチイベント
アフタータッチ（またはチャンネルプレッシャー）イベントは、一部のMIDIキーボードに装備
されたプレッシャーセンサーによって発生します。このイベントは、シンセサイザーのサウンド

をモジュレートする場合に利用できます。特定のMIDIチャンネル上の全ノートイベントに影響
があります。つまり、あるコード内の1つのノートにプレッシャーを加えると、そのコード内の
全部のノートに影響があります。

Â 番号： アフタータッチイベントは1データバイトしかないので、このカラムは使いません。

Â 値： キーボードにかかるプレッシャーの量（0～127）を表示します。

ポリプレッシャーイベント
ポリ（フォニック）プレッシャーイベントは、一部のMIDIキーボードで各キーの下にあるプレッ
シャーセンサーによって発生します。発生するサウンドのモジュレーションは、（キーを押した

後で）さらに強く押されたノートにのみ影響します。この機能を備えたキーボードはごく一部

です。

Â 番号： MIDIノート名（C3、G4など）を表示します。

Â 値： キーにかかるプレッシャーの量（0～127）を表示します。
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SysExイベント
システムエクスクルーシブ（SysEx）データは、個々のMIDI デバイス固有のデータです。お使
いのシンセサイザーのダンプユーティリティを使うと、このイベントを記録できます。これによ

り、MIDIデバイスの外部に（LogicプロジェクトまたはMIDIファイルフォーマットで）パッチ
情報などのデータを保存できます。EOX の前後の矢印を使うと、バイトを追加したり削除した
りできます。

16進数形式でのSysExデータ
SysEx データの16 進数表示と10 進数表示の切り替えは、イベントリストまたは SysEx フェー
ダーエディタで、「表示」＞「SysExデータを 16進数で表示」と選択して実行できます。

「LogicPro」では、16進数の数字の前に $記号が表示されます。

SysEx メッセージを手動でプログラミングする方法については、931ページの「SysEx フェー
ダー」を参照してください。

メタイベント
メタイベントとは、「LogicPro」固有のコントロールメッセージです。このイベントは、
「LogicPro」の特定の機能を自動化する場合や、MIDI イベントでは表現できないスコアエディ
タの要素（特殊な記号や書式）を整理して並べる場合に利用します。

「番号」はメタイベント機能を規定し、「値」は送信する値を規定します。イベントリストの「番

号」カラムでは、以下の値の挿入および編集だけを行うことを強くお勧めします。

Â 番号 = 47（MIDI にバイトを送信）： トラック音源でバイト値（「 Val」）が 0～255（$00～ $FF）
であれば送信します。たとえば、バイト246を送信すると、MIDIチューニング・リクエスト・
メッセージを送るのと同じことになります。ディスプレイには、「 SendByte$F6」と表示さ
れます。メタイベントは、操作内容に関する知識がある場合にのみ利用してください。サウン

ドモジュールやシンセサイザーの動作不良につながる可能性があります。

警告：SysEx イベントを編集するには、お使いのMIDI デバイスで利用しているデータフォー
マットを完全に理解している必要があります。間違って編集すると、サウンドなどのデータが

壊れたり、なくなったりする可能性があります。
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Â 番号 = 48（スイッチフェーダー）： ケーブルスイッチャー（詳細については、「エンバイロメ
ント」に関する章を参照）で、MIDI イベントを特定の出力番号（「値」）に送信します。まず
対象となるケーブルスイッチャーとトラック音源をケーブル接続する必要があります。

Â 番号 = 49（スクリーンセットに移動）： このイベントはスクリーンセットを選択します。「値」
はスクリーンセット番号を規定します。

Â 番号 = 50（プロジェクトの選択）： このイベントはMIDIデータファイラー／プレーヤー上の
プロジェクトを切り替えます。「値」は保存したプロジェクト番号を規定します。

Â 番号 = 51（マーカーに移動）： このイベントが送信されると、再生は別のマーカーにジャン
プします。「値」はマーカー番号を規定します。

Â 番号 = 52： このメタイベントは再生を停止します。

メタイベントは、エンバイロメントのフェーダーオブジェクトでも生成できます。

イベントフロートウインドウ
イベントフロートウインドウは、現在選択中のイベント（またはリージョン）情報を表示する、

いわば1行だけのイベントリストです。このウインドウのパラメータはすべて編集できます。

イベントフロートウインドウを開くには：
m メインメニューバーで、「オプション」＞「イベントフロート」と選択します。

「イベントフロートを切り替える」キーコマンドを使うこともできます。

Â 小節、拍、ディビジョン、ティックの単位による、選択中のイベントまたはリージョンの開始

位置

Â 選択中のイベントまたはリージョンの種類または名前

Â 録音したMIDIチャンネルおよび第1データバイト（イベントの場合）、ノート名、第2データバ
イト（イベントタイプにある場合）

Â 小節、拍、ディビジョン、およびティックの単位による、選択中のイベントまたはリージョン

の長さ

イベントフロートの表示をSMPTE時間と小節／拍の間で切り替えるには：
m 端にある音符記号ボタンをクリックします。
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MIDIイベントをクオンタイズする

「クオンタイズ」とは、ノートイベントのリズムを特定のタイムに合
わせて修正する処理のことです。リズムがそろっていないノートイベ
ントを、このグリッド上の最も近い位置に移動します。

たとえば、あるパッセージ内の最も短い音が16分音符の場合、1/16単位でクオンタイズすれば、
リズムを正確に合わせて再生できます。ただしこの場合、補正がうまくいくのは、ノートが本来

の位置から 32 分音符未満しかずれていない場合です。それ以上ずれているノートイベントは、
本来の位置よりも16音符分後か前に移動します。

クオンタイズは、MIDI リージョン全体に対して実行することも、個々のノートイベントに対し
て実行することもできます。

Â リージョンベースでのクオンタイズは、 MIDIリージョン内のすべてのノートに影響します。ア
レンジ領域のMIDIリージョンにも使用されます。

Â イベントベースのクオンタイズは、ノートイベントだけでなくMIDI領域内の各MIDIイベント
のいずれにも適用できます。独立したノートイベントのクオンタイズは、MIDI エディタで行
います。

1 32 4 1 2 3 4

1 32 4 1 2 3 4

クォンタイズされていないノートイベント

クォンタイズされたノートイベント
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重要：イベントベースのクオンタイズを行うと、ノートイベントを除き、ほかのタイプのMIDI
イベントの位置を破壊的に変更します。

リージョンをクオンタイズする
MIDIリージョンをクオンタイズするには、インスペクタのリージョンパラメータボックスの「ク
オンタイズ」パラメータの値を変更します。リージョンベースのクオンタイズは、ノートイベン

トにのみ働き、MIDIコントローラなど、MIDIデータのほかのタイプのイベントには効きません。

「クオンタイズ」パラメータは、クオンタイズグリッドの基準単位を決めます。拡張リージョン

パラメータには、詳細な「クオンタイズ」パラメータがあり、これでクオンタイズグリッドを微

調整することができます。

重要：リージョンの「クオンタイズ」パラメータは破壊的ではありません。「LogicPro」が再生
または録音モードの場合、「クオンタイズ」パラメータでリージョン内のノートの再生位置をオ

ン・ザ・フライで調整します。この場合、ノートイベントは一時的に移動するだけです。

クオンタイズグリッドの基準単位を変更するには：
m インスペクタのリージョンパラメータボックスの「クオンタイズ」パラメータ値を変更します。

「クオンタイズパラメータを次の値に設定」キーコマンドと「クオンタイズパラメータを前の値

に設定」を使用すると、設定可能な「クオンタイズ」の値を一度に設定することができます。

この設定は、「 LogicPro」が再生モードまたは録音モードになっていなくても行うことができま
す。設定した値はただちに反映され、ノートイベントの再生位置が変更されます。

クオンタイズグリッドのオプションには以下のものがあります：

Â クオンタイズオフ： 3840分音符が適用されます。これは「Logic」で処理できる最も細かい時
間分解能で、実質的にはクオンタイズをかけていないのと同じ状態です。

Â 標準クオンタイズ： 「 1/1」、「1/2」、「1/4」、「1/8」、「 1/16」、「1/32」、および「1/64」の設定
で、全音符から64分音符までで該当するノートの値にクオンタイズします。
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Â 3 連音符のクオンタイズ： 「1/3」、「1/6」、「 1/12」、「1/24」、「1/48」、および「1/96」の設定
で、該当する 3連音符のノートの値にクオンタイズします。「1/6」は3連 4分音符に、「1/12」
は3連 8分音符に、「1/24」は3連 16音符に、「1/48」は3連 32音符にそれぞれ相当します。

Â 混合クオンタイズ： 「 8と12」は8分音符と 3連8分音符、「16と 12」は16分音符と3連 8分音符、
「16と 24」は16分音符と3 連16 分音符の組み合わせにそれぞれ相当します。混合クオンタ
イズは、常に両方のノートイベントの値に適用されるので、ほかの設定よりも正確な演奏が求

められます。

Â 奇数連符のクオンタイズ： 「9連符」は9連音符（1小節=9拍）、「7連符」は7連音符（ 1小節=
7拍）、「5連符/4」は5連4分音符（1小節=5拍）、および「5連符/8」は5連 8分音符（1
小節=10拍）にそれぞれ相当します。

Â スウィングクオンタイズ： 「8F」、「8E」、「 8D」、「8C」、「8B」、「8A」、および「16F」～「16A」
のスウィング設定では、各クオンタイズグリッド内の 2 番目のポイントの位置を、指定した
パーセンテージだけ遅らせます。「8」または「16」は、8 分音符または16分音符によるクオ
ンタイズ値を示します。クオンタイズ値のスウィング係数は任意の値に修正できます

（456ページの「クオンタイズグリッドを微調整する」を参照）。 

MIDIリージョンの各部分を個別にクオンタイズする場合は、以下の操作を行います： 
1


MIDI リージョンをハサミツールで分割し、各部分（分割によって新しく作成された各リージョ
ン）に異なるクオンタイズ設定を適用します。

2 接着ツールで、元のリージョンのセグメントを再結合することができます。

これによって、各セグメントのクオンタイズ値を維持します。

また、MIDI 編集ウインドウでイベントレベルのクオンタイズを行う方法もあります（459ペー
ジの「イベントとノートのクオンタイズ」を参照）。

クオンタイズの設定 スウィングのパーセンテージ

8Fまたは16F 71％

8Eまたは16E 66％

8Dまたは16D 62％

8Cまたは16C 58％

8Bまたは16B 54％

8Aまたは16A 50％
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リージョンクオンタイズを行う際の注意事項
クオンタイズグリッドの開始位置は、MIDI リージョンの開始位置と常に同じです。MIDI リー
ジョンの開始位置が小節の先頭にない場合は、同じくクオンタイズグリッドの開始位置も小節の

先頭にありません。MIDI リージョンの開始位置を変更すると、クオンタイズグリッドの開始位
置も変更されます。

重要：ほかのリージョン再生パラメータ（「ディレイ」、「トランスポーズ」など）と異なり、ク
オンタイズによって各MIDI エディタに表示されるノートの表示状態が変わります。たとえば、
ピアノロールエディタでノートの位置を見て、選択したクオンタイズ値の影響を確認することが

できます。

リージョンのクオンタイズは、MIDI リージョン全体に影響を及ぼします。個々のノートイベン
トやほかのタイプのイベントをクオンタイズする場合は、各エディタにあるイベントクオンタイ

ズ機能を使ってください（459ページの「イベントとノートのクオンタイズ」を参照）。

クオンタイズグリッドを微調整する
拡張リージョンパラメータを使用して、クオンタイズグリッドを微調整することができます。こ

れにより、さまざまな追加機能を利用してスウィングなどのクオンタイズフィールを作り、MIDI
音源やソフトウェア音源のパートに適用することができます。

拡張リージョンパラメータを表示するには：
m 「表示」＞「拡張リージョンパラメータ」と選択します。

インスペクタが開いていれば、拡張リージョンパラメータを1つのウインドウで有効にするだけ
で、すべてのMIDI編集ウインドウで使用できるようになります。

クオンタイズされていないMIDIイベント クオンタイズされたMIDIイベント
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標準のリージョンパラメータセットの下に、以下のクオンタイズオプションが表示されます。こ

れらのオプションは、「オフ」を除くすべてのクオンタイズ値に適用できます。

Â Q-スウィング： 現在のクオンタイズグリッドの各2番目の位置をパーセンテージ値で変更しま
す。50％以上の値にすると、ビートを後ろにずらします。50％以下にすると、ビートを前に
ずらします。スウィング値として現実的なのは50 ～75％の範囲です。この範囲内であれば、
きっちりとクオンタイズした（ジャストのタイミングで再生される） MIDIリージョンにスウィ
ング感を与えます。

Â Q- 強さ： 最も近いグリッド位置へノートイベントをどのくらい近づけるかをパーセンテージ
で設定します。100％で完全なクオンタイズとなり、0％ならノートイベントは録音時の位置
のままです。

Â Q-レンジ： 音楽的な技量がある程度必要とされる、非常に音楽的なクオンタイズ機能です。す
でに適度なグルーブ感がありながら、ところどころ走りすぎたりもたついたりしている演奏

データのクオンタイズに最適です。元の感じを保ちながら、リズムの芯となるものをグルーブ

の中に通すことができます。値を0にすると、すべてのノートイベントがクオンタイズされま
す。負の値を指定すると、設定した範囲の外にあるノートイベントだけが適切なクオンタイズ

グリッドの位置に移動し、本来の位置に近いノートイベントはクオンタイズされず、元の位置

から動きません。この結果、設定範囲から外れた、ひどい演奏のノートイベントも、クオンタ

イズグリッドに完全にそろった位置に、または少なくともその位置の近くに移動します。どの

くらいの近さになるかは、「Q-強さ」の設定によります。

∏ ヒント：「Q-レンジ」の効果を最大限に引き出すには、1/4ノートのように分母の小さい偶数の
クオンタイズ値を使用し、録音内のノートイベントで最も大きなずれを補正するように「 Q-レ
ンジ」パラメータを設定します。

Â Q-Flam： 同じ時間位置にある複数のノートイベント（コード）を分散します。正の値にする
と上昇アルペジオ（低音から高音へ）になり、負の値にすると下降アルペジオ（高音から低音

へ）になります。アルペジオの最初のノートイベントの位置（すべてのノートが同じ位置で開

始している場合、最低音または最高音）は変更されません。
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Â Q- ベロシティ： クオンタイズされたノートイベントのベロシティ値が、テンプレートMIDI
リージョンのベロシティ値によって影響を受ける量をパーセンテージで指定します（461ペー
ジの「グルーブテンプレートを作成する」を参照）。0％にすると、ノートイベントのベロシ
ティ値が保持されます。100％にすると、テンプレートのベロシティ値が適用されます。負の
値を指定すると、ベロシティの値はテンプレートの値から外れていきます。

Â Q-長さ： クオンタイズされたノートの長さが、テンプレートMIDIリージョンの同じノート（同
じ位置にある複数のノート）の長さにどの程度の影響を受けるかをパーセンテージで指定しま

す。値を0％にすると、テンプレートの影響を受けません。100％にすると、テンプレートリー
ジョンのノートの長さとまったく同じになります。負の値を指定すると、音の長さはテンプ

レートの値から外れていきます。

クオンタイズを恒久的に適用する
ほかのリージョンパラメータと同じように、1つまたは複数のリージョンにクオンタイズ設定を
恒久的に適用することができます。「クオンタイズに破壊編集を適用」機能は、特にプリクオン

タイズに適しています。

たとえば、録音したMIDIリージョンに16分音符スウィングのクオンタイズを適用すると誤った
位置で再生されてしまうノートがある場合、16 分音符単位でクオンタイズしてから「クオンタ
イズに破壊編集を適用」を適用します。クオンタイズで整形したこのMIDIリージョンに、あら
ためてスウィングクオンタイズをかけることができます。

もう1 つ例を挙げます。大部分が16 分音符で、1 つだけ32 分音符が混ざっている「ハイハッ
ト」パターンを録音する場合、まず16 分音符だけを演奏してクオンタイズを適用し、固定して
おきます。その上で、「クオンタイズに破壊編集を適用」を選択します。クオンタイズパラメー
タの値を32 音符の単位に設定して、残りの32 分音符を追加すれば、正確に演奏されなかった 
16分音符も正しい位置にクオンタイズすることができます。

リージョンのクオンタイズを恒久的に適用するには： 
1 （必要に応じ、リージョンパラメータのクオンタイズオプションも含めて）クオンタイズ設定を
選択します。

2 「MIDI」＞「リージョンパラメータ」＞「クオンタイズに破壊編集を適用」と選択します（また
は、対応するキーコマンドを使います。デフォルトはControl+Qキーです）。

参考：確定すると、直後に「取り消す」コマンドや「取り消し履歴」を実行しない限り、操作を
元に戻すことはできません。
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イベントとノートのクオンタイズ
ピアノロールエディタおよびイベントリストのメニューバーには、クオンタイズメニューとクオ

ンタイズボタンがあります。これは独立したクオンタイズ機能で、リージョン全体にではなく、

選択した個々のイベントに適用することができます。

ピアノロールエディタでも、クオンタイズツールを使用できます。

また、「トランスフォーム」ウインドウでもクオンタイズ処理を行うことができます。こうした

クオンタイズ操作は、特定の条件を満たしたリージョン（複数可）のイベントに適用できます。

詳細については、第 20章「トランスフォームウインドウでMIDI イベントを編集する」を参照
してください。

参考：イベントレベルのクオンタイズでは、すべてのイベントタイプの位置が変更されますが、
ノート以外のイベントは元に戻すことはできません。ノートイベントは録音の元の位置に戻すこ

とができます。

スコアエディタのクオンタイズに関する注意事項
スコアエディタの主な目的は、印刷して使える読みやすい楽譜を作成することです。スコアエ

ディタでも、MIDIデータを編集し、クオンタイズツールで（または「機能」＞「クオンタイズ」
コマンドで）クオンタイズできますが、個々のノートをクオンタイズする場合は、ピアノロール

エディタまたはイベントリストエディタで作業することをお勧めします。

スコアエディタのインスペクタの「クオンタイズ」パラメータは、画面上の表示位置をそろえる

機能にすぎません。ノートに合わせて変化はしますが、再生には影響しません。

リージョン内のイベントをクオンタイズするには（ピアノロールエディタおよびイベントリスト
エディタ）：

m クオンタイズメニューで、クオンタイズ値を選択します。

このメニューに表示されるグリッド値は、「アレンジ」ウインドウのリージョンパラメータボッ

クスの「クオンタイズ」メニューに表示されるグリッド値と同じです。

m エディタで使用できるオプションに応じて、以下のいずれかの操作を行います：

Â「機能」＞「選択したイベントをクオンタイズ」と選択するか、対応するキーコマンドを使い

ます（スコアエディタ、ピアノロールエディタ、およびイベントリストエディタの場合）。

クオンタイズメニュー

クオンタイズボタン
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Â クオンタイズするイベントを選択し、クオンタイズボタンをクリックします（ピアノロールエ

ディタおよびイベントリストエディタの場合）。選択したすべてのイベントに、最後に選択し

た（アクティブな）クオンタイズ値が使用されます。

Â クオンタイズツールを選択し、クオンタイズするすべてのノートをクリックします（スコアエ

ディタおよびピアノロールエディタの場合）。選択したすべてのイベントに、最後に選択した

（アクティブな）クオンタイズ値が使用されます。

クオンタイズツールでクオンタイズ値を設定する：
1 クオンタイズツールで1つのノート（または選択したノートグループ）をクリックしてホールド
すると、クリックした位置でクオンタイズメニューが開きます。

2 イベントに適用するクオンタイズ値を選択します。

複数のノートイベントを一括選択し、まとめてクオンタイズするには：
m クオンタイズツールでスコアエディタまたはピアノロールエディタの背景をクリックしてホー

ルドし、目的のノートイベント全体にドラッグします。

選択したすべてのイベントに、最後に選択した（アクティブな）クオンタイズ値が使用されます。

ノートイベントを元の位置に戻すには： 
1 クオンタイズを取り消すノートをすべて選択します。 

2 エディタで使用できるオプションに応じて、以下のいずれかの操作を行います：

Â「機能」＞「クオンタイズを解除」と選択するか、「クオンタイズを解除」キーコマンドを使い

ます（スコアエディタ、ピアノロールエディタ、およびイベントリストエディタの場合）。

Â クオンタイズメニューで「オフ」設定を選択し、クオンタイズボタンをクリックします（ピア

ノロールエディタおよびイベントリストエディタの場合）。

Â


Option キーを押しながらクオンタイズボタンをクリックします（ピアノロールエディタおよ
びイベントリストエディタの場合）。

Â


Optionキーを押しながら、選択したノートのうちの 1つをクオンタイズツールでクリックしま
す（スコアエディタおよびピアノロールエディタの場合）。

重要：MIDI リージョン内でノートイベントを個々にクオンタイズした後にリージョンベースの
クオンタイズを行うと、イベントベースのクオンタイズが上書されるので注意が必要です。リー

ジョンに対してそのような変更を行う場合は、 458ページの「クオンタイズを恒久的に適用する」
の指示に従ってください。この方法でクオンタイズすれば、個別に行ったさまざまなイベントク

オンタイズが、誤ったリージョンクオンタイズによって失われずに済みます。
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グルーブテンプレートを作成する
ほかのMIDIリージョンのリズムを基にクオンタイズグリッドを作成することができます。この
クオンタイズグリッドを「グルーブテンプレート」と呼びます。グルーブテンプレートを使用す

ると、わずかなタイミングのずれを生かしてMIDI リージョンに独特の感触を与えたり、ほかの
MIDIリージョンにそれを適用したりすることができます。

また、あるオーディオリージョン独自のグルーブを取り込んで、MIDI リージョンにそれを適用
することもできます。たとえば、MIDI のクラビネットパートをファンクギターの AppleLoop
に合わせることも可能です（462ページの「オーディオからMIDIグルーブテンプレートを作成
する」を参照）。

グルーブテンプレートを作成するには： 
1 グルーブテンプレートの基になるMIDIリージョンを選択します。

∏ ヒント：一般的に、この機能では、2小節のMIDIリージョンがモデルとして特に適しています
が、どのような長さのMIDIリージョンでも構いません。元のMIDIリージョンに、目的のクオ
ンタイズ値のノートがそれぞれ含まれていることを確認してください。

2 「オプション」＞「グルーブテンプレート」＞「グルーブテンプレートを作成」と選択するか、
「グルーブテンプレートを作成」キーコマンドを使います。

クオンタイズテンプレートが作成されます。このクオンタイズテンプレートは、「アレンジ」ウ

インドウを開いたときに、ピアノロールエディタとイベントリストエディタのクオンタイズメ

ニュー、およびインスペクタのリージョンパラメータボックスに表示されます。

グルーブテンプレートには、グルーブ設定の元になったMIDIリージョンの名前が付けられます。

つまり、このコマンドは、選択したMIDIリージョン内のノートの正確なタイミングをグルーブ
テンプレートに変換するものです。グルーブテンプレートはクオンタイズメニューの値と同じよ

うに使用できます。

重要：グルーブテンプレートの作成に使用したソースのMIDIリージョンは、プロジェクト内に
保存しておく必要があります。プロジェクトからソースリージョンを削除すると、「クオンタイ

ズ」メニューからそのグルーブテンプレートの名前が削除され、このクオンタイズ値を使用でき

なくなります。削除してから選択しても、何も反映されません。

クオンタイズメニューからグルーブテンプレートのエントリーを削除するには： 
1 アレンジ領域でソースの MIDIリージョンを選択します。

2 「オプション」＞「グルーブテンプレート」＞「グルーブテンプレートをリストから削除」と選
択します（または、対応するキーコマンドを使います）。
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選択したソースのMIDI リージョンがクオンタイズテンプレートのリストから削除され、クオン
タイズメニューからもその名前が削除されます。ただし、MIDIリージョンは削除されません。

プロジェクト間でグルーブテンプレートを使う
複数のプロジェクトで使用するために、複数のクオンタイズテンプレートを作成して保持する場

合は、以下の操作を行います：

複数のプロジェクトでグルーブテンプレートを使用するには： 
1


1つのプロジェクト上に複数のソースMIDIリージョンをコピーまたは作成します。

2 テキストツールを使って各リージョンに名前を付けます。

3 「オプション」＞「グルーブテンプレート」＞「グルーブテンプレートを作成」と選択し、各ソー
スリージョンを基にしたグルーブテンプレートを作成します。 

4 これらのリージョンを1つのフォルダに入れます（フォルダ名は、「グルーブ」などに変更します）。

5 「ファイル」＞「テンプレートとして保存」と選択します。

これらのクオンタイズテンプレートを使用したい場合は、プロジェクトの開始時にまずこのテン

プレートを使用します。

グルーブテンプレートを読み込む
WCMusicResearch 社の「DNAGrooveTemplates」など、他社製のグルーブテンプレートを
読み込むこともできます。

他社製のグルーブテンプレートを読み込むには：
1 「オプション」＞「グルーブテンプレート」＞「DNAグルーブテンプレートを読み込む」と選択
します（または、対応するキーコマンドを使います）。

2 ファイル選択ダイアログボックスで、目的のDNA グルーブテンプレートを選択し、「読み込む」
をクリックします。

グルーブテンプレートがクオンタイズメニューに追加されます。

クオンタイズテンプレートがプロジェクトと共に保存されます。このテンプレートは、対応する
DNA グルーブテンプレートがハードディスクにないほかのコンピュータでプロジェクトを再生
する場合にも利用できます。

オーディオからMIDIグルーブテンプレートを作成する
デジタルオーディオ素材からMIDIグルーブテンプレートを作成することができます。この機能
を利用すると、ドラムループまたはリズムサンプル（AppleLoops など）からグルーブを抽出
し、そのグルーブテンプレートを使用してMIDIリージョンを作成することができます。

参考：サンプルエディタのローカルメニューで「編集」＞「ゼロクロッシングを検出」と選択し、
「ゼロクロッシングを検出」オプションの選択を解除します。

1小節のドラムループから MIDIグルーブテンプレートを抽出するには： 
1


255ページの第 11章「事前録音済みメディアを追加する」で説明しているいずれかの方法に従
い、アレンジ領域にドラムループのオーディオリージョンを追加します。
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2 リージョンをダブルクリックしてサンプルエディタを開くか、「アレンジ」ウインドウの下にあ

る「サンプルエディタ」タブを選択します。

3 「ファクトリー」＞「オーディオから MIDIグルーブテンプレートに」と選択します（デフォルト
のキーコマンドはControl＋Mキーです）。  

4 「オーディオからMIDIグルーブテンプレート」タブで、設定を選択します。

Â「プリセット」メニュー： このメニューには、特定のタイプのオーディオ素材に適した、オー
ディオ- ＞MIDIパラメータのプリセットが用意されています。まず、このプリセットを使っ
て処理することから始めてください。

Â グラニュレーション（ミリ秒）： オーディオ素材の中で、音量の大きい部分の時間範囲を指定
します。「LogicPro」では、これらのピーク信号（またはトランジェント）に基づいて、グ
ルーブテンプレートのベロシティポイントの情報が決まります。オーディオ素材のテンポにも

よりますが、通常は50～200ミリ秒程度に設定します。
Â アタック範囲（ミリ秒）： オーディオ素材の音のアタック部分をどの位の長さにするかを指定
します。LogicPro たとえば、ドラムなど打楽器系のアタック時間は短かめに20 ミリ秒以下
にし、弦楽器系は長めにします。ほとんどの楽器は 5～40ミリ秒の範囲で、 20ミリ秒前後が
最も適した値です。

Â スムースリリース（%）： リリース時間や残響が長めのオーディオ素材を処理するためのパラ
メータです。このパラメータを使用すると、サウンドをクオンタイズポイントに合わせやすく

なります。通常は0～5％の範囲で設定しますが、サスティンとディストーションが利いたギ
ターなどの場合は、もう少し大きめにしてもよいでしょう。

Â ベロシティのしきい値： オーディオ素材中の音のうち、これより小さい部分は無視するという
しきい値です。ほとんどの場合は 1で十分ですが、密度が濃く、大きな音の背後にぼんやりと
した雑音が混ざっているような場合は、値を変えてみるとよいでしょう。

Â 基準クオンタイズ： トリガポイントのないオーディオ素材に、人工的にトリガポイントを付け
加える機能です。この方法で作成したグルーブテンプレートは、オーディオ素材のクオンタイ

ズポイントを増やす場合に適しています。このパラメータの設定内容は、オーディオ素材のト

リガポイントの自動認識には影響しません。
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Â タイミング補正： MIDI ノートで外部サンプラーやシンセサイザーをトリガした場合に生じる
遅延を補正するためのパラメータです。オーディオからMIDIグルーブテンプレートを使って
クオンタイズされたMIDIリージョンを外部機器で再生する場合、同時に再生されるオーディ
オ素材と比べて、遅延がかなり目立ってしまうことがあります。このような場合、 –20～ 0ミ
リ秒程度の値を与えて、この遅延を補正します。

サンプルエディタの一番下には、「オーディオ」、「クオンタイズ」、および「結果」の3つのフィー
ルドがあります。

Â オーディオ： オーディオファイル内にあるクオンタイズポイントを表示します。

Â クオンタイズ： 「基準クオンタイズ」として選択したクオンタイズポイントを表示します。

Â 結果： 作成したグルーブテンプレート内でのクオンタイズ位置を表示します。この位置は上記
の値を組み合わせて算出されます。

5 テンプレートに変換されないように、オーディオのトリガポイントをクリックします。

手動で選択した（使用されていない）ポイントは淡色表示されます。

6 「オーディオからMIDIグルーブテンプレート」の「試す」ボタンをクリックして、選択したすべ
てのMIDIリージョンに新しいグルーブテンプレートを適用します。

7 適用結果を試聴します。 

8 パラメータを調整して、気に入ったグルーブが出たら、「使用」をクリックします。

これで新しいグルーブテンプレートが保存され、クオンタイズメニューの一番下に追加されま

す。クオンタイズテンプレートには、オーディオファイルの名前が付けられます。
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20 トランスフォームウインドウで
MIDIイベントを編集する

「トランスフォーム」ウインドウでは、特定のMIDI イベントの選択
や変更に使用する一連の条件と操作を設定できます。

このウインドウで設定した条件、操作、および値に基づいてMIDIイベントを別のタイプのイベ
ント（値の異なるイベント）に変換するため、「トランスフォーム」ウインドウという名前になっ

ています。

これがなくてはMIDIイベントの編集はまったく不可能（少なくとも、恐ろしく退屈な作業にな
る）と言ってもいいほど、「トランスフォーム」ウインドウは非常に強力な機能を備え、イベン

ト編集作業に理想的なツールです。たとえば、手品でも使うほかないような、とてつもないオー

ケストラプロジェクトが送られてきたとします。バイオリンとビオラの各パートは、自分のもの

とは違う弦楽器ライブラリで録音されています。自分の弦楽器サンプルで再生すると、アフター

タッチ情報のせいで、ピッチがおかしな具合にずれるMIDIリージョンが200個もあります。ま
た、サンプルレイヤーが切り替わる際にアーチファクトが発生する個所もあります。このアフ

タータッチ情報を調べた結果、ごく限られた範囲の値だけに問題が起きていることが分かりまし

た。問題を解決する方法はいくつかあります。たとえば、サンプラー音源を編集するという方法

があります。また、手動ですべてのアフタータッチ情報を消去する（リージョンを1 つ 1 つ消
去、あるいはまとめて消去し、アフタータッチ情報による演奏の効果を除去する）という手段も

あります。それとも、「トランスフォーム」ウインドウで問題のあるパラメータ値を変更すると

いう方法はどうでしょうか。ここでは、この3番目の方法がどうやら適しているようです。

一連のプリセットのトランスフォームセットは、よく行われる編集タスクに利用できます。この

プリセットだけでも必要なものは十分そろっていますが、必要に応じて、独自のトランスフォー

ムセットを自由に作成し、保存して後で使うこともできます。

∏ ヒント：エンバイロメントにも、これによく似たトランスフォーマーオブジェクトという機能
があります。このエンバイロメントオブジェクトを使うと、 MIDIイベントをリアルタイムで変
換できます。詳細については、899ページの「トランスフォーマーオブジェクト」を参照して
ください。
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「トランスフォーム」ウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで、「ウインドウ」＞「トランスフォーム」と選択します（または、対応す

るキーコマンドを使います。デフォルトはコマンド＋ 4キーです）。

m いずれかのMIDI エディタで選択したイベントを変換するには、「機能」＞「トランスフォーム」
と選択して、プリセットを選択します。

MIDI エディタから「ウインドウ」＞「トランスフォーム」コマンドを選択することもできます
が、この場合は、プリセットを手動で選択する必要があります。

トランスフォームセットを選択して使用する
「トランスフォーム」ウインドウの左上に、「プリセット」メニューがあります。メニューの上か

ら14 番目までは変更禁止のプリセットです。プリセットは、クレッシェンドを作成する、ノー
トの長さをそろえるなど、よく行われる編集タスクのテンプレートとして利用できます。

使用したプリセットのパラメータ値を一時的に変更することはできますが、プリセットを終了す

ると変更内容は保存されず、すべて破棄されます。

用途にもよりますが、独自のトランスフォームセットを作成するほうがよい場合もあります。ト

ランスフォームセットは自由に設定でき、プロジェクトファイルに保存できます（テンプレート

プロジェクトでこれを行うと、すべてのプロジェクトでこのトランスフォームセットを利用でき

るようになります）。作成したトランスフォームセットはプリセットメニューの一番下に表示さ

れます（482ページの「独自のトランスフォームセットを作成する」を参照）。

トランスフォームプリセットを使うには：
1 変換するMIDIリージョンまたはMIDIイベントを選択します。

2 「プリセット」メニューの左側にある矢印ボタンをクリックし、ポップアップメニューからトラ
ンスフォームセットを選択します。

参考：「プリセット」メニューで「**初期化されたユーザセットを作成してください！**」を選
択して、新しいトランスフォームセットを作成できますが、後で作成することもできます。
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3 「モード」メニューで、リージョン内の選択したイベントを変換する方法を選択します。 

4 選択条件を設定します。 

5 実行する操作を定義します。

参考：「使用していないパラメータを隠す」チェックボックスの選択を解除すると、すべての条
件と操作が表示されるので、さらに詳細な設定ができるようになります。 

6 以下のいずれかの操作を行います：

Â「選択のみ」ボタンをクリックすると、選択条件を満たすイベントがすべて表示されます。表

示されるだけで、変換はされません。このオプションを使うと、変換対象のイベントのみが選

択されるように選択条件を絞り込むことができます。

Â「実行のみ」ボタンをクリックすると、操作の設定に基づいて（選択条件には左右されません）、

選択したイベントがすべて変換されます。手動で選択済みのイベントを編集する場合に便利

です。

Â「選択して実行」ボタンをクリックすると、条件を満たすイベントがすべて選択され、操作の

設定に基づいて実行されます。

参考：選択したリージョンとイベントのうち、条件を満たしたものの数が選択ボタンと操作ボタ
ンの上に表示されます。

トランスフォームプリセットについて
このセクションでは、14 種類の各トランスフォームプリセットの用途とその使いかたのヒント
を説明します。

クレッシェンド
イベントノートグループのベロシティ値を少しずつ緩やかに増減します（デクレッシェンドまた

はディミヌエンド）。

Â クレッシェンドをかけたいノートイベントを含む領域（「位置」）を選択します。
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Â 操作領域のベロシティ値を1～127の範囲で選択します。
Â 緩やかなクレッシェンドにしたい場合は、低めの値を設定します。

Â ディミヌエンドにするには、「ベロシティ」の上側のフィールドに高めの値を設定し、下側の

フィールドに低めの値を設定します。

ピッチベンド14ビット値スケーリング
14 ビットの情報をそのまま保持しながら、ピッチベンドデータの値を調整します。ピッチベン
ドイベントの長さは14ビット値で保持され、–8192～ 8191の範囲の十進数の値で表されます。

Â 操作領域の上側の値フィールドで、微小ピッチベンドの値（LSB）と有効ピッチの値（MSB）
を選択します。

Â 下側の値フィールドに14ビット値を設定すると、スケールされた（乗算された）イベントに加
算されます。

倍のテンポに
イベントの位置と長さを半分にすることで、テンポを倍の速さにします。デフォルトでは、操作

領域の「位置」と「長さ」の「割る」フィールドの値はそれぞれ「2.0000」に設定されています。

この2つのフィールドの値を「4.000」に設定すると、テンポの速さは4倍になります。
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このプリセットをドラムリージョンに対して実行すると、いろいろと面白い効果を与えることが

できます。以下の例は、「フォー・オン・ザ・フロア」のドラムパターンのキック、スネア、ハ

イハット、その他のパーカッション音からなるリージョンをHyperEditorで表示したものです。

HyperEditorで「倍のテンポに」プリセットを試すには：
1


HyperEditorの名前カラムでドラムサウンドをクリックします。

リージョン内の特定のピッチのノートイベントがすべて選択されます。

2 「位置」フィールドと異なる値を「長さ」フィールドに設定します（または、逆に、「位置」フィー
ルドの値を変更します）。 

3 その他のドラムまたはパーカッション音についても、同じ操作を行います。

予想もしなかった不思議なポリリズムが生まれます。

この例からも分かるように、同じリージョンに対して同じ変換操作を加えるだけでなく、異なる

トランスフォームプリセットを組み合わせて（交互に使うことで）、ある種の効果を作り出すこ

とができます。

半分のテンポに
イベントの位置と長さを倍にすることで、テンポを半分の速さにします。デフォルトでは、操作

領域の「位置」と「長さ」の「掛ける」フィールドの値はそれぞれ「2.0000」に設定されています。

操作領域で「掛ける」フィールドの値を「1.5000」に設定すると、テンポはおよそ 3分の1に減
速します。
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ヒューマナイズ
選択したノートイベントの位置、ベロシティ、および長さにランダム値を加算します。クラビ

ネットやピアノ伴奏などのリズミックパート、およびドラムやパーカッションのリージョン（ま

たはイベント）に適しています。厳密にクオンタイズされた素材や手動で入力したノートイベン

トに人間味を加えます（ 384ページの「MIDIステップインプット録音」を参照）。

「位置」、「ベロシティ」、または「長さ」のパラメータ値を変更して、それぞれのイベントパラ

メータのランダム係数を増減できます。

逆行
選択部分のイベント（通常、ノートイベント）の位置を逆方向にします。

条件領域の「位置」の値を変更して、選択範囲を変更します。
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反行
全ノートイベントのピッチを反転します。

操作領域で「反転」フィールドの値を変更して基準点のノート番号を設定すると、基準点を中心

にノートイベントのピッチが入れ替わります。

トランスポーズ
すべてのノートイベントをトランスポーズします。

Â 操作領域の「足す」フィールドの値を（半音単位で）必要な値に変更します。

Â 下にトランスポーズする場合は、このフィールドに負の値を設定します。
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ベロシティカーブ
ベロシティカーブの変化の度合いを調整します。このプリセットの使用は、ソフトウェア音源や
MIDI音源のパートに限られます。ベロシティは通常、音源の音量の初期値設定に使われますが、
フィルタエンベロープを切り替えて音の明暗を調整するのにもよく使われます。リージョンを変

換するほうが、MIDI 音源やソフトウェア音源のベロシティ調整やフィルタのパラメータを変更
するより場合よりもはるかに手間がかかりません。

操作領域で「ベロシティ」フィールドの値を変更すると、ベロシティカーブが変化します。これ

は、下のマップ領域にただちに反映されます。
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ベロシティリミッター
ベロシティの最大値を設定します。ベロシティに上限を設けるので、耳障りな楽器の音をうまく

抑えることができます。

操作領域で「最大値」フィールドの値を変更して、ベロシティの最大値を設定します。これは、

下のマップ領域にただちに反映されます。

ノートの長さを固定
ノートを一定の長さにそろえます。多くの楽器に使用できますが、ドラムを始め、ピアノ、クラ

ビネット、ベースなどのリズムパートに特に役立ちます。

操作領域で「長さ」フィールドの値を変更して、選択したすべてのイベントの長さをその値にそ

ろえます。短いイベントも長いイベントも、設定した値の長さにそろえられます。
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ノートの長さの最大値を設定
ノートイベントの最大長を設定します。

操作領域で「最大値」フィールドの値を変更して、ノートイベントの長さの最大値を設定します。

既存のノートイベントで、設定した長さよりも短いものは変更されません。設定した長さより長

いものは短くされます。

ノートの長さの最小値を設定
ノートイベントの最短長を設定します。

操作領域で「最小値」フィールドの値を変更して、ノートイベントの長さの最小値を設定します。

既存のノートイベントで、設定した長さよりも長いものは変更されません。設定した長さよりも

短いものは長くされます。
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ノートの長さをクオンタイズ
ノートの長さをクオンタイズします。このプリセットは、ノートの終了位置を実際にクオンタイ

ズします。

操作領域で「長さ」フィールドの値を変更して、ノートの終了位置をクオンタイズする長さを設

定します。

「トランスフォーム」ウインドウのパラメータを使う
このセクションでは、「トランスフォーム」ウインドウの各要素の用途と各オプションの操作の

概要を説明します。この章の最後に示した例（483ページの「使用例」を参照）は、使いかたの
参考にはなりますが、これらはほんの一例にすぎません。「トランスフォーム」ウインドウでは、

想像力と創造性の許す限り、あらゆる処理をMIDIイベントに対して行うことができます。

「モード」メニュー「プリセット」メニュー

操作領域

選択条件領域

マップ
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グローバルパラメータ
これらのパラメータは、全体的にわたって「トランスフォーム」ウインドウの外観と操作モード

に影響します。

Â「モード」メニュー： 以下のいずれかのメニューオプションを選択して、イベントの変換方法
を設定します。

Â 選択したイベントに対して操作を実行： 選択したすべてのイベントに操作を実行します。選
択したイベントは選択条件で識別されます。

Â 操作を実行して未選択イベントを削除： 選択したイベントを変換し、未選択のイベントはす
べて削除します。選択条件を満たすイベントだけが変換後に残ります。このモードでは、「ト

ランスフォーム」ウインドウをプログラム可能なフィルタとして使用し、条件を満たすイベ

ントだけが残るようにすることができます。

Â 選択したイベントを削除： 選択したイベントを削除します。このモードでは、「トランス
フォーム」ウインドウをプログラム可能な削除機能として使用することができます。条件を

満たすすべてのイベントが削除され、それ以外のイベントはすべてそのまま残ります。この

モードでは、操作領域の設定は無効です。

Â 選択したイベントをコピーして操作を実行： 選択したイベントのオリジナルは保持し、作成
したコピーに操作を実行します。

Â「プリセット」メニュー： トランスフォームプリセットや独自のトランスフォームセットを選
択します。

Â「使用していないパラメータを隠す」チェックボックス： 選択条件領域および操作領域で使用
されていないすべてのメニューを隠します。これにより、使用している設定が見やすくなりま

す。また、誤った操作によって設定が変更されるのを防ぐことができます。

選択条件を設定する
変換処理を行うイベントの選択条件を設定することができます。「トランスフォーム」ウインド

ウの選択条件領域で設定します。

各欄には、さまざまなMIDIイベントパラメータが表示されます。

Â 位置： プロジェクトの開始位置ではなく、MIDI リージョンの開始位置を参照して、イベント
の時間位置を設定します。

Â 状況： イベントタイプを設定します。

Â チャンネル： イベントの記録または録音に使用したMIDIチャンネルです。

Â データバイト 1 ／ピッチ： 先頭のデータバイト（コントローラ番号）またはノートピッチです。

Â データバイト 2 ／ベロシティ： 2番目のデータバイト（コントローラ値）またはノートベロシ
ティです。

参考：2つのデータバイトフィールドに表示されるパラメータの値は、選択した「状況」メニュー
の設定によって異なります。「状況」メニューの設定によっては、データバイトフィールドに何

も表示されないことがあります。

Â 長さ： ノートまたはイベントの長さです。

Â サブポジション： 小節内のイベントの時間位置です。



第20章    トランスフォームウインドウでMIDI イベントを編集する 477



全イベントパラメータの有効な範囲や値の定義に該当するイベントがあった場合、選択条件が満

たされたものと見なされます。これらの範囲および値は、ポップメニューおよびイベントパラ

メータの各欄の下にあるフィールドで設定します。

イベントタイプを選択するには：
m 「状況」ポップアップメニューをクリックし、選択の対象となるイベントを設定します。次の2つ
の設定を選択できます：

Â すべて： すべてのイベントタイプが条件を満たします。

Â =： 「状況」ポップアップメニューの下にさらにポップアップメニューが表示され、ここでイ
ベントタイプを設定できます。ノート、ポリプレッシャー、コントロールチェンジ、プログラ

ムチェンジ、チャンネルプレッシャー、ピッチベンド、メタ、およびフェーダーのイベントタ

イプがあります。

ほかの選択条件を設定するには：
m 必要に応じ、各欄のポップアップメニューをクリックして、イベントの選択条件を設定します。

「マップ」を選択していなければ、ポップアップメニューの下に1 つまたは2つの値フィールド
が表示されます。各パラメータ欄に以下のいずれかの条件値を割り当てることができます：

Â =： 条件を満たすには、イベントはフィールドの値と同じである必要があります。たとえば、
条件をC#3のノートイベントだけに絞る場合などです。

Â 不一致： 条件を満たすには、イベントはフィールドの値と同じでない必要があります。たとえ
ば、条件をC#3以外のノートイベントにする場合などです。

Â 以下（<=）： 条件を満たすには、イベントがフィールドの値と同じかそれより小さい必要があ
ります。たとえば、条件を98以下のノートベロシティにする場合などです。

Â 以上（>=）： 条件を満たすには、イベントがフィールドの値と同じかそれより大きい必要があ
ります。たとえば、条件をC#3以上のノートピッチにする場合などです。

Â 範囲内： 条件を満たすには、イベントは値の2つのフィールド（たとえば、イベント位置また
はノートピッチ）の範囲内にある必要があります。

Â 範囲外： 条件を満たすには、イベントは値の2つのフィールド（たとえば、イベント位置また
はノートピッチ）の範囲外にある必要があります。

Â マップ： ほとんどの条件は数値的な関係があり、受信したMIDIイベントの値が条件を満たす
場合に条件が満たされます。この最後の条件の「マップ」は、それとは少し異なります。2つ
の数値パラメータを指定し、受信した値がまずマップによって変換され、マッピングされた値
が作成されます。次にマッピングされた値と2つのパラメータとを比較し、この値が2つのパ
ラメータの範囲内にあるかどうかを調べます。この範囲内にあるマッピングされた値を持つ受

信イベントだけが条件を満たし、それ以外のイベントは条件を満たしません（480ページの
「マップを使う」を参照）。

選択条件の値を設定するには：
m マウスをスライダのように使うか、フィールドに直接値を入力します。
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操作を定義する
操作領域では、選択条件を満たすイベントに対して加える変更を設定します。選択条件ポップ

アップメニューの場合と同様に、該当するイベントパラメータのフィールドで操作を選択しま

す。選択した操作によって、値フィールドが1つまたは 2つ表示されます。

「状況」イベントパラメータフィールドの操作を設定するには：
m ポップアップメニューをクリックし、「状況」条件の操作を以下の中から選択します：

Â スルー： イベントタイプは変えずに、そのままパス・スルーします。

Â 固定： イベントタイプを変更します。操作領域の「状況」メニューの下に表示されるポップ
アップメニューで、新しいイベントタイプを選択します。フェーダー、メタ、ノート、ポリプ

レッシャー、コントロールチェンジ、プログラムチェンジ、チャンネルプレッシャー、または

ピッチベンドなどのイベントタイプを選択できます。効率よく、イベントのタイプをほかのタ

イプに変換できます。

参考：ノートイベントを変換すると、ノートオンイベントとノートオフイベントの 2種類のイ
ベントが作成されます：

Â マップセット： この設定を選択すると、「状況」条件（ノートイベントなど）を満たすイベン
トが、後続の操作（「チャンネル」、「データバイト1」、「データバイト2」、および「長さ」で）
のマップの制御に使用されます。

Â「データバイト1」の値で、マップ内の位置を選択します。
Â「データバイト2」の値で、このマップ内の位置に値を設定します。

まず「LogicPro」から、位置を示す「#123」およびこの位置の値を示す「#122」のメタイベン
トのペアが送信されます。これらのメタイベントタイプは、別の方法で作成することもできます。

そのほかのイベントパラメータフィールドの操作を設定するには：
m 必要に応じて「チャンネル」、「データバイト1」、「データバイト2」、および「長さ」のパラメー
タフィールドを設定する場合は、以下のいずれかの操作を行います。該当する操作領域のポップ

アップメニューの下にフィールドが1つまたは2つ表示されます。

Â スルー： イベントは変えずに、そのままパス・スルーします。

Â 固定： イベントパラメータを設定された値に固定します。すべてのノートイベントのピッチを
特定のノート値に固定することもできるため、たとえば、ベースグルーブをハイハットパター

ンに変換することが容易になります。

Â 足す： イベントに値を足します。たとえば、すべての受信ノートベロシティに8の値を加算し
て、ノートの音量を上げることができます。

Â 引く： イベントから値を引きます。たとえば、すべてのコントローラから10（パン）イベント
の値を減算して、エレクトリックピアノのステレオスプレッドを狭めることができます。

Â 最小値： この設定値よりも小さいパラメータ値をこの値まで引き上げます。この設定値よりも
大きいパラメータ値は変更されません。たとえば、45 以下のすべてのノートベロシティメッ
セージに適用し、MIDI リージョンのダイナミックレンジを狭めることができます（ソフトな
ノートの音量が上がります）。
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Â 最大値： この設定値よりも大きいパラメータ値をこの値まで引き下げます。この設定値よりも
小さいパラメータ値は変更されません。たとえば、値が100以上のフィルタ・レゾナンス・モ
ジュレージョン・イベントに適用すると、全体的にフィルタを抑えたサウンドになります。

Â 反転： この設定値を基準に、条件を満たすすべてのパラメータ値を入れ替えます（反転しま
す）。この設定値より大きければ、その大きい分を設定値から引いた値になります。逆も同様

です。たとえば、C3に設定すると、E3のノートはG#2に移動します。つまり、C3より4ピッ
チ高いE3 イベントは、C3を基準に 4 ピッチ分下へ反転し、G#2になります。ほかの用途と
して、特定の小節または拍を基準に選択範囲のノートの位置を反転させることもできます。

Â 掛ける： この設定値でパラメータ値を乗算します（小数桁4位までの精度）。「半分のテンポに」
プリセットと組み合わせることで、最も優れた効果が得られます。

Â 割る： この設定値でパラメータ値を除算します（小数桁4位までの精度）。「倍のテンポ」プリ
セットと組み合わせることで、最も優れた効果が得られます。

Â スケール： パラメータ値を最大値で乗算した値に最小値を加えます。つまり、「掛ける」と「足
す」操作を組み合わせたものです。負の値を指定すると、加算ではなく減算が行なわれます。

つまり、乗算した値から値を引くことができます。

Â 範囲： この設定値の範囲外のパラメータ値を範囲の境界値（「最小値」と「最大値」の組み合
わせたもの）に置き換えます。

Â ランダム： この設定値の範囲内で乱数を生成します。

Â +—ランダム： 正数または負数で設定したこの設定値とゼロとの間の乱数を加算します。
Â 逆方向： パラメータ値の範囲内で、パラメータ値を逆方向にします（値は設定できません）。

Â クオンタイズ： この設定値の倍数にパラメータ値をクオンタイズします。

Â クオンタイズ最小値： 「クオンタイズ」と同様ですが、この設定値より小さいパラメータ値は
クオンタイズしません（同じ設定値で、「クオンタイズ」と「最小値」の機能を組み合わせた

場合と同じです）。

Â 指数： パラメータ値を級数的に変化させます。境界値（0と 127）は変わりません。カーブの
形状を設定します。正の値を指定すると、データは指数関数的に処理され、長い間低く抑えら

れていた入力値が急激に上昇します。負の値を指定すると、データは対数関数的に処理され、

長い間高く保たれていた入力値が急激に降下します。

Â クレッシェンド： 「位置」の選択条件に「範囲内」を指定した場合にのみ有効です（クレッシェ
ンドには開始位置と終了位置が必要です）。クレッシェンドを設定したパラメータ値は、設定
値の範囲内で滑らかに変化するようなります。
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Â 相対クレッシェンド： 「位置」の選択条件に「範囲内」を指定した場合にのみ有効です。「ク
レッシェンド」と同様の効果が得られますが、クレッシェンドがかけられる際に、元のパラ

メータ値も考慮され、オリジナルの相対的な感じを保持します。

Â マップを使用： 設定済みのマップを使ってパラメータ値を変換します（以下を参照）。

操作の値を設定するには：
m マウスをスライダのように使うか、フィールドに直接値を入力します。

マップを使う
MIDI値の全範囲（0～ 127）が128本の縦棒で示され、変換の状態を視覚的に把握できます。

つまり、各棒がそれぞれのMIDI値に対応しています（この対応関係は変更可能です）。イベント
タイプと操作は、選択条件領域と操作領域で設定します。

以下に例を挙げて分かりやすく説明します：

Â 各棒はそれぞれ0～ 127の値のMIDIノート番号で表すことができます。

Â デフォルトでは、値 1は値1、値15は値15というように、128本の棒が1対1で対応しています。
これをMIDIノート番号に当てはめ、 60番の棒をC3（中央のC）にすると、61番はC#3、62
番はD3となります。

マップ済みのデフォルトの値は、マップ図の左下の2つのフィールドに表示されます。

Â デフォルト値を変更するには、これらのフィールドの値を直接変更するか、変更する棒を縦に

ドラッグします。どちらの方法で変更しても、該当するフィールド／棒が更新されます。

Â たとえば、60番の棒（中央のC）の値を変更して「マップ先」フィールドに「72」の値が表示
されるようにした場合、変換操作を適用したときにこの値が適用されます。

この結果、60番のMIDIノート番号を含むメッセージは、すべて72番のメッセージに変換され
ます（つまり、C3のノートはすべてC4に置き換わります）。
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マップに関するいくつかの注意事項
マップを表示するには、操作領域でポップアップメニューのいずれかを選択します。選択条件が

適切でない場合、マップは表示されません。

マップは汎用的であるため、あるMIDI値を別の値にマップし直すことができます。

受信するMIDIデータがどのようなタイプであるかは関知しません。データの値だけを扱います。

つまり、1つのマップで、たとえばピッチ、ベロシティ、長さなどの受信ノートイベントの値を
同時に変更できます。

パラメータ値を交換する
「チャンネル」、「データバイト1」、および「データバイト2」の3つのイベントパラメータの各
値をこのグループと異なるパラメータの値に再ルーティングすることができます。 

ソースの値（選択条件の値）をターゲットのパラメータ値で置き換えるには：
m 選択条件領域と操作領域の間に引かれている線のポイントをクリックします。

クリックを繰り返すと、ターゲットが切り替わります。

参考：値は、操作を実行する前に交換されます。
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独自のトランスフォームセットを作成する
ユーザのトランスフォームセットに、独自のトランスフォーム設定を作成できます。

ユーザのトランスフォームセットを作成するには：
1 「プリセット」ポップアップメニューから「**初期化されたユーザセットを作成してください！

**」を選択します。

2 選択条件を設定します。 

3 操作を設定します。

4 「使用していないパラメータを隠す」チェックボックスを選択します。これにより、このトラン
スフォームセットに必要のない（混乱の原因になるような）条件と操作を誤って変更してしまう
ことを防止できます。

5 「プリセット」メニューの「新規パラメータセット」（番号）をクリックします。トランスフォー
ムセットの新しい名前を入力します。

これで、このトランスフォームセットは、このプロジェクトのすべての「トランスフォーム」ウ
インドウで、「プリセット」リストの一番下に表示されるようになります。また、トランスフォー
ムセットを1つまたは複数のテンプレートプロジェクトに保存することもできます。こうしてお
けば、将来のプロジェクトでこのトランスフォームセットを使うことができます。

∏ ヒント：既存のトランスフォームセットの名前を変更すれば、元のトランスフォームセットと
同じ内容のトランスフォームセットが新しく作成されます。既存の（ソース）トランスフォー
ムセットは保持されます。

別のプロジェクトからトランスフォームセットを読み込む
別のプロジェクトからトランスフォームセットを読み込んで、以前に作成したトランスフォーム
プリセットをすばやく使用することができます。この機能を使って、既存のトランスフォーム
セットを新しいテンプレートプロジェクトに追加することもできます。

別のプロジェクトからすべてのトランスフォームセットを読み込むには： 
1 メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「設定を読み込む」と選択しま
す（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトはOption＋コマンド＋Iキーです）。

2 「設定を読み込む」ダイアログボックスの下側で、「トランスフォームセット」以外のすべての
チェックボックの選択を解除します。

3 読み込むトランスフォームセットが含まれているプロジェクトの保存場所を参照して、選択し
ます。

4 「開く」ボタンをクリックすると、トランスフォームセットが現在のプロジェクトに読み込まれ
ます。読み込んだトランスフォームセットの名前はそのまま保持されて、「プリセット」リスト
の一番下に表示されます。

5 さらに、ほかのプロジェクトからトランスフォームセットを読み込む場合は、上記のステップを
繰り返します。
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6 プロジェクトまたはテンプレートを保存します。

使用例
以下のセクションでは、実際の使用例をいくつか挙げて「トランスフォーム」ウインドウの使い

かたを説明します。

ノートのベロシティと一致する値でモジュレーションホイールコントローラのイベント（#1）を
追加するには：
これは、ノートの開始位置と終了位置を後ろに 1ティック自動的にずらして、ノートイベント同
士が重ならないようにする処理です。

1 「トランスフォーム」ウインドウで以下の設定を選択します：

Â「モード」メニュー： 「選択したイベントをコピーして操作を実行」を選択します。

Â 選択条件領域： 「状況」を「ノート」に設定します。

Â 操作領域 

Â「位置」を「足す」に設定し、その下のフィールドに「1」の価を入力します。
Â「状況」を「固定」に設定し、その下のメニューで「コントロール」を選択します。

参考：MIDIノートイベントをコントローライベントに変換すると、ノートオンイベントとノー
トオフイベントの2つのコントローライベントが作成されます。

Â「ピッチ」を「固定」に設定し、その下のフィールドに「1」の値を入力します。これによ
り、データバイト1が「1」の値を受信します（先頭のデータバイトにコントローライベン
トのコントローラ番号が設定され、モジュレーションホイールのイベントは「#1」となり
ます）。

これらの設定を分析すると、すべてのノートイベントが操作で選択されていることが分かりま

す。各ノートイベントのコピーが作成されます。このコピーのノートイベントは元の位置より1
ティック後ろに移動され、元のノートのベロシティ値を用いてCC#1（モジュレーションホイー
ル）に変換されます。これは、データバイト2の値（ベロシティ）が変更されていないためです。

2 「選択して実行」をクリックします。

ノートベロシティがすべて設定済みの量に固定されているトランスフォームセットを作成する
には：

1 「プリセット」ポップアップメニューから「**初期化されたユーザセットを作成してください！
**」を選択します。
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2 選択条件領域の「状況」メニューを「=」に設定します。

3 下のポップアップメニューから「ノート」を選択します。

4 操作領域の「ベロシティ」メニューで「固定」の設定を選択します。

5 「ベロシティ」メニューの下に表示されている値フィールドでベロシティ値を「127」に変更します。

MIDIノートイベントを MIDIコントローラ1のイベントに変換するには：
1 「トランスフォーム」ウインドウで以下の設定を選択します：

Â「モード」メニュー： 選択したイベントに対して操作を実行

Â 選択条件領域： 「状況」を「ノート」に設定します。

Â 操作領域：

Â「状況」を「固定」に設定し、その下のメニューで「コントロール」を選択します。

参考：MIDIノートイベントをコントローライベントに変換すると、ノートオンイベントとノー
トオフイベントの2つのコントローライベントが作成されます。

Â「ピッチ」を「固定」に設定し、その下のフィールドに「1」の値を入力します。

2 「選択して実行」をクリックします。

MIDIノートイベントのピッチをランダムに変更するには： 
1 「トランスフォーム」ウインドウで以下の設定を選択します：
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Â「モード」メニュー： 選択したイベントに対して操作を実行

Â 選択条件領域： 「状況」を「ノート」に設定します。

Â 操作領域： 「ピッチ」を「+-ランダム」に設定し、その下のフィールドで基準ノートからの最
大ずれ幅を設定します。「12」の値を設定すると、オクターブ上とオクターブ下（つまり、基
準ノートを中心に全体で 2オクターブ）の範囲が設定されます。

2 「選択して実行」をクリックします。

∏ ヒント：ランダム設定を上または下のどちらのか方向に限定するには、ノートの範囲を限定す
るほかのランダムオプションを使用します。

編集操作用にノートを選択するには：
1 「トランスフォーム」ウインドウで以下の設定を選択します：

Â 選択条件領域：

Â「状況」を「ノート」に設定します。

Â「位置」を「範囲内」に設定して、範囲を選択します。

2 「選択のみ」ボタンをクリックします。

指定した範囲内のノートがすべて選択され、それらのカットや移動などができます。 

MIDIリージョンから音量イベント（ MIDICC#7）を削除するには：
1 「トランスフォーム」ウインドウで以下の設定を選択します：

Â「モード」メニュー： 「選択したイベントを削除」
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Â 選択条件領域：

Â「状況」を「コントロール」に設定します。

Â「データバイト1」に「7」の値を設定します。

2 「選択して実行」をクリックします。

リージョンからコントローライベントをすべて削除するには： 
1 「トランスフォーム」ウインドウで以下の設定を選択します：

Â「モード」メニュー： 選択したイベントを削除

Â 選択条件領域： 「状況」を「コントロール」に設定します。

2 変換するMIDIリージョンを選択し、「選択して実行」をクリックします。

1つのピッチのノートから上昇ピッチパターンを作成するには： 
1 「トランスフォーム」ウインドウで以下の設定を選択します：

Â「モード」メニュー： 選択したイベントに対して操作を実行

Â 選択条件領域：

Â「状況」を「ノート」に設定します。

Â「位置」を「範囲内」に設定し、範囲を指定します（「クレッシェンド」には開始位置と終了

位置が必要なため、「位置」の選択条件が「範囲内」に指定されている場合にのみ有効です）。

Â 操作領域： 「ピッチ」を「クレッシェンド」に設定し、その下のフィールドに「D0」と「G6」
の値を入力します。

2 「選択して実行」をクリックします。
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21 サンプルエディタでオーディオを
編集する

サンプルエディタを使うと、録音したオーディオデータをさらに細か
いレベルで選択し、手を加えて磨き込むことができます。

サンプルエディタでは、サンプルレベルで細かくオーディオファイルを調整することができま

す。サンプルレベルにまで精度を上げると、オーディオ素材に含まれたポップ音やクリック音を

削除することも、ループ再生のクロスオーバーポイントを精密に設定することも可能になります。

また、サンプルエディタには、「DigitalFactory」と呼ばれる一連のオーディオ処理ツールを含
むツールがあります。タイムストレッチやピッチシフト、オーディオクオンタイズ、オーディオ

からのピッチおよびリズム情報の抽出などを実行できます。抽出したピッチ情報やリズム情報

は、ほかのオーディオデータやMIDIデータにも適用できます。

このほかにも、リバース、無音個所を基にしたオーディオデータの自動スライス、レベルの最適

化といったサンプル処理を行うことができます。

重要：サンプルエディタでは、データはすべて破壊的に編集、処理されます。つまり、オーディ
オファイルは実際に変更されます。実行した編集や処理コマンドを取り消す機能はありますが、

オリジナルのオーディオファイルではなく、そのコピーで作業する習慣を身に着けておきましょ
う。用心に越したことはありません。

ルーラ

情報ディスプレイ

波形ディスプレイ

アンカー

再生ヘッドリージョン領域 波形オーバービュー

再生ボタン ループボタン





488 第21章    サンプルエディタでオーディオを編集する



オーディオファイルを再生する
サンプルエディタに表示されているオーディオのセクションを再生し、聞きながら編集する方法

には、さまざまなものがあります。プロジェクトの再生ヘッドの位置とは関係なくオーディオを

再生することができます。選択したオーディオパッセージをプロジェクトのコンテキストで再生

する場合は、通常の操作と同じくトランスポートの再生コントロールを使います。

サンプルエディタでのモニタリングには、ミキサーの試聴チャンネルを使用します。試聴チャン

ネルには、「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤーからアクセスできます。最

も番号の大きいオーディオチャンネルストリップの右側に表示されます。

主な再生コマンド
上記で説明した通り、サンプルエディタでのオーディオ再生はプロジェクトの再生ヘッドの位置

とは無関係です。そのため、オーディオをさまざな方法で再生できるので、選択や編集が簡単に

なります。

アクティブな選択エリアで再生を開始するには：
m 再生ボタンをクリックします（または、「選択範囲を再生／停止」キーコマンドを使います）。

ルーラ上の任意の個所をダブルクリックすると、その位置からオーディオファイルの再生が開始

され、現在の選択範囲の最後まで再生されます。選択範囲以外の個所をダブルクリックした場合

は、オーディオファイルの最後まで再生されます。

選択範囲を続けて繰り返し再生するには：
1 再生ボタンの横にあるループボタンをクリックします。

このボタンをクリックすると、オーディオの現在の選択範囲が繰り返し再生されます。

2 再生ボタンをクリックします（または、「選択範囲を再生／停止」キーコマンドを使います）。
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ループ再生中に、選択範囲の開始位置と終了位置を変更できます。たとえばドラムループの開始

位置と終了位置を編集し、完璧にループするまで調整できます。ループの編集結果に満足したら、

「編集」＞「選択範囲->リージョン」機能と選択して、選択範囲を新しいリージョンにすること
ができます。

オーバービューで再生を制御するには：
m 再生の開始位置をクリックしたままホールドします。マウスのボタンを放すと、再生は停止し

ます。

オーバービューをクリックすることで、どの位置からでも再生のモニタリングを開始できます。

オーディオをスクラブするには：
m ルーラをクリックしながら、マウスを移動します。

マウスの動きの速度と方向に従ってオーディオが再生されます。

詳細な再生コマンド
さまざまな詳細再生オプションとして、以下のキーコマンドを使うことができます：

Â すべてを再生／停止（デフォルト： Shift＋Control＋ Option＋スペースバー）： 現在の選択範
囲に関係なく、オーディオファイル全体を再生します。

Â 開始／停止リージョン： 選択範囲に関係なく、オーディファイルのリージョンの開始位置と終
了位置の間で再生を切り替えます。

Â「リージョンをアンカーまで再生／停止」（デフォルト：Shift＋Control＋スペースバー）およ
び「リージョンをアンカーから再生／停止」（デフォルト：Control＋Option＋コマンド＋ス
ペースバー）： これらのコマンドを使って、アンカーの前後の個所を聞きながらリージョンの

アンカー位置を確認します。
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オーディオファイル内を移動する
サンプルエディタにはさまざまなナビゲーション機能があり、オーディオファイルの特定の個所

へ移動したり、それらの個所を表示したりすることができるため、選択や編集を効率的かつ正確

に行うことができます。

サンプルエディタの下端と右端にあるスクロールバーを使って、詳細波形ディスプレイを通常の

方法でスクロールします。

拡大／縮小コントロールの使いかたもほかのウインドウと同じです。

オーバービューをクリックすると、サンプルエディタの再生ヘッド周辺の領域を詳細波形ディス

プレイで表示できます。波形ディスプレイの拡大／縮小レベルや選択範囲に関係なく、オーバー

ビューには常にオーディオファイルの全体が表示されます。

オーディオファイル内の特定の位置にすばやく移動する
オーディオファイル内の特定の位置に移動するには、以下のコマンドを使うと便利です。これら

のコマンドは、サンプルエディタの「編集」メニューにあります。また、コマンドによっては、

対応するキーコマンドが用意されています。

Â 選択部分の先頭に移動（デフォルトのキーコマンド：←キー）

Â 選択部分の末尾に移動（デフォルトのキーコマンド：→キー）

Â リージョンの先頭に移動

Â リージョンの末尾に移動

Â リージョンアンカーに移動（デフォルトのキーコマンド：↓キー）

オーディオファイル内で音の一番大きい個所に移動するには：
m 「機能」＞「ピークを検出」と選択し（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルト

はShift＋ Pキーです）、現在選択しているリージョンをスキャンして、振幅値が最大のサンプル
ビットを検索します。

波形ディスプレイで、このビットに再生ヘッドが置かれます。

オーディオファイル内の無音パッセージに移動するには：
m 「機能」＞「無音部分を検出」と選択し（または、対応するキーコマンドを使います。デフォル

トはShift＋Sキーです）、選択しているオーディオファイル（または選択範囲）をスキャンして
無音（デジタルゼロ）を含む部分を検索します。

最初の無音部分の開始位置に再生ヘッドが移動します。

このコマンドを繰り返し実行すると、オーディオファイル内のすべての無音部分を選択、削除、
または修正することができます。
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X軸スケールとY軸スケールを変更する
サンプルエディタの Y 軸（縦軸）スケールでは、波形の振幅をパーセンテージまたはサンプル
ビットの単位で表示できます。

振幅スケールをサンプルビット単位で表示するには：
m 「表示」＞「アンプリチュードサンプル値」と選択して、表示の設定を有効にします。

振幅スケールをパーセンテージ単位で表示するには：
m 「表示」＞「アンプリチュードパーセンテージ」と選択して、表示の設定を有効にします。

振幅の表示設定には、Controlキーを押しながら振幅スケールをクリックする方法もあります。 

X軸（横軸）スケール（ルーラ）には、オーディオファイルの時間経過が表示されます。

時間スケール（横軸）を変更するには：
m 「表示」メニューまたは時間スケールのショートカットメニュー（ Controlキー押しながらルーラ
をクリック）で、以下のいずれかのスケール単位を選択します：

Â「表示」＞「サンプル」： プロジェクトまたはオーディオファイルの開始位置からのサンプル
ワード数を表示します。

Â「表示」＞「分 : 秒 : ミリ秒」： プロジェクトまたはオーディオファイルの先頭を起点に「時間:分
:秒:ミリ秒」で表示します。

Â「表示」＞「SMPTEタイム」： スケールをSMPTE時間の形式「時間:分 :ミリ秒:フレーム数」で
表示します。

Â「表示」＞「小節／ビート」： ほかのウインドウのバールーラと同じように、小節数、拍数、
ディビジョン数、ティック数などの単位でスケールを表示します。ゼロポイントは「1111」
で示されますが、長さは「0000」から計測されます。

参考：表示形式を変更すると、ヘルプタグや情報表示に表示される情報の内容も変わります。

パーセンテージ単位の

スケール表示

サンプルビット単位の

スケール表示
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絶対時間と相対時間
サンプルエディタのさまざまな軸スケールは、以下の2つの方法で表示できます：
Â プロジェクトの時間軸の参照（絶対位置）

Â オーディオファイルの開始位置の参照（相対位置）

オーバービューと波形ディスプレイのルーラの単位は、相対表示の場合、破線で表示されます。

相対表示モードにするには、以下のいずれかの操作を行います：
m オーディオビンからサンプルエディタを開きます。

m サンプルエディタでリンクモードを有効にし、オーディオビンでリージョンを選択します。

再生部分の開始位置が自動的にゼロの値（「小節／ビート」表示の場合は「1111」の位置）に
割り当てられます。位置マーカーラインが点線になっており、時間的な関連性が存在しないこと

が示されます。

参考：これは必ずしも実際の再生ヘッドの位置と一致しません。残りのすべての音楽部分の計算
には、対応する位置の現在のプロジェクトのテンポが使用されます。

絶対表示モードにするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「アレンジ」ウインドウからサンプルエディタを開きます。
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m サンプルエディタでリンクモードを有効にし、アレンジ領域でリージョンを選択します。

時間は、ゼロの値（「小節／ビート」表示の場合は「1111」の位置）が割り当てられているプ
ロジェクトの開始位置から計測されます。この表示モードでは、絶対（プロジェクト）時間が

ルーラに表示されます。

波形をサンプルビットで表示する
詳細波形ディスプレイの拡大率を上げていくと、通常の波形表示から、記録されているデジタル

データの構造を示す表示に切り替わります。たとえばクリック音やポップ音を録音から取り除く

場合は、この表示モードにすると作業がやりやすくなります。

波形をサンプルビットで表示するには：
m 「表示」＞「サンプル＆ホールドとして表示」と選択し、有効にします。
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選択する
サンプルエディタのコマンドは、オーディオファイルの現在の選択範囲に適用されます。現在の

選択範囲の開始位置と長さは、オーバービューの上の情報表示に表示されます。

ディスプレイフィールド内の開始位置と長さの表示形式は、選択した「表示」メニューの表示設

定と一致します。

∏ ヒント：前のセクションで説明したナビゲーションオプションを使うと、選択の手間を省くこ
とができます。

オーディオファイル全体を選択するには：
m 「編集」＞「すべてを選択」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォ

ルトはコマンド＋Aキーです）。

オーディオファイルの特定の部分を選択するには：
m 波形ディスプレイで選択範囲の開始位置または終了位置をクリックしてホールドし、左または右

へドラッグします。

選択する際に、開始位置と長さが（サンプルワードとして）ヘルプタグに表示されます。

既存の選択範囲の開始位置と終了位置を調整するには：
m


Shiftキーを押しながら選択範囲をクリックすると、開始位置または終了位置を調整できます。

クリック位置と選択範囲の開始位置または終了位置との距離によって、開始位置と終了位置のど

ちらの境界位置を調整するかが決まります。近い方の境界が選択されます。

情報表示
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∏ ヒント：Option＋Shiftキーを押しながら操作すると、近い境界位置ではなく、クリック位置か
ら遠い方の境界位置を調整できます。

選択範囲を移動するには：
m


Option キーを押しながら選択範囲をクリックしてドラッグすると、長さを変えずに選択範囲全
体を移動できます。

リージョンを使って選択範囲を指定するには： 
1 オーディオビンまたはアレンジ領域で、リージョンを選択します。

2 「編集」＞「リージョン->選択範囲」と選択します。

この機能は、編集をたくさん行った後などにリージョン全体を再選択して繰り返し再生する場合

に使います。

逆の処理も可能です。既存のリージョンの長さを再定義するには、「編集」＞「選択範囲->リー
ジョン」と選択します。

コピー、ペースト、削除、カットする
オーディオファイルで範囲選択すると、「編集」メニューの「カット」、「コピー」、「ペースト」、

および「削除」など、通常の編集コマンドを使って、選択範囲をカット、コピー、ペースト、お

よび削除できます。

重要：「コピー」以外のコマンドは、すべてオーディオファイルのデータそのものを書き換えま
す。つまり、破壊編集を施すコマンドです。

カット
選択範囲のパッセージをオーディオファイルから削除し、クリップボードにコピーします。選択

範囲以降の部分は前に（オーディオファイルの開始位置側へ）詰められます。

コピー
選択範囲のパッセージをクリップボードにコピーします。選択範囲そのものは元の位置に残した

ままです。

ペースト
クリップボード内のデータをカーソル位置に追加します。ペースト（挿入）位置以降にもオー

ディオデータがあれば、クリップボードの内容を挿入できるよう、後ろに（オーディオファイル

の終了位置側へ）ずらして間を開けます。

削除
選択範囲を消去しますが、クリップボードにはコピーしません。選択範囲以降の部分は前に（オー

ディオファイルの開始位置側へ）詰められます。

警告：ペースト先に選択状態になっている範囲があれば、その部分を削除してクリップボード
の内容で置き換えます。
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オーディオの破壊編集と処理
以下のセクションでは、標準のオーディオ処理のコマンドとタスクの使いかたについて説明しま

す。オーディオファイルの音量レベルのノーマライズ、リバース、フェード、および変更などが

あります。オーディオの詳細処理オプションの詳細については、504ページの「DigitalFactory
を操作する」を参照してください。

いずれのサンプル編集機能も、通常、キーコマンドで処理実行するときに確認を求める警告が表

示されます。

この安全機能を無効にするには：
m 「環境設定」＞「オーディオ」＞「サンプルエディタ」と選択し、「キーコマンドで機能を実行す

る前に警告」チェックボックスの選択を解除します。

鉛筆ツールでポップ音とクリック音を修正する
詳細波形ディスプレイで、鉛筆ツールを使って手作業でクリック音やポップ音、クリッピング音

を修正できます。

鉛筆ツールを使ってポップ音とクリック音を修正するには： 
1 オーバービューをクリックし、対象の波形セクションへ移動します。

∏ ヒント：ポップ音やクリック音の発生個所はオーディオファイル内で大きな音量レベルになっ
ているため、「機能」メニューの「ピークを検出」コマンドを使って簡単に見つけることができ

ます。

2 拡大／縮小コントロールを使って、修正する波形部分を拡大します。

3 矢印ツールを使って、ポップ音またはクリック音の前後のオーディオをスクラブします。

これにより、処理が必要な個所を正確に特定することができます。 

4 鉛筆ツールで左から右へドラッグし（上下の動きも含む）、波形スパイクに新しい形状を描きま

す。処理したセクションのエッジは自動的にスムーシング処理されます。ステレオ波形の両側を

処理する場合は、Optionキーを押します。
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マウスボタンを放す前であれば、マウスを左へ動かすことでドローした波形を元の波形に戻すこ

とができます。

オーディオファイルの音量を変更する
「ゲインを変更」コマンドを使ってオーディオファイルの音量を変更することができます。通常、

このコマンドはオーディオファイル全体に適用されますが、オーディオファイルの一部の音量を

上げることができます。

オーディオファイルの全体または選択範囲の音量を指定した分だけ増減するには： 
1 「機能」＞「ゲインを変更」と選択します。

2 「ゲインを変更」ダイアログボックスで、設定を選択します：

Â 必要なレベルに変更するには、いずれかの「相対的に変更」の上向きまたは下向き三角形をク

リックするか、フィールドに直接入力します。値は、パーセンテージまたはデシベルのいずれ

かで指定できます。

Â「最大値を検出」ボタンをクリックして、音量レベルが一番高い個所を検索します。これによ

り、オーディオファイルの音量変更に使われる値が自動的に設定されます。ゲインを変更して

（「相対的に変更」フィールドに表示される値で）得られる最大レベルが「絶対値の結果」フィー

ルドに表示されます。

3 「変更」をクリックして（またはEnterキーを押して）、ゲイン変更を実行します。

重要：デジタルクリッピングが発生するため、ゲイン変更は100％の値を超えないようにしてく
ださい。

オーディオファイルをフェードする
オーディオファイルの全体または選択範囲に対してフェードインまたはフェードアウトを破壊

的に適用できます。フェードインまたはフェードアウトの時間は、オーディオファイル内の選択

範囲で決まります。

フェードインまたはフェードアウトを適用するには： 
1 この章の最初の方で説明した選択方法のいずれかを使って、フェードインまたはフェードアウト

領域の長さを決定します。

Â フェードイン： 選択範囲の開始位置の音量をゼロに設定します。フェードインは、選択範囲の
長さだけ適用されます。

Â フェードアウト： 選択範囲の終了位置の音量をゼロに設定します。フェードアウトは、選択範
囲の長さだけ適用されます。
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2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「機能」＞「フェードイン」と選択し（デフォルトのキーコマンドはControl ＋ Iキーです）、
フェードインを作成します。

Â「機能」＞「フェードアウト」と選択し（デフォルトのキーコマンドはControl＋ Oキーです）、
フェードアウトを作成します。

∏ ヒント：「サイレンス」機能（498ページの「オーディオファイル内の一部分を無音にする」を
参照）を使って無音パッセージから不要なバックグラウンドのノイズを削除した場合は、無音

の開始位置と終了位置にわずかな音量の断差が生じます。このような場合、信号の開始位置の

周り（前後）を拡大表示して選択し、「フェードイン」機能を実行します。

フェードのカーブを調整するには：
1 「機能」＞「設定」と選択し、「機能の設定」ウインドウを開きます。 

2 「カーブ」値を編集し、フェードインまたはフェードアウトのカーブ形状を変更します。 

3



S字カーブを作成しない場合は、「S字カーブ」チェックボックスの選択を解除します。

「LogicPro」を終了すると、これらの設定は自動的に環境設定に保存され、すべてのプロジェク
トに適用されます。

∏ ヒント：通常のフェード（トラックの最後のフェードアウトなど）は、ミキサー、オートメー
ション、またはハイパードロー機能でも設定できます。「アレンジ」ウインドウのクロスフェー

ドツールは、より詳細なフェードを柔軟に設定できる非破壊オプションです（342ページの
「オーディオリージョン上でクロスフェードとフェードを作成する」を参照）。

オーディオファイル内の一部分を無音にする
オーディオファイル内の一部分を無音にするには、「カット」または「削除」コマンドを使って

オーディオファイルの選択範囲からすべてのデータを削除する方法でなく、「無音」コマンドを

使ってすべての振幅値をゼロに設定します。この機能は通常、無音パッセージからバックグラウ

ンドにある不要なノイズを削除する場合に使用します。

オーディオファイルの選択範囲を無音にするには：
m 「機能」＞「無音」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトは

Control＋ Deleteキーです）。
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オーディオファイルの選択範囲をリバースする
「逆方向」コマンドは通常、オーディオファイル全体に適用し、たとえばシンバルの音などをリ

バースします。オーディオファイルの選択範囲に対して特殊な効果を与えるオプションとしても

使用できます。たとえば、ファイルの最後のリバーブ残響をリバースしてコピーし、ファイルの

前にペーストすることができます。

オーディオファイルの選択範囲をリバースするには：
m 「機能」＞「逆方向」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトは

Control＋ Option＋ Rキーです）。

オーディオリージョンをトリミングする
「トリム」コマンドを使って、オーディオファイルの最初と最後にある不要なパッセージ（主に

無音部分）を削除することができます。また、リージョンに使われていないオーディオファイル

の一部を削除するときにも使用できます。

オーディオファイルの選択されていない範囲を消去するには：
m 「機能」＞「トリム」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトは

Control＋ Tキーです）。

重要：削除する部分に、必要なリージョンが含まれていないことを確認してください。選択範囲
外のリージョンが消去されます。リージョンの一部が選択範囲の外にある場合、その部分は削除

され、リージョンの長さが短くなります。アレンジ領域でそのようなリージョンを使用している

場合は、警告メッセージが表示されるので、「トリム」コマンドをキャンセルすることもできます。

オーディオファイルをノーマライズする
ノーマライズとは、デジタル信号の最大レベルを指定した量に上げる処理です。通常、歪みが生

じない範囲で、可能な限り高いレベルにします。

∏ ヒント：ノーマライズ処理の結果、音量が急に高くなるので、ノーマライズの開始位置と終了
位置には通常、前後のオーディオデータにつながっていない個所を指定します。そのため、開

始位置と終了位置は、音のギャップの直前または直後に置く必要があります。

オーディオファイル内の選択範囲をノーマライズするには：
m 「機能」＞「ノーマライズ」と選択します（または、「ノーマライズ」キーコマンドを使います。

デフォルトはControl＋ Nキーです）。

「LogicPro」では、現在の選択範囲で最も高い音量になっている個所を検索し、可能な最大レベ
ルとの差を割り出します。選択範囲のレベルは、この差だけ上げられます。オーディオパッセー
ジ内のサンプルレベルの動的な関係は、そのまま変わりません。
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「機能」＞「設定」と選択して（または「ノーマライズ」ダイアログボックスの「設定」ボタン

をクリックして）「機能の設定」ウインドウを開き、目的のレベルに設定します。

いずれかの「ピーク」フィールドに、パーセンテージまたはデシベルで最大レベルを指定します。

∏ ヒント：後からEQで全体の信号レベルを上げるとクリッピングが発生することがあるので、
「ピーク」フィールドには100％（0dB）を設定しないでください。通常、ミキシングやエフェ
クト処理などほかのオーディオ処理を行うために、少なくとも3～6dBの余裕を持たせます。

「LogicPro」を終了すると、これらの設定は自動的に環境設定に保存され、すべてのプロジェク
トに適用されます。

選択範囲の位相を反転する
「反転」コマンドは、位相キャンセルのエラーを補正する場合や、調子はずれの複数の信号（ま

たはコーラスエフェクトで処理された複数の信号）をモノラルにミックスダウンする場合に、非

常に便利です。

現在の選択範囲のすべてのオーディオ素材の位相を完全に反転するには：
m 「機能」＞「反転」と選択します。

振幅のすべての負の値が正の値になり、正の値が負の値になります。

参考：個別に聞いた場合は、この処理によるファイルの変化はないように聞こえます。この処理
の効果は、オーディオ素材に大きく左右されます。

∏ ヒント：「反転」機能を使ってモノ／ステレオの録音をデコードできますが、この処理には
DirectionMixerプラグインを使う方が簡単です。このプラグインの詳細については、
「Logic Studio 音源およびエフェクト」を参照してください。

DCオフセットを削除する
オーディオ・インターフェイス・ハードウェアのなかには、オーディオ信号に直流（DC）成分
を乗せてしまうものがあります。この結果、波形の中心部分が上にずれる現象が起き、これはサ

ンプルエディタでもはっきり確認できます。

これが原因で、オーディオリージョンの開始位置と終了位置にクラックルノイズが生じることが

あります。

振幅のゼロラインからずれないように波形を設定するには：
m 「機能」＞「DCオフセットを削除」と選択します。
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プロジェクトのテンポを調整する
アレンジ領域の自動テンポ調整機能と同様に、「機能」＞「選択範囲とロケータでテンポを調節」

と選択すると、サンプルエディタのロケータの現在の位置と選択範囲に合わせてプロジェクトの

テンポを調整できます。

処理は、アレンジの機能（ 524ページの「オーディオリージョンに合わせてプロジェクトのテン
ポを調整する」を参照）を利用した場合と似ていますが、リージョンの全長ではなく、サンプル

エディタのオーディオファイルの選択範囲に適用されます。

サンプルループの各機能
EXS24mkII サンプラーでは、「編集」＞「サンプルループ-> 選択範囲」、「編集」＞「選択範囲
->サンプルループ」、および「編集」＞「サンプルループをオーディオファイルに書き込み」が
理想的です。EXS24mkII の詳細については、「Logic Studio 音源およびエフェクト」を参照し
てください。

また、これらのループ機能を使って、ファイルのヘッダにループ設定を含むオーディオファイル

を作成できます。これにより、ファイルヘッダのループ情報を読み出すことができるアプリケー

ションでこれらのファイルを使用することができます。

選択コマンドを使って、開いているオーディオファイルの領域を選択するか、書き込みコマンド

を使ってオーディオファイル（ファイルヘッダに格納されているループ情報を除く）を保存する

だけです。

サンプルエディタの編集ステップを元に戻す
サンプルエディタ機能のほとんどは破壊的で、ハード・ドライブに保存されているファイルを変

更します。これでうまく処理できない場合は、もちろん、取り消し機能を使うことができます。

元のオーディオファイルと編集内容とを比較する（または元に戻す）には：
m 「編集」＞「取り消す」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルト

はコマンド＋Zキーです）。

サンプルエディタの取り消し機能は、プログラムのほかの部分とは関係なく動作するので、アレ

ンジで編集を実行でき、そこで変更できます。サンプルエディタを再度開く（またはアクティブ

ウインドウで行う）と、取り消し機能をサンプルの最後の破壊編集に利用することができるよう

になります。

データ変更処理を途中でキャンセルする場合は、コマンド＋ピリオドキーを押します。編集機能
が部分的に実行された場合でも、オーディオファイルは元の状態に戻されます。
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環境設定で取り消し機能を設定する
サンプルエディタの取り消し機能に関しては、「環境設定」＞「オーディオ」＞「サンプルエディ

タ」タブで以下のような設定ができます：

Â 終了時に取り消し履歴を消去： 「LogicPro」の終了時に、編集したすべてのオーディオファイ
ルについて、「取り消し履歴」を自動的に削除します。

Â 取り消し履歴に選択項目の変更を記録： サンプルエディタで選択範囲を変更する操作の取り
消しとやり直しが可能になります。

Â 取り消し履歴にノーマライズ操作を記録： ノーマライズ処理の際、取り消し用のファイルを作
りたくない場合は選択を解除します。ノーマライズは通常、サンプル編集の最終段階で行うの

で、このパラメータを選択していると、取り消し履歴が破棄されるおそれがあります。安全の

ため、このパラメータを選択し、取り消し用ファイルを作るように設定しておくと、取り消し

用ファイルを作る場合、すでにファイルがあれば警告が表示されます。

Â 取り消し履歴の数： 取り消し回数の最大数です。

Â プロジェクトフォルダに取り消しファイルを保存： 取り消し履歴を現在のプロジェクトと同
じサブフォルダに保存する場合は、このパラメータを選択します（デフォルトでは選択されて

います）。

Â グローバルな取り消しファイルのパス： すべての取り消し履歴ファイルを1個所（ユーザ定義
フォルダ）に保存します。上記の「プロジェクトフォルダに取り消しファイルを保存」パラ

メータが選択されていない場合に有効です。

バックアップファイルを手動で作成する
さまざまな機能を用いて、編集中のファイルのバックアップを手動で作成したり、必要に応じて

編集中のファイルをバックアップに置き換えたりすることができます。

取り消し履歴機能と標準の取り消し機能を使ってファイルを元の状態に戻すこともできますが、

ファイルの処理や編集を行う前にバックアップファイルを作成しておくよう習慣付けてくださ
い。バックアップファイルがあれば、処理エラーなどの不測の事態が発生しても、貴重なオー

ディオデータのコピーを安全に確保することができます。
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作業中のオーディオファイルのコピーを作成するには：
m 「オーディオファイル」＞「バックアップを作成」と選択します（デフォルトのキーコマンドは

コマンド＋Bキーです）。

オーディオファイルのコピー（拡張子は「 .dup」）をソースファイルと同じフォルダに作成します。

バックアップファイルの状態に戻すには：
m 「オーディオファイル」＞「バックアップに復帰」と選択します（デフォルトのキーコマンドは

Shift＋コマンド＋Bキーです）。

現在のオーディオファイルがバックアップに置き換えられます（バックアップを取っておいた場

合）。

重要：「取り消す」コマンドでこの処理を取り消すことはできません。

コピーをほかの場所に別名で保存するには：
1 「オーディオファイル」＞「コピーを別名で保存」と選択します。

2 「コピーを別名で保存」ダイアログボックスで、設定を選択します。

保存するファイルのサンプルレート、ビット数、ファイルフォーマット、ステレオ変換、および

ディザタイプを設定できます。ダイアログボックスにある「作成したファイルをビンに追加」オ

プションを選択すると、保存したファイルがオーディオビンに追加されます。

3 オーディオファイルを保存する場所（ハードディスクとフォルダ）を参照し、名前フィールドに

オーディオファイルの名前を入力します。

4 「保存」ボタンをクリックします。
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選択範囲を新しいオーディオファイルとして保存するには：
m 「オーディオファイル」＞「選択範囲に名前を付けて保存」と選択します（または、対応するキー

コマンドを使います。デフォルトはShift＋コマンド＋Sキーです）。 

「選択範囲に名前を付けて保存」ダイアログボックスのファイル変換関連オプションは、「コピー

を別名で保存」ダイアログボックスのものと同じです。保存したファイルをオーディオビンに追

加することもできます。

DigitalFactoryを操作する
サンプルエディタには、「DigitalFactory」と呼ばれる一連のオーディオ処理ツールがあります。
タイムストレッチやピッチシフト、オーディオクオンタイズ、オーディオからのピッチおよびリ

ズム情報の抽出などを実行できます。抽出したピッチ情報やリズム情報は、ほかのオーディオ

データやMIDIリージョンまたはイベントにも適用できます。 

DigitalFactoryの機能は、サンプルエディタの「ファクトリー」メニューから呼び出すことがで
きます。DigitalFactoryには、以下のような共通の機能があります：
Â


DigitalFactoryは、オーディオファイルの選択範囲のみを処理します。オーディオファイルの
選択範囲は、処理したオーディオ素材に置き換えられます。

Â


DigitalFactoryで処理中のファイルを再生することもできますが、これを行うと処理が遅くな
ります。処理中に処理の進捗状況を示すバーが表示されます。

Â 機能によっては、ウインドウに試聴ボタンが付いており、おおよその処理結果を聴いて確認で

きます。（デジタルオーディオハードウェアによっては、この機能を利用できない場合もあり

ます）。

DigitalFactoryの機能には2 種類あり、「マシン」（大きなフロートウインドウ）と「機能」（小
さなフロートウインドウ）という2つのウインドウに分けられています。

各機能はタブ形式になっているので、処理に必要なタブをクリックして機能をすばやく切り替え

ることができます。
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TimeandPitchMachineを使う
TimeandPitchMachine を使用して、タイムコンプレッション／タイムエクスパンションおよ
びトランスポーズなど、オーディオファイルの時間構造を劇的に変えることができます。ピッチ

と同時にフォルマント（楽器の音色を形成する周波数成分）も補正できます。フォルマントはそ

のままでピッチだけ変えると、いわゆる「ミッキーマウス」効果が生じます。

TimeandPitchMachineを起動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファクトリー」＞「TimeandPitchMachine」と選択します（または、対応するキーコマンド
を使います。デフォルトはControl＋Pキーです）

TimeandPitchMachineのテクノロジー
TimeandPitchMachine は、デジタルオーディオ素材のスペクトル成分やそのダイナミクス
を分析し、その結果に基づいて処理を行います。高度なアルゴリズムにより、元のスペクトル

分布やダイナミクスをできる限り維持し、位相の変動を抑えます。ステレオファイルの場合に、

左右チャンネルの位相の関係が変わることはありません。重複したサウンドイベントも最小限

に抑えられます。

ただし、リサンプリング（トランスポーズ）を除き、TimeandPitchMachine で行う処理は
「物理的に不可能」なものであることに留意してください。サンプルを引き延ばす場合は、情

報を水増しする必要があります。この情報は、できる限り本物に近付ける必要があります。逆

に、サンプルを短くする場合は、情報を切り捨てることになります。音の特性を維持する上で

必要な情報は、できる限り残す必要があります。サンプルを縮めるより伸ばす方が音の特性を

維持しにくいので、遅いドラムループを速くする方が、その逆より望ましいと言えます。

タイムストレッチあるいはタイムコンプレッションの設定値と実際の結果との間には、多少の

ずれが必ず生じます。これは、音のスペクトルとダイナミクスのインテグリティ（音質）を最

適な状態にするために、ある程度の自由度（遊び）がアルゴリズムに必要だからです。このず

れは数ミリ秒（1bpm以下）程度で、通常は問題になりません。処理対象が長くなっても、ず
れが大きくなるわけではないので、ある程度以上の長さのファイルであれば、ほとんど無視し

てもかまわない程度の違いにしかならないからです。
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m ほかのDigitalFactoryツールを開いている場合は、「TimeandPitchMachine」タブをクリック
します。

良い結果を得るためにTimeandPitchMachineのすべてのパラメータを設定または調整する必
要はありません。ほとんどのパラメータは連動しており、たとえば「テンポ」パラメータを調整

すると「長さ」パラメータの値も変わります（逆の場合も同様です）。

モードとアルゴリズムを選択する
TimeandPitchMachineの「モード」メニューと「アルゴリズム」メニューで、タイムストレッ
チやピッチシフトを処理する際に使用する操作モードとアルゴリズムを定義します。 

TimeandPitchMachineのモード
「モード」メニューで、「フリー」または「クラシック」（デフォルト）のいずれかを選択します。

Â「フリー」モードは、TimeandPitchMachineでは最もよく使われるモードです。このモード
では、タイムコンプレッション／タイムエクスパンションやトランスポーズを自由に、つま

り、各パラメータを完全に独立に設定してオーディオ素材を調整できます。

Â「クラシック」モードは、選択したリージョンをトランスポーズし、テンポも変える場合に使

用します。これはおそらくだれもが聞いたことがある、録音テープの走行速度を変化させたと

きの音をシミュレートしたものです。このモードでは、オーディオ素材のピッチ、音色、再生

速度が変化します。

TimeandPitchMachineのアルゴリズム
「アルゴリズム」メニューでは、処理するオーディオ素材に最も適したアルゴリズムを選択しま

す。以下のいずれかのオプションを選択できます：

Â Version 5： 「Logic5」のアルゴリズムを継承しています。ほとんどの種類のオーディオ素材
に適用でき、独特の個性があるので、特殊な効果を与える場合に役立ちます。

Â 任意の素材： 最も汎用性の高いアルゴリズムです。ほとんどのオーディオ素材に適用できます。

Â モノフォニック： ボーカル、金管楽器、または木管楽器による独奏など、モノフォニック素材
に特化したアルゴリズムです。
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Â パッド： 合唱や弦楽重奏など、倍音成分の多いポリフォニック素材に向いています。

Â リズミック素材： 主にドラムやパーカッションなどのリズミック素材用のアルゴリズムです。
リズムギター、クラビコード、ピアノによる「コンプ（伴奏）」にも使用できます。

Â ビートのみ： パーカッシブ素材のビートタイミングを完全にキープします。ドライな（エフェ
クトがかかっていない）ものであれば、あらゆる種類のドラムループに使用できます。

Â ユニバーサル： あらゆる種類のオーディオ素材を扱える高品質なアルゴリズムです。通常は、
タイムストレッチに使用します。また、オーディオ素材が仕様と完全に一致している場合は、

以下のアルゴリズムを使用しても良い効果が得られます。

Â 複合： オーケストラやファイナルミックスなどの複雑な音楽素材をタイムストレッチする際
に使うと、自然な音が得られます。

Â パーカッシブ： リズミック素材のタイミングを完璧にとるので、ドラムループや倍音成分のな
い打楽器系の素材に最適です。リバーブ処理などで、残響音の長いパーカッシブ素材の場合

は、「ビートのみ」アルゴリズムよりも、この「パーカッシブ」アルゴリズムの方が適してい

ます。また、スタッカートの効いたエレクトリックピアノやクラビコードパートなどのパー

カッシブな演奏スタイルにも適用できます。一方、「ビートのみ」は、ドライなドラムの録音

に向いています。

「テンポ」のパラメータ
「テンポ」パラメータのセクションは2つの欄に分かれています。左の欄（「オリジナル」）には、
オーディオファイルで現在選択している範囲の値が表示されます。右の欄（「処理結果」）には、

目的の値を設定します。

テンポ変更(%)
テンポを変える比率をパーセンテージ単位で指定します。「オリジナル」値はありません。

テンポ
テンポをbpm（1分あたりのビート数）単位で表示します。小節の長さを正しく設定しないと、
「オリジナル」欄に値が適切に表示されないので注意してください。

長さ（サンプル数）
選択範囲の長さをサンプル数で表示します。

他社製のアルゴリズムのサポート
「 LogicPro」のTimeandPitchMachineでは、以下の他社製のプラグインのピッチシフトや
タイムストレッチのアルゴリズムを使用できます：

Â



Serato社： Pitch’nTime

Â



iZotope社： Radius

参考：上記のアルゴリズムをTimeandPitchMachineで使用するには、対応するAudioUnit
プラグインをシステムにインストールし、ライセンス許可を取得する必要があります。
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長さ（SMPTE）
選択範囲の長さをSMPTE時間形式で表示します。

長さ（小節数）
選択範囲の長さを音楽的な値（小節、拍、ディビジョン、ティック）で表示します。編集対象の

リージョンに合うようにプロジェクトのテンポを調整済みの場合、「オリジナル」欄に正しい値

が表示されます。そうでない場合は、自分で値を計算してこの欄に入力する必要があります。

「ピッチ」のパラメータ
トランスボーズの調整幅をセント単位で指定します。倍音成分も含める場合は、その補正量も指

定します。

トランスポーズ（セント）
音素材のトランスポーズの調整幅を、半音の1/100単位（セント）で指定します。100にすると、
半音上に上がります。–1200にすると、1オクターブ下がります。

ハーモニック補正
オーディオをトランスポーズすると、スペクトル全体が一緒にずれます。その際、基音のピッチ

がトランスポーズされるだけでなく倍音成分（フォルマント）もずれるので、楽器の寸法やボー

カリストの身長を大きく、または小さくしたようなサウンドになります。つまり、声を高くすれ
ばミッキーマウス、低くすればダースベーダーのような声になるわけです。

TimeandPitchMachine の「ハーモニック補正」機能を用いれば、フォルマントの不自然なス
ペクトルのずれを補正できます。

「ハーモニック補正」チェックボックスを選択すると、音色（音の特性）を特徴づけるフォルマ

ントが補正されます。つまり、オーディオ素材をトランスポーズしても、元のフォルマントは変

更されません。

したがって、音色（あるいは共鳴体の物理的な大きさ）が保持されるため、自然な響きの音にな

ります。唯一の欠点は、計算に多少時間がかかることです。

参考：「ハーモニック補正」アルゴリズムでは、調和成分と非調和成分を「自主的に判断して」分
離し、それぞれを個別に処理しようとするため、処理結果は元の素材に大きく左右されます。こ

のアルゴリズムは、科学的に厳密なものではなく、複雑なステレオ素材よりもモノフォニックな

素材のほうがうまくいくことが多いのは確かですが、アルゴリズム自体は、複雑にミックスされ

たオーディオ素材にも対応しています。ステレオ録音の左右のチャンネルの位相関係は保持され

ます。
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ハーモニック
上記の「ハーモニック補正」を選択している場合、「ハーモニック」（シフト）パラメータを使っ

て音色を個別に調整できます。単位はセントです（100セントは半音を表します）。
Â「ハーモニック」と「トランスポーズ」の2 つのフィールドを同じ値にすると、補正が行われ
ず、「ハーモニック補正」の機能が選択されていないように聴こえます。

Â「ハーモニック」をゼロにすると、フォルマントが変化しません。これにより、従来のピッチ・

シフト・アルゴリズムによる副作用を抑えることができます。

∏ ヒント：正しいトランスポーズ幅の値を試行錯誤で探す場合は、「ハーモニック補正」の選択を
解除します。正しいトランスポーズ幅の値が見つかったら、すぐに、その同じ値で個別に

「ハーモニック補正」を設定します。

トランスポーズせずにフォルマントをずらす
「ハーモニック補正」機能を使用して、トランスポーズせずにフォルマントのみをずらすことも

できます。これにより、音源の共鳴体の物理的な大きさを変えて、ピッチはそのままに、たとえ

ば女声を男声のように変えたり、男声を女声のように変えたりすることもできます。

この効果（「ジェンダーブレンド」と呼ばれることもある）を使うと、普通では存在しないよう

な巨大な楽器やミニチュア楽器の音を作り出すことができます。薄い音またはもろい音（ギター

など）を太くしたり、周波数応答特性の低いマイクで録音した楽器の音やボーカルの声を補強し

たりすることができます。

ボーカルパートへの適用例として、「ハーモニックシフト」の値を300、「トランスポーズ」の値
を0とすると、実際にはピッチが変化していないのに、音色は半音3つ分下げたように変わりま
す。音高は「C」なら「C」で変わらないのですが、音色が暗くなります。

GrooveMachineを使う
GrooveMachineを使うと、デジタルオーディオ素材のリズム感、スウィング、グルーブを、パー
センテージ単位で指定して変化させることができます。GrooveMachineは生のオーディオデー
タをクオンタイズする機能と言うこともできます。

また、クオンタイズエンジン（516ページの「クオンタイズエンジンを使う」を参照）を使って、
グルーブ感が強すぎるオーディオを厳密にクオンタイズすることもできます。

重要：GrooveMachineを起動する前に、「LogicPro」のテンポが、選択したオーディオ素材の
テンポと同じかどうかを確認してください。テンポが違う場合、GrooveMachineは正常に機能
しません。ただし、「合わせるテンポ」パラメータと「小節の長さ」パラメータを使用すると、
GrooveMachineでテンポと長さを直接設定することもできます。

GrooveMachineを起動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m サンプルエディタで、「ファクトリー」＞「GrooveMachine」と選択します（または、対応する
キーコマンドを使います）。
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m



DigitalFactoryのほかのツールが表示されている場合は、「GrooveMachine」タブをクリックし
ます。

スウィング
スウィング係数を設定します。50％では何も変化しません。通常は55～65％程度にすると適度
なグルーブ感が得られます。

分割の基準
オーディオ素材を8分音符と16分音符のどちらの単位で編集（クオンタイズ）するかを設定し
ます。

「ダウンビートのレベル」と「オフビートのレベル」
オーディオ素材内のダウンビート（またはオフビート）の強弱を指定します。正の値を指定すれ

ば強まり、負の値ならば弱まります。ノーマライズ済みのオーディオ素材のレベルを上げると歪

みが発生するおそれがあります。特にダウンビートは、もともとレベルが高いことが多いので注

意してください。

合わせるテンポ
この値を変更すると、現在の再生ヘッドの位置でプロジェクトのテンポが設定されます。

小節の長さ
選択したオーディオ素材の長さを音楽的な値（小節数、拍数、ディビジョン数、ティック数）で

定義します。

AudioEnergizerを使う
Audio Energizer の目的は、音そのものをあまり変化させず、クリッピングも避けながら、オー
ディオ素材の体感音量（耳に聴こえる音量）を上げることです。単に音量を上げるだけではデジ

タル歪みが生じますが、このアルゴリズムを利用すれば、それを抑えることができます。
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AudioEnergizerが行う処理は、録音レベルを高くしてアナログテープを飽和状態にすることと
似ています。ただし、オーディオ素材に対するデジタル歪みのレベルと影響は、飽和状態のアナ

ログテープよりも大幅に抑えられます。

たとえば、ノーマライズしてダイナミックレンジを最大にしたオーディオファイルに Audio
Energizerを適用し、オーディオチャンネルから再生したとします。この場合、チャンネルのメー
ターが示すレベルは高くなります。つまり、信号の平均エネルギーは増えているわけです。しか

し、信号の最大レベルは変わらないので、ピークレベルはそのまま維持される結果になるのです。

参考：ノイズなどの異常音がオーディオ素材に含まれていると、それも同じように大きくなり、
耳に付くようになることがあります。必要に応じ、エナジャイズしたオーディオファイルを（設

定を低くした）Silencer で処理するか、Denoiser エフェクトプラグインでノイズを取り除いて
ください。

AudioEnergizerを起動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m サンプルエディタで、「ファクトリー」＞「AudioEnergizer」と選択します（または、対応する
キーコマンドを使います）。

m



DigitalFactoryのほかのツールが表示されている場合は、「AudioEnergizer」タブをクリックし
ます。

拡大／縮小率
レベルの平均ブースト量を設定します。0％は変更なしで、値を増やすほどエナジャイズされま
す。適切な値は、オーディオ素材や作業状況、制作者の好みによって異なります。

Â 最初は40～100％程度で試してください。

Â



10％以下では、ほとんど効果はありません。

Â



100％以上にすると、素材によっては好ましくない変化が生じます。
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Â ノーマライズしたファイルに対して、200％以上の値はお勧めできません。サウンドとそのダ
イナミクスに悪影響を及ぼすからです。また、処理時間も大幅に増えることがあります。ノー

マライズしていないオーディオデータであれば、ダイナミックレンジに影響を与えずに全体的

にレベルを上げる余地が残っているため、大きな値を設定する効果はあるかもしれません。

「アタック」と「ディケイ」
この2つのパラメータは、AudioEnergizerのフィルタのスティープネスを指定します。デジタ
ル過ぎるあるいは粗過ぎると感じた場合は、デフォルト値の 2 倍～4 倍に値を設定してくださ
い。オーディオ信号内の主要部分に隠れて、あまり意識されていなかった要素が過度に強調され

た場合、たとえばリバーブ部分が耳に付くようになった場合、そのように聞こえることがあり

ます。

Silencerを使う
Silencerには2つの機能があります。これらを個別に使ったり、組み合わせて使うことができま
す：

Â「ノイズリダクション」機能は、テープノイズを含むあらゆるノイズの音量を低くします。

Â「スパイクの除去」機能は、ポップ音やクリック音など本来の信号でない部分を検出し、抑制

しようというものです。

「スパイクの除去」よりも「ノイズリダクション」の方が、おそらく使う機会が多いでしょう。 

Silencerを起動するには、以下のいずれかの操作を行います：
m サンプルエディタで、「ファクトリー」＞「Silencer」と選択します（または、対応するキーコマ
ンドを使います）。

m



DigitalFactoryのほかのツールが表示されている場合は、「Silencer」タブをクリックします。

ノイズリダクション
「ノイズリダクション」の目的は、オーディオ信号中のノイズ成分を抑制することに加え、本来

の音声信号についても、特に高周波成分を低減することです。
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この処理はシングルエンド型です。つまり、録音済みの素材に適用されるものであり、再生中に

信号をデコードする必要はありません。この方式には、オリジナルの信号に含まれるノイズも処

理できるという利点があります。

「ノイズリダクション」を使うには：
1 「感度」スライダを右端まで移動して、「スパイクの除去」機能を無効にします。

これで、「ノイズリダクション」機能だけが有効になります。

2 スライダを目的の位置にドラッグします。

Â「オフ」にすると、処理は実行されません。

Â「最小」は、最小限必要な処理のみを行います。値が「最小」に近いほど、効果が弱まります。

Â「最大」は、ノイズ成分を可能な限り抑制します。

どの設定が適切かは、オーディオ素材の音質と制作者の好みによります。もともと音質の高い素

材であれば、「最小」またはこれに近い値を設定して編集します。音そのものはごくわずかしか
変化しないはずです。低音質でノイズの多い素材の場合は値を高くするか、「最大」に設定して
処理します。ただし、値を大きくするほど、高音域が低減されてしまいます。

3 「処理」ボタンをクリックして機能を実行します。

参考：Silencer機能は、ノーマライズしたデータに対して最も効果を発揮します。レベルが低い
素材の場合は、この機能を使う前にノーマライズしてください。

スパイクの除去
スパイクの除去機能の目的は、ポップ音、クリック音、デジタルスパイク音などの異常な信号を

検出し、本来の信号と推測されるもののみを抽出して再構成することです。

「スパイクの除去」を使うには：
1 「強度」スライダを右端まで移動して、「ノイズリダクション」機能を無効にします。

これで、「スパイクの除去」機能のみが有効になります。

2 「感度」スライダを目的の位置へドラッグし、オーディオファイル内のスパイク（音の高いビッ
ト）の検出に使用するしきい値を決めます。

Â「感度」スライダを「高」に設定すると、小さなスパイクも認識するようになります。

Â「自動」に設定すると、自動的にしきい値が設定されます。ほとんどの素材はこの設定でカ

バーできます。

Â「低」に設定すると、ほとんどの信号ピークがスパイク音として識別されるようになります。

3 「メソッド」スライダをドラッグして、スパイクの加工方法を選択します。

Â「弱」は最も弱いアルゴリズムで、元の信号をわずかスムースにするだけです。

Â「強」は最も強いアルゴリズムです。明らかな影響をオーディオデータに与えます。
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Â「再ビルド」は、スパイクと認識された個所の信号を捨て、人工的に作り出した推定信号に
置き換えます。信号を合成する際には、該当個所の前後のオーディオ素材も考慮されます。

これらのアルゴリズムはいずれも、スパイクの検出個所にある元の信号をフィルタリングします。

4 「処理」ボタンをクリックして機能を実行します。

パラメータの設定に当たっては、次のような点も考慮してください。「感度」スライダが「高」
（またはこの付近に）に設定されている場合、本来の信号であっても、音が急に変わるとスパイ

クと誤認されてしまうことがあります。オーディオ素材によっては、保持したい信号と除去した

い信号をSilencerで完全に区別することができないこともよくあります。たとえばクリックノイ
ズのように聞こえるバスドラムの音など、スパイク音か本来の音かは、多分に主観的な基準にす

ぎません。また、こうしたサウンドのアタック部分は、レコード盤に発生する静電気ノイズと似

たような音に聴こえることがあります。

∏ ヒント：ポップ音やクリック音について、Silencerを使った処理で満足できる結果が得られない
場合は、鉛筆ツールを使って手動で削除してください。

オーディオをMIDIに変換する：「オーディオからスコア」を使う
モノフォニックなオーディオデータを基にMIDIリージョンを生成し、音符の形でメロディを再
現する機能です。オーディオデータとユニゾンでMIDI音源を演奏したり、トランスポーズして
2番目の声部として重ねたりすることができます。

参考：この機能は、レガートの効いていない斉唱の旋律から楽譜を作成するのに適しています。
処理していない（エフェクトをかけていない）オーディオに効果があります。

「オーディオからスコア」機能を起動して使用するには：
1 「アレンジ」ウインドウで、目的のMIDI音源またはソフトウェア音源のトラックを選択します。

「オーディオからスコア」機能で生成されたMIDIリージョンがこのトラックに配置されます。

2 サンプルエディタで、「ファクトリー」＞「オーディオからスコアに」と選択します（または、対

応するキーコマンドを使います）。
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3 「オーディオからスコア」タブで、パラメータ値を設定します。

4 「処理」ボタンをクリックします。

スコアエディタウインドウが自動的に開き、オーディオファイルから採譜した音符が表示され

ます。

「オーディオからスコア」のパラメータを設定する
以下のセクションでは、「オーディオからスコア」タブで設定できるパラメータについて説明し

ます。

プリセット
このメニューには、特定のタイプのオーディオ素材に適した、「オーディオからスコア」のパラ

メータのプリセットが用意されています。まず、このプリセットを使って処理することから始め

てみてください。

メニューには、4つのユーザプリセットがあります。「ユーザ1」～「ユーザ4」のプリセットの
いずれかを選択し、パラメータ値を目的の値に変更します。これらの設定はシステムに保存され

ます。

グラニュレーション
オーディオ素材の中で音量の大きい部分の時間範囲を指定します。「LogicPro」では、これらの
ピーク信号（トランジェント）を使って、分析対象の音と分析対象外の音を識別します。オー

ディオ素材のテンポにもよりますが、通常は50～ 200ミリ秒程度に設定します。

アタックレンジ
オーディオ素材の音のアタック部分をどの位の長さにするかを「LogicPro」に指示します。た
とえば、ドラムなど打楽器系のアタック時間は短かめに20 ミリ秒以下にし、弦楽器系は長めに
します。ほとんどの楽器は5～40ミリ秒の範囲で、 20ミリ秒の前後が最も適した値です。

スムースリリース
リリース時間や残響が長めのオーディオ素材を処理するためのパラメータです。この設定では、

そうした音を簡単に音符に写すことができます。通常は0 ～ 5％の範囲で設定しますが、サス
ティンとディストーションが利いたギターなどの場合は、もう少し大きめにしてもよいでしょう。

参考：「オーディオからスコア」機能は、レガートを効かせずに演奏したものに向いているため、
オーディオ素材はリバーブやリリースの残響ができるだけ少ないほうが良い結果が得られます。

ベロシティのしきい値
オーディオ素材中の音のうち、これより小さい部分は無視するというしきい値（スレッショルド）
です。この値以下の信号はすべて無視されます。ほとんどの場合は 1 で十分ですが、密度が濃
く、大きな音の背後にぼんやりとした雑音が混ざっているような場合は、値を変えてみるとよい

でしょう。
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最低限のクオリティ
このポップアップメニューには、ノーマルまたは高品質のいずれかの処理を選択できます。

Â「標準」に設定すると、音が完全には合っていないオーディオのトリガポイントを受け付ける
ようになりますが、間違った音符にすることがあります。

Â「高」に設定すると、ピッチを明確に特定できるオーディオのトリガポイントのみを受け付け
て、使用します。あいまいなトリガポイントは「 C3」およびMIDチャンネル3のピッチの音
に置き換えられ、これには「明瞭に区別できない」ことを示すラベルが付けられます。

明確に特定できるピッチを含むオーディオ素材を分析する場合、どちらの設定でも良い結果が得

られます。

タイミング補正
MIDI ノートで外部サンプラーやシンセサイザーをトリガした場合に生じる遅延を補正するため
のパラメータです。こうした遅延ははっきり目立つことがあります。特に、「オーディオからス

コア」機能で作成されたMIDI リージョンを接続した外部機器で再生するときに、元のオーディ
オ素材と聞き比べると分かります。このような場合、–20～0ミリ秒程度の値を与えて、この遅
延を補正します。

このパラメータの設定は、「LogicPro」の環境設定に保存されます。

「オーディオからスコア」の機能を最大限に活用するためのヒントを以下に示します：

Â 音高が明瞭に識別できる、モノラルの素材を使った場合に最良の結果が得られます。ソロボー

カル、弦楽器、ピアノなどは、ピッチが明確になるため、解析が容易です。

Â データ処理のパラメータの設定を変えて試行錯誤してください。いくつかの設定を試してみて

から、それぞれのオーディオデータに適した設定を決めます。

クオンタイズエンジンを使う
このDigitalFactory機能では、リージョン内でMIDIリージョンテンプレートを使ってオーディ
オデータをクオンタイズできます。

この処理には、動的なタイムコンプレッション／エクスパンションアルゴリズムが使用されま

す。GrooveMachine と同様の処理ですが、クオンタイズテンプレートに8分音符または16音
符のスウィング・グルーブ以外の値を指定できる点が異なります。ユーザ定義による MIDIグルー
ブも使用できます。
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オーディオリージョンに対してクオンタイズエンジンを使うには： 
1 アレンジ領域で、クオンタイズを適用するオーディオリージョンを選択します。 

2 サンプルエディタで、「ファクトリー」＞「クオンタイズエンジン」と選択します。

3 「クオンタイズエンジン」タブで、パラメータを設定します。

4 「処理」ボタンをクリックします。

「クオンタイズエンジン」のパラメータを設定する
「クオンタイズエンジン」で使用できるパラメータは、「オーディオからスコア」機能で使用でき

るパラメータとほとんど同じです（514ページの「オーディオをMIDIに変換する：「オーディオ
からスコア」を使う」を参照）。ここでは、「オーディオからスコア」機能と異なるパラメータに

ついて説明します。

プリセット
オーディオ素材の特性に適したプリセットを選択します。

クオンタイズ
このポップアップメニューをクリックして、必要なクオンタイズグリッドを設定します。MIDI
データ用の値と同じもの（ユーザ・クオンタイズ・テンプレートを含む）が表示されます。

最大範囲
オーディオ素材のピークが、「クオンタイズ」メニューで選択したクオンタイズ・グリッド・テ

ンプレートの対応するクオンタイズ点からどの程度ずれても「クオンタイズ可能」とみなすかを、

ミリ秒単位で設定します。

Â グルーブがほぼそろった（ずれの小さい）オーディオ素材の場合は、小さめに設定します。

Â 元のオーディオ素材からのずれが大きいクオンタイズグリッドを使用する場合は、値を大きく

します。ただし、これによって誤った分析が行われる可能性も高くなります。

「最大範囲」パラメータは、小さめの値から試し、可能な限り小さく、必要なだけ大きく設定し

てください。
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オーディオからMIDIグルーブテンプレート
「オーディオからMIDIグルーブテンプレート」機能の詳細については、 462ページの「オーディ
オからMIDIグルーブテンプレートを作成する」を参照してください。

外部サンプルエディタを使う
「LogicPro」を設定して、オーディオリージョンやオーディオファイルを外部サンプルエディタ
で開けるようにすることができます。

外部サンプルエディタを使うには：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「サンプルエディタ」と選択し、「外部サンプ
ルエディタ」の下の「設定」ボタンをクリックします。

表示されるファイル検索ダイアログボックスで、外部サンプルエディタを検索して選択します。

外部サンプルエディタでオーディオファイルを開くには：
m 「オプション」＞「オーディオ」＞「“外部サンプルエディタの名前”で開く」と選択します（ま

たは、対応するキーコマンドを選択します）。

AudioSuiteプラグインを使う
サンプルエディタでAudioSuiteプラグインを使用できます。このプラグインは破壊編集を行い
ます。編集結果はオーディオファイルに書き込まれます。

参考：AudioSuiteプラグインを利用できるのは、 DAE（DigidesignAudioEngine）対応ハード
ウェアのみです。AudioSuiteプラグインが正常にインストールされていれば、「AudioSuite」メ
ニューに表示されます。

「プレビュー」モードのバッファサイズを設定する場合は、「AudioSuite」＞「バッファサイズ」
と選択します。バッファサイズを少なめに設定すると、プレビュー時にプラグイン設定を変更し

たときすぐに追随するようになりますが、CPUに対する負荷が高くなります。





22



 519

22 オーディオリージョンから無音部分を
削除する

「ストリップサイレンス」機能を使って、オーディオリージョンから
無音部分を自動的に削除できます。

「ストリップサイレンス」処理の動作原理は単純です。振幅の値が所定のしきい値を下回れば、そ

の部分をすべて無音とみなして削除します。それ以外の部分から新しいリージョンを作成します。

「ストリップサイレンス」の使いかた
「ストリップサイレンス」は、以下の作業を行うのに最適なツールです：

バックグラウンドのノイズを削除する
「ストリップサイレンス」機能は、古典的なノイズ・ゲート・エフェクトと同じ使いかたをする

のが最も一般的です。途中で何度も無音になるボーカルやソロ楽器の場合は、しきい値を低めに

設定すると良い結果が得られます。本来の信号を変更せず、バックグラウンドのノイズだけを削

除します。

Â 短いパーカッシブなリージョン（ドラムループ）では、テンポを変えるだけでタイムコンプ

レッション／タイムエクスパンションをシミュレートできます。

Â 録音したオーディオデータの各セグメントをクオンタイズすることもできます。

録音した話し言葉を複数のセグメントに分割する
「ストリップサイレンス」を使うと、長い話し言葉をセンテンス、単語、または音節など、扱い

やすい複数のセグメントに分割することができます。映画のアテレコや効果音の編集では、アレ

ンジ領域でリージョンをドラッグするだけで、話し言葉のセグメントを移動したり、置き換えた

りすることができます。

テンポ変更を使うと、各音節が自動的にくっついたり離れたりするので、タイムコンプレッショ

ン／タイムエクスパンション効果をシミュレートすることができます。

ドラムループのセグメントを作成する
ドラムループを小さなセグメントに分割すると、完璧に同期を取りやすくなります。たとえば、

バスドラムとスネアが完全に独立しているオーディオパッセージに「ストリップサイレンス」機

能を適用すると、各ビートを分割できます。その結果、生成されるリージョンは MIDI イベント
のように扱えるので、テンポを変えてクオンタイズすることも可能です。
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長い時間範囲にわたる同期を最適化する
処理に使用するコンピュータの違い、同期ソースの違い（内部信号、SMPTEコード）、テープマ
シンの違い、さらにはサンプラーやHDRシステムの違いによってさえ、クロック速度に差が生
じることがあります。その中の1つを取り替えるだけで、録音されたオーディオ素材やMIDIの
間に、同期の乱れが生じる可能性があります。長いオーディオリージョンの場合は特に顕著です。

短いオーディオリージョンを複数作成し、オーディオイベントおよびMIDIイベント間のトリガー
ポイントを増やす際にも、「ストリップサイレンス」機能が役立ちます。

たとえば、この方法を使ってオーディオファイル全体を大まかに分割し、異なるパラメータを使

用して、新しいリージョンを分割します。「ストリップサイレンス」機能で、さらに短いオーディ

オリージョンに分割します。この手順は、必要なだけ繰り返すことができます。

ファイルおよびリージョンを最適化する
プロジェクト全体にわたって録音されたボーカルテイクなど、オーディオファイルに無音のパッ

セージが含まれている場合、自動的にオーディオを切り分けてリージョンを作成できます。オー

ディオファイル内の不使用のリージョンまたは一部を削除して、ハードディスクの空き容量を増

やすと、ファイルやリージョンの管理が簡単になります。

ディスクからオーディオファイルを抽出する
サンプル・ライブラリ・ディスク（CD や DVD）に大量に含まれているオーディオデータは、
AIFFまたはWAVファイルで保存されています。「ストリップサイレンス」を使ってこれらのオー
ディオデータを個々のリージョンに分割し、アレンジ領域で直接使用できるようにすることがで

きます。リージョンはまた、独立したオーディオファイル（サンプル）に分割し、EXS24mkII
で利用できるようにすることもできます。
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「ストリップサイレンス」機能を使う
ここでは、「ストリップサイレンス」処理に含まれるステップおよびパラメータの概要を説明し

ます。

選択したリージョンから無音のパッセージを削除するには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â アレンジ領域で、「オーディオ」＞「ストリップサイレンス」と選択します（または、「スト

リップサイレンス」キーコマンドを使います。デフォルトはControl＋Xキーです）。
Â オーディオビンウインドウで、「オプション」＞「ストリップサイレンス」と選択します（ま

たは「ストリップサイレンス」キーコマンドを使います。デフォルトはControl＋Xキーです）。

2 「ストリップサイレンス」ウインドウで、マウスをスライダとして操作するか、数値を直接入力
するか、上向きまたは下向き三角形をクリックして、以下のパラメータを設定します。

Â しきい値： 無音ではないパッセージとみなすための振幅レベル（パーセンテージで表示）のし
きい値で、これを基準にリージョンが決まります。リージョンの数や長さに影響する最も重要

なパラメータです。通常、しきい値を高くすると、短いリージョンがたくさん作成されます。

しきい値を低くすると、リージョンの個数は少なくなりますが、各リージョンは長くなります。

Â 無音として扱う最低限の時間： 無音部分（振幅が「しきい値」以下の部分）が何秒以上続けば
ギャップとみなし、リージョンに分割するかを指定します。この値が小さいほど、リージョン

の個数は多くなります。これは振幅が一瞬でも小さくなれば、無音状態とみなされてしまうか

らです。逆に大きめにすれば、振幅が多少小さくなっても、細切れにはなりません。

Â プリアタック時間： 必要に応じて、「ストリップサイレンス」処理で作成されたすべてのリー
ジョンの先頭に定義済みのプリロール量を追加できます。「しきい値」の値を大きめにすると、

アタック時間が長い（立ち上がりがゆっくりの）場合に、先頭部分が無音とみなされてしまう

のを防ぐことができます。ボーカルや管楽器、擦弦楽器など、打楽器系でない素材の場合にそ

の傾向があるので、この機能が有効に働きます。リージョンの前に無音部分を追加した結果、

直前のリージョンに重なってしまっても、「しきい値」の値を越えていなければかまいません。

「プリアタック時間」を変更してもアンカー位置は変わりません。また、シーケンサの時間軸

上における、プロジェクトのオーディオデータの絶対位置も変わりません。
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Â ポストリリース時間： すべてのリージョンの終了位置の自動リリース時間を定義します。徐々
にフェードアウトしていくパッセージが途中で切られてしまうこともなくなるので、特に「し

きい値」の値を高くしている場合に役立ちます。たとえば、シンバル、オープンハイハット、

残響の長いスネア、ボーカルなどの場合はこれを調整してみてください。「ポストリリース時

間」パラメータを設定しても、リージョンの終了ポイントが次のリージョンの先頭に重なるこ

とはありません。つまり、リージョンの終了位置は、後続のリージョンの開始ポイントを超え

ることはありません。「ポストリリース時間」を変更しても、アンカー位置は変わりません。

また、プロジェクト内のオーディオデータの絶対位置も変わりません。

Â ゼロクロッシングを検出： このチェックボックスを選択すると、リージョンの開始位置と終了
位置が、波形の最も近いゼロクロッシング点に自動的にスナップされます。

参考：オーディオ素材に応じて、いずれのパラメータもリージョンの数と分割に影響を与えます。
希望通りの結果を得るには、ある程度の試行錯誤が必要です。画面上のリージョンの変化を確認

しながら、パラメータを変更してください。

3 「OK」をクリックします。

アレンジ領域で使用されているリージョンを選択すると、アレンジ領域にある元のリージョンを

新しいリージョンに置き換えるかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。 

4 以下のいずれかの操作を行います：

Â アレンジ領域のリージョンを、「ストリップサイレンス」機能で作成したリージョンに置き換

える場合は、「置き換える」をクリックするか、Enter キーを押します。各オーディオセグメ
ントの相対的な時間関係は変わりません。

Â 新しいリージョンをオーディオビンだけに表示したい場合は、「いいえ」をクリックします。

使用可能ないずれかの方法で、「アレンジ」ウインドウに新しいリージョンを追加できます。

アンカーの自動作成
「ストリップサイレンス」機能を使ってリージョンを生成すると、トランスポートで設定されて

いるディビジョン値（1/16、1/8など）に基づいて、それぞれに新しいアンカーが自動生成され
ます。

新しく作成されたリージョンのいずれかを移動すると、特定のサンプル位置に置かれた絶対的な

アンカーポイントではなく、切りのいい個所に設定されたアンカー値がヘルプタグに表示され

ます。

アンカー位置をサンプルアキュレートに設定する必要がある場合は、サンプルエディタでリー
ジョンを開き、アンカーポイントを手動で調整してください。
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23 オーディオリージョンのテンポを
調整する

読み込んだオーディオリージョンの長さとプロジェクトのテンポは
連動しています。プロジェクトの特定の位置でテンポを変更すると、
この位置以降のリージョンの長さが変更されます。

読み込んだオーディオの再生速度は変更されませんが、すべてのMIDI音源リージョンまたはソ
フトウェア音源リージョンは、どのオーディオリージョンとも同期しなくなります。テンポを上

げてオーディオリージョンを長くすると、同じトラック上のほかのリージョンと重なるため、前

のリージョンが最後まで再生され、重なった後続のリージョンの頭の部分が欠けることがありま

す。すべてのオーディオリージョンループの長さ（インスペクタの「ループ」パラメータによる

設定）が変更され、不規則なループになって、各トラックが勝手なリズムを刻み始めます。

「LogicPro」では、この問題を解決するための機能をいくつか用意しています。

自動テンポ調整
以下のオーディオファイルは、プロジェクトのテンポに自動調整され、グローバルトラックの

「テンポ」でテンポを変更した場合は、それに従います（526ページの「「テンポに従う」機能を
使う」を参照）。

Â「LogicPro7.0」以降で録音したオーディオデータ

Â


AppleLoopファイル

Â「LogicPro7.0」以降で作成したオーディオバウンス

Â「LogicPro7.0」以降から書き出したオーディオファイル

ReCycleファイルを読み込んだ場合も、プロジェクトのテンポにそろえられます（276ページの
「ReCycleファイルをプロジェクトに追加する」を参照）。

それ以外のオーディオを読み込んだ場合は、リージョンまたはプロジェクトのどちらかのテンポ
を調整する必要があります。読み込んだオーディオリージョンは、 AppleLoopに変換すること
もできます。
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選択したオーディオリージョンをAppleLoopに変換するには、以下のいずれかの操作を行いま
す：

m アレンジ領域で、「リージョン」＞「AppleLoopsライブラリに追加」と選択します。

この方法で、プロジェクトのテンポ情報に基づくトランジェントを設定します。詳細については、
616ページの「「LogicPro」でAppleLoopsを作成する」を参照してください。

m アレンジ領域で、「オーディオ」＞「AppleLoopsユーティリティで開く」と選択します。

この機能を使用して、プロジェクトのテンポに左右されずにトランジェントを手動で設定できま

す。詳細については、618ページの「AppleLoopsユーティリティで AppleLoopsを作成する」
を参照してください。

オーディオリージョンに合わせてプロジェクトのテンポを調整する
プロジェクトのテンポをオーディオリージョンのテンポに合わせることができます。リージョン

の長さは一定ですが、シーケンサーのテンポは自動的に変化します。

たとえば、1小節分のドラムループを読み込んだものの、そのテンポが不明だったとします。ア
レンジ領域に追加したときに、プロジェクトのテンポがドラムループのテンポと一致しない場

合、ドラムループの長さは 1 小節に足りていないか、1 小節を超えていることが分かります。
「リージョンの長さを使ってテンポを調節」コマンドを使うと、プロジェクトのテンポをオーディ

オループのテンポに合わせることができます。

プロジェクトのテンポをオーディオリージョンに合わせるには：
1 アレンジ領域で、テンポの基準となるオーディオリージョンを選択します。

2 バールーラで、サイクルを作成します。

サイクルは通常、最も近い小節を基準にして、リージョンとまったく同じ長さに設定されます。

3 「オプション」＞「テンポ」＞「リージョンの長さとロケータを使ってテンポを調節」と選択し
ます（または、対応するキーコマンドを選択します。デフォルトはコマンド＋Tキーです）。 

プロジェクト全体のテンポを変更するか、プロジェクトの一部（選択したリージョンの長さ分）

のテンポを変更するかを確認するダイアログボックスが表示されます。
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4 以下のいずれかの操作を行います：

Â プロジェクト全体のテンポをオーディオリージョンに合わせるには、「グローバル」をクリッ

クします。

Â オーディオリージョンの長さ分のテンポ変更を設定するには、「作成」をクリックします。

選択したオーディオ（および左右のロケータ）に合わせてプロジェクトのテンポが再計算され

ます。

リージョンをタイムストレッチする
「LogicPro」では、メニューまたはキーコマンドを使って、ピッチを変えずにアレンジ領域で直
接オーディオリージョンの長さを変更できます。

アレンジ領域でこの機能をリージョンに適用すると、元のファイルには手を加えずに、変更結果

の素材から新しいファイルが作成されます。新旧のどちらのファイルもオーディオビンから操作

できます。

「LogicPro」では、アレンジ領域で「オーディオ」＞「タイムマシンアルゴリズム」と選択し、
さまざまなタイムストレッチ／タイムコンプレッションのアルゴリズムを指定できます。それぞ

れの音楽素材のタイプに最適なアルゴリズムを利用できるよう、各種のアルゴリズムが用意され

ています。詳細については、505ページの「TimeandPitchMachineを使う」を参照してくだ
さい。

参考：TimeandPitchMachine を使って、選択したオーディオリージョンをサンプルエディタ
から直接タイムストレッチすることもできます。

ロケータの位置に合わせてリージョンの長さを調整するには： 
1 左右のロケータ位置を設定します。

2 「オーディオ」＞「リージョンの長さをロケータに合わせる」と選択し、指定したオーディオリー
ジョンをロケータと同じ長さにします。
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リージョンの開始位置はこの機能では変更されないため、ロケータがそのリージョンの真上にな

くてもかまいません。

リージョンの長さを最も近い小節に合わせるには：
m 「オーディオ」＞「リージョンの長さを一番近い小節に合わせる」と選択します。

選択したリージョンの長さが、最も近い小節に合わせられます。

この機能は、ループとプロジェクトの間でテンポのずれがわずかに生じた場合、以前に切り詰め

たドラムループをプロジェクトに合わせる場合に適しています。

「テンポに従う」機能を使う
「LogicPro」で録音したオーディオファイルは、グローバルトラックで設定したプロジェクトの
テンポ（およびテンポ変更）に合わせることができます。

参考：これらのオーディオファイルは、グローバルトラックに設定されている先頭の調号にも合
わせることができます。詳細については、723ページの「拍子記号と調号を操作する」を参照し
てください。

たとえば、ベースソロを100bpm で録音した場合、プロジェクトのテンポを 120bpm に変更
すると、ベースソロも自動的に新しいテンポで再生されます。

この機能は、「LogicPro」で録音したオーディオファイルにも、「LogicPro」からバウンスした、
または書き出したオーディオファイルにも適用できます。

この機能は、親プロジェクト（オーディオファイルが作成されたプロジェクト）だけに適用され

ます。Finderを使って、あるプロジェクトで録音したファイルを別のプロジェクトにドラッグし
ても、ファイルをそのプロジェクトのテンポに合わせることはできません。

バウンスしたファイルや書き出したファイルをプロジェクトのテンポに合わせることができる

のは、ファイルをバウンスまたは書き出す前に「書き出し」ウインドウまたは「バウンス」ウイ

ンドウで「作成したファイルをオーディオビンに追加」オプションを選択した場合だけです。

この操作を行えば、一方のプロジェクトから別のプロジェクトにファイルをコピーした場合に、

プロジェクトのテンポに合わせることができます。

プロジェクトのテンポ情報は、オーディオデータ内のビートにタグ付けを行う際に使用されま

す。オーディオファイルがプロジェクトのテンポに正確に一致するほど、この機能は有効に働き

ます。また、オーディオファイルが長くなるほど、この機能をうまく働かさせるためにRAM容
量が必要になります。
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録音したオーディオファイルをプロジェクトのテンポ（および先頭の調号）に合わせるには：
m アレンジ領域でオーディオリージョンを選択し、インスペクタのリージョンパラメータボックス

の「テンポに従う」オプションを選択します。

「テンポに従う」オプションは、同じオーディオファイルを使うすべてのリージョンに対して機

能します。

「LogicPro」では、プロジェクトのテンポ（および先頭の調号）に従っているオーディオファイ
ルは次の記号で表されます：

参考：「テンポに従う」オプションでは、 AppleLoopを作成できません。AppleLoopはコード
チェンジに従います。AppleLoopで構成され、転調しながら進行するアレンジメントにソロパー
トを録音する場合、ソロに「テンポに従う」を適用しても、自分の演奏で転調した部分にさらに

転調が加えられるため、うまく行きません。
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24 オーディオファイルを管理する

ほとんどのオーディオファイルは、オーディオビンで管理します。
ファイルの管理機能はサンプルエディタや「アレンジ」ウインドウに
もそれぞれ用意されています。

この章では、「 LogicPro」で利用できるすべてのオーディオファイル管理機能について説明しま
す。ここで説明するオプションを使うと、オーディオファイルの管理、ファイルのコピー、削除、

名前変更、およびバックアップをすばやく効率的に行うことができます。

オーディオリージョンの取り扱いについては、第 11章「事前録音済みメディアを追加する」お
よび第 13章「アレンジメントを組み立てる」を参照してください。

オーディオビンでファイルの並べ替え、グループ化、名前変更を
行う
オーディオビンには、プロジェクトのすべてのオーディオファイルが、サンプリングレート、ビッ

トレート、形式（モノラル／ステレオ）、サイズなどの情報と共に表示されます。ここでオーディ

オファイルの並べ替え、名前変更、コピー、移動などの操作を行います。

参考：オーディオファイルをオーディオビン（およびプロジェクト）に追加する方法については、
270ページの「オーディオファイルを追加する／削除する」を参照してください。





530 第24章    オーディオファイルを管理する



オーディオファイルを並べ替える
現在読み込んでいるオーディオファイルについての情報はオーディオビンの「情報」カラムに表

示されます。この情報の表示／非表示を切り替えるには、「表示」＞「ファイル情報を表示」と

選択します。

オーディオファイルを並べ替えるには：
m 「表示」＞「ファイルを並べ替える」と選択し、以下の条件のいずれかに従って、オーディオファ

イルのリストを並べ替えます：

Â なし： オーディオファイルを読み込み順または録音順にリストします。

Â 名前： アルファベットの名前順にリストします。

Â サイズ： ファイルサイズの大きい順にリストします。

Â ドライブ： ストレージメディア（ハードディスク、リムーバブルドライブ、またはパーティ
ションなど）ごとにリストします。

Â ビット数： ビットレートの大きい順にリストします。

Â ファイルタイプ： ファイルタイプ（ AIFF、WAV、SDII、MP3など）の順にリストします。

∏ ヒント：「名前」カラムのヘッダをクリックして、すべてのオーディオファイルを名前順にすば
やく並べ替えることができます。
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オーディオビンでファイルをグループ化する
いくつかのオーディオファイルを「グループ」にまとめ、一括して扱うことができます。次に、

ギターとボーカルのファイルを、それぞれのグループにまとめた様子を示します。

すべてのファイルが似たような名前の場合、カテゴリ別に一貫したファイル名をつけておくとグ

ループの管理が楽になります。たとえば、ほかのアプリケーションで制作したオーディオファイ

ルには、ボーカル、ギター、ドラムなどの内容に関係なく、「audio01」、「audio02」、「 audio03」
という名前が付けられていることがあります。大規模なアレンジメントを行う場合、ファイルを

カテゴリ別に分けておくと作業時間を節約できます。

ギターグループ

ボーカルグループ
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オーディオファイルをグループ化するには：
1 オーディオビンで、グループ化するファイルを選択します。 

2 「表示」＞「グループを作成」と選択します（または、「グループを作成」キーコマンドを使います）。

3 グループ名を「新規グループの名前を入力」フィールドに入力し、 Enterキーを押します。

場所、属性、または選択状況別にオーディオファイルをグループ化するには：
1 オーディオビンで、グループにまとめるファイルを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「ファイルをグループ化」＞「場所」と選択し、選択したファイルの親フォルダの

名前でアルファベット順に並べ替えられたグループを作成します。これらのフォルダ名は、自

動的にグループ名として使用されます。

Â「表示」＞「ファイルをグループ化」＞「ファイル属性」と選択し、選択したファイルの属性

（ファイルタイプ、ステレオ／モノラル、ビットレートなど）に基づくグループを作成します。

グループ名には、ファイル属性の概要（「16bitAIFFStereo」など）が示されます。
Â「表示」＞「ファイルをグループ化」＞「アレンジでの選択」と選択し、アレンジ領域で選択

されているリージョンに基づくグループを作成します。グループ名には、選択されているリー

ジョンの中で最初のリージョンの名前が使用されます。
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参考：すでにグループ分けされている場合は、確認ダイアログが表示されます。既存グループを
解除してからそのグループのいずれかにすべてのファイルを追加するか、それともグループにま

だ含まれていないファイルだけをグループに追加するかを選択してください。どちらかのボタン

をクリックします。

1つまたは複数のグループを開く／閉じるには：
m グループ名の左横にある三角形をクリックすると、グループが開いたり閉じたりします。

m



Option キーを押しながらグループ名の左横にある三角形をクリックすると、すべてのグループ
が開いたり閉じたりします。

グループ内のファイルをすべて選択するには：
m


Option キーを押しながらグループ名をクリックすると、グループ内のファイルがすべて選択さ
れます。

グループを削除するには：
m 対象となるグループを選択し、「表示」＞「選択したグループを削除」と選択します（または、

Deleteキーを押します）。

削除したグループのオーディオファイルは、オーディオビンのリストの上位レベルに再度表示さ

れます。

オーディオファイルの名前を変更する
オーディオビンでオーディオファイルの名前を変更するには、リストの名前をダブルクリックし

ます。テキスト入力ボックスが開いたら、新しい名前を入力します。

重要：オーディオファイルの名前を変更する前に、名前を変更するオーディオファイルがほかの
プロジェクトで使われていないかどうかを確認する必要があります。そのオーディオファイルが

ほかのプロジェクトで使われている場合は、ファイル名を変更しないでください。変更すると、
そのファイルを使用しているほかのプロジェクトで見つからなくなり、再生できなくなります。

「LogicPro」では、このような場合の対処方法が用意されています：
Â 変更対象となるオーディオファイルを使っているプロジェクトを1つまたは複数開いている場
合、「LogicPro」は、現在開いているすべてのプロジェクトでそのオーディオファイルの名前
を変更します。

Â スプリットステレオの片側のファイルしかない場合、「LogicPro」は、ステレオペアのもう片
方に自動的に新しい名前を割り当てます。

Â また、「LogicPro」は、同じドライブ上にあるバックアップファイルの名前も変更します。

ステレオファイルの名前を変更すると、「 LogicPro」は、最も多い場合で5ファイル（「LogicPro」
で使用された左右のモノラルファイル、そのバックアップファイル、およびステレオファイル）

に新しい名前を割り当てます。この場合、すべてのファイルを同じ場所に保存しておくことをお

勧めします。

参考：リージョン名はいつでも自由に変更できますが、リージョン名に親のオーディオファイル
と同じ名前を付けた場合、オーディオファイルを名称変更したときにその新しい名前がリージョ

ンの名前にも自動的に反映されるので注意が必要です。リージョンに（親のオーディオファイル

の名前ではなく）別の名前を付ければ、この問題は発生しません。
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オーディオファイルを移動する
オーディオファイルをシステム内の別の場所へ移動する場合は、オーディオビンで「オーディオ

ファイル」＞「ファイルを移動」と選択します（デフォルトのキーコマンドはControl+Mです）。

移動元と移動先のドライブ／パーティションを同じにしてあれば、単に移動先フォルダにファイ

ルの格納場所が変わるだけです。ドライブとプロジェクトを構成を変えたい場合、この方法なら

ば時間も手間もかかりません。

プロジェクトで使用されているすべてのオーディオファイルを新しいフォルダへ移す場合など

に便利です。

使用中のすべてのオーディオファイルを新しいフォルダに移動するには： 
1 オーディオビンメニューで、「編集」＞「使用されている項目を選択」と選択します。

アレンジ領域で使用中のすべてのオーディオファイルがオーディオビン内で選択されます。 

2 オーディオビンメニューで、「オーディオファイル」＞「ファイルを移動」と選択します。

移動するファイルの数がメッセージに表示されます。 

3 「移動」ボタンをクリックします。

4 ファイル選択ダイアログボックスが開いたら、移動先のフォルダを選択し（または新しいフォル

ダを作成し）、「保存」をクリックします。アレンジ領域で使用中のオーディオファイルが、指定

したフォルダに保存されます。

オーディオファイルを移動する前に、「オーディオファイル」＞「ファイルをFinderに表示」と
選択すると、移動するファイルのパスと場所をFinderのウインドウで確認できるので便利です。
フォルダにフォルダ名やメモ、またはほかのファイルを入れておくと、ファイルが無事に移動し

たかどうかを確認する手がかりになります。ファイルの移動に不安がある場合は、「コピー」ま

たは「変換」コマンドを使用してください（以下を参照）。

∏ ヒント：「LogicPro」では、現在開いているプロジェクトについては、使用しているオーディ
オファイルのパス情報を自動的に更新します。これにより、オーディオファイルを移動しても、

プロジェクトで簡単に管理できるようになります。ファイルを移動すれば、開いている各プロ

ジェクトが移動先のファイルの場所を参照するよう更新されるので、プロジェクトをそのまま

保存し直すだけです。

警告：この方法でファイルを移動すると、移動元のフォルダ内のファイルはすべて削除される
ので注意が必要です。ほかのプロジェクトが同じオーディオファイルを使っている可能性もあ

ります。その場合、該当するプロジェクトを開いたときに、ファイルの移動先の場所を再指定

する必要があります（ 539ページの「参照先不明のオーディオファイルを検出して置き換える」
を参照）。
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オーディオファイルをコピーまたは変換する
ほかのハードディスクやストレージメディアに、オーディオファイルのコピーを作成することが

できます。上記の「ファイルを移動」コマンドとは異なり、移動元のファイルは削除されません。

オーディオビンでオーディオファイルをコピーまたは変換するには： 
1 ファイル（複数可）を選択します。

参考：このコマンドを使って、圧縮されたマルチ・チャンネルファイル（AAC、 ALAC、MP3）
を変換することはできません。

2 オーディオビンで、「オーディオファイル」＞「ファイルをコピー／変換」と選択します。

3 「コピーを別名で保存」ダイアログボックスで各設定を行います：

コピー先のファイルに、サンプルレート、ビットレート、ファイルフォーマット、ステレオ変換、

およびディザタイプを設定できます。

4 ファイルの保存先のフォルダを参照し、選択します。フォルダを新規作成する場合は、「新規フォ

ルダ」ボタンをクリックします。

5 コピーするファイルが1ファイルだけの場合は、別の名前を付けて保存できます。複数のファイ
ルを一度に処理する場合は、既存のファイル名がコピー先のファイルの名前に使用されます。「拡

張子を隠す」チェックボックスで、「別名で保存」フィールドのファイル拡張子（wav、 aifなど）
の表示／非表示を切り替えることができます。 

6 プロジェクトで使用中のオーディオファイルをコピーしたファイルで置き換える場合は、「ビン

のファイル参照を変更」チェックボックスを選択します。

このチェックボックスの選択を解除すると、オーディオビンにオーディオファイルのコピーとコ

ピー元ファイルの両方が表示されます（コピー元ファイルはほかのプロジェクトで使用されたま

まです）。

7 「保存」ボタンをクリックします。
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参考：同じ名前のファイルがコピー先のフォルダにある場合、「 LogicPro」は、そのファイルを
置き換えるかどうかを確認します。「置き換える」をクリックしてファイルを置き換えるか、別

の名前を作成して「保存」をクリックします。

サンプルエディタでオーディオファイルをコピーまたは変換するには：
1 「オーディオファイル」＞「コピーを別名で保存」と選択します。

2 「コピーを別名で保存」ダイアログボックスで各設定を行います。

コピー先のファイルに、サンプルレート、ビットレート、ファイルフォーマット、ステレオ変換、

およびディザタイプを設定できます。ダイアログボックスにある「作成したファイルをオーディ

オビンに追加」オプションを選択すると、保存したファイルがオーディオビンに追加されます。 

3 オーディオファイルを保存する場所を参照し、名前フィールドにオーディオファイルの名前を入

力します。

4 「保存」ボタンをクリックします。

オーディオファイルを削除する
MacOSXがオーディオファイルを表示、管理する方式は、Macintoshのほかのファイルの場合
とまったく同じです。そのため、Finderでオーディオファイルを削除またはコピーできます。た
だし、この方法には以下の問題があります：

Â


Finderでは、オーディオファイルをプロジェクトで使っているかどうかを把握しないまま削除
してしまう可能性があります。

Â 誤ってオーディオファイルを削除してしまった場合、プロジェクトを読み込もうとすると、削

除されたオーディオファイルが見つからないという警告が表示されます。そのため、存在しな

いオーディオファイルを参照するオーディオビンやアレンジ領域のリージョンには、参照先が

不明なファイル（およびリージョン）が残るという結果になります（539ページの「参照先不
明のオーディオファイルを検出して置き換える」を参照）。

重要：こうした理由から、オーディオファイルの削除は、なるべくオーディオビンでのみ行って
ください。

オーディオビン内のオーディオファイルを削除するには：
1 削除するオーディオファイルを選択します。

2 「オーディオファイル」＞「ファイルを削除」と選択します（または、対応するキーコマンドを
使います。デフォルトはControl＋Deleteキーです）。

削除するオーディオファイルの数を示すメッセージが表示されます。 

3 「キャンセル」をクリックすると、操作がキャンセルされます。「削除」をクリックすると、オー
ディオファイルがゴミ箱に移動されます。
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オーディオファイルを最適化する
「LogicPro」では、不要なファイルだけでなく、オーディオファイルの使われていない部分も削
除することができます。その結果、ハードディスクの空き容量が増えます。

プロジェクトで使用されなくなったオーディオファイルの部分を削除するには： 
1 オーディオビンで、最適化するオーディオファイルを選択します。

「編集」＞「使用されている項目を選択」と選択します。複数のオーディオファイルにまとめて

「ファイルを最適化」を適用することもできます。

2 オーディオビンで、「オーディオファイル」＞「ファイルを最適化」（または、対応するキーコマ

ンドを使います。デフォルトはControl＋Oキーです）。 

「ファイルを最適化」コマンドの実行中に、以下の処理が行われます：

Â「LogicPro」は、アレンジ領域で使用中のリージョンのいずれにも含まれないオーディオファ
イル内の部分を特定します。

Â この部分がオーディオファイルから削除され、残りの部分（リージョンで使われている部分）

は保持されます。この残りの部分は、ファイル内で詰めて整理されます。

参考：安全のため、「ファイルを最適化」機能では、実際に使われているリージョンの前後の
それぞれ1秒分のオーディオデータ（プレロール／ポストロール領域）は、削除せずに残します。

Â オーディオビンのリージョンを再定義します。

Â プロジェクトも自動的に保存されます。

リージョンを独立したオーディオファイルとして保存する
オーディオビンとアレンジ領域では、選択したリージョンを独立したオーディオファイル（複数

可）として保存することができます。

リージョンを独立したオーディオファイルに変換するには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â オーディオビンで、「オーディオファイル」＞「リージョンを別名で保存」と選択します。

Â アレンジ領域で、「オーディオ」＞「リージョンを新規オーディオファイルに変換」と選択し

ます（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトはOption＋コマンド＋Fキー
です）。

Â メインメニューバーで、「ファイル」＞「書き出す」＞「リージョンをオーディオファイルと

して」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。 

2 表示されるダイアログボックスで各設定を行います。 

3 ファイルの保存先のフォルダを参照し、選択します。フォルダを新規作成する場合は、「新規フォ

ルダ」ボタンをクリックします。

警告：この処理でストレージメディアから物理的に削除されたデータを元に戻すことはできま
せん。
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4 ファイルとして保存するリージョンが1つだけの場合は、新しい名前を付けて保存できます。「拡
張子を隠す」チェックボックスで、「別名で保存」フィールドのファイル拡張子（wav、 aifなど）
の表示／非表示を切り替えることができます。 

5 「保存」ボタンをクリックします。

参考：一度に複数のリージョンをオーディオファイルとしてまとめて保存する場合は、「リージョ
ンを別名で保存」コマンドを実行する前に各リージョンに名前を付けます。このようにすれば、
新しいオーディオファイルの名前には、基になった既存のリージョンの名前が付けられます。

トラックをオーディオファイルとして書き出す
1つまたは複数のトラック（そのトラック上のすべてのオーディオリージョン）を1つまたは複
数（アレンジトラックごとに1つずつ）のオーディオファイルに書き出すことができます。

トラック上のすべてのリージョンを新しいオーディオファイルに書き出すには： 
1 書き出すトラックの名前をクリックします。

2 メインメニューバーで、「ファイル」＞「書き出す」＞「トラックをオーディオファイルとして」

と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトはコマンド＋ Eキーです）。

3 「別名で保存」ダイアログボックスで、新しい名前と保存先のフォルダを指定し、さらにほかの
オプションを設定し、「保存」をクリックします。

すべてのトラックを新しい複数のオーディオファイルに書き出すには：
1 「ファイル」＞「書き出す」＞「すべてのトラックをオーディオファイルとして」と選択し（ま
たは、対応するキーコマンドを使います）。

2 「別名で保存」ダイアログボックスで設定を行い、「保存」をクリックします。

書き出されたオーディオファイルに付けられるファイル名は、書き出し元のトラックの名前が基

準になります。たとえば、トラック1が「Drum」、トラック2が「Bass」、トラック3が「 Guitar」
となっている場合、各オーディオファイルは、それに準じた名前になります。
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SDIIファイルを扱う
「LogicPro」では、SoundDesignerIIファイルのリージョンを扱うことができます（ SDIIのデー
タ形式でリージョンの定義を保存できます）。 

SDIIファイルのリージョンをオーディオビンに読み込むことができます。これにより、
「ProTools」で録音した長いデータから作られたリージョンを再生することができます。 

SDIIリージョンを読み込むには：
1 オーディオビンで、オーディオファイルを選択します。

2 「オーディオファイル」＞「SDIIリージョンを読み込む」と選択します（または、対応するキー
コマンドを使います。デフォルトはControl＋Iキーです）。LogicProの1つまたは複数のオー
ディオファイルのリージョンをオーディオビンからSDIIファイルへ書き出すこともできます。

すべてのリージョンをオーディオファイルから SDIIリージョンへ書き出すには：
1 オーディオビンで、書き出すオーディオファイルを選択します。

2 「オーディオファイル」＞「SDII リージョンを書き出す」と選択します（または、対応するキー
コマンドを使います。デフォルトはControl＋ Eキーです）。

参照先不明のオーディオファイルを検出して置き換える
「LogicPro」では、プロジェクト内で以前使っていたファイルが見つからないことがあります。
これには、以下のような原因が考えられます：

Â ファイルが格納されているハードディスクが接続されていないか、ボリューム名が変更されて

いる。

Â ほかのボリュームに保存していたか、ほかのボリュームに移動していた。

Â


Finderやほかのプロジェクトのオーディオビンでファイル名を変更した。

Â ファイルを削除してしまった。

このような場合、「 LogicPro」ではダイアログボックスが表示されます。

以下のいずれかの方法で対処することができます：

Â 検索： 現在使っているボリューム全体を検索します。見つからなかった場合、「LogicPro」は、
ほかのボリュームも検索するかどうかを確認します。ファイルをほかのメディアにコピーまた

は移動していた場合でも、この方法によりプロジェクトを再現できます。
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Â スキップ： すでにないか、名前が変わっていることを初めから承知している場合は、このボタ
ンをクリックしてください。その後、見つからないファイルがまた出てくると、「すべてをス

キップ」という表示に変わります。

Â 手動： 検索範囲を自分で指定することもできます。オーディオファイル名をリストしたファイ
ル選択ダイアログボックスが現れるので、範囲を指定してください。

名前が一致するファイルが複数見つかった場合は、ダイアログボックスが表示されるので、該当

するファイルを選択します。

「LogicPro」で必要なオーディオファイルが見つからない場合（たとえば、検索中にスキップし
た場合などで）、該当するリージョンが灰色の表示になります。

置き換えるファイルを後から指定するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â アレンジ領域で、該当するリージョンをダブルクリックします。

Â オーディオビンで、「オーディオファイル」＞「ファイル情報の更新」と選択します。

2 表示されたダイアログボックスで、「場所」をクリックします。ファイル検索ダイアログボック

スが表示されたら、該当するオーディオファイルを選択してください。
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25 ミキシング

プロジェクトのアレンジ作業が完了したら、次はミキサーを使って各
トラックの音の全体的なトーン、バランス、音響空間の定位などを調
整します。

この章では、ミキサーの操作方法とオートメーション機能の使いかたを説明します。オートメー

ション機能は「 LogicPro」のミキシング機能の一部です。詳細については、 581ページの第 26章
「オートメーションを操作する」を参照してください。

「アレンジ」ウインドウのミキサー領域を開くには：
m 「アレンジ」ウインドウの下部にある「ミキサー」タブをクリックします（または、「ミキサーを

切り替える」キーコマンドを使用します）。

∏ ヒント：ミキサー領域は、アレンジ・トラック・リストのトラックのアイコンをダブルクリッ
クすると、簡単に表示できます。対応するチャンネルストリップ（クリックしたトラックの）

は、ミキサーで選択されています。
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ミキサーを別のウインドウに開くには：
m 「ウインドウ」＞「ミキサー」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォ

ルトはコマンド＋2キーです）。

ミキサーには、アレンジ領域に表示されるオーディオトラックとソフトウェア音源またはMIDI
音源のトラックに対応するチャンネルストリップと、マスター、オグジュアリー、および出力の

各チャンネルが表示されます。バスや入力などのタイプのチャンネルストリップも表示すること

できますが、これらのチャンネルストリップをミキサーに追加するのは、主に「LogicPro」の
以前のバージョンで作成されたプロジェクトとの互換性を確保する場合です。

Â オーディオチャンネルストリップはオーディオトラックを制御します。オーディオトラック

（オーディオリージョン）のデータはオーディオチャンネルにルーティングされます。

Â 音源チャンネルストリップは音源トラックを制御します（ソフトウェア音源のプラグインは音

源チャンネルの音源スロットに挿入されます）。音源トラック（MIDIリージョン）のデータは
音源チャンネルにルーティングされます。

Â



MIDI チャンネルストリップは「外部MIDI」のトラックを制御します。外部MIDIのトラック
（MIDI リージョン）のデータは、MIDI サウンドモジュールとキーボードを制御するために、
MIDI アウトプットポートとMIDIチャンネルにルーティングされます。音源全体またはMIDI
サブチャンネルのいずれかとして制御できます。

Â オグジュアリーチャンネルストリップは、音源チャンネルやオーディオチャンネルストリッ

プ、ほかのオグジュアリーチャンネルの「センド／リターン」または出力先として機能します。

Â 出力チャンネルストリップは、オーディオインターフェイスの物理的な出力を示し、オーディ

オ、音源、およびオグジュアリーの各チャンネルの出力先として使用します。

音源チャンネルストリップオーディオチャンネルストリップ

Auxチャンネルストリップ

出力チャンネルストリップ

マスターチャンネルスト  MIDIチャンネルストリップ
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Â マスターチャンネルストリップは、すべての出力チャンネルの音量レベルを 1つにまとめて制
御します。「 LogicPro」のメイン音量コントロールと考えることができます。

重要：ミキサーの各チャンネルは、「アレンジ」ウインドウでオーディオ、音源、または外部MIDI
トラックを作成するたびに自動的に作成されます。チャンネルが自動作成されるようにするに

は、「プロジェクト設定」＞「オーディオ」＞「チャンネルストリップオブジェクトを自動管理」

と選択します（このオプションはデフォルトで選択されているので、通常はそのままにしておき

ます）。

アレンジトラックの複数のトラックで同じ音源チャンネルを使用している場合、その音源はミキ

サーで1 つのチャンネルで表示されます（ローカルの「表示」メニューで「同じ音源トラック」
を設定すると、この設定が優先されます）。

ミキシングの基本手順
一般的なミキシングの場合、各タスクは以下のような順番です（もちろん例外はあります）：

Â 各チャンネルストリップの音量レベルとパンポジションを設定して、プロジェクトの各パート

（トラックのリージョン）間の音量のバランスと、ステレオまたはサラウンドの音響空間での

定位を調整します。

Â イコライジング処理で必要なパートの音を際立たせ、各チャンネルのトーン（音色）を厳密に

調整します。イコライジング処理は、各パートの音量レベルに影響し、それによって位相のバ

ランスが崩れることがあるので、前のステップに戻る必要がでてくる場合があります。

Â 全体的な音と各パートの音量レベルが決まったら、リバーブやコーラスなどのエフェクトを

使って必要なパートを処理し、ミックスに磨きをかけます。ここでもまた最初の調整ステップ

に戻る必要がでてくる場合があります。

Â パートによっては、音量レベル、エフェクト、または音源の設定をリアルタイムに変更すると

作業が楽になることがあります。そのような場合は、トラックオートメーションを使うと便利

です。

Â 最後の仕上げは、プロジェクトをレンダリング（バウンス）して、1つまたは複数のファイル
に分けることですが、これ自体はミキシング作業ではありません。詳細については、601ペー
ジの第 27章「プロジェクトをバウンスする」を参照してください。

通常の作業の流れでは、ミキサーウインドウまたは「アレンジ」ウインドウのチャンネルスト

リップを使って、ソフトウェア音源やエフェクトを挿入し、録音前および録音後に音量レベルと

パンポジションのバランスを調整します。プロジェクトの作業時にミキサーウインドウまたは
「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップを使用すると、基本的な音量レベルと音を整え

たアレンジメントとラフなミックスを作成することができます。

すべてのパートを録音したら、通常、プロジェクトはミキシング段階に移ります。この段階では、

主に音の音楽的要素を微調整して、統合したミックスを作成します。通常は上記で説明した作業

工程に従いますが、作業者の考えやプロジェクトによって順番は変わることがあります。
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音源やエフェクトの設定は、いくつかのパラメータを変えることによって改善されます。たとえ

ば、サウンドがタイトになったり、逆にルーズな感じになったり、コーラスの音色などが大きく

変わったりします。ある音源のサウンドを別の音源のサウンドにそっくり入れ替えたり、トラッ

クのエフェクトの設定を置き換えたり、あるいはトラックからエフェクトを外してドライな音に

したりすることもできます。また、1 つまたは複数のオグジュアリーチャンネルに複雑なルー
ティングを行ったり、各出力チャンネルにマスタリングプロセッサを設定したりすることもでき

ます（566ページの「チャンネルストリップのタイプ」を参照）。

∏ ヒント：ミキシング中に作業の状態が分からなくなることもあるので、保存機能を使用して頻
繁にバックアップをとってください。バックアップがあると、作業の状態を最新のものと比較

できるため、ミックス作業を正しい方向へ軌道修正できます。

多くの場合、ミックスオートメーションが役に立ちます。「LogicPro」には自由度の高いオート
メーションシステムが備えられており、これを使って、挿入されたエフェクトやソフトウェア音

源のチャンネルパラメータも含め、すべてのチャンネルパラメータをミュート、バイパス、ソロ

設定、および変更することができます。オートメーションを使用すると、ミックスの各パートに

動きを与えることができます。また、強弱の激しい演奏を全体的にならしたり、めりはりのない

演奏に強弱をつけたりすることができます。オートメーションの処理は、ハードウェアのミキシ

ングコンソールやスタジオ内のあらゆるエフェクト装置やシンセサイザーに付いているフェー

ダーを1人の（ただし多くの手を持つ）オペレーターが操作しているようなものです。

オートメーションはミキシング処理に不可欠な要素と考えられますが、現在のミックス作業に必

要ない場合は、いったんミキサーを設定したら、あとは放っておいても構いません。

使いかたは従来のミキサーと同じですが、「LogicPro」のミキサー（および「アレンジ」ウイン
ドウのチャンネルストリップ）は、おそらくプロジェクトのあらゆる段階で使用することになり

ます。
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チャンネルストリップの各要素
チャンネルストリップに表示されるコントロールはチャンネルストリップのタイプによって異

なります。

以下の表に、各チャンネルストリップタイプで使用可能な要素を表示します（MIDI チャンネル
ストリップは、動作が異なるためリストには挙げていません。570ページの「MIDI チャンネル
ストリップ」を参照してください。）各チャンネルストリップおよびミキサー内の一般的な役割

については、566ページの「チャンネルストリップのタイプ」を参照してください。

（入力）形式ボタン

音源チャンネルストリップオーディオチャンネルストリップ

Auxチャンネル
ストリップ

出力チャンネルストリップ

マスターチャンネル

ストリップ
MIDIチャンネルストリップ

チャンネルストリップ設定

メニュー
ChannelEQ

出力スロット

グループメニュー

パン／バランスコントロール

レベルメーター

クリップディテクタ

レベルフェーダー

ソロボタン

ミュートボタン

インサートスロット

センド

バウンスボタン

録音可能ボタン入力モニタリングボタン

オートメーション
モードメニュー

入力スロット
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「入力」と「バス」（ 935ページの「チャンネルストリップオブジェクト」を参照）の2つのチャ
ンネルタイプは表には含まれていません。これらは主に、「LogicPro」の以前のバージョンで作
成されたプロジェクトと互換性を保つためのものです。

チャンネルストリップの音量レベルを設定する
チャンネルストリップのレベルフェーダーを使って、再生またはモニタの音量を設定します。
チャンネルストリップの「セクショナルdB- リニア」レベルメーターは、音量レベルをリアル
タイムに表示します。レベルメーターの上にあるクリップディテクタは、トラックのヘッドルー

ムをデシベル（dB）単位で表示します。

チャンネルストリップの再生音量またはモニタ音量を設定するには：
m チャンネルのレベルフェーダーを上下にスライドします。

最大音量は+6dBです。レベルフェーダーを0dB（90）にセットするには、Optionキーを押し
ながらレベルフェーダーをクリックします。

「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「デバイス」＞「CoreAudio」と選択し、「 Core
Audio」タブの「個別のモニタリングレベル」（「録音に対応したチャンネルストリップ用」）の
設定を有効にしている場合は、オーディオチャンネルを録音可能にすると個別のモニタリングレ

ベルが使用可能になります。詳細については、358ページの「モニタリングレベルを設定する」
を参照してください。

要素 オーディオ 音源 Aux 出力 マスター

チャンネルストリップ

設定メニュー
X X X X X

ChannelEQ X X X X

インサートスロット X X X X

センド X X X

入力スロット X X X

出力スロット X X X

グループメニュー X X X X X

オートメーションモードメ

ニュー
X X X X X

パン／バランスコントロール X X X X

レベルメーター X X X X

クリップディテクタ X X X X

レベルフェーダー X X X X X

ミュートボタン X X X X X

ソロボタン X X X

（入力）形式ボタン X X X

入力モニタリングボタン X

録音可能ボタン X

バウンスボタン X
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2つの音量レベルをすばやく切り替える
以下のキーコマンドを使って、特定のタイプのすべてのチャンネルストリップの音量レベルを異

なる音量レベルに切り替えることができます。各チャンネルは、それぞれの切り替えの位置の値

を設定できます。これにより、2つの基本的なミックスをすばやく切り替えることができます。
Â オーディオチャンネルストリップをミュート／ミュート解除

Â 入力チャンネルストリップをミュート／ミュート解除

Â オグジュアリー・チャンネル・ストリップをミュート／ミュート解除

Â 出力チャンネルストリップをミュート／ミュート解除

チャンネルストリップのメーターについて
各チャンネルストリップに備えられている「セクショナル dB- リニア」レベルメーターは、再
生または入力モニタリングの音量レベルを表示します。オーディオトラックの録音準備が完了す

ると、対応するミキサーチャンネルのメーターには、入力（受信したオーディオデータ）の音量

レベルが表示されます。

レベルメーターはセグメントごとに色分けしてあるため、各チャンネルのモニタリングレベルの

概況が一目で把握できます。アンバーと黄色のゾーンにある信号は安全範囲にあり、チャンネル

出力がクリップされることはありません。メーターの赤い部分に達するピーク信号は、「危険」レ

ベルとみなされますが、クリップディテクタが連続的にまたは一定間隔で赤く表示されない限

り、瞬間的に発生するピークは気にする必要はありません（以降のセクションを参照）。

ピーク値は、レベルメーターの表示で数秒間ホールドされるので、目視ですぐ判断できます。最

大（ピーク）レベルの表示には、常に最新のものが確実に反映されます。
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レベルメーターは、「セクショナルdB-リニア」表示スケールと「指数」表示スケールとに切り
替えることができます。「指数」では、メーターの高音域がより高い解像度で表示されます。「セ

クショナルdB- リニア」表示スケールでは、レベル全体で可能な限り高い表示解像度を使用し
ます。どちらの計測システムも–60dBfs～0dBfsの範囲で表示します。

表示スケールを変更するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「表示」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

Â ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「表示」を選択します。

2 「一般」タブをクリックし、「スケール」メニューで必要な値を選択します。

クリップディテクタとは
レベルメーターの上にあるクリップディテクタは、トラックのヘッドルームをdB単位で表示し
ます。

信号にクリップが発生すると、クリップディテクタが赤く点灯し、クリップの発生をなくすのに

必要な、信号のピークレベル（最大音量のビット）の下げ幅を示す値が表示されます。

全信号を再生したときに表示されるピーク値は、チャンネルのレベルフェーダーを調整する目安

になります。

「指数」表示スケール 「セクショナル dB-リニア」表示スケール

クリップディテクタ
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チャンネルストリップ経由で供給された信号が多すぎて（レベルが大きすぎて）、正確に再現で

きる限界を超えると、クリッピングという歪み音が生じます。

最大+6dB まで表示されます。クリップがトラックの各所に発生しても、マスターチャンネル
（チャンネルの出力先）にクリップ音が発生しない限り、あまり気にする必要はありません。い

ずれかのクリップディテクタをクリックすると、すべてのクリップディテクタがリセットされま

す。「オーディオチャンネル表示のオーバーロード情報を消去」キーコマンドを選択しても、同
じ結果が得られます。

クリッピングを防止するには：
1 クリッピングが発生しているチャンネルストリップ（赤く点灯）のクリップディテクタの値を観

察します。

たとえば、レベルフェーダーが「0.0dB」に設定されている場合、クリップディテクタの表示は
「1.5dB」となります。

2 レベルフェーダーをつかんで、–1.5ほどの値に下げます。

∏ ヒント：ミックス全体の中ではレベルフェーダーの値を「–1.2」にすると、よく聴こえます。
再生中にクリップが1回だけ（0.3dBで）発生します。つまり、これは気にならない程度のも
のです。目でインジケータの数値を観察するよりも、耳で実際の音を確認することをお勧めし
ます。

パン／バランス／サラウンドの位置を設定する
モノラルチャンネルに備えられているパンコントロールは、ステレオの音響空間を示すイメージ

内の信号の位置を決めます。一方ステレオチャンネルは、バランスコントロールを表示します。

バランスコントロールは、バイノーラルの左右の出力信号の量を相対的に制御する点が、パンコ

ントロールと異なるところです。パンコントロールは、2つの出力に信号を配分することはあり
ません。

パンコントロール／バランスコントロール：
m コントロールをつかんで、上下左右にドラッグします。

Option キーを押しながら、パンコントロールまたはバランスコントロールをクリックすると、
コントロールが中央の位置（0）にリセットされます。

チャンネルストリップ出力をサラウンドに設定すると、パンコントロールまたはバランスコント

ロールが SurroundPanner に置き換わります。サラウンドチャンネル、エフェクト、および
SurroundPannerの使いかたについては、807ページの第 35章「サラウンドを使って作業する」
を参照してください。
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チャンネルをソロおよびミュートにする
チャンネルをソロまたはミュートにすると、楽曲の一部を独立させたり、他の選択部分と連携さ
せたりすることができます。これにより、イコライズパラメータを正確に設定するなどの特定の

タスクを省力化できます。

チャンネルをソロにする
どのチャンネルストリップも、「 S」のマークが付いたソロボタンを備えています。

このボタンをクリックすると、同じハードウェア機器のドライバを使用するほかのチャンネルス
トリップもすべてミュートされます。

ソロボタンが黄色に変わり、ミュートされている（ソロにされていない）すべてのチャンネルに
あるミュートボタンの「 M」マークが点滅します。

参考：MIDIチャンネルはミュートされません。

複数のチャンネルをソロにする場合は、それぞれのチャンネルに対応するソロボタンをクリック

します。

Option キーを押しながら、以前にソロを解除したチャンネルをクリックすると、表示中のほか
のソロボタンが解除され、選択したチャンネルだけを聴くことができます。

Option キーを押しながら、表示されているソロボタンをクリックすると、すべてのチャンネル
ストリップのソロ状態が解除されます。

ソロセーフを使用する
ソロにしたチャンネルの信号をセンドエフェクトで聴く場合、エフェクトのリターンチャンネル

（センドに使用されたオグジュアリーチャンネル）は、信号パスの一部になっているため、ミュー
トできません。エフェクトのリターン信号（Auxチャンネル）をソロにする場合も同様です。エ
フェクト（ Auxチャンネル）に信号を送るすべてのチャンネルをミュートできますが、エフェク
トのセンドは開いたままになっているため、エフェクトが信号を受信し続けます。

「LogicPro」は自動的に信号の全経路をスキャンし、エフェクトのリターンチャンネルを開いた
ままにします。

この自動ミュート抑制機能は、内部のエフェクトのリターンにのみ適用されます。 Auxチャンネ
ル経由で外部のエフェクト装置を使用している場合は、スキャンによってエフェクトのマスター

センドは開いた状態になります。ただし、「 LogicPro」は、外部エフェクト装置用のエフェクト
のリターンにどのチャンネルが使用されているかを認識しません。ソロセーフのために、これら

のチャンネルを手動で切り替える必要があります。これによって、ほかのチャンネルをソロにし
たときに、ミュートされないようにすることができます。

それよりも良い方法が、外部エフェクト装置を使用する際にI/Oプラグインを使うというもので
す。この方法では、外部エフェクト装置を内部エフェクトのように使用できます。詳細について

は、251ページの「外部のオーディオエフェクトを使って作業する」を参照してください。
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チャンネルストリップのソロを保護するには：
m


Controlキーを押しながらソロボタンをクリックします。

ソロにされているチャンネルがほかにあると、チャンネルストリップはミュートされません。赤

いスラッシュが引かれているソロボタンは、ソロセーフの状態を示します。

もう一度Controlキーを押しながらソロボタンをクリックすると、ソロセーフの状態が解除され
ます。

チャンネルをミュートする
チャンネルストリップをミュートする場合は、ミュートボタン（「 M」のマークが付いたボタン）
をクリックします。ミュートを解除する場合は、このボタンをもう一度クリックします。

複数のチャンネルをミュートする場合は、それぞれのチャンネルに対応するミュートボタンをク

リックします。

Option キーを押しながら、ミキサーのチャンネルのミュートボタンをクリックすると、アレン
ジ領域の対応するトラックのミュートボタンも有効になります。チャンネルのミュートボタンを

もう一度クリックして無効にすると、トラックのミュートボタンも無効になります。

参考：チャンネルのミュートボタンをクリックして有効にしたときに、アレンジ領域の対応する
トラックのミュートボタンも有効になるようにするには、「環境設定」＞「オーディオ」＞「一

般」と選択し、「トラックのミュート／ソロ」を「高速」に設定します。

トラックとチャンネルのそれぞれにミュートボタンがある理由
トラックとそれに対応するチャンネルとにミュート機能を個々に独立させているのは、1 つの
チャンネルストリップに複数のトラックをルーティングさせることがあるからです。

たとえば、EXS24mkII ドラムキットを1本の音源チャンネルに挿入した場合、アレンジ領域側
でキック、スネア、シンバルなどの音を振り分けた複数のトラックがその音源チャンネルにルー

ティングされることがあります。

「同じ音源トラック」を使用する複数のチャンネルをミキサー上で確認できれば、ドラムキット

の中でミュートする音源を選択できます。
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エフェクトをかける：「Inserts」を使用する
マスターチャンネルストリップを除くすべてのチャンネルストリップで、同じようにインサート

スロットが表示され、使えるようになっています。お使いのコンピュータに十分な処理能力があ

れば、チャンネルストリップごとに最大15のエフェクトプラグインを使用することができます。
表示されているインサートスロットが使用されるたびに、最大数に達するまで空のインサートス

ロットが作成されます。

エフェクトプラグインと同じようにソフトウェア音源プラグインも使用できますが、挿入できる

スロットは音源チャンネルの音源スロットだけです。音源およびエフェクトプラグインを追加す

る方法については、212ページの「プラグインを挿入／移動／削除する」を参照してください。

センドを使って作業する
ミキサーにあるオグジュアリー・チャンネル・ストリップをエフェクトのセンド／リターンとし

て使用できます。チャンネルストリップは、それぞれの出力にルーティングされているだけでな

く、1 つまたは複数のセンド／リターン（オグジュアリー・チャンネル・ストリップ）にルー
ティングすることができます。これにより、ミキサーのセンド／リターンに接続された（すなわ

ち、「 LogicPro」のミキサーのオグジュアリー・チャンネル・ストリップに挿入された）エフェ
クトプロセッサをチャンネルストリップ間で共有することができます。センドエフェクトの操作

の詳細については、233ページの「センドエフェクト」を参照してください。

チャンネルストリップの設定を操作する
「チャンネルストリップ設定」メニューで、チャンネルストリップごとのルーティング設定全体

（読み込み済みのプラグインと設定も含む）を読み込んで、保存することができます。詳細につ

いては、219ページの「チャンネルストリップ構成全体を読み込む／削除する」を参照してくだ
さい。
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エフェクトプラグインをモニタリングする
ソフトウェアモニタリング機能を使って、録音準備が完了したオーディオチャンネルに挿入され
たエフェクトプラグインで、受け取ったオーディオを聴くことができます。ソフトウェアモニタ

リング機能を使うには、オーディオ入力をこれらの録音可能なトラックに割り当てる必要があり

ます。また、録音準備が完了していないオーディオトラックの監視には、入力モニタリングボタ

ンを使用できます。チャンネルストリップに備えられている入力モニタリングボタンを有効にす

るだけです。これは「LogicPro」が停止中か再生中のときに機能します。

ソフトウェアモニタリングは、特に「LogicPro」に外部ミキサーが接続されていない場合に、た
とえば、オーバーダビングをするときなどに便利な機能です。詳細については、356ページの
「ソフトウェアモニタリングを使う」を参照してください。

チャンネルストリップを録音準備する
オーディオトラックの録音可能ボタンをクリックすると、「アレンジ」ウインドウのオーディオ

トラックの「録音準備が完了」します。このボタンは、ミキサーの各オーディオチャンネルスト

リップの録音可能ボタンに対応しています。

録音の詳細については、 351ページの第 14章「LogicProで録音する」を参照してください。

チャンネル入力形式を変更する
入力形式ボタンで、チャンネルの入力形式（モノラル、ステレオ、サラウンド）を切り替えます。

詳細については、210ページの「チャンネル入力形式を設定する」を参照してください。

録音可能ボタンの外観 状況／コメント

赤く点滅 録音準備完了

赤く点灯 録音中
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オートメーションモードを設定する
オートメーションメニューでチャンネルストリップのオートメーションモードを設定します。

オートメーションモードおよびオートメーションシステムの使いかたについては、 581ページの
第 26章「オートメーションを操作する」を参照してください。

ミキサーの入出力を処理する
オーディオチャンネルストリップの入力スロットは、オーディオハードウェアの物理的な入力に

使用します。録音時には、この入力（または入力ペア）から、トラックにオーディオ信号を供給

します。

入力モニタリングを有効にしている場合、トラックを録音可能にすると、このオーディオ入力の

信号が出力メニューで選択されている出力にルーティングされます。

参考：入力スロットとチャンネルストリップの入力形式とはまったく別のものなので、混同しな
いように注意してください。

出力ルーティングとサブグループ（Auxチャンネルを使用）
入力スロットのすぐ下にあるスロットで、チャンネルストリップの信号の送信先を指定します。

出力に使えるチャンネルの数は、使用しているオーディオハードウェアによって異なります。

出力チャンネル、バイノーラル（555ページの「BinauralPannerを使用する」を参照）、および
Auxチャンネルのいずれかを選択して、ミキサーのサブグループの機能として使用することがで
きます。チャンネルストリップがモノラルの場合はAuxチャンネルもモノラルになりますが、こ
れをステレオに設定することができます。Auxチャンネルとチャンネルストリップの両方ともバ
イノーラルの場合は、全体（ミキサー）の信号の流れはバイノーラルになります。サラウンドに

した場合、チャンネルストリップは（センドで）Auxにルーティングされ、Auxチャンネルは自
動的にサラウンドに設定されます。

Optionキーを押しながら1つのチャンネルを入力または出力に選択すると、選択しているチャ
ンネルストリップがすべて同じように入力または出力に切り替わります。入力が変更されるの

は、選択しているチャンネルストリップのうち、同じステータス（モノラル、バイノーラル、サ

ラウンドのいずれか）のチャンネルストリップであることに注意してください。この機能により、

たとえば、選択しているすべてのオーディオトラック（バイノーラル）に共通の入力ソースを選

択できます。

∏ ヒント：ミキサー内をすばやく移動できるよう、オーディオチャンネルの出力スロットをダブ
ルクリックすると、割り当て済みの出力チャンネルフェーダーが表示されるようになってい

ます。
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BinauralPannerを使用する
BinauralPanner は、あらゆる音源の位置（左右だけでなく上下の位置情報も含む）を、標準の
バイノーラル信号を使って音響心理学に再現するプロセッサです。人間がたった2つの耳で音を
捕捉するにも関わらず、人間の聴覚をエミュレートし、音源の位置を計算することができます。

BinauralPanner からの出力信号の再生には、ヘッドフォンが適しています。また、Binaural
Panner の出力は、BinauralPost-Processing プラグインで処理できます。このプラグインを使
うと、スピーカーでバイノーラルパン効果を作り出すことができます。

BinauralPannerを使うには：
m （モノラルまたはステレオチャンネルの）出力スロットメニューから「Binaural」を選択します。

チャンネルストリップのパン／バランスコントロールがバイノーラルパンコントロールに置き

換わり、「BinauralPanner」ウインドウが表示されます。このウインドウはプラグインのウイン
ドウと同様の動作をし、左上のアイコンをクリックして閉じたり、チェーンアイコンでリンクさ

せたりすることができます。ウインドウを閉じても、バイノーラルパンコントロールをダブルク

リックすれば、また「BinauralPanner」ウインドウを開くことができます。

参考：BinauralPannerは、モノラル->ステレオ、ステレオ->ステレオ形式でのみ使用できます。
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「BinauralPanner」ウインドウ
バイノーラルパンは、ウインドウ上部にあるパンニング面にあるパンニングパックの位置を調整

して制御します。

パンニング面上の信号の位置を調整するには： 
1 右側または左側のパックをドラッグして、ステレオ空間のイメージを広げたり狭めたりします。

左右のパックは連動します。この2つのパンニングパックは、もう1つの軸（上下方向）を制御
する「方向パック」の配置とも関連します。

2 さらにもう1つのパックをドラッグして、前後の方向を（聴取位置から見て前や奥など、好きな
方に）調整します。

このパックを動かすと、左右のパンニングパックも動きます。

ウインドウの上部にある「Angle」、「Elevation」、「Distance」、「Spread」の各フィールドの値
の変化に注目します。パックの位置を調整するたびに、これらの値も更新されます。また、フィー

ルドに表示されている数値をドラッグして値を変更することもできます。これらの値を変更する

と、パックの位置も変化します。

オーディオ信号の位置調整の結果は、立体イメージで表されます。これは視覚的な形に表してい

るだけで、このイメージを直接操作することはできません。

パンニング面の下にあるボタンとフィールドは以下の通りです：

Â「Mode」ボタン： 仮想的に形作られるパンニング面の形状を指定します。

Â「Planar」モードに設定すると、フラットな円盤で表示されます。このモードを指定すると、
使用できるコントロールが追加されます（以下を参照）。

Â「Spherical」モードに設定すると、パンニング結果が球体で表されます。この球体を人間の
頭と考えることができます。「方向パック」を円盤の上半分に置くと、音が正面に位置しま

す。方向パックを円盤の下半分に置くと、立ち上がった音が頭を超えて、体の後方へ消えます。
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Â Size： 平面や球体の大きさを、円の半径で指定します。

Â「Doppler」ボタン： ドップラー効果の有無を切り替えます。ドップラー効果とは、簡単に言
うと、音の出所と人間の位置が動いている場合、その人間の耳にはピッチが変わって聞こえる

ことです。

拡張パラメータを使用する
Â Global：Diffuse-Field： このパラメータが有効になっていると（デフォルト）、拡散場補正に
より、ヘッドフォンでニュートラルな音を再生できます。複数のBinauralPannerを（複数の
チャンネルで）使用する場合は、このオプションの設定を無効にし、BinauralPannerの出力
をAuxチャンネルにルーティングします。Auxチャンネルには、 BinauralPost-Processingプ
ラグインを挿入しておきます。このプラグインを使うと、一回でBinauralPannerのすべての
出力に拡散場補正をかけることができ、 CPUの負荷を軽減できます。

Â ほかの3つのパラメータは、「 Planar」モードでのみ使用できます。これらのパラメータを使っ
て、円盤の垂直方向のオフセット位置および傾きを制御できます。 3D イメージを見ながらパ
ラメータを変更すると、これらの機能の操作を理解できます。
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BinauralPost-Processingプラグイン
BinauralPost-Processingプラグインは、Auxチャンネルと出力チャンネルで使用できます。こ
のプラグインを使って、ステレオのバス／出力（一部またはすべてのバイノーラル信号がルー

ティングされている出力）にさまざまな補正モードを適用できます。CPUの負荷が軽減され、補
正モードをすばやく切り替えることができます：

「Compensation」メニューには以下のオプションがあります：

Â Headphone FF - optimized for front direction： ヘッドフォン再生用の設定です。自由場
補正を使用します。この補正モードでは、リスニングポジションの正面にある音源がニュート

ラルな音質になります。

Â Headphone HB - optimized for horizontal directions： ヘッドフォン再生用の設定です。水
平面上にある（または平面に近接した）音源がニュートラルなサウンドになります。

Â Headphone DF - averaged over all directions： ヘッドフォン再生用の設定です。拡散場補
正を使用します。この補正モードでは、任意に置かれた／移動された音源の音は（平均で）最

もニュートラルになります。

Â Speaker CTC - Cross Talk Cancellation： スピーカー再生用の設定です。バイノーラル的に
パンニングされた信号をステレオスピーカーで再生できます。音響空間の再現は、スピーカー

の間の左右対象面のリスニングポジションの範囲に制限されます。「SpeakerCTC」設定を選
択した場合は、「CTCSpeakerAngle」パラメータも補正する必要があります。最適なバイノー
ラル効果を得るには、ステレオスピーカーが中心（リスニングポジション）に向けられる角度

を設定します。

参考：BinauralPost-Processingプラグインを使う場合は、各BinauralPannerの統合条件を無
効にしておきます。これはBinauralPannerの拡張パラメータのメニューで設定できます。
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バイノーラル聴覚／バイノーラル録音／バイノーラルパンニング
オーディオ信号をミキシングする際の重要な部分は、各音源を異なる空間位置に配置すること

です。録音とミキシングによく使われるテクニックは、異なる音量レベルのある信号を複数の

スピーカー（ステレオの場合は2台、4チャンネルまたはサラウンドのオーディオセット場合
はそれ以上）に送信して、仮想的なサウンドステージを作ることです。

ただし、この方法には多少の問題があります。人間は、2つの耳だけで異なる音源の位置を特
定できるからです。実質的にすべての音の空間情報を2つの信号に押し込めて、 2つの耳の鼓
膜に伝えています。この2つの信号から、人間は両耳に届く音響信号の時間差や音量レベルな
どの性質や、聴こえる音の空間内の位置情報を（聴覚経験に基づいて）判断することができま

す。音が前後左右のどちらから来るのか、上下のどちらから来るのかを聞き分けることができ

ます。音の発生位置を聞き分ける能力は「バイノーラル」聴覚と呼ばれます。

理論的には、音響経験の空間位置は、再生時に再現することができるため、録音時には音響空

間を操作するテクニックは必要ありません。ただし、この方法には1 つだけ欠点があります。
人によって、耳の形や、体と頭のプロポーションが異なるからです。このような身体の特徴が、

信号がどのように鼓膜に届くかに影響します。もちろん、聴力損失や、その音を聴いた経験な

どの影響もあります。こうした物理的な差があるため、同じ位置で立ったり座ったりして同じ

音源を聴いても、人によってバイノーラル信号の聴こえかたが違います。

したがって、音響空間を完全に再現するとしたら、極小のマイクロフォンを耳管に入れて録音

するしかありません。これは実際的ではないため、音響実験室では、マイクロフォンを埋め込

んだマネキンの頭部を使ってバイノーラル聴覚をエミュレートしています。この方法から、ほ

とんどの人の聴覚にほぼ対応できる「平均的」な人間のバイノーラル録音が開発されました。

バイノーラル録音の再生は、信号を正確に再現できる信号条件（処理）を組み合わせれば、ヘッ

ドフォンによる再生が最適です。専用のリスニング環境があれば、クロストークキャンセレー

ション（CTC）という処理を行って、これらの信号をスピーカーで再現することも可能です。

バイノーラル録音に必要な機材がない場合は、再生時に音の信号を処理ることで、バイノーラ

ル信号をシミュレーションすることができます。これにはHRTF（Head-RelatedTransfer
Function：頭部音響伝達関数）と呼ばれる、音源位置から鼓膜までの音響伝達特性を概算する
関数が使われます。
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サラウンド
「LogicPro」では、お使いのオーディオハードウェアの出力ポートが2つしかない場合でも、複
数のサラウンド形式でミックスダウンが可能です。ただし、サラウンドでのミックスや録音が難

しくなるのは明らかです。したがって、ステレオハードウェアを使用する場合は、このオプショ

ンを選択しないことをお勧めします。

すべてのトラック、音源、Auxチャンネルをそれぞれ別のサラウンド形式に設定できます。

チャンネル出力をサラウンドに設定するには：
m チャンネルストリップの出力スロットをクリックしてホールドし、メニューから「Surround」
を選択します。

パンコントロールがSurroundPanner に置き換わります。スピーカーの位置はカラーのドット
で表示されます。パン位置は白のドットで表示され、このドットをマウスでつかんで移動でき

ます。

サラウンド機能の使いかたについては、807ページの第 35章「サラウンドを使って作業する」
を参照してください。

複数のチャンネルストリップの要素を調整する
ミキサーでは複数のチャンネルストリップを選択できます。選択したチャンネルすべて一時的な

グループとして動作し、グループ化したフェーダーのいずれかを操作して、一連の設定をすばや

く調整できます。「LogicPro」には、チャンネルストリップをグループとして操作する機能があ
りますが（562ページの「グループを使って作業する」を参照）、複数のチャンネルストリップ
を選択する方がグループに多くの設定を行うより時間がかかりません。

複数のチャンネルストリップを選択するには、以下いずれかの操作を行います：
m


Shiftキーを押しながら、チャンネルストリップをクリックします。

m チャンネルの背景をクリックして、チャンネルストリップをドラッグします（複数のチャンネル

ストリップを縦にドラッグして「Inserts」や「I/O」などの文字の上に重ねます）。

この選択方法は、すべてのチャンネルタイプ（音源、オーディオ、Auxなど）に使用できます。

複数のチャンネルストリップの選択を解除するには、以下いずれかの操作を行います：
m 選択を解除したチャンネルの1 つをクリックするか、ミキサーウインドウの背景をクリックし
ます。

m 「アレンジ」ウインドウで、以前に選択を解除されているトラックを選択します。

チャンネルごとに設けられた各コントロールと同様に、Option キーを押しながらフェーダーま
たはノブをクリックすると、その設定がニュートラルの位置にリセットされます。たとえば、
Option キーを押しながらレベルフェーダーをクリックすると、グループ化されているすべての
フェーダーが0dBにリセットされます。Optionキーを押しながら、センドノブ3をクリックす
ると、グループ化されているすべての3番目のセンドノブが0dB（90）にリセットされます。
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グループ化されている複数のチャンネルをレベルフェーダーで調整するには：
m グループ化されているチャンネルのうち、1 つのチャンネルのレベルフェーダーをドラッグし
ます。

すべての音量レベルは相関的および対数関数的に変化します。つまり、選択したチャンネルのミッ

クスの割合は一定のまま、音量レベルは比例的に変化します。具体的に言うと、チャンネル1 と
チャンネル2 がそれぞれ90dB と60dB に設定されている場合、どちらか片方のチャンネルの
フェーダーを下げると、もう片方のチャンネルのフェーダーの位置も相対的な割合で下がります。

Â 元の音量レベルの半分に下げると、チャンネル1は45dBとなり、チャンネル2は30dBになり
ます。

Â 元の音量レベルの4分の1に下げると、チャンネル1は22.5dBとなり、チャンネル2は 15dBに
なります。そしてそのまま音量レベルを下げていくと、最後にはどちらのチャンネルも同時に
0dBに達します。

Â どちらか片方のチャンネルを元の位置に戻すと、それぞれ元の60dBと90dBの割合の音量レ
ベルに戻ります。

グループ化されている複数のチャンネルをパンノブまたはバランスノブで調整するには：
m グループ化されているチャンネルのうち、1つのチャンネルのパンノブまたはバランスノブをド
ラッグします。

同時に、グループのほかのチャンネルのパンノブまたはバランスノブも相対的に変化します。

グループ化されている複数のチャンネルのミュートまたはソロの設定を調整するには：
m グループ化されているチャンネルのうち、1つのチャンネルのミュートボタンまたはソロボタン
をクリックします。

クリックしたボタンの設定が、同時にグループのほかのチャンネルのボタンの設定にも反映され

ます。

グループ化されている複数のチャンネルの録音可能ボタンを調整するには：
m グループ化されているチャンネルのうち、1つのチャンネルの録音可能ボタンをクリックします。

クリックしたボタンの設定が、同時にグループのほかのチャンネル（通常はオーディオチャンネ

ル）の録音可能ボタンの設定にも反映されます。ここで同時録音が可能になるチャンネルは、入
力ソースが異なるチャンネルのみであることに注意してください。

グループ化されている複数のチャンネルのセンドレベルを調整するには：
m グループ化されているチャンネルのいずれかのセンドレベルのノブをドラッグします。

同時に、ほかのチャンネルの各センドスロットのセンドレベルノブも相対的に変化します。

グループ化されている複数のチャンネルのセンド出力先を調整するには：
m グループ化されているチャンネルの不使用センドスロットのうちの 1つをクリックし、バス出力
先（Auxチャンネル）のリストから出力先を選択します。

同時に、ほかのチャンネルの各センドスロットもすべて選択した出力にルーティングされます。

グループ化されている複数のチャンネルのインサートを調整するには：
m グループ化されているチャンネルの不使用インサートスロットのうちの1つをクリックし、リス
トからエフェクトを選択します。

同時に、選択したエフェクトがほかのチャンネルの各インサートスロットにも挿入されます。
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グループ化されている複数のチャンネルの入力および出力のルーティングを調整するには：
m グループ化されているチャンネルの入力または出力スロットのうちの 1つをクリックし、リスト
から入力または出力を選択します。

同時に、グループのほかのチャンネルも選択した入力または出力にルーティングされます。

グループ化されている複数のチャンネルのオートメーションモードおよびグループ設定を調整
するには：

m グループ化されているチャンネルのオートメーションモードおよびグループメニューのうちの1
つをクリックし、リストから設定を選択します。同時に、グループのほかのチャンネルも選択し

た設定に切り替わります。

重要：マルチ・チャンネル（インサート）のセンドおよびインサートオプションを実行できるの
は、選択したいずれかのチャンネルの同じスロットでセンドまたはインサートが有効にされてい
ない場合だけです。したがって、この機能を使用する前に、たとえば、グループ化されているす

べてのチャンネルのセンド3またはインサートスロット4が使用されていないことを確認する必
要があります。

録音または再生モードでチャンネルストリップを調整する
チャンネルを調整する際に、トラックの選択範囲が変更されないようにすることができます。こ
れは、「LogicPro」が録音または再生モードのときに行うことができ、別のトラックの録音中に
ミキサーの特定のチャンネルを調整できます。

録音時にトラックの選択範囲が変更されないようにするには：
m ミキサーで「オプション」＞「録音モードでトラックを変更」と選択し、この設定が無効になっ
ていることを確認します。

プロジェクトの再生時にトラックの選択範囲が変更されないようにするには：
m ミキサーで「オプション」＞「再生モードでトラックを変更」と選択し、この設定が無効になっ

ていることを確認します。

グループを使って作業する
グループスロットを使って、チャンネルストリップをグループに割り当てることができます。

グループには複数のチャンネルストリップがまとめられ、たとえばレベルフェーダーやミュート

ボタンなど、いくつかの属性を連動させるようにしています。それぞれに合唱の声部が含まれて
いる複数のオーディオトラックが1つのグループに割り当てられている場合、1つの声部トラッ
クの音量を変更すると、グループの残りの声部トラックも同時にすべて変更されます。複数の
チャンネルをグループに割り当てたときの各音量レベルの相対的な関係は維持されます。

「グループ設定」を使って、各グループの動作を設定できます。たとえば、「アレンジ」ウインド
ウで選択されている複数のチャンネルを 1つのグループに割り当て、グループ化したトラックで
行ったすべての編集操作をリンクさせることができます。
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グループは最大32 グループ作成できます。1 つのチャンネルを複数のグループのメンバーに割
り当てることもできます。

チャンネルをグループに割り当てるには：
1 グループスロットをクリックしてグループメニューを開きます。

2



32個のグループのいずれか 1つを選択します。

使われていないグループ番号を選択した場合は、「グループ設定」ウインドウが自動的に表示さ

れます（次のセクションを参照）。 1 つのチャンネルを複数のグループに割り当てることもでき
ます。

1つのチャンネルを複数のグループに割り当てるには：
m


Shiftキーを押しながら、グループメニューでグループを選択します。

グループスロットに、チャンネルが割り当てられているグループがすべて表示されます。

グループからチャンネルを削除するには：
1 グループスロットをクリックしてグループメニューを開きます。

2 「グループ解除」を選択します。

使用中のグループ番号の設定を変更するには： 
1 グループスロットをクリックしてグループメニューを開きます。

2 「グループ設定を開く」を選択します。

最後に使用したグループ設定を別のチャンネルストリップにすばやく割り当てるには：
m


Optionキーを押しながら、チャンネルストリップのグループディスプレイをクリックします。

最後に使用したグループ設定（グループ間での重複使用も含む）が、現在のチャンネルに適用さ

れます（グループメニューは表示されません）。
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グループ設定を定義する
「グループ設定」を使って、各グループの動作を設定できます。

Â「有効」チェックボックス： グループの有効／無効を切り替えます。無効にされているグルー
プは黒く表示されます。

Â「名前」フィールド： 選択したグループに名前を付けるときにこのフィールドをクリックしま
す。たとえば、「ストリングス」、「ドラムサブミックス」などの名前を付けます。

Â「リージョンを選択（編集）」チェックボックス： グループのうち、1つのメンバーのトラック
のリージョンを選択すると、グループの残りのメンバーのトラックで同じ範囲のリージョンが

すべて選択されます。

Â「トラックを拡大／縮小」チェックボックス： グループのうち、1つのメンバーのトラックを拡
大／縮小すると、グループの残りのメンバーのトラックもすべて拡大／縮小します。

Â「トラックを隠す」チェックボックス： グループのうち、 1つのメンバーのトラックを隠すと、
グループの残りのメンバーのトラックもすべて隠されます。

Â「録音を可能にする」チェックボックス： グループのうち、 1つのメンバーの「録音を可能にす
る」チェックボックスを選択すると、グループの残りのメンバーのトラックの「録音を可能に

する」チェックボックスもすべて選択されます。

重要：複数のトラックチャンネルストリップを同時に録音できるのは、異なる入力ソースを使
用している場合だけです。

Â「オートメーションモード」チェックボックス： グループのうち、 1つのメンバーをオートメー
ションモードに切り替えると、グループの残りのメンバーもオートメーションモードに切り替

わります。

Â チャンネル・ストリップ・カラー： グループのうち、1 つのメンバーの表示色を変更すると、
グループの残りのメンバーの表示色も変更したこのカラーに変わります。カラーで色分けする

と、ストリングスや金管楽器のセクションなどのグループが識別しやすくなります。

Â「音量」チェックボックス： グループのうち、1 つのメンバーのレベルフェーダーを変更する
と、グループの残りのメンバーの音量も、相対的な音量レベルの割合で変更されます。レベル

フェーダーの移動範囲（すなわち調整幅）を大きくするには、フェーダーの初期値をできるだ

け高く設定する必要があります。

Â「ミュート」チェックボックス： グループ内のすべてのチャンネルのミュート状況を同期させ
ます。グループのうち、1 つのメンバーのチャンネルをミュート／ミュート解除すると、グ
ループの残りのメンバーのチャンネルもミュート／ミュート解除されます。
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Â「パン」チェックボックス： グループ内のすべてのチャンネルのパン範囲の設定を同期させま
す。音量は、元の相対的な割合で維持されます。

Â「センド1」～「センド8」の各チェックボックス： センドスロット1からセンドスロット8まで
の各「センド」ノブをグループ内のすべてのチャンネルで同期させます。元のレベルがそれぞ

れ異なる場合は、そのまま維持されます。

グループオートメーションに関する注意事項
自動設定されたパラメータ（音量など）をミックスオートメーションで処理する場合、グループ

内のいずれのメンバーもマスターコントロールとして使用することができます。オートメーショ

ンパラメータの値を設定すると、オートメーションモード（「タッチ」や「ラッチ」など）に基

づいて、グループの残りのメンバーについても設定したその値が反映されます。各チャンネルの

データは個別に設定されます。その結果、後でグループを解除しても、グループのほかのメン

バーの自動設定には影響しません。つまり、グループを解除すれば、各チャンネルを個別に編集

／変更することができるようになります。

グループを一時的に解除する（グループクラッチ）
グループのすべてのパラメータの同期を一時的に無効にすることができます。これにより、たと

えば、チャンネルの音量を個別に変更できるようになります。

グループを一時的に無効にするには：
m 「オプション」＞「グループクラッチ」と選択します（または、「グループクラッチを切り替える」
キーコマンドを使います。デフォルトはコマンド＋Gキーです）。

グループクラッチを有効にすると、すべてのグループの表示色が黄色（通常）から淡灰色（ク

ラッチが有効で、すべてのグループが一時的に解除されている）になります。
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チャンネルストリップのタイプ
チャンネルストリップは、ミキサーの基本構成要素です。このセクションでは、チャンネルスト

リップのタイプによる違いと使いかたについて説明します。

オーディオチャンネル
オーディオチャンネルストリップは、「アレンジ」ウインドウのオーディオトラックのリージョ

ンのオーディオ信号の再生および録音に使います。オーディオチャンネルストリップで、オー

ディオトラックのすべての音響要素を制御できます。

音源チャンネル
音源チャンネルストリップは、「LogicPro」のソフトウェア音源の使用／制御に使います。現在
サポートされている音源は、「LogicPro」およびGarageBand の内蔵ソフトウェア音源と、
QuickTimeシンセサイザー（DLSMusicDevice）などのAudioUnit対応の音源です。

「LogicPro」では、コンピュータの CPUの空きリソースとシステムRAMの空き容量によります
が、独立した音源チャンネルストリップを最大255まで同時に使用できます。

音源チャンネルの音源スロット（出力スロットのすぐ上にある）が、ソフトウェア音源の挿入位

置になります。音源スロットをクリックして、メニューから音源プラグインの名前を選択します。

ソフトウェア音源プラグインを挿入すると、「アレンジ」ウインドウの1 つまたは複数のトラッ
クのMIDIリージョンから音源チャンネルにアクセスしたり、チャンネルを操作したりできます。
これらのトラックは音源チャンネルにルーティングされています。

音源チャンネルストリップオーディオチャンネルストリップ

Auxチャンネルストリップ

出力チャンネルストリップ

マスターチャンネル

ストリップ
MIDIチャンネルストリップ
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音源チャンネルに挿入されたソフトウェア音源は、該当するアレンジトラック（音源チャンネル

にルーティングされているトラック）が選択されていれば、もちろんMIDIキーボードから直接
再生できます。

音源チャンネルタイプは、ほかのソース（エンバイロメントオブジェクトなど）からのMIDIデー
タを受信できます。これは、ハードウェアのMIDI 音源およびソフトウェア音源のサウンドレイ
ヤーを作成する場合や音源をアルペジオ演奏するときなどに役に立ちます。

複数のソフトウェア音源出力にアクセスする
「LogicPro」は、EXS24mkII、Ultrabeat、およびすべての AudioUnit 音源のマルチ出力をサ
ポートしています。音源プラグインメニューには、モノラルバージョンおよびステレオバージョ

ン以外に、1つまたは複数のマルチ出力オプションが表示されることがあります。

マルチ出力音源の最初の 2出力は、プラグインを挿入した音源チャンネルで必ずステレオペアと
して再生されます。その他の出力（3、4、5、 6 など）には、オグジュアリー・チャンネル・ス
トリップからアクセスします。複数の出力音源を設定する方法については、 214ページの「複数
音源出力にアクセスする」を参照してください。

オグジュアリーチャンネル
オグジュアリー（Aux）チャンネルを、センド／リターン、サブグループ、および複数チャンネ
ル（マルチ出力：ソフトウェア）音源チャンネルの補助出力先チャンネルとして使用できます。
Auxチャンネルをセンドなどに割り当てると、さらに多くのチャンネルが自動的に使用できるよ
うになります。たとえば、4つのAuxチャンネルを使用すると、割り当てたときに5番目のチャ
ンネルが自動的に作成されます。

オグジュアリーチャンネルを作成する
通常、Aux チャンネルは必要に応じて作成します。これを行うには以下の3つの方法があります：
Â チャンネルストリップからセンド割り当てを行うと、Auxチャンネルが自動的に作成されます。
Â


EXS24mkIIなどのマルチ出力を装備している音源を音源チャンネルに挿入すると、Auxチャン
ネルの複数の割り当てが「シーンの裏で」行われます。必要な数のAux チャンネルストリッ
プを作成するかどうかは、ユーザ次第です。これを行うには、音源チャンネルの下部にある

「＋」（プラス）ボタンをクリックします。クリックするたびに、新しいAux チャンネルスト
リップが作成されます（さらに、自動的に特定の音源出力に割り当てられます）。
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Â



Auxチャンネルを作成する3番目の方法は、ミキサーウインドウの左側にある「＋」（プラス）
ボタンをクリックするか、「オプション」＞「新規オグジュアリー・チャンネル・ストリップ

を作成」をクリックする方法です。どちらの方法を使っても、以下のダイアログボックスが表

示されます。

この方法は、「アレンジ」ウインドウで表示される「新規トラック」ダイアログとよく似ています。

チャンネルの数を直接入力し、必要な形式、入力および出力ルーティングを設定して「作成」ボ

タンをクリックします。入力および出力の「昇順」チェックボックスを選択すると、複数のオグ

ジュアリーチャンネルが順番に割り当てられ（ルーティングされ）ながら作成されます。たとえ

ば、「数」フィールドに「6」と入力し、「入力」メニューで「バス2」を割り当て「昇順」チェッ
クボックスを選択すると、バス2～バス7に割り当てられた 6本のAuxチャンネルが作成され
ます。「出力」ポップアップメニューでも操作は同様です。

参考：「入力」／「出力」メニューで指定できる入力と出力の数は、オーディオハードウェアに
よって決まります。

オグジュアリーチャンネルの入力ソースを手動で選択する
Aux チャンネルの入力ソースは、「入力」メニューで選択できます。入力ソースにできるのは以
下のものです：

Â バス： Auxチャンネルをセンド／リターンに使用した場合（以下を参照）。
Â 入力： 使用できる数はオーディオインターフェイスの入力の空き状況によって決まります。

Â 音源プラグイン（Logicや AudioUnitなど）によって提供されるソフトウェア音源の出力： こ
れらの予備出力を使用できるのは、音源チャンネルに挿入された音源が複数の出力を持つ場合

です（214ページの「複数音源出力にアクセスする」を参照）。 

Auxチャンネルをセンド／リターンとして使用する
オーディオチャンネルおよび音源チャンネルのセンドスロットを使って、信号の一部またはすべ

てをオグジュアリーチャンネルにルーティングできます。リバーブやディレイなどのエフェクト

は通常、エフェクトのセンド／リターンとして使用する際に Auxチャンネルに挿入されます。

Auxチャンネルは、ほかのAuxチャンネルの入力ソースとしても使用できます。この方法では、
Auxチャンネルからのセンドを別のAuxチャンネルにリターンして、エフェクトの複合ルーティ
ングを構成することもできます（ほとんどの場合、同じ信号を二回モニタリングすることはない

ため、各Auxチャンネルの出力割り当ては「出力なし」に設定します）。

参考：Auxチャンネルを別のチャンネルストリップのセンド／リターン先に設定すると、「入力」
メニューに「バス（番号）」が表示されます。



第25章    ミキシング 569



外部オーディオ処理のAuxチャンネルに使用する
オーディオハードウェアの各出力を介して、オーディオ信号を外部装置にルーティングすること

ができます。これにより、レベルやパンポジションを変更し、必要があればプラグインを適用す

ることが可能になります。このルーティングでは、I/Oプラグインを使用します。

I/OプラグインをAuxチャンネルに挿入する利点は、「LogicPro」のミキサーに組み込まれたエ
フェクト装置（またはハードウェアのミキシングコンソール）が、センド経由ですべてのトラッ

クと音源チャンネルで使用できるようになることです。

Auxチャンネルをサブグループとして使用する
Auxチャンネルをサブグループチャンネルとして使用し、複数のオーディオチャンネルの音量レ
ベルをまとめて制御することができます。たとえば、すべてのドラムトラックまたは多声のボー

カルテイクをステレオの Aux チャンネルにルーティングして、全体の音量レベルを制御できま
す。チャンネル間のレベルの差は相対的に維持されます。

サブグループに含めるチャンネルの出力先としてAuxチャンネルを指定するだけです。

Auxチャンネルは別のAuxチャンネルにもルーティングされるため、複数のリターン（センド）
を同じサブグループにルーティングし、ミックス内のエフェクトの音量レベルをまとめて調整で

きます。この方法により、特にミックスダウンを自動化している場合は、ミックスダウンによけ

いな手間がかからなくなります。

後でアレンジメント内でステレオトラックとして使用するために特定のサブグループの信号を

録音するには、サブグループの Aux を不使用の出力チャンネルにルーティングし、「バウンス」
機能を使用します（601ページの「プロジェクトをバウンスする」を参照）。

出力チャンネル
お使いのオーディオインターフェイスのオーディオ出力を表す出力チャンネルです。これらの

チャンネルは、ルーティングされているすべてのトラックまたは音源チャンネルの全体の音量レ

ベルおよびステレオの左右のバランス（モノラルの出力チャンネルの場合はパンポジション）を

調整するのに使用します。出力に使えるチャンネルの数は、使用しているオーディオインター

フェイスによって異なります。

出力チャンネルのインサートスロットを使って、マスタリング処理（バウンス）を行う際や通常

の再生時に、信号を処理できます。通常のマスタリングツールとして、コンプレッサ、ディエッ

サ、イコライザなどがあります。技術的理由のため、モノラルからステレオに変換する必要のな

いプラグインしか使えないようになっています。つまり、ステレオの出力チャンネルではステレ
オ->ステレオプラグイン、モノラルの出力チャンネルでは、モノラル->モノラルプラグインを
使用することができます。プラグインのサラウンド（マルチモノラル）バージョンは、モノラル

またはステレオの出力チャンネルに使用できます。その他のモノラル -> マルチモノラルタイプ
のプラグインは、モノラルの出力チャンネルに使用できます。ステレオ -> サラウンド、ステレ
オ -> マルチモノラル、トゥルーサラウンドタイプのプラグインは、ステレオ出力のチャンネル
ストリップで使用可能です。

各出力チャンネルには、バウンスボタンがあります。詳細については、 601ページの「プロジェ
クトをバウンスする」を参照してください。
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マスターチャンネル
マスターチャンネルストリップは、すべての出力チャンネルのゲインを変更します。独立した

アッテネータとして機能し、出力チャンネル間の相対的なレベルには影響しません。出力音量を

比例的にコントロールでき、「LogicPro」のサラウンドモード（サラウンドミックス全体にフェー
ドをかける場合）に役立ちます。

場合によっては、たとえば、各出力チャンネル（外部接続機器へのエフェクトセンドとして使用

される出力）をマスターチャンネルによる制御から外すこともできます。Controlキーを押しな
がらソロボタンをクリックして、出力チャンネルを「ソロセーフ」モードに切り替えると、マス

ターチャンネルの影響を受けなくなります。

マスターチャンネルのフェーダーを動かしても出力チャンネルのフェーダーの位置は変更され

ませんが、信号のレベルには直接影響します。これらのレベルを変更すると、各出力チャンネル

のレベルメーターに反映されます。

∏ ヒント：トランスポートバーにもマスター音量のフェーダーがあります。これを使って、ミキ
サーに表示されるマスターチャンネルストリップをリモートコントロールでき、「アレンジ」ウ

インドウから全体の音量レベルをすばやく簡単に制御できます。

MIDIチャンネルストリップ
このセクションでは、ミキサーのMIDIチャンネルストリップについて説明します。GMミキサー
（892ページの「GMミキサー」を参照）についても説明します。

MIDIチャンネルストリップは、MIDI制御のサウンドモジュールとシンセサイザーのミキシング
パラメータ（音量とパンなど）のリモートコントロールとして機能します。

重要：コントロールによってMIDIコントロールチェンジメッセージが送信されます。「LogicPro」
のオーディオシグナルフローは制御しません。
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ミキサーで「表示」＞「MIDI トラックコンポーネント」と選択し、メニューですべての設定を
選択すると、以下に説明するパラメータがすべて表示されるようになります。基本チャンネルの

音量レベル、パン、およびミュートのコントロールがMIDIチャンネルストリップに常時表示さ
れます。

Â 音源名： MIDIチャンネルストリップに割り当てられている音源オブジェクトを表示します。

Â「プログラム」ボタン： 名前でサウンドを選択できます。ボタンをクリックすると、すべての
GMサウンド名を含むメニューが表示されます。各チャンネルには、それぞれのメニューがあ
ります。

Â「バンク」フィールド： 音源がバンク選択イベントを「識別」できれば、各 MIDIチャンネルの
バンク番号を選択できるようになります。低い方の値はコントローラ値32を送信し、高い方
の値はコントローラ値0を送信します。これは、127x127バンクをもつMDI音源用です。使
用MIDI機器が、標準のコントローラ値0および32のメッセージを使用していない場合は、異
なる形式のバンク選択形式を複数使用できます（ 887ページの「カスタマイズしたバンクセレ
クトを定義する」を参照）。すべてのシンセサイザーでバンク・セレクト・イベントがサポー

トされるわけではありません。

Â「割り当て1」～「割り当て5」： 最大5つのノブを選択／表示でき、任意のMIDIコントローラ番
号を割り当てることができます。

チャンネルのレベルを調整する
レベルフェーダーは、MIDIチャンネルの出力レベルを制御します。これを調整することで、MIDI
インターフェイスからコントローラ番号 7が送信されます。

チャンネルの出力レベルを調整するには：
m レベルフェーダーを上下にドラッグします。

プログラム

バンク

音源名

割り当て 1 ～割り当て5
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チャンネルをミュートする
ミュートボタンにより、チャンネルの音量がゼロまたは現在のレベルフェーダーの位置に切り替

わります。ボタンを「押す」と、チャンネルがミュートされます。ミュートボタンをオフにする

と、現在のレベルフェーダーの位置（および値）が使用されます。

チャンネルをミュートする／ミュートを解除するには：
m 目的のチャンネルのミュートボタンをクリックします。

パンポジションを制御する
パンノブを使って、音のパンポジションを直接制御できます。コントローラ番号10が、MIDIイ
ンターフェイスを介して送信されます。

音のパンポジションを制御するには：
1 パンノブをクリックして、ホールドします。

2 マウスを上下左右に動かします。マウスの動きに合わせてノブの位置が動きます。

コントロールをリセットする
Option キーを押しながら、フェーダーやノブをクリックすると、ニュートラルの値にリセット
されます。すべてのコントロールのニュートラルの値はゼロですが、次の例外があります：

Â 音量（コントローラ番号7）： デフォルト値は100です。
Â パン（コントローラ番号10）、バランス（コントローラ番号8）、レゾナンス（コントローラ番
号71）、リリースタイム（コントローラ番号72）、アタックタイム（コントローラ73）、およ
びカットオフ周波数（コントローラ番号 74）： すべてデフォルト値は64（中央位置）です。

その他のコントローラを送信する
コントローラデータ（別のMIDI コンティニュアスコントローラ）を送信し、「割り当て 1」～
「割り当て5」のノブを使って音源のさまざまなパラメータを制御することができます。

コントローラをノブに割り当てるには： 
1 ノブの上のラベルをクリックします。

2 メニューから目的のコントローラを選択します。

次に、あらかじめ定義されたGeneralMIDI機能について説明します。すべてのMIDI 音源がこ
れらのコントローラを識別するわけではありません：

Â Reverb（コントローラ番号 91）： リバーブのレベルを制御します。ノブを右へ回すと、エフェ
クトの信号が大きくなります。
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Â Chorus Depth（コントローラ番号 93）： コーラスエフェクトの深さを制御します。ノブを右
へ回すと、エフェクトの効果が大きくなります。

Â LPF Frequency（コントローラ番号74）： 音の倍音成分を制御します。値を大きくすると、音
が明るくなります。

MIDIチャンネルストリップ設定をミキサーに保存する／ミキサーから復元する
ミキサーのMIDI チャンネルの設定は、「アレンジ」ウインドウのインスペクタに表示されるト
ラックパラメータボックスに直接影響します。チャンネルストリップの現在の設定は、すべてプ

ロジェクトファイルに保存されます。

スイッチをオフにして（デバイスをデフォルト値にリセットして）、サウンドモジュールのアク

ティブな設定を解除すると、ユニットを制御していた「LogicPro」のミキサーの設定が失われ
ます。ただし、プロジェクトを再度読み込むと、「 LogicPro」のミキサーの設定は復元され、す
べてのMIDI装置に送信されます。

まれに、装置によっては、MIDI 通信が原因で設定が復元されないことがあります。このような
場合、「LogicPro」MIDI チャンネルストリップの設定を手動で再送信できます。「オプション」
＞「すべてのMIDIミキサーデータを送信」と選択してください。

拡張GM／GS／XG機能
GM規格のほかに、Roland（ GS）およびYAMAHA（XG）提供の拡張規格が用意されています。

GS およびXG モードでは各種のエフェクトプログラムを選択でき、リバーブやコーラスエフェ
クトのレベルを制御できます。

GS／ XGエフェクトを表示するには：
m ミキサーの「表示」メニューで「GS/XGエフェクトを追加」選択し、設定を有効にします。

GS ／XG 設定のコントロールがミキサーウインドウの右側に表示され、各種のエフェクトプロ
グラムを選択することができます。

GS／ XGエフェクトを設定するには：
1 最初のメニューから規格を選択します。

選択内容に応じた拡張エフェクトのコントローラが表示されます。 

2



2番目のメニューからリバーブまたはコーラスエフェクトを選択します。

3 リバーブタイムまたはディレイタイム（「タイム」パラメータ）を設定します。
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特定のタイプのチャンネルストリップに移動する
複数のチャンネルタイプを表示している場合は、「表示」＞「スクロール」と選択して、メニュー

からコマンドを選択し、選択したチャンネルタイプのミキサーディスプレイをスクロールするこ

とができます。ミキサーのビューには、数十本から数百本ものチャンネルストリップが含まれて

います。

特定のチャンネルストリップタイプに移動するには： 
1 「表示」＞「スクロール」と選択し、メニューからコマンド（たとえば「出力」）を選択します。

ミキサーの画面全体が変わり、現在表示されているミキサーウインドウ領域の右側にある、最初

のチャンネルが表示されます。

ミキサーをカスタマイズする
ミキサー画面には「1 トラック」、「アレンジ」、および「すべて」の3つのビューモードがあり
ます。これらのビューを使って、現在のミキシングタスクに本当に必要なチャンネルストリップ
だけを表示することができます。これにより作業の流れが単純になり、作業効率が向上します。

「アレンジ」ビューと「すべて」ビューでは、チャンネルストリップの各フィルタボタンと連携

し、チャンネルストリップの特定のタイプをフィルタリングできます。どちらのビューもフィル

タボタンの設定をさまざまな設定に変えられます。

「1トラック」／「アレンジ」／「すべて」ビューを操作する
ミキサーのメニューバーの「1トラック」、「アレンジ」、および「すべて」ボタンを使用して（ま
たは、「ミキサーモードを切り替える（1 トラック、アレンジ、すべて）」キーコマンドを使っ
て）、ミキサーのビューを切り替えることができます：

Â「1 トラック」ビュー： ミキサー画面には、選択したアレンジトラックとシグナルフローだけ
が表示されます（「表示」メニューの「シグナル・フロー・チャンネル・ストリップを追加」

設定が有効になっている場合）。

Â「アレンジ」ビュー： 「アレンジ」ウインドウで使用されているトラック（オーディオ、音源、
または外部MIDI）に対応するチャンネルストリップとシグナルフローが表示されます。シグ
ナルフローのチャンネルストリップが表示されるのは、「表示」メニューの「シグナル・フ

ロー・チャンネル・ストリップを追加」設定が有効になっている場合です。

Â「すべて」ビュー： プロジェクト内のすべてのMIDI音源とオーディオチャンネルストリップを
ミキサーに表示します。

「1トラック」ビュー
「1 トラック」ビューでは、ミキサーの画面に表示されるのは選択したアレンジトラックとシグ
ナルフローだけです：

Â 該当する場合： オーディオトラックの入力ソースとして使用されているチャンネルストリップ。

各表示ボタン
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Â 選択したアレンジトラックに割り当てられているチャンネルストリップ。

Â 選択したトラックがマルチ出力のソフトウェア音源の場合： 各出力信号に割り当てられたAux
チャンネルストリップは、ソフトウェア音源チャンネルストリップの横に表示されます。これ

らのチャンネルストリップは出力番号に基づいて、昇順に並べられます。

Â


Auxチャンネルストリップは、アレンジトラックのチャンネルストリップ（または、ほかに表
示されているAux）のセンド先として使用されている入力ソース用のほかのAuxと共に、Aux
チャンネルの番号に基づいて昇順に並べられます。

Â アレンジトラックのチャンネルストリップ（または、ほかに表示されているチャンネルスト

リップ）のルーティング先として使用されている出力チャンネルストリップは、出力番号に基

づいて昇順に並べられます。

参考：シグナルフローのチャンネルストリップが表示されるのは、「表示」メニューの「シグナ
ル・フロー・チャンネル・ストリップを追加」設定が有効になっている場合です。

「アレンジ」ビュー
「アレンジ」ビューには、「アレンジ」ウインドウで使用されているトラック（オーディオ、音源、

または外部MIDI）に対応するチャンネルストリップのシグナルフローが表示されます。

シグナルフロー全体は、左から右へレイアウトされています：

Â アレンジトラックに割り当てられているチャンネルストリップはすべて昇順に並べ替えられ

て表示されます。

Â 複数の出力ソフトウェア音源の各出力信号に使用されている Auxチャンネルストリップは、音
源チャンネルストリップに横に表示されます。これらのチャンネルストリップは出力番号に基

づいて、昇順に並べられます。たとえば、出力3と出力4のオグジュアリーチャンネルは出力
7と出力8にルーティングされているAuxチャンネルの左側に表示されます。

Â ほかのチャンネルストリップ（「アレンジ」で使用されているか、またはミキサーに表示され

ている）のセンド先またはルーティング先として使用されている、入力ソースがBus のAux
チャンネルストリップは、出力番号に基づいて昇順に表示されます。

Â ほかのチャンネルストリップ（「アレンジ」で使用されているか、またはミキサーに表示され

ている）の送信先またはルーティング先として使用されている出力チャンネルストリップは、

出力番号に基づいて昇順に表示されます。

シグナルフローのチャンネルストリップが表示されるのは、「表示」メニューの「シグナル・フ

ロー・チャンネル・ストリップを追加」設定が有効になっている場合です。

「表示」メニューの次の2つの設定を使って、「アレンジ」ビューを微調整できます：

Â その他のトラック： 音量やパンコントロールなどのミキシングパラメータがないトラック
チャンネルを表示／無効／フィルタすることができます。これらの「その他のトラック」に

は、「出力なし」と「メトロノーム」のトラックが含まれています。メトロノームのレベルと

ルーティングの割り当てを設定するのに便利です。演奏者やシンセサイザーのために特定の出

力をクリックトラックに使用する必要がある場合に、ルーティングの割り当てを簡単に行うこ

とができます。
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Â 同じ音源トラック： 同じ音源チャンネルストリップを使用する「アレンジ」ウインドウの各ト
ラックを表示／無効／フィルタすることができます。これらのトラックは、音量、パンなどの

設定を冗長化している（同じチャンネルストリップを使用している）ため、通常は、トラック

ごとに複数のチャンネルストリップを表示する必要はありません。

「すべて」ビュー
「すべて」ビューでは、「アレンジ」領域のトラックリストに含まれていないチャンネルストリッ

プを表示することができます。この場合、録音のためにこのトラックを選択できません。

選択したチャンネルストリップのトラックをアレンジ領域で自動的に作成するには：
m ミキサーのメニューバーで「オプション」＞「選択したチャンネルストリップのアレンジトラッ

クを作成」と選択します。

このコマンドは、通常「アレンジ」に表示されていないが、オートメーション処理に必要なAux
チャンネルストリップまたは出力チャンネルストリップに主に使用します。

参考：この機能は、アレンジトラックの複製を作成するのに使用できます。選択したチャンネル
ストリップがすでにアレンジトラックとして使用できる状態になっている場合は、アレンジト

ラックが選択され、画面のウインドウ領域に表示されます。

ミキサーのビューを微調整する
チャンネルストリップの各フィルタボタンを使って、チャンネルの特定のタイプについてミキ
サーディスプレイ上の表示を制限することができます。

これらのボタンは、上記で説明した「アレンジ」ビューおよび「すべて」ビューと連携します。

どちらのビューもフィルタボタンの設定をさまざまな設定に変えられます。

Â ボタンをクリックして、このチャンネルストリップタイプの表示／非表示を切り替えます。

Â


Option キーを押しながらボタンをクリックすると、そのボタンが有効になり、ほかのボタン
（残りのチャンネルストリップタイプ）がすべて無効になります。

チャンネルストリップの各フィルタボタン
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チャンネルストリップの表示をカスタマイズする
「表示」メニューの対応する設定を有効／無効にすることで、以下のオーディオチャンネルスト

リップの各コンポーネントの表示／非表示を個別に切り替えることができます：

Â


EQサムネール

Â


Inserts

Â



Sends

Â



I/O

Â トラック名

Â トラック番号

また、「表示」＞「MIDIトラックコンポーネント」と選択して、メニューで該当する設定を有効
／無効を切り替えることで、MIDI チャンネルストリップの各コンポーネントの表示／非表示を
切り替えることができます：

Â 音源名

Â プログラム（チェンジ番号）

Â バンク（セレクト番号）

Â ユーザ定義ノブ（「割り当て1」～「割り当て5」）

すべてのチャンネルタイプのトラック名とトラック番号を表示／非表示を切り替えて、画面の作

業スペースを確保することができます。

ミキサーウインドウのトラックの名前を変更する
ミキサーウインドウで「表示」＞「トラック名」と選択した場合、トラック名（または、デフォ

ルトのトラック名として使われているチャンネルストリップ名）の表示をダブルクリックする

と、テキスト入力フィールドが表示されます。トラック名を新しく作成するか、既存のトラック

名を変更したら、Returnキーをクリックしてフィールドを閉じます。

チャンネルストリップにカラーを割り当てる
「表示」メニューの「カラー」オプションを選択すると、「カラー」パレットが表示されます。こ

のパレットでチャンネルにカラーを割り当てることができます。このカラーの割り当ては「アレ

ンジ」ウインドウのリージョンにも反映され、ミキシング（特に、グループのミキシング）の作
業を楽にします。

選択したチャンネルストリップにカラーを割り当るには：
m 「表示」＞「カラー」と選択し、パレットからカラーを選択します。パレットの左上にある閉じ

るボタンをクリックするとパレットが閉じます。

カスタムカラーを指定する場合は、パレット内のカラーをダブルクリックします。カラーサーク

ルが表示され、色彩を定義できます。「 OK」をクリックすると、パレット上で選択したカラー
ボックスの色が定義した色に置き換わります。
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フォルダトラックを表示する
ミキサーに、フォルダトラック（または、「アレンジ」ウインドウの最上位に表示されているト

ラック）の内容に関連付けられたチャンネルストリップを表示します。

フォルダトラックを選択すると（または、ミキサーを開いたときに、「アレンジ」にフォルダの

内容が表示されている場合）、フォルダ内のトラックに関連付けられているチャンネルストリッ

プのみが表示されます。

階層ボタン（ミキサーのリンクボタンの左側）をクリックすると、ミキサーディスプレイの表示

が「アレンジ」の1つ上の階層レベル（この場合は、フォルダの階層レベル）に切り替わります。

フォルダチャンネルをダブルクリックすると元に戻り、フォルダ内の各チャンネルが表示されま

す。このように動作させるには、「表示」＞「フォルダトラック」と選択する必要があります。

フォルダトラック
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「I/Oラベル」ウインドウを使用する
「I/Oラベル」ウインドウを使って、チャンネルストリップの入力、出力、およびセンドメニュー
の項目名を作成し、デフォルトの「Input1」や「Output8」などの名前と置き換えることがで
きます。

「I/Oラベル」ウインドウを開くには：
m 「オプション」＞「I/Oラベル」と選択します。

複数のオーディオインターフェイスを使っている場合は、メニューから装置を選択します。I/O
ラベルは、ハードウェアタイプ（CoreAudioやDAEなど）ごとに個別に定義できますが、すべ
てのプロジェクトに反映されます。これらのラベルは個別のファイル（~/Library/Application
Support/Logicフォルダ）に保存されます。ファイルには「IOLabelsxxx」（「xxx」はハードウェ
アタイプ名を示す）という形式の名前が付けられます。.

各チャンネルストリップの入力、出力、センドメニューのI/Oラベルを新規作成するには：
1 「ユーザ」カラムで、チャンネル（たとえば「 Output1-2」）と同じ行にあるボタンをクリックし
ます。

2 「長」（名前）欄で「–」をダブルクリックし、「Output 1-2」の新しい名前を入力します。たと
えば、「MLAN1-2」などです。行以外の場所をクリックし、Returnキーを押します。 

3 「短」（名前）欄でも同じ作業を繰返します。たとえば、「1-2」を入力します。

センドスロットには、省略名が使用されます。

「Output1-2」に適用した場合、すべてのチャンネルストリップの出力メニュースロットで、名
前が「MLAN1-2」に置き換わります。
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チャンネルのI/Oラベルをデフォルトのラベルに戻すには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「チャンネル」カラムで該当するボタンをクリックします。

m 「リセット」メニューコマンドを選択すると、以下のチャンネルストリップタイプが（チャンネ

ル欄に表示されている）デフォルト名にリセットされます。：

Â すべてのラベル

Â 入力ラベル

Â 出力ラベル

Â バスラベル

ハードウェアドライバが提供するI/Oラベルを使用するには：
m 「ドライバにより提供」カラムで該当するボタンをクリックします。
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26 オートメーションを操作する

「LogicPro」には、高機能で使いやすいトラックベースのオートメー
ションシステムがあり、これを使ってミックスの作成や再生を完全に
自動化することができます。

ミックスオートメーションとは、ミキシングコンソール上のフェーダー、ノブ、スイッチの設定

を記録、編集、再現し、特に、音量、パン、EQ、およびAuxセンドなどのコントロールをリア
ルタイムに制御する操作です。

特に制約なく、「LogicPro」のミックス機能の操作をすべて自動化することができます。これを
すべてのプラグイン（すべてのエフェクトとソフトウェア音源のパラメータ）に適用するだけで

なく、他社製のすべてのプラグインもまとめて自動操作することができます（ただし、Space
Designer のいくつかのパラメータなど、リアルタイムに自動化できない例もわずかながらあり
ます）。

オートメーションは、MIDIリージョンやオーディオリージョンから独立して、「アレンジ」ウイ
ンドウのトラックで行われます。

オートメーションはまた、「LogicPro」の状態（再生または録音）とは関係なく、いつでも作成
することができます。

「LogicPro」のトラック・オートメーション・システムはサンプル精度であるため、処理は正確
ですが、プロセッサの影響を受けやすくなっています。サンプルアキュレイトモードを部分的あ

るいは全体的に無効にするには、「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「一般」タブ
と選択し、「サンプル・アキュレイト・オートメーション」メニューで設定します。

参考：MIDIコントローラの値を使ってパラメータを自動化することができます。これは、「ハイ
パードロー」（ 596ページの「ハイパードローを使用する」を参照）と呼ばれるツールを使って、
リージョン単位で行います。
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トラックオートメーションを表示する
トラック・オートメーション・データは、プロジェクト全体の範囲にわたる、薄い灰色の網掛け

領域（オートメーショントラック）に表示されます。オーディオリージョンのオーディオ波形と
MIDIリージョンのノートイベントは、この網掛け領域に淡い色で表示されます。

オートメーションデータは、この網掛け領域では、色の付いた曲線、「ノード」と呼ばれる点、お

よび線で表されます。

数値は、オートメーショントラックの各ノードに自動的に表示されます。数値はコンテキストに

依存しており、たとえば、パン位置が中央にあると、「 64」ではなく「0」と表示され、音量は
dB単位で表示されます。

アレンジ領域でトラックオートメーションを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m アレンジ領域で、「表示」＞「トラックオートメーション」と選択します（または「トラックオー

トメーションを表示」キーコマンドを使います。デフォルトはAキーです）。

m ツールバーの「オートメーション」ボタンをクリックします（表示されている場合）。

灰色のオートメーション領域がすべてのトラックに表示され、オートメーション・パラメータ・

メニューがトラックヘッダに表示されます。ここで、表示されているオートメーションパラメー

タを選択することができます。自動的に「音量」に設定されます。

オートメーション・
パラメータ・メニュー
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オートメーションは、表示トラックの高さが十分でないと表示されません。トラックオートメー

ションを有効にすると、トラックが見やすくなるように縦方向のズームレベルが自動的に設定さ

れます。

1つまたは複数のトラックの大きさを調整するには：
m トラックの大きさを調整するには、トラックヘッダ（トラックリストのヘッダ）の左下の隅をク

リックしてドラッグします。または、オートメーションが表示されていない場合は、垂直のズー

ムバーを使ってトラックのサイズを調整します。

縦方向のズームバーを使うのは、オートメーションを有効にした後に、手動でトラックの大きさ

を調整したり、拡大／縮小のレベルを変更したりする場合です。

さまざまなオートメーションパラメータを表示する
オートメーション・パラメータ・メニューでは、表示または編集するパラメータを選択できます。

このメニューは、アレンジ・トラック・リストのトラック名の下に表示されます。

メニューには、トラックのチャンネルストリップのレベルフェーダー、パンポット、その他のパ

ラメータが表示されます。オートメーショントラックでパラメータを曲線で表示すると、さまざ

まなプリセットカラーで示されます。次に例を挙げます：

Â 黄色： 音量オートメーション

Â 緑： パンオートメーション

Â オレンジ： ソロオートメーション

オートメーション・パラメータ・メニューには、選択したトラックのチャンネルストリップ（ま

たはそのプラグイン）のものを実際に制御するパラメータだけが表示されます。トラックにすで

に存在するパラメータ（オートメーションデータ）は、メニューに太字で表示されます。

オートメーションパラメータを選択するには：
m オートメーション・パラメータ・メニューをクリックし、パラメータを検索します。

チャンネルストリップに挿入されたプラグインを示すサブメニューがあります。各プラグイン

は、スロットの挿入位置とプラグイン名に基づいた名前で表されます（「1EXS24」など）。この
プラグインメニューには、さらにサブメニューがあります。「メイン」サブメニューに、音量、パ

ン、ソロ、ミュート、バイパスなどの項目が表示されます。

トラックのオートメーションパラメータをすべて隠すには：
m オートメーション・パラメータ・メニューをクリックし、「表示オフ」を選択します。
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トラックのオートメーションパラメータをすべて隠すには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「トラックオートメーション」と選択します（または、「トラックオートメーションを

表示」キーコマンドを使用します。デフォルトはControl＋ Shift＋Aキーです）。

m ツールバーの「オートメーション」ボタンをクリックします（表示されている場合）。

複数のパラメータのオートメーションデータを表示する
オートメーショントラックには、現在有効なパラメータだけでなく、すべてのオートメーション
データが淡い色（音量は淡い黄色、パンは淡い緑など）で表示されます。 

リージョンおよびオートメーションデータの透明度を調整するには：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」＞「アレンジ」と選択し、「アレンジ」タブの「オート
メーションの透明度」セクションで「リージョン」および「その他のデータ」のスライダを調整

します。

また、各設定の情況を簡単に把握できるよう、各サブトラックのオートメーションパラメータを

表示することもできます。

サブトラックのオートメーションデータを表示するには：
m トラック名の左下にある開閉用三角ボタンをクリックします。

メイントラックの下に、オートメーションのサブトラックが表示されます。

このサブトラックのオートメーションパラメータのタイプは、表示されていない場合でも、

「LogicPro」によって自動的に録音済みのタイプに設定されています。アクティブなオートメー
ションパラメータは、一番上のメイントラックに表示されます。開閉用三角ボタンを続けてク

リックすると、オートメーショントラックのサブトラックが次々に表示されます。
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各サブトラックの録音済みオートメーションデータをすべて表示するには：
m


Option キーを押しながら、閉じている開閉用三角ボタンをクリックすると、オートメーション
サブトラック（最大30 トラック）がすべて表示され、既存の（録音済みの）オートメーション
データを確認することができます。

オートメーションサブトラックは必要な数しか表示されません。たとえば、録音済みオートメー

ションデータのパラメータが10 個の場合、表示されるサブトラックの数は9本です。アクティ
ブなオートメーションパラメータは、一番上のメイントラックに表示されます。

展開したオートメーションサブトラックをすべて閉じるには、 Option キーを押しながら開いて
いる開閉用三角ボタンをクリックします。オートメーションデータは有効のままです。メイント

ラックが表示されていない場合でも、メイントラックのオートメーションがオフモードまたは

「ライト」モードに設定されていなければ、再生されます。

オートメーションモードを設定する
オートメーションモードを設定して、オートメーショントラックの処理方法を指定します。オー

トメーションモードは、オフ、リード、ライトのいずれかのモードになります。チャンネルスト

リップごとに、オートメーションモードを設定できます。

トラックのオートメーションモードを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m トラックヘッダの「オートメーションモード」メニューで、モードを選択します。

m ミキサーまたは「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップのオートメーションモードメ

ニューで、チャンネルストリップのオートメーションモードを選択します。

すべてのトラックに同じオートメーションモードを設定するには：
m


Option キーを押しながら、ミキサーまたは「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップの
オートメーションモードメニューで、オートメーションモードを選択します。
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選択したチャンネルストリップに同じオートメーションモードを設定するには： 
1 ミキサー上で、Shiftキーを押しながら名前をクリックしてチャンネルストリップを複数選択し
ます。

2 選択したうちの1つのチャンネルストリップの「オートメーションモード」メニューで、オート
メーションモードを選択します。

キーコマンドでオートメーションモードを設定する
オートメーションモードを設定するには、以下のキーコマンドを使用します：

Â 現在のトラックオートメーションを切り替える： オフ／リード

Â 現在のトラックのオートメーションをリードに設定

Â 現在のトラックオートメーションを切り替える： タッチ／リード

Â 現在のトラックオートメーションを切り替える： ラッチ／リード

Â 現在のトラックオートメーションを切り替える： ライト／リード

Â 全トラックのオートメーションをオフに設定（デフォルト：Shift＋ Control＋コマンド＋O
キー）

Â 全トラックのオートメーションをリードに設定（デフォルト：Shift＋ Control＋コマンド＋R
キー）

Â 全トラックのオートメーションをタッチに設定（デフォルト： Shift＋Control＋コマンド＋T
キー）

Â 全トラックのオートメーションをラッチに設定（デフォルト：Shift＋Control＋コマンド＋L
キー）

Â 全トラックのオートメーションをライトに設定

オートメーションモードを選択する
すべてのチャンネルストリップに以下のオートメーションモードを選択できます：

オフモード
オフモードでは、現在のトラック・オートメーション・データを削除せずに無効にします。オー

トメーションデータの書き出し、読み込み、再生のいずれも行われません。オートメーションを

オフモードにしている場合、アレンジ領域でトラック・オートメーション・データを編集すると、

オートメーションモードが自動的に「リード」モードに切り替わります。これにより、編集中の

データが再生されます。

再生中にトラックオートメーションを録音するようなことがある場合、アレンジをしながらミッ
クスをオートメーション録音すると混乱するので、オフモードがデフォルト設定になっています。

「リード」モード
「リード」モードでは、既存のオートメーションデータを使って、現在のトラックを自動処理し

ます。

「リード」モードでは、チャンネルストリップのコントロールを動かしても、外部のオートメー

ションコントローラを使用してもデータは変更されません。
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タッチ
「タッチ」モードでは、「リード」モードと同様にオートメーションデータを再生できます。

チャンネルストリップまたは外部の（操作感知型）オートメーションコントローラを操作すると、

有効なパラメータの既存のトラック・オートメーション・データが、コントローラの動きに置き

換わります（ただし、フェーダーまたはノブの操作に限る）。コントローラを放すと、オートメー

ションパラメータは元の値（録音時の値）に戻ります。パラメータが元の録音時の設定に戻る時

間を設定するには。「LogicPro」＞「環境設定」＞「オートメーション」＞「ランプタイム」と
選択します。

「タッチ」モードはミキシング作業に最適です。ハードウェアのミキシングコンソールのフェー

ダーを実際に操作しているかのように操作できます。オートメーションを有効にしておけば、

ミックスをいつでも修正し、品質を高めることが可能です。

「ラッチ」モード
「ラッチ」モードの動作は基本的には「タッチ」モードと同じですが、フェーダーまたはノブを

放すと、「LogicPro」が再生（または録音）モードになり、既存の録音済みオートメーション
データが現在操作中の値に上書きされます。

パラメータの編集を完了または終了する場合は、再生（または録音）を停止します。

「ライト」モード
「ライト」モードでは、再生ヘッドの進行と同時に既存のトラック・オートメーション・データ

が消去されます。

ミキサー（または外部機器）のコントロールを操作すると、その動きが記録されます。操作しな

い場合は、再生ヘッドが移動するにつれて既存のデータが消去されていきます。

消去するデータのタイプを設定するには：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オートメーション」と選択し、「オートメーション」タブの「作
成するオートメーション」セクションで必要なチェックボックスを選択します。

「“ライト”モード切り替え」メニューで、ライト操作の実行後に「LogicPro」が切り替わるモー
ドを指定します。

警告：「ライト」モードとその設定について、レベルフェーダーの情報だけを消去するときに、
誤ってパン、バス、およびプラグインなどのオートメーションデータを消去しないように注意

してください。





588 第26章    オートメーションを操作する



「LogicPro」のトラックオートメーション機能を使う場合は、「ライト」モードにする必要はめっ
たにありません。主にオートメーションモードの選択を完了させます。オートメーションデータ

を簡単に消去するには、「オプション」＞「トラックオートメーション」＞「現在のトラックの
すべてのオートメーションモードを削除」（または「すべてのトラックのすべてのオートメーショ

ンモードを削除」）と選択します。

初期のアナログ・ミックス・オートメーション・システムでは、新しいプロジェクトの開始時に、

テープからオートメーションデータを削除するには、「ライト」モードにするほかに方法があり
ませんでした。「オプション」＞「トラックオートメーション」と選択したところにある「末尾

に書き込む」コマンドと「右ロケータに書き込む」コマンドについては、詳しく説明するまでも
ありません。一方はトラック・オートメーション・データをプロジェクトの末尾に書き込むコマ

ンドであり、他方は右ロケータの位置に書き込むコマンドです。

トラック・オートメーション・データを書き込む
トラック・オートメーション・データを書き込む場合、以下のオプションがあります：

Â オートメーションモードが「タッチ」、「ラッチ」、または「ライト」に設定されている、選択
したチャンネルストリップのフェーダーまたはコントロールを操作します。実際には、オート

メーションデータを完全に消去してしまう破壊的な「ライト」モードを使うことは、（あった
としても）きわめてまれです。通常の書き込みには、「タッチ」モードと「ラッチ」モードを

使います。

Â「ライト」モードのいずれかを有効にした状態で、アレンジ・トラック・リストのパラメータ

を選択し、トラックリストの右側にある値スライダを動かします。

Â「ライト」モードのいずれかを有効にした状態で、接続しているハードウェアのコントローラ

のフェーダーまたノブを動かします（594ページの「外部コントローラでトラックオートメー
ションを書き込む」を参照）。

Â ポインタツールまたは鉛筆ツールを使って、オートメーションデータを描きます。

「ライト」モードのいずれかが有効になっていれば、「LogicPro」の録音中または再生中に、ト
ラックオートメーションのデータを録音することができます。「アレンジ」ウインドウのトラッ
クが選択されているか、オーディオが録音可能な状態になっているかは、関係ありません。チャ

ンネルストリップがいずれかの「ライト」モードになっていれば、操作または動かした設定は記
録されます。「ライト」モードの場合、ミキサーのコントロールを操作するたびに、操作する前

のオートメーションデータが消去されます。

「LogicPro」が停止している場合はオートメーションの「ライト」モードは無視され、フェー
ダーを動かしてもデータは書き込まれません。ただし、1 つの例外として、変更が動的でない
（オートメーションデータがない）場合は、現在のフェーダーの設定は、プロジェクト全体に影

響します。これは、新しいプロジェクトの開始時に、すべてのミックスパラメータについて実行
されるデフォルトの動作です。
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アレンジ領域でトラックオートメーションを編集する
アレンジ領域で直接トラック・オートメーション・データを編集することができます。

オートメーションのノードと線を選択する
オートメーション選択ツールを使って、オートメーションデータ（ノード）をまとめてラバーバ

ンドで範囲選択できます。

Â リージョンをクリックして、現在表示されているリージョン内のオートメーションイベントを

すべて選択します。

Â


Shiftキーを押しながらクリックして、既存の選択範囲以外の領域も選択します。こうすること
で、とびとびに選択した部分も編集することが可能です。

Â


Shiftキーを押しながらノード（選択範囲の前または後にあるノード）をクリックすると、現在
の選択範囲が広がります。

ポインタツールでノードを選択することもできます：

Â


Shiftキーを押しながらノードをクリックすると、ノードの選択範囲が切り替わります。

Â


Shiftキーを押しながら線をクリックすると、線の選択範囲が切り替わります。

Â トラックオートメーションのレーンの外側（アレンジ領域の背景）をクリックすると、オート

メーションデータの選択が解除されます。

Â 選択した領域をクリックしてドラッグすると、すべての選択したノード（および接続線）が移

動します。移動先の領域にあるデータは、移動したオートメーションデータによってすべて上

書きされます。

Â


Shiftキーを押しながらドラッグすると、ラバーバンド範囲選択ができます。選択した領域が切
り替わります。

Â オートメーションデータ選択せずにOptionキーを押しながらクリックすると、現在のカーソ
ル位置より後のデータがすべて選択され、その選択範囲がドラッグできるようになります。

Â オートメーションデータ選択せずにOptionキーを押しながらダブルクリックすると、すべて
のデータが選択されます。

オートメーションノードを作成する
ノードではなく、オートメーションの線（または少し外側）をポインタツールまたは鉛筆ツール
でクリックすると新しいノードが作成されます。

空のオートメーショントラックをすばやくクリックすると、その部分に新しいノードが作成さ

れ、トラックの先頭に別のノードが作成されます。これにより、パラメータの制御によってリー

ジョンの途中に隙間ができるのを防ぎ、オートメーショントラックの先頭からパラメータを完全

に制御できるようになります。

オートメーション選択ツール
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オートメーションを自由に描くには：
m オートメーションの線（および曲線）を鉛筆ツールで描きます。

線に沿ってノードが作成されます。

ラバーバンドによる選択領域の両側に新しいノードを作成するには：
m


Option＋Shiftキーを押しながら、ポインタツールでクリックしてドラッグするとラバーバンド
選択ができます。

これにより、ラバーバンド選択した領域の両側に新しいノードが作成されます。

∏ ヒント：Option＋Control＋ Shiftキーを押すと、両側に2つのノードが新しく作成されます。

リージョンの境界にノードを作成するには：
m リージョンを選択し、以下のいずれかのコマンドを選択します：

Â「オプション」＞「トラックオートメーション」＞「リージョンの境界に2つのノードを作成」
と選択します。選択範囲の両側にそれぞれノードが1個作成されます。

Â「オプション」＞「トラックオートメーション」＞「リージョンの境界に4つのノードを作成」
と選択します。選択範囲の両側にノードがそれぞれ2個作成されます。

トラックオートメーションのデータを削除する
トラックオートメーションのデータを削除するには、「オプション」＞「トラックオートメーショ

ン」と選択し（または対応するキーコマンドを使い）、「トラックオートメーション」メニューか

ら以下のいずれかのコマンドを選択します：

Â 現在のトラックで表示されているオートメーションデータを削除：表示中のオートメーション
データを削除します（デフォルトのキーコマンドはControl＋コマンド＋Deleteキーです）。

Â 現在のトラックのすべてのオートメーションデータを削除：選択したトラックから、あらゆる
タイプのオートメーションデータを削除します（デフォルトのキーコマンドはShift＋Control
＋コマンド＋Deleteキーです）。

Â 現在のトラックの参照元が不明なオートメーションデータを削除：選択したトラックから参照
元が不明なオートメーションデータをすべて削除します。トラック間でオートメーションデー

タをコピーすると、参照元が不明になることがあります。

Â すべてのトラックのすべてのオートメーションデータを削除：すべてのトラックから、あらゆ
るタイプのオートメーションデータを削除します。
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複数のノードを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â


Shift＋Optionキーを押しながらオートメーショントラックの任意の場所をクリックすると、
ダイアログボックスが表示されます。ここで現在表示中のタイプのオートメーションデータを

すべて削除できます。「現在のトラックのすべてのオートメーションデータを削除」コマンド

を実行した場合と同様です。

Â


Deleteキーを押して、オートメーションノードの選択範囲を削除します。この機能を使用する
ときは、リージョンが選択されていないことを確認してください。リージョンが選択されてい

ると、そのリージョンは削除されます。

1つのノードを削除するには：
m 鉛筆ツールまたは消しゴムツールでノードをクリックします。

オートメーションデータをコピー／移動／変更する
オートメーションのノードと線を作成／選択した後は、必要に応じてそれらを変更できます。

オートメーションデータを移動／コピーするには：
m 移動する場合は、ノードまたは線を選択し、左右にドラッグします。

m コピーする場合は、ノードまたは線を選択し、Option キーを押しながらコピー先へドラッグし
ます。

参考：どちらの操作の場合も、移動先またはコピー先にあるノードはすべて上書きされます。

リージョンは、トラックオートメーションのデータを含めて移動することも、トラック・オート

メーション・データから切り離して移動することも可能です。

オートメーションデータを含めて／切り離してリージョンを移動するには：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オートメーション」と選択して、「リージョンへオートメーショ
ンを移動」オプションを選択します：

Â しない： リージョンを移動するときに、オートメーションデータは移動しません。

Â 常に： リージョンを移動するときに、オートメーションデータも必ず移動します。リージョン
の境界に挟まれたオートメーションデータを移動します。

Â 確認： リージョンを移動するときに、オートメーションデータを移動するか、そのままにして
おくかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。

パラメータ間でオートメーションデータをコピー／変換するには： 
1 コピー／変換するパラメータをオートメーション・パラメータ・メニューで選択します。 

2 コマンドキーを押しながらオートメーション・パラメータ・メニューをクリックし、コピー／変

換先のパラメータを選択します。
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変換元のパラメータデータを変換先のパラメータのオートメーションデータにそのまま変換す

るか、それともコピーしてから変換するかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。

コピーを作成して変換すると、変換元のパラメータのオートメーションデータは保持され、変換

先のパラメータ用にコピーが作成されます。

オートメーション・カーブ・ツールを使うと、2つのノード間（複数選択も可）の線を曲げるこ
とができます。

オートメーションの線を曲げるには：
m オートメーション・カーブ・ツールで、オートメーションの線をドラッグします。

∏ ヒント：Option＋Controlキーを押しながら標準のポインタツールを使っても同様の操作がで
きます。

選択範囲の相対値と絶対値を変更する
選択した複数のノードの値を変更する場合、以下の2つの方法があります：

Â 線またはノードをクリックし、すべての値を同じ絶対値で変更します。

Â 選択した領域内（ノードまたはノードの周囲）で線の外側をクリックし、すべての値をパーセ

ンテージの相対値で変更します。

トラックヘッダの値表示でオートメーションデータを編集する
コマンドキーを押しながら、ポインタツールでトラックリストの数値またはグラフィックスの値

をクリックすると、以下のことができるようになります：

Â コマンドキーを押しながら、トラックの現在のパラメータのすべてのオートメーションデータ

を選択する。

Â コマンドキーを押しながら、トラックの現在のパラメータのすべてのオートメーションデータ

をドラッグして値を大きく／小さくする。

オートメーション・カーブ・ツール
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オートメーションをグリッド位置にスナップする
トラックベースおよびハイパードロー（リージョンベース）のオートメーションをグリッド位置

にスナップすることができます。

オートメーションノードを、選択したスナップグリッド値に自動的にスナップさせるには：
m 「スナップ」メニューで「スナップオートメーション」を選択します。

参考：「絶対値にスナップ」オプションが有効になっているかどうかに関わりなく、オートメー
ションデータは常に絶対的な位置にスナップされます。

オートメーションをオフセットする
「LogicPro」のオートメーションはサンプル精度にすることが可能ですが、これはオーディオ
ハードウェアのレイテンシ、CPUの負荷、またはプラグインの遅延などによって影響を受けるこ
とがあります。オートメーションが適切に実行されるようにするために、オートメーションの実
行を時間的に前か後に少し移動させることができます（「スナップオートメーション」が有効に

なっている場合）。

スナップオートメーションが有効になっているときに、オートメーションをオフセットするに
は：

1 以下のいずれかの操作を行って、「オートメーション」環境設定を開きます：

Â「スナップ」メニューで「オートメーションスナップのオフセット」を選択します。

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「オートメーション」と選択します（または、対応するキーコ
マンドを使います）。

Â ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「オートメーション」を選択し

ます。

2 オートメーションの「スナップのオフセット」パラメータをティック単位の値（正または負の値）

で調整します。

すべてのトラック（またはハイパードローオートメーションを含むリージョン）のすべてのオー

トメーションが指定したティック分だけオフセットされます。
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イベントリストでトラック・オートメーション・データを編集する
「LogicPro」では、専用のイベントエディタのウインドウでトラックオートメーションのデータ
を変更できます。このウインドウを開くには、「オートメーション・イベント・リスト」キーコ

マンドを使います（デフォルトはControl＋コマンド＋Eキーです）。

各オートメーションイベントは、MIDI コントローライベントとして表示され、長さ、値などの
パラメータで調整できます。

∏ ヒント：「オートメーション・イベント・リスト」ウインドウを開いているときに、ほかの「ア
レンジ」ウインドウを起動すると（コマンド＋1キー）、別の「アレンジ」ウインドウに、オー
トメーションデータがフォルダリージョンとして表示されます。このフォルダリージョンを
MIDIリージョンのように扱うことができますが、オートメーションデータに影響ができます。

参考：通常、ほとんどのオートメーションの編集には不要の機能ですが、必要に応じて使用する
ことができます。

外部コントローラでトラックオートメーションを書き込む
「LogicPro」は、トラック・オートメーション・データの書き込みおよび編集をすばやく効率的
かつ簡単に行うことができる、さまざまな専用コントロールサーフェスをサポートしています。

利用できる機能によりますが、複数のチャンネルまたは複数のプラグインパラメータのオート

メーションデータをまとめて書き込むことができます。サポートされる装置についての詳細は、

「Logic Pro 8 コントロール・サーフェス・サポート」のマニュアルを参照してください。

各種のMIDIコントローラ（MIDIキーボードのモジュレーションホイール、フロントパネルのス
ライダやノブ）を使って、オートメーションデータを書き込むことができます。これらのコント

ローラを使って、あらゆるオートメーションの書き込み作業（以下を参照）を行ったり、個々の

コントローラ（MIDI キーボードから操作できる場合）をさまざまなパラメータに割り当てたり
することができます（「Logic Pro 8コントロール・サーフェス・サポート」のマニュアルを参照）。
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「オートメーション・クイック・アクセス」を使う
「オートメーション・クイック・アクセス」機能を使うと、ハードウェアのMIDIコントローラの
1 つで（MIDI キーボードの 1 基のフェーダーまたはモジュレーションホイールだけでも）、ト
ラックオートメーションを迅速かつ簡単に行うことができます。この1つのハードウェアコント
ローラを使って、「アレンジ」ウインドウで選択したトラックの現在有効なオートメーションパ

ラメータを操作（自動処理）することができます。

「オートメーション・クイック・アクセス」を設定するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「オートメーション」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「オートメーション」と選択します（または、「オートメーショ
ン環境設定を開く」キーコマンドを使います。デフォルトはOption＋ Aキーです）。

Â ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「オートメーション」を選択し

ます。

2 「オートメーション・クイック・アクセス」セクションの「オン」ボタンをクリックして、「オー
トメーション・クイック・アクセス」を有効にします。

コントローラを割り当てるかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。 

3 「割り当て」ボタンをクリックし、「オートメーション・クイック・アクセス」に使用するハード
ウェアコントローラをゆっくり動かします。全範囲にわたってコントローラが動くことを確認し
ます。

4 「オートメーション・クイック・アクセス」セクションの「オフ」／「オン」ボタンの下にある
「終了」ボタンをクリックして、設定を確定します。

「終了」ボタンが「メッセージを登録」ボタンに変わります。「メッセージを登録」ボタンをク

リックすると、「オートメーション・クイック・アクセス」に新しいコントローラが割り当てら

れます。

「編集」ボタンをクリックすると、コントローラアサインメントエディタが起動し、ここでコン

トローラを手動で割り当てることができます。詳細については、「Logic Pro 8 コントロール・
サーフェス・サポート」のマニュアルを参照してください。

設定が完了すると、現在のアレンジトラックで有効になっているオートメーションパラメータを

ハードウェアのコントロールで制御できるようになります。

「オートメーション・クイック・アクセス」を有効／無効にする
「オートメーション・クイック・アクセス」の制御にモジュレーションホイールを割り当てると、
「オートメーション・クイック・アクセス」に使用する場合と、通常のモジュレーションホイー

ルの機能（MIDIコントローラ1）を使う場合とで切り替える必要がでてきます。

この切り替えをすばやく行うには、「オートメーション・クイック・アクセスを切り替える」キー

コマンドを使います（デフォルトはControl＋ Option-＋コマンド＋Aキーです）。
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ハイパードローを使用する
ハイパードローの機能はトラックオートメーションと似ていますが、以下のようにいくつか異な

る点があります：

Â ハイパードローのデータはMIDIリージョンのみに制限されています。

Â ハイパードローデータは、トラックオートメーションが内部のメタイベントを使用するのとは

異なり、ノードを接続する線として表されるMIDIコントローラ値を使用します。

トラック・オートメーション・データを編集する場合と似たような方法で、ノードと線を編集で

きます。

MIDIトラックのMIDIコントローライベントをリアルタイムに記録できます。または、アレンジ
領域、ピアノロールエディタ、およびスコアエディタで、ハイパードローを使ってコントローラ

イベントを作成／編集できます。HyperEditor は、MIDI コントローラの編集専用に設計されて
おり、ほかのウインドウのハイパードロー機能よりも精度および自由度に優れています。

ハイパードローのノードには、MIDI コントローラの数値が自動的に表示されます。数値の表示
はコンテキストに依存しており、たとえば、パン位置が中央にあると、「64」ではなく「0」と表
示され、音量はdB 単位で表示されます。イベントが存在しない場合は、「LogicPro」によって
自動的に水平の線（可能な場合は、現在の値の線）が作成されます。

127 あるMIDIコントローラ値のいずれかを使って、音量やピッチなどのパラメータを自動処理
することができます。

アレンジ領域、ピアノロールエディタ、またはスコアエディタで現在選択しているリージョンま
たはイベントに対してハイパードローをアクティブにするには：

m 「表示」＞「ハイパードロー」と選択して、メニューから直接イベントタイプを選択します：

選択したイベントタイプは、ハイパードロー領域の左上に、コントローラ番号または名前で表示

されます。必要に応じて、アレンジ領域の各MIDI リージョンに、異なる「ハイパードロー」パ
ラメータを選択できます。複数のタイプのハイパードロー情報を各リージョンに使用できます。
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ピアノロールエディタまたはスコアエディタでハイパードローをアクティブにすると、編集領域

の下にあるハイパードローのセクションが灰色で表示されます。

ピアノロールエディタとスコアエディタの左下の隅にはハイパードローボタンがあります。この

ボタンをクリックすると、ハイパードローのセクションが開いたり、閉じたりします。ハイパー

ドローに灰色の領域が表示されている場合は、ハイパードロースケールの左側に表示されている

メニュー（下向き矢印）から、コントローラのタイプを選択できます。

ハイパードローを切り替えるには：
「表示」＞「ハイパードロー」＞「解除」と選択します。

MIDIチャンネルを設定するには：
m 「表示」＞「ハイパードロー」＞「チャンネル」と選択し、サブメニューからチャンネル番号を

選択します。

選択したチャンネル番号は、イベントタイプの横に表示されます。

ハイパードローでほかの MIDIコントローラを設定するには：
m 「表示」＞「ハイパードロー」＞「その他」と選択し、「ハイパードロー」ウインドウでコント

ローラ番号とMIDIチャンネル番号を選択します。

このオプションを使用するのは、ハイパードローメニューから直接制御できないコントローラを

ハイパードローを使って編集する場合です。

ハイパードローメニュー

ハイパードローボタン
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自動定義モードを使用する
自動定義モードでは、ハイパードローのパラメータが自動的に設定され、リージョンの最初のイ

ベントが表示されます。

自動定義は、コントローラからの最初の着信信号に対してハイパードローの表示を切り替えるだ

けでなく、ほかのタイプのイベントにも応答することができます。応答は以下の順番に行われ

ます：

Â コントローラ

Â アフタータッチ

Â ピッチベンド

Â プログラムチェンジ

Â ノートオンベロシティ

MIDIオートメーションデータの録音
MIDIオートメーションデータを普通のMIDIイベントのように記録できます。このタイプのオー
トメーションを取得するには、「 LogicPro」を録音モードにする必要があります。

MIDIオートメーションデータを記録するには、以下のいずれかの操作を行います：
m エンバイロメントフェーダーのいずれかを動かして、現在選択しているトラックに対応する

フェーダーのMIDIイベントを記録します。詳細については、922ページの「フェーダーの動作
を記録する／再生する」を参照してください。

m 外部MIDIコントローラ（MIDIシンセサイザーのモジュレーションホイールやフィルタ・カット
オフ・コントロールなど）を使ってイベントを記録します。

MIDIオートメーションデータを編集する
MIDIオートメーションデータはMIDIイベントだけで構成されているため、ほかのMIDIイベン
トと同じように、イベントリスト、HyperEditor、または「トランスフォーム」ウインドウを
使って編集することができます。
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「ノートオンベロシティ」モードを使う
ハイパードローを「ノートオンベロシティ」モードにして、ノートの全長にわたるクレッシェン

ドやディミヌエンドを作成することができます。リージョンのどのポイント（たとえば、「ピア

ノロール」ウインドウのノート）でも使用することができます。

「ノートオンベロシティ」モードを使用するには：
1 「表示」＞「ハイパードロー」＞「ノートオンベロシティ」と選択します。 

2 マウスボタンをクリックしたままにして、（スタートラインの）ヘルプタグが表示されたら、ボ
タンを放します。緑色の線にと共に（エンドラインの）ヘルプタグが表示されるので、画面で確

認しながら配置することができます。ヘルプタグをよく見ながら、線を動かします。

3 終了位置（上下および左右）をクリックすると、すべてのノートオンベロシティが、挿入された

線にそろえられて自動的に拡張します。

参考：このモードは、リージョンに実際のノートが含まれている場合に使用します。

ノートオンベロシティの描線ツールには以下のようなさまざなモードがあります：

Â 絶対： 修飾キーを押さずにクリックすると、ノートのベロシティは、線の値と一致するように
変更されます。

Â 相対： コマンドキーを押しながらクリックすると、ノートオンベロシティの元の値と新しい値
を比較します。得られるベロシティは両方の値の平均値になります。

Â 選択ノートのみ： Optionキーを押しながらクリックすると、選択したノートだけが対象にな
ります。

相対モードと選択ノートモードは組み合わせることができます。

「ノートオンベロシティ」
モードのピアノロール

エディタ
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ハイパードローのキーコマンドを使用する
以下の「アレンジ」ウインドウのキーコマンドを使用すると、ハイパードローを使う作業を効率
化できます。

Â ハイパードロー： 解除

Â ハイパードロー： 音量

Â ハイパードロー： パン

Â ハイパードロー： モジュレーション

Â ハイパードロー： ピッチベンド

Â ハイパードロー： ノートオンベロシティ

Â ハイパードロー： その他…

Â ハイパードロー： 自動定義

オートメーションデータの変換
トラックオートメーションのデータとMIDI コントローライベント（すなわち、ハイパードロー
データ）は相互に変換できます。これにより、アレンジ領域のリージョンの制御データをトラッ

クベースのオートメーションシステムのデータに変換できます。この逆の変換も可能です。この
機能は、外部MIDIシンセサイザーのフィルタカットオフを制御するために使われるハイパード
ローの情報を、たとえば AppleLoopドラムトラックのFlangerプラグインの「Intensity」パラ
メータを制御している同じオートメーションカーブでミラーリングする場合に便利です。

リージョンコントローラのイベントをトラックオートメーションに変換するには： 
1 リージョンを選択します。

2 「オプション」＞「トラックオートメーション」と選択し、メニューから以下のコマンドのいず
れかを選択します：

Â 現在のリージョンデータをトラックオートメーションに移動： 現在表示されている、選択した
リージョンのMIDIコントローラデータ（音量など）をトラック・オートメーション・システ
ムに移動します。

Â すべてのリージョンコントロールデータをオートメーションに移動： 選択したリージョンの
すべてのMIDIコントローラデータをトラック・オートメーション・システムに移動します。

トラック・オートメーション・データをコントローライベントに変換するには： 
1 コントローライベントのコピー先にするリージョンを選択します。 

2 「オプション」＞「トラックオートメーション」と選択し、メニューから以下のコマンドのいず
れかを選択します：

Â 現在のトラック・オートメーション・データをリージョンに移動： 現在表示しているトラック
オートメーションのパラメータをMIDIコントローライベントに変換し、選択したリージョン
にそれをコピーします。

Â すべてのトラックオートメーションデータをリージョンに移動： トラックオートメーション
のすべてのパラメータを MIDIコントローライベントに変換し、選択したリージョンにそれを
コピーします。

参考：選択したリージョンの境界に挟まれたトラック・オートメーション・データだけが変換さ
れます。
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27 プロジェクトをバウンスする

バウンス機能を使用すると、チャンネルの全体または一部を、単一ま
たは複数のオーディオファイルにレンダリングできるほか、CD や
DVDに直接書き込むこともできます。

出力チャンネルにはバウンスボタンがあります。

出力チャンネル1と 2をバウンスしたい場合は、「LogicPro」の任意のウインドウ（通常は「ア
レンジ」ウインドウ）で「ファイル」＞「バウンス」と選択します。

バウンス処理では、選択された出力チャンネルにルーティングされたすべてのチャンネルスト

リップを使用して、（必要に応じてフォーマットの異なる複数の）オーディオファイルや複数の

サラウンドオーディオファイルを作成できます。

音量、パン、エフェクトなどのパラメータもすべてバウンスファイルの一部として記録されます。

オートメーションが使用されている場合は、その内容がバウンスファイルにも反映されます。

バウンスはリアルタイムで行うことも、リアルタイムより短時間でかつ高速に行うこと（オフラ

インバウンス）もできます。

バウンスしたファイルは、以下の用途で使用できます：

Â「LogicPro」で再利用する。バウンスしたファイルを別の音楽制作に再利用したり、ソース
チャンネルに対するリージョン、音源、エフェクトをバウンスファイルで置き換える（バイパ

スする）ことで処理リソースを節約したりすることが可能です。

Â ほかのアプリケーションやデバイスで使用する。バウンスしたファイルは、マスタリングルー

ムに送ったり、インターネット上で使用したり（Web ページや iTunes ストアで公開するな
ど）、 iPodに転送したりするのに便利です。

Â



CDやDVDに直接書き込む（この操作はバウンスウインドウから直接実行できるため、バウン
スとCD／DVDの作成は1ステップで完了します）。
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バウンスを作成する
このセクションでは、バウンス機能を使ってオーディオファイルを作成する際の基本的な手順を

説明します。各手順の詳細については、以下の通りです。

バウンスファイルを作成するには：
1 バウンスしたいすべてのチャンネルを特定の出力チャンネルにルーティングします（詳細につい

ては、次のセクションを参照）。 

2 バウンスの範囲を定義します（詳細については、603ページの「バウンスの範囲を定義する」を
参照）。

3 以下のいずれかの操作を行います：

Â バウンスしたい出力チャンネルでバウンスボタンをクリックします。

Â 出力チャンネル1と 2をバウンスしたい場合は、メインメニューバーで「ファイル」＞「バウン
ス」と選択します。

4 バウンスウインドウでパラメータを設定する（603ページの「バウンスウインドウを使う」を参
照）。 

5 作成されるバウンスファイルのファイル名（および保存先のフォルダ名）を入力します。

6 バウンスウインドウで「バウンス」（または「バウンスしてディスクを作成」）ボタンをクリック

します。

参考：出力チャンネルをモノラルに設定している場合は、モノラルでのバウンスが可能です。こ
の場合、モノラルのオーディオファイルが作成されます。

複数のチャンネルを特定の出力チャンネルにルーティングする
1つまたは2つのチャンネルを特定の出力チャンネルストリップにルーティングする場合は、チャ
ンネルの出力スロットをクリックしてポップアップメニューから出力チャンネルを選択するだ

けでルーティングを実行できます。

複数のチャンネルを特定の出力チャンネルストリップにルーティングするには： 
1 ラバーバンド方式で、またはShiftキーを押しながら複数のチャンネルを選択します。 

2 選択したチャンネルのいずれかの出力スロットをクリックし、ルーティング先の出力チャンネル

を選択します。

選択したすべてのチャンネルがこの出力チャンネルストリップにルーティングされます。
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バウンスの範囲を定義する
バウンスを実行する前に、プロジェクトをバウンスする範囲を定義しておくことをお勧めします。

バウンスウインドウの「開始」および「終了」位置フィールドには、デフォルトで「LogicPro」
プロジェクトの全体を含む値が設定されています。ただし、サイクル機能が有効な場合および

リージョンが選択されている場合は、以下のデフォルト値が設定されます。

Â サイクル機能が有効な場合、バウンスの「開始」および「終了」位置はロケータ位置と同じ値

になります。

Â「アレンジ」ウインドウで1 つまたは複数のリージョンを選択している場合、バウンスの「開
始」および「終了」位置は、選択した領域と同じ値になります。

参考：上記のデフォルト値が適切ではない場合は、バウンスウインドウでバウンスの「開始」お
よび「終了」フィールドを手動で設定することができます。

バウンスウインドウを使う
バウンスの範囲を定義したら、次に出力チャンネルのバウンスボタンをクリックするか、「ファ

イル」＞「バウンス」と選択します。バウンスウインドウが開きます。

バウンスウインドウのグローバルなオプション
バウンスウインドウでは、各種ファイルタイプのバウンスに共通するグローバルオプションをい

くつか設定できます。
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用途
オーディオファイルをどのファイルフォーマットにバウンスするかを選択します：

Â PCMファイル： 「SDII」、「AIFF」、（Broadcast）「Wave」、「CAF」フォーマット
Â 圧縮ファイル： 「MP3」、「M4A:AAC」

これらのオプションはすべて、チェックボックスを選択すると有効になります。チェックボック

スは複数選択することもできます。その場合は拡張子の異なる複数のファイルが作成されます

（＜ファイル名＞.aif、＜ファイル名＞.mp3、＜ファイル名＞.m4aなど）。

チェックボックスではなく出力先の名前をクリックすると、右側のパネルでいくつかの環境設定
ができます。次に例を挙げます：

Â PCM、MP3、M4A:AAC ファイルの場合： 各ファイルフォーマットのサブペインで「 iTunes
ライブラリへ追加」チェックボックスを選択すると、各フォーマットでバウンスされたファイ

ルがiTunesライブラリへ追加されます。
Â SDII、AIFF、Wave、CAFフォーマットの PCMファイルの場合： PCMのサブペインで「オー
ディオビンに追加」チェックボックスを選択すると、PCM ファイルがオーディオビンに追加
されます。

参考：バウンスされたWaveファイルはすべてBroadcastWaveフォーマットになります。

DVDまたはCDを作成するには：
1 「用途」の「作成:CDDA」または「作成:DVD-A」をクリックすると、右側にパネルが表示されます。

2 作成したいディスクの種類に応じて、「モード」メニューで「CDDA」または「DVD-A」を選択
します。

3 「用途」で「作成:CDDA」チェックボックスを選択した場合は、バウンス処理に続いてディスク
が作成されます。「作成」を選択した場合、「バウンス」ボタンが「バウンスしてディスクを作成」

に変わります。

参考：「作成」を選択した場合、ステレオインターリーブまたはサラウンドファイルの変更に関
するダイアログが表示される場合があります。ダイアログが表示されるかどうかは、各ファイル

タイプのオプション設定の内容によって異なります。

「開始」／「終了」位置
これらのフィールドでは、プロジェクトからバウンスファイルに書き出したいセグメントの境界

を指定します。これらフィールドのデフォルト値は以下のように設定されます：

Â サイクル機能が有効な場合は、ロケータ位置に設定されます。

Â「アレンジ」ウインドウでリージョンを選択している場合は、選択した領域に設定されます。

Â 上記のいずれにも該当しない場合は、「 LogicPro」のプロジェクト全体が設定されます。

いずれの場合も、「開始」／「終了」位置の設定は手動で変更できます。たとえば、（ Auxチャン
ネル経由でミックスされた）MIDI サウンドモジュールがバウンスの「開始」から「終了」まで
の範囲に入っていない場合は、設定を変更してください。
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∏ ヒント：一般には、バウンスの「終了」位置を最後のリージョンの終了位置よりも少し後ろに
設定しておくことをお勧めします。こうすると、ディレイプラグインのリバーブの残響やエ

コーが途中でカットされるのを防ぐことができます。どれくらい後に設定すればよいかは、使

用しているエフェクトの設定によって異なります。

「開始」および「終了」位置のパラメータを変更すると、「キャンセル」および「バウンス（バウ
ンスしてディスクを作成）」ボタンの上部に、オーディオファイルのバウンスに必要なハードディ
スク容量が表示されます。

（バウンス）モード
Â リアルタイム： リアルタイムでバウンスファイルを作成します。オーディオトラックと音源ト
ラックのほかに、外部MIDI音源がAuxチャンネル経由で「LogicPro」のミキサーにルーティ
ングされている場合は、常にこのオプションでバウンスを実行してください。

Â オフライン： バウンスを短時間で高速に実行します。処理速度はアレンジメントの複雑さや、
CPUの処理能力によって異なります。リアルタイムで再生するとCPUの処理能力を超えてし
まうようなアレンジメントの場合でも、オフラインでバウンスすることができます。

参考：オフラインでのバウンスは内部音源（オーディオトラックまたは音源トラック）の場合し
か使用できません。オフラインでのバウンス中は、外部のMIDI トラックおよびオーディオチャ
ンネル入力は無効になります。

オフラインのバウンスモードは、ネイティブのオーディオドライバシステム（CoreAudio）を
使用したデバイスの出力チャンネルのみで実行できます。DSPベースのオーディオハードウェア
はストリーム指向型のテクノロジーという性格上、オフラインバウンスは実行できません（つま

り、これらのデバイスで実行できるのはリアルタイムバウンスのみとなります）。

ほかのソフトウェア・アプリケーションをReWire経由で「LogicPro」のミキサーに入力してい
る場合は、オフラインバウンスを実行できます。

ノーマライズ
バウンス実行前にファイルをノーマライズしたい場合は、このチェックボックスを選択してくだ

さい。ノーマライズを行うと、オーディオの入力信号がスキャンされ、振幅のピーク部分が検出

されます。このピーク部分の振幅が（クリッピングしない範囲で）最大レベルになるように、入

力信号全体のレベルが均一に引き上げられます。
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バウンスウインドウのPCMに関するオプション
「用途」ペインで「PCM」の項目名を選択（および「PCM」のチェックボックスを選択）すると、
以下のオプションが表示されます：

ファイルフォーマット
「SDII」、「AIFF」、（Broadcast）「Wave」、「CAF」フォーマットのいずれかを選択します。

「オーディオビンに追加」チェックボックスを選択すると、これらファイルフォーマットのPCM
ファイルが自動的にオーディオビンに追加されます。

分解能
バウンスファイルの分解能を定義します。「16 ビット」（CD で配布する場合）、「8 ビット」（マ
ルチメディア制作の場合）、「24ビット」（DVDへのマスタリングの場合）から選択します。

サンプルレート
このメニューでは、バウンスファイルのサンプルレートを指定します。値は11,025Hz～192,000
Hzの範囲で設定でき、最も一般的な「44,100」（CD-DA）、「48,000」（DAT）、「 96,000」（DVD）
のサンプルレートも選択できます。

ファイルタイプ
「スプリット」（「 ProTools」で使用する場合）または「インターリーブ」（後で「LogicPro」で
使用する場合、またはCD作成ソフトウェアで使用する場合）のいずれかを選択します。

参考：「スプリット」を選択した場合は、「用途」ペインでディスク作成を選択しても無効になり
ます。

ディザリング
24ビットで録音したデータを16ビットファイルにバウンスする場合は、ディザリングの実行を
お勧めします。

サラウンドバウンス
「サラウンドバウンス」チェックボックスを選択すると、すべての出力がプロジェクトのサラウ
ンドフォーマット（「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「オーディオ」＞「サラウンドフォー

マット」）でバウンスされます。

各サラウンドチャンネルは個別のファイルにバウンスされます。
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どの出力チャンネルのバウンスボタンをクリックしても（あるいは「ファイル」＞「バウンス」
と選択してバウンスウインドウを開いた場合でも）、すべてのサラウンド出力が同時にバウンス
されます。

サラウンドを設定するには、「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」＞「サラウンド」タ
ブと選択します。

Â サラウンド出力の割り当ては「出力」タブで設定します。

Â「バウンス拡張設定」タブには、サラウンドバウンスによって作成されるファイル名の拡張子
が表示されます。各フィールドをクリックすると、拡張子を編集できます。

参考：「サラウンドバウンス」チェックボックスを選択すると警告のメッセージが表示され、「用
途」ペインの「MP3」、「M4A:AAC」、および「作成」のチェックボックスが無効になります。

「オーディオビンに追加」／「iTunesライブラリへ追加」
「オーディオビンに追加」チェックボックスを選択すると、バウンスした PCM ファイルがオー
ディオビンに追加されます。

「iTunes ライブラリへ追加」チェックボックスを選択すると、バウンスした PCM ファイルが
iTunesライブラリへ追加されます。

参考：iTunesではSDIIや CAFフォーマットのファイルはサポートされません。「ファイルフォー
マット」メニューで「SDII」または「CAF」が選択されている場合はこのチェックボックスは淡
色表示になり、使用できません。

バウンスウインドウのMP3に関するオプション
「LogicPro」では、MP3（MPEG2,Layer3）フォーマットのファイルへのバウンスが可能です。
FraunhoferInstitute によって開発されたMP3 はデジタルオーディオ信号のデータ圧縮フォー
マットとして広く知られており、比較的良好な音質を維持しながら高い圧縮率を実現できます
（音質は圧縮レートにもよります）。 MP3 は、インターネット上でオーディオファイルを交換す
る際の標準として広く使用されています。

MP3 ファイルにエンコードすると音質が低下するため、同じオーディオデータが AIFF、WAV、
SDII などのリニアフォーマットで存在する場合はそちらを使用し、制作途中でMP3ファイルを
使用することは避けてください。

MP3／M4A:AACをエンコードする際も、バウンスされたPCMファイルが使用されます。この
処理はディザリングの前に実行されるという点に注意してください。

参考：選択したサンプルレートが48kHzより高い場合は、サンプルレートが自動的に48kHzに
変換されたPCM ファイルがいったんバウンスされてからエンコードが行われます。このような
変換が行われるのは、MP3フォーマットでは48kHzまでのサンプルレートしかサポートされな
いためです。

「用途」ペインで「PCM」オプションが選択解除されていても、 PCMフォーマットの一時ファイ
ルがMP3 ／M4A:AAC へのエンコーディングまたはCD への書き込みのためのソースとして、
PCMページで選択されたオプション設定に基づき、バウンスされます。

「用途」ペインで「 MP3」オプションを選択すると警告のメッセージが表示され、PCMオプショ
ンの「サラウンド」が自動的に無効になります。これは、MP3 フォーマットではサラウンドが
サポートされないためです。ただし、エンコードするMP3 ファイルが「ジョイントステレオ」
モードに設定されていてもPCMオプションを「スプリットステレオ」フォーマットに設定する
ことは可能です。
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「用途」ペインで「 MP3」の項目名を選択（「MP3」のチェックボックスを選択）すると、以下の
オプションが表示されます：

「ビットレート（モノラル）」／「ビットレート（ステレオ）」 
MP3のビットレートは8kbps～320kbpsの範囲で選択できますが、デフォルトでは80kbps
モノラルと160kbpsステレオに設定されています。これらのビットレートでは、比較的良好な
音質と高いファイル圧縮率が得られます。

ファイルサイズが増えても音質を高めたい場合は、以下の設定を選択します：

Â モノラルストリーム：96kbps
Â ステレオストリーム：192kbps

さらに高いビットレートも設定できますが、96／192kbpsより高く設定しても音質はそれほど
大きくは変化しません。

可変ビットレート（VBR）のエンコーディングを使用
可変ビットレートのエンコーディングでは、単純なパッセージほど圧縮率が高くなり、音楽の情

報量の多いパッセージほど圧縮率が抑えられるため、通常は比較的高品質なMP3 ファイルが得
られます。

ただしMP3プレーヤーによってはVBR でエンコーディングされたMP3を正確にデコードでき
ないことがあるため、このオプションはデフォルトではオフになっています。想定しているリス

ナーがVBRでエンコーディングされたMP3を正しくデコードできると分かっている場合は、こ
のチェックボックスを選択してください。

音質
このパラメータは、なるべくデフォルトの「最高」の設定のままにしておいてください。設定を
下げると変換速度は向上しますが、音質が低下します。

最高のエンコーディングを使用
「音質」パラメータと同様に、このチェックボックスの選択を解除するとエンコーディングの速
度は向上しますが、音質が低下します。変換速度が特に重視される場合を除き、このチェック

ボックスは常に選択しておいてください。
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10Hz未満の周波数をフィルタリング
このチェックボックスを選択すると（デフォルト）、10Hz 未満の周波数がカットされます（い
ずれにしてもこの周波数帯は通常のスピーカーでは再生されないため、人間の耳では聴き取るこ

とができません）。これによって可聴帯域の周波数で利用できるデータ帯域幅が若干増えるため、

音質が改善される効果があります。サブソニック・テスト・トーンの実験を行ったり、鯨に聴か

せるためのMP3 を作成したりするのでもなければ、このオプションは常に選択しておいてくだ
さい。

ステレオモード
「ジョイントステレオ」または「標準」ステレオモードのいずれかを選択することができます。オ

リジナルファイルの状態によっては、これらパラメータの違いを聴き取ることができない場合も

あります。両方の設定を試して、好みに合った方を選択してください。

「ID3タグを書き込む」／「ID3設定」
「ID3タグを書き込む」チェックボックスが選択されていると、 ID3タグがファイルに書き込まれ
ます。

ID3タグの編集と設定は、「 ID3設定」ボタンをクリックして表示されるダイアログで行います。

ダイアログでID3タグを書き込むには、「ID3フレーム」カラムの各項目の右にある「内容」フィー
ルドをダブルクリックし、文字列を入力します。

「デフォルト値を使用」チェックボックスを選択すると（デフォルトでは選択状態）、「内容」カ

ラムの一部のエントリーにデフォルト設定が表示されます。たとえば、プロジェクトのタイトル

やテンポ（「 BPM」）などの項目は自動的にデフォルト値が書き込まれます。

また、「デフォルト値を使用」チェックボックスを選択すると「キーの初期化：」メニューには

グローバルトラックの「調号／拍子記号」の最初のキーが設定されます。プロジェクトでキーが

設定されていない場合は、「デフォルト：C」が設定されます。

このキーはメニューで自由に変更できます。

iTunesライブラリへ追加
「iTunes ライブラリへ追加」チェックボックスを選択すると、エンコーディングしたMP3 ファ
イルがiTunesライブラリへ追加されます。
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M4A:AACフォーマットのオプション
「用途」ペインで「M4A:AAC」の項目名を選択（「 M4A:AAC」のチェックボックスを選択）す
ると、以下のオプションが表示されます：

エンコーディング
.m4a（一般に、MP4 と呼ばれます）ファイルのエンコーディング方式を「AdvancedAudio
Codec（AAC）」または「Apple ロスレス」のいずれかから選択します。どちらも高音質のエン
コーディングアルゴリズムですが、AACフォーマットのほうが圧縮率が高く、ファイルサイズは
小さくなります。

ビットレート
ビットレートは16kbps～320kbpsの範囲で選択できます。

参考：このパラメータは「AdvancedAudioCodec（AAC）」を選択した場合にのみ使用できます。

可変ビットレート（VBR）でエンコード
可変ビットレートのエンコーディングでは、単純なパッセージほど圧縮率が高くなり、音楽の

情報量の多いパッセージほど圧縮率が抑えられるため、通常は比較的高品質なファイルが得ら
れます。

ただし、メディアプレーヤーによっては VBRでエンコーディングされたファイルを正確にデコー
ドできないことがあるため、このオプションはデフォルトではオフになっています。想定してい

るリスナーがVBR でエンコーディングされたファイルを正しくデコードできると分かっている
場合は、このチェックボックスを選択してください。

参考：このパラメータは「AdvancedAudioCodec（AAC）」を選択した場合にのみ使用できます。

iTunesライブラリへ追加
「iTunesライブラリへ追加」チェックボックスを選択すると、エンコーディングしたファイルが
iTunesライブラリへ追加されます。

「用途」ペインで「M4A:AAC」オプションを選択すると警告のメッセージが表示され、PCM オ
プションの「サラウンド」が無効になります。ただし「スプリットステレオ」の設定は可能です。

選択したサンプルレートが48kHz より高い場合は、サンプルレートが自動的に48kHz に変換
されたPCMファイルがいったんバウンスされてからエンコードが行われます。このような変換
が行われるのは、M4A:AACフォーマットでは 48kHzまでのサンプルレートしかサポートされ
ないためです。
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ディスク作成に関するオプション
「用途」ペインで「作成:CDDA」または「作成:DVD-A」の項目名を選択（チェックボックスを
選択）すると、以下のオプションが表示されます：

「LogicPro」ではブランクのCD にRedBook オーディオを、またはブランクのDVDにDVD-
Audioを直接書き込むことができます。

Â「CDDA」を選択した場合： PCMパネルで 44.1kHzより高いサンプルレートを選択した場合、
サンプルレートが自動的に44.1kHzに変換されたPCMファイルがいったんバウンスされてか
らエンコードが行われます。このような変換が行われるのは、RedBook 仕様に準拠したCD
オーディオフォーマットでは44.1kHzまでのサンプルレートしかサポートされないためです。

Â「DVD-A」を選択した場合： ステレオファイルでは最大192kHz、サラウンドファイルでは最
大48kHzまでの任意のサンプルレートを使用できます。

参考：ディスク作成のオプションを選択すると警告のメッセージが表示され、PCM オプション
の「サラウンド」と「スプリットステレオ」が自動的に無効になります。これは、CD および
DVD-Audioではインターリーブ・ステレオ・ファイルしか使用できないためです。

書き込みをシミュレート
名前が示すように、「書き込みをシミュレート」チェックボックスを選択すると、CD／ DVDの
作成のシミュレートのみが実行され、ブランクメディアへのデータの書き込みは行われません。

この機能は単独で使用することも、「マルチセッションで書き込む」オプション（ CDを作成する
場合）と組み合わせて使用することもできます。

マルチセッションで書き込む（「モード」メニューで「CDDA」を選択した場合にのみ選択可能）
「マルチセッションで書き込む」チェックボックスを選択すると、いったん作成したCD に後か
らデータセッション（プロジェクトフォルダなど）を追加することができます。

デバイス
このメニューでは、システムで認識されたCD／DVDドライブの中から書き込みに使用するド
ライブを選択します。

参考：システムに複数のCD／ DVD ドライブが接続されている場合は、最初に検出されたドラ
イブがデフォルトとして選択されます。
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書き込み速度
「書き込み速度」プルダウンメニューを最初に使用する際は、ドライブの書き込みメカニズムに

対してリスクエストが送られるため、表示にやや時間がかかります。一度スキャンした後は、利

用可能な書き込み速度を自由に選択することができます。

ディザリング（「モード」メニューで「CDDA」を選択した場合にのみ選択可能）
24 ビットで録音したデータを16 ビットファイルにバウンスする場合は、「ディザリング」パラ
メータを使用することをお勧めします。

参考：「モード」メニューで「DVD-A」を選択すると、PCMの分解能を16ビットに変更しよう
とすると警告のメッセージが表示され、 DVDディスクの作成が自動的に無効になります。

バウンスしてディスクを作成
「バウンスしてディスクを作成」ボタンをクリックするとバウンスが開始し、オーディオファイ

ルがCDまたはDVDに書き込まれます。

参考：ファイル保存先の確認ダイアログの後に、既存のファイルへの上書きを確認するダイアロ
グが表示されることがあります。必要に応じて使用してください。

「メディアの状況」フィールド、その他の情報フィールド
「メディアの状況」フィールドには、選択した装置に挿入されているメディアのタイプが表示さ

れます。

その下のフィールドには、関連するPCMオプションの現在の設定内容が表示されます。

「キャンセル」および「バウンスしてディスクを作成」ボタンの上部のフィールドには、バウン

スに必要なディスク容量と所要時間（時間、分、秒）が表示されます。

参考：これらのフィールドに表示された情報を直接編集することはできません。
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バウンスファイルのファイル名とフォルダを設定する
デフォルトでは、バウンスファイルのファイル名とフォルダは以下の通りです：

Â 選択した（「バウンス」ボタンをクリックした）出力チャンネルストリップ名がファイル名に

使用されます。「ファイル」＞「バウンス」と選択して「バウンス」ダイアログを開いた場合

は、「出力1-2」がデフォルトのファイル名になります。
Â バウンスファイルはプロジェクトフォルダの「Bounces」サブフォルダに保存されますが、任
意のボリュームの任意のフォルダに保存先を変更できます。

バウンスファイルのファイル名とフォルダを設定するには： 
1 デフォルトのファイル名を変更するには、「別名で保存」フィールドで希望するファイル名を入

力します。必要に応じて保存先のフォルダも変更します。

2 新しいフォルダを作成したい場合は、バウンスウインドウの左下にある「新規フォルダ」ボタン

をクリックします。

3 「バウンス」（または「バウンスしてディスクを作成」）ボタンをクリックします。

指定したファイル名（およびwav、aif、m4a などの拡張子）のファイル（複数のファイルが作
成される場合はすべてのファイル）が、選択したフォルダに保存されます。

バウンスとPOW-rディザリング
「LogicPro」にはプロフェッショナル向けのPOW-r ディザアルゴリズムが用意されており、24
ビットの録音データを16ビットに変換する場合（ CD作成時など）に使用できます。

POW-r（PsychoacousticallyOptimizedWordlengthReduction）は、POW-rConsortiumLLC
の開発チームからライセンスを受けています。 

POW-rディザリングは以下の場合に使用できます：

Â オーディオファイルをディスクにバウンスするとき

Â


OMFファイルを書き出すとき（635ページの「OMFファイルを書き出す」を参照）

POW-rには3種類のディザリングモードがあります。
Â なし： ディザリングを行いません。

Â POW-r #1（ディザリング）： 量子化ノイズを最小限に抑えるための特別なディザリング曲線
を使用します。

Â POW-r #2（ノイズシェイピング）： 広範囲の周波数帯にわたってさらにノイズシェイピング
を行います。これによってバウンスファイルのダイナミックレンジを5～10dB拡大できます。

Â POW-r #3（ノイズシェイピング）： さらに最適化されたノイズシェイピングを行います。こ
れによって、人間の耳が最も敏感に聴き取ることのできる2～ 4kHzの周波数帯のダイナミッ
クレンジを20dB拡大できます。

参考：ノイズシェイピングを行うと、ビット数を減らした際の悪影響を最小限に抑えることがで
きます。ノイズシェイピングでは、人間の耳にほとんど聞こえない 10kHz より上の周波数帯に
量子化ノイズを移動するという手法がとられます。この処理は専門用語ではスペクトル移動と呼

ばれます。
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どのディザリングモードが最も良い音質になるかは、使用するオーディオ素材や個人的な好みに

よって異なります。同じオーディオ素材に対して異なるディザリングモードを適用し、試聴した

上で最も良い設定を選んでください。場合によってはディザリングをまったく使用しないほうが

良い結果が得られることもあります。

重要：同一のオーディオ信号に対して複数回ディザリングを行うことは避けてください。
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AppleLoopsを作成する

「LogicPro」では、オーディオリージョンおよびソフトウェア音源
リージョンをいずれもAppleLoopsとして保存できます。

オーディオリージョンを AppleLoops として保存すると、プロジェクトのテンポ情報に基づい
てデフォルトのトランジェントセットが自動的に作成されます。この方法の詳細については、次
のセクションを参照してください。

また、AppleLoopsユーティリティを使用してオーディオリージョンから AppleLoopsを作成
することもできます。AppleLoops ユーティリティは「LogicPro」に付属のアプリケーション
で、オーディオファイルのメタデータ・タグとトランジェントを管理できます。AppleLoops
ユーティリティには、オーディオファイルのタグ編集に関する高度な機能が用意されています。

たとえば、プロジェクトのテンポに関係なくトランジェントを手動で設定することもできます
（詳細については、618ページの「AppleLoopsユーティリティで AppleLoopsを作成する」を
参照）。AppleLoopsユーティリティでは、 SIAL（ソフトウェア音源AppleLoops）を作成する
ことはできません。

作業に適したツールを選択する
上記の通り、「LogicPro」にはAppleLoopを作成する機能が用意されています。また、付属ア
プリケーションのAppleLoopsユーティリティでもユーザ独自のAppleLoopsを作成すること
ができます。

どちらのツールを使うかは、以下の基準で簡単に判断できます：

Â プロジェクトのテンポに一致したオーディオファイルからAppleLoop を作成したい場合は、
「LogicPro」のAppleLoop作成機能を使用します。

Â


SIAL（ソフトウェア音源AppleLoop）を作成したい場合は、「LogicPro」のAppleLoop作成
機能を使用します。

Â プロジェクトのテンポに一致しないオーディオファイルからループしないAppleLoopを作成
したい場合は、「 LogicPro」のAppleLoop作成機能を使用します。ループしないAppleLoops
（ワンショット）はプロジェクトのテンポとキーに従いません。テンポやキーの属性に影響さ
れたくない単発的な非楽音（サウンドエフェクトなど）をループライブラリに追加したい場合

は、ワンショットを使用すると便利です。

Â プロジェクトのテンポに一致しないオーディオファイルからループしたAppleLoopを作成し
たい場合は、AppleLoopsユーティリティを使用します。

次のセクションでは、「LogicPro」でAppleLoopを作成する方法について説明します。「 Apple
Loops ユーティリティでAppleLoops を作成する」の詳細については、618ページを参照して
ください。
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「LogicPro」でAppleLoopsを作成する
「LogicPro」でリージョンをAppleLoopとして保存すると、リージョンがループライブラリに
追加されると共にループブラウザに表示され、ほかのプロジェクトでもそれを使用できるように

なります。

ユーザが作成したAppleLoops には、プロジェクトのテンポ情報を使用してトランジェントが
タグ付けされます。オーディオファイルがプロジェクトのテンポに正確に一致するほど、この機

能は有効に働きます。

参考：ユーザが作成したAppleLoopsは、「LogicPro」、「GarageBand」、および「JamPacks」
に付属するAppleLoops とまったく同じように動作します。つまり、プロジェクトのテンポに
従い、プロジェクトのキー（最初の調号）に一致します。また、AppleLoops は「コード」ト
ラックにおけるコードのトランスポーズにも従います。詳細については、621ページの「グロー
バルトラックとAppleLoops」のセクションを参照してください。

「LogicPro」でAppleLoopを作成するには：
1 アレンジ領域で目的のオーディオリージョンまたはソフトウェア音源リージョンを選択します。 

2 アレンジ領域のローカルメニューで「リージョン」＞「AppleLoopsライブラリに追加」と選択
します。

3 「AppleLoopsライブラリにリージョンを追加」ダイアログで以下の操作を行います：

Â ループの名前を入力し、スケール、ジャンル、音源のカテゴリ、音源名、ムードの説明を選択

します（これらの情報によって検索が容易になります）。

Â ファイルタイプを「ループ」または「ワンショット」のいずれかに設定します。オーディオ

ファイルの長さが小節の区切りに合わせて正確にトリミングされていない場合は、自動的に

「ワンショット」が選択され、ファイルタイプのボタンが淡色表示になります（設定は変更で

きません）。
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参考：ワンショットはプロジェクトのテンポとキーに従いません。このため、サウンドエフェク
トなどの単発的な非楽音をループライブラリに追加したい場合は、ワンショットを使用すると便

利です。そのような音は通常、プロジェクトのテンポやキーに影響されるのは望ましくありませ
ん。ワンショットのループにもメタデータ・タグを含めることができるため、ループブラウザで

簡単に検索やカテゴリ分類を行うことができます。

4 「作成」をクリックします。

ループがループブラウザに追加されます。ループは「~/ライブラリ/Audio/AppleLoops/User
Loops/SingleFiles」に保存されます。追加されたループは、カテゴリボタンやメニューを使用す
るか、「検索」フィールドでループの名前または名前の一部を入力して検索することができます。
ループをアレンジ領域にドラッグした場合は、ファイル名の横にAppleLoops を示す記号が表
示されます。

ワンショットは通常のオーディオと同じように扱われるため、ファイル名の横にはAppleLoops
を示す記号ではなく、通常のステレオまたはモノのリージョンを示す記号が表示されます。

プロジェクトのテンポに一致しないオーディオファイルからループしたAppleLoopを作成した
い場合は、AppleLoops ユーティリティを使用してください。AppleLoops ユーティリティで
は、プロジェクトのテンポに関係なく「ビート数」および「拍子」タグを手動で入力することで、

ループの長さを希望どおりに定義できます。

参考：AppleLoopsユーティリティで使用できるのはオーディオリージョンのみで、音源トラッ
ク上のMIDIリージョンは扱うことができません。 AppleLoopsユーティリティの詳細について
は、618ページの「AppleLoopsユーティリティでAppleLoopsを作成する」を参照してください。

また、プロジェクトのテンポをファイルの長さに合わせて調整することもできます。「LogicPro」
には、オーディオリージョンの長さを、希望する音楽的な長さに自動的に合わせる機能がありま

す。この場合、リージョンの長さは一定のままでシーケンサーのテンポが自動的に変動し、リー
ジョンが希望通りの長さで再生されます。

プロジェクトのテンポをオーディオファイルに合わせるには： 
1 オーディオファイル全体と同じ長さのオーディオリージョンを作成します。 

2 「アレンジ」ウインドウのバールーラでサイクルを作成します。サイクルの長さを、目的とする
リージョンの音楽的な長さに合わせます。たとえばオーディオリージョンの長さが 1 小節の場
合、サイクルの長さも1小節に設定します。

3 メインメニューバーで「オプション」＞「テンポ」＞「リージョンの長さとロケータを使ってテ

ンポを調節」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルトはコマンド
＋Tキーです）。

テンポが再計算され、リージョン（および参照先のオーディオファイル）のテンポとプロジェク
トのテンポが同じになります。
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SIAL（ソフトウェア音源AppleLoops）におけるセンドエフェクト
バスエフェクトへのセンドを使用したソフトウェア音源トラックのリージョンから SIAL を作成
し、保存したループを別の（空の）音源トラックにドラッグすると、元のソースリージョンとは

違ったサウンドになります。これは、オリジナルのトラックのエフェクトセンドがループに保存

されていないために起こる現象です。

「LogicPro」では、バスに対するエフェクトの割り当ては自動的には行われません。これは、プ
ロジェクトで設定済みのバス設定に影響が生じるのを防ぐためです。一方、ソフトウェア音源

チャンネルに直接挿入されたエフェクトは、ループブラウザからループをアレンジ領域にドラッ

グすると、動的に呼び出されます。

ソフトウェア音源リージョンから作成したループを元のリージョンと同じサウンドにするには、

以下のいずれかの方法を使用します：

Â（バスセンドが割り当てられたソフトウェア音源リージョンから作成された）SIAL を音源ト

ラックではなくオーディオトラックにドラッグします。ソフトウェア音源ループを作成する

と、バス処理もすべて含めてオーディオファイルがレンダリングされます。これで、元のリー

ジョンと同じサウンドが得られます。

Â ソフトウェア音源リージョンからループを作成する際に、目的のサウンドを得るために必要な

エフェクトをすべて音源のチャンネルストリップに直接挿入します。こうすると、ループを音

源トラックに追加してもすべてのサウンドエフェクトが忠実に再現されます。

Â 割り当てられていないチャンネルストリップで SIALを使用する場合は、元のリージョンと同じ
サウンドを再現するために必要なセンドとバスエフェクトを手動で設定します。 

AppleLoopsユーティリティでAppleLoopsを作成する
AppleLoopsユーティリティには、オーディオリージョンからAppleLoopsを作成するための
高度な機能が用意されています。AppleLoopsユーティリティを使用すると、オーディオファイ
ル内のトランジェントが検出されるほか、それ以外のトランジェントにマーカーを追加すること

もできます。また、これらのトランジェントマーカーを別の位置に移動することもできます。

AppleLoopsユーティリティで AppleLoopを作成するには： 
1 アレンジ領域でオーディオリージョンを選択します。 

2 アレンジ領域のローカルメニューで「オーディオ」＞「AppleLoopsユーティリティで開く」と
選択します（または「AppleLoopsユーティリティで開く」キーコマンドを使います）。

オーディオファイルの長さがビートの長さと一致しない場合は、以下のダイアログが表示され
ます：

長さが一致しない理由としては、以下の2つが考えられます：
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Â プロジェクトのテンポでオーディオファイルを録音したが、正しくカットされていない。この

場合は、上記のダイアログでオーディオファイルの長さを短くカットできます。

Â ループで異なるテンポが使用されている。この場合は、「ループの長さ」ボックスでオーディ

オループの長さを設定し、「設定した長さを使用」をクリックします。

AppleLoopsユーティリティの詳細については、「Apple Loops ユーティリティ・ユーザーズマ
ニュアル」を参照してください。

ReCycleファイルをAppleLoopsに変換する
「LogicPro」ではReCycleファイルをAppleLoopsに変換することができます。変換は、ReCycle
ファイルをAppleLoops として読み込む方法と、ブラウザのバッチ変換機能を利用して複数の
ReCycleファイルを変換する方法の2種類があります。

単一のReCycleファイルをAppleLoopsとして読み込むには：
1 オーディオファイルの場合と同様、以下のいずれかの方法でReCycleファイルの読み込みを開始
します：

Â「ファイル」＞「オーディオファイルを読み込む」と選択します（または「オーディオファイ

ルを読み込む」キーコマンドを使います）。鉛筆ツールを使用して Shiftキーを押しながらオー
ディオトラックをクリックすることもできます（または、ポインタツールでコマンド＋ Shift
キーを押しながらクリックします）。

続いて表示されるファイル選択ボックスで目的のReCycleループを選択します。

Â



ReCycleファイルを、ブラウザからオーディオトラックにドラッグします。

Â


ReCycleファイルをFinderからオーディオトラックにドラッグします。

2 続いて表示される「ReCycleファイルの読み込み」ダイアログの「修正方法」メニューで「 Apple
Loopにレンダリング」を選択します。

ReCycleループがAppleLoopに変換され（スライスポイントはトランジェント位置に変換され
ます）、「 ~/ライブラリ/Audio/AppleLoops/UserLoops」にある「SingleFiles」フォルダにコ
ピーされます。AppleLoopが「LogicPro」のプロジェクトに追加されます。追加されたApple
Loopはオーディオビンに表示されます。

もう1つの方法として、ブラウザのバッチ変換機能を利用して複数の ReCycleファイルを一度に 
AppleLoopsに変換することもできます。

複数のReCycleファイルをAppleLoopsに変換するには：
1 ブラウザで複数のReCycleファイルを選択します。

2 アクションメニューを開き、「ReCycleファイル／フォルダを AppleLoopsに変換」を選択します。
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3 続いて表示されるファイル選択ボックスで、変換後のファイルの保存先を選択します。

複数のReCycleファイルがAppleLoopsに変換され（スライスポイントはトランジェント位置
に変換されます）、選択した保存先にコピーされます。

AppleLoopsをループブラウザに追加する
AppleLoopsをループブラウザで表示するには、あらかじめ「LogicPro」で AppleLoopsのイ
ンデックスを作成しておく必要があります。ループは任意のディレクトリに保存できますが、そ

の保存場所を「LogicPro」に登録しておく必要があります。

AppleLoopsをループブラウザに追加するには：
1 「LogicPro」を起動したままFinderウインドウを開きます。 

2



AppleLoopsが保存されているフォルダへ移動します。

3 フォルダ内のAppleLoopsを選択し、ループブラウザにドラッグします。

ループがAppleLoops ライブラリに追加され、インデックスが作成されます。この処理が完了
すると、ループブラウザで直接ループを使用できるようになります。

ループブラウザにループを1つだけドラッグした場合、ループは「 ~/ライブラリ/Audio/Apple
Loops/UserLoops/SingleFiles」にコピーされます。

ループブラウザと同じドライブおよびパーティション上にあるループフォルダをドラッグした

場合、ループは現在の保存場所のまま、フォルダのエイリアスが「~/ライブラリ/Audio/Apple
Loops/UserLoops」に作成されます。

ループが別のドライブまたはパーティションにある場合は、ループをループライブラリにコピー

するか、現在の場所でインデックスを作成するかを確認するメッセージが表示されます（光学メ

ディアからループを追加した場合は、必ずループライブラリにコピーされます）。

Â ループをループライブラリにコピーすると選択した場合は、ループフォルダが「~/ライブラリ 
/Audio/AppleLoops/UserLoops/」にコピーされます。

Â 現在の位置でインデックスを作成すると選択した場合は、フォルダのエイリアスが「~/ライブ
ラリ/Audio/AppleLoops/UserLoops/」に作成されます。

AcidLoopをループブラウザに追加する
ループブラウザにはAcidLoopも表示されます。AcidLoopにはAppleLoopsのようなタグは
含まれません。AcidLoopではフォルダ構成に関する規格が定められており、タグに相当する情
報は周辺のフォルダ構成（特にフォルダ名）から取得するようになっています。このため、Acid
Loopのファイルを単独でループブラウザにドラッグすることはできません。

AcidLoopを含むCD（またはフォルダ）全体をループブラウザにドラッグする必要があります。
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グローバルトラックとAppleLoops
グローバルトラックを使用すると、テンポ、拍子、キーなどのグローバルイベントをプロジェク

トの途中で変更することができます。以下のセクションでは、グローバルトラックでこれらの設

定を変更した場合にAppleLoopsの再生がどのように変化するかについて説明します。

「テンポ」／「ビートマッピング」トラック
AppleLoopsのテンポはこれらトラックのテンポに合わせて自動的に調整されます。

「調号／拍子記号」トラック
AppleLoopsは、本来のキーに関する情報が含んでおり、自動的にトランスポーズされます。デ
フォルトでは、AppleLoopsはプロジェクトのキー（最初の調号イベントで定義されたキー）で
再生されます。このようなグローバルなトランスポーズでは、メジャーキーとマイナーキーは区

別されません。つまり、最初の調号のルート音のみに基づいてAppleLoopsが再生されます。

参考：AppleLoops を読み込んだ後で調号を変更しても、SIAL の再生には影響しません。SIAL
は通常のMIDIリージョンと同じように動作します。MIDIリージョンの再生は、調号を変更して
も影響を受けません。スコアエディタの表示が変わるだけです。

AppleLoops再生時のトランスポーズは、「コード」トラックのコードのルート音によって制御
されます。つまり、「調号／拍子記号」トラックに表示された現在の調号を基準に、これらのルー

ト音で再生時のグローバルなトランスポーズが決まります。「コード」トラックにコードがない

場合、AppleLoopsのグローバルな再生キーは「調号／拍子記号」トラックの最初の調号で決ま
ります（デフォルトでは Cメジャー）。

「コード」トラック
「コード」トラックのコードのルート音によって、すべてのAppleLoopsのトランスポーズ（ピッ
チシフト）が決まります。

オーディオトラックでAppleLoopsを使用する場合、「表示のみ変更」モードは使用できません。
AppleLoopsでこの機能を使用することはほとんどないため、使用できなくても問題はないはず
です。ただし1つだけ例外があります。それは、コード進行を含む AppleLoopsの場合です。こ
の場合は、コード進行が「コード」トラックに表示されません。「コード」トラックの「表示の

み変更」モードが使えないと、実際に再生されている音とコード表示を一致させることができま

せん。「コード」トラックに変更を加えると、（ソフトウェア音源AppleLoops ではなく）オー
ディオAppleLoopsのトランスポーズに影響します。「表示のみ変更」オプションを選択しても
問題は解決しません。
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この問題は以下の方法で解決できます： 
1 コードが変わる位置で正確に（オーディオ）AppleLoopを切り分けます。 

2 「コード」トラックの各セクションにコードを手入力して、「コード」トラックに表示されたコー
ドと切り分けたAppleLoopファイルのコード進行とを一致させます。切り分けた個々の Apple
Loopは、入力したコードのルート音に合わせてトランスポーズされます。

3 各セクションのリージョンパラメータボックスで、コードのルート音の変化と正負を反転したト

ランスポーズの値を入力し、切り分けたAppleLoopが元のAppleLoopファイルと同じように
再生されるようにします。

たとえば、プロジェクトのデフォルトのキーがCとして、以下の場合を考えてみます：
Â コードのルート音がC、 F、G、Cと進行する（オーディオ）AppleLoopがあるとします。この
AppleLoopを、コードが変わる位置で正確に切り分けます。これで、 4つのリージョンが作
成されます。

Â「コード」トラックの対応する位置にC、F、 G、 Cと入力します。元のキーをCとすると、 2番
目のリージョンは＋5半音、3番目のリージョンは＋7半音トランスポーズします。この時点
で全部のリージョンを再生すると、元のオーディオ素材が「コード」トラックに入力した量だ

けトランスポーズされてしまい、思うような結果が得られません。

Â リージョンパラメータボックスで、2番目のリージョンのトランスポーズの値を –5、 3番目の
リージョンの値を–7に設定します。

これで全体を再生すると、切り分ける前と同じように再生され、「コード」トラックに正しいコー

ドが表示されます。

「トランスポーズ」トラック
トランスポーズイベントは「コード」トラックのコードのルート音の進行に密接にリンクしてい
ます。コードのルート音を変えると、「トランスポーズ」トラックにそれが反映されます。また、

「トランスポーズ」トラックで変更を行うと、「コード」トラックにそれが反映されます。トラン

スポーズイベントを作成または変更すると、「コード」トラックでも対応するコードが作成また

は変更されます。これに応じて、すべてのAppleLoopsおよびMIDIリージョンのピッチがシフ
トします。

参考：標準のオーディオリージョン（AppleLoops以外のオーディオリージョン）のピッチは変
化しません。また、キーが定義されていないAppleLoops（ドラムループなど）のピッチも変化
しません。

グローバルトラックの「トランスポーズ」では、オーディオトラックで使用されている Apple
Loopsを最大±36半音の範囲でトランスポーズできます。 AppleLoopsをこれ以上大きくトラ
ンスポーズしても良い音質は得られないため、設定可能な値はこの範囲に制限されています。こ

れは、リージョンパラメータボックスの「トランスポーズ」パラメータでも同様です。
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意図しないオクターブへのAppleLoopsのトランスポーズ 
AppleLoop を高いピッチにトランスポーズするとループの再生ピッチが低くなり、逆に低い
ピッチにトランスポーズすると高いピッチで再生されることがあります。

たとえば、AppleLoopを7半音高いピッチにトランスポーズすると、実際には5半音低いピッ
チで再生されます。これは本来意図したオクターブではないかもしれませんが、和声としては正

しいトランスポーズです。

オーディオ素材のトランスポーズは技術的に複雑な処理であり、必ず一定の音質低下を伴いま

す。音質の低下は、トランスポーズの幅が大きいほど顕著になります。このため、AppleLoops
のトランスポーズは可能な限り最小の幅で行われるようになっています。

なお、音質はプロジェクトのキー（「トランスポーズ」トラックのゼロライン）からのトランス

ポーズの量ではなく、AppleLoopの本来のキーからのトランスポーズの量によって決まる点に
注意してください。たとえば、プロジェクトのキーがAppleLoopの本来のキーよりすでに 5半
音高い場合に「トランスポーズ」の値を「+2」に設定すると、AppleLoop は10半音下にトラ
ンスポーズされます。こうすると、AppleLoopの本来のキーより7半音上にトランスポーズす
るのではなく、5半音下にトランスポーズするだけで済むためです。

古典的な西洋音楽体系では、1オクターブは12半音に分割されます。和声の観点からは、+7半
音と-5半音は等しいため、トランスポーズ量として-5が使用されます。同じことはほかの設定
でも起こります。たとえばトランスポーズ量が－9の場合は＋3のトランスポーズが行われ、＋
12 の場合は±0 になります。このように、トランスポーズ幅が小さいほど音質が良いという考
え方に基づき、最小の幅で和声として等価なトランスポーズが行われます。

AppleLoopsをオーディオファイルに変換する
AppleLoopをオーディオファイルに変換すると、作成したオーディオファイルがプロジェクト
の現在のテンポとキーで再生されない場合があります。この場合、新しく作成したオーディオ

ファイルは元のAppleLoopのテンポとキーで再生されます。

この現象は、AppleLoopを選択し、アレンジ領域のローカルメニューで「オーディオ」＞「リー
ジョンを新規オーディオファイルに変換」と選択して表示されるウインドウで、「ファイルフォー

マット」パラメータを「オリジナルのファイルタイプ」から「WAVE」または「SDII」に変更し
た場合に発生します。この操作を行うと、元のAppleLoop ファイルのコピー作成時にトラン
ジェントとカテゴリのタグが失われてしまいます。これらのタグが失われると、プロジェクトの

テンポとキーではなくAppleLoopを録音したときのテンポとキーでしか再生されなくなります。

AppleLoopをオーディオファイルに変換してプロジェクトのテンポとキー設定を使用できるよ
うにするには、1 つまたは複数のループを選択し、「ファイル」＞「書き出す」＞「リージョン
をオーディオファイルとして」と選択します。作成したオーディオファイルを現在のプロジェク

トで使用できるように「作成したファイルをオーディオビンに追加」チェックボックスを必ず選

択してください。
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これで、AppleLoopが配置されたトラック／チャンネルに対するプラグインエフェクトをすべ
て含めた形でAppleLoopが新しいオーディオファイルとして書き出されます。これらのエフェ
クトなしでAppleLoopを書き出したい場合は、リージョンを書き出す前にエフェクトをバイパ
スしてください。

こうして書き出した新しいファイルは現在のプロジェクトのテンポとキーで再生されますが、ほ

かのAppleLoops とは異なり、その後のテンポやキーの変更には従いませんので注意が必要で
す。つまり、ファイルを書き出した時点のプロジェクトのテンポとキーに固定されることになり

ます。

∏ ヒント：オーディオファイルの「テンポに従う」オプションを有効にすると、プロジェクトの
テンポ、およびグローバルトラックに設定されている先頭の調号に従わせることができます。

詳細については、526ページの「「テンポに従う」機能を使う」を参照してください。

AppleLoopsとサンプルレート
AppleLoopsのサンプルレートは、オーディオファイルのサンプルレートと同じ方法で変換でき
ます。この方法でサンプルレートを変換すると、トランジェントの位置も補正されます。 

AppleLoopのサンプルレートを変換するには：
1 オーディオビンで目的の AppleLoopを選択します。 

2 ローカルメニューで「オーディオファイル」＞「ファイルをコピー／変換」と選択します（また

は、対応するキーコマンドを使います。デフォルトはControl＋Cキーです）。 

3 続いて表示されるダイアログで目的のサンプルレート（およびサンプルレート変換に関するその

他すべての設定）を選択し、保存先のフォルダを選択して「保存」をクリックします。

「ビンのファイル参照を変更」オプションを選択すると、サンプルレート変換後の AppleLoop
が自動的にプロジェクトに追加されます。このAppleLoopは、プロジェクトのテンポとキーの
変更に従います（元のAppleLoopで「キー」タグが設定されている場合のみ）。

参考：新規に作成したAppleLoopをループブラウザで表示できるようにするには、あらかじめ
インデックスを作成しておく必要があります。ループは任意のディレクトリに保存できますが、

その保存場所を「LogicPro」に登録しておく必要があります。

「LogicPro」で AppleLoops を使用する場合、標準のオーディオファイルほど頻繁にサンプル
レートを変換する必要はないはずです。これは、AppleLoopsが次のような非常に便利な機能を
備えているためです。つまり、プロジェクトのサンプルレートを変更すると、プロジェクトで使

用しているすべてのAppleLoopsの再生速度が、新しいサンプルレートに自動的に適応します。
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29 プロジェクトとファイルのやりとり

最近では、ユーザ自身のスタジオや外部スタジオにおいて、プロジェ
クトのデータを各種プログラムやデバイスで移動することが一般的
になっています。

しかし、すべてのアプリケーションやデバイスが共通の「言語」を話すわけではありません。

「LogicPro」にはファイルの書き出しと読み込みに関する高度な機能が備わっており、幅広い種
類のアプリケーションやデバイスとの互換性を実現しています。このため、プロジェクトの一部

または全体を「FinalCutPro」や「ProTools」などのほかのアプリケーションでも使用できま
す。さらに、ワークステーション・キーボード・シーケンサーやデジタルレコーダーなどのハー

ドウェアデバイスもサポートされています。

「LogicPro」では、以下のファイルフォーマットの書き出しと読み込みが可能です：
Â オーディオファイル（リージョンまたはトラックから作成）：WAV、 AIF、SDII、Appleロスレ
ス、MP3、AACフォーマットで保存できます。

Â


GarageBandプロジェクト

Â


OMF（OpenMediaFramework。別名OMFI：OpenMediaFrameworkInterchange）

Â


AAF（AdvancedAuthoringFormat）

Â


OpenTL（OpenTrackList）

Â


FinalCutProXML

Â



MIDIファイル（一部またはすべてのMIDIリージョンから作成）

「LogicPro」では、簡単な操作でプロジェクトの完全なアーカイブを作成できます。このため、
ほかのストレージメディアにプロジェクトを転送したり、物理的メディアやネットワークを介し

てしてほかのユーザや施設にプロジェクトを送ったりすることも、容易にできます。

さらに、ローカルまたはリモートネットワーク上で「LogicPro」のほかのユーザと設定情報を
共有することもできます。

「LogicPro」のデータをネットワーク上で共有する
「LogicPro」ではデータをネットワーク上で共有したりバックアップを作成したりできるため、
「LogicPro」のほかのユーザと簡単に共同プロジェクトを進めることができます。これには、以
下の方法があります：

Â ローカルネットワーク上でBonjourを使う
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Â インターネット上で.Macを使う（ .Macアカウントが必要です）。

共有およびバックアップできるデータ・タイプは以下の通りです：

Â プラグイン設定

Â チャンネルストリップ設定

Â キーコマンドセット

参考：サンプルライブラリのライセンス上の問題により、EXSインストゥルメント、 Ultrabeat、
SpaceDesignerの設定は共有できません。

「共有」環境設定を設定する
「共有」環境設定では、どの設定を共有したり、 .Macにバックアップを作成したりするかを定義
できます。

「共有」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「共有」と選択します。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「共有」

を選択します。

m 「ライブラリ」の下部にあるアクションメニューをクリックして、「共有環境設定」を選択します。

「共有」の設定画面は大きく2つのタスクに分かれています：
Â データアクセス： ローカルネットワークまたは .Mac アカウント上にある自分またはほかの
ユーザのデータを表示します。

Â データ共有： 自分のデータを、ローカルネットワークまたは.Macアカウントを介して共有し
ます。

データを.Macアカウントで共有している場合は、データ提供元のユーザがオンラインではなく
ても共有データにアクセスできます。

データをローカルネットワークで共有している場合は、データ提供元のユーザ（正確には、共有

データの提供元のコンピュータ＝ユーザアカウント）がオンラインになっている必要があります。



第29章    プロジェクトとファイルのやりとり 627



データを共有するには：
m 「Bonjour」または「.Mac」カラムで共有したい項目のチェックボックスを選択します。

Â「.Mac」カラム： 各チェックボックスを選択すると、個人のiDiskの「/Public/MusicAudioData」
内の該当する設定データがすべて共有されます。

Â「Bonjour」カラム： 対応する「 ~/ライブラリ/ApplicationSupport/Logic」フォルダ内の有
効なタイプの設定はすべて共有されます。

参考：「LogicPro」の外から閲覧している場合、お使いの.Macの URLにはWebブラウザから
アクセスできます。通常、.Mac のURL はhttp://idisk.mac.com/ ＜.Mac ユーザ名＞/Public/
MusicAudioDataの形式です。

ローカルネットワーク上の共有データにアクセスするには：
m 「ローカルネットワーク上の共有データを検索」チェックボックスを選択します。

ローカルネットワークに接続されたすべてのマシンの「Logic」フォルダ（~/ ライブラリ  /
ApplicationSupport/）が自動的に検索されます。

.Macアカウントに自分の設定データのバックアップを作成するには：
m 「.Macに自分の設定をすべてバックアップ」チェックボックスを選択します。

.Mac に自分の設定データがすべてコピーされ、バックアップソリューションとして使用するこ
とができます。

参考：バックアップを作成したコンピュータとは別のコンピュータを共有マスターにすることも
できます。たとえば、スタジオのコンピュータをバックアップマスターとして使用し、外出先で
MacBookを使ってデータを共有（および編集）することができます。

.Mac を介したバックアップ（および共有）は、単純明快なプッシュ／プルの考え方に基づいて
います。つまり、.Macアカウントにバックアップ（または共有）のためのデータを書き込むと、
既存のデータが常に上書きされます。

Â


.Macアカウントに最初にバックアップを作成したマシンが .Macコンテンツのマスターになり
ます。

Â 別のコンピュータからバックアップ／共有の操作をしようとすると、マスターマシンしかデー

タの「プッシュ」ができないことを警告するダイアログが表示されます。このダイアログで、

現在のマシンを新しいマスターに指定することもできます。

Â マスターマシンの環境設定で「.Mac に自分の設定をすべてバックアップ」チェックボックス
の選択を解除すると、すべてのバックアップデータが  .Mac から削除され、「マスター」が未
定義の状態になります。

参考：環境設定で「.Mac に自分の設定をすべてバックアップ」チェックボックスの選択を解除
すると、すべてのバックアップデータが .Macアカウントから削除されます。

ユーザデータのバックアップを復元するには： 
1 「バックアップを復元」ボタンをクリックします。

確認のダイアログが表示されます。
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2 「復元」ボタンをクリックすると、現在の設定およびキーコマンドの内容が .Macにバックアップ
された内容で上書きされます。

参考：ネットワークのトラブルなど何らかの理由で復元処理が中断されても、復元前のデータは
保持されるため、設定がすべて消失したり一部のみが復元されたりすることはありません。これ

と同じことは、.Macアカウントのいずれか1つのフォルダが空の場合にも当てはまります。

「ライブラリ」で設定データを共有する
「共有」環境設定で「プラグイン設定」や「チャンネルストリップ設定」のチェックボックスを

選択して共有を有効にすると、「ライブラリ」タブのフォルダアイコンおよび設定ファイルアイ

コンの左側に共有を示す印が表示されます：

Â



.Macで共有されているものには青いドットが付きます。

Â



Bonjourで共有されているもには赤いドットが付きます。

デフォルトでは、チェックボックスを選択したデータ・タイプ（プラグイン設定／チャンネルス

トリップ設定）に一致するものはすべて、共有の印が付けられます。

設定またはフォルダごとに共有の有効／無効を設定するには：
m


Controlキーを押しながら個々の設定またはフォルダをクリックし、必要に応じて「Bonjourで共
有」および「.Macで共有」オプションを選択または選択解除します。

参考：フォルダに対してBonjourまたは.Macの共有ステータスを有効または無効に設定すると、
フォルダ内のすべてのアイテムも同じ共有状態に切り替わります。
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ほかのユーザと共有している設定は、「ライブラリ」では以下のように表示されます：

Â「Bonjour」フォルダ： ローカルネットワーク上で共有されているすべての設定が表示され
ます。

Â「.Mac」フォルダ： 現在接続している.Macアカウントのすべての設定が表示されます。

.Macアカウントに接続するには：
1 「ライブラリ」のアクションメニューで「.Macへ接続」を選択します。

2 「.Macへ接続」ダイアログで以下の操作を行います：

Â 接続したい.Macアカウントを選択します。

「自分の .Mac アカウント」（アクセス先はバックアップフォルダ）または「別のアカウント」
（アクセス先は「Public」フォルダ）のいずれかを選択します。

Â



.Macアカウントのユーザ名を入力します。

∏ ヒント：「別のアカウント」を選択して自分の.Macアカウントのユーザ名を入力すると、自分の
.Macアカウントの「 Public」フォルダにアクセスできます。

3 最後に「OK」をクリックします。

参考：.Mac 経由でアクセスしたデータはオンデマンド方式でダウンロードされることになって
おり、明示的に指定した場合のみ（ローカルのハードディスクに）保存されます。これは、プロ

ジェクト内に存在していてもハードディスクにはファイルとして保存されない設定とよく似て

います。

アクティブな.Macアカウントの接続を解除するには：
m 「ライブラリ」のアクションメニューで「.Macアカウントの接続を解除」を選択します。

これで、別のアカウントに接続したり、.Mac のデータに影響を与えることなくローカルでの更
新やその他の操作を実行したりできるようになります。
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「ライブラリ」を更新するには：
m 「ライブラリ」のアクションメニューで「ライブラリを更新」を選択します。

ローカルライブラリ、および現在接続している .Macアカウントの両方が更新されます。

キーコマンドを共有する
「キーコマンド」ウインドウでは共有キーコマンドセットにアクセスできます。

共有キーコマンドを見つけるには：
m 「オプション」＞「プリセット」と選択し、「 .Mac」または「Bounjour」フォルダ内をブラウズします。

オーディオファイルのバックアップを作成する
オーディオビンおよびサンプルエディタのバックアップ機能を利用すると、1 つまたは複数の
オーディオファイルを選択して、元のファイルと同じ場所にその複製を作成できます。バック

アップファイルの名前は元のファイル名と同じで、バックアップであることを示す拡張子「.dup」
が付加されます。

オーディオビンで単一または複数のオーディオファイルのバックアップを作成するには：
m 「オーディオファイル」＞「ファイルをバックアップ」と選択します。ダイアログで「複製」ボ

タンをクリックします。

バックアップ（複製）ファイルは元のオーディオファイルと同じように、オーディオビン（また

はアレンジ）に直接追加できます。

サンプルエディタで選択したファイルのバックアップを作成するには：
m 「オーディオファイル」＞「バックアップを作成」と選択します（または対応するキーコマンド

を使います。デフォルトはコマンド＋Bキーです）。ダイアログで「作成」ボタンをクリックします。

サンプルエディタで破壊編集を行う際は、あらかじめこの操作を行っておくとよいでしょう。そ

うすればオーディオ処理の結果が気に入らない場合でも元の状態に戻すことができます。

サンプルエディタでバックアップファイルを復元するには：
m 「オーディオファイル」＞「バックアップに復帰」と選択します（または対応するキーコマンド

を使います。デフォルトはShift＋コマンド＋Bキーです）。ダイアログで「ペースト」ボタンを
クリックします。

プロジェクトをバックアップする／共有する
プロジェクトフォルダを見れば、いつでも作業の状況を把握できます。プロジェクトに関連する

ファイルはすべて1個所に整理されて保存されているからです。この仕組みによって、プロジェ
クトのバックアップ作成やコンピュータ間での移動が簡単にできます。また、スタジオで音源、

オーディオファイル、またはサンプルを、検索または再構築しようとしても見つからないといっ

た問題が回避されます。
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「ファイル」＞「プロジェクトとして保存」と選択すると、関連するすべてのファイルを含めて
プロジェクトが保存されます。これらを総称して、プロジェクトの素材と呼びます。

「別名で保存」ダイアログで「素材を含む」チェックボックスを選択すると、「詳細オプション」

で選択したファイルタイプがプロジェクトと一緒に保存されます。

「詳細オプション」の各チェックボックスでは、外部（プロジェクトフォルダ以外の場所）から

読み込んだファイルの扱いを設定できます。

設定方法は以下の通りです：

Â 各チェックボックスの選択を解除した場合、素材は元の場所のまま変わりません。

Â 各チェックボックスを選択すると、素材はプロジェクトフォルダにコピーされます。

目的のプロジェクト素材を選択するには：
m 「外部オーディオファイルをプロジェクトフォルダにコピー」チェックボックスを選択すると、こ

れらのファイルがプロジェクトフォルダにコピーされます。

m 「EXS インストゥルメントをプロジェクトフォルダにコピー」と「EXS サンプルをプロジェクト
フォルダにコピー」のチェックボックスを選択すると、これらのファイルがプロジェクトフォル
ダにコピーされます。「EXS サンプルをプロジェクトフォルダにコピー」オプションを選択して
いない場合は、保存時に EXSインストゥルメントファイルだけがプロジェクトフォルダにコピー
され、EXSインストゥルメントファイルに関連付けられたサンプルはコピーされません。

m 「Ultrabeatサンプルをプロジェクトフォルダにコピー」と「SpaceDesignerインパルスレスポン
スをプロジェクトフォルダにコピー」チェックボックスを選択すると、これらのファイルがプロ

ジェクトフォルダにコピーされます。

m 「ムービーファイルをプロジェクトフォルダにコピー」チェックボックスを選択すると、プロジェ

クトで使用しているQuickTimeムービーがプロジェクトフォルダにコピーされます。

プロジェクトを保存すると、ファイルだけがプロジェクトフォルダにコピーされます。

保存されたプロジェクトは安心して取り扱いできるようになります。フォルダ内のファイルに対
する参照を保持したままプロジェクトフォルダ全体を移動したり、コピーしたりできます。

プロジェクト素材を選択するチェックボックスは、以下のいずれかの操作によっていつでも呼び
出すことができます：

m 「ファイル」＞「別名で保存」と選択します。

m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「素材」と選択します（または対応するキーコマンドを

使います）。
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m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「素材」を

選択します。

標準MIDIファイルを使って作業する
標準MIDI ファイルとは、固有のシーケンサープログラムやハードウェアシーケンサー、あるい
はコンピュータの種類に依存しないMIDI ファイルのことです。標準MIDI ファイルには以下の
情報が含まれています：

Â


MIDIイベント（時間位置とチャンネル割り当てを含む）

Â 個々のトラックの名前

Â マーカーの名前と位置

Â テンポの変化

Â 著作権マーク

「LogicPro」では標準MIDIファイルフォーマット0および1を開いたり、読み込みや書き出し
を行ったりできます：

Â フォーマット0では、すべてのデータが1つのトラックに記録されます。
Â フォーマット1では、複数のトラックにそれぞれ独立したデータが記録されます。

どちらのフォーマットも、トラック内の分割を認識することはできません（たとえば複数の MIDI
リージョンに分割した場合）。

標準MIDIファイルを開く／読み込む
標準MIDIファイルを読み込むと、現在開いているプロジェクトに MIDIリージョンデータ（ノー
ト、コントローラ、SysEx、ピッチベンド、特定のメディアイベント）のみが読み込まれ、グロー
バルデータ（テンポイベント、調号／拍子記号、コード、トラック名、SMPTE開始位置など）は
無視されます。

重要：MIDIファイルに含まれる情報をすべて読み込みたい場合は、MIDIファイルを開く必要が
あります。

再生ヘッドの位置にMIDIファイルを読み込むには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで「ファイル」＞「読み込む」と選択し（または「読み込む」キーコマンド

を使い）、ファイル選択ボックスで目的のMIDIファイルを選択します。

m 「ブラウザ」でMIDIファイルを選択し、「読み込む」ボタンをクリックします。

再生ヘッドがある小節の先頭にMIDIファイルが読み込まれます。

マウスの位置にMIDIファイルを読み込むには：
m 「ブラウザ」またはFinderから目的のMIDIファイルをアレンジ領域にドラッグします。

マウスボタンを放したときのマウス位置によって、読み込まれたファイルの最初のトラックの位
置（最も近い小節の先頭にスナップされます）と方向が決まります。

MIDIファイルを開くには：
1 メインメニューバーで「ファイル」＞「開く」と選択し（または「開く」キーコマンドを使い）、

ファイル選択ボックスで目的のMIDIファイルを選択します。
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参考：「ファイルタイプ」メニューで「MIDIファイル」を選択した場合は、ファイル選択ボック
スにMIDIファイルのみが表示されます。

プロジェクトが読み込まれている場合は、新しい環境を作成するのかMIDIファイルの現在の環
境をコピーするのかを確認するダイアログが表示されます。 

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â「コピー」をクリックすると、既存の環境が複製されます。MIDIファイルのトラックは、自動
的に適切な音源に割り当てられます。

Â「新規」をクリックすると、デフォルトのプロジェクトテンプレートの環境が読み込まれます。

すべてのMIDIイベント（時間位置とチャンネル割り当て、個々のトラック名、マーカーの名前
と位置、テンポの変化、著作権記号など）を含む新規のプロジェクトとしてMIDIファイルが読
み込まれます。著作権マークはマーカーテキストとして表示されます。

参考：デフォルトでは、「 LogicPro」でMIDI ファイルを開くと各MIDI トラックに対してソフ
トウェア音源トラックが動的に作成され、それぞれに適切な GarageBand 音源が割り当てられ
ます。各MIDI トラックに外部 MIDI トラックを使用したい場合は、Option キーを押しながら 
MIDIファイルを開いてください。

標準MIDIファイルを保存する
「Logic」のMIDI プロジェクトをほかのシーケンサーでも再生したい場合は、標準MIDI ファイ
ルとして保存します。各シーケンサーでサポートされている標準MIDIファイルフォーマットに
ついては、シーケンサーのマニュアルで確認してください。

Logic プロジェクトのフォーマットに比べると、標準MIDI ファイルフォーマットにはいくつか
の制約があるので、Logic プロジェクトを標準MIDI ファイルに書き出す前に、以下の手順を実
行しておく必要があります：

すべてのMIDIリージョンを標準MIDIファイルへの書き出し用に準備するには： 
1 「編集」＞「すべてを選択」と選択し（または「すべてを選択」キーコマンドを使います。デフォ
ルトはコマンド＋Aキーです）、すべてのMIDIリージョンを選択します。 

2 アレンジ領域で「MIDI」＞「リージョンパラメータ」＞「リージョンパラメータをノーマライ
ズ」と選択し（または「ノーマライズ」キーコマンドを使います。デフォルトはControl ＋ N
キーです）、すべての再生パラメータをニュートラルに戻します。 

3 「MIDI」＞「リージョンパラメータ」＞「クオンタイズに破壊編集を適用」と選択し（または、
対応するキーコマンドを使います。デフォルトはControl＋ Qキーです）、すべての再生クオン
タイズを変換します。

4 「MIDI」＞「エイリアス」＞「リージョンのコピーに変換」と選択し（または「エイリアスをリー
ジョンのコピーに変換」キーコマンドを使います）、すべてのエイリアスをリアルコピーに変換
します。

5 「リージョン」＞「ループ」＞「リアルコピーに変換」と選択し（または「ループをリアルコピー
に変換」キーコマンドを使います。デフォルトはK キーです）、すべてのループをリアルコピー
に変換します。

6 「リージョン」＞「結合」＞「リージョンをトラックごとに」と選択し（または「リージョンを
トラックごとに結合」キーコマンドを使います）、各トラックのすべてのMIDIリージョンを連続
したMIDIリージョンに変換します。
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参考：標準MIDI ファイルのタイプ0 フォーマットにはMIDIリージョンを1つしか保存できな
いため、フォーマット0のファイルに書き出す場合はすべてのMIDIリージョンを1つに結合す
る必要があります。これを行うには、「リージョン」＞「結合」＞「リージョン」と選択します。

7 「MIDI」＞「音源のMIDI設定をイベントとして挿入」と選択し、すべての音源MIDI設定をイベン
トとして挿入します。

MIDIリージョンを標準 MIDIファイルとして保存するには： 
1 保存したいMIDIリージョンをすべて選択します。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「選択範囲をMIDIファイルとして」と選択します（または、「選択
範囲をMIDIファイルとして書き出す」キーコマンドを使います。デフォルトはコマンド＋ Eキー
です）。 

3 保存先のフォルダを選択し、ファイル名を入力して「保存」をクリックします。選択したMIDI
リージョンがフォーマット1のMIDIファイルとして保存されます。

参考：ハードウェアシーケンサーはMS-DOS フォーマットのディスクしか読み出せないものが
多いため、ファイル名の文字数は「8.3」形式におさまるようにしてください。たとえば
「proj0001.MID」といようなファイル名にします。

MIDIリージョンをファイルフォーマット0で保存するには：
m 「グローバル」環境設定（「 LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」）の「プロジェクト処理」
タブで「“ MIDIファイルを書き出す”で 1つのMIDIリージョンをフォーマット0で保存」チェッ
クボックスを選択します。

このチェックボックスが選択されていると、MIDIリージョンを1つだけ選択して「ファイル」＞
「書き出す」＞「選択範囲をMIDI ファイルとして」と選択した場合に、リージョンが自動的に
フォーマット0のMIDIファイルとして書き出されます。

GarageBandプロジェクトを読み込む
「LogicPro」では、GarageBandプロジェクトもLogicProプロジェクトと同じ方法で開くこと
ができます。GarageBandプロジェクトは1 対1の関係で変換されて「 LogicPro」に読み込ま
れます：

Â


GarageBandプロジェクトで使用されているトラックに合わせて、必要な数と種類のトラック
が「LogicPro」によって自動的に作成されます。

Â


GarageBandプロジェクトのテンポがそのままプロジェクトで使用されます。

Â


GarageBandプロジェクトの「プロジェクトキー」に合わせて最初の調号が設定されます。

Â ソフトウェア音源パートは、「LogicPro」の GarageBand音源で再生されます。GarageBand
音源は、「LogicPro」のインストール時に自動的にインストールされます。さらに、
「GarageBand」でソフトウェア音源や AppleLoopsベースのトラックによって使用されてい
るミキシングデータおよびエフェクト（それぞれの設定も含む）も、「LogicPro」に読み込ま
れます。

Â「GarageBand」のチャンネルストリップ設定も、「LogicPro」内の対応する設定に1対1で変
換されます。ただし、便利な例外があります。つまり、1 つのGarageBand チャンネルスト
リップに挿入されている各プラグインに個別にアクセスできるようになります。

Â「GarageBand」の2つのバスエフェクト（リバーブとエコー）も、「LogicPro」で開くときに
変換されます。これらはそれぞれバス1およびバス2でPlatinumVerbとエコーに置き換えら
れます。
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GarageBandプロジェクトをいったん「LogicPro」に読み込んでしまえば、通常のLogicProプ
ロジェクトと同じようにパート、ミキシングレベル、音源、およびエフェクトパラメータを自由
に変更することができます。

参考：LogicPro プロジェクトを「GarageBand」で開いたり、LogicPro プロジェクトを
「GarageBand」で読み出し可能なフォーマットで書き出したりすることはできません（オーディ
オファイルは例外）。

OMFファイルを使って作業する
OMF は、主にDigidesign 社の「ProTools」との間でデータを交換する際に使用されるファイ
ルフォーマットです。OMF フォーマットではオーディオデータ（オーディオメディアおよびプ
ロジェクトにおけるこれらオーディオメディアの使用に関する情報）の交換のみがサポートさ
れ、MIDIデータおよびオートメーションデータは書き出し機能を使用する際に無視されます。

OMFファイルを書き出す
m 現在のプロジェクトをOMFファイルとして書き出すには、「ファイル」＞「書き出す」＞「プロ
ジェクトをOMF ファイルとして」と選択します（または「プロジェクトをOMFファイルとし
て書き出す」キーコマンドを使います）。

続いて表示されるダイアログで必要なオプションを選択します：

Â OMFファイルのバージョン： ファイルをOMFバージョン1またはバージョン2のどちらの
フォーマットで書き出すかを選択します。通常は「バージョン2」を選択してください。「バー
ジョン1」は旧バージョンのソフトウェアとの互換性が必要な場合のみ使用します。

Â オーディオを含む： このチェックボックスを選択すると、すべてのオーディオファイルがOMF
ファイルに統合された形で書き出されます。この場合、書き出されるファイルのサイズが非常
に大きくなり、書き出し時間も長くなります。このチェックボックスの選択を解除すると、
ファイルへの参照情報のみがOMFファイルに書き込まれます。

参考：このチェックボックスを選択解除して書き出したOMFファイルを別のハードディスク
にコピーする際は、参照先のオーディオファイルもすべて一緒にコピーする必要があります。

Â インターリーブをスプリットステレオに変換： 一部のアプリケーションではインターリーブ
ステレオのファイルがサポートされないため、「LogicPro」にはインターリーブステレオの
ファイルをスプリットステレオに変換する機能が用意されています（たとえばOMFファイル
を「ProTools」のセッションで使用する場合など）。このような変換を行いたい場合は、この
チェックボックスを選択してください。

参考：このオプションは「オーディオを含む」チェックボックスが選択されている場合のみ有
効です。

Â 24 ビットファイルを 16ビットに変換： このオプションを選択すると、選択した種類のディザ
を使用してすべての 24 ビットファイルが  16 ビットに変換されます。旧バージョンの「Pro
Tools」を使用する際に、このオプションが必要になる場合があります。
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Â ディザタイプ： 24ビットのオーディオファイルを 16ビットに変換してOMFファイルに含めた
い場合は、ディザリングの使用をお勧めします（613ページの「バウンスとPOW-r ディザリ
ング」を参照）。

OMFファイルを読み込む／開く
以下に示すように、OMF ファイルを読み込む場合と開く場合の操作はほとんど同じです。ファ
イルを読み込んだ場合は OMFデータが現在のプロジェクトにコピーされるのに対し、ファイル
を開いた場合はプロジェクトが新規に作成されます。 

OMFファイルを読み込む／開くには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「読み込む」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォ
ルトはコマンド＋Iキーです）。

Â「ファイル」＞「開く」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォル
トはコマンド＋Oキーです）。

Â「ブラウザ」でOMFファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

2 ファイル選択ボックスで目的のOMFファイルを選択します。

∏ ヒント：「ファイルタイプ」メニューで「OMFファイル」を選択した場合は、拡張子が「.omf」
のファイルのみが表示されます。

ファイルの読み込みを選択／確認した後は、OMF ファイルから抽出したオーディオデータの保
存先を指定するためのダイアログが表示されます。

3 既存のフォルダ（デフォルトでは現在開いているプロジェクトのフォルダ）を選択するか、新規
のフォルダを作成します。

OMF ファイルが現在開いているプロジェクトに読み込まれます。OMF ファイルに含まれるト
ラックごとに新規のオーディオトラックが作成され、これらのトラックにオーディオパートが
リージョンとして追加されます。

OpenTLファイルを使って作業する
OpenTLは、主にTascam社のハードディスクレコーダ（MX2424など）との間でデータを交換
する際に使用するファイルフォーマットです。このファイルフォーマットではオーディオデータ

（オーディオメディアおよびプロジェクトにおけるこれらオーディオメディアの使用に関する情
報）の交換のみがサポートされ、MIDI データおよびオートメーションデータは書き出し機能を
使用する際に無視されます。

OpenTLファイルを書き出す
1 現在のプロジェクトのオーディオをOpenTLフォーマットで書き出すには、「ファイル」＞「書き
出す」＞「プロジェクトをOpenTLファイルとして」と選択します。

2 続いて表示されるファイル選択ダイアログボックスで、書き出す OpenTL ファイルの保存先の
フォルダとファイル名を指定します。ダイアログでの指定が完了すると、OpenTL書き出しファ
イル用のフォルダを作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

3 「作成」をクリックすると、書き出しファイルと同じ名前のフォルダが作成され、そこにすべて
のファイルが書き出されます。これはTascamMXレコーダで用いられる方法なので、お勧めし
ます。



第29章    プロジェクトとファイルのやりとり 637





4 次に、イベント開始位置にプロジェクトのSMPTE 開始時間を追加するかどうかを確認するメッ
セージが表示されます。「追加」をクリックすると、書き出されたOpenTLファイルのオーディ
オパートのSMPTE 開始時間は「Logic」のプロジェクトと同じになります。「追加しない」をク
リックすると、プロジェクトの開始位置を基準にパート位置が計算されます（小節 1 で始まる
オーディオパートの開始時間が「00:00:00:00.00」になります）。

5 次に、すべてのオーディオファイルのコピーを作成するかどうかを確認するメッセージが表示さ

れます。すべてのオーディオデータを含めてOpenTLファイルを別のハードディスクにコピーす
るかどうかを指定します。

コピーするように指定すると、OpenTL ファイルの保存先フォルダに「 AudioFiles」と「Track
Files」という2つのサブフォルダが作成されます（OpenTLファイルを書き出す場合、「LogicPro」
ではこのフォルダ構造が推奨されます）。「 AudioFiles」フォルダには書き出されたすべてのオー
ディオファイルのコピーが保存されます。コピーしないように指定した場合は、OpenTLファイ
ルからのファイル参照先は元のオーディオファイルのまま変わりません。 

OpenTLファイルを開く／読み込む
以下に示すように、OpenTLファイルを読み込む場合と開く場合の操作はほとんど同じです。ファ
イルを読み込んだ場合は OpenTLデータが現在のプロジェクトにコピーされるのに対し、ファイ
ルを開いた場合はプロジェクトが新規に作成されます。

OpenTLファイルを読み込む／開くには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「読み込む」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォ

ルトはコマンド＋Iキーです）。
Â「ファイル」＞「開く」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォル

トはコマンド＋Oキーです）。
Â「ブラウザ」でOpenTLファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

2 ファイル選択ボックスで目的のOpenTLファイルを選択します。「ファイルタイプ」メニューで
「OpenTLファイル」を選択した場合は、拡張子が「.TL」のファイルのみが表示されます。

3 読み込んだプロジェクトの最初のイベントの開始位置に応じて、以下のいずれかのダイアログが

表示されます：

Â 読み込んだプロジェクトの最初のイベントの開始位置が1時間より大きい場合：
読み込んだプロジェクトと同じ SMPTE 時間でイベントが開始されるようにプロジェクトの
SMPTE開始時間を設定しますか？

ダイアログのメッセージに従ってプロジェクトのSMPTE開始時間を変更したい場合は「設定」、
プロジェクトのSMPTE開始時間を変更したくない場合は「設定しない」をクリックします。

Â 読み込んだOpenTLファイルの最初のオーディオパートの開始位置が0より大きく（0より小さ
いことはありえません）、なおかつ1時間より小さい場合：
最初に読み込んだイベントの開始時間をプロジェクトの開始ポイントに設定しますか？

「設定」を選択すると、読み込んだ最初のオーディオパートがプロジェクトの開始位置ちょう
どに設定されます。
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こうすると、Tascamマシンのプロジェクトの開始時間が1時間未満の非常に大きい値（ 59分な
ど）の場合に発生する問題を解決できます。通常、このような開始時間のオーディオパートを読

み込んでもプロジェクトの終了位置よりも後に読み込まれてしまい、ウインドウの表示領域に
入ってこないため、すぐには確認することができません。

AAFファイルを開く／読み込む／書き出す
AAF（AdvancedAuthoringFormat）は、「 ProTools」など、ほかのDAWアプリケーションで
使用されるファイルフォーマットです。 AAFフォーマットでは、トラックおよび時間位置への参
照情報、音量のオートメーション情報を維持したまま複数のオーディオトラックを読み込むこと
ができます。

現在のプロジェクトをAAFファイルとして書き出すには： 
1 「ファイル」＞「書き出す」＞「プロジェクトをAAFファイルとして」と選択します（または「プ
ロジェクトをAAFファイルとして書き出す」キーコマンドを使います）。

2 「AAF ファイルを別名で保存」ダイアログで、以下のポップアップメニューのオプションを設定
します：

Â サンプルレート： 「 44.1kHz」、「48kHz」、「88.2kHz」、「 96kHz」のいずれかを選択します。
Â ビット数： 「16ビット」または「24ビット」を選択します。
Â ファイルフォーマット： 「WAVE」または「AIFF」を選択します。
Â ディザタイプ： 「なし」または3種類のPOW-rアルゴリズムから選択します（613ページの
「バウンスとPOW-rディザリング」を参照）。

3 保存先を選択し、ファイル名を入力して「OK」をクリックします。

使用したすべてのリージョンが、トラックおよび時間位置への参照情報、音量のオートメーショ

ン情報を維持したまま、 AAFファイルとして書き出されます。

AAFファイルを読み込むには：
m 以下のいずれかの操作を行います：

Â「ファイル」＞「読み込む」と選択し（または「ファイルを読み込む」キーコマンドを使い）、

「読み込む」ダイアログでAAFファイルを選択します。
Â「ブラウザ」でAAFファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

AAFファイルを開くには：
1 「ファイル」＞「開く」と選択します。 

2 「開く」ダイアログでAAFファイルを選択します。
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FinalCutProXMLファイルを読み込む／書き出す
FinalCutProXML は、「 FinalCutPro」と「LogicPro」の間でオーディオデータを読み込んだ
り書き出したりする際に使用されるファイルフォーマットです。FinalCutProXML フォーマッ
トでは、オートメーションデータがサポートされます。

現在のプロジェクトをFinalCutPro/XMLファイルとして書き出すには：
m 「ファイル」＞「書き出す」＞「プロジェクトをFinalCutPro/XMLに」と選択します。

続いて表示される標準のファイル選択ダイアログボックスで、書き出すファイルの名前を入力し

ます。

参考：オーディオ音源トラックは常にオーディオファイルにバウンスされます。MIDI トラック
は無視されます。バウンスは必要に応じて自動的にリアルタイムモードに切り替わります（I/O
またはExternalInstrumentプラグインを使用している場合など）。 

FinalCutProXMLファイルを読み込むには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「読み込む」と選択し、「読み込む」ダイアログでファイルを選択します。

m 「ブラウザ」でファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

FinalCutProのサンプルレートを変更する／維持する 
XML ファイルを読み込む際、FinalCutシーケンスで使用しているオーディオファイルのサンプ
ルレートをそのまま維持することができます。サンプルレートの異なるオーディオファイルを使

用したシーケンスを読み込もうとすると、以下のダイアログが表示されます：

以下の目的に応じていずれかのボタンをクリックします：

Â 読み込まれたすべてのFinalCutシーケンスのオーディオファイルに合わせて「LogicPro」の
プロジェクトのサンプルレートを変更する。

Â「LogicPro」のプロジェクトのサンプルレートを維持する。この場合、選択したサンプルレー
トと異なる FinalCut シーケンスのオーディオファイルはすべてサンプルレートが変換され
ます。

参考：FinalCutシーケンスとは、ビデオ、オーディオ、グラフィック・クリップ、編集情報、お
よびエフェクトをアレンジしたもので、これらを組み合わせることでムービーが構成されます。
XML を使用して FinalCut シーケンスを「LogicPro」に読み込むと、リージョンの位置情報、
リージョン名と、音量およびパンのオートメーションデータをすべて維持したまま、複数のオー

ディオトラックをやりとりできます。





640 第29章    プロジェクトとファイルのやりとり



リージョンを書き出す
「ファイル」＞「書き出す」メニューには、リージョンおよびトラックの書き出しに関する機能
もいくつか用意されています。これらの機能を利用すると、アクティブなエフェクトおよびオー
トメーションデータ（ただし音量とパンを除く）をすべて含めた形で、オーディオトラックやソ
フトウェア音源トラックを新しいオーディオファイルにレンダリングできます。

参考：レンダリングに音量とパンのオートメーション情報が含まれないのは、トラックやリー
ジョンを外部のアプリケーションに転送して処理、ミックス、または編集するという書き出し機
能の一般的な用途では、その方が便利なためです。

オーディオリージョンまたはソフトウェア音源リージョンをオーディオファイルとして書き出
すには：

1 リージョンをアレンジ領域で選択します。
2 アレンジ領域で「ファイル」＞「書き出す」＞「リージョンをオーディオファイルとして」と選
択します。

3 「リージョンを別名で保存」ダイアログのポップアップメニューをクリックして必要なオプショ
ンを選択します。

4 ファイル選択ダイアログボックスで新規のオーディオファイルの保存先フォルダを選択します。
フォルダを新規作成する場合は、「新規フォルダ」ボタンをクリックします。

5 新規のオーディオファイルのファイル名を入力します。「拡張子を隠す」チェックボックスを選
択または選択解除すると、「別名で保存」フィールドのファイル拡張子（wav、 aifなど）の表示
／非表示が切り替わります。

6 ダイアログボックスの「作成したファイルをオーディオビンに追加」オプションを選択すると、
保存したファイルがオーディオビンに追加されます。 

7 「保存」ボタンをクリックします。

トラックをオーディオファイルとして書き出す
1つまたは複数のトラック（1 つまたは複数のトラック上のすべてのオーディオリージョンとソ
フトウェア音源リージョン）を1つまたは複数（アレンジトラックごとに1つずつ）のオーディ
オファイルに書き出すことができます。

トラック上のすべてのオーディオリージョンまたはソフトウェア音源リージョンを新規のオー
ディオファイルに書き出すには：

1 書き出すトラックの名前をクリックします。

2 「ファイル」＞「書き出す」＞「トラックをオーディオファイルとして」と選択します。 

3 「別名で保存」ダイアログボックスで、新しい名前と保存先のフォルダを指定し、さらにほかの
オプションを設定し、「保存」をクリックします。

すべてのオーディオトラックとソフトウェア音源トラックを複数の新規のオーディオファイル
に書き出すには：

1 「ファイル」＞「書き出す」＞「すべてのトラックをオーディオファイルとして」と選択します。
トラックを選択する必要はありません。 

2 「別名で保存」ダイアログボックスで設定を行い、「保存」をクリックします。

書き出されたオーディオファイルに付けられるファイル名は、書き出し元のトラックの名前が基
準になります。たとえば、トラック1が「Drum」、トラック2が「Bass」、トラック3が「 Guitar」
などとなっている場合、各オーディオファイルは、それに準じた名前になります。
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30 高度なテンポオペレーション

「LogicPro」には、テンポイベントを作成および編集するためのツー
ルと方法がいくつか用意されています。

この章ではこれらのツールを紹介し、テンポイベントとMIDIリージョン／オーディオリージョ
ンとの関係についても説明します。

テンポの変更または編集は、トランスポートバー、グローバルトラックの「テンポ」、（リスト領

域の）テンポリスト、エンバイロメントのテンポフェーダー、「テンポオペレーション」ウイン

ドウなど、さまざまな方法で行うことができます。ただし、通常はグローバルトラックの「テン

ポ」かテンポリストを使うのが一般的です。

テンポディスプレイ
あらかじめ設定されたテンポチェンジを使用する場合も、外部同期信号を使用する場合も、現在

の（再生ヘッド位置の）テンポは常にトランスポートバーに表示されます。

一定のプロジェクトテンポを設定するには：
m テンポフォールドでマウスをスライダのように使うか、ダブルクリックして値を直接入力します。

テンポディスプレイの表示形式を変更するには：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」＞「一般」タブと選択し、「テンポの表示形式」ポップ
アップメニューで希望の項目を選択します。

テンポディスプレイ
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「テンポ」トラックを使う
テンポチェンジは、専用の「テンポ」トラックに保存されたテンポイベントによって制御されま

す。「テンポ」トラックは、「アレンジ」ウインドウ、ピアノロール、HyperEditor、およびスコ
アエディタで表示できます。「テンポ」トラックの設定はプロジェクト全体に適用されます。ま

た、受信したタイムコードと現在の再生ヘッド位置との関係も「テンポ」トラックによって決ま

ります。

「テンポ」トラックを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「表示」＞「グローバルトラック」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デ

フォルトはGキーです）。

m リニア編集ウインドウのバールーラの左側にある開閉用三角ボタンをクリックします。

参考：デフォルトでは、上記の方法のどちらかを使ってグローバルトラックのレーンを開くと、
「マーカー」、「調号／拍子記号」、「テンポ」の各グローバルトラックが表示されます。「テンポ」

トラックが表示されない場合は、グローバルトラックの表示設定を変更してください。詳細につ

いては、76ページの「個々のグローバルトラックを表示する／隠す」を参照してください。

「テンポ」トラックでは、テンポチェンジはノード（線と線を結ぶドット）で表示されます。デ

フォルトでは、ドットと（バールーラに示されたプロジェクト位置の）次の「ノード」が水平の

線で結ばれます。このドットと次のテンポチェンジを表すノードが垂直の線で結ばれます。こう

して作成される一連の「山と谷」によってプロジェクトのテンポが表されます。

参考：「テンポ」トラックに十分な高さがあれば、各ノードの横にテンポの数値（単位は bpm）
が表示されます。

「テンポ」トラックのサイズを変更するには：
m 「テンポ」トラックのレーンと編集ウインドウの境界線、または上のグローバルトラック（「トラ

ンスポーズ」トラックなど）との境界線を上下にドラッグします。

テンポ・チェンジ・イベントを作成する／削除する
「テンポ」トラックで希望のプロジェクト位置にテンポ・チェンジ・イベントを挿入すると、テ

ンポ・チェンジ・イベントを作成できます。

テンポ・チェンジ・イベントを挿入するには、以下のいずれかの操作を行います：
m テンポ・チェンジ・イベントを挿入したい位置をポインタツールでダブルクリックします。
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m テンポ・チェンジ・イベントを挿入したい位置を鉛筆ツールでクリックします。

鉛筆ツールを使用する際はヘルプタグの表示に注意し、希望のテンポと位置が表示されたのを確

認してからマウスボタンを放してください。ポインタツールでダブルクリックする方法では、ヘ

ルプタグは表示されません。

m



Control＋Option＋コマンドキーを押しながら「テンポ」トラックの希望の位置をクリックし
ます。

表示されるテキストボックスで、bpmの値を入力します。Returnキーを押すと、入力した値で
テンポイベントが作成されます。

テンポチェンジを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m ノードをクリックするか、ノードの右側の線をクリックしてテンポチェンジを選択し、「編集」＞

「削除」と選択します（またはDeleteキーを押します）。

m ポインタツールでノードをダブルクリックします。

m 消しゴムツールでノードをクリックします。

テンポカーブを作成する
2つのノード間でテンポを連続的に変化させたい場合は、2 つめのノードの真上または真下にあ
るドット（2本の線が直角を形成する頂点）をクリックしたままドラッグします。

すると、2つのノードがカーブまたは対角線で結ばれます（「テンポ・カーブ・ノードを移動」ヘ
ルプタグも表示されます）。ドットを上下左右に自由にドラッグするとカーブの形をさまざまに

変化させることができます。この操作は、トラックのオートメーションカーブをマウスで操作す

る場合と同じです。

テンポカーブの滑らかさを調整するには：
m 「テンポ」トラックの「分解能」ポップアップメニューで希望の値を選択し、カーブを使用した

際に実際に行われるテンポチェンジの回数を定義します。





644 第30章    高度なテンポオペレーション



「1/16」に設定すると4分音符1つにつき4回のテンポチェンジが行われます。「 1/1」に設定す
ると1小節につき1回のテンポチェンジとなり、粗いテンポカーブになります。分解能は各ノー
ドに個別に設定できます。

テンポカーブを削除するには：
m ハンドルノード（2本の線が直角を形成する頂点）を消しゴムツールでクリックするか、ポイン
タツールでダブルクリックします。

テンポカーブを移動する／変更する／コピーする
テンポ・チェンジ・イベントを移動するには、ノード（またはノードの右側の線）をつかんで左

または右へドラッグします。

テンポチェンジを細かく移動するには：
m


Shiftキーを押しながらノードを左または右へドラッグします。

選択したテンポイベントを現在の再生ヘッド位置に移動するには：
m 「クロック位置をキャッチ」キーコマンドを使います。

テンポ・チェンジ・イベントの値を変更するには：
m ノード（または線）を上または下へドラッグします。ヘルプタグにテンポの値が表示されます。

現在の最小値または最大値を超える値を選択すると、「テンポ」トラックの表示範囲（左側に表

示されているスケール）が自動的に調整されます（下記を参照）。

参考：誤操作を防ぐため、1回の操作ではノードを垂直または水平方向のいずれか一方にしか移
動できません。つまり、1回の操作で変更できるのはテンポ・チェンジ・イベントの値または位
置のどちらか一方のみで、両方を同時に変更することはできません。

テンポ・チェンジ・イベントをコピーするには、以下のいずれかの操作を行います：
m


Optionキーを押しながらノードをドラッグします。

m 標準のコピー＆ペースト操作を使用します（「編集」メニューまたは対応するキーコマンドを使

います）。最初のイベントをペーストする位置は現在の再生ヘッドの位置によって決まります。

複数のテンポイベントをコピーする／移動するには：
m


Shift キーを押しながらクリックするか、ラバーバンド方式（Controlキーを押しながらでも可）
で選択し、すべてのノードを目的の位置にドラッグします。

参考：ターゲット位置のテンポイベントは、移動またはコピーしたイベントに置き換えられます。

表示範囲を調整する
上記の通り、テンポイベントの表示範囲は自動的に調整されます。現在の最大値から最小値の範
囲を超える値のノードをドラッグすると、表示範囲が自動的に調整されます。
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テンポスケールの最大値と最小値を手動で設定するには、以下のいずれかの操作を行います：
m テンポスケールの最大値または最小値をつかみ、上または下へドラッグします。

m テンポスケールの最大値または最小値をダブルクリックして、テキストフィールドに希望の数値

を入力します。

ユーザが定義した値は黄色で表示されます。テンポスケールを自動モードに戻したい場合は、テ

ンポスケールの最大値または最小値をダブルクリックし、テキストフィールドの値を削除します。

テンポバンクを切り替える
「テンポ」トラックの「代替」ポップアップメニューを使用すると、異なるテンポバンクに切り

替えることができます。 1つのプロジェクトでは、最大9種類のテンポバンクを切り替えて使用
できます。

元の「テンポ」トラックは自動的にテンポバンク1に割り当てられます。

別のテンポバンクを作成するには：
m 未使用の番号（2～9）を1つ選択し、新しいテンポイベントを作成します。

これは、プロジェクトの先頭に1つのテンポイベントを含んだ空白のテンポバンクになります。
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あるテンポバンクのすべてのテンポイベントを別のテンポバンクにコピーするには：
m


Optionキーを押しながら、ポップアップメニューからコピー先のテンポバンクを選択します。

これでテンポマップの複製が作成されます。こうして作成した複製に対して微調整を行うと、元

のテンポバンクをバックアップとして保持しながらほかのテンポを試してみることができます。

「テンポ」トラックと「ビートマッピング」トラックの関係
「ビートマッピング」トラックで操作を行うと、その結果が「テンポ」トラックにも反映されま

す。たとえば既存のテンポ・チェンジ・イベントが変更されたり、新しいテンポ・チェンジ・イ

ベントが作成されたりします。

このため、ビートマッピング機能を使用した後は「テンポ」トラックに変更を加えないでくださ

い。変更を加えると、ビートマッピング機能を使って設定したタイミングが崩れてしまいます。

「ビートマッピング」トラックの詳細については、655ページの第 31章「リージョンをビート
マッピングする」を参照してください。

テンポチェンジを記録する
「LogicPro」の録音モード中に行ったテンポ変更は、「テンポ」トラックのテンポイベントとし
てすべて自動的に保存されます。これらのイベントは、外部MIDIコントローラ、エンバイロメ
ントのテンポフェーダー、または外部の同期信号のうち、いずれかを使用して作成できます。記

録したテンポイベントは、「テンポ」トラックまたはそのほかのテンポ編集機能を用いて編集で

きます。詳しくは、この章で後述します。

テンポチェンジの記録を有効にするには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」で「テンポチェンジ情報の記録を許可」チェッ

クボックスを選択します。

テンポをオーディオリージョンに合わせて調節する
「オプション」＞「テンポ」＞「リージョンの長さとロケータを使ってテンポを調節」コマンド

を実行すると、選択したオーディオリージョンの開始ポイントにテンポ・チェンジ・イベントが

作成され、プロジェクトのテンポが調整されます。これで、選択したオーディオリージョンの長

さが、2つのロケータの間隔と正確に一致します。

この機能の詳細については、524ページの「オーディオリージョンに合わせてプロジェクトのテ
ンポを調整する」を参照してください。

テンポリストを使う
テンポリストには、プロジェクトでのテンポイベントがすべて表示されます。テンポリストは

「アレンジ」ウインドウに表示することも、独立したウインドウとして表示することもできます。

テンポリストを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「リスト」ボタンをクリックし、次に「テンポ」タブを

クリックします（または「テンポリストを切り替える」キーコマンドを使います）。



第30章    高度なテンポオペレーション 647



m 「オプション」＞「テンポ」＞「テンポリストを開く」と選択します（または「テンポリストを

開く」キーコマンドを使います）。

テンポリストでイベントを作成する／編集する
テンポリストのレイアウトおよび使用法は、イベントリストとよく似ています。以下のセクショ

ンでは、テンポリストの操作の中でも特に重要なもののみを説明します。イベントリストと共通

する一般的な操作方法については、437ページの第 18章「イベントリストでMIDI イベントを
編集する」を参照してください。

テンポリストでテンポイベントを作成するには：
1 プロジェクト内の目的の位置に再生ヘッドを移動します。

2 「作成」ボタンをクリックするか、最後のテンポイベントの下の空白部分を鉛筆ツールでクリッ
クします。

現在のプロジェクトテンポの値でテンポイベントが作成されます。「テンポ」カラムのテンポの

値は変更できます。

テンポリストからテンポイベントを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールでテンポイベントをクリックします。

m テンポイベントを選択し、「編集」＞「削除」と選択します（またはDeleteキーを押します）。

テンポ・チェンジ・イベントの位置を変更するには：
m 「位置」または「SMPTE位置」カラムでマウスをスライダのように使うか、ダブルクリックして
値を直接入力します。

選択したテンポイベントを現在の再生ヘッド位置に移動するには：
m 「クロック位置をキャッチ」キーコマンドを使います。
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パッセージからテンポチェンジをコピーするには：
1 コピーしたいテンポチェンジを含むパッセージにロケータを設定します。 

2 「編集」＞「ロケータ内を選択」と選択します。

3 テンポイベントをクリップボードにコピーします（コマンド＋Cキー）。 

4 テンポイベントの選択をすべて解除します（背景部分をクリックします）。 

5 クリップボードからテンポイベントをペーストします（コマンド＋Vキー）。

6 デフォルトでは現在の再生ヘッド位置にペーストされますが、これは変更できます。ペーストし

た最初のテンポイベントの横に位置入力ボックスが表示されるので、ここで小節位置を変更しま

す。最初のテンポチェンジがパッセージの小節の開始位置にない場合は、小節番号のみを変更し、

拍、サブ拍、フレーム、およびティックの値は変更しないよう注意してください。

7



Returnキーを押します。コピーしたテンポチェンジが選択状態になり、必要に応じて操作を取り
消すことができます。

ショートカットメニューを使う
選択や編集などのコマンドは、ウインドウのどこかで Controlキーを押しながらクリックするか、
右クリックすると使用できます。ショートカットメニューを使うと、作業効率が上がります。

参考：右クリックによる機能は、右マウスボタンの設定によって異なります：「 LogicPro」＞
「環境設定」＞「グローバル」＞「編集」タブと選択して、「ショートカットメニュー」オプショ

ンを開きます。

別のテンポリストに切り替える
テンポリストは1 プロジェクトにつき9 種類まで使用できます。これは、以下のようなテンポ
チェンジを伴うプロジェクトで便利な機能です：

Â


MIDIリージョンを録音する際に一時的にテンポを下げたい。

Â テンポチェンジを一時的に無効にしたい。

Â 違うテンポを試してみたい。

別のテンポリストに切り替えるには：
m 「オプション」＞「テンポバンク」と選択し、目的のテンポリストを選択します。

同期およびビデオに関するオプション
テンポリストウインドウには、SMPTE フレームレートのメニューと「検出」チェックボックス
があります。「検出」チェックボックスはデフォルトで選択されており、入力同期信号のフレー

ムレートを「LogicPro」が自動的に検出するようになっています。

一般に、これは外部のビデオやフィルム再生装置を使用する際に理想的な機能です。
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ハードディスクに保存されたビデオファイルを使って作業する場合、一般には「LogicPro」は
外部同期信号を受信しません。このような場合でも、「検出」チェックボックスを選択したまま

にしておいてかまいません。

ただし、「LogicPro」がマスター同期デバイスの場合は、タイムコード信号を受信しても無視す
るように設定する必要があります。このような場合は「検出」チェックボックスの選択を解除し、

フレームレートのポップアップメニューで適切な値を選択してください。

参考：「検出」チェックボックスは「プロジェクト設定」＞「同期」の「MTCフォーマットを自
動認識」と連動しており、フレームレートのメニューは同じく「同期」の「フレームレート」メ

ニューと連動しています。詳細については、829ページの第 36章「LogicPro の同期」を参照
してください。

「テンポオペレーション」ウインドウを使う
「テンポオペレーション」ウインドウでは、既存のテンポチェンジを編集したり、新規に作成し

たりできます。編集したい領域を選択するとこのウインドウに自動的に表示され、テンポカーブ

を操作すると変更がリアルタイムにグラフ表示されるので、操作の結果を簡単に確認することが

できます。

「テンポオペレーション」ウインドウを表示するには：
m メインメニューバーで「オプション」＞「テンポ」＞「テンポオペレーション」と選択します

（または「テンポオペレーションを開く」キーコマンドを使います）。

m トランスポートバーの同期ボタンが表示されている場合は Control キーを押しながらクリック
し、ショートカットメニューから「テンポオペレーションを開く」を選択します。
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テンポオペレーションを選択する
「テンポオペレーション」ウインドウには、テンポチェンジの編集に関する便利な機能がいくつ

か用意されており、これらの機能を実行すると同期参照も変更されます。錠前のアイコンが表示

されたパラメータは固定されており、変更されることがありません。

テンポカーブを作成
「テンポカーブを作成」オペレーションを実行すると、わずかなパラメータを指定するだけで多

数のテンポ・チェンジ・イベントを作成し、全体的にスムーズなテンポの変化を作り出すことが

できます。

「テンポオペレーション」ウインドウでテンポチェンジを作成するには：
1 「位置」または「時間」フィールドを使用して、テンポチェンジが行われる範囲を定義します。す
なわち、左側のフィールドでカーブの開始位置、右側のフィールドで終了位置を設定します。

2 「テンポ」フィールドに開始ポイントと終了ポイントの各テンポを入力します。

3 希望するカーブの種類を選択します。

「カーブの種類」メニューでは3 種類のテンポカーブから選択できます。いずれのカーブを選択
した場合でも、曲率パラメータ（「カーブの種類」メニューの右側のフィールド）を設定します。

曲率に正の値を入力するとテンポが速くなり、負の値を入力するとテンポが遅くなります。

4 曲率パラメータを調整します。

5 「密度」パラメータで、テンポイベントのグラフの密度を設定します。 

1/8以下の細かい値は、どうしても必要な場合（たとえばテンポチェンジが非常に緩慢または急
速な場合）に限り、使用してください。テンポカーブを滑らかにしたいという理由だけで 1/8以
下の細かい密度を選択することは避けてください。そのような設定をすると、無駄な処理量が増

え、必要以上に多くのテンポイベントが作成されることになります。

∏ ヒント：値を変更する際はグラフ表示を確認してください。テンポ設定の値に基づいて計算さ
れたテンポカーブが、グラフに赤で表示されます。

参考：「新しいテンポで続ける」チェックボックスの選択を解除するとテンポカーブの終了後に
元のテンポに戻り、チェックボックスを選択すると新しいテンポ（テンポカーブの最後のテン

ポ・チェンジ・イベント）がそのまま維持されます。

6 最後に「適用」をクリックします。
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一定のテンポを作成
「一定のテンポを作成」コマンドを実行すると、選択した領域に一定のテンポが作成されます。デ

フォルトでは、選択したプロジェクトのセクションの平均のテンポ（既存のテンポ・チェンジ・

イベントに基づいて計算）が割り当てられます。

最右端の位置のSMPTE時間を変更せずに2点間のテンポの変動をすべて削除したい場合は、「適
用」ボタンをクリックします。

「新しいテンポで続ける」チェックボックスで、新しいテンポを維持するか元のテンポに戻るか

を必ず選択してください。

既存のテンポチェンジをスケール
「既存のテンポチェンジをスケール」オペレーションでは、既存のテンポチェンジを一定の比率

で変更（スケール）することができます。たとえば、範囲内での後続のテンポチェンジとの関係

を維持したまま、プロジェクトの全体のセクションのテンポを速くしたい場合などに使用しま

す。スケールの度合いはパーセントで指定します。正のパーセントを設定するとセクション全体

のテンポが速くなり、負のパーセントを設定するとテンポが遅くなります。

既存のテンポカーブをストレッチ
「既存のテンポカーブをストレッチ」オペレーションでは、既存のテンポカーブを伸張または圧

縮することができます。変更したい領域の開始ポイントを「位置」または「時間」パラメータで

定義します。次に、テンポカーブの新しい終了位置を小節位置またはSMPTEの値で設定するか、
テンポカーブの「ストレッチ」の値をパーセントで入力します。

既存のテンポチェンジを減少させる
「位置」または「時間」フィールドで処理対象の領域の開始ポイントと終了ポイントを定義しま

す。「密度」では、処理実行後の1 小節当たりのテンポイベントの数を設定します。1 小節当た
りのテンポ・チェンジ・イベントを、1（ 1/1）から8（ 1/8）までの範囲で選択できます。

テンポをランダムに変更する
「位置」または「時間」パラメータで処理対象の領域の開始位置と終了位置を定義します。「ラン

ダマイズ」を使って、現在のテンポからの偏差をbpm（1分あたりのビート数）で設定します。

「密度」で、新しいテンポイベントの発生頻度を定義します。1小節当たり1イベント（1/1）か
ら8イベント（1/8）までの値を選択できます。
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テンポインタプリタを使う
プロジェクトのテンポは、コンピュータのキーボードまたは受信したMIDIイベントを使用して
設定できます。つまり、「LogicPro」が手入力による同期信号を追跡します（ヒューマン同期）。
この同期方法はある種の柔軟さを備えており、手動で同期信号を送るのをやめても、「LogicPro」
では最後に受信したテンポが維持されます。

「タップテンポ」コマンドを使用すると、文字通りコンピュータまたは MIDIキーボードのキーを
叩く（タップ）ことによってテンポタイミングのイベントを生成できます。

手動同期モードにするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「同期」＞「一般」タブの「同期モード」メニューで「手

動」を選択します。

m 「プロジェクト設定」＞「同期」＞「一般」タブの「外部同期信号を自動認識」チェックボック

スを選択します（デフォルトで選択されています）。

「タップテンポ」コマンドを認識すると、「LogicPro」は自動的にそのテンポに従います。

「タップテンポ」コマンドに対する「LogicPro」の反応は、「テンポインタプリタ」ウインドウ
のパラメータで指定します。

「テンポインタプリタ」ウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「オプション」＞「テンポ」＞「テンポインタプリタ」と選択します（または「テンポインタプ

リタ」キーコマンドを使います）。

m トランスポートバーの同期ボタンが表示されている場合は Control キーを押しながらクリック
し、「テンポインタプリタを開く」を選択します。

参考：「テンポインタプリタ」ウインドウが開いている間は、選択されたソフトウェア音源トラッ
クとすべての外部MIDIトラックのみを再生できます。

「テンポインタプリタ」のパラメータを変更する
「テンポインタプリタ」ウインドウには以下のパラメータがあります。

タップステップ
このパラメータでは、「LogicPro」で手動タップに割り当てる音符の値を設定します。この値は
小さいよりも大きいほうが良い結果が得られます。通常は「 1/4」（4分音符）を選択します。



第30章    高度なテンポオペレーション 653



ウインドウ
このパラメータでは、「タップ」ノートを入力できる時間枠（ウインドウ）をティック（1/3840
音符）単位で設定します。この時間枠内に入力されたタップのみがテンポの設定に使用されます。

この時間枠外に入力されたタップは無視されます。

Â「ウインドウ」の設定を狭くすると、「タップステップ」パラメータで設定した音符の値から

タップが外れても、「LogicPro」のテンポに影響しにくくなります。
Â「ウインドウ」の枠を広げると、大幅なテンポチェンジを作成しやすくなります。

Â「ウインドウ」パラメータを「0」に設定すると、タップウインドウがまったくなくなり、すべ
てのタップがテンポを指定する情報として使用されます。この場合、タップが生成されないと

「LogicPro」は停止します。

テンポレスポンス
このパラメータでは、テンポチェンジに対する感度を設定します。値が大きいほど感度が高くな

ります。通常は「4」に設定してください。タップのタイミングが多少不正確でも「LogicPro」
の再生テンポを比較的一定に保ちたい場合は、値を「2」などに下げてみてください。

テンポチェンジの最大値
このパラメータでは、1 回のタップで可能な最大のテンポチェンジを bpm 単位で設定します。
ごく一般的でなだらかなテンポカーブを得たい場合はなるべく小さい値を設定してください（つ

まり、不必要に大きな値を入力しないでください）。

タップカウントイン
このパラメータでは、カウントインに使用するタップの回数を設定します。「 LogicPro」は、こ
こで設定した回数のカウントインの後からタップテンポへの同期を開始します。

スムーシング
このチェックボックスを選択すると、入力されたテンポが急に変わった場合、その変化が滑らか

になります（この機能は「LogicPro」をライブで使用する際に特に役立ちます）。「LogicPro」
をタップの変化に正確かつ迅速に同期させたい場合は、チェックボックスの選択を解除してくだ

さい。

テンポを記録
このチェックボックスを選択すると、録音モード時に、タップを記録したテンポリストが作成さ

れます。通常は、このチェックボックスの選択を解除しておいてください。

プリ／ポスト
タップ信号の表示方法を設定します：

Â プリ： 受信したすべてのタップ信号を表示します。

Â ポスト： 「ウインドウ」パラメータで指定した時間枠の範囲内、または「タップステップ」の
上あるいは周辺で発生し、正常に受信されたタップのみがすべて表示されます。

「プリ」および「ポスト」のタップ信号は、指定した時間枠内に受信されたものは黄色で、それ

以外のものは赤色で表示されます。
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テンポフェーダーを使う
「エンバイロメント」ウインドウで「新規」＞「フェーダー」＞「スペシャル」＞「テンポコン

トロール」と選択すると、リアルタイムのテンポフェーダーを作成できます。テンポフェーダー

を使うと、（メタイベント#100を使用して）プロジェクトのテンポが制御されます。テンポフェー
ダーの出力を録音したい場合を除き、このフェーダーはどこにも接続する必要がありません。

テンポフェーダーには50 ～ 177bpm の範囲の値を設定できます。外部MIDI データでテンポ
フェーダーの値を制御することも可能で、その場合は入力値が「0」ならテンポは「50」、入力値
が「127」ならテンポは「177」になります。

「エンバイロメント」でテンポフェーダーをフィジカルインプットとシーケンサーインプットの

間に置くと、以下のことが可能になります：

Â テンポチェンジを記録する。

Â 任意のMIDIイベントタイプでテンポを制御する。

この方法では、新しい「テンポ」トラックのデータを手軽に記録することができます。元のテン

ポデータは、実際にテンポチェンジを含む領域のみが消去されます。

再生または録音中にテンポフェーダーを動かすと、テンポリストで定義されたデータは

「LogicPro」が停止するまですべて無効になります。

外部のSMPTE同期がアクティブな間は、テンポフェーダーを動かしても無視されます。このた
め、再生または録音中に同期参照を無効にする目的でテンポフェーダーを使用することもでき

ます。

参考：テンポフェーダーのパラメータボックスの「Input」には、デフォルトでピッチベンドイ
ベントが定義されています。この場合、キーボードのピッチベンドホイールでプロジェクトのテ

ンポを制御できます。
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31 リージョンをビートマッピングする

「LogicPro」では通常、メトロノームクリックに合わせて演奏しま
す。しかし、メトロノームクリックなしで録音したい場合（ルバート
演奏）や、そもそも曲全体が厳密に一定のテンポではない場合もあり
ます。

あるいは、メトロノームクリックなしで録音された（テンポに多少の揺らぎがある）既存のオー

ディオにトラックを追加したい場合もあるでしょう。このような場合には、「ビートマッピング」

トラックを使用すると、自由なテンポの音楽をリズム的に意味ある表示にできるので便利です。

ビートマッピングでは、元の絶対時間の位置を維持したまま既存の音楽的イベントの小節位置が

定義されるため、再生時のテンポは変化しません。

ここで言う音楽的イベントとは、以下のものを指します：

Â


MIDIリージョンのMIDIノート

Â オーディオリージョンのトランジェント（強いアクセントが置かれたノートの開始位置）

ビートマッピングは2 つのステップで行われます。まず、「ビートマッピング」トラックで音楽
的イベントと対応する小節位置をグラフィカルに（マウスでこれら2つを線で結んで）接続しま
す（詳しい手順については後述します）。これらの小節位置にテンポ・チェンジ・イベントが自

動的に挿入されます。これによって小節位置は変更されますが、ノート／イベントは元の絶対時

間の位置のまま再生されます。つまり、LogicProプロジェクトに対してビートマッピングを行っ
ても、プロジェクトが本来持つテンポの変化は維持されます。

ビートマッピングを正確に行えば、すべてのビートがメトロノームのテンポに一致し、その後の

プロジェクトでの作業に多くの利点がもたらされます：

Â 追加のリージョンを録音する際にメトロノームクリックを使用できます。

Â 新規に録音したリージョンに対してクオンタイズ機能を使用できます。

Â ループ（MIDIおよびAppleLoopsの両方）をアレンジメントで使用した場合は、テンポに合わ
せて自動的に調整されます。
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Â メトロノームクリックなしで録音された MIDIリージョンが、スコアエディタで音楽的に正しく
表示されます。

Â ステップインプット機能を使って追加のリージョンを作成しても、あまり堅苦しいテンポにな

りません。ビートマッピング処理によって作成されたテンポチェンジを使用して再生されるた

め、自由なテンポの雰囲気が維持されます。

グローバルトラックの表示を有効にすると、デフォルトでは「マーカー」、「調号／拍子記号」、

「テンポ」トラックが表示されます。「ビートマッピング」トラックが表示されない場合は「表示」

＞「グローバルトラックを設定」と選択し、「ビートマッピング」チェックボックスを選択しま

す。詳細については、76ページの「個々のグローバルトラックを表示する／隠す」を参照して
ください。

MIDIリージョンのビートマッピング
以下のセクションでは、「アレンジ」ウインドウでのビートマッピングの手順について説明しま

す。ビートマッピングはピアノロール、スコアエディタ、HyperEditorでも行うことができ、そ
の場合は対応するノートを直接確認できるので便利です。ビートマッピングを使用（またはテス

ト）するには、現在のテンポに合っていないMIDIリージョンを少なくとも1つ用意しておく必
要があります。そのようなMIDIリージョンが手元にない場合は、メトロノームクリックなしで
録音すれば簡単に用意できます。

「ビートマッピング」トラックの上部には、音楽の小節、拍、サブディビジョンをグラフィカル

に表示したルーラがあります。このルーラの目盛りは、トランスポートバーで設定したディビ

ジョンの値を反映したものとなっています（ただし現在のズームレベルによって異なります）。

ノートイベントを特定の小節位置に割り当てるには： 
1 ビートマッピングを行いたいリージョン（複数も可）を選択します。リージョンを選択すると、

「ビートマッピング」トラックの下部に短い水平の線が表示されます。この線は、選択したリー

ジョン内のノートを表しています。

2 作業は左側から開始します。バールーラ上で、 MIDIノートに割り当てたい最初の小節の正確な位
置をクリックしたままにします。

黄色の垂直線が表示されます。

3 マウスボタンを押したまま、選択したノートを表す黄色の線までカーソルを下方にドラッグし

ます。
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もう1本、濃い黄色の線が表示されます。この線はバールーラをクリックした位置に接続されて
います。マウスカーソルをトラックの下部に移動すると、この線も斜めに伸びます。この線を目

的のノートに接続したら、マウスボタンを放します。

「LogicPro」によってテンポチェンジが自動的に計算され、「テンポ」トラックにテンポチェン
ジが挿入されます。これによって小節位置は変更されますが、割り当てられたノート（およびそ

の他すべてのノート）はビートマッピングを行う前と同じ絶対時間の位置のまま再生されます。 

4 左から右へ時間軸に沿ってイベントを調整し、ビートマッピングの効果が最適になるようにし

ます。

ビートマッピングの操作を間違えた場合は、接続した線をダブルクリックするか、消しゴムツー

ルを使うか、接続した線を選択してDeleteキーを押すと削除できます。 Deleteキーを使用する
場合は、ほかのイベントやリージョンが選択されていると削除されますので注意してください。

ビートの割り当てをすべて削除するには、「ビートマッピング」トラックのトラックヘッダで、ボ
タンやメニュー以外の任意の場所をクリックします。するとトラック内のすべてのデータが選択

され、Deleteキーを押してすべてのイベントを削除できます。

参考：元の録音でノートの存在しない場所と小節位置を線で結びたい場合は、Controlキーを押
したままマウスで線を引きます。こうすると、線を任意のサブディビジョンにスナップできます。
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オーディオリージョンのビートマッピング
オーディオリージョンのビートマッピングも、上記のMIDI リージョンの場合とほぼ同じです。
大きな違いは、ビートを小節位置に結びつけるためにまず「LogicPro」でオーディオリージョ
ンを分析し、リズムのはっきりした場所を見つける必要があるという点です。「 LogicPro」で
オーディオリージョンを分析すると、トランジェントが検出されます。トランジェントとは、ご
く短時間でオーディオの音量が急激に大きくなる場所（すなわち信号のスパイク）のことです。

トランジェントはドラムサウンドで顕著ですが、そのほかの音源や完全にミックスされたもの

（ただし音楽的な内容にもよります）でも、分析によってトランジェントが正しく検出されます。

オーディオリージョンのトランジェントを検出するには：
m 目的のオーディオリージョンを選択し、「ビートマッピング」トラックのヘッダにある「分析」ボ

タンをクリックします。

分析が完了すると、「ビートマッピング」トラックの下部にトランジェントが短い垂直線で表示

されます。以下、MIDI リージョンのセクションで説明したのと同じ方法でビートマッピングを
行います。

複数のオーディオリージョンを選択して一度に分析することもできます。また、オーディオリー

ジョンを「ビートマッピング」トラックに直接ドラッグしても分析が可能です。

ビートマッピングの精度を高める
期待した分析結果が得られない場合は、トラックヘッダにある「分析」の「感度」フィールドの

値を変更して再度分析することもできます。「感度」の値を大きくすると、より多くのトランジェ

ントが検出され、音楽におけるアクセントが明瞭ではないトランジェント（音量の大きいミック

ス内のソフトなドラム音など）も検出できます。ただし、「感度」の値が大きいと、リージョン

内のリズム構造に関係のないトランジェントまで検出、表示される場合があります。一般的には、

まず「感度」フィールドに小さめの値を設定し、顕著なリズム要素が検出されない場合にのみ値

を大きくすると良いでしょう。

参考：検出精度は、オーディオリージョンの全体的な音量には左右されません。つまり、リー
ジョンをノーマライズしても検出結果は変わりません。
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場合によっては、録音に含まれる（MIDI ノート）イベントがもともと音楽的に意味のある位置
にあり、オーディオリージョンに対してビートマッピングを実行してもこれらのイベントの位置

は変えたくないこともあります。このような場合のために、「ビートマッピング」トラックのヘッ

ダには「MIDI を保護」オプションが用意されています。このオプションを選択すると、ビート
マッピングを行っても既存のMIDIイベントは現在の位置に固定されます。

リージョンからビートを設定
「ビートマッピング」トラックのヘッダで「リージョンからビートを設定」ボタンをクリックす

ると、ユーザが録音したメトロノームリージョンを使用してビートマッピングを自動的に実行で

きます。

自動ビートマッピング機能を使用するには：
1 新規音源トラックを作成するか、既存の音源トラックを使用します。

2



KlopfGeist音源（またはクローズハイハットやクロス・スティックなど、適切なサウンドの EXS24
mkII音源）を挿入します。

3 既存のリージョンの音楽に合わせたメトロノームクリックを 1拍当たり1ノートで録音します。

元の録音とメトロノームリージョンのノートの時間が一致していない部分がある場合は、いずれ

かのMIDI エディタ機能を使用して位置を編集し、メトロノームリージョンのノートと音楽を同
期させてください。

4 メトロノームリージョンを選択し、「リージョンからビートを設定」ボタンをクリックします。

5 「ガイドリージョンにビートを合わせる」ダイアログで最も適切な音符の値（デフォルトでは1/4
音符）を選択し、「 OK」をクリックするとビートマッピングが実行されます。

「LogicPro」では、最初の小節の最初のビートからすべてのビートがメトロノームリージョン内
のノートにマッピングされ、元のタイミングを維持するようにテンポチェンジが挿入されます。

この結果、音楽の再生そのものには影響を与えず、画面上で音楽と小節位置の関係が正しく表示

されるようになります。
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シーンマーカーへのビートマッピング
QuickTimeムービーが読み込まれており、グローバルトラックの「ビデオ」が表示されている場
合は、「ビデオ」トラックの「カットを検出」機能を使用すると、検出されたシーンマーカーが

「ビートマッピング」トラックの下部に垂直線として表示され、これをマッピング位置として使

用することができます。上記の方法でシーンカット位置を小節位置に割り当てるだけで、シーン

カット位置が小節の最初のダウンビートとして定義されます。

マーカーへのビートマッピング
「マーカー」トラックが表示されている場合、任意のマーカーをクリックすると、このマーカー

位置をマッピング位置（「ビートマッピング」トラック下部の垂直線）として使用できます。Shift
キーを押しながら複数のマーカーをクリックすると、これらマーカーをビートマッピング位置と

して割り当てることができます。割り当てが完了したら、「マーカー」トラックを非表示にして

も構いません。
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32 コードトラック／トランスポーズ
トラックでトランスポーズを編集する

「トランスポーズ」トラックおよび「コード」トラックを使用すると、
MIDIイベント、およびAppleLoops再生時のトランスポーズを編集
することができます。

「トランスポーズ」トラックには垂直および水平の線で結ばれたノードが表示されます。各ノー

ドはグローバルなトランスポーズイベントを表しており、再生中に再生ヘッドが次のトランス

ポーズイベントに到達するまでのグローバルなトランスポーズの値が、このノードによって決ま

ります。

トランスポーズイベントは、「コード」トラック上のコードのルート音と密接にリンクしていま

す。つまり、トランスポーズイベントを作成または変更すると、そのピッチシフト量が「コード」

トラックのコードのルート音にもすぐに反映されます。また、「コード」トラックで変更を行う

と、「トランスポーズ」トラックにそれが反映されます。

「トランスポーズ」および「コード」トラックのゼロ位置は、「調号／拍子記号」トラックの現在

の調号によって決まります。プロジェクトの途中で調号を変更すると、「トランスポーズ」およ

び「コード」トラックのゼロ位置もそれに合わせて変更されます。
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MIDIイベントおよびAppleLoopsに対するトランスポーズ
MIDIイベントとAppleLoopsはいずれも、トランスポーズイベント（および対応するコードイ
ベント）によってピッチがシフトします。

MIDIイベント 
MIDIイベントの場合、トランスポーズイベントによって実際の MIDIイベントそのものが変化し
ます。たとえば、C3ノートイベントを含む MIDIリージョンを作成し、このMIDIリージョンを
コピーして、コピーしたMIDIリージョンの先頭で＋2のトランスポーズイベントを作成すると、
このトランスポーズイベントによってノートイベントはD3に変わります。

このようにイベントに対してデータ変更が行われますが、MIDI イベントに対するトランスポー
ズは何度でも変更できるため、「トランスポーズ」トラックの動作は非破壊的です。たとえば上

記の例のD3を「トランスポーズ」トラックが+2に設定されている場所にコピーしても、 MIDI
イベントはD3として再生されます。しかし、コピー先の位置で「トランスポーズ」トラックが
別の再生間隔に設定されている場合は、このMIDI イベントは新しい再生トランスポーズにピッ
チシフトされます。

トランスポーズイベントはすでにプロジェクト内に存在する MIDIイベントにしか影響を与えま
せん。つまり、トランスポーズイベントの編集後に作成または録音したMIDIイベントには影響
しません。
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MIDI イベントは、各トラックパラメータボックスで「トランスポーズ無し」チェックボックス
が選択されていない場合のみトランスポーズされます。

AppleLoops



AppleLoopsには本来のキーに関する情報が含まれており、自動的にトランスポーズされます。
AppleLoopsではない通常のオーディオリージョンのピッチは変化しません。また、キーが定義
されていない AppleLoops（ドラムループなど）のピッチも変化しません。詳細については、
AppleLoopsに関する章の「コード」トラックについての説明（621ページ）を参照してください。

トランスポーズおよびコードイベントを作成する／編集する
トランスポーズイベントは、標準のMIDIイベントと同様に作成および編集できます。

「トランスポーズ」トラックでトランスポーズイベントを作成するには、以下のいずれかの操作
を行います：

m 鉛筆ツールで「トランスポーズ」トラックの目的の位置をクリックします。

m



Control ＋Option ＋コマンドキーを押しながら「トランスポーズ」トラックの目的の位置をク
リックし、テキストフィールドに目的のトランスポーズの値を入力して Returnキーを押します。

入力した値のトランスポーズイベントがクリック位置に作成されます。

トランスポーズイベントのトランスポーズの値を変更するには、値をクリックして選択し、上ま

たは下へドラッグします。
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「コード」トラックでコードイベントを作成するには：
m 鉛筆ツールで「コード」トラックの目的の位置をクリックし、「コードの定義」ダイアログでコー

ド記号を定義します。

コードイベントを編集するには、コードイベントをダブルクリックします。続いて表示される

「コードの定義」ダイアログで、コード記号の属性を自由に変更できます。

コードイベント／トランスポーズイベントを選択するには：
m ポインタツールでコードイベントまたはトランスポーズイベントをクリックします。

複数のイベントを選択するには、Shift キーを押しながらクリックするか、ラバーバンド方式で
選択します。

コードイベント／トランスポーズイベントをタイムラインに沿って移動するには：
m イベントを選択し、左または右へドラッグします。

これらの操作を行う際は、ヘルプタグに表示されるイベントの正確なトランスポーズの値と小節

位置を確認してください。

トランスポーズイベントまたはコードイベントを削除するには、以下のいずれかの操作を行いま
す：

m ポインタツールでイベントをクリックして選択し、Deleteキーを押します。

m 消しゴムツールでイベントをクリックします。

トランスポーズイベントをコピーするには、標準のコピー＆ペースト操作を使用するか、 Option
キーを押しながらマウスでイベントをドラッグします。

複数のトランスポーズイベントを同時にコピーまたは移動することもできます。これは、プロ
ジェクト内で同じセクションが繰り返されるような場合に便利です。
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MIDIリージョンを分析する
「コード」トラックの「分析」ボタンを使用すると、MIDI リージョンのコードを分析できます。
目的のMIDI リージョン（できれば完全なコードを含むMIDI リージョン）を選択し、「コード」
トラックのヘッダにある「分析」ボタンをクリックしてください。するとMIDIリージョンが分
析され、「コード」トラックにコードが表示されます。後続のリージョンをいくつかまとめて分

析することもできます。別の方法としては、目的のリージョンを「コード」トラックにドラッグ

することもできます。

参考：「コード」トラックのコードはイベントであり、MIDI イベントおよび AppleLoops の再
生トランスポーズに影響することに注意してください。このため、「コード」トラックを使用す

る際は本当に必要かどうかを考えておくことが必要です。「コード」トラックを使用すると、必
ず曲に影響が及びます。たとえば、プロジェクトを分析した後、コード・トラック・イベントな
しでリージョンをコピーしたいとしましょう。プロジェクト内のコードを表示するだけなら、

「コード」トラックは使用せずに「マーカー」トラックを使用するか、スコアエディタのテキス

ト形式のコード記号を使用してください。

「表示のみ変更」モードで作業する
「コード」トラックを使用していると、一部のコードが不正確であるか欠落しているようなケー

スも発生します。たとえばMIDIリージョンを録音し、それを選択して「コード」トラックの「分
析」ボタンをクリックしたとします。この分析アルゴリズムは幅広い和声に対応しているため、

通常は正しくコードが分析されます。たとえ実際のコードと分析結果が異なっていても、

「LogicPro」では簡単に解決することができます。それが、「コード」トラックの「表示のみ変
更」モードです。「コード」トラックで「表示のみ変更」オプションを選択してこのモードを有

効にすると、実際の音に合わせてコードを変更できます（「トランスポーズ」トラックのトラン

スポーズイベントも同様に変更されます）。「表示のみ変更」モード時は、「コード」トラックで

コードを変更しても、対応するMIDI リージョンの再生には一切影響しません。つまりここでの
変更は、MIDI リージョンで再生されるコードに合わせて「コード」トラックのコード表示を変
更しているにすぎません。

オーディオトラックでAppleLoopsを使用する場合、「表示のみ変更」モードは使用できません。
詳細については、AppleLoops に関する章の「コード」トラックについての説明（621ページ）
を参照してください。
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コード記号をスコアに挿入する
「コード」トラックで表示されたコード記号は、スコアエディタに挿入（および印刷）できます：

「コード」トラックからスコアエディタにコードを挿入するには：
m スコアエディタでコード記号に使用したい譜表を選択し、「機能」＞「グローバル・コード・ト

ラックからコードを挿入」と選択します。

挿入したコード記号は青で表示され（ただし印刷は黒で行われます）、「コード」トラックのコー

ドの境界の範囲内でのみ移動することができます。このコードをダブルクリックすると「コード」

トラックの「コードの定義」ダイアログが開きます。
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33 楽譜を使って作業する

スコアエディタでは、伝統的な譜面を用いてMIDIリージョンを表示、
編集できます。

この章では、楽譜や歌詞の入力、編集、レイアウト、印刷に使うさまざまなツールや機能を紹介

します。スコアエディタの概要が分かれば、以下の操作が可能になります：

Â スコアへの音符、演奏記号、テキストの入力。

Â 録音したMIDIデータを譜面に表す際のさまざな表示設定。

Â スコアの音符と演奏記号の編集。

Â スコアのレイアウトと印刷。

Â スコアエディタの表示のカスタマイズ。

この章では、音楽理論はもちろん、楽譜自体の読みかたや書きかたについても説明しません。こ

の章の目的は、「LogicPro」を使って、楽曲を譜面の形式で作成、編集、レイアウト、印刷する
方法を紹介することです。
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スコアエディタについて
スコアエディタは、トラックの音源で演奏されたMIDIリージョンを譜表で表します。

譜表や（アレンジ領域の）トラックには、MIDI リージョンをいくつでも配置できます。2 つの
MIDI リージョンがアレンジ領域で切れ目なく続いている場合、スコアはそれを 1つの譜表で表
します（ただし、コンテンツ・リンク・モードを有効にした場合、MIDI リージョンは1 つずつ
切り離されて表示されます）。

「スコア」環境設定（795ページの「「スコア」環境設定」を参照）でこのオプションが選択解除
されていなければ、選択したMIDIリージョンは青い譜線で表示されます。これにより、現在の
選択部分がひと目で分かります。

表示パラメータボックス

イベントパラメータ
ボックス

パーツボックス
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ワークフローの概要
このセクションでは、「LogicPro」でどのように楽譜を作成するか、その概要を説明します。

手順 1：スコアに音符を入力する
音符の入力方法には、基本的に次の3種類があります：
Â


MIDIキーボードを使ったリアルタイム録音（ 378ページの「MIDIを録音する」を参照）。

Â


MIDIキーボードまたはCapsLockキーボードを使ったステップ入力による録音（384ページの
「MIDIステップインプット録音」を参照）。

Â コンピュータのキーボードやマウスを使った手動入力（この章で説明します）。

最初に説明したように、スコアエディタにはMIDIリージョンの内容が表示されます。MIDIリー
ジョンは、ノートなどのMIDI イベントのいわば「入れ物」です。そのため、スコアエディタを
使う際は、アレンジ領域でMIDIリージョンを作成し、それを選択します。

Â「アレンジ」ウインドウの下部にある「スコア」タブをクリックしてスコアエディタ領域を表

示するか、「ウインドウ」＞「スコア」と選択して（またはデフォルトのキーコマンド、コマ

ンド＋3キーを使って）スコアエディタウインドウを開きます。現在選択しているトラックま
たはリージョンが譜表として表示されます。

Â（ソフトウェアも外部MIDIも含む）すべてのMIDIトラックのリージョンを譜表として表示する
場合は、ポインタツールでスコアエディタの背景をダブルクリックします。

手順 2：表示設定で譜面を読みやすくする
「LogicPro」では、ユーザが定義したさまざまな設定に基づいてMIDIリージョンを解釈し、ス
コアに表示します。

スコア上では、ノートイベントは4部音符や 8分音符などで表されます。イベントとイベントの
間は、休符として表されます。スコアには、サスティンペダルのデータも表すことができます。

リアルタイム録音でMIDIノートデータを「LogicPro」に入力した場合は、その演奏を忠実に再
現しつつ、ほかの演奏家にも読みやすいスコアに仕上げる必要があります。

実際に鳴っている音が良くても、スコアにそれが表現されていない場合は、表示パラメータボッ

クスで値を操作したり（ 728ページの「録音したMIDIデータから譜面を作成する」を参照）、「ス
コア」プロジェクト設定でそのスコア全般に関する設定を変更したりして、満足のいくものに仕

上げていきます。

Â 表示パラメータボックス： 表示パラメータボックスのパラメータは、選択しているMIDIリー
ジョンのリズム表示を主に操作するものです。値を変えてもスコアの外観が変わるだけで、
MIDI リージョンの再生自体には影響しません。パラメータは、リージョンによって異なる場
合があります。また、ここで設定した値よりも音符ごとの属性の設定が優先されるリージョン

ベースのパラメータもあります。

Â プロジェクト設定： 「スコア」プロジェクト設定ウインドウでは、現在のプロジェクト全般に
関する表示オプションを設定できます（776ページの「スコア表示のプロジェクト設定」を
参照）プロジェクト設定のオプションには、音符の間隔、ページの余白、譜線の幅、楽器名の

表示、小節番号やページ番号などがあります。
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重要：スコア表示パラメータは、スコアエディタでどのようにMIDIデータを表示するかを指定
するもので、MIDI の再生自体にはまったく影響しません。このようにスコア表示を別にしてい
るため、オリジナルのMIDIリージョンデータ（したがって、演奏）を変えずに、譜面の外観だ
けを整えることができます。

また、楽曲に最も合う譜表スタイル、テキストスタイル、スコアセットを選択または新規作成し

て、スコアの外観をさらに整えることもできます。

Â 譜表スタイルには、通常の1段譜表と多段譜表があり、これらは表示パラメータボックスの「ス
タイル」メニューで選択できます。「ピアノ」、「ギター」、「ホルン（Eb）」、「オルガン」、「ドラ
ム」などのスタイルが用意されているので、各楽器のパート譜作成に最も適した譜表スタイル

を選択するだけです。適切なスタイルが見つからない場合は、独自のスタイルを簡単に作成で

きます（741ページの「譜表スタイルを設定する」を参照）。

Â スコアセットを使うと、どの音源または楽器をスコアに表示（印刷）するかを個別に指定でき

ます。既存のトラック音源を必要な数だけスコアセットに含めることができます（762ページ
の「スコアセットを使ってスコアとパート譜を作成する」を参照）。これにより、バイオリン、

フレンチホルンといった楽器ごとのパート譜を簡単に作成できます。

Â テキストスタイルは、曲のタイトルや歌詞、著作権情報、楽器名など、スコアのテキスト要素

を整えるために使います。フォントの書式やサイズなど、スコアの全般的な体裁に関するテキ

ストスタイルをこれらのテキスト要素に適用できます（710ページの「テキストを操作する」
を参照）。

手順 3：ノートイベントを編集する
上記で説明した表示オプションのすべてを使っても良い結果が得られず、スコア上の音符をさら

に微調整しなければならない場合もあります。そのためのコマンドが「音符の属性」メニューに

用意されています。このメニューのコマンドを使うと、ノートイベントを個々に調整して、異名

同音のシフト、臨時記号、タイ、連桁などを設定できます。

この機能は、複数の音符を対象にすることもできます。これにより、表示設定だけでは思い通り

の記譜ができないような場合にも、うまく対処できます。

1 段の譜表スタイル

2 段の譜表スタイル
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手順 4：イベント、記号、およびテキストを入力する
音符や休符だけで構成されているスコアはほとんどありません。

パーツボックスには、ペダル記号やスラーなど、さまざまな記号が用意されています。それをマ
ウスでドラックすれば、スコアに追加できます。それ以外にも、パーツボックスには、あらゆる

ノートイベント、音部記号、小節線があります。これらも、ドラッグ＆ドロップで簡単に追加で

きます（678ページの「パーツボックスを操作する」を参照）。

「LogicPro」では通常、休符は自動的に表示されるので、手動で追加する必要はありませんが、
必要に応じてパーツボックスから選択、追加できます（704ページの「休符を作成して挿入する」
を参照）。

歌詞やタイトルなどのテキスト要素も、パーツボックスまたはテキストツールを使ってスコアに

入力できます（710ページの「テキストを操作する」を参照）。

手順 5：総譜を編集する
スコアにノート（音符）や記号などをすべて記録、挿入し、各要素を編集したら、次のステップ

はスコアの見栄えを向上させることです。

通常は、ツールを使って譜表を編集し、「スコア」プロジェクト設定を変更して、段ごとに小節

の数を変えたり、ページ余白などを設定したりします。プロジェクトのレイアウトオプションの

詳細については、776ページの「スコア表示のプロジェクト設定」を参照してください。

レイアウトを行う場合は、ページビューにすると、スコアエディタウインドウのサイズと拡大／

縮小レベルに応じて、表示可能な数だけ見開きページが表示されるので、作業がしやすくなり

ます。
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リニア表示（デフォルトのスコア表示）とページビューを切り替えるには：
m 「レイアウト」メニューボタンの左側にあるページビューボタンをクリックします。

∏ ヒント：特に、処理速度の遅いコンピュータで編集する場合は、画面のリフレッシュ速度が向
上するので、リニア表示をお勧めします。ページビューは、印刷を念頭に置いたレイアウト作

業の場合にのみ使います。ページビューの詳細については、775ページの「スコアエディタの
外観をカスタマイズする」を参照してください。

手順 6：スコアを印刷する
最後の手順はスコアの印刷です。印刷結果は、スコアエディタウインドウ（ページビューにする

必要があります）の画面表示通りです。

スコアを印刷するには： 
1 「ファイル」＞「プリント」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォ
ルトはコマンド＋Pキーです）。

「プリント」ダイアログボックスが表示されます。

2



PDFへの書き出しなど、必要な印刷オプションを選択し、「プリント」ボタンを押します。

印刷する前に、印刷ビューを表示して画面でページ余白を確認できます。

印刷ビューを表示するには：
m 「表示」＞「ページの表示オプション」＞「プリント表示」と選択します（「ページビュー」モー

ドの場合のみ選択可能）。

詳細については、769ページの「スコアを印刷する」を参照してください。

スコアエディタで音符と記号を入力する
音符と記号は、以下の操作でスコアに追加できます：

Â


MIDIをリアルタイムで録音する（音符とサスティンペダル記号のみ）。

Â


MIDIステップ入力（音符のみ）。コンピュータでもMIDIキーボードでも入力できます。

Â 音符または記号をパーツボックスから譜表へドラッグする。

Â 選択した音符にキーコマンドで記号を割り当て、すばやく入力する。音符に添える記号（強弱

記号、ジャズ記号など）や、スラー、クレッシェンドなどを割り当てます。キーコマンドにつ

いては、この章の該当する個所で説明します。
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Â ハイパードロー（677ページの「スコアエディタでハイパードローを使う」を参照）を使う
と、可変コントローラのデータ（音量やピッチベンド）など、通常スコアエディタには表示さ

れないMIDIイベントを挿入および編集できます。

入力した音符と記号の表示は、スコアエディタの表示設定によって異なります。特に、表示パラ

メータボックス（728ページの「録音したMIDIデータから譜面を作成する」を参照）と音符属
性（735ページの「音符属性を使って個々の音符を変更する」を参照）の設定に左右されます。

リージョンパラメータボックスとトラックパラメータボックスの設定はMIDIの再生に影響しま
す。「エンバイロメント」の設定も、MIDIの再生に影響します。

MIDIのリアルタイム録音
MIDI のリアルタイム録音は通常、アレンジ領域で行いますが、スコアエディタから直接録音を
開始することもできます。まず、アレンジ領域のトラックリストで、録音先のトラックを選択し

ます。スコアエディタで、そのトラックに関連する譜表をクリックして選択することもできます。

トラックにMIDIリージョンがない場合は、スコアにトラックが表示されないため（スコアエディ
タにはリージョンとフォルダがのみが表示されます）、アレンジ領域に切り替えて録音を行う必

要があります。MIDI録音の詳細については、 378ページの「MIDIを録音する」を参照してくだ
さい。

ステップ入力
ほかのエディタと同じように、スコアエディタでもステップ入力ができます（384ページの「 MIDI
ステップインプット録音」を参照）。

ただし、スコアエディタ（およびピアノロールエディタ）では、一度に複数のリージョンの内容

を表示できます。したがって、ステップ入力の方法も、ほかのエディタとは少し異なります：

Â 譜表をクリックして、音符を挿入するMIDIリージョンを選択しておいてください。譜表がない
場合は、先にアレンジ領域で空のMIDIリージョンを作成しておきます。

Â 複数のリージョンにまとめてステップ入力を行うことはできません。MIDIリージョンを複数選
択しても、音符は1つのリージョンにしか入力されません。

Â 同じアレンジトラック上にMIDIリージョンが並んでいる場合（間に隙間がある場合を含む）は、
続けてステップ入力できます。再生ヘッドが次のMIDI リージョンの先頭に達すると、
「LogicPro」は、自動的に音符をMIDIリージョンに挿入します。
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ステップ入力を実行する前に：
1 表示パラメータボックスで、MIDIリージョンの表示設定を以下のように調整します：

Â「解釈」（732ページの「解釈」を参照）は選択解除しておきます。
Â 表示クオンタイズ（730ページの「クオンタイズ」を参照）には、入力する音価のうち最小の
値を設定します。

2



Option キーを押しながら譜表をクリックし、最初の再生ヘッドの挿入位置を設定します。マウ
スボタンを押したままにすると、選択した位置がヘルプタグに表示されます。

この機能は、バールーラが表示されないページビューで使うと特に便利です。

参考：シーケンサーが停止していないと、再生ヘッドの位置を設定できません。

マウス操作（パーツボックス）による入力
音符、記号、テキスト（以下、まとめて「オブジェクト」と呼びます）をマウス操作で挿入する
には、あらかじめ譜表を用意しておく必要があります。各譜表（空のものを含む）には、1つま
たは複数のMIDIリージョンが含まれます。

マウスを操作して音符や記号を入力するには： 
1 パーツボックスからオブジェクトを選択します（679ページの「パーツボックスのオブジェクト
を選択する」を参照）。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â オブジェクトを譜表上の追加位置までドラッグして、マウスボタンを放します。

Â ツールボックスで鉛筆ツールを選択し、譜表上でオブジェクトの追加位置をクリックします。

マウスボタンでクリックしてホールドすると、直前に選択したオブジェクトが挿入されます。

位置決めしやすいよう、マウスボタンを押している間は、ヘルプタグに正確な位置が表示されま

す。目的の位置に来たら、マウスボタンを放してください。拡大表示にしていない場合は特に、

ヘルプタグで正確に位置決めすることが大切です。
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総譜を表示して作業する際は、たとえば強弱記号を追加する場合など、どちらの譜表に（した

がってどのMIDI リージョンに）挿入したかが重要になります。追加した直後に選択状態になっ
ている（譜線が青くなっている）方が、実際に挿入された譜表です。選択したリージョンの名前

は、表示パラメータボックスの最初の行に表示されます。

∏ ヒント：通常、譜表と譜表の間に置かれるオブジェクト（歌詞など）の場合は、譜表をダブル
クリックして、1段だけの表示（リニア表示）に切り替えると、作業しやすくなります。

総譜表示の場合は、オブジェクトがどのMIDIリージョン（譜表）に属していても位置が変わら
ないので問題ありませんが、後で単独の楽器のパート譜を表示および印刷したときに、それらの

オブジェクトに間違った楽器が設定されて表示されることがあります。

単ーリージョン表示に切り替えるには：
m


MIDIリージョン（譜表）をダブルクリックします。

総譜表示に戻すには：
m 譜表の上部または下部の空いている領域をダブルクリックします。

プロジェクト内のすべてのMIDIリージョンを表示する総譜が表示されます。

パーツボックスのオブジェクトと機能の詳細については、678ページの「パーツボックスを操作
する」を参照してください。

追加したオブジェクトのMIDIチャンネルとベロシティ
マウスで追加したオブジェクトのMIDIチャンネルとベロシティは、イベントパラメータボック
スの「挿入のデフォルト」の設定で決まります。MIDI チャンネルとベロシティは、オブジェク
トを選択していなくても表示されており、編集可能です。
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「挿入のデフォルト」設定を表示するには：
m 作業領域の背景をクリックします。

多声部の譜表スタイルが設定されている譜表にイベントを挿入すると（747ページの「譜表スタ
イルに譜表を追加する」を参照）、各声部に対応する MIDIチャンネルだけが使用可能になります。

記号の多くは、イベントリストでMIDIチャンネルを表示します。多声部の譜表スタイルのほと
んどのオブジェクトに対して、MIDIチャンネルは記号が属する譜表（理論上は16段まで）を判
別します。

参考：譜表スタイルで設定されている譜表の数を超える値を設定すると、記号は表示されません。

挿入のクオンタイズ
音符や記号の配置を簡単にするため、オブジェクトは、小節内の特定の位置にしか追加できない

ようになっています。

Â 音符の位置を決めるためのグリッド（画面には表示されない）があります。ある音価の音符

が、1拍目から始まって小節全体に配置されているとします。この場合、たとえば4/4拍子の
小節では、2分音符は 1拍目と3拍目にしか置かれません。同様に、3連8分音符は、 1拍を
3等分した各8分音符上にしか置かれません。

Â 自動休符が置かれた位置には、単純音符と付点音符の音価も置くことができます。たとえば、
1拍目に8分音符があれば、その次の8分音符の位置には 4分音符または付点4分音符を置く
ことができます。この場合、1 拍目の裏拍に 8 分休符が自動的に挿入されるよう、表示パラ
メータボックスの「解釈」を選択解除しておく必要があります（732ページの「解釈」を参
照）。この例の音符の表示方法は、「シンコペーション」の設定によっても変わります。

Â 記号（音符に直接添えるものを除く）は、「クオンタイズ」の設定で決めたグリッド位置に配

置できます。複合クオンタイズの場合は、挿入のクオンタイズは、2値の方（たとえば「 8,12」
ならば1/8）のグリッド位置になります。

複数のリージョンへのオブジェクトの同時挿入
パーツボックスからオブジェクトを挿入する際、MIDIリージョンを複数選択しておき、Shiftキー
を押しながら挿入すると、各リージョンの同じ位置に一斉に追加できます。この操作を行ってい

る間、ヘルプタグには「複数を挿入」が表示されます。音符や記号はもちろん、テキストもこの

方法で複数のリージョンにまとめて追加できます。
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複数のMIDIリージョンを選択する操作は、アレンジ領域とスコアエディタのどちらで行っても
構いません。キーを押しながらリージョンまたは譜表をクリックするか、ラバーバンド方式で選

択します。

選択すると、表示パラメータボックスの一番上の行に、選択した譜表（リージョン）の数が表示

されます。

参考：キーや拍子の変更、プロジェクト全体に影響する記号は、自動的にプロジェクトのすべて
の譜表に挿入されます。特定の譜表にのみ挿入することはできません。

スコアエディタでハイパードローを使う
スコアエディタで、直接MIDI コントローラ情報を作成、編集できます。対象となる音符を確認
できれば、こうした編集作業はさらに楽になります。

MIDIコントローラのイベントを表示、作成するには：
1 スコアエディタでハイパードローを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

Â「表示」＞「ハイパードロー」と選択し、ハイパードローコマンドを選択します。

Â スコアエディタの左下あるハイパードローボタンをクリックし、左側にある矢印ボタンをク

リックしてMIDIコントローラを選択します。

選択したコントロールのタイプ（音量など）が、スコアエディタウインドウの下側の灰色の領域

に表示されます。「表示」＞「音源名」と選択すると、イベント値のスケールが音源名のカラム

に表示されます。
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2 グレイの領域で別のポイントをクリックし、「ハイパードロー」ノードを作成します。

ノード間は自動的に線で結ばれます。

ハイパードロー領域のサイズを調整するには：
m スコアエディタ領域とハイパードロー領域との境界線をつかんで、縦に移動します。

詳細については、596ページの「ハイパードローを使用する」を参照してください。

参考：ハイパードローが有効になるには、リニア表示モードの場合と、単一のMIDIリージョン
を開いている場合だけです。ほかのモード（ページビューや総譜表示）の場合、ハイパードロー

領域は表示されません。ただし、表示設定は保存されているため、単一MIDIリージョンおよび
リニア表示に切り替えると、以前に設定したハイパードローの設定が呼び出されます。

パーツボックスを操作する
パーツボックスで選択できるオブジェクト（音符、記号、テキストオブジェクト）は、グループ

分けされています。一番上の部分には、各オブジェクトを示す四角ボタンがグループ別に並んで

います。これをグループメニューとして表示することもできます。使用可能な記号を含むグルー
プはすべて下のパネルに表示されます。

グループの配置を切り替えるには：
m グループメニューの四角ボタンをクリックします。

記号を操作しやすくするために、対応するグループがパネルの上部に移動します。

グループメニュー

グループ
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参考：どのような記号でも、任意のグループパネルから必要に応じていつでも選択して挿入でき
ます。特に、ディスプレイ画面が小さい場合や、スコアエディタウインドウの表示を小さくして

いる場合は、グループの配置を切り替えるとパーツボックスを操作しやすくなります。

パーツボックスグループの位置を固定するには：
m 「表示」＞「パーツボックス」＞「グループの位置をロック」と選択します。

コマンドをもう一度選択すると、位置の固定が解除されます。

パーツボックスで現在選択しているグループの記号だけを表示するには：
m 「表示」＞「パーツボックス」＞「すべてのグループを表示」の選択を解除します。

パーツボックスのオブジェクトを選択する
パーツボックスのオブジェクト（音符、スラー、音部記号など）を選択するには、そのオブジェ

クトをクリックします。目的のオブジェクトがパーツボックスに表示されていない場合は、グ

ループメニューで対応する四角ボタンをクリックしてください。そのオブジェクトのグループ

が、パネルの最上位に移動します。

グループメニューから直接オブジェクトを選択するには：
m パーツボックスグループのいずれかの四角ボタンをクリックしてホールドし、表示されるショー

トカットメニューからオブジェクトを選択します。

パーツボックス・グループ・ウインドウを開くには：
m グループメニューのいずれかの四角ボタンをクリックします。

グループのすべてのオブジェクトが配置された小さなフローティングウインドウが表示されま

す。このパレットウインドウは自由に動かすことができます。このウインドウから直接、オブ

ジェクトを譜面の任意の場所にドラッグします。パレットは必要に応じていくつでも開き、画面

上に並べることができます。

参考：通常のパーツボックスと違って、オブジェクトを選択しても反転表示されません。
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ダブルクリックでフローティングパレットを開く際、修飾キーを押しながら操作すると、パレッ

トの形が次のように変わります：

Â 標準（Controlキーを使った場合）
Â 縦長（Optionキーを使った場合）
Â 横長（コマンドキーを使った場合）

パレットウインドウのデフォルト（ダブルクリックだけで開いた場合）の形状は、「LogicPro」
＞「環境設定」＞「スコア」＞「フローティングパレット表示」ポップアップメニューで設定で

きます。

キーコマンドでパーツボックスのオブジェクトを選択する
次のキーコマンド（ただし、キーはまだ割り当てられていません）を使うと、パーツボックス内
で対応する音価を選択できます。鉛筆ツールと組み合わせて使うと、効率よく入力できます：

Â パーツボックス：1/1音符

Â パーツボックス：1/2音符
Â パーツボックス：1/4音符
Â パーツボックス：1/8音符
Â パーツボックス：1/16音符
Â パーツボックス：1/32音符

上記のキーコマンドを2回以上続けて実行すると、以下の操作が実行されます：

Â


2回続けると、対応する3連符が選択されます。

Â


3回で付点音符になります。

Â


4回で元の値に戻ります。
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パーツボックス内の選択を切り替えるキーコマンドもあります：

Â「次のパーツボックス記号」と「前のパーツボックス記号」： 「次のパーツボックス記号」キー
コマンドは、選択したオブジェクトの右側にある記号を選択します。「前のパーツボックス記

号」キーコマンドは、選択したオブジェクトの左側にある記号を選択します。グループの最後

のオブジェクトに達すると、次は先頭に戻ります。

Â「次のパーツボックスグループ」と「前のパーツボックスグループ」： 「次のパーツボックスグ
ループ」キーコマンドは、選択したオブジェクトグループの1 つ下のグループを選択します。
「前のパーツボックスグループ」キーコマンドは、1 つ上のグループを選択します。グループ
の選択を切り替えると、そのグループで直前に使ったオブジェクトが選択された状態になって

います。

参考：グループ表示の並べ替えに従って、現在のグループの表示順番の前と次のグループが決ま
ります。

パーツボックスグループについて
以降の各セクションでは、各パーツボックスグループの概要を説明します。音符やほかのオブ

ジェクトの編集については、690ページの「音符と記号を編集する：基本操作」を参照してくだ
さい。

音符
パーツボックスの上部にある、音符を示すグループ切り替えボタンには、音符、付点音符、3連
符の3つが描かれています。それぞれの絵の領域をクリックすると、対応する音符オブジェクト
のグループが表示されます。

音符、付点音符、または3連符グループをグループパネルの上部に移動するには：
m 音符グループの切り替えボタン内で対応する記号（音符、付点、または3）をクリックします。

音符を挿入すると、その音価のMIDI ノートイベントが生成されます。ただし、表示上の理由か
ら、このMIDIノートは「LogicPro」にリアルタイム録音したものとみなされます。

音符が想定通りに表示されるよう、表示パラメータボックスのパラメータを適切に設定する必要

があります。表示パラメータボックスの詳細については、728ページの「録音したMIDIデータ
から譜面を作成する」を参照してください。
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サスティンペダル記号

音符そのものを除けば、 MIDI イベントを直接表す記号は、サスティンペダルに関連する2つの
記号だけです。64番のMIDIコントローラ、すなわちサスティンペダルのオン／オフを表し、し
たがってMIDI再生にも反映されます。どちらのペダル記号を挿入するかは、「LogicPro」によっ
て自動的に判別されます。これは、どちらの記号が直前にあるかで決まります（ペダルオンの後

はペダルオフ、ペダルオフの後はペダルオンが必ず来ます）。

音部記号

パーツボックスにある音部記号は通常、曲の途中で一時的に音部が変わる場合に使います。途中

で高音部に変わる楽器としては、チェロやバスーンなどがあります。挿入した位置以降のスコア

の表示が変わります（小節の途中で変更される場合もあります）。

参考：MIDIリージョン全体の音部記号を変えたい場合は、パーツボックスの音部記号ではなく、
リージョンの譜表スタイル（741ページの「譜表スタイルを設定する」を参照）を設定してくだ
さい。
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強弱記号

これらの記号は、スコア上のどの位置にでも挿入できます。画像として表示されるだけで、MIDI
リージョンの再生には影響しません。

符頭

この記号を音符上にドラッグすると、符頭の形が変わります。あらかじめ複数の音符を選択して

おけば、符頭記号を音符の1つにドラックするだけで音符の符頭の形をまとめて変えることがで
きます。MIDIの再生には影響しません。

標準的な符頭に戻したい場合は、黒丸の符頭を同じようにドラッグしてください。

表示されない符頭
灰色の符頭を同じようにドラッグすると、その音符の符頭およびタイが表示されなくなります。

編集に必要なため、画面上には灰色で表示されますが、印刷すると符尾と符鉤だけになります。 

この状態で「属性」＞「符尾」＞「隠す」と選択すると、音符はまったく印刷されなくなります。

表示されない符頭
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音符に添える記号

特定の音符にのみ適用される記号を集めたグループです。フェルマータ、アクセント、奏法記号、

運弓記号などがあります（トリルは別のグループに属します）。

音符にジャズ記号を設定するには：
m 該当する音符の符頭にジャズ記号をドラッグします（ヘルプタグを確認しながら操作すると、正

確に配置できます）。

音符に設定すると、自動的にジャズ記号が配置されます。トランスポーズなどで音符の位置が変

われば、ジャズ記号もそれに従って移動します。

音符から独立した形で記号を挿入するには：
m


Optionキーを押しながら挿入します。

この方法で、たとえば自動表示休符の上にフェルマータを添えることができます。

参考：このパーツボックスグループの記号は、音符に関連付けると、再生時のベロシティと長さ
を変化させることができます。

記号を再生に反映するには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」＞「 MIDI定義」（792ページの「MIDI定義」を
参照）と選択して、記号ごとのベロシティと長さを設定します。
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スラーとクレッシェンド

スラーとクレッシェンドは画像として表示されるだけで、MIDI リージョンの再生には影響しま
せん。

スラーやクレッシェンドなどのオブジェクトを挿入するには： 
1 （左側の）開始位置にオブジェトをドラッグします。

左右の端に（スラーの場合は中間にも）黒い四角のハンドルが付いて、オブジェクトは選択され

た状態になっています。 

2 このハンドルをマウスでつかんでドラッグし、オブジェクトの形状を調整します。

入力の手間を省くために、スラー、クレッシェンド、ディクレッシェンドには専用のキーコマン

ドがあります。編集オプションなどの詳細については、707ページの「スラーとクレッシェンド
を編集する」を参照してください。

調号
スコアエディタ（または「調号／拍子記号」トラックや調号／拍子記号リスト）に追加すると、

調号はすべての音源の表示レベルに影響します。スコアの表示とMIDI再生の両方が影響を受け
ます。

転調に伴い、ナチュラル記号が必要な場合（AbメジャーからFメジャーやAメジャーに転調し
た場合など）は自動的に挿入されます。

調号の表示と調号の変更は、以下の設定内容によって異なります：

Â「スコア」プロジェクト設定の「音部記号と調号／拍子記号」タブ（788ページの「音部記号
と調号／拍子記号」を参照）。

Â 譜表スタイルウインドウの「キー」パラメータ設定（譜表スタイルごと）。

調号の詳細については、 723ページの「拍子記号と調号を操作する」を参照してください。





686 第33章    楽譜を使って作業する



拍子記号
スコアエディタで追加された拍子記号は、すべてのMIDI リージョンに、すべての表示レベルで
一斉に適用されます。ただし、スコアの表示が変わるだけで、再生には影響しません。

パーツボックスには、2/4、 3/4、4/4、 6/8、および4/4と2/2の代替表示オプションに加え、分
母と分子を自由に設定できる単純拍子記号（A/B）と複合拍子記号（A ＋ B/C）のオブジェクト
があります。拍子記号を挿入すると、「拍子記号」ダイアログボックスが開き、拍子を自由に設

定できます。詳細については、723ページの「拍子記号と調号を操作する」を参照してください。

繰り返し記号と小節線

小節内のどの位置（画面表示されている音符または休符の位置）にでも挿入できますが、通常は

小節の先頭や末尾に置きます。

この場合、1番目と2番目の終了記号を除き、普通の小節線を置き換える形で挿入されます。こ
れらは、プロジェクト全体に影響する記号です。すべての表示レベルで、どの譜表にも表示され

ます。

参考：また、スコアの表示が変わるだけで、MIDIリージョンの再生は影響を受けません。

これらの記号の詳しい編集方法については、709ページの「繰り返し記号と小節線を編集する」
を参照してください。
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トリル、トレモロなど

このグループに属する記号はどこにでも配置でき、特定の音符に添えるものではありません。ト

リルやアルペジオの線は、端をつかんでドラッグすれば長さを調整できます。トリルは段の折り

返しをまたいで延長することも可能です。

また、このパーツボックスグループの臨時記号はあくまでも記譜上のもので、MIDI リージョン
の再生には影響を与えません。臨時記号の多くは、トリル記号の補助記号として使われます。

休符／小節の繰り返し記号

「LogicPro」では、休符は音符のないところを埋める形で自動的に表示されます。この仕組みは、
それほど複雑なものではありません。音符や自動休符が、所定の拍子に従い、決められた数だけ

小節に挿入されていくだけです。

参考：ただし譜表スタイルで、この機能を無効にし、休符を表示しない（「休符を隠す」の設定
による）、または休符の代わりに斜線（ビートスラッシュ）を使うように設定することもできます。

場合によっては、手動で休符を挿入したくなる状況があります。自動休符表示機能を使いたくな

い場合は、手動で休符（「ユーザ休符」とも言います）を挿入できます。詳細については、 704ペー
ジの「休符を作成して挿入する」を参照してください。
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テキストオブジェクト、コード記号

テキストオブジェクトとコード記号には多くの機能があります。詳細については、 710ページの
「テキストを操作する」を参照してください。

ダルセーニョ（D.S.）、ダカーポ（D.C.）、セーニョ、コーダ

これらの記号は、スコア上のどの位置にでも挿入できます。画像として表示されるだけで、MIDI
リージョンの再生には影響しません。サイズ変更ツールで大きさを調整できます。

テンポ記号とスウィング記号

スコア上のどの位置にでも挿入できます。テンポ表示のフォント、大きさ、およびスタイルは、

「テキストスタイル」ウインドウで設定します（ 715ページの「テキストスタイルを操作する」を
参照）。

速度表示の値は、小節内の該当位置における再生速度に基づいて自動計算されます。
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参考：なお、トランスポートバーやテンポリスト上の速度表示は、実際の拍子に関係なく、常に
4分音符を基準として表すようになっています。そのため、速度表示の基準に使う音符によって
値は異なります。

ジャズ記号

ジャズ記号は文字通り、ジャズの記譜に使います。主に、特定の演奏テクニックやスタイル、強

調やモードを示します。

音符にジャズ記号を設定するには：
m 該当する音符の符頭にジャズ記号をドラッグします（ヘルプタグを確認しながら操作すると、正

確に配置できます）。

音符に設定すると、自動的にジャズ記号が配置されます。ほかの音符や記号と重ならないよう、

スペースを空ける必要があります。また、トランスポーズなどで音符の位置が変われば、記号も

それに従って移動します。

また、「記号を挿入：ジャズ1（～6）」キーコマンドを使っても挿入できます。1～ 6の番号は、
パーツボックス内の記号の位置（左上から右下へ）を示します。

音符に添えずに、独立した形でジャズ記号を挿入するには：
m


Optionキーを押しながら挿入します。

音符に添えていないので位置も自由に調整でき、音符に添えた通常のジャズ記号のように、音符

どうしの間隔が自動調整されてしまうこともありません。
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改ページと段折り返し記号

折り返し記号（および段折り返しなしオブジェクトと改ページなしオブジェクト）をイベントと

して挿入できます。いったん挿入すれば、たとえば「レイアウト」プロジェクト設定でウインド

ウの大きさを変えても、自動的には移動しません。

段折り返し、改ページ、段折り返しなし、および改ページなしなどのイベントの設定を変更する

には、レイアウトツールを使います。

段の折り返しと譜表の各余白は、スコアセットごとに設定できます。また、パート譜ごとにも設

定可能です。

音符と記号を編集する：基本操作
このセクションでは、スコアエディタによる基本的な編集方法について説明します。一般的な
MIDI編集については、391ページの第 15章「MIDI編集の概要」を参照してください。

ショートカットメニューを使う
Control キーを押しながらスコアエディタ内をクリックすると、選択や編集などのコマンドにア
クセスできます。ショートカットメニューを使うと、作業効率が上がります。

参考：マウスの右ボタンでショートカットメニューを開けるようにするには、「 LogicPro」＞
「環境設定」＞「グローバル」と選択し、「編集」タブの「右マウスボタン」で「ショートカット

メニューを開く」オプションを選択します。

選択したオブジェクトによって、表示されるショートカットメニューの内容は異なります。スコ

アエディタには、以下のタイプのショートカットメニューがあります：

Â 音符

Â 音部記号

Â 調号

Â 拍子記号

Â 小節線

Â 背景
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複数のオブジェクトをまとめて変更する
複数のオブジェクトを選択すると、イベント・パラメータ・ボックスのタイトル行に「X 個の
ノートが選択されました」、「X 個の記号が選択されました」、「X 個のイベントが選択されまし
た」、「X個のテキストが選択されました」、または「X個のコードが選択されました」というメッ
セージが表示されます。この「X」は、選択しているオブジェクトの数を表します。「ノート」、
「テキスト」、「コード」などの部分は、現在選択しているオブジェクトの種類を表します。

パラメータフィールドで複数のイベントが選択されている場合は、それらの値をまとめて編集で

きます。「*」は、選択しているオブジェクトの値が、対応するパラメータの値と異なることを示
しています。この場合、変更の指定方法が以下のように何通りかあります：

Â 相対指定（値の差を保持する）： 「*」と書かれている部分をマウスでつかみ、スライダのよう
に上下に動かします。このとき表示されるのは、選択した先頭のオブジェクトの値です。それ

以外のオブジェクトの値は、相対的な差を保ったまま同じ量だけ変化します。「*」カラムをダ
ブルクリックし、「+」または「-」を付けた相対値を入力フィールドに挿入する方法もありま
す（上記を参照）。

Â 絶対指定（同じ値にそろえる）： Optionキーを押しながら上記と同じ操作をします。マウスを
動かすと、すべてのオブジェクトのパラメータが同じ値になります。たとえば、コードの各音

の長さやベロシティを揃えたり、選択したオブジェクトの高さを（「縦位置」で）そろえたり

できます。

選択したオブジェクトの縦位置と横位置をまとめてそろえるには：
m 以下のいずれかのキーコマンドを使います。

Â オブジェクトの位置を縦に揃える

Â オブジェクトの位置を横に揃える

Â オブジェクトの位置を揃える（両方のパラメータに影響します）

すべてのオブジェクトが、最初の選択オブジェクトの値にそろいます。オブジェクトを1つだけ
選択してこのキーコマンドを実行すると、確認のダイアログボックスが表示され、類似のオブ
ジェクトをすべて同じ値に設定できます。

表示されているリージョンや音源がすべて対象になります。

∏ ヒント： 歌詞やコード記号をそろえる場合に便利です。





692 第33章    楽譜を使って作業する



スコアエディタ上でオブジェクトを削除する
スコアエディタでは、画面に表示されているイベントしか削除できません。たとえば、音符を削

除する際、一緒に録音されたMIDIコントローライベントやピッチベンドのデータがあった場合、
それらは削除されずに残ってしまいます。

オブジェクトを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールでオブジェクトをクリックします。

m オブジェクトを選択し、「編集」＞「削除」と選択します（またはDeleteキーを押します）。

参考：繰り返し記号や特殊な小節線は、この方法では削除できません。それらを削除する場合は、
消しゴムツールを使います。

マウスを使ってオブジェクトを移動またはコピーする
ピアノロールエディタの場合と同じように、マウスを使って音符や記号を移動できます。

参考：ポインタツールで小節内の記号の位置をうっかり変更してしまうのはよくあることです。
レイアウトツールを使えば、記号の移動方向をイベントの左右または上下の方向に制限できま

す。詳細については、696ページの「オブジェクトの画面上の位置を変更する」を参照してくだ
さい。

マウスを使って記号または音符を移動するには：
m 記号または音符を1つまたは複数選択し、移動先へドラッグします。

マウスを使って記号または音符をコピーするには：
m 記号または音符を1つまたは複数選択し、Optionキーを押しながらコピー先へドラッグします。

操作中は、移動先（またはコピー先）の位置をヘルプタグで確認してください。ヘルプタグには、

操作の状態（ドラッグまたはコピー）、移動元（またはコピー元）との音高および小節内の位置

の差、カーソルの現在の位置（小節内の位置とピッチ）が表示されます。

別々のリージョン（譜表）上のオブジェクトをまとめて移動やコピーすることも可能です。ただ

し、移動元（またはコピー元）と異なるMIDIリージョンに移すことはできません。
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参考：スコアエディタでは、Optionキーを押しながらドラッグしても、MIDIリージョン間でイ
ベントをコピーまたは移動することはできませんが、リージョンまたは譜表の間でイベントをコ

ピー＆ペーストすることは可能です（694ページの「クリップボードでコピーする」を参照）。

オブジェクトの移動を上下または左右の方向に制限するには：
m


Shiftキーを押しながらドラッグします。

また、「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」＞「編集」＞「ドラッグを一方向に制限：
ピアノロールとスコア」と選択して、方向を制限することもできます。

表示クオンタイズパラメータの働き
時間軸（横軸）方向の動きは、表示クオンタイズグリッド（「クオンタイズ」）の設定に影響され

ます。

混合クオンタイズ値（「16,24」など）を選択した場合、グリッドは2値の方（この例では「16」）
に対応します。

Â リアルタイムで録音したために音符の位置がこの時間グリッドにそろっていない場合、それら

を移動またはコピーしても相対的なずれは保持されます。

Â これにより、元の演奏の雰囲気を失うことなく、クオンタイズされていないパッセージをスコ

アエディタ内で移動またはコピーできます。

キーコマンドを使ってオブジェクトを移動する
「キーコマンド」ウインドウには、リージョン／イベント位置のナッジに関連するキーコマンド

が用意されています。これらのキーコマンドを使って、オブジェクトを時間軸に沿って微調整で

きます。スコアエディタの作業では、以下のナッジコマンドが特に役に立ちます：

Â「リージョン／イベントの位置を小節単位で左にナッジ」と「リージョン／イベントの位置を
小節単位で右にナッジ」： 選択した音符を1つ前または1つ後ろの小節に移動します。

Â「リージョン／イベントの位置をビート単位で左にナッジ」と「リージョン／イベントの位置
をビート単位で右にナッジ」： 選択した音符を1つ前または1つ後ろの拍に移動します。

Â「リージョン／イベントの位置をディビジョン単位で左にナッジ」と「リージョン／イベント
の位置をディビジョン単位で右にナッジ」： 選択したイベントを1つ前または1つ後ろのディ
ビジョンステップ（トランスポートの設定による）に移動します。

譜表全体に関わる記号および音符に添えられた記号を移動する
スコアエディタでは、以下の記号はコピーおよび移動できません：

Â 繰り返し記号、調号／拍子記号リストと「調号／拍子記号」トラックのものを除く速度変更と
調号変更（723ページの「拍子記号と調号を操作する」を参照）、および譜表全体にわたるテ
キスト要素（ヘッダテキストなど）など、譜表全体に関わる記号。

Â 音符に直接添えられた、アクセント、フェルマータ、符頭などの記号
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クリップボードでコピーする
クリップボードで複数のオブジェクトをコピーする場合、目的の小節の位置には先頭のオブジェ

クトが置かれます。ほかのオブジェクトは、先頭のオブジェクトと相対的な位置関係を保ったま

まペーストされます。

クリップボードの内容は、各オブジェクトの位置を変えずに複数のリージョンにまとめてペース

トできます。

クリップボードの内容を複数のリージョンにまとめてペーストするには： 
1 アレンジ領域またはスコアエディタで、 Shiftキーを押しながら対応する譜表またはリージョンを
順次クリックするか、近接しているリージョンをラバーバンドで一括選択します。

表示パラメータボックス（728ページの「録音したMIDI データから譜面を作成する」を参照）
のタイトルバーで、現在選択しているリージョンの数を確認できます。

2 「編集」＞「複数をペースト」と選択します（または、「複数をペースト」キーコマンドを使います）。

挿入の自動クオンタイズ
クリップボードからペーストする際のオブジェクトの位置は、トランスポートバーで設定した

ディビジョン値に従って自動的にクオンタイズされます。たとえば、現在の小節の位置が

「4.1.1.37」で、ディビジョン値が16分音符の長さになっていれば、ペーストされる位置は「4.1.1.1」
となります。ただし、複数のオブジェクトがクリップボードにある場合、先頭以外のオブジェク

トには適用されず、相対的な位置関係は保持されます。

クオンタイズしていない元のタイミングを残しておきたいなどで、この機能が邪魔になる場合

は、ほかの手段でコピーしてください。

同じ時間位置にパッセージをペーストする
あるMIDI リージョンから別のMIDI リージョンの同じ時間位置にパッセージをすばやくコピー
する場合は、「オリジナルの位置にペースト」または「オリジナル位置に複数をペースト」コマ

ンドを実行します。挿入位置を指定する必要がなく、挿入の自動クオンタイズも実行されません。

パッセージ全体をほかのリージョンの同じ位置にコピーするには： 
1 パッセージの音符と記号を選択します。 

2 パッセージのペースト先の譜表を選択します。 

3 「編集」＞「オリジナルの位置にペースト」と選択します（または、「オリジナルの位置にペース
ト」キーコマンドを使います）。

再生ヘッドの現在位置とは関係なく、音符と記号が元のリージョンと同じ位置にペーストされ
ます。

「オリジナル位置に複数をペースト」キーコマンドも同様の機能ですが、パッセージをほかの音

源の譜表にペーストできます。「複数をペースト」コマンドを実行する前に、ペースト先の譜表
をすべて選択しておく必要があります。
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∏ ヒント：これらのコマンドを類似項目の選択機能と組み合わせて使えば、ある譜表の強弱記号
をほかの譜表（音源）にコピーするような場合に便利です。

イベントを繰り返す
小節内の位置を設定せずに、小節全体（または複数のコピー）をまとめてコピーする場合、「イ

ベントを繰り返す」コマンドが便利です。

たとえば、先頭が休符になっている小節をコピーするには：
1 音符や記号をすべて選択します。

2 「編集」＞「イベントを繰り返す」と選択します（または、「リージョン／イベントを繰り返す」
キーコマンドを使います）。

3 コピー回数を指定し、「調整」を「小節」に設定して、Enterキーを押します。

「イベントを繰り返す」コマンドの詳細については、328ページの「複数のリージョンのコピー
を作成する」を参照してください。

スコアエディタでエイリアスを操作する
エイリアスは、それ自体では独立して存在していない、アレンジ領域内の MIDIリージョンやフォ
ルダを指す用語です。エイリアスリージョンは、ほかの場所にある MIDIリージョンやフォルダ
を参照したものです。エイリアスは、参照元の MIDIリージョンまたはフォルダを参照する「再
生マーカー」として機能します。実際に再生されるのは、参照元のリージョンまたはフォルダ

です。

エイリアスがあれば、スコアエディタ上にも楽譜として表示され、印刷も可能です。エイリアス

の表示／非表示は、「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブ（「ファイル」＞「プロ

ジェクト設定」＞「スコア」＞「グローバル」）で切り替えることができます。

エイリアスには、実体のリージョンとは別の譜表スタイル（741ページの「譜表スタイルを設定
する」を参照）を設定できます。たとえば、同じ旋律を複数の音源のユニゾンで重ねる場合があ

るとします：

Â この場合、MIDIリージョン（旋律）を1つ作成し、ほかの音源をエイリアスに割り当てれば簡
単に実行できます。

Â 音源ごとにスコアスタイルを設定し、移調楽器（ Ebホルンやアルトサックスなど）であれば、
調を変えて記譜することが可能です。

Â こうしておけば、ある音符を修正するような場合も、すべてのコピー（エイリアス）を修正す

る必要はなく、実体のMIDIリージョンだけを直すだけで各エイリアスに反映されます。
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エイリアスを編集する
「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」＞「グローバル」と選択し、「エイリアスの編

集を許可」チェックボックスを選択すると、エイリアス上で音符や記号を直接編集できるように

なります。

参考：MIDI データは参照元のリージョンにしか含まれていないので、エイリアス上で編集した
内容は、元のリージョンだけでなく、ほかのエイリアスにも反映されることに注意してください。

「エイリアスの編集を許可」の選択を解除している場合、エイリアス上で編集しようとするとダ
イアログボックスが表示されます。次の中から適切な対処方法を選択してください：

Â キャンセル： エイリアスも、参照元のMIDIリージョンも、そのまま残ります。

Â エイリアス編集を有効にする（オリジナル）： 参照元のMIDIリージョンを編集できるようにな
り、エイリアスにも反映されます。

Â コピーを作成（リアルコピー）： 参照元のMIDIリージョンのコピーを作り、その上に編集を施
します。したがって、実体MIDIリージョンは元のままです。

オブジェクトの画面上の位置を変更する
画面のオブジェクトの位置を変更し（たとえば、装飾音符との間隔を空けるなど）、譜表のレイ

アウトを見やすくできます。

レイアウトツールを使う
レイアウトツールは、スコアエディタのイベントを視覚的に移動します。譜面を見やすくするた

めの機能なので、MIDIイベントのトリガタイミングは変わりません。

Â 記号とテキスト： 記号またはテキストオブジェクトをレイアウトツールで移動しても、小節内
の位置は保持されます。ただし、「横位置」と「縦位置」のパラメータは変更されます（操作

中にヘルプタグで確認できます）。

Â 音符： レイアウトツールを使って、小節内の位置を基準に音符を横方向に移動できますが、縦
方向に移動することはできません。音符を右または左にドラッグすると、近くの音符または休

符との間隔が変更されます。小節内の位置と再生には影響しません。
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参考：小節内の位置は、実際のMIDI イベントの位置であるため、それによって再生のタイミン
グが決まります。スコアエディタの機能は主に譜面を作成するためのものです。（一部例外はあ

りますが）ほどんどの編集機能は、あくまでも音を譜面上に図示するためのものであって、物理
的に操作するためものではありません。

画面上の記号とテキストの位置を変更する
イベントパラメータボックスの「縦位置」および「横位置」パラメータではスコアエディタの譜
面上のオブジェクトの位置を変更できます。

Â 縦位置： オブジェクトの高さを譜表の上または下にそろえます。通常は「0」を指定し、譜表
の一番上の線を基準位置にします。正の値を指定すると上に、負の値を指定すると下に移動し

ます。複数の譜表で構成されている場合は、「縦位置」パラメータが参照する譜表を「譜表」

パラメータで指定します。

Â 横位置： 小節内の位置を基準としたオブジェクトの横方向のずれを指定します。該当位置の音
符の左端が「0」に当たります。

∏ ヒント：「オブジェクトの位置を縦に揃える」キーコマンドを使うと、複数の記号を譜表の同じ
高さにそろえることができます。

スコア内の記号の位置を個別に変更する
以下のキーコマンドを使って、スコア内の記号を音符や譜表、テキストイベントやコード記号と

は独立して移動できます：

Â ナッジ： 位置を上に

Â ナッジ： 位置を下に

Â ナッジ： 位置を左に

Â ナッジ： 位置を右に

これらのコマンドを指定しても、記号やテキストイベントの小節内の位置には影響しません。「横

位置」と「縦位置」のパラメータが±1ずつ変化するだけです。

音符と記号のサイズを変更する
サイズ変更ツールを使って、音符や記号の大きさを変えることができます。

オブジェクトのサイズを変更するには：
m サイズ変更ツールでオブジェクトをつかみ、マウスを上下に動かします。

オブジェクトのサイズを元に戻すには：
m サイズ変更ツールでオブジェクトをダブルクリックし、ダイアログボックスで「OK」をクリッ
クします。
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音符と記号を編集する：詳細な操作
このセクションでは、パーツボックスの音符やその他のオブジェクトをさらに詳しく使いこなす

方法について説明します。

音符を編集する
連符、付点音符、装飾音符など、スコア上のさまざまな音符に関連した編集作業について説明し

ます。

参考：知りたい編集方法がこのセクションにはなかった場合、735ページの「音符属性を使って
個々の音符を変更する」を参照してください。

音符のベロシティ、長さ、ピッチを編集する
スコアエディタで、1つまたは複数の音符のベロシティ、長さ、ピッチを編集できます。

音符のベロシティを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 音符を選択し、イベントパラメータボックスで「ベロシティ」パラメータの設定を調整します。

m ベロシティツールで1つまたは複数の音符をつかみ、マウスを上下に動かします。

変更した値はヘルプタグで確認でき、MIDI 出力ボタンが選択されていれば、音を聴くこともで
きます。

∏ ヒント：Option＋Controlキーを押しながらポインタツールで音符をつかめば、ツールメ
ニューを開かなくても、ベロシティツールを選択できます。Option＋ Controlキーを放すと、
カーソルの形状と機能が元に戻ります。
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音符の長さを変更するには：
m 音符を選択し、以下のいずれかの操作を行います：

Â イベントパラメータボックスの「長さ」パラメータ（小節、拍、ティック）を編集します。

Â リージョン／イベントのナッジを行うキーコマンドを使います。

音符のピッチを変更するには：
m 音符を選択し、以下のいずれかの操作を行います：

Â ヘルプタグで値の変化を確認しながら、音符を譜表の線にドラッグします。

Â イベントパラメータボックスの「ピッチ」の値を編集します。

Â「イベントを+1トランスポーズ」または「イベントを–1トランスポーズ」キーコマンドを使い
ます。

全音階入力のみを許可する
同じキーで作曲する場合は、「全音階でイベント入力」機能を使うと便利です。この機能を選択

すると、全音階スケールの音符しか入力できなくなるので、現在の調性に合わせて音符を正しい

ピッチで配置できます。

「全音階でイベント入力」機能を有効にするには：
m スコアエディタで、「オプション」＞「全音階でイベント入力」と選択します。

挿入した音符は、上下に半音階ずつ移動できます。

参考：スクリーンセットを保護（ロック）すると、この機能もロックされます。

音符をタイで結ぶ
スコア上でタイで結ばれている複数の音符は、実際には1つのMIDIノートイベントとして扱わ
れます。

「LogicPro」では、タイそのものは挿入できませんが、MIDI ノートの長さに合わせて自動的に
作成され、表示されます。したがって、音符をタイで結ぶ場合は、以下の操作を行う必要があり

ます：

タイで音符を結ぶには： 
1 挿入するタイより短い音価を挿入します。

2 イベントパラメータボックス、イベントリスト、またはイベントフロートウインドウで音符の長

さを変更します。
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休符で音符のタイのかかり具合を調整するには：
m 望んだ通りに音符がタイで結ばれない場合、休符を挿入してスコア上の音符のタイのかかり具合

を調整できます。

休符の長さは重要ではありませんが、8分休符など、できるだけ短いものを使います。ヘルプタ
グを確認しながら、正しい位置に挿入します。挿入した休符は、スコア上には表示されませんが、

音符のタイのかかり具合は変更されます。

参考：挿入した休符（スコア上には表示されません）を削除または位置調整する場合は、イベン
トリストを使います。

タイの上下の向きを変更するには：
m 「属性」＞「タイ」と選択して、タイの向きを設定します。

N連符を作成、編集する
3連符グループにN連符の記号があります。N連符は、一定の時間内に均等間隔に（詰めてまた
は広げて）配置された音符のまとまりを表します。よく使われる連符は3連符です。例を挙げま
す：3連符には、4分音符の範囲内で演奏される3つの8分音符などがあります。

場合にもよりますが、通常「LogicPro」では標準的な3 連符は正しく認識され、スコアに表示
されます。そのためには、表示パラメータボックスで、適切な表示クオンタイズ値を選択する必

要があります（730ページの「クオンタイズ」を参照）。それ以外の連符については、 N 連符オ
ブジェクトを使います。

N連符記号
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既存の音符の表示を変更するには：
1


N連符の記号を先頭の音符にドラッグします。

マウスボタンを押さえている間は、対象の音符はヘルプタグに表示されているはずです。「連符」

ウインドウが表示されたら、N連符の属性を設定します：

Â 連符数： 左上のフィールドで連符の数を設定します。

Â 連符の分母： 右上の数値フィールドに表示される値です。

Â 連符の音価： 8分音符、16音符、32音符などの連符を選択します。
Â かっこを隠す： 括弧を非表示にします。

Â 数字を隠す： N連符の数は印刷されません。ただし、括弧の中に表示されます。N連符をさら
に編集する場合に必要です。

Â 分母を表示： N連符の表示に分母（ダイアログボックスの2番目の数）を含めます。上の例で
は「5:4」と表記されます。

Â 向き： 括弧と数の方向を示します。使用中の譜表スタイルの設定を自動参照します。

Â 倍の音価を許可： このオプションを選択すると、 N連符に通常の連符の倍の長さの音価が含ま
れます。

Â 半分の音価を許可： このオプションを選択すると、N連符に通常の連符の半分の長さの音価が
含まれます。

∏ ヒント：上記のパラメータを変更すると、連符の表示に反映されます。

2 「連符」ウインドウで必要な設定を行います。

上の例では、通常の8分音符が4つ入るところに8分音符の 5連符が表示されます。

3 「OK」をクリックします。

スコアでは、上記の設定が以下のように反映されます：
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マウスでN連符を挿入するには：
1 最初の音符を希望の位置に挿入します。 

2



N連符の記号をその音符にドラッグします。

Optionキーを押しながらN連符の記号を挿入すると、ダイアログボックスは表示されず、最後
に使ったN連符の設定が適用されます。

3



N連符ウインドウで必要な設定を行います。

画面には一連の休符が表示され、その数はN連符の値に対応します。この休符の位置に、ほかの
音符を挿入することもできます。必要なN連符の長さにほぼ一致する音価を選択するだけです。

レガートを効かせてこれらの音符を再生する際に、音符が長すぎたり短すぎたりする場合は、
MIDIの長さを変更する必要があります。この操作をすばやく行うには、すべての音符を選択し、
「機能」＞「ノートイベント」＞「ノートをレガートに（選択したもの／すべて）」と選択します。

または、対応するキーコマンドを使います。

上記の方法を使って、休符またはシンコペーションの付いた音価（2倍の長さ）を含むN連符を
作成することもできます。

∏ ヒント：N連符の先頭を休符にする場合は、まずパーツボックスで選択した休符を挿入し、その
休符にN連符をドラッグする必要があります。すでにスコア上にある休符を自動的にN連符の
開始位置として指定することはできません。

連符を編集するには：
m


N連符の数をダブルクリックし、「連符」ウインドウで必要な設定を選択します。

連符を削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールで連符の数字部分をクリックします。

m



N連符の数をダブルクリックし、「連符」ウインドウで「削除」ボタンをクリックします。

見せかけのN連符を使って表示クオンタイズを回避する
表示クオンタイズを回避する方法として、一般的ではありませんが、見せかけのN連符を使うや
りかたがあります。

たとえば、ほとんど8分音符以上の長さの音符で構成されている MIDI リージョンに、1個所だ
け 32 分音符の連なりが出てくる場合、表示クオンタイズ（「クオンタイズ」）を「1/8」に設定
し、N連符オブジェクトをドラッグして32 分音符の連なりの先頭の音符の上に置くことができ
ます。

表示されるダイアログボックスで、「8:8/32」を設定し、「かっこを隠す」と「数字を隠す」を選
択します。画面には「(8)」が表示されますが、印刷はされません。

これは連符の本来の使いかたではありませんが、長めの表示クオンタイズ値（この例では8分音
符）を設定しているMIDIリージョンで、ごく一部だけこの設定を無視して短い音符の連なり（こ
の例では32分音符）を挿入したい場合には便利な方法です。



第33章    楽譜を使って作業する 703



装飾音符とインディペンデント音符を作成する
インディペンデント音符とは、小節内の拍子や表示位置の自動計算からは除外されるものの、
MIDIでは再生される音符のことです。これには次の2種類があります：

Â インディペンデント： タイで結ばれていない単独の単純音符または付点音符で表示できる範
囲で、MIDI ノートの長さ通りに表示されます。挿入後は、音符属性機能（735ページの「音
符属性を使って個々の音符を変更する」を参照）を使って、符尾の向きや異名同音の扱い、臨

時記号との距離、符頭などを変更できます。

Â 装飾音符： 通常、タイで結ばれ、符尾に斜線の付いた小さな8分音符で表示されます。タイの
向き、符尾の向き、異名同音の扱い、臨時記号との距離、符頭などを変更できます。

どちらの場合も、単独の音符として表され、ほかの音符と連桁でつなぐことはできません。

普通の音符をインディペンデント音符に、インディペンデント音符を普通の音符に変換するに
は：

m 変換する音符を選択し、「属性」＞「インディペンデント」＞「インディペンデント」または「装

飾音符」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

インディペンデント音符を普通の音符に戻す場合は、「属性」＞「インディペンデント」＞「イ

ンディペンデント解除」と選択します。

インディペンデント音符を直接挿入するには：
m


Optionキーを押しながら、パーツボックスから音符を挿入位置へドラッグします。

ただし、装飾音符はこの方法では作成できません。普通の音符またはインディペンデント音符か
ら変換する必要があります。

装飾音符を挿入する場合、タイで結ぶ次の音符との間隔を調整しなければならないことが多くな

ります。最も簡単なのは、レイアウトツール（696ページの「レイアウトツールを使う」を参照）
に切り替えて、装飾音符から音符の本体を離す方法です。

∏ ヒント：装飾音符を連桁でつなげる場合は、多声部の譜表スタイル（747ページの「譜表スタ
イルに譜表を追加する」を参照）を使うと、2つ目の声部に休符が表示されないようにできま
す。2つ目の声部に装飾音符を作成し、サイズ変更ツールで小さくします。

インディペンデント装飾音符インディペンデント音符
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休符を作成して挿入する
場合によっては、手動で休符を挿入したくなる状況があります。自動休符表示機能を使いたくな

い場合は、手動で休符（「ユーザ休符」とも言います）を挿入できます。たとえば、付点休符を

使いたくない場合や、「シンコペーション」（733ページの「シンコペーション」を参照）の選択
を解除しているものの、特定の個所だけシンコペーションを意識した記譜をしたい場合にも適用

できます。

リズム計算上、「シンコペーション」パラメータを選択し、「解釈」パラメータ（732ページの
「解釈」を参照）を選択解除したユーザ休符は、音符と同じように働きます。ユーザ休符の解釈

には、音符と同じように、表示クオンタイズ（730ページの「クオンタイズ」を参照）の設定が
反映されます。

ユーザ休符のプロパティ
Â ユーザ休符は自動休符の代わりになりますが、自動休符とは異なり、イベントとしてイベント
リストにリストされます。これらのイベントには、MIDI チャンネルとベロシティ値が設定さ
れます。ベロシティ値で、譜表内の縦位置を指定します（「 64」のベロシティ値で通常の譜表
中央の位置になります）。

Â ユーザ休符は譜表内で上下に動かすことができますが、自動休符を動かすことはできません。

Â ユーザ休符はサイズ変更ツールで大きさを調整できますが、自動休符の大きさを変更すること

はできません。

大休符を使う
複数の小節にわたる大休符は、次の2種類の記号（現代式と教会式）で表すことができます。

大休符は、楽器のパート譜に適しています。

参考：複数のリージョン（譜表）を含む総譜では、すべての譜表の同じ位置に大休符が置かれて
いる場合に表示できます。

現代式または教会式の大休符を挿入するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 休符のパーツボックスで休符を選択し、鉛筆ツールで挿入位置をクリックします。

m パーツボックスから休符を挿入位置までドラッグします。

古い教会式の大休符の長さは、デフォルトで2小節の長さの値になります。

現代式の大休符のデフォルトの長さは「自動」（イベントリストで「0」の値）です。休符の長さ
は、後続の音符やユーザ休符、または繰り返し記号や複縦線などの一般記号の位置を考慮して自

動的に計算されます。

教会式休符現代式休符
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休符の種類と長さを変更するには：
m ポインタツールでスコア上の休符記号をダブルクリックします。

開いたダイアログボックスで、大休符の形状（現代式または教会式）を選択し、自動長さ調節機

能を有効または無効にします。「小節」フィールドで休符の長さを設定するには、「自動的に長さ

を調整」の選択が解除されている必要があります。

参考：教会式の大休符の長さは最大9小節です。この長さを超えると、自動的に現代式の大休符
に置き換わります。

大休符はマウスでは移動できません。ただし、イベントリストまたはイベントフロートウインド

ウで、大休符の小節内の位置を変更できます。また、これらのウインドウの「VAL」カラムに表
示されている休符の長さを変更することもできます。

ビートスラッシュを使う
自動休符の代わりに、ビートスラッシュを手動で挿入できます。パーツボックスには、シングル

スラッシュとダブルスラッシュ（「休止」を示すのによく使われる）があります。

スラッシュは、譜表の上部に自由に配置できます。

音部記号を編集する
パーツボックスにある音部記号は一般に、曲の途中で部分的に音部記号を変更するために使いま

す。挿入した位置以降のスコアの表示が変わります（小節の途中で変更される場合もあります）。

参考：リージョン全体の音部記号を変えたい場合は、適切な譜表スタイルを選択します（741ペー
ジの「譜表スタイルを設定する」を参照）。

ハ音記号には5種類の高さ（バリトン、テノール、アルト、メゾソプラノ、ソプラノ）があるの
で、ヘルプタグで確認しながら挿入してください。

音部記号の下の4つの記号は、演奏時の実際の音の高さを示します：つまり、音部記号を付けた
部分は、1オクターブまたは2オクターブ高く（または低く）演奏されます。記号を挿入した後、
線の右端をつかんで左右にドラッグし、その範囲を調整できます。
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既存の音部記号を変更するには：
1 音部記号をダブルクリックします。

2 次のような選択ダイアログボックスから音部記号を選択します。

参考：リージョンの先頭の音部記号も同じ方法で変更できますが、これは譜表スタイルそのもの
を変更することになるので、同じ譜表スタイルを適用しているほかのリージョンに影響します。

音部記号のサイズを変更するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「音部記号と調号／拍子記号」のプロジェクト設定を開きます：

Â「レイアウト」＞「音部記号と調号／拍子記号」と選択します（または、「設定：音部記号と調

号／拍子記号」キーコマンドを使います）。

Â「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、対応するキーコマン

ドを使って）、「音部記号と調号／拍子記号」タブをクリックします。

Â ツールバーの「設定」ボタンをクリックして、メニューから「スコア」を選択して「音部記号

と調号／拍子記号」タブをクリックします。

2 「変更時に音部記号を小さくする」メニューで値を設定します。

譜表の各段の先頭以外にある音部記号はすべて、この設定に従って縮小されます。譜表の途中で

譜表スタイルを変更したために追加された音部記号でも、パーツボックスから挿入した音部記号

でも同じです。
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スラーとクレッシェンドを編集する
スラーオブジェクトとクレッシェンドオブジェクトは、その性質上、パーツボックスのほかの記

号とは異なる方法で編集します。

キーコマンドを使ったスラーとクレッシェンドの入力
以下のキーコマンドを使うと、スラー、クレッシェンド、ディクレッシェンド記号を簡単に追加

できます：

Â 挿入：スラー（上）

Â 挿入：スラー（下）

Â 挿入：クレッシェンド

Â 挿入：ディクレッシェンド

音符を選択して上記のキーコマンドを実行すると、音符の上または下に記号が追加されます。最

初に選択した音符でスラー、クレッシェンド、またはディクレッシェンドの開始位置が決まり、

最後に選択した音符で終了位置が確定し、全体の長さが決まります。記号の形や上下方向の位置

は、直近に編集した同種の記号に従います。

位置を変更する
どのオブジェクトも、左端をマウスでつかんでドラッグすると位置を調整できます。ただし、こ

のグループの後半6つのオブジェクトは、四方の隅（ハンドル）をそれぞれつかんでドラッグで
きます。

記号の長さを変更する
これらのオブジェクトはどれも、段の折り返しやページをまたいで（複数の小節にわたって）延

長することが可能です。

Â たとえば、リニア表示の表示範囲外にまでスラーを延長したい場合は、右端をつかんでドラッ

グし、スコアエディタの右端付近まで持っていくと、自動的に画面がスクロールします。ス

ラーの終了位置にしたい位置に来たら、マウスを少し左に動かすと、スクロールが止まりま

す。ここが、スラーの終了位置です。この操作では、途中でマウスボタンを放さないでください。

Â ページビューでは、オブジェクトの右端をつかんで下の段の譜表にまでドラッグするだけで

す。段をまたがるスラーが作成されます。このグループのほかのオブジェクトについても、操

作は同じです。

Â イベントリストやイベントフロートウインドウで、長さの値を編集する方法もあります。値を
変えると、終了位置が横に動きます。矢印など傾斜のあるオブジェクトは、長さに応じてその

角度が変わります。

Â



MIDIリージョンの終了点を越えて延ばすこともできます。たとえばクレッシェンドオブジェク
トの右端を、同じトラック上の次のMIDIリージョン位置までドラッグすることも可能です。
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一部の記号に固有の属性
Â クレッシェンド： 左側のハンドルで全体の位置、右上のハンドルで長さと開きの角度、右下の
ハンドルで長さと全体の傾斜を調整します。

Â ディクレッシェンド： 左上のハンドルで小節内の位置と開きの角度、左下のハンドルで小節内
の位置と全体の傾斜、右側のハンドルで上下の位置と長さを調整します。

Â 直線と矢印： 始点のハンドルをドラッグすると、全体の位置を動かすことができます。終点の
ハンドルで長さと傾斜を変更できます。パーツボックスにある3つの直線のうち、斜めの直線
は角度を自由に調整できます。水平線と垂直線は、角度を変えることができません。

Â スラー： スラーには5つの編集ポイントがあり、これらを操作して形状を調整します。パーツ
ボックスにある4つのスラーのうち後半2つは、ピアノなどの大譜表で、複数の譜表にまたが
るスラーを想定したものです。

参考：スラーとタイは別の記号です（699ページの「音符をタイで結ぶ」を参照）。タイは手
動で挿入するのではなく、MIDIノートの長さに応じて自動的に表示されます。
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繰り返し記号と小節線を編集する
繰り返し記号と小節線は、マウスでは移動できません。「アレンジ」ウインドウでは、拍子記号

と調号に従ってこれらの記号をある程度まで移動できます。

「アレンジ」ウインドウでリージョンを選択した場合、リージョンの終了位置（終了位置）を変

更すると、スコア内の既存の折り返し記号と小節線が影響を受けます。「アレンジ」ウインドウ

のグローバルトラックで、調号や拍子記号を挿入、削除、移動すると、スコア上のこれらの要素

に影響します。

繰り返し記号と小節線を削除するには：
m 消しゴムツールでクリックします。

非表示の小節線
点線の小節線は印刷されません。非表示の拍子記号と合わせて調整することで、一定のリズムを

刻まない小節およびパッセージを作成できます。非表示の小節線の使いかたとしてはもう 1 つ、
スコアのすべての譜表に対し、小節の途中で1つの音符を強制的に2つの音符に分けてタイで結
ぶ方法があります。

自動表示されている小節線をすべて非表示にするには：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」＞「音部記号と調号／拍子記号」と選択し、

「音部記号と調号／拍子記号」タブの「小節線を隠す」チェックボックスを選択します。

非表示になるのは、自動で置かれた小節線だけです。手動で挿入した小節線や複縦線などは、環

境設定の設定に関係なく表示され、印刷されます。

1番括弧と2番括弧
繰り返し括弧を挿入すると、テキスト入力モードが自動的に有効になります。デフォルトの番号

は「1.」と「 2.」です。デフォルトの番号でよければ、Enterキーを押して確定します。デフォル
トでは不適切な場合は、括弧内に自由にテキストを入力できます。デフォルトで、「 2.」の括弧
は、「 1.」の括弧ような縦の終止線がなく開いたままになります。

テキストを変更し、2番括弧を小節線で終止させることもできます。フォント、テキストの大き
さ、およびこれらの数字またはテキスト要素のスタイルは、「テキストスタイル」ウインドウで

設定します（715ページの「テキストスタイルを操作する」を参照）。番号をダブルクリックする
とテキスト入力モードになり、カーソルを置いた個所が点滅し、番号を編集できるようになり

ます。

1番括弧と2番括弧は、左上の角をドラッグして移動できます。右端をドラッグすると、長さが
変わります。繰り返し括弧を選択していれば、Deleteキーで削除できます。

1番括弧と2番括弧は、小節線がすぐ上の譜表と接続されていない譜表でのみ表示されます。

「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」＞「グローバル」と選択し、プロジェクト全

体に対して「繰り返し記号を切り替える」オプションを選択にすると、実際の楽譜スタイルの繰

り返し記号の表示が有効になります。
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小節繰り返し記号
1つまたは2つの小節繰り返し記号は、対応する小節のすべての音符と休符を置き換えます。そ
れ以外の記号は表示されたままです。MIDI リージョンの再生には影響しないため、非表示の音
符もそのまま再生できます。これらの記号を移動できるのは、イベントリストまたはイベントフ

ロートウインドウの場合のみです。

二重繰り返し記号
二重繰り返し記号は、段の折り返し位置に来ない限り、通常の形で表示されます。段の折り返し

位置に来た場合は、自動的に2つの返し記号が反対向き背中合わせになった形で表示されます。

テキストを操作する
曲を譜面に表すときに、演奏の指示やコード記譜の表示といったさまざな目的でテキストを使う

ことができます。パーツボックスの各テキストオブジェクトには、それぞれ固有の用途がありま
す：

Â 標準テキストオブジェクト： 標準のテキストを追加します。カーソルの移動やテキスト部分の
削除などの基本機能は、通常のワードプロセッサと同じです。

Â 歌詞オブジェクト： 歌詞を簡単に追加できます。音符から音符へ自動的にカーソル位置が移動
します。

Â コードオブジェクト： コードの追加に使います。

Â 自動テキストオブジェクト： 自動更新されるテキストの表示に使います。次の4つの自動テキ
ストオブジェクトがあります： 

Â リージョン： このオブジェクトを譜表にドラッグすると、リージョン名が自動的に表示され
ます。

Â 音源： このオブジェクトを譜表にドラッグすると、音源名が自動的に表示されます。

Â ソング： このオブジェクトを譜表にドラッグすると、プロジェクト名が自動的に表示され
ます。

Â 日付： このオブジェクトを譜表にドラッグすると、現在の日付が自動的に表示されます。
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テキストを挿入する
ほかのスコア記号と同じように、パーツボックスからテキストオブジェトをドラックすること

で、テキストをスコアに追加できます。また、テキストツールを使って、挿入テキストを入力す

ることもできます。

スコアにテキストを挿入するには：
1 パーツボックスで、テキストオブジェクトを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â テキストオブジェクトを挿入位置にドラッグします。

Â テキストツールを選択して（または、「テキストツール設定」キーコマンドを使って）、挿入位

置をクリックします。

挿入位置で、テキストカーソルが点滅します（自動テキストオブジェクトを選択すると、対応す
るテキストが自動的に挿入されます）。 

3 コンピュータのキーボードを使ってテキストを入力します。

テキスト入力モード（テキストカーソルが点滅）の場合は、テキストフィールド内の任意の場所

をクリックできます。テキストフィールドでマウスをドラッグしてテキストの一部を選択し、通

常の「カット」、「コピー」、または「ペースト」コマンドを使うことができます。Enterキーを押
すか、テキストフィールドの外の領域をクリックするとテキスト入力モードが終了します。
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各テキストオブジェクト（ヘッダのテキスト、ページの余白内や余白の外側にある場合を除く）

は、それぞれのMIDI リージョンのメタイベントとして、小節内の特定の位置で保存されます。
テキストオブジェクトの挿入時に、ヘルプタグでこの位置を確認できます。また、テキストイベ

ントは、イベントリストにも表示され、位置の変更はできますが、テキスト自体を編集すること

はできません。

∏ ヒント：テキストを一度に複数の譜表に挿入できます。この機能は、「accelerandoalfine」と
いうテキストをすべての音源に挿入する場合などに便利です。複数の譜表にまとめてテキスト

を挿入する方法は、ほかのオブジェクトの場合と同様です（ 676ページの「複数のリージョン
へのオブジェクトの同時挿入」を参照）。

テキストを編集する
通常、ほかのオブジェクトと同じように、テキストオブジェクトを編集できます（690ページの
「音符と記号を編集する：基本操作」を参照）。テキストオブジェクトを選択すると、イベントパ

ラメータボックスでそのオブジェクトのパラメータを設定できるようになります。テキスト自体

を編集する場合は、テキストをテキストツールでクリックするか、ポインタツールでダブルク

リックします。点滅するテキストカーソルが表示されます。

選択したテキストのフォントおよび文字書式を設定するには：
m 「テキスト」＞「フォント」と選択し、「フォント」ウインドウで必要な設定を行います。

スコア・テキスト・イベント
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特殊なテキストオブジェクトのパラメータを設定する
イベントパラメータボックスの以下のオプションを使って、選択したテキストオブジェクトのパ

ラメータを設定できます：

譜表
複数の譜表スタイルに適用します。テキストオブジェクトを割り当てる譜表を指定します。「縦

位置」パラメータは、テキストオブジェクトと譜表の一番上の譜線（第5線）からの距離を示し
ます。「横位置」は、見た目のテキストオブジェクトの小節内の実際の位置からのずれを示しま
す（「配置」パラメータとも関係します）。

歌詞
テキストオブジェクトを歌詞イベント（歌のテキスト）として定義します。小節内で音符と同じ

位置（音符の上または下）に歌詞イベントがある場合、歌のテキストが収まるように、前後の音

符や休符との間隔は自動的に広げられます。

参考：自動テキストオブジェクトの場合、このチェックボックスは無効です。

スタイル
選択したテキストオブジェクトのテキストスタイルを設定します。

配置
テキストオブジェクトの水平方向の配置を指定します。最初の3つは小節内の位置を設定し、後
の5つはページ内の位置を設定します。

楽譜記号用フォントを使う
楽譜記号用フォントに普通の文字は含まれません。楽譜記号（特殊なパーカッション記号など）

のみが含まれます。楽譜記号用フォントに設定されているテキストオブジェクトを使って、スコ

ア内で自由に楽譜記号を作成し、配置できます。
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テキストスタイルについて
テキスト要素は、「テキストスタイル」と呼ばれるユーザ定義のフォーマット設定を参照します。

テキストスタイルには、フォント、大きさ、スタイルなど、すべてのテキスト属性が用意されて

いるため、新しいテキストオブジェクトを挿入するたびに手動でスタイル設定を行う必要があり

ません。

「テキストスタイル」ウインドウについて
プロジェクトで使われているテキストスタイルは、すべて「テキストスタイル」ウインドウに表

示されます。このウインドウで、既存のテキストスタイルを編集したり、新しいテキストスタイ

ルを作成できます。

「テキストスタイル」ウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m スコアエディタで、「テキスト」＞「テキストスタイル」と選択します。

最初の20 行には、プロジェクトごとに設定されているデフォルトのテキストスタイル（必要に
応じて編集可能）が含まれています。その下には、ユーザ定義のテキストスタイルが表示されま

す。ユーザ定義のテキストスタイルは、プロジェクトファイルに保存されるので、プロジェクト

ごとにスタイルを変えることができます。

各行には、テキストスタイルと名前と表示例が表示されます。「例」行をダブルクリックすると

「フォント」ウインドウが表示され、デフォルトとユーザ定義の両方のテキストスタイルを編集

できます。システムにインストールされているすべてのフォントを使用できます。

デフォルトのテキストスタイルについて
デフォルトのテキストスタイルは特定のテキスト要素で設定されており、挿入時に自動的に割り

当てられます。

Â 標準テキスト： 標準的なテキストのデフォルトの設定です。

Â「ページ番号」、「小節番号」、「音源名」： ページ番号および自動採番の小節番号、楽器名または
音源名の表示を行うテキストスタイルです。これらの機能については、「番号と名前」のセク

ションで詳しく説明します（781ページの「番号と名前」を参照）。これらのスタイルは、「ス
コア」プロジェクト設定ウインドウの「番号と名前」タブで編集できます。どちらか一方のウ

インドウの設定を変更すると、自動的にもう片方のウインドウの設定も更新され、プロジェク

ト全体に影響します。

Â 連符： 3連符やその他の連符に使います。
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Â 繰り返し記号： 繰り返し括弧のテキストスタイルです（通常は番号ですが、普通の文字も入力
できます）。

Â「コードネーム：ルート」、「コードネーム」： コード記号の表示に使います。ルートはコード記
号のルート音と特殊なベース音（オプション）を表し、コードネームはそれ以外の要素を表し

ます。

Â マルチ休符： 複数の休符の上に示す番号を表します。

Â タブ譜： ギタータブ譜に表示されるフレット番号を示します（784ページの「ギタータブ譜」
を参照）。

Â テンポ記号： 拍子記号の拍数を表します（688ページの「テンポ記号とスウィング記号」を参
照）。

Â オクターブ記号： オクターブ記号を表します（790ページの「「オクターブ記号」のパラメー
タ」を参照）。

テキストスタイルを操作する
このセクションでは、テキストスタイルの作成、編集、および割り当て方法について説明します。

新しいテキストスタイルを作成するには：
m 「テキストスタイル」ウインドウで、「新規」＞「新規テキストスタイル」と選択します。

テキストスタイルのエントリーの一番下に新しい行が追加され、ここに新しいテキストスタイル

の属性を定義できます。テキストスタイルの名前をダブルクリックすると、テキスト入力フィー

ルドが表示されます、ここで新しいスタイル名を作成できます。

テキストオブジェクトにテキストスタイルを割り当てるには： 
1 テキストオブジェクトを選択します。

2 イベントパラメータボックスの「スタイル」ポップアップメニューから、割り当てるテキストス

タイルを選択します。

ほかのプロジェクトのテキストスタイルを読み込む
ほかのプロジェクトで作成したテキストスタイルを現在のプロジェクトに追加できます。

ほかのプロジェクトのテキストスタイルを読み込むには：
1 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「設定を読み込む」と選択します。

2 「設定を読み込む」の一番下にある「テキストスタイル」チェックボックスを選択します。必要
のないほかのスタイル設定の選択はすべて解除します。

3 読み込むテキストスタイルが設定されているプロジェクトを参照します。 

4 「開く」をクリックすると、選択したプロジェクトのすべてのテキストスタイルが現在のプロジェ
クトに追加されます。
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グローバルテキストを操作する
グローバル・テキスト・オブジェクトは、1回で挿入しただけで、プロジェクトのすべてのスコ
アセット（スコア、パート譜など）に反映されます。

スコアセットは、スコア表示に含める音源トラックを指定します。各プロジェクトには、必要な

数だけスコアセットを含めることができます。スコアセットの詳細については、762ページの
「スコアセットを使ってスコアとパート譜を作成する」を参照してください。

通常のテキストオブジェクトとは異なり、グローバルテキストの位置は小節内の位置には関わり

なく、ページの画像の位置として定義されます。このような動作であるため、グローバルテキス

トの挿入と表示ができるのは、ページビューの場合のみとなっています。グローバル・テキス

ト・オブジェクトの典型的な例は、ページのヘッダに表示される曲名です。

グローバルテキストを作成するには：
m ページ内の以下のいずれかの領域にテキストを挿入します：

Â ヘッダ部分（「レイアウト」＞「グローバルフォーマット」と選択）。

Â ページ余白の境界線の外側、または境界線上。

これらのいずれかの領域に挿入すると、テキストオブジェクトは自動的にグローバルテキストと

されます。

グローバルテキストの位置を調整する
いったんページ余白領域のいずれかに挿入すれば、ページ内の任意の場所にグローバルテキスト

を移動できます。ポインタツールでグローバル・テキスト・オブジェクトを移動できるのは、上

下の方向だけです。Option キーを押しながら操作すると、グローバルテキストを横に移動でき
ます。
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グローバルテキストのパラメータ
グローバル・テキスト・オブジェクトを選択すると、イベントパラメータボックスに以下のパラ

メータが追加されます：

ページ
グローバル・テキスト・オブジェクトを表示するページを設定します。次のオプションから選択

できます：

Â 1： 最初のページのみにテキストを表示します。

Â 2： 最初のページを除くすべてのページにテキストを表示します。

Â 奇数： 奇数ページ番号のすべてのページにテキストを表示します。

Â 偶数： 偶数ページ番号のすべてのページにテキストを表示します。

Â すべて： すべてのページにテキストを表示します。

ゾーン
テキストが所属する（関連付けられている）余白領域です：「トップ」、「ヘッダ」、「サイド」、

「フッタ」から選択できます。

配置
小節内の位置に関連する配置はポップアップメニューに表示されますが、ここでは選択できま

せん。

自動テキストオブジェクトを操作する
パーツボックスのテキストグループには、挿入時に自動的に名前が表示される4つのオブジェク
トがあります：

Â REG（リージョン／フォルダ）： 現在の表示レベルの名前を表示します。 MIDIリージョン、フォ
ルダ、（最も高いレベルの）プロジェクトファイルの名前などです。

Â INSTR（音源）： 現在表示されている音源またはスコアセットの名前を表示します（762ペー
ジの「スコアセットを使ってスコアとパート譜を作成する」を参照）。

Â SONG： プロジェクトファイルの名前を表示します。

Â DATE： 印刷時点の日付を表示します。
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これらの自動テキストオブジェクトは、グローバルテキスト（余白領域）としても、譜表または

リージョンのいずれかの小節内の位置に関係するテキストオブジェクトとしても入力できます。

例を挙げます：たとえば、INSTRオブジェクトをグローバルオブジェクトとして入力し、すべて
のページに現在のスコアセットの名前を表示させることができます。これらのオブジェクトの表

示と正確な位置はイベントパラメータボックスで設定できます。

歌詞を作成する
パーツボックスのテキストグループには、ノートイベントの位置にそろえて歌詞を作成できる

「LYRIC」という名前のオブジェクトが含まれています。「 LYRIC」オブジェクトを使ってテキスト
を入力する際、Tabキーを押すとテキストカーソルが次の MIDIノートの先頭に移動します。

歌詞を作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â 歌詞オブジェクトを旋律の最初の音符の下へドラッグします。

Â パーツボックスで歌詞オブジェクトを選択し、テキストツールで最初のノートの位置をクリッ

クします。

参考：ヘルプタグを確認しながら、表示クオンタイズを考慮して、歌詞に対応する音符と同じ小
節内の位置になるように歌詞オブジェクトを配置します。

2 最初の音符位置でテキストを入力し、Enterキーではなく、Tabキーを押します。テキストカーソ
ルが自動的に次のMIDIノートの先頭に移動します。

MIDIノートがタイで結ばれた複数の音符（画像）として表示されている場合は、Shiftキーを押
しながらTabキーを押すと、次のノートの画像にカーソルが移動します。これにより、1つの長
い音符の下に複数の音節の歌詞を書き込むことができます。この方法を使って、一度にすべての

歌詞を入力できますが、各シラブルはそれぞれ独立した歌詞オブジェクトとして保存されます。

普通のテキストを編集するのと同じように歌詞を編集できます。イベントパラメータボックスに

表示されるパラメータも同じものです（「歌詞」チェックボックスを選択した場合）。

普通のテキストオブジェクトと違う点は、歌詞オブジェクトのカーソルの移動が音符を基準にし

ていることを除けば、歌詞の文字列の長さと音符の間隔が連動していることだけです。音符の間

隔は、歌詞のテキストが重ならず、見やすくなるように調整されます。テキスト（またはテキス

トスタイル）を後で変更すると、音符の間隔も再計算されます。

普通のテキストオブジェクトを歌詞オブジェクトに変換するには：
m テキストを選択し、イベントパラメータボックスの「歌詞」チェックボックスを選択します。
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すべての単語とシラブルを同じ高さにそろえる
歌詞を細切れに入力すると、歌詞オブジェクトは同じ高さにそろいません。

すべての歌詞オブジェクトをすばやくそろえるには： 
1 任意の歌詞オブジェクトを1つまたは複数選択します。

2 「編集」＞「似たオブジェクトを選択」と選択すると、すべての歌詞オブジェクトが選択されます。

3 「オブジェクトの位置を縦に揃える」キーコマンドを使います。

参考：複数行に分けて歌詞の1番、2番を並べる場合には、この方法は適していません。この方
法で処理すると、すべての歌詞が同じ高さにそろえられてしまうからです。

歌詞を上下に並べて挿入する
1つの曲に対して歌詞の1番、2番を上下に並べて挿入するという形で、同じ音符に複数の歌詞
オブジェクトを割り当てることができます。

同じ音符に複数の歌詞オブジェクトを割り当てるには：
1 最初の歌詞オブジェクトを対応する音符の位置にドラッグし、 1番の歌詞を入力します。

2



2番目の歌詞オブジェクトを同じ音符の位置にドラッグし、2番の歌詞を入力します。

最初の歌詞の入力モードのままにしていると、 2番の歌詞のすべての歌詞オブジェクトは、最初
のオブジェクト（この場合は、2番の歌詞の最初の歌詞）と同じ高さになります。

単一MIDIリージョン表示モードで作業する
総譜表示の場合（選択した譜表が青い譜線で表示されている場合）は、歌詞オブジェクトを正し

いMIDIリージョンに割り当てる必要があります。特に複数行の歌詞を挿入する場合、通常はリニ
ア表示で、単一MIDIリージョン表示モードにして作業することをお勧めします。リニア表示にす
ると、歌詞オブジェクトをラバーバンドで複数選択し、移動したりすることが可能になります。

コード記号を作成する
コード記号は、コードの入力を簡単にできるようにするためのテキストオブジェクトです。

「LogicPro」には、コード記号を表示するためのテキスト属性と、専用の編集ツールが用意され
ています。

コード記号を作成するには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â パーツボックスのコード記号をスコアにドラッグします。

Â パーツボックスでコード記号を選択し、テキストツールで挿入位置をクリックします。

Â パーツボックスで任意のテキストシンボルを選択し、Option キーを押しながらテキストツー
ルで挿入位置をクリックします。
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参考：小節内の正しい位置にコード記号を配置してください。ヘルプタグを確認しながら、コー
ドオブジェクトを配置します。

2 コードのテキストを入力します。

コード記号は、ルート音、ベース音、および2行の拡張部分で構成されています。スコアエディ
タでコードのテキストを入力すると、挿入したテキストの体裁を調整できます：

Â まずルート音を入力し、拡張部分を入力します。次に、スラッシュを入力して、追加のベース

音（オプション）を入力します。

Â 数字を入力すると、それ以降の文字列全体が、拡張部分の上の行に置かれます。たとえば「G7
（b9/b13）」と書くと、「7（b9/b13）」全体が上の行に置かれ、下の行は空になります。

Â たとえば「FMAJ7/9」のように数字の前に文字を書くと、「LogicPro」は、文字の部分は下の
行に、最初の数字より後の部分を上の行に置きます。

Â テキスト内にカンマを挿入すると、カンマより前の部分が下の行、後の部分が上の行に自動的

に配置されます。挿入できるカンマは1つだけです。拡張部分とルート音との間を空けるため
に、空白を挿入することもできます。

コード記号を編集するには、以下のいずれかの操作を行います：
m ルート音をダブルクリックし、「コードシンボル」ウインドウでコード記号を編集します。

ルート音、追加のベース音、および2つの拡張部分にそれぞれ対応する4つの入力フィールドが
あり、2つの拡張部分のフィールドは前者のそれぞれのフィールドの上に配置されています。
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m 拡張部分のいずれかをダブルクリックします。

テキストカーソルが拡張部分の行に表示されるので、普通のテキストと同じように編集できます。

コード記号の体裁は、「テキストスタイル」ウインドウで編集できます（715ページの「テキスト
スタイルを操作する」を参照）。この場合、コードのルート音および拡張に割り当てられている

テキストスタイルを変更します。

コード記号の体裁を変更するには：
1 スコアエディタで、「テキスト」＞「テキストスタイル」と選択して、「テキストスタイル」ウイ

ンドウを開きます。

2 「コードネーム：ルート」および「コードネーム」のテキストスタイルを編集して、それぞれコー
ドのルート音と拡張部分のテキストの体裁を変更できます。

複数のコード記号を挿入する
1つの譜表に複数のコード記号を挿入する場合、歌詞の入力と同じように、効率的に入力できま
す。最初のコードのテキストを入力したら、Enter キーではなく、Tabキーを押します。テキス
トカーソルが自動的に、表示されている次の音符または休符の位置に移動します。コードを入力

してこの操作を繰り返すか、またはTabキーを複数回押して、次のコード記号を入力する位置へ
テキストカーソルを移動します。

∏ ヒント：音符が密集した個所に、小節単位でコード記号を挿入する場合は、空のMIDIリージョ
ンを作成してそこにコードを入力するほうが効率的です（空のMIDIリージョンでTabキーを
押すと、カーソルが次の小節に移動します）。コードを入力した後で、アレンジ領域でその
MIDIリージョンを元のMIDIリージョンと結合するか、コード記号をまとめてコピーしてペー
ストします。

コード記号の異名同音を変換する
コード記号のルート音を異名同音に変換にできます。追加のベース音だけは、「コードシンボル」
ウインドウで直接編集する必要があります。コードを異名同音変換すると、コードの文字は変わ

りますが、コードノートのピッチは変わりません。例を挙げます：たとえば、「 Gb7」を異名同
音変換すると「F#7」になります。

コード記号のルート音を異名同音に変換するには：
1 コードを選択します。

2 以下のいずれかの操作を行います：
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Â「属性」＞「臨時記号」＞「異名同音：#」と選択します（または、「異名同音：#」キーコマン
ドを使います。デフォルトはShift＋ Hキーです）。

Â「属性」＞「臨時記号」＞「異名同音：b」と選択します（または、「異名同音：b」キーコマ
ンドを使います。デフォルトはShift＋Bキーです）。

コードシンボルのトランスポーズ
トランスポーズしている譜表スタイルにコードシンボルを挿入すると、音符と同じように、自動

的にトランスポーズされます。このほかに、リージョンパラメータボックスの「トランスポーズ」

パラメータ（再生時のトランスポーズ）を変更すると、MIDI リージョン内のすべてのコードシ
ンボルに反映されます。

ドイツ式コードシンボル：「B」の代わりに「H」
「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブの「コードシンボルの言語」メニューで、ド

イツ式コードシンボルの設定を選択すると、コードシンボル内の音符「B」が、ドイツ名の「H」
で表示されます。英語式の「Bフラット」は、ドイツ式のコードシンボルで表示すると、「 B」ま
たは「Bb」となります。

参考：コードシンボルの入力時に「H」の文字を使うと、自動的に「ドイツ（H、 B、F#）」の設
定が有効になります。

コードシンボルの画面上の位置
コードシンボルは、MIDI リージョンの小節内の特定の位置（通常は、その位置には音符があり
ます）に格納されます。

イベントパラメータボックスの「配置」オプションで、コードシンボルの一部（ルート音の文字
の左端、中央、または右端）を小節内の位置にそろえます。新しく挿入されたコードシンボルの
設定は、必ず「def.」（デフォルト）と表示されます。このデフォルトの配置は、「スコア」プロ
ジェクト設定の「レイアウト」タブにある「コードシンボルの配置」メニューで選択した設定と

同じです。

リズムセクションのパート譜
通常、リズムセクションのパート譜は、コードシンボルとビートスラッシュで記譜されます。こ

の種のパート譜を作成する場合は、「休符」パラメータが「スラッシュ」に設定されている譜表

スタイルを選択してください。詳細については、752ページの「休符」を参照してください。
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拍子記号と調号を操作する
調号と拍子記号はプロジェクト全体に影響するイベントです。プロジェクト内のすべてのトラッ

クに影響します。調号と拍子記号は、「調号／拍子記号」トラック、調号／拍子記号リスト、ス

コアエディタで表示したり、編集したりできます。

参考：拍子記号や調号を選択、コピーできるようにするには、「調号／拍子記号」トラックを表
示する必要があります。またその際、「調号／拍子記号」トラックは保護しないでください。

「調号／拍子記号」トラックを表示するには：
m 「表示」＞「グローバルトラック」と選択します。

グローバルトラックの表示を有効にすると、「マーカー」トラック、「調号／拍子記号」トラック、

および「テンポ」トラックなどの各グローバルトラックがデフォルトで表示されるようになりま

す。「調号／拍子記号」トラックが表示されない場合は、「表示」＞「グローバルトラックを設定」

と選択して、「調号／拍子記号」チェックボックスを選択します。

調号／拍子記号リストを表示するには：
m


Shiftキーを押しながら、「調号／拍子記号」トラックをダブルクリックします。

m 「オプション」＞「調号／拍子記号変更リストエディタを開く」と選択します。

調号／拍子記号リストのリスト・スタイル・エディタに、繰り返し記号や二重小節線などのほか

のグローバルスコア記号と共に、調号と拍子記号が表示されます。

拍子記号
拍子記号によって、バールーラの小節に含まれる拍数と、アレンジ領域および各 MIDI エディタ
の編集グリッドの間隔が決まります。拍子記号は、オーディオやMIDIリージョンの再生には影
響しません。

ただし、拍子記号はスコアの表示に影響します。小節内の位置を使って、プロジェクトの特定の

部分の機能を制限している場合、選択した拍子記号と小節内の位置に依存するすべての機能

（MIDIメトロノームクリックや「トランスフォーム」ウインドウの各機能など）が影響を受けます。

調号
調号を変更すると、スコアエディタでの音符の表示が変わりますが、MIDI リージョンの再生は
影響を受けません。ただし、先頭に置かれた調号はオーディオAppleLoops の再生に影響しま
す。詳細については、621ページの「グローバルトラックとAppleLoops」を参照してください。

調号は、必要に応じていくつでも作成できます。ほかの調号によってすでにプロジェクトの調が

変更されている場合、新しく挿入された調号によって調が変えられるのは、挿入位置から次の調
号の変更位置までの範囲です。

「調号／拍子記号」トラックには、記号の候補を9個まで設定できます。
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拍子記号を作成する
プロジェクトに必要な数だけ拍子記号を作成できます。

拍子記号を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 再生ヘッドを小節に移動し、トランスポートバーで新しい拍子記号を設定します。

m スコアエディタで、パーツボックスから小節内の挿入位置へ拍子記号をドラッグします。

m 「調号／拍子記号」トラックの高さを調整して、調号と拍子記号の領域が表示されるようにしま

す。「調号／拍子記号」トラックの拍子記号領域で鉛筆ツールを使って、拍子記号を作成する小

節をクリックし、「拍子記号」ダイアログボックスで必要な設定を行います。

参考：トラックの幅が小さいときにこの作業を行うと、拍子記号の変更が作成されます。

Â「ビートグループ」入力フィールドで、複合拍子記号の拍子のグループ分けを設定します。グ

ループ分けは、数値で指定するだけです。たとえば「223」と指定すると、自動的に「 2+2+3」
のグループに分けられます。小節内の全拍数は、このフィールドの合計として自動計算されま

す。設定したグループを分母として表示するには、「複合拍子を表示」チェックボックスを選

択します。選択しない場合は、合計だけが分子として表示されます。ただし、設定に関係な

く、「ビートグループ」の設定は連桁による音符のまとめかたに影響します。また、普通の拍

子記号でも自動連桁を変更できます。4/4拍子の場合、「1+1+1+1」とすると、デフォルトの
2グループではなく、4つの連桁グループ（拍ごとに1つ）が作成されます。

Â「記号を隠す」チェックボックスを選択すると、該当する拍子記号の変更を印刷しないように

できます。調号や拍子記号は画面には表示されますが、棒線で消され、音符や記号の間隔の計

算には入れられません。したがって、画面上では調号と拍子記号が重なっても、印刷には表示

されません。この機能を使うと、通常ならば拍子記号通りに並んでいる音符よりも多くの音符

が詰め込まれたカデンツァ風のパッセージも記譜できます。

m 調号／拍子記号リストの「拍子を作成」ボタンをクリックします。
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調号を作成する
プロジェクトに必要な数だけ調号を作成できます。

調号を作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「調号／拍子記号」トラックの調号領域で鉛筆ツールを使って、調号を作成する位置をクリック

し、使用する調を「調号」ウインドウで選択します。

参考：「bb、x を使用しない」チェックボックスを選択すると、二重フラットと二重シャープが
使われないようにできます。

m スコアエディタで、譜表の音部記号と拍子記号の間をダブルクリックし、「調号」ウインドウで

キーを選択します。また、パーツボックスから調号を小節内の位置へドラッグする方法もあり

ます。

m 調号／拍子記号リストの「調号」ボタンをクリックします。

調号と拍子記号を選択する
調号と拍子記号を選択するには、調号／拍子記号リストと「調号／拍子記号」トラックで、その

調号と拍子記号をクリックします。Shift キーを押しながらクリックすると、複数の調号と拍子
記号を選択できます。

「調号／拍子記号」トラックでは、リージョンに関係する複数の調号と拍子記号を選択できます。

調号と拍子記号の変更に伴い、曲全体をコピーしたり移動したりする場合にはとても便利です。

この場合は、「編集」＞「ロケータ内を選択」と選択します。
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調号と拍子記号をコピーする
調号／拍子記号リストまたは「調号／拍子記号」トラックで、拍子記号と調号をコピーできます。

調号と拍子記号をプロジェクト間でコピーすることもできます。

後続の調号と拍子記号は、最初にコピーした調号と拍子記号からの元の距離に対応する小節内の

位置に挿入されます。

ドラッグ＆ドロップでプロジェクト内の調号と拍子記号をコピーするには：
m


Optionキーを押しながら、「調号／拍子記号」トラックの調号と拍子記号を挿入する小節内の位
置へドラッグします。

クリップボード経由でプロジェクト内の調号と拍子記号をコピーするには： 
1 調号／拍子記号エディタまたは「調号／拍子記号」トラックで、調号と拍子記号をクリックして

選択します（複数選択の場合はShiftキーを押しながら操作します）。

2 「編集」＞「コピー」と選択して（または、コマンド＋Cキーを使って）クリップボードにコピー
します。

3 以下のいずれかの操作を行います：

Â「調号／拍子記号」トラックで：再生ヘッドを挿入位置へ移動し、「編集」＞「ペースト」と選

択します（または、コマンド＋Vキーを使います）。
Â 調号／拍子記号リストで：「編集」＞「ペースト」と選択します（または、コマンド＋Vキーを
使います）。小節内の位置を指定するダイアログボックスが表示されたら、挿入位置を入力し、
Returnキーを押してダイアログボックスを閉じます。

プロジェクト間で調号と拍子記号をコピーするには： 
1 「調号／拍子記号」トラックまたは調号／拍子記号リストで、調号と拍子記号を選択します。

2 「編集」＞「コピー」と選択します（または、Control＋Cキーを押します）。

コピー元プロジェクトのすべての調号と拍子記号の変更がクリップボードにコピーされます。

3 コピー先のプロジェクトに切り替えます。

4 「調号／拍子記号」トラックまたは調号／拍子記号リストを有効にし、「編集」＞「ペースト」と
選択します（または、Control＋ Vキーを使います）。

コピーした拍子の変更がコピー先のプロジェクトにペーストされます。

参考：ペーストすると、コピーした拍子記号と調号は、プロジェクトにもともとある拍子記号と
調号に混ざってしまうので、この操作は、初期設定以外に拍子記号や調号が変更されていない空

白のプロジェクトに対して変更をコピーする場合に実行してください。
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調号と拍子記号を編集する
スコアエディタと「調号／拍子記号」トラックで、既存の調号と拍子記号をダブルクリックして、

編集できます。表示される「拍子記号」ウインドウまたは「調号」ウインドウで、必要な変更を

行います。調号と拍子記号を移動する場合は、選択してドラッグします。

小節を分割、結合して拍子記号を編集する
ハサミツールを使うと、「調号／拍子記号」トラックで小節を分割できます。たとえば、5/4 拍
子を3/4拍子と2/4拍子に分けるには、5/4小節の4番目の拍のところでカットします。

拍子記号の変更がない部分で、小節の途中で分割すると、それぞれ 2 つの短い小節になります
が、それ以降の小節の拍子記号は元のまま変わりません。

同様に、「調号／拍子記号」トラックで接着ツールを使って、2つの連続する小節を結合し、1つ
の小節にまとめることもできます。

調号と拍子記号を削除する
先頭にある調号と拍子記号を除き、プロジェクトから調号と拍子記号をすべて削除できます。

調号と拍子記号を削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m スコアエディタ、調号／拍子記号リスト、または「調号／拍子記号」トラックで調号と拍子記号

を選択して、「編集」＞「削除」と選択します（または、Deleteキーを押します）。

∏ ヒント：拍子記号イベントをすべて削除するには、拍子記号を選択して、「編集」＞「似たオブ
ジェクトを選択」と選択し、Deleteキーを押します。

m スコアエディタ、調号／拍子記号リスト、または「調号／拍子記号」トラックで、消しゴムツー

ルを使って拍子記号をクリックします。

代替の調号と拍子記号を作成して選択する
代替の調号と拍子記号とは、「調号／拍子記号」トラックのすべての調号の代用となるものです。

代替の「調号／拍子記号」トラックを作成するには：
1 「調号／拍子記号」トラックの「代替」ポップアップメニューで番号を選択します。
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「調号／拍子記号」トラックの領域が狭すぎて、「代替」メニューが表示されない場合は、下側の

枠線をドラッグします。 

2 上記で説明した方法で、調号と拍子記号を追加します。

保存操作は必要ありません。

代替の調号を切り替えるには：
m 「代替」ポップアップメニューで番号を選択します。

すべてのMIDIリージョンに影響し、変更内容がスコアが反映されます。

録音したMIDIデータから譜面を作成する
このセクションでは、スコアエディタの表示パラメータを使って演奏を正確に譜面で表す方法に

ついて説明します。

伝統的な楽譜の記譜法は、音楽の内容をおおまかに示しているにすぎません。実際の演奏は、演

奏者による音符の解釈によって大きく変わってきます。たとえば、4分音符の長さが本当にちょ
うど1拍分ということはほとんどありません。

メトロノームクリックに合わせた演奏をリアルタイム録音した MIDIリージョンのリズム解釈に
も同じ問題があります。特に、「 LogicPro」では、MIDIイベントを4分音符あたり960ティッ
クの分解能で録音しているということを考えれば、なおさらのことです。メトロノームクリック

の拍子にぴったり合わせて強拍を演奏している演奏者はいません。

スコアエディタの表示パラメータを使うと、元のMIDI リージョンの再生（および音の雰囲気）
には影響を与えずに、譜面の外観を整えることができます。リージョンごとに異なる表示設定を

利用できます。

その際、印刷した譜面の状態を考慮に入れる必要があります。完成品のイメージは、曲にふさわ

しい表示設定を決める場合に役立ちます。

適切な表示パラメータがなさそうなリージョンは、ハサミツールで分割してください。この操作

はMIDI 再生には影響しませんが、分割によってできた短いリージョンに異なる表示パラメータ
（表示クオンタイズ）を割り当てることができます。

分割されたリージョンは分かれていますが、隣接しているため、スコアでは連続した譜表として

表されます。

一般的な作業のヒントとして、表示の設定を変更する前に、あらかじめMIDIリージョンを結合
して（または、空のリージョンを挿入して）MIDI リージョン間のギャップを埋めておくことを
お勧めします。リージョンがない場合、スコアエディタには何も表示されす、スコア上は空白の
ままになります。
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新しいMIDIリージョンのデフォルト設定
MIDIデータを録音するか、アレンジ領域で鉛筆ツールを使って新しいMIDIリージョンを作成す
ると、「LogicPro」は、デフォルトのパラメータセットをそのリージョンに適用します。このデ
フォルト設定は、MIDI リージョン（譜表）を選択せずに、表示パラメータボックスで表示、編
集できます。この状態を示すために、タイトル行に「挿入のデフォルト」の文字が表示されます。

この設定は、「LogicPro」を終了すると解除されてしまいますが、いつでも変更できます。

スコアエディタの背景の空いているところをクリックすると、「挿入のデフォルト」が表示され

ます。このパラメータは自由に編集できます。たとえば、「クオンタイズ」の値をプロジェクト

のほとんどのリージョンで使用する値に設定するとします。この時点から、新しいリージョンに

はすべて、設定したこれらの値が自動的に使われるようになります。「クオンタイズ」の値をデ

フォルトに設定すると、新しく録音または作成されたリージョンの表示クオンタイズの設定は、

トランスポートバーのディビジョン値と同じになります。

参考：譜表スタイル（「スタイル」パラメータ）のデフォルト設定はここでは設定しません。こ
れは、各トラックに分かれており、アレンジ領域のトラックパラメータボックスの一番下の行で

設定します。

複数選択したMIDIリージョンの設定をまとめて変更する 
表示パラメータボックスの一番上の行には、MIDI リージョンの名前ではなく、現在選択してい
るリージョンの数またはオブジェクト（フォルダを選択している場合）の数が表示されます（「3
個のリージョンが選択されました」など）。リージョン間で値の異なるパラメータは、該当する

パラメータ行の値に「*」が表示されます。その値を変更すると、選択したリージョンの該当パ
ラメータはすべて同じ値になります。

スコアエディタで複数のリージョンを選択する
スコアエディタには、複数のリージョン選択用に次の 2つの機能があります：
Â 表示パラメータボックスのタイトル行をクリックすると、現在表示されているリージョンがす

べて選択されます。
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Â パラメータとスコアの間にある音源名をクリックすると、その音源トラックのリージョンがす

べて、現在の表示レベルで選択されます（複数のトラックにまたがるリージョンでも、同じソ

フトウェアまたはMIDI音源チャンネルに割り当てられていれば対象となります）。音源名が表
示されていない場合は、「表示」＞「音源名」と選択してください。

表示パラメータ
このセクションでは、スコアエディタで使用可能な表示パラメータについて説明します。繰り返

しになりますが、これらのパラメータはスコア上のイベントの表示にのみ影響し、イベントの再

生には影響しません。

クオンタイズ
音符のスコア上の表示位置をクオンタイズします：現在選択しているMIDIリージョンで表示可
能な最も短い音価を自動設定します（ただし、見せかけのN連符を使ってこの自動設定を回避で
きます。詳細については、700ページの「N連符を作成、編集する」を参照してください）。

例を挙げます：短い音符、たとえば32分音符は、「クオンタイズ」の値を「32」より細かく設定
している場合にのみ、元の長さで表示されます。「8」に設定していると、挿入した 32 分音符は
8分音符で表示されます（ただし、MIDI再生では32分音符のまま再生されます）。

「クオンタイズ」の値は、ポップアップメニューから選択します。このポップアップメニューに

あるオプションだけが指定可能です。

表示クオンタイズには、 2値音符のクオンタイズ（「 16」、「128」など、2を基準にした音符）と、
混合クオンタイズ（「16,24」、「32,96」など、3を基準にした音符との組み合わせ）があります。
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2 を基準にした値は、常にその逆数にあたる音価に相当します。たとえば、「 32」は32 分音符
（1/32）に当たります。3 を基準にした値は 3連符を指します。 3 を基準にした値とそれに対応
する3連符の値を以下に示します：

2 値音符クオンタイズを設定すると、N 連符オブジェクトを使って手動で挿入した場合を除き、
自動3連符はスコアに表示されません。

重要：したがって、3連符が自動表示されるようにするには、混合クオンタイズの値を「クオン
タイズ」パラメータに割り当てる必要があります。

クオンタイズのデフォルト設定
「クオンタイズ」パラメータの「デフォルト」オプションは、「挿入のデフォルト」の場合に設定

できます（729ページの「新しいMIDI リージョンのデフォルト設定」を参照）。「デフォルト」
オプションを既存のリージョンのデフォルト値に適用することはできません。「デフォルト」を

選択すると、新しいMIDIリージョンの「クオンタイズ」の設定は、トランスポートバーのディ
ビジョン値によって決まります。この場合、「クオンタイズ」の値は、常に混合クオンタイズ値

になります：トランスポートバーで現在設定されているディビジョン値と次に高い3値（ディビ
ジョン値が2値の場合）を合わせたものです。ディビジョン値が3値の場合は、その3値で割っ
た2値となります。

たとえば、全体のディビジョン値が 1/8 の場合、「クオンタイズ」の設定は「8,12」となり、1/
12の場合は「4,12」、1/16の場合は「16,24」、1/24の場合は「8,24」などとなります。

参考：特定の「クオンタイズ」値がすでに「InsertDefaults」に設定されている場合は、トラン
スポートバーのディビジョン値に関係なく、新しく作成されるすべてのリージョンにこの値が割

り当てられます。また、これらの値はいつでも変更できます。

クオンタイズの設定 対応する音符の長さ
3 3連2分音符

6 3連4分音符

12 3連8分音符

24 3連16分音符

48 3連32分音符

96 3連64分音符

192 3連128分音符

384 3連256分音符
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スウィングを表すためのクオンタイズ値を決める
普通のスウィングを書き表すのであれば、「クオンタイズ」パラメータの値を「8,12」とするこ
とができます。これで、3連 8分音符の表記が可能になり、普通の3連 8分音符の1拍を付点8
分音符と16分音符の 2つの不均等な音符に分けて表します。

8分音符の倍の16分音符を含む細かいパッセージの場合は、以下の処理を行う必要があります：
Â アレンジ領域でMIDIリージョンを分割し、高いクオンタイズ値を16分音符を含むMIDIリー
ジョンに割り当てます。

Â 非表示にした見せかけの N連符を16分音符に適用します（700ページの「N連符を作成、編集
する」を参照）。

16 分音符のスウィング（シャフルファンク、ヒップホップなど）の場合も考え方は同じです。
「クオンタイズ」を「16,24」に設定します。

スコアエディタのクオンタイズ値を固定する
プロジェクトのすべての MIDIイベントの表示クオンタイズを固定するには、「機能」＞「クオン
タイズ」と選択し、「表示されているノートの位置を固定」コマンドと「表示されているノート

の位置と長さを固定」コマンドを使います。これらのコマンドを使って、プロジェクト（表示ク

オンタイズ設定が施されているプロジェクト）を表示クオンタイズ機能のないほかの記譜プログ

ラムに書き出すことができます。

解釈
「解釈」を選択すると、短い休符が挿入されるのを避けるため、音符を実際よりも長い値で表示
するようになります。たとえば、4/4拍子の小節で強拍にある音符は、多少短くても4分音符と
して表記されます。スコアは正確には記譜されませんが、見やすくなります。

「解釈」の選択を解除すると、「クオンタイズ」の値で決められる範囲で、できるだけ実際に近い
長さで表示されるようになります。以下の2つの例は、同じMIDIリージョンを表示したもので、
上が「解釈」を選択解除したもの、下が選択したものです：

「解釈」は、リアルタイム録音したリージョンをスコア表示で読みやすくするための機能です。ス

テップ入力やマウス入力の場合は通常、無効にしておきます。
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音符ごとに「解釈」の有効／無効を切り替えることができます（735ページの「音符属性を使っ
て個々の音符を変更する」を参照）。これは表示パラメータボックスの設定よりも優先されます。

選択した音符に対して「解釈」の有効／無効を切り替えるには、以下のいずれかの操作を行いま
す：

m 「属性」＞「解釈」と選択し、必要な設定を行います。

m 音符をダブルクリックし、「音符の属性」ウインドウで必要な設定を行います。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â デフォルトの解釈モード

Â 解釈モードを個別に設定

Â 解釈モードを解除

シンコペーション
「シンコペーション」を選択すると、各MIDIノートは、複数の音符をタイで結ぶ形でなく、位置
に関わらずできるだけ1 つの音符で表すようになります。ただし、「最大付点数」の設定によっ
ても変わります（下記を参照）。1つの音符で表せない場合は、タイで結んで可能な限り少ない数
の音符で表そうとします。

この設定は、シンコペーションの音符を表わすのによく使います。次の例は、「シンコペーショ

ン」の設定を切り替えて同じMIDIリージョンを表示したものです：

「シンコペーション」も表示パラメータボックスの設定に関係なく、音符ごとに有効／無効を設

定できます。これは音符属性で設定します（735ページの「音符属性を使って個々の音符を変更
する」を参照）。

「シンコペーション」を設定した結果、不要な音符やタイが表示される場合は、タイで結ばれた

音符を表示を変えることができます。

m パーツボックスからユーザ休符（どのような長さでもかまいませんが、なるべく短いもの）を選

択し、タイを分割する小節内の位置に手動で挿入します。

挿入したこの休符自体は消えますが、音符の表示が変わります。この休符を編集するには、イベ

ントリストを開く必要があります。
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この方法はシンコペーションに限らず、どんな音符にも適用できます（699ページの「音符をタ
イで結ぶ」を参照）。多声部の譜表の場合は、音符と休符のMIDIチャンネルを同じにする必要が
あるので注意してください。

オーバーラップ無し
「オーバーラップ無し」を選択すると、極端にレガートをかけて演奏された旋律でも、音符が重

なるのを避けることができます。表示される音符の長さは、次の音符までの間が切り詰められま

す（短くなります）。ただし、多声部の譜表スタイルが設定されていない場合に限ります。詳細

については、741ページの「譜表スタイルを設定する」を参照してください。同時に発音する複
数の音符（つまり和音）が、その中で最も短い音符の長さに合わせて表示されます。

設定を無効にすると、スコアに表示される音符の長さは、ある程度正確に再現されるようになり

ます。ただし、スコアの音符はかなり読みにくくなります。

以下の例で、同じMIDIリージョンについてその効果を比較できます。上の譜表は「オーバーラッ
プ無し」を選択解除したものです。下の譜表は、選択して音符の重なりを補正したものです：

「オーバーラップ無し」を選択解除するケースはまれにあります。たとえば、ピアノでアルペジ

オの持続音を弾く場合、「オーバーラップ無し」を選択すると次のようになってしまいます：

持続音が適切に表示されていません。「オーバーラップ無し」の選択を解除すると次のようにな

ります：

これを解決する方法としては、「オーバーラップ無し」を選択し、サスティンペダル記号を使っ

て記譜する方法があります。「LogicPro」では、MIDI キーボードとサスティンペダルを使って
リアルタイム録音を行うと、自動的にペダル記号が追加されます。
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最大付点数
「LogicPro」で、単純音符の表示にいくつまで付点を付けられるようにするかを設定します。不
要な音符や休符は、ユーザ休符（スコアには表示されません）を挿入して変更できます。タイで

結ばれたノートの表示を変更する方法についての説明を参照してください（699ページの「音符
をタイで結ぶ」を参照）。

スコア
このパラメータは、「アレンジ」ウインドウのリージョンパラメータボックスに表示されます。こ

のパラメータボックスを表示するには、「表示」＞「拡張リージョンパラメータ」と選択します。

「スコア」の選択を解除すると、MIDI リージョンはスコア上にまったく表示されなくなります。
主に、コントローラやSysExデータなど、スコアには表示されないMIDIイベントしか含んでい
ないリージョンをスコア表示から除外するために使います。

表示されないMIDIリージョン
何らかの状況で、以下のような状態にされているMIDIリージョンはスコアエディタに表示され
ません。

Â「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブの「ミュートされたリージョンを隠す」が

選択されているため、ミュートされているMIDIリージョン。

Â「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブの「ミュートされたトラックを隠す」が選

択されているため、ミュートされているトラックのMIDIリージョン。

Â「拡張リージョンパラメータ」の「スコア」パラメータが選択解除されているMIDIリージョン。

音符属性を使って個々の音符を変更する
ほかのウインドウやダイアログボックスの設定に関係なく、音符属性を使って、音符ごとに音符

の表示パラメータを変更できます。

以下の音符属性を設定できます：

Â 符頭の形と音符の大きさ。

Â 横位置。

Â 音符と臨時記号の間隔。

Â 異名同音の変更。

Â 解釈とシンコペーションの設定（表示パラメータボックスの設定に依存しません）。

Â 符尾の向き、タイの向き、長さ（譜表スタイルの設定に依存しません）。

Â 音符をインディペンデント音符として表示（小節の全体のリズム計算による音符を除く）。

「音符の属性」ウインドウで、「属性」メニューまたは対応するキーコマンドを使って、音符の属

性を変更できます。
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参考：「LogicPro」＞「環境設定」＞「スコア」と選択し、「スコア」ウインドウの「ノートの
ダブルクリック時の表示対象」メニューで「音符の属性」の設定が選択されていることを確認し

てください。この設定はデフォルトで選択されています。

音符の属性を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 符頭をダブルクリックして「音符の属性」ウインドウを開きます。

「音符の属性」ウインドウでは一度に1つの音符のみを変更できます。

m 音符を1つまたは複数選択し、「属性」メニューからコマンドを選択します。

「属性」メニューで（または、対応するキーコマンドを使って）、複数の音符にまとめて新しい属
性を割り当てることができます。

パーツボックスとツールを使って、個々の音符属性を変更できます。

以降の各セクションでは、各音符属性とその設定方法を紹介します。

符頭を変更する
符頭のデフォルトの設定は、普通の形（黒丸）です。

符頭の属性を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m パーツボックスの中から符頭を選択し、変更する音符にドラッグします。

m 「音符の属性」ウインドウの「符頭」メニューから符頭を選択します。

音符のサイズを変更する
音符のデフォルトのサイズは、譜表スタイルウインドウの「サイズ」パラメータで設定されてい

ます。

音符のサイズを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 音符をサイズ変更ツールでクリックしてホールドし、上にドラッグ（拡大）または下にドラッグ

（縮小）します。

m 「音符の属性」ウインドウの「サイズ」メニューで大きさを選択します。
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音符の横位置を調整する
個々の音符の横位置を調整できます。

音符の横位置を調整するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 音符をレイアウトツールでクリックしてホールドし、左右にドラッグします。

m 「音符の属性」ウインドウの「横位置」メニューで横位置の値を選択します。

音符と臨時記号の間隔を調整する
「スコア」プロジェクト設定の「レイアウト」タブで設定されている「臨時記号と音符の間隔」値

からのずれを設定します。

音符と臨時記号の間隔を調整するには：
m 「音符の属性」ウインドウの「臨時記号の位置」メニューで、間隔を選択します。

臨時記号の表示を変更する
デフォルトで表示される臨時記号は調号によって異なります。

臨時記号の表示を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「音符の属性」ウインドウの「異名同音」メニューまたは「臨時記号」メニューで値を選択しま

す（以下の設定を参照）。

m 「属性」＞「臨時記号」と選択し、「臨時記号」メニューから値を選択します。

次の表示オプションから選択できます：

Â デフォルトの臨時記号：臨時記号の表示は調号によって異なります。

Â 異名同音：#：GbをF#に、FをE#に変換します。
Â 異名同音：b：D#をEbに、Bを Cbに変換します。
Â フラットをシャープに：「異名同音：#」と似た機能ですが、フラットの付いていない音符は変
更しません（音符を複数選択した場合に使います）。

Â シャープをフラットに：「異名同音：b」と似た機能ですが、シャープの付いていない音符は変
更しません（音符を複数選択した場合に使います）。

Â 臨時記号を強制表示：臨時記号（ナチュラルも含む）を強制表示します。

Â 臨時記号を隠す：臨時記号を添えずに音符を表示します（MIDIリージョンの再生には影響しま
せん）。

Â 臨時記号を括弧に入れる：臨時記号（ナチュラルも含む）を括弧に入れて強制表示します。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â デフォルトの臨時記号

Â 異名同音：#
Â 異名同音：b
Â フラットをシャープに

Â シャープをフラットに

Â 臨時記号を強制表示
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Â 臨時記号を隠す

Â 臨時記号を括弧に入れる

符尾の向きと長さを調整する
音符の符尾のデフォルトの向きと長さは、譜表スタイルウインドウでそれぞれ設定されています。

音符の符尾の向きと長さを調整するには：
m 「音符の属性」ウインドウの「符尾の向きの変更」メニューで値を選択します。

参考：符尾の長さは、「音符の属性」ウインドウでは変更できません。

m 「属性」＞「符尾」と選択し、メニューの該当する項目を選択します。

Â デフォルト：デフォルトの設定（譜表スタイル）に従って符尾の向きが設定されます。

Â 上：音符の符尾を上向きにします。

Â 下：音符の符尾を下向きにします。

Â 隠す：音符の符尾と対応する棒またはフラグを非表示にします。

Â 符尾：デフォルトの長さ：デフォルト設定です。

Â 符尾：上に移動：符尾の端を上げます。符尾の向きによって、符尾の長さは調整されます。

Â 符尾：下に移動：上記と同様の処理で、符尾の端を下げます。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â 符尾：デフォルト

Â 符尾：上

Â 符尾：下

Â 符尾：隠す

Â 符尾：デフォルトの長さ

Â 符尾：上に移動

Â 符尾：下に移動

音符の連桁を変更する
デフォルトの音符の連桁は、選択した拍子記号、「拍子記号」ダイアログボックスの「ビートグ

ループ」の設定、および譜表スタイルの「連桁」パラメータの設定で決定されます。

音符の連桁を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「属性」＞「連桁」と選択し、メニューで以下のいずれかの項目を選択します：

Â 選択した音符を連桁に：連桁を次の音符にかけます。

Â 選択した音符の連桁を解除：次の音符との連桁を解除します。

Â デフォルトの連桁：デフォルトの連桁設定を使います。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â 選択した音符を連桁に
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Â 選択した音符の連桁を解除

Â デフォルトの連桁

声部や譜表の割り当てを変更する
譜表をまたがる連桁の声部や譜表の割り当てを変更するには、「属性」＞「タイ」と選択します

（756ページの「譜表スタイルの詳細な使いかた」を参照）。

次のオプションから選択できます（多声部の多段譜表スタイルの場合）：

Â デフォルトの譜表：声部の割り当てに従います。

Â 上の段へ割り当て：声部を割り当てた譜表の上の段に音符を移動します。

Â 下の段へ割り当て：声部を割り当てた譜表の下の段に音符を移動します。

タイの向きを変更する
タイのデフォルトの向きは譜表スタイルウインドウで設定されています。

音符のタイの向きを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「属性」＞「タイ」と選択して、タイの向きを設定します。

m 「音符の属性」ウインドウの「タイの向き」メニューでタイの向きを選択します。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â タイ：デフォルト

Â タイ：上

Â タイ：下

音符のシンコペーションを変更する
音符のデフォルトのシンコペーションは、表示パラメータボックスで設定されています。

音符のシンコペーションの設定を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「属性」＞「シンコペーション」と選択し、「シンコペーション」メニューで設定を選択します。

m 「音符の属性」ウインドウの「シンコペーション」メニューで、設定を選択します。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â デフォルトのシンコペーション
Â シンコペーションを個別に設定

Â シンコペーションを解除
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音符の解釈を変更する
音符のデフォルトの解釈は、表示パラメータボックスで設定されています。

音符の解釈の設定を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「属性」＞「解釈」と選択し、「解釈」メニューで設定を選択します。

m 「音符の属性」ウインドウの「解釈」メニューで設定を選択します。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â デフォルトの解釈モード

Â 解釈モードを個別に設定

Â 解釈モードを解除

音符のインディペンデントステータスを変更する
音符のインディペンデントステータスはデフォルトでは設定されていません。

音符のインディペンデントステータスを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「属性」＞「インディペンデント」と設定し、「インディペンデント」メニューで設定を選択します：

Â 装飾音符： 音符を単独の（独立した）装飾音符として表示します。

Â インディペンデント： リズム上の文脈からは独立して音符を表示します。

Â インディペンデント解除： リズム上の文脈に合わせて音符を表示します。

m 以下のいずれかのキーコマンドを使います：

Â インディペンデント解除

Â インディペンデント

Â 装飾音符

音符の色を変更する
3種類のカラーパレットを使って、音符の色を個別に割り当てることができます。

音符に色を割り当てるには：
1 音符を選択します。

2 「属性」＞「カラー」と選択して、16色のメニューから1つを選択します。

また、このメニューで「ベロシティカラー」モードまたは「ピッチカラー」モードを有効にでき

ます。ピッチカラーは、全音階または半音階にマッピングされています。ノートベロシティのカ

ラーは、それぞれのMIDIベロシティ範囲と一致しています。

「スコア」プロジェクト設定の「カラー」タブで、「属性」メニューの16 色のオプション、ベロ
シティカラーとピッチカラーを編集できます。詳細については、793ページの「カラー」を参照
してください。
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参考：音符属性であるため、これらの設定は譜表スタイルの設定よりも優先します。ただし、ス
コアエディタで「表示」＞「カラー」と選択し、「カラー」メニューでカラーモードが「標準」に

設定されている場合に限ります。

音符の属性をリセットする
音符の属性をすべてデフォルトの設定にリセットするには、「属性」＞「すべての属性をリセッ

ト」と選択します（または、「音符の属性をリセット」キーコマンドを使います）。

譜表スタイルを設定する
譜表スタイルでは、音部記号、譜表の大きさサイズ、譜表の間隔、音源のトランスポーズなど、

さまざな属性を設定します。新しい譜表スタイルを適用するだけで、既存のMIDIリージョンや
新しく作成したMIDIリージョンのスコアのレイアウトを変更できます。譜表スタイルを選択し
ても、MIDI リージョンの再生には影響しません。「LogicPro」に表示されるスコアの外観が変
わるだけです。

設定済みの譜表スタイルに適当なものが見つからない場合には、独自にスタイルを作成する必要

があります。これは譜表スタイルウインドウで設定できます（744ページの「オリジナルの譜表
スタイルを作成する」を参照）。

譜表スタイルは、プロジェクトファイルに保存されるため、プロジェクトごとに異なる譜表スタ

イルを作成できます。

∏ ヒント：ほかのスタイルと共に譜表スタイルを含む空のテンプレートプロジェクトを作成し、
通常の作業の基礎となるようなほかのスコア設定を行います。

譜表スタイルをMIDIリージョンに割り当てる
MIDI リージョンごとに異なる譜表スタイルを個別に割り当てることができます。ほとんどの場
合、設定済みの譜表スタイルでカバーできます（以下の表を参照）。譜表スタイルを変更すると、

以下のことをすばやく行うことができます：

Â 移調楽器のパートを作成する。

Â 同じMIDIリージョンを異なる大きさで表示する（総譜や楽器別のパート譜の印刷など）。

Â


1つの譜表で異なる表示形式を切り替える。MIDIリージョンをカットし、短くしたその個所に
別の譜表スタイルを割り当てます。たとえば、完全に記譜されたパッセージと、ビートスラッ

シュやコードだけを記載した即興演奏パッセージとの切り替えに使います。

警告：音符の属性をリセットすると、音符に添えられているすべての記号（アクセント、フェ
ルマータ、ジャス記号など）がすべて削除されるので、これを行う際には注意が必要です。
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MIDI リージョンに譜表スタイル（定義済みスタイルまたはユーザ定義スタイル）を割り当てる
には：

1


MIDIリージョンを選択します。

2 表示パラメータボックスの「スタイル」パラメータのポップアップメニューから譜表スタイルを

選択します。

複数のリージョンにまとめて譜表スタイルを割り当てることもできます。

譜表スタイルの自動割り当て
リアルタイム録音を行うか、またはアレンジ領域で鉛筆ツールを使って、新しいMIDI リージョ
ンを作成する際は、トラックパラメータボックスの一番下の行で選択されている譜表スタイルが 
MIDIリージョンに割り当てられます。

テンプレートプロジェクトを作成するか、新しいプロジェクトで開始する場合、特定の譜表スタ

イルが適用されているトラックのこれらの設定を変更したい場合があるかもしれません。これに

より、ただちに、これらのトラックに録音されているリージョンが正しい譜表スタイルで表示さ

れます。

トラックパラメータボックスの一番下で「オートスタイル」を選択すると、新しいMIDIリージョ
ンごとに、録音済みの音符の音域に合った譜表スタイルが自動的に、割り当てられます。つまり、

リージョンがオクターブ下で演奏された音符で構成されている場合は、自動的に「ベース」の譜

表スタイルが選択されます。同様に、2 つの手に分かれたパートには、「ピアノ」の譜表スタイ
ルが割り当てられます。

参考：「自動」スタイルは、アレンジ領域のトラックパラメータボックスで選択できます。スコ
アエディタの表示パラメータボックスの譜表スタイルには表示されません。
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設定済み譜表スタイル
「LogicPro」には、一連の譜表スタイルが用意されています。以下の表に、すべての譜表スタイ
ルとその設定パラメータを示します：

譜表スタイル 音部記号 トランスポーズ

ベース 低音部記号 —

リードシート 高音部記号 —

ピアノ（2段譜表） 高音部／低音部記号 —

高音部 高音部記号 —

高音部+8 高音部（+8）記号 –1 オクターブ

高音部–8 高音部（–8）記号 +1オクターブ

アルトサックス 高音部記号 Eb（+9）

バリトンサックス 低音部記号 Eb（+21）

コントラバス 低音部（–8）記号 +1オクターブ

ギター タブ譜表記 —

ギターミックス（タブ譜表記と1 段譜表） タブ譜表記／高音部（–8）記号 —

Ebホルン 高音部記号 Eb（–3）

F ホルン 高音部記号 F（+7）

オルガン1+2/3+4/5（3段譜表） 高音部／低音部／低音部記号 —

オルガン1+2/3/5（3段譜表） 高音部／低音部／低音部記号 —

オルガン1/1/5（3段譜表） 高音部／低音部／低音部記号 —

オルガン1/3+4/5（3段譜表） 高音部／低音部／低音部記号 —

オルガン1/3/5（3段譜表） 高音部／低音部／低音部記号 —

ピアノ1+2/3（2段譜表） 高音部／低音部記号 —

ピアノ1+2/3+4（2段譜表） 高音部／低音部記号 —

ピアノ1/3（2 段譜表） 高音部／低音部記号 —

ピアノ1/3+4（2段譜表） 高音部／低音部記号 —

ピッコロ 高音部記号 –1 オクターブ

ソプラノサックス 高音部記号 Bb（+2）

テナーサックス 高音部記号 Bb（+14）

A トランペット 高音部記号 A（+3）

Bb トランペット 高音部記号 Bb（+2）

ビオラ アルト記号 —

チェロ 低音部記号 —

#ドラム パーカッション記号 マップ済み
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オリジナルの譜表スタイルを作成する
譜表スタイルウインドウで、譜表スタイルを新規作成したり、既存の譜表スタイルを編集、削除、

コピーできます。

譜表スタイルには、以下の編集可能なパラメータがあります：

Â 譜表の数（単一MIDIリージョン表示の場合）。

Â 多声部の多段譜表スタイル： 括弧と譜表を結ぶ小節線で構成。

Â 譜表のスタイル： 譜表の大きさ、上下の譜表との間隔、譜表内の独立声部（ポリフォニック）

の数、音部記号、表示のトランスポーズ、調号表示のオン／オフ。

Â 独立声部（ポリフォニック）のスタイル： 譜表の自動表示のオン／オフ、音符の符尾の向き、

タイの向き、N連符の括弧の向きと数、連桁。
Â 声部のMIDIチャンネルの割り当てまたは分割ポイントの間隔（ボイスセパレーション）、音符
の色分け、MIDIリージョンの表示に使われる譜表の数（通常は1段、「ピアノ」スタイルの場
合は2段、「オルガン」スタイルの場合は 3段）、音部記号と表示のトランスポーズ。

譜表スタイルウインドウを開くには：
m 「レイアウト」＞「譜表スタイル」と選択します（または「譜表スタイルウインドウを開く」キー

コマンドを使います）。

Â リンクボタン： リンクボタンを有効にしていると、譜表スタイルウインドウを開いたときに、
現在選択しているMIDIリージョンの譜表スタイルのパラメータが常に表示されます。ほかの
MIDI リージョンに切り替えると、新しく選択したリージョンの譜表スタイルのパラメータが
譜表スタイルウインドウに表示されます。

階層ボタン

リンクボタン ツール

名前ボックス

「声部」のパラメータ「譜表」のパラメータ 「割り当て」の
パラメータ
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Â 階層ボタン： 譜表スタイルウインドウの表示を、1段の譜表スタイル表示とリスト表示（使用
可能な譜表スタイルを一覧表示する）とで切り替えます。

Â ツール： ポインタツール（譜表と声部の新規作成）、消しゴムツール（譜表スタイル、譜表、
声部の削除）

Â 名前ボックス： 選択した譜表スタイルの名前を表示します。ボックスの横の矢印ボタンをク
リックすると、現在のプロジェクトで使用可能なスタイルのリストを含むポップアップメ

ニューが表示されます。メニューの項目を選択して、ほかの譜表スタイルに切り替えます。

Â「譜表」パラメータ： 譜表のパラメータです。「譜表」という語の下の各行がスコア表示の1段
の譜表を表します。

Â「声部」パラメータ： 独立した声部のパラメータです。「声部」という語の下の各行が、1つの
声部を示します。声部とは、リズム上は独立して進行するパッセージを指しています。音符の

数とは関係ありません。 1つの声部でも、和音を必要なだけ重ねることができます。同じ譜表
内にある音符が、ほかの音符とは別のリズムで進行する場合は、声部を分ける必要があります。

Â「割り当て」パラメータ： 声部を分けて音符を割り当てる際のパラメータです。譜表ごとに、
16個まで声部を分けて記譜できますが、1つの声部だけをほかの譜表に表示させることはでき
ません。したがって、譜表スタイルには、少なくとも譜表の数だけ声部が含まれることになり

ます。

譜表スタイルウインドウの譜表スタイル表示には、上記の単一ビューとリストビューがありま

す。リストビューは主に、プロジェクト間で譜表スタイルをコピーしたり（以下の説明を参照）、

スタイルを削除したりするときに使います。

譜表スタイルウインドウをリストビューに切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m パラメータの下の空いている領域をダブルクリックすると、リストビューに切り替わります。

リストされた譜表スタイルの1 つをもう一度ダブルクリックすると、単一ビューに切り替わり、
その譜表スタイルが表示されます。

m メニュー行の左側にある階層ボタンをクリックします。
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譜表スタイルを新規作成する
新しい譜表スタイルを作成するには、単一ビューに切り替え、「新規」＞「1段の譜表スタイル」
または「2段の譜表スタイル」と選択します。この方法で作成されるスタイルのパラメータは基
本的なものであるため、ほとんどの場合、条件に合わせて編集が必要になります（以下を参照）。

この方法で作成されたスタイルの名前は、デフォルトで「* 新規スタイル」となります。このデ
フォルト名が表示されているボックスをダブルクリックすると、テキスト入力フィールドが表示

され、ここで新しい名前に変えることができます。

既存のスタイルに基づいて譜表スタイルを新規作成する
新しく作成する譜表スタイルが既存のものとほとんど変わらないということがよくあります。こ

の場合、似たような譜表スタイルをコピーして、それを編集します。

譜表スタイルをコピーするには、以下のいずれかの操作を行います：
m 譜表スタイルウインドウを単一ビューに切り替え、「新規」＞「スタイルを複製」と選択します。

m 譜表スタイルウインドウの名前ボックスの横にある矢印ボタンをクリックし、ポップアップメ

ニューで「****複製！****」を選択します。

∏ ヒント：現在の譜表スタイルをコピーし、選択したMIDIリージョンに割り当てるには、スコア
エディタでMIDIリージョンを選択し、表示パラメータボックスの「スタイル」パラメータをク
リックします。次に、譜表スタイルポップアップメニューから「****複製！****」コマンドを
選択します。

これらの方法のいずれでスタイルを作成した場合も、新しいスタイル名は、コピー元のスタイル

名に「* コピー」が付けられた名前になります。この名前のテキストは、譜表スタイルウインド
ウの名前ボックスで編集できます。
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譜表スタイルに譜表を追加する
既存の譜表スタイルに譜表を追加できます。これにより、たとえば1段譜表スタイルから2段譜
表のピアノスタイルを作成できます。

各譜表の先頭には番号が付けられています。番号は自動で付けられるため、変更できません。

譜表スタイルに譜表を追加するには：
m 譜表スタイルウインドウで、譜表番号の左側にある狭いカラムをクリックして譜表の挿入位置を

指定します。次に、「新規」＞「譜表を挿入」と選択します。

挿入マーク（>）が置かれた位置に、新しい行が挿入されます。

譜表スタイルに声部を追加する
リズムの異なる複数の旋律（コーラスなど）を1つの譜表に表す場合は、多声部の譜表スタイル
（独立した複数声部を持つ譜表スタイル）が適切です。理論上、譜表スタイルには、最大で16声
の声部を作成できます。

譜表スタイルに声部を追加するには：
m 「新規」＞「声部を挿入」と選択します。

新しい声部は、挿入マーク（>）の位置に挿入されます。譜表番号の左側にある細長い帯をクリッ
クして、マークの位置を設定してください（既存の声部の間に挿入する場合は、特に注意が必要

です）。

挿入した声部のパラメータは、その上の声部と同じになります。これらのパラメータは自由に編

集できます。最初のカラムの譜表フィールドは空のままです。

デフォルトのプロジェクトには、ピアノや教会オルガンに適用できる、さまざまな多声部の譜表

スタイル（ピアノ1+2/3+4bや 3段譜表のオルガン1+2/3+4/5など）が設定されています。
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声部または譜表をほかの譜表スタイルにコピーする
1声部または複数の声部または譜表を、パラメータも含め、ほかの譜表スタイルにコピーできます。

声部または譜表をほかの譜表スタイルにコピーするには：
1 譜表番号の左側にある余白列でマウスを上下にドラッグして、声部または譜表を選択します。

選択部分は、暗灰色の縦棒で示されます。

2 「編集」＞「コピー」と選択します（または、「コピー」キーコマンドを使います。デフォルトは、
コマンド＋Cキーです）。

3 ペースト先の譜表スタイルに切り替えます（プロジェクト間でも切り替え可能です）。

4 挿入マークを設定し、「編集」＞「ペースト」と選択します（または、「ペースト」キーコマンド

を使います。デフォルトは、コマンド＋Vキーです）。

参考：コピー先の譜表スタイルで選択した声部（左側のカラムに黒い棒で表示される）は、ペー
ストした声部に置き換わります。

プロジェクト間で譜表スタイルをコピーする
別のプロジェクトの譜表スタイルを使いたい場合、それを読み込むことができます。

ほかのプロジェクトからすべての譜表スタイルを読み込むには：
1 スコアエディタで、「オプション」＞「設定を読み込む」と選択します（または、「設定を読み込

む」キーコマンドを使います）。 

2 「設定を読み込む」ウインドウで、使いたい譜表スタイルが設定されているプロジェクトを選択
し、「譜表スタイル」チェックボックスを選択して（ほかの不要な設定はすべて選択を解除し）、

「読み込む」をクリックします。

ほかのプロジェクトからすべての譜表スタイルが読み込まれます。

ほかのプロジェクトから特定の譜表スタイルをコピーするには：
1 コピーしたい譜表スタイルが設定されているプロジェクトで、譜表スタイルウインドウを開きま

す（単一ビューの表示になります）。

2 譜表スタイルパラメータの下の空いている領域をダブルクリックすると、すべての譜表スタイル

がリスト表示されます。 

3 コピーする譜表スタイルを選択します。 

4 「編集」＞「コピー」と選択します（または「コピー」キーコマンドを使います。デフォルトは、
コマンド＋Cキーです）。

5 コピー先のプロジェクトで譜表スタイルウインドウを開きます。
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6 「編集」＞「ペースト」と選択します（または「ペースト」キーコマンドを使います。デフォル
トは、コマンド＋Vキーです）。

譜表スタイルの自動コピー
プロジェクト間でMIDI リージョンをコピーしたときに、コピー元のMIDI リージョンで使われ
ている譜表スタイルがコピー先のプロジェクトファイルに存在しない場合、MIDI リージョンと
共にそれらの譜表スタイルも自動的にコピーされます。

譜表スタイルから声部または譜表を削除する
譜表スタイルから声部や譜表を削除するには、選択して Delete キーを押すか、「編集」＞「削
除」と選択します。

譜表スタイルを削除する
譜表スタイルは、単一ビューとリストビューのどちらでも削除できます。リストビューでは、複

数に譜表スタイルをまとめて選択、削除できます。

単一ビューで譜表スタイルを削除するには：
m 「新規」＞「スタイルを削除」と選択します。

リスト表示で、複数の譜表スタイルを削除するには：
m


Shiftキーを押しながら不要な譜表スタイルを選択し、「編集」＞「削除」と選択します（または、
Deleteキーを押します）。

∏ ヒント：リスト表示で、「編集」＞「使用されていない項目を選択」と選択し、現在プロジェ
クトのどのリージョンにも、トラック音源にも適用されていない譜表スタイルをすべて選択し

ます。

譜表スタイルのパラメータを調整する
譜表スタイルを作成または読み込んで、声部と譜表の数を設定すると、譜表スタイルウインドウ

にある次のパラメータを調整できるようになります。

名前
譜表カラムおよび声部カラムの左側にある名前ボックスをダブルクリックし、譜表スタイルの名

前を作成します。

キーの範囲について
譜表スタイルウインドウの左側で定義されているキー範囲にない音符は、スコアエディタには表

示されません。これにより、キーの切り替え（たとえば、EXS24mkIIに読み込まれたVSLサン
プルライブラリ）に使用されている音符を隠すことができます。
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括弧や小節線の結合
このパラメータを編集できるのは、多声部の譜表のスタイルの場合のみです：このスタイルでは、

どの譜表を括弧で囲むか（2 種類の括弧を選択できます）、または小節線で結合するか（各譜線
の先頭または各小節線でのみ）を指定できます。該当するカラムをクリックし、結合されるまで

ドラッグします。

複数の譜表からなる譜表スタイルの場合、括弧と小節線は、全体のある一部だけを結合できます。

また、譜表の結合を解除することもできます。この結合を解除するには、記号の下端をつかんで、

結合が消えるまで上方へドラッグします。

Space
上下の譜表どうしの間隔、総譜の譜表上下ページの余白を指定します。

最初の値で上の譜表との間隔を調整し、 2番目の値で下の譜表との間隔を調整します。

このパラメータで上下の譜表との間隔を調整し、その間に記号を挿入できます。

スコアで直接、譜表の上部の間隔を調整できます。この場合は、音部記号をつかんで譜表自体を

上下にドラッグします。

スコアで直接、譜表の下部の間隔も調整できますが、その場合は、スコア表示の一番下の譜表か、

または1つの譜表しか表示されていない場合だけです。スコア表示領域の下側の線をマウスでド
ラッグします。

以下のパラメータを編集すると、該当する譜表スタイルの設定が変更されます。同じ譜表スタイ

ルが適用されているすべてのリージョンに影響します。

サイズ
譜表および譜表に含まれる音符と記号（スラーやタイなど）の大きさを指定します。

0～15の値で、16種類のサイズを指定できます。推奨サイズは以下の通りです：

Â 通常の楽器パートやリードシートには、 7または8のサイズを設定します。
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Â 総譜の譜表の大きさは、スコアに表示される譜表の数とプリント用紙のサイズと規格によって

異なります。A4またはUS レターの用紙を使う場合、フルオーケストラは「2」、ビッグバン
ドは「3」管楽五重奏は「4」に設定します。

参考：スコアセットのすべての譜表の大きさは、スコアセットウインドウの「スケール」パラ
メータの設定にも影響を受けます（762ページの「スコアセットを使ってスコアとパート譜を作
成する」を参照）。これにより、総譜とパート譜の両方に同じ大きさを指定できます。

音部記号
ポップアップメニューから、譜表スタイルに適用する音部記号を選択できます。通常の音部記号

だけでなく、特殊な音部記号もメニューから選択できます：

Â ドラム.0～ドラム.8： 0～8行の譜表は通常のパーカッション音部記号です。MIDIノートピッ
チとすべての譜表の第5 線（一番上の線）との関係は、通常のベース音部記号（A2）の第5
線に一致します。これらのドラム譜には臨時記号は表示されません。「ドラム .0」では、加線
は表示されません。これらの音部記号は、通常、マッピングされたドラムスタイルで使われま

す（758ページの「マッピングされた譜表スタイルによるドラムの記譜」を参照）。ここでの
譜表の音符の縦位置は音高とは一致しませんが、別のドラム・マップ・パラメータで規定され

ています。

Â 記号なし .0～記号なし .8： 「ドラム.0」～「ドラム.8」の譜表に似ていますが、音部記号があり
ません。

Â「TAB Guitar…」と「TAB Bass…」： ギターまたはベースのタブ譜の記譜に使える12のオプ
ションがあります。タブ譜チューニング設定は、「レイアウト」＞「ギタータブ譜」と選択し

て、タブ譜ウインドウで行います。

トランスポーズ
半音単位で上下できる、表示上のトランポーズです。MIDIリージョンの再生には影響しません。
譜表にコードシンボルが付けられている場合、譜表のトランスポーズに従ってコードシンボルも

トランスポーズします。「スコア」プロジェクト設定の「音部記号と調号／拍子記号」タブで、

「キーを自動的にトランスポーズ」を選択している場合は（デフォルト設定）、調号もトランス

ポーズします（トランスポーズしない場合の例外については、次のセクションを参照してくださ

い）。

キー
このパラメータが「隠す」に設定されている場合、該当する譜表は調号なしで表示されます。
シャープとフラットの記号は、音符に直接付けられます。このパラメータは通常、調号を示すた

めに設定されます。「隠す」オプションは主に、調号を示さずに記譜されることがある移調フレ

ンチホルンのパート譜の作成に使われます。

参考：「キーを自動的にトランスポーズ」のプロジェクト設定は、プロジェクト全体に影響します
が、基本的な調号はトランスポーズしません。キーを隠す設定にすると、調号が表示されません。
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休符
自動休符表示を無効（「隠す」）にしたり、休符の代わりにビートスラッシュ（スラッシュ記号）

を使うように設定できます。リズムセクションのパートや即興演奏のパートに適用できます。こ

の場合、小節あたりのスラッシュの数は、4/4拍子なら4本のスラッシュ、 6/8拍子なら6本の
スラッシュというように、拍子記号の分子の数になります。挿入された音符と記号の表示には変

更はありませんが、1拍より短い個所には自動休符が挿入されます。必要に応じて、ユーザ休符
を手動で挿入し、個々のビートスラッシュに置き換えることができます。

符尾
符尾の向きを指定します。デフォルトの設定は「自動」です。「上」または「下」に設定すると、

音符の現在の縦位置に関係なく、すべての符尾の向きが設定した方向に変わります。「隠す」に

設定すると、すべての符尾（棒と旗）が非表示になります。

タイ
自動表示されるタイの縦方向の向きを指定します。デフォルトの設定は「自動」です。「上」ま

たは「下」に設定すると、すべてのタイの向きが設定した方向に変わります。

連符
N連符の括弧と数の向きを指定します。デフォルトの設定は「自動」です。「上」または「下」に
設定すると、すべてのN連符の括弧と数の向きが設定した方向に変わります。「隠す」に設定す
ると、N連符の括弧と数の向きは自動設定されさません。この場合、画面には括弧に囲まれた数
字は非表示にされないので、それらの3 連符を編集できます。括弧に囲まれたこれらの数字は、
印刷されません。

「隠す」に設定しても、特定の3連符を表示する方法はあります。括弧に囲まれた数字「(3)」を
ダブルクリックすると、連符ダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックしてこのダ
イアログボックスを閉じると、自動表示された3 連符が指定した連符に変換され、ダイアログ
ボックスで設定したパラメータに従って表示されます。

連桁
連桁の表示を制御します。デフォルトの「傾き」設定では、連桁を斜めにすることができます。

連桁を水平にする場合は、「横」を設定します。クラシックの声楽パート譜のように、ボーカル

は連桁では表されず、符尾が付いた音符だけで表示されます。

カラー
声部の音符の色を設定します。設定できる色は、黒（「---」）、ピッチ、ベロシティ、およびユー
ザパレットの16色です（793ページの「カラー」を参照）。

この設定がリージョンに反映されるのは、スコアエディタで「表示」＞「カラー」と選択し、「標

準」が選択されている場合です（デフォルト設定）。

「割り当て」のパラメータ
譜表スタイルウインドウの「チャンネル」と「分割」のパラメータについては、音符の振り分け

に関する次のセクションで説明します。
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声部と譜表に音符を振り分ける
声部と譜表に音符を振り分ける方法には、境界点を定義する方法と、譜表の各声部のMIDIチャ
ンネルを定義する方法の 2種類があります。

境界点を設定する
ある高さの音を境界点に設定して、声部に音符を振り分けることができます。ある高さの音に、

声部間の絶対境界を設定します。その音より高い音符（その音も含む）は、上の声部に振り分け

られます。その音より低い音符は、下の声部に振り分けられます。現実の状況では、声部の境界

は柔軟性を備えている必要があります。ピアノ譜の右手のパートの音符は、真ん中の「C」（設定
した境界点）より下に書かれる場合もよくあり、左手のパートの音符がそれより上になることも

あります。境界点を設定してこのような譜面を正しく作るのは可能ではありませんが、この機能

を使って大まかな譜面を作成することはできます。

境界点で声部を振り分けるには：
m 譜表スタイルウインドウの「分割」カラムで、設定するノートピッチを選択します。

MIDIチャンネルを使う
MIDIチャンネルを使って、声部に音符を割り当てることができます。各音符は、MIDIチャンネ
ルを持ついずれかの声部に属しています。ほかのMIDIチャンネルは、MIDIリージョンの再生に
影響しません。再生チャンネルは「アレンジ」ウインドウのトラックパラメータボックスの設定

で指定されているからです。MIDI チャンネルを使って声部に音符を割り当てると、チャンネル
に割り当てられている音符だけが表示され、それ以外の音符は表示されません。しかし、ある種

類の音符（即興パートやトリル音など）を表示から除くことができるので、この方法を使うメ

リットはあります。

MIDIチャンネルで声部を振り分けるには：
m 譜表スタイルウインドウの「チャンネル」カラムで、声部ごとにMIDIチャンネルを割り当てます。

MIDI チャンネルを使って譜表または声部に音符を振り分けた場合の操作方法は、以下の通りで
す：

Â


MIDIチャンネルの編集方法は、ほかのイベントの場合と同じです。イベントパラメータボック
スまたはイベントリストでイベントを選択し、 MIDIチャンネルを変更します。

Â「イベントチャンネルを+1」および「イベントチャンネルを-1」キーコマンドを使うと、選択
したノートイベントのMIDI チャンネルをすばやく切り替えることができます。特に、「次の
リージョン／イベントを選択」および「前のリージョン／イベントを選択」キーコマンドと組
み合わせて使うと、音符から音符へ選択を移動できるので便利です。

また、音符のMIDIチャンネル設定を変更する際の手間を省くために、スコアエディタにはさま
ざまな機能が用意されています。環境設定の自動分割機能やボイス・セパレーション・ツールな

ど、そうした機能を使って声部に音符を振り分けることができます。
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MIDIチャンネルを自動分割する
ポリフォニックな声部をそれぞれ別の回路でリアルタイム録音する場合、キーボードまたは MIDI
コントロールを使って、各声部に適切なMIDIチャンネルを設定できます。これで、チャンネル
の編集時間を省くことができます。ステップ入力の場合も同様です。

また、「スコア」環境設定の「マルチ譜表コードスタイルでノートを自動分割」を選択すると、
MIDIノートを自動分割できます。

この機能が有効で、選択しているトラックパラメータボックスのデフォルトの譜表スタイルがポ

リフォニックスタイルの場合、演奏されるすべての音には譜表スタイルの声部の割り当てと一致

するMIDIチャンネルが自動的に割り当てられます。境界点以上の高さの音符には、第1声部の
チャンネルが割り当てられます。境界点未満の音には、第2声部のチャンネル（この機能が機能
するのは、一度のに2 つの声部のみです）。これで、声部が大まかに割り当てられます。この時
点で使うことができますが、後で編集することもできます。

録音済みのリージョンを分割するには： 
1 分割するリージョンを選択します。

2 「機能」＞「ノートイベント」＞「スコアの分割に基づいてチャンネルを割り当てる」と選択し
ます（または、対応するキーコマンドを使います）。

譜表スタイルで声部にリージョンの音符を割り当てます（「スコア」環境設定の自動分割機能で

設定されたピッチに従います）。

ボイス・セパレーション・ツールを使う
ボイス・セパレーション・ツールを使うと、譜表の音符の間に分割線を引き、その声部のMIDI
チャンネルに音符を割り当てることができます。分割する各声部の MIDIチャンネルはあらかじ
め定義しておく必要があります。「LogicPro」は、音符に割り当てるMIDI チャンネルを把握す
る必要があるからです。

ボイス・セパレーション・ツールを使って音符のMIDIチャンネルを変更するには： 
1 ボイス・セパレーション・ツールを選択します。

2 声部を分割する個所（音符の間）に線を引きます。
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線より下の音符は、現在の割り当てより下のMIDIチャンネルに移動します。

3 間違えた場合は、マウスを少し左に移動します。

これでツールの右側に引かれた分割線が消えるので、あらためて線を引きます。

譜表スタイルの例
以降の各セクションでは、譜表スタイル機能を使って特殊な記譜を行う方法について説明します。

2つの独立した声部の譜表スタイルを作成する
譜面全体が2つの独立した声部になっている場合、「符尾」、「タイ」、「連符」の向きの各パラメー
タは、上の声部には上向きに設定され、下の声部には下向きに設定されています。これらの一般

的なパラメータについても、音符ごとに音符属性を変えることができます（735ページの「音符
属性を使って個々の音符を変更する」を参照）。どちらの声部も、自動的に休符が配置された状

態で表示されます（「休符」パラメータが「表示」になっている場合）。

部分的に多声部になる1段譜表スタイルを作成する
リズム的に独立した短いパッセージを正確に記譜するために、通常は 1 つの声部で十分な譜表
に、さらに2つ目の声部を追加する場合があります。オーケストラのスコアでは、楽器グループ
のユニゾン部分が一時的にほかのパートから切り離されるため、このようなことはあまりありま

せん。

この場合の解決方法の1つは、主声部と第2声部のある譜表スタイルを使うことです。主声部の
パラメータは、単旋律のスタイルで設定します。第2声部はチャンネル 16に設定し、自動休符
が表示されないようにします：

Â 主声部の符尾、タイ、連符の向きのパラメータは、「自動」に設定します。これで、ユニゾン

部分がうまく記譜できるようになります。主声部のMIDIチャンネルは定義しません。これで、
16 チャンネル以外の音符はすべて主声部に割り当てられます。MIDI チャンネル16 に音符や
休符を配置するまで、スコアの外観は、単純な単旋律の譜表スタイルと同じです。

Â 第2声部の符尾、タイ、連符の向きのパラメータは「下」に設定し、自動休符表示は無効（「隠
す」）に設定します。MIDIチャンネル16のノートイベントだけがこの声部に割り当てられます。

スコアを見やすくするには、以下の追加手順が必要です：

Â 第2声部の休符を手動で入力する必要があります。挿入した休符の MIDIチャンネルは、第2声
部のチャンネル（この場合は16）と一致しなければなりません。これは、イベントリストで
編集できます。

Â 多声のパッセージの主声部の符尾は、上向きに設定する必要があります。該当する音符を選択
し、それぞれの符尾のパラメータを変更します（735ページの「音符属性を使って個々の音符
を変更する」を参照）。
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この方法のメリットは、録音時または入力時にMIDIチャンネルを気にする必要がなく、知らな
いうちに音符が消えることもないことです。ただし、デメリットもあります。声部に音符を割り

当てるためにボイス・セパレーション・ツールが使えないということです。

この方法には、それ以外の用途もあります。たとえば、装飾音符を連桁でつないだり、不規則に

多旋律ギターパートを部分的に多旋律で記譜したり、リズムセクションパートでビートスラッ

シュの上または下にリズムアクセントを置いたりすることなどです。

譜表にさらに声部を追加して、さらに複雑なパート（最大16声）を作成することもできます。

譜表スタイルの詳細な使いかた
このセクションでは、譜表スタイルの機能をさらに活用できる、一連の機能、テクニック、およ

びヒントについて説明します。

多声部の譜表スタイルでのマウス入力
マウスを使って多声部の譜表スタイルに入力するには、「表示」＞「声部を分けて表示」と選択

します（または、対応するキーコマンドを使います）。譜表スタイルの設定に関係なく、すべて

の声部が別々の譜表に表示されます（ほかの声部パラメータは変更されません）。

声部の分割にMIDIチャンネルを使用する譜表スタイルに音符を挿入すると、対応するMIDIチャ
ンネル（音符を追加した譜表のMIDI チャンネル）がその音符に自動的に割り当てられます。入
力した後に、「声部を分けて表示」の設定を解除します。譜表スタイルの設定に従って、1 つの
譜表にすべての声部が表示されます。

また、「声部を分けて表示」を選択しなくても、ポリフォニック譜表に直接音符を挿入すること

もできます。この場合、イベントパラメータボックスの「挿入のデフォルト」で設定されている
MIDI チャンネルが、挿入した音に割り当てられます（ただし、そのチャンネルが譜表の声部の
1つに使われている場合のみ）。

譜表内の記号の割り当てを変更する
複数の譜表スタイルに挿入されているほとんどの記号に対して、イベントパラメータボックスに

譜表パラメータがあります。このパラメータは、記号が属する譜表を指定します。
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譜表をまたぐ連桁
鍵盤楽器やハープなどを使った、2段で記譜される曲には、上下の譜表にある音符が連桁で接続
され、音楽のフレーズが続いていることを強調するパッセージを含んでいるものがあります。

スコアエディタでは、同じ声部にある音符だけが連桁でつなぐことができます。しかし、同じ声

部の音符は、同じ譜表に表示されます。スコアエディタの段割り当てコマンドを使って、同じ声

部の音を異なる譜表に表示する必要があります。

例として、「ピアノ」譜表スタイルで表示されたピアノのパッセージを次に示します。上段の譜

表の音符は、MIDIチャンネル1を使う第1声部に属します。下段の譜表の音符は、MIDIチャン
ネル2を使う第2声部に属します。最初の小節の8つの音符を連桁でつないで、連続したフレー
ズであることを強調するとします。

別々の譜表に属する音符を連桁でつなぐには： 
1 連桁でつなぐ音符の声部（下段の譜表）の割り当てを変更するには、以下のいずれかの操作を行

います：

Â ボイス・セパレーション・ツールで、これらの音符の下に線を引きます。

譜表をまたいで連桁でつな
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Â すべての音符を選択し、 MIDIチャンネルを切り替えて、イベントパラメータボックスで上声部
のチャンネルと同じにします。

上段の譜表にすべての音が表示されます（おそらく加線がたくさん表示されます）。

2 連桁で接続する音符を選択し、「属性」＞「連桁」＞「選択した音符を連桁に」と選択します（ま

たは、対応するキーコマンドを使います）。

3 下段の譜表に表示させる音符を選択し、「属性」＞「声部／段の割り当て」＞「下の段へ割り当

て」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

選択した音符がすべて下段の譜表に移動します。ただし、上声部のパートはそのまま残ります。

反対の方法もあります。すべての音符を下声部に割り当ててから、「属性」＞「声部／段の割り

当て」＞「上の段へ割り当て」と選択し、いくつかの音符を上段の譜表に移動します。

元の譜表で選択した音符をすべて表示するには、「属性」＞「声部／段の割り当て」＞「デフォ

ルトの譜表」と選択します。

休符の表示
「LogicPro」では、休符は、譜表スタイルの「休符」の設定に応じて、常に自動的に表示されま
す。ただし、上記で説明した譜表をまたぐ連桁の場合、音符のほとんど（またはすべて）が上段

の譜表の声部に属し、下段の譜表には休符が（一部は音符のある位置に）表示されます。このよ

うな問題を避けるため、下段の譜表の声部の自動休符表示を無効にした譜表スタイルを使ってく

ださい。休符表示が必要な個所には、マウスを使ってパーツボックスの休符を挿入します。

マッピングされた譜表スタイルによるドラムの記譜
通常、ドラム音源を割り当てたMIDI リージョンでは、各MIDI ノートは異なる音をトリガしま
す。こうしたMIDIリージョンを通常の譜表スタイルで表示すると、音符と実際の音との間には
関係がないように見えます。

打楽器には意味のない、音の上下を記すための譜面を、ドラムパート譜（パーカッション専用

の符頭を用います）として使えるものにするには、マッピングされた音源と譜表スタイルを使

います。
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マッピングされた譜表スタイルを使うと、各声部をドラムグループに振り分けることができま

す。ドラムグループのノートイベントの表示には、特殊な形をしたドラム記譜用の符頭を使いま

す。各ドラム符頭の形状は、マップドインストゥルメントウインドウで定義できます。

既存のMIDIリージョンのドラムをうまく記譜するには、スコアエディタ（MIDIリージョンを表
示します）、マップドインストゥルメントウインドウ、および譜表スタイルウインドウを開きま

す。こうすると、パラメータを変更したときに、スコア表示がどのように変化するかをすぐに確

認できます。

マッピングされた譜表スタイルを細かく定義する前に、マップドインストゥルメントウインドウ

で、ドラムグループ、符頭の形状、および音符の相対位置などのパラメータをすべて設定してお

きます。

ドラム記譜用にマッピングされた譜表スタイルを作成するには：
1 「エンバイロメント」ウインドウで、マップドインストゥルメント（888ページの「マップドイ
ンストゥルメント」を参照）を作成し、そのアイコンをダブルクリックします。

「マップドインストゥルメント」ウインドウが表示されます。デフォルトでは、 GeneralMIDIの
ドラムノートの割り当てが使われていますが、この設定は編集可能です。

右端のカラムに、記譜関連の3つのパラメータがあります：
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2 「符頭」メニューで、このピッチでトリガされるノートの符頭の形状を選択します。

音符は、マッピングされた譜表スタイルで表示されるドラムグループに割り当てる必要がありま

す。そうしないと、音符は表示されません。

3 グループメニューで、ドラムグループを選択します。

よく使われるドラムの音（キック、スネア、ハイハット、タム、シンバルなど）をあらかじめ定

義した一連のグループがあります。

参考：別の楽器の音（タンバリンなど）を新しいドラムグループで定義する場合は、ポップアッ
プメニューで「新規グループ」を選択し、この項目をダブルクリックして新しいドラムグループ

の名前にします。

4 「表示位置」（相対的な位置）パラメータを設定します。

「表示位置」パラメータは、音符を譜線に割り当てます。音符の位置は、譜表の第 5線（一番上
の譜線）からの相対的な距離になります。値を整数で指定すると、音符は譜線上に配置されます。

小数で指定すると、音符は譜線の間に配置されます。

参考：音符の位置は譜表スタイルウインドウでも設定できますが、この方法は、該当するドラム
グループのすべての音符に影響します。

これらのオプションを使って、スコアの同じ譜線の上（または同じ高さ）に、符頭の形状が異な

る2種類のMIDIノート（たとえば、2種類のバスドラムの音）を表示できます。
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5 マッピングされた譜表スタイルを新規作成する場合は、譜表スタイルウインドウで、「新規」＞

「マップドスタイル」と選択し、譜表、声部、およびドラムグループの情報を入力します（741ペー
ジの「譜表スタイルを設定する」を参照）。

Â「譜表」セクション： マッピングされていない譜表スタイルと同じです（ただし、「トランス
ポーズ」および「キー」パラメータは無意味なので、ここにはありません）。

Â「声部」セクション： 「声部」（一番上の見出し行）の下に、各声部のカラムがあります。声部
は自動的に番号付けされています。上記の譜表スタイルでは、5つの声部を持つ1つの譜表が
表示されています。

Â 横の並びには、譜表－声部－ドラムグループの階層が表示され、それらの各要素の間に境界線

が引かれています。各ドラムグループは、同じ横並びの位置の声部に属しています。「位置」

パラメータは、ドラムグループに対応するすべての音符の縦並びの位置に影響します。ここに

表示される値は、表示位置を基準にしたオフセット値です（マップドインストゥルメントウイ

ンドウで各音符の相対位置が定義されている場合）。

譜表スタイルウインドウでは、マッピングされた譜表スタイルの名前の前には「#」の文字が付
けられています。

プロジェクトで複数のドラムマップを使う
複数のMIDI音源に異なるドラムを割り当てる場合、マップドインストゥルメントウインドウで、
音源ごとに異なるドラムマップを作成できます。ただし、ドラムグループのリストの内容は、プ

ロジェクトのどの音源でも同じになります。これにより、マッピングされた同じ譜表スタイルで

異なるドラムトラックを作成できます。たとえば、スネアドラムは、すべて同じ形で表示される

ようになります。

この機能を無効にするには：
1 新しいドラムグループ（「 Kick2」、「Snare2」など）を作成します。 

2 マッピングされた2つ目の譜表スタイルを作成し、このドラムグループを表示します。
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スコアセットを使ってスコアとパート譜を作成する
スコアセットを使って、スコア表示に含める音源トラックを設定できます。各プロジェクトには、

必要な数だけスコアセットを含めることができます。スコアセットを使うと、次のことができる

ようになります：

Â 総譜とパート譜（音源グループ別）を作成する。

Â アレンジ領域のトラックの順番とは関わりなく、スコアの音源トラックの縦方向の順番を調整

する。

Â スコア上に音源名として表示および印刷される名前または省略名を音源トラックに割り当

てる。

Â 括弧または小節線で接続される譜表を設定する。

Â 再生時のみに使われ、スコアでは使われていないトラック（MIDIコントローラのデータのみを
含むトラックなど）を非表示にする。

Â「スケール」パラメータの設定で、譜表セットごとにすべての譜表を同時に縮小または拡大す

る。これにより、総譜およびパート譜の印刷に同じ譜表スタイルを使用できます。

Â ページ余白、ヘッダ領域の高さ、譜表どうしの間隔、および1行あたりの小節線の最大数を設
定した2種類のパラメータセット（「スコア」または「パート」）を選択する。

スコアセットと表示モードの関係
表示モードを選択すると、それに合わせて定義されたスコアセットが表示されます。コンテンツ

リンク機能およびコンテンツキャッチ機能を使うと、一度にMIDIリージョンを1つしか表示で
きなくなるので、スコアセットを使った操作には向いていません。通常は、いったんスコアセッ

ト全体を表示したら、コンテンツリンクは無効にします。MIDIリージョンが1 つしか表示され
ない場合は、譜表の下の領域をダブルクリックしてスコア全体を表示し、コンテンツリンクを無

効にします。

∏ ヒント：スコアエディタウインドウを複数開き、ウインドウごとに表示レベルを変えたり、異
なるスコアセットを表示したりして作業できます。

スコアセットを選択する
インスペクタのスコアセットメニューでスコアセットを選択します。

メニューをクリックすると、使用可能なスコアセットが表示されます。新しいプロジェクトでは、

すべての音源を表示する「すべての音源」というスコアセットだけが表示されます（表示レベル

による）。
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スコアセットウインドウ
スコアセットウインドウで、スコアセットを作成したり編集できます。

スコアセットウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m スコアセットメニューの「スコアセットウインドウを開く」コマンドを選択します（または、「ス

コアセットウインドウを開く」キーコマンドを使います。デフォルトは、 Control＋コマンド＋
Iキーです）。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「スコアセット」と選択します。

スコアセットウインドウを開いたときに、デフォルトの「すべての音源」スコアセットが選択さ

れていると、「すべての音源」のスコアセットは編集できないという警告が表示されます。

スコアセット名
スコアセットウインドウの左側のカラムに表示されているスコアセットの名前をダブルクリッ

クすると、テキスト入力フィールドが表示されます。このフィールドでスコアセットの名前を編

集できます。

挿入マーク
左側の狭いカラムをマウスでクリックすると挿入マーク（>）が設定されます。複数の挿入マー
クを設定する場合は、マウスを縦にドラッグします。

音源
スコアセットに含める音源およびスコア内に縦に表示される音源の順番を設定します。表示を拡

大すると、トラック音源アイコンがこのカラムに表示されます。
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標準名
このカラムの項目をクリックすると、デフォルトで「@(reference)」が含まれている入力フィー
ルドが表示されます。デフォルトの表示を変更しない場合は、トラックの音源名がスコアの音源

名に使われます。トラックの音源名が、対応するシンセサイザーのパッチ名（たとえば、「 Solo
StringsHigh」など）と同じになる場合は、このフィールドで別の名前を割り当てるすることが
できます。この名前は、自動的にフルネームでスコアに表示されます（「Violin1」など）。音源
名の表示パラメータは、「スコア」プロジェクト設定の「番号と名前」タブ（781ページの「番
号と名前」を参照）で設定します。

省略名
各音源の省略名を作成できます。この省略名が使われるようにするには、スコアプロジェクト」

設定の「番号と名前」タブの「最初の譜表」と「その他の譜表」ポップアップメニューで「略称」

を選択します。

括弧と小節線
スコアセットで、（各譜表の先頭と各小節にある）括弧または小節線で結合する譜表を、最初の
4つのカラムで指定します。結合がうまくできるまで、カラムを縦にドラッグします。

譜表間の括弧と小節線の結合を解除することもでき、接続した音源のグループをスコアに作成で

きます。括弧または小節線を削除するには、括弧または小節線の下端をつかんで、消えるまで上

方へドラッグします。同じ方法で小節線を短くできます。
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スコアで小節線の接続を直接編集することもできます。小節線の上端をクリックすると、小節線

が上段の譜表に接続します。もう一度クリックすると、小節線の接続が切れます。

スコアセットを作成、削除する
スコアエディタウインドウを開いたときに、アレンジ領域で複数のリージョンが選択されている

と、「 LogicPro」は、選択したリージョンの音源を含むスコアセットを自動的に作成し、表示し
ます。

以下のいずれかの方法で、スコアセットを手動で作成することもできます。

空のスコアセットを作成するには：
m スコアセットウインドウで、「新規」＞「空のセットを新規作成」と選択します。

空のスコアセットには、音源を1つずつ挿入できます。

現在選択しているスコアセットのコピーを作成するには：
m スコアセットウインドウで、「新規」＞「セットを複製」と選択します。

選択したすべての音源のスコアセットを作成するには：
1 スコアセットに含めるすべての音源トラック用のMIDIリージョンを少なくとも 1つ選択します。

2 スコアエディタで、「レイアウト」＞「選択した項目からスコアセットを作成」と選択します（ま

たは、対応するキーコマンドを使います）。

「LogicPro」によって、新しいスコアセットが作成され、表示されます。スコアセットには、選
択したMIDIリージョンが使用しているすべての音源が含まれます。

作成されたスコアセットの名前には、取り込んだ音源の名前が自動的に付けられます。

「アレンジ」ウインドウで使われているすべての音源トラックを含むスコアセットを作成するに
は：

m スコアセットウインドウで、「新規」＞「新規フルセット」と選択します。

∏ ヒント：複数の音源または譜表で再生用に同じ MIDI音を使い（同じMIDI音源を1つのMIDIチャ
ンネルで再生する）、スコアではこれらの譜表を別の音源名で表示したい場合は、アレンジ領域

で譜表ごとに別のトラック音源を作成する必要があります。

すべてのスコアセットはプロジェクトファイルに保存されます。

スコアセットを削除するには：
m スコアセットウインドウでスコアセットを選択し、「新規」＞「セットを削除」と選択します。
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スコアセットを編集する
スコアセットを作成すると、音源エントリーの割り当て変更、音源の追加、音源の順番の変更な

どが可能になります。

ほかの音源を既存のスコアセットのエントリーに割り当てるには：
m 「Instrument」カラムにある音源の名前をクリックしてホールドし、ポップアップメニューから
置き換える音源を選択します。

音源をリストの途中に追加するには：
m 音源を追加する位置に挿入マークをセットし、「新規」＞「音源エントリーを追加」と選択します。

挿入マークの位置に新しい音源エントリーが挿入されます。

音源をリストの一番下に追加するには：
m 音源リストの下の領域をダブルクリックします。

新しい音源エントリーがリストの一番下に追加されます。

音源の順番を変える
通常の「カット」、「コピー」、「ペースト」コマンドを使って、スコアセットの音源エントリーの

順番を変更できます。ペーストした場合は、事前にセットした挿入マークの位置に音源が配置さ

れます。

スコアセットの大きさを変える
スコアセットの大きさは、元のサイズの50～200%の間で自由に変えることができます。

スコアセットの大きさを変えるには：
m スコアセットウインドウでスコアセットを選択し、「スケール」パラメータに値を指定します。
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「スケール」パラメータの変更は、以下の項目に影響します：

Â すべての譜表

Â 譜表間の間隔

Â 譜表に添えられたすべての記号（音符、休符、そのほかの記号のすべて）

Â 歌詞などのローカルテキスト

Â スラーおよびタイの線幅

「スケール」パラメータは、一般テキストオブジェクト（ヘッダテキスト、余白の外側に挿入さ

れたテキスト）、およびページ番号などのテキストには影響しません。

スコアセットの大きさを変更しても、Option キーを押しながらスコアセットメニューをクリッ
クし、ポップアップメニューで音源を選択したときに作成される音源パートには影響しません

（768ページの「1つの音源をフィルタリングする」を参照）。同様に、総譜とパート譜に同じ譜
表スタイルを当てることができます。切り出されたパート譜では、譜表は元のサイズで表示され

ますが、総譜の場合は、「スケール」パラメータで設定した大きさで表示されます。

参考：「すべての音源」の設定は編集できません（そのため、大きさを変えることはできません）。
したがって通常、総譜には専用のスコアセットを作成する必要があります。

総譜とパート譜を異なるレイアウトで作成する
「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブで、総譜とパート譜にそれぞれ別のレイアウ

トパラメータを設定できます。スコアセットウインドウの「フォーマット」パラメータで、スコ

アセットに使われるレイアウトパラメータを設定します。

総譜とパート譜に異なるレイアウトパラメータを設定するには：
1 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、「スコアのプロジェクト
設定を開く」キーコマンドを使って）、「グローバル」タブをクリックします。

「グローバル」タブには、総譜用とパート譜用にそれぞれのレイアウトパラメータが用意されて

います。

2 総譜用とパート譜用のパラメータをそれぞれ設定します。
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スコアセットで使われるレイアウトパラメータを設定するには：
m スコアセットウインドウの「フォーマット」メニューから、レイアウトパラメータの設定を選択

します。

デフォルトの「すべての音源」セットでは、単一MIDIリージョン表示の場合を除き、常に総譜
のパラメータ設定が適用されます。単一MIDIリージョン表示の場合は、パート譜のパラメータ
設定が適用されます。

1つの音源をフィルタリングする
総譜からパートを抜き出すには、Optionキーを押しながらスコアセットメニューをクリックし、
表示されたポップアップメニューから音源を選択します。

このようにすれば、パート譜を作るために音源ごとにスコアセットを作成する必要がありませ

ん。ただし、トラック音源の名前は、スコア内では音源名として使われるので注意してください。

したがって、この方法を使ってパート譜を印刷する場合は、「アレンジ」ウインドウのトラック

音源の名前に実際の楽器名が表示されます。

ほかのプロジェクトからスコアセットを読み込む
ほかのプロジェクトからスコアセットを読み込むことができます。

ほかのプロジェクトからスコアセットを読み込むには：
1 「ファイル」＞「プロジェクト」＞「設定を読み込む」と選択します（または、「設定を読み込む」
キーコマンドを使います。デフォルトは、Option＋コマンド＋Iキーです）。 

2 「設定を読み込む」ウインドウで、以下の操作を行います：

a スコアセットの読み込み元となるプロジェクトを選択します。 
b「スコアセット」オプションを選択します。
c「開く」をクリックします。
「LogicPro」は、選択したプロジェクトから現在のプロジェクトへスコアセット読み込みます。
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スコアを印刷する
このセクションでは、スコアの印刷を準備するための表示オプションについて説明します。また、

読みやすいスコア（楽譜）を作成するためのさまざまな一般レイアウト機能についても詳しく説

明します。

印刷用にスコアのレイアウトを整える
スコア全体のレイアウトに加えるさまざまな変更については、これ以降のセクションで説明しま

す。主に、表示のカスタマイズ方法や「スコア」プロジェクト設定または環境設定の使いかたに

ついて説明します。詳細については、776ページの「スコア表示のプロジェクト設定」および
795ページの「「スコア」環境設定」を参照してください。

ページビューを使う
印刷の準備を行うときは、ページビューでレイアウト作業を行います。スコアエディタウインド

ウの大きさと現在の拡大／縮小レベルにもよりますが、ページビューにすると、「LogicPro」は、
可能な限り多くの見開きページを自動的に表示します。

ページビューに切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います：
m スコアエディタで、「表示」＞「ページビュー」と選択します（または、対応するキーコマンド

を使います）。

m スコアエディタの左上にあるページビューボタンをクリックします。

特に処理速度の遅いコンピュータで編集する場合は、画面のリフレッシュ速度が向上するので、

リニア表示モードをお勧めします。

ページビューモードで作業する場合は、「表示」＞「ページに移動」と選択すると（または、対

応するキーコマンドを使うと）、任意のページへ直接移動できます。再生ヘッドの位置は、コマ

ンドを選択したときにシーケンサーが実行されていなければ、自動的に選択したページの先頭に

移動します。シーケンサーが実行されている場合は、キャッチモードを無効にします。

その他のページ表示オプション
「表示」＞「ページの表示オプション」と選択すると、印刷およびレイアウト作業に便利なさま

さまな設定ができます。

Â プリント表示： プリント表示モードでは、印刷時のスコアの状態を確認できます。プリント表
示モードを有効にできるのは、ページビューが有効になっている場合です。

Â 余白を表示： 画面にページ余白を表示します。印刷には含まれません。

Â ページを見開きで表示： 名前の通り、見開きページで表示します。この設定は、「拡大／縮小」
および「スケール」の設定によります。

Â ページルーラを表示： 縦と横のルーラを表示します。cmまたはインチ単位で正確なレイアウ
トを行うことができます。

参考：画面の黄色い部分は、実際の用紙ではなく、印刷可能な領域を示します（領域の大きさは、
使用プリンタによって異なります）。プリント表示で、ページの周囲のくすんだ黄色い部分は、実

際に印刷されるページの範囲を示します。
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折り返しを設定する
スコアセットごとに異なる段折り返しやリンク折り返し、および改ページを設定できます。また、

切り出すパート譜ごとにも設定できます。「LogicPro」は、折り返しの情報をプロジェクトファ
イルに保存します。

段折り返し
自動折り返しは、「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブの間隔設定および「最大小

節数」の設定に基づいて計算されます。「最大小節数」の値で、「 LogicPro」によって許可され
る1つの譜表または譜表システムあたりの最大小節数が決まります。自動折り返しの設定をレイ
アウトツールで上書きすることもできます（ページビューの場合）。どの表示モードでも、標準

の挿入方法を使ってリンク折り返し記号を挿入すると、段を折り返すことができます。

たとえば、「最大小節数」を「6」に設定した後、さらにレイアウトツールを使って小節線を行に
追加できます。以降の行では、6 小節以上にはなりません。間隔の設定などの関係で、6小節分
を適切に表示できない場合は、ここに設定した小節の最大数が表示されます。

参考：自動折り返し機能の設定で表示される小節の数より多く小節をドラッグすると、音符や記
号が重なることがあるので注意してください。

譜表内の1つまたは複数の小節を次の（下段の）譜表に移動するには：
m ページビューで、レイアウトツールを使って小節をつかみ、下段の譜表へドラッグして（カーソ

ルのアイコンが親指を下に向けた手に変わります）、マウスボタンを放します。

小節が次の譜表に移動します。元の行に残った小節はページ幅に均等に割り付けられます。

譜表の最初の小節を 1 つ前の（上段の）譜表に詰めることもできます。この場合もレイアウト
ツールを使って、小節を上段の譜表にドラッグします。

手動改行を保存する
上記で説明したように、レイアウトツールを使って小節を移動すると、以降の行で手動で編集さ

れていた改行はすべて削除され、その行以降の（自動）改行が再計算されます。この処理が不要

なケースもあります。たとえば一部の譜表だけを編集し、残りは変えたくないなどの場合です。

その場合は、レイアウトツールでOptionキーを押しながら小節を移動してください。この方法
で編集された改行は、連続する2つの譜表だけに影響します。ほかの譜表には影響しません。
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改ページ
改ページ記号を使うと、改ページできます。これにより、改ページ記号以降の小節はすべて次の

ページに移動します。改ページ記号以前および以降のすべての小節は、「スコア」プロジェクト

設定（上記の「段折り返し」のセクションを参照）に従って自動的に調整されます、スコアのす

べての譜表に影響します。

部分的に余白を調整する
レイアウトツールを使って、譜表ごとに右側と左側の余白を調整し、横のページ余白をそろえな

いようにすることができます。手動改行と同じように、これらの部分的な余白は、現在のスコア

セットの一部として働くため、スコアセットごとに異なる設定ができます。

譜表の左右の余白を調整するには：
1 スコアエディタの「表示」メニューで、以下の設定を選択して有効にします：

Â「ページビュー」

Â「ページの表示オプション」＞「プリント表示」

Â「ページの表示オプション」＞「余白を表示」

2 レイアウトツールで、譜表の左端または右端の少し内側をクリックしてホールドし、左または右

にドラッグします。

この操作中に、ヘルプタグに「譜表の左余白」または「譜表の右余白」が表示されます。

参考：余白を変更すると、「LogicPro」は、1行あたりの小節の数を自動的に調整します（改行
を手動で調整済みの場合は除きます）。譜表の長さが短くなった場合は、「スコア」プロジェクト

設定の「グローバル」タブの間隔の各パラメータの設定に応じて、小節は次の（下段の）譜表へ

移動します（776ページの「グローバルスコア設定」を参照）。

変更した譜表の余白を元に戻して、ほかの譜表にそろえるには：
m レイアウトツールで譜表の右端または左端をダブルクリックします。

すべての改行と部分的に変更した余白を現在のスコアセットから削除するには：
m 「レイアウト」＞「段のレイアウトをリセット」と選択します。
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ページプリント表示でページ余白とヘッダの値を調整する
ページプリント表示で、マウスで直接、余白と「ヘッダのスペース」のプロジェクト設定を変更

できます。

マウスを使って、余白とヘッダ領域の値を調整するには：
1 スコアエディタの「表示」メニューで、以下の設定を選択して有効にします：

Â「ページビュー」

Â「ページの表示オプション」＞「プリント表示」

Â「ページの表示オプション」＞「余白を表示」

2 オレンジ色の線をドラッグすると、余白の値が設定されます。

3 紫色の線をドラッグすると、ヘッダ領域の値が設定されます。

現在表示されている設定（総譜またはパート譜）に影響します。

スコアを印刷する
「LogicPro」で作成されたスコアの印刷内容は、スコアエディタのページビューの表示と同じに
なります。以下の項目は印刷されませんが、画面には表示されます：

Â ページ余白およびヘッダ領域を示す破線と譜表間の境界を示す破線

Â マウスカーソルと再生ヘッド

Â 色（ページ余白、選択したMIDIリージョンの譜線）

Â 隠されている拍子記号の変更

Â 隠されている符頭（画面上では灰色に表示）およびそれらを結ぶタイ

Â 隠されている小節線（画面上では破線で表示）

Â 隠されているN連符番号
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スコアを印刷するには： 
1 「ファイル」＞「ページ設定」と選択し、「ページ設定」ウインドウで、適切な用紙のサイズと規
格を選択します。

2 スコアエディタウインドウ（指定したプリントビューを含む）がアクティブになっていることを

確認します。

3 印刷を開始するには、「ファイル」＞「プリント」と選択します（または、対応するキーコマン

ドを使います。デフォルトはコマンド＋ Pキーです）。 

ダイアログボックス（プリンタによって内容が少し異なる）が表示されます。印刷するページの

番号や印刷の部数など、必要なオプションを設定します。または、PDF ファイルに印刷（PDF
ファイルとして保存）するには、「PDF」ボタンを押します。

4 設定が済んだら、「プリント」ボタンをクリックします。

記号やテキストの配置といった正確さを必要とするレイアウト作業では、拡大すると作業がしや

すくなります。

拡大／縮小ツールを使うと、通常の大きさの表示と拡大表示を簡単に切り替えることができま

す。Control キーを押しながら拡大／縮小ツールで範囲指定すると、その部分が拡大表示され
ます。

外部シンボルフォントを音符と記号の表示／印刷に使う
「LogicPro」のスコア用内部フォントの代わりに、「LogicPro」には含まれていないAdobe™の
Sonata フォント、Jazzfont、またはSwingfont を使って、音符や記号を表示／印刷できます。
外部フォントは、システムに適切にインストールしておく必要があります。「 LogicPro」＞「環
境設定」＞「スコア」＞「外部シンボルフォントを使用（利用可能な場合）」と選択して、表示

されるポップアップメニューから使用フォントを選択します。
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スコアを画像ファイルに書き出す
「LogicPro」のスコアページの一部または全部を画像ファイル（PDFフォーマット）として保存
したり、クリップボードにコピーしたりできます。クリップボードにコピーすると、グラフィッ

ク編集プログラムにペーストすることも、ワードプロセッサやDTP アプリケーションで作成し
た書類にペーストすることもできます。

書き出しを準備する
スコアを画像として書き出す前に、「LogicPro」＞「環境設定」＞「スコア」と選択し、「スコ
ア」パネルのカメラツール設定を選択してください。

以下の書き出し先オプションがあります：
Â クリップボード： クリップボードにコピーしたスコアの画像は、ほかのアプリケーションの書
類に直接ペーストできます。ファイルに保存する必要はありません。

Â PDFファイル： スコアの画像をPDFファイルに書き出します。カメラツールを使ってスコアの
スナップショットを撮る際に、ファイル選択ダイアログボックスで、ファイル名とファイルの

保存場所を指定できます。

スコアを書き出す
カメラツールを使って、スコアを画像として書き出します。

スコアを画像として書き出すには：
1 カメラツールを選択します。

2 書き出すスコアの部分をドラッグします。選択範囲を指定する四角い枠が表示されます。

マウスのボタンを放すと、カメラツールで範囲指定した部分が「LogicPro」によってPDFファ
イルに書き出されます（または範囲指定した部分がクリップボードにコピーされます。上記のオ

プションを参照してください）。

参考：この機能は、ページビューでのみ有効です。
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スコアエディタの外観をカスタマイズする
次のセクションでは、スコアエディタの外観を変更するさまざまなオプションについて説明しま

す。編集の作業効率を上げたり、特定の作業に必要なさまざまなビューモードがあります。

カラーモードを選択する
スコアエディタで「表示」＞「カラー」と選択し、「カラー」メニューで、表示中のスコアエディ

タウインドウのカラーモードを設定します。ここで行った設定は、ほかの個所で行ったカラー設

定よりも優先されます。

Â 標準： 譜表スタイルおよび音符属性のカラー設定に合わせて、色を割り当てます。新しいプロ
ジェクトでこれらの設定を変更しない限り、通常のモノクロで印刷されます。画面では黄色い

背景に音符は黒で表示されます。

Â ピッチを表示： ノートピッチに応じて色を割り当てます。音符の色を編集する場合は、「レイ
アウト」＞「カラー」と選択して、「カラー」ウインドウで行います。このウインドウでは、

臨時記号の付いた音符と臨時記号の付いていない音符を同じ色で表示するかどうか、クロマ

チックスケールの各音符を異なる色で表示するかどうかを指定することもできます。

Â ベロシティを表示： MIDIベロシティの値に応じて、8種類の色を割り当てます。ぞれぞれの色
を編集する場合は、「レイアウト」＞「カラー」と選択して、「カラー」ウインドウで行います。

Â 声部の割り当てを表示： 声部ごとに異なる色を割り当てます。多声部の譜表スタイルでのみ機
能します。このモードでは、ユーザパレットの色が使われます。「レイアウト」＞「カラー」

と選択し、「カラー」ウインドウで選択または編集することもできます。

Â 白黒に固定： 名前通りの処理を行います。このモードは、譜表スタイルにカラーオプションが
設定されている場合や音符属性を使った音符に色が割り当てられている場合、スコアを通常の

モノクロで印刷した後に、画面のカラー表示に戻したいときに便利です。

フォルダを表示する
現在の表示レベルで複数のMIDIリージョンを同時に表示できる場合（ MIDIリージョンのリンク
状態に関係なく）、スコアエディタで「表示」＞「フォルダの中身をスコア表示」と選択すると、

ほかの編集ウインドウとは異なり、同時に複数の表示（フォルダ）レベルの内容を表示／印刷で

きます。

現在の表示レベルにフォルダが含まれている場合は、フォルダの内容がスコアにも表示されます。

参考：この設定を有効にしていない場合、フォルダはリニア表示では灰色の棒で表され、ページ
ビューでは表示されません。
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グローバルトラックを表示する
「表示」＞「グローバルトラック」と選択すると、スコアエディタにグローバルトラックが表示

されます。この設定を有効にできるのは、リニア表示モードの場合のみです。「グローバルトラッ

クを設定」コマンドを使うと、表示されるグローバルトラックのタイプを設定できます。

音源名を表示する
「表示」＞「音源名」と選択すると、使用中のトラック音源の名前がスコア表示画面の左側に表

示されます。

スコア表示のプロジェクト設定
スコア関連のプロジェクト設定は、7ページあります。スコアのプロジェクト設定間でページを
切り替えたり、ほかのプロジェクト設定に移動したりするには、「プロジェクト設定」ウインド

ウの上部に表示されるタブをクリックします。

この設定は、プロジェクト全体（すべてのスコアセットの設定）に影響します。プロジェクト

ファイルと共に保存されるため、プロジェクトごとに異なる設定が可能です。

ほかのプロジェクトの「スコア」プロジェクト設定を現在のプロジェクトに読み込むこともでき

ます。

「スコア」プロジェクト設定を読み込むには： 
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「読み込む」と選択します（ま

たは、「設定を読み込む」キーコマンドを使います。デフォルトは、Option ＋コマンド＋ I
キーです）。

Â スコアエディタで、「オプション」＞「設定を読み込む」と選択します。

2 「設定を読み込む」ウインドウで、「スコア設定」を選択し、「読み込む」をクリックします（読
み込みたくないほかの設定については、選択をすべて解除します）。

すべての「スコア」プロジェクト設定が現在のプロジェクトに読み込まれます。

グローバルスコア設定
「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブを設定して、ページ余白、音符の間隔、1 段
あたりの小節数など、スコアの全体的なフォーマットを設定できます。
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「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、

「スコアのプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「グローバル」タブを（表示され

ていない場合は）クリックします。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「スコア」を

選択して「グローバル」タブをクリックします。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「グローバルフォーマット」と選択します。

m 「設定：番号と名前」キーコマンドを使います。

m ページビューで、ページの余白をダブルクリックします。

距離の単位は、「スコア」プロジェクト設定の「グローバル」タブでインチとcm を切り替える
ことができます。

インチとcmの距離の単位の表示を切り替えるには：
m 「グローバル」タブの上部にあるポップアップメニューで、いずれかの単位を選択します。

ページ余白など、ページの全般的なレイアウトに影響する設定は、パート譜と総譜で分けて設定

できます。入力ボックスには、総譜用のものとパート譜用のものがあります。各声部を、総譜と

は異なるページレイアウトで印刷できます（767ページの「総譜とパート譜を異なるレイアウト
で作成する」を参照）。

設定の詳細については、以降の各セクションで説明します。
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「上余白」、「下余白」、「左余白」、「右余白」
これらの値は、ページの印刷可能領域の外側の境界からの距離を示します。「上余白0.0インチ」
の値は、選択したプリンタドライバが許可する最も上端から印刷を開始します。印刷可能領域の

大きさは、プリンタによって多少異なります。

ページ余白を表示できるのはページプリント表示の場合だけです。画面では、オレンジの線で示

されます。この線は印刷されません。スコア上で直接、余白の大きさを変更することも可能です。

その場合は、ポインタツールまたはレイアウトツールで、線をドラックします。

ブラケットスペースを追加
譜表の左側の余白線と譜表の左端との間の領域を広げ、ブレース（結合括弧）や括弧を挿入でき

るようにします。このオプションを無効にすると、譜表は左側の余白線でそろえられます。

マージンを切り替える
見開きの左側のページに対し、右と左のページ余白の設定を入れ替えます。スコアを綴じて楽譜

帳の形にする場合は通常、外側の余白より内側の余白を広く空ける必要があるので、この設定が

役に立ちます。また反対に、後でスコアに注釈などを加えられるように、外側の余白を広く空け

て、その分のスペースをとることもできます。

ヘッダのスペース
先頭のページの上の余白と最初の譜表の上部の余白との間に置くヘッダ領域の高さを指定しま

す（割り当てられた譜表スタイル単位で指定）。

参考：この領域に直接挿入されたテキストオブジェクトは、自動的にグローバルテキストとなり
（716ページの「グローバルテキストを操作する」を参照）、すべてのスコアセット（総譜および
パート譜）にヘッダとして表示されます。

値は、スコア上で直接変更できます。その場合は、最初の譜表の上方に表示されている紫色の線

をドラッグします。

線の間隔
同じページ内にある譜表システム（1段譜表、多段譜表、または括弧で繋げた譜表で構成される
システム）どうしの縦の間隔を設定します。総譜とパート譜の両方に適用されます。

最大小節数
譜表の長さを短くする値を設定したときに（以下を参照）、譜表に表示される小節が多すぎない

ようにします。譜表の1段に含まれる小節の最大数を指定します。

参考：レイアウトツールを使って段の折り返しを変更すると、この設定は無効になります
（770ページの「折り返しを設定する」を参照）。



第33章    楽譜を使って作業する 779



「等間隔スペーシング」と「比例スペーシング」
音符の横方向の間隔を指定します。

Â「等間隔スペーシング」は、リズムの値に関係なく、音符と音符の間隔を設定します。

Â「比例スペーシング」は、音符の長さを計算に入れます。

「比例スペーシング」の値だけを設定し、「等間隔スペーシング」を「0」にした場合、音符間の
間隔（水平方向）は、各音符の長さによって広くまたは狭く表示されます。全音符は、4分音符
4 個分の長さになります。反対に、「等間隔スペーシング」の値を高くし、「比例スペーシング」
を「0」に設定すると、音符の長さに関係なく音符は常に等間隔に配置されます。2 分音符も 8
分音符も同じ間隔になります。臨時記号やタイなど、音符に添えられたほかの要素も音符の間隔

の計算に入れられます。

好みや楽譜のスタイルに応じて設定する必要があります。この2つのパラメータのバランスをう
まくとるよう、さまざな組み合わせを試してスコアのレイアウトを決めてください。

スラッシュの間隔
自動休符の代わりにビートスラッシュを用いる譜表スタイルで使われるスラッシュの間隔です。

これは、スラッシュが表示された譜表に音符を挿入する場合に重要です。たとえばファンクのよ

うに16 分音符を多用する場合、8 分音符までしか使わないような曲に比べ、スラッシュ間の間
隔を広く取る必要があります。これにより、音符とスラッシュとコードシンボルのみを含むパッ

セージとの関係を適切に維持できます。

「連桁の傾き」、「最小の傾斜」、「最大の傾斜」
連桁の傾きを制御するパラメータです。「等間隔スペーシング」と「比例スペーシング」と同様

に、組み合わせて使うパラメータです。さまざまな組み合わせを試して、最適な設定を見つける

必要があります。最終的な設定は、曲のスタイルや好みによって異なります。

Â 連桁の傾き： 連桁でつなぐ音符の間隔（音程間の開き）に関して、連桁の傾斜度を設定します。

Â 最小の傾斜： この値以上に音程が開いた場合に連桁を傾斜させます。

Â 最大の傾斜： 連桁の最大傾斜度を指定します。

最終的な傾斜角を決める要素はこのほかにもあるので、どのような設定がよいかという絶対的な

指針を示すことはできません。最終的なレイアウトの際に、いろいろな組み合わせを試してくだ

さい。
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デフォルトのペダル位置
リアルタイム録音でMIDIサスティンペダルを使ったときに作成された自動ペダル記号の縦位置
を設定します。「0」に設定すると、録音されたMIDIサスティンペダルの表示がスコアから消え
ます。パーツボックスから挿入したペダル記号は、このパラメータの影響を受けません。 

1段譜を“開く”
譜表の各段の左端（音部記号の左側）に小節線を付けない指定です。

最後の段を調節
総譜の最終段の譜表を、ページの右余白まで延長します。

「ミュートされたリージョンを隠す」、「ミュートされたトラックを隠す」、「ミュートされた音符
を隠す」
ミュートされたリージョン、ミュートされたトラックのリージョン、およびミュートされた音符

をスコアに表示しない設定です。無効にするとスコアには表示されますが、ミュートされている

ので、MIDI再生しても音は聴こえません。

エイリアスを表示
エイリアス（695ページの「スコアエディタでエイリアスを操作する」を参照）の表示を切り替
えます。

エイリアスの編集を許可
エイリアス（695ページの「スコアエディタでエイリアスを操作する」を参照）の編集を可能に
するかどうかを切り替えます。

繰り返し記号を切り替える
プロジェクト全体にわたり、繰り返し記号を実際の楽譜スタイルの括弧で表示します。

コードシンボルの言語
このポップアップメニューで、以下のコードシンボルを選択できます：

Â インターナショナル（B、Bb、F#）：デフォルト設定です。

Â ドイツ（H、B、F#）：Bを「H」、Bbを「B」と表示します。
Â ドイツ（H、Bb、F#）：Bを「H」、Bbを「Bb」と表示します。
Â ドイツ（H、B、Fis）：C#を「Cis」、 Ebを「Es」と表示します。
Â イタリア（Do、Re、Mi）： CDEFGABをDoReMiFaSoLaTiと表示します。

どの形式のコードシンボル言語でも、新しくコードを入力する際には、現在使用中の形式が適用

されます。

「ドイツ（H、 B、 Fis）」は、「 #」、「 b」、「x」、「bb」の文字にも対応しているため、そのまま入力
できます。「イタリア（Do、Re、Mi）」では、ルート音を表す文字列の 2番目の文字を省くこと
ができます（「D7」または「Do7」のどちらを入力しても、「Do7」になります）。

コードシンボルの言語を変更すると、自動的にプロジェクト全体のコードシンボルに反映されま

す。コードシンボルの言語の種類を混在させることはできません。
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番号と名前
スコア内のページ番号、小節番号、楽器名に関する設定です。

「番号と名前」の「スコア」プロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、

「スコアのプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「番号と名前」タブを（表示され

ていない場合は）クリックします。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「スコア」を

選択して「番号と名前」タブをクリックします。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「番号と名前」と選択します。

m 「設定：番号と名前」キーコマンドを使います。

m 小節番号またはページ番号をダブルクリックします。

ページ番号、小節番号、楽器名の自動表示機能は、プロジェクト全体にわたって、このタブのそ

れぞれのチェックボックスを選択または選択解除することでオン／オフを切り替えることがで

きます。

ページ番号、小節番号、楽器名のいずれについても、「選択」ボタンをクリックして、フォント、

文字サイズ、および文字書式を設定できます。

これらの設定を変更すると、「テキストスタイル」ウインドウの該当するテキストスタイル

（715ページの「テキストスタイルを操作する」を参照）も自動的に更新されます。
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「ページ番号」のパラメータ
「ページ番号」チェックボックスを選択すると、以下のパラメータが有効になります。

横位置
ページ上の横方向の位置を変更します。以下のいずれかのオプションを選択できます：

Â 交互： 奇数ページは右側、偶数ページは左側に配置します。

Â「左」、「右」、または「中心」： 文字通り、ページ番号を左、右、または中心に配置します。

Â 交互（逆）：交互： 奇数ページは左側、偶数ページは右側に配置します。

縦位置
ページ上の縦方向の位置を変更します。「上」または「下」のいずれかを選択できます。

ページオフセット
表示上の目的で、実際の各ページ番号に加算する値です。複数の部分で構成される曲を作曲し、

各部分を別々のプロジェクトファイルに保存する場合に便利です。スコア全体に通し番号を付け

る場合は、先行する部分（プロジェクトファイル）のページ数をこのパラメータに設定します。

横の間隔
ページの印刷可能範囲の横の限界からの距離。「横位置」が「交互」または「交互（逆）」の場合

にのみ適用されます。

縦の間隔
ページの印刷可能範囲の上限または下限（「縦位置」の「上」または「下」いずれかの設定によ

る）までの距離。

最初のページ番号を隠す
先頭ページのみ、ページ番号を表示（印刷）しない指定です。

接頭語
すべてのページ番号の前に付けて表示するテキストを指定します。

例：「 Page」というテキストを指定すると、このテキストの後に空白をはさんでページ番号が表
示されます。たとえば、3ページ目のページ番号は「Page3」と表示されます。テキストの途中
にページ番号を挿入したい場合は、ページ番号の変数を「#」という記号で示す必要があります。
たとえば、「 -pg.#-」と入力すると、2ページ目のページ番号は「-pg.2-」と表示されます。

また、以下の記号を使うと、該当するテキストが自動的に接頭辞に埋め込められます：

Â


\i： スコアセット名。

Â


\n： プロジェクト（ファイル）名。

Â


\s： 現在の表示レベル名（MIDIリージョン名またはフォルダ名）。最上位階層ならばプロジェ
クト名と同じになります。

Â



\d： 印刷時点の日付。
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「小節番号」のパラメータ
「小節番号」チェックボックスを選択すると、以下のパラメータが有効になります。小節番号は、

小節線の上または下に、小節線の上か下、あるいは譜表先頭の音部記号の上か下に表示されます。

表示位置は音部記号と重ならないよう自動調整されます。

横位置
「小節線」または「小節の中心」を選択します。

縦位置
譜表の上の配置位置を指定します。負の値を設定すると、小節番号は譜表の下に配置されます。

ステップ
小節番号を何小節おきに表示するかを指定します。たとえば「4」にすると、1、4、9 小節目な
どに表示されます。各譜表の先頭に表示する場合は「0」を設定します。

小節
実際の小節番号にこの値を加算して表示します。

開始位置
小節番号の自動採番を開始する小節を指定します。

リニア表示のときは小節番号を隠す
文字通りの機能です。リニア表示とは、ページ形式（ページビュー）ではない表示モードのこと

です。

複数の休符をカウント
マルチバーレスト（大休符）の下側に、休符の範囲（最初と最後の小節番号）を表示します。「縦

位置」に負の値を設定した場合にのみ適用され、譜表の下側に小節番号が表示されます。

複縦線に表示
「ステップ」の設定に関係なく、複縦線や繰り返し記号の位置に小節番号を表示します。たとえ

ば「ステップ」の値が「0」で、複縦線が有効にされている場合、小節番号は、各譜表の先頭お
よびすべての複縦線や繰り返し記号の上または下に表示されます。

最上段／最下段の譜表のみ
総譜で、最上段の上側にのみ小節番号を表示します。「縦位置」が負の値が設定されている場合

は、最下段の下側に表示します。





784 第33章    楽譜を使って作業する



「音源名」のパラメータ
「音源名」チェックボックスを選択すると、以下のパラメータが有効になります。スコアセット

ウインドウ（762ページの「スコアセットを使ってスコアとパート譜を作成する」を参照）で設
定した楽器名の表示方法を、「標準名」および「省略名」カラムの両方で指定します。ここで何
も指定しない場合や現在のスコアセットに「すべての音源」を設定している場合は、「アレンジ」

ウインドウに表示されているトラック音源名がスコア内に使われます。

位置
譜表の上側または横を指定します。

配置
譜表の左側のスペースの状態を示します。「左」（左ぞろえ）または「右」（右ぞろえ）のいずれ

かを選択します。

最初の譜表
「名前なし」、「略称」、「フルネーム」のいずれかを選択して、最初の段の譜表に楽器名を表示し

ます。

そのほかの譜表
そのほかの段の譜表についても、「最初の譜表」と同じオプションを選択できます。

ギタータブ譜
ギタータブ譜は、フレットのある弦楽器に使われる記譜法の一種です。ギターやエレクトリック

ベースだけでなく、4～6弦（または複弦）楽器の楽譜でも使われています。

この記譜法では、譜線が楽器の弦を表しています。音符は必ずこの譜線（弦）上に置かれ、演奏

されます。普通の符頭の代わりに、弦を押さえるフレットの番号が示されます。

「音部記号」パラメータがいずれかのチューニングセットに設定されている譜表スタイルを使っ

ている場合、「LogicPro」は、音符を自動的にタブ譜に変換します。チューニングセットを正確
に合わせるのは、「ギタータブ譜」タブで設定します。

「ギタータブ譜」タブを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、

「スコアのプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、ギタータブ譜を（表示されていな

い場合は）クリックします。
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m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「スコア」を

選択してギタータブ譜をクリックします。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「ギタータブ譜」と選択します。

m 「設定：ギタータブ譜」キーコマンドを使います。

m スコアにタブ譜が使われている場合、いずれかの譜表の先頭にあるタブの音部記号をダブルク

リックします。

12種類のチューニングセットを設定できます。各行がそれぞれのチューニングセットに対応しま
す。レギュラーチューニング（ギターは最初の行、ベースは下から5つ目の行）と、比較的よく
使われるチューニングがデフォルトで用意されています。

各チューニングセットのパラメータ
Â 名前： このフィールドをダブルクリックすると、テキスト入力フィールドが表示されます。こ
こでチューニングセット名を変更できます。

Â 弦： 弦の数（4、 5、6本のいずれか）です。

Â 割り当て： 「LogicPro」による各弦への音符の自動割り当て方法です（下記の「割り当て」の
セクションを参照）。

Â 1 ～6： 各弦の開放弦のピッチです。

よく使われるほかのパラメータ：
Â「フォント」ボタン： フレット番号の表示に使うフォント、文字のサイズ、文字書式を指定し
ます。

Â「配置」ボタン： フレット番号と符尾の並び具合を調整します：符尾の横か符尾の真ん中のい
ずれかを選択できます。
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Â「ベース弦」ボタン： 最低弦の太さを設定します。ほかの弦と同じ太さにするか、少し太くす
るかを選択できます。

Â「全音符と 2分音符を丸で囲む」チェックボックス： このオプションを選択すると、 2分音符と
全音符の場合、フレット番号を丸で囲んで表示します。符頭は常に番号で表示されるため、こ

のパラメータを選択していないと、2分音符と4分音符の見分けが付かなくなります。

割り当て方法を指定する
たいていの音は、別の弦でもフレットの位置を変えれば同じ音を出すことができるため、「割り
当て」パラメータの役割は重要なものになります。ほとんどの場合、各音符のMIDIチャンネル
によって弦の割り当てが決まります。

参考：各音符のMIDIチャンネルパラメータは MIDI再生には影響しません。再生用のMIDIチャ
ンネルは、「アレンジ」ウインドウのトラック音源のパラメータボックスで設定します。

該当するチューニングセットの「割り当て」カラムをクリックし、以下のいずれかのオプション

を選択して弦を割り当てます：

ピッチ
「LogicPro」は、最も低いポジションで演奏可能な弦に音符を割り当てます。「ピッチ」モード
の場合のみ、弦の割り当てを制御する目的で、音符のフレット位置はMIDIチャンネルより低く
できないという制限が設けられています。

このモードは、MIDIキーボードで録音する場合によく使われます：

Â


MIDIチャンネル1のA3はG弦の第2フレットに表示されます。パッセージの指の動きを正確に
再現するために、もっと高いフレットに表示したい場合は、MIDI チャンネルを3以上に設定
する必要があります。

Â つまり、第 2フレット以下は使えなくなるので、音符はD弦の第7フレットに表示されます。
Â


MIDIチャンネルを8～12にすると、A3の音はA弦の第12フレットに割り当てられ、MIDIチャン
ネルを13～16にすると、その下のE弦の第17フレットに割り当てられます。

さらに高いフレットにするためには、ほかの割り当てモードにする必要があります。

チャンネル
このモードでは、弦の番号（低弦から順に1 ～6）がそのままMIDIチャンネル番号に対応しま
す。7～16チャンネルは一番高い弦に割り当てられています。

「チャンネル反転–1」と「チャンネル反転–2」チャンネル
「チャンネル」と同様ですが、弦の番号を高い方から数えます（高弦から順に1～ 6）。ギターの
教則本などでは通常、この方式の番号付けが使われています。
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参考：ギターからMIDI への信号コンバータは、弦に応じてMIDI チャンネルを切り替えるよう
になっているものが多いので、MIDIギターを使った MIDI リージョンの録音には「チャンネル」
と「チャンネル・反転」のモードが適しています。実際に録音で演奏した通りにタブ譜が記譜さ

れます。

「チャンネル反転–1」と「チャンネル反転–2」
これらのモードは、ギターからMIDIへの信号コンバータを使って、エレクトリックベースのパー
トを録音したり、記譜したりするときに使います。

Â「–2」は、4弦ベース用です。
Â「–1」は、上にB弦を追加した5弦ベース用です。

原理は「チャンネル・反転」モードと同じですが、MIDIチャンネルの数を 1つまたは2つ減ら
し、ベース弦の割り当てに合わせてチャンネルを適切に変換できるようにしています。

弦の番号は高い方から数えて、4 弦ベースでは3～6番、5弦ベースでは2～6番となります。
これで、ちょうどギターの弦は1オクターブ高くなります。チャンネル1のノートは一番高い弦
に割り当てられているので注意してください。

タブ譜の記譜に関する補足情報
これらの割り当てモードではいずれも、最低弦より下の音は表示されません。

また通常、ノートを割り当てることができるのは、実際に演奏できる弦に限られます（F2 はギ
ターの最低弦でしか演奏できないので、この場合、チャンネルの割り当ては無視されます）。

MIDI リージョンを2 回表示する2段の譜表スタイルを作成し、1 つの段には普通の記譜で、も
う1つの段はタブ譜で表すことができます。この場合、表示されている分割ポイントは無視され
ます。「LogicPro」のデフォルトプロジェクトには、これに対応したデフォルトスタイル（「ギ
ターミックス」）が用意されています。

タブ譜は、途中で音部記号を変更することはできません。1つの譜表でタブ譜と普通の記譜を切
り替えたい場合は、MIDI リージョンをカットし、カットした個所のリージョンに希望の譜表ス
タイルを割り当てる必要があります。

ギタータブ譜は、普通の高音の音部記号に対応します。1オクターブ分トランスポーズした高音
部記号（「高音部8」）をギタータブ譜に使う場合（この例を含め、ほとんどのギター音楽で使わ
れます）、譜表スタイルウインドウで、タブ譜の「トランスポーズ」パラメータを「+12」に設定
する必要があります。
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音部記号と調号／拍子記号
音部記号、調号、拍子記号を表示するための一般的なオプションです。

「音部記号と調号／拍子記号」のプロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行いま
す：

m メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、

「スコアのプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「音部記号と調号／拍子記号」タ

ブ画面を（表示されていない場合は）クリックします。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「スコア」を

選択して「音部記号と調号／拍子記号」タブをクリックします。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「音部記号と調号／拍子記号」と選択します。

m 「設定：番号と名前」キーコマンドを使います。

m



Optionキーを押しながら、スコアの音部記号または拍子記号をダブルクリックしします。

共通のパラメータ
以下の表示パラメータは、音部記号、調号、拍子記号に適用できます：

Â すべての譜表

Â すべてのページの最初の譜表

Â



1ページ目の最初の譜表

Â すべてを隠す

Â 段の最後に警告を表示：音部記号、拍子記号、調号が曲の途中で変更されるときに、実際は次
の段の先頭で変更される場合、前の段の最後で警告を表示します。
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変更時に音部記号を小さくする
譜表スタイルを変更した場合や、新しい音部記号をパーツボックスから挿入した場合などで音部

記号が曲の途中で変更されると、譜表の先頭の音部記号よりも小さい音部記号を表示します。

キーを自動的にトランスポーズ
譜表スタイルをトランスポーズするときに、調号も自動的に変更されるようにします。通常は選

択しておきますが、無調音楽を記譜する場合は選択を解除します。選択を解除すると、シャープ

やフラットが直接個々の音符に添えられます。

参考：譜表スタイルウインドウに同様のオプション（「キー」パラメータ）があり、個々の譜表
スタイルに調号を設定しないようにできます。また、大譜表の譜表スタイルの個々の譜表にも調

号を設定しないようにできます。

トランスポーズされた臨時記号の表示を最小にする
異名同音に変更する際に、臨時記号が少ない調号を使用できます。たとえば、Bメジャー（シャー
プ記号が5 個）で書かれた楽譜の場合、Bb の移調楽器は、C#メジャー（シャープ記号が7 個）
ではなく、Dbメジャー（フラット記号が5個）で記譜されます。

参考：「LogicPro」では、このパラメータの設定に関係なく、7個を超えるフラットまたはシャー
プの調号は表示されません。

ナチュラル記号を表示
たとえば、EメジャーがGメジャーまたはCマイナーなどに転調したことによって転調前の調号
が無効になる場合、ナチュラルを表示します。

ガイドの臨時記号を表示
ガイド用の臨時記号を表示する指定です。つまり、ある全音階の音符に臨時記号が添えられてい

る場合、それ以降の小節でその音が出てくる個所にはほかの臨時記号（多くの場合、ナチュラル

記号）が添えられます。

サイズ
譜表の拍子記号の外観を変更します（指揮者用には通常大きなサイズのものが使用されます）。標

準の値およびパーセンテージの値で示されます。

シングルシステムの場合は、「4/4」のように2つの数字で表示されます。ダブルシステムの場合
は、分子の数字が上のシステムに、分母の数字が下のシステムに表示されます。

小節線を隠す
小節線を隠す設定です。教材用の記譜やグレゴリオ聖歌の記譜、またはそのほかの特殊な記譜に
使います。

非表示にできるのは、自動表示される小節線だけです。したがって、パーツボックスから選択し

て手動で挿入した小節線は、普通の小節線を含めて、表示および印刷されます。
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「オクターブ記号」のパラメータ
さまざまな種類のオクターブ記号のテキストの文字列、テキストの文字書式を編集できます。該

当するフィールドをクリックして、テキストを編集します。「選択」ボタンをクリックして、フォ

ント、フォント書式、サイズを選択します。

レイアウト
「レイアウト」タブでは、譜表の線の太さ、符尾の長さ、音符とタイ記号との間隔、または音符

や付点音符など、譜面上のさまざまな表示を設定し、プロジェクト全体に反映させることができ

ます。

「レイアウト」のプロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または

「スコアのプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「レイアウト」タブ画面を（表示

されていない場合は）クリックします。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「スコア」を

選択して「レイアウト」タブをクリックします。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「拡張レイアウトパラメータ」と選択します。

m 「設定：番号と名前」キーコマンドを使います。

線の太さに関するパラメータ
最初の 8 つのパラメータは、譜線、符尾、加線、小節線、繰り返し記号と終止線、連符の括弧、
テキストボックス（外枠の線）、クレッシェンド／ディクレッシェンドなどのオブジェクトの線の

太さを設定します。クレッシェンド類のパラメータは、直線オブジェクト、矢印にも影響します。
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参考：高解像度のプリンタで印刷する場合は、細い線（「 2」または「1」）をお勧めします。線が
細くなると、見栄えが良くなります。ほかのパラメータも、好みに合わせて設定してください。

パラメータを変更しても、表示拡大率を高くするまで画面上では違いが分かりません。実際に結

果を判断するには、設定をいろいろ変えて印刷してください。

その他のパラメータ
Â「小節開始のスペース」と「小節終了のスペース」： それぞれ、小節内の、最初の音符と直前の
小節線との間隔、最後の音符と直後の小節線との間隔を設定します。通常はデフォルトの設定

のままにしておきます。一般的な間隔パラメータ（「スコア」プロジェクト設定の「グローバ
ル」タブ）が極端な値に設定されている場合にのみ変更してください。

Â「付点と音符の間隔」と「付点同士の間隔」： 付点音符の符頭と付点の間隔を設定します。「付
点同士の間隔」は、複付点音符の付点と付点の間隔を設定します。

Â 臨時記号と音符の間隔： 臨時記号と音符の符頭との間隔を設定します。通常は、デフォルトの
設定を使いますが、間隔パラメータの値が非常に小さく設定され、音符の間隔が狭くなってい

る場合は、デフォルトの設定を変更してください。この全般的な設定を、個々の音符について

行う「臨時記号同士の間隔」パラメータ（「音符の属性」ウインドウ）の設定と組み合わせる

こともできます。

Â 臨時記号同士の間隔： 和音の各音符に添えられた臨時記号どうしの間の間隔（水平方向）を全
般的に設定できます。

Â 符尾の長さ： 符尾の長さのデフォルト値を設定します。

Â「タイの横位置」と「タイの縦位置」： 符頭と自動表示されるタイとの間隔を設定します。

Â タイの太さ： タイの線の太さを設定します。

Â スラーの太さ： スラーの線の太さを設定します。

参考：スラーとタイの線の太さを設定するパラメータは、スコアセットの「スケール」パラ
メータと譜表スタイルの「サイズ」パラメータに影響を受けます。

Â コードシンボルの配置： 「配置」パラメータのデフォルト設定と共に、小節内の位置を基準に、
コードシンボルのスコア全般の水平位置を設定します。

Â 臨時記号のサイズ： フォントサイズの設定を基準に、臨時記号の大きさを設定します：正の値
を設定すると、臨時記号のサイズが大きくなり、負の値を設定すると小さくなります。

「出荷時のデフォルト」ボタンをクリックすると、すべてのパラメータがデフォルトの設定にリ

セットされます。
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MIDI定義
「MIDI 定義」タブの設定で、リストの記号を挿入したときにその記号が添えられている音符の
MIDI再生に反映するかどうかを指定します。

「MIDI定義」タブを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、

「スコアのプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「MIDI定義」タブを（表示されて
いない場合は）クリックします。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「スコア」を

選択して「MIDI定義」タブをクリックします。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「MIDI定義」と選択します。

m 「設定：番号と名前」キーコマンドを使います。

以下の2つのパラメータを各記号に設定できます。これらの記号が添えられている音符はすべて
MIDI出力に影響します：

Â ベロシティ： 該当するノートイベントの元のベロシティ値に加算または減算される値です。

Â 長さ： 該当するノートイベントの長さを、この比率で短縮します。音符の再生には影響します
が、スコアの表示には影響しません。変更した音符の長さは、イベントパラメータボックスま

たはイベントリストで確認できます。
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「MIDI定義」機能の動作原理
「MIDI定義」機能が一番役に立つのは、マウスを使ってノートイベントを挿入する場合です。楽
譜を紙に書き起こすように作業できます。

Â まず、音符を入力します。音符のベロシティ値はすべて同じで、音価が等しい音符は長さが完

全に同じになります。

Â さらに、アクセント記号や奏法記号を追加すると、ベロシティや（再生時の）長さに変化がで

ます。

これで、よりリアルで生きた演奏になります。

新規プロジェクトの「 MIDI定義」タブのデフォルトの設定は、ベロシティが「0」、長さは「 100%」
（変更なし）となっています。これらの値を変更しない場合、画面上の表示も変わらず、MIDI
リージョンの再生にも影響しません。

キーボードからリアルタイム録音したリージョンの場合は、すでに思い通りの音になっているは

ずなので、デフォルトの設定を変更しなくても構いません。

重要：「MIDI定義」を使う場合、アクセント記号などを入力する前に、設定が必要です。これは、
「MIDI定義」の設定が、挿入済みのアクセント記号や演奏記号に対しては効果がないからです。

設定が済めば、音符に記号を付加した時点で、ベロシティや長さが変化するようになります。記

号を削除すれば、ベロシティや長さは元の状態に戻ります。

カラー
「カラー」タブでは、現在作業中のプロジェクトのカラーパレットを指定します。

「カラー」タブを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「スコア」と選択して（または、

「スコアのプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使って）、「カラー」タブを（表示されてい

ない場合は）クリックします。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「スコア」を

選択して「カラー」タブをクリックします。

m スコアエディタで、「レイアウト」＞「カラー」と選択します。
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m 「設定：番号と名前」キーコマンドを使います。

カラーパレットは、さまざまなカラーモード（775ページの「カラーモードを選択する」を参照）
で使います。パレット上のカラーをクリックすると、標準の「カラー」ウインドウが表示され、

選択した色を変更できます。

カラーパレットの設定はプロジェクトファイルに保存されるため、プロジェクトごとに異なる設

定が可能です。

このウインドウには、3種類のパレットと追加の設定項目がいくつかあります：

Â ピッチカラー： オクターブ内の各音にカラーを割り当てます。ピアノの鍵盤のように配列され
ています。「クロマチック」（ 12音）と「ダイアトニック」（ 7音）のラジオボタンで、12種類
または7種類のカラーを選択します。

Â ベロシティカラー： ノートイベントの MIDIベロシティに値合わせて、最小（左）から最大（右）
まで8種類のカラーを選択できます。

Â ユーザパレット： 自由にカラーを選択し、パレットの横にあるテキスト入力ボックス使って名
前を指定できます。ここで指定したカラーは、ほかのカラー選択メニュー（譜表スタイル、音

符属性など）のメニュー項目にもなります。

Â 音符のカラーオプション： （それぞれの音符の関連付けに従って）臨時記号、付点、休符をカ
ラーで表示するか、黒で表示するかを指定します。休符の色は、主に多声部の譜表スタイルで

使われるユーザ休符にのみ適用されます。

Â 出荷時のデフォルト： このボタンをクリックすると、「カラー」ウインドウで行ったすべての
設定がリセットされます。
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「スコア」環境設定
「スコア」環境設定はグローバル設定です。すべてのプロジェクトに影響します。変更はいつで

も可能です。設定内容は、現在開いているすべてのプロジェクトに即座に反映されます。

「LogicPro」を終了するときに、「スコア」環境設定はすべて自動的に保存されます。

「スコア」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーで、「LogicPro」＞「環境設定」＞「スコア」と選択します（または、「ス
コア環境設定を開く」キーコマンドを使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、「スコア」を選択します。

m スコアエディタで、「オプション」＞「スコア環境設定を開く」と選択します。

Â 選択したリージョンをカラー表示： このオプションを選択すると、選択した部分のMIDIリー
ジョンの譜線が青で表示されるようになります。それ以外のリージョンの譜線は、黒で表示さ

れます。表示パラメータボックスのパラメータは、現在選択しているリージョンのみに影響す

るので、リージョンの表示パラメータを変える場合などに便利です。このオプションの選択を

解除すると、譜線は、選択した場合も選択していない場合も黒で表示されます。

Â 間隔をインチで表示： プロジェクト設定やページルーラ（ページビューの場合のみ）の単位
を、インチ単位またはcm単位に切り替えます。無効にすると、ページビューのデフォルトで
あるcm単位になります。

Â フローティングパレット表示： パーツボックスのパレットウインドウ（679ページの「パーツ
ボックスのオブジェクトを選択する」を参照）のデフォルトの形状を設定します。

Â ノートのダブルクリック時の表示対象： 符頭をダブルクリックしたときに開くウインドウを、
「音符の属性」、「イベントリスト」、「 HyperEditor」、または「ピアノロール」の中から選択し
ます。

Â 外部シンボルフォントを使用（利用可能な場合）： 楽譜記号用フォントに外部フォントを使え
るようにします（769ページの「スコアを印刷する」を参照）。
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Â フォントを選択： ポップアップニューで、インストール済みの楽譜記号用フォント（Sonata
フォントなど）を選択します。

Â カメラツール：書き出し先：カメラツールで、画像の書き出し先として「クリップボード」ま
たは「PDFファイル」のいずれかを選択します（774ページの「スコアを画像ファイルに書き
出す」を参照）。

Â 分割に関する環境設定： 録音トラックのデフォルトの譜表スタイルが多声部であり、声部の割
り当てにMIDI チャンネル番号を使う場合に、「マルチ譜表コードスタイルでノートを自動分
割」の設定が適用されます。この場合、新しく録音したノートイベントは、対応する譜表スタ

イルに設定されている別々のMIDIチャンネルに保存されます。その際、「ノートを分割」に設
定された分離ポイントを基準に割り振られます。
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34 ビデオを使って作業する

「LogicPro」では、QuickTimeムービーファイルを同期して表示し、
映画やテレビ用の音楽を簡単に作ることができます。

QuickTimeムービーは独立したムービーウインドウで開くことができます。また、グローバルト
ラックの「ビデオ」でQuickTime ムービーの個々のフレームを表示することもできます。プロ
ジェクトでムービーを開くと、インスペクタの上部に「ムービー」領域が閉じた状態で表示され、

開閉用三角ボタンをクリックするとそれが開きます。

インスペクタの「ムービー」領域およびムービーウインドウでムービーを再生すると、再生ヘッ

ドも連動します。逆に、再生ヘッドが移動するとムービー再生位置もそれに従って移動します。

参考：ムービーをスムーズに再生するには、高速なハードディスクと高性能なMacintosh が必
要です。ビデオレコーダーやデジタルカメラから（「iMovie」や「FinalCutPro」または「Final
CutExpress」を使用して）オリジナルのQuickTime ムービーを作成、編集するには、専用の
ハードウェアが別途必要となる場合があります。

重要：「LogicPro」ではビデオの録画や編集はできません。ただし、「LogicPro」で音楽や効果
音、台詞をアレンジして、ムービーファイルのサウンドトラックとして使用することは可能です。
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QuickTimeムービーを開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「オプション」＞「ムービー」＞「ムービーを開く」と選択します（または、対応するキーコマ

ンドを使います。デフォルトはOption＋コマンド＋Oキーです）。

m グローバルトラックの「ビデオ」で「ムービーを開く」ボタンをクリックします。

m 鉛筆ツールで「ビデオ」トラックの任意の位置をクリックします。

m ブラウザでムービーファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

フローティング・ムービー・ウインドウで、ビデオが正しいアスペクト比で開きます。

参考：1つのプロジェクトでは 1 つのQuickTime ムービーしか開くことができません。すでに
ムービーを開いているプロジェクトで「ムービーを開く」コマンドを実行すると、同じビデオク

リップがムービーウインドウで開きます。これは、別のスクリーンセットで同じビデオクリップ

を開きたい場合に特に便利です。ムービーウインドウが開いているときに「ムービーを開く」コ

マンドを選択するとファイル選択ダイアログボックスが開き、新しいムービーファイルを選択で

きます。

プロジェクトからムービーを削除するには：
m 「オプション」＞「ムービー」＞「ムービーを削除」と選択します。

ムービーへのすべての参照がプロジェクトから削除されます。

ムービーウインドウを使用する
ムービーウインドウの下部にあるポジションスライダをドラッグするか、ポジションスライダ右

のQuickTime トランスポートボタンを使用すると、ビデオファイルの任意の位置に移動できま
す。このとき、「LogicPro」の再生ヘッドも対応したプロジェクト位置に移動します。このよう
に「QuickTime」のトランスポート機能と「LogicPro」のトランスポート機能は相互に連動し
ます。
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ムービーウインドウのサイズを変更する
ウインドウの右下隅をドラッグすると、ムービーウインドウのサイズを変更できます。

Control キーを押したままムービー本体（実際の映像部分）をクリックするとショートカットメ
ニューが開き、イメージのフォーマットに関する各種設定ができます。

また、以下のいずれかを選択できます：

Â 通常のサイズ： ムービーを本来のサイズで表示します。

Â フルスクリーン： ムービーウインドウを全画面で表示します。

Â 縦横の比率を保持： このオプションを選択すると、イメージの縦横比を維持したままムービー
ウインドウのサイズを変更できます。

Â センター： このオプションを選択すると、ビデオイメージが画面中央に表示されます。

「ビデオ」トラックを使う
グローバルトラックの「ビデオ」には、読み込まれたQuickTime ムービーがサムネールとして
表示されます。「ビデオ」トラックが表示されない場合は、76ページの「個々のグローバルト
ラックを表示する／隠す」を参照してください。

「ビデオ」トラックに表示されるフレーム数は、「ビデオ」トラックの高さとウインドウのズーム

レベルによって異なります。フレームはすべて左寄せで表示されますが、最後のフレームだけは

右寄せで表示されます。このため、現在のズームレベルとは無関係に、少なくともビデオの最初

と最後のフレームだけは必ず表示されます。また、ムービーの最後のフレームを除いたすべての

フレームが左寄せで表示されるため、フレームの左端がそのフレームの正確な位置を示すことに

なります。
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「ビデオ」トラックの設定を変更する
「ビデオ」トラックの設定を変更するには、「LogicPro」＞「環境設定」＞「ビデオ」と選択します。

Â「キャッシュ分解能」ポップアップメニュー： 一時的な内部メモリ（キャッシュ）に保存する
サムネールの分解能を選択します。分解能を高く設定すると細部まで表示されますが、より多

くのキャッシュ容量が必要になります。

Â「最大キャッシュサイズ」スライダ： サムネールのキャッシュ用に確保するメモリ容量を設定
します。「キャッシュ分解能」を「中」に設定した場合の推奨値は40MBです。分解能をそれ
よりも高く設定した場合は、容量を増やしてください。キャッシュメモリは、実際にムービー

のデータが表示されている間にのみ使用されます。

シーンマーカーを使って作業する
シーンマーカーはSMPTE位置に固定されたマーカーです。つまり、テンポを変更してもシーン
マーカーの絶対時間の位置は変わりません。また、現在のムービーがプロジェクトから削除され

ると、シーンマーカーも自動的に削除されます。シーンマーカーはムービーフレームの記号と共

に表示されます。
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シーンマーカーを作成する
「シーンマーカーを作成」機能を使用すると、ムービーをスキャンして、コンテンツが大幅に変

化する部分（シーンの「カット」）に自動的にシーンマーカーを作成することができます。

「シーンマーカーを作成」機能のしきい値は固定されており、アニメーション、実写、CGIなど、
ほとんどのムービーで正しく検出が行われます。

ムービーをスキャンしてカットするシーンを検出するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「オプション」＞「ムービー」＞「シーンマーカーを作成」メニューでムービーの目的の範囲を

選択します。

「自動範囲設定」にした場合、どの範囲を検証するかは以下の順で決まります：

Â マーキーの選択範囲

Â プロジェクトのサイクル領域

Â 選択したリージョン

Â すべて（上記のいずれの条件にも一致しない場合）

「自動範囲」設定を使用してムービーを高速スキャンし、シーンのカットを検出するには：
m 「ビデオ」トラックで「カットを検出」ボタンをクリックします。

m 「シーンマーカーを作成（自動範囲設定）」キーコマンドを使います。

シーンマーカーを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「オプション」＞「ムービー」＞「シーンマーカーを削除」メニューで目的のコマンドを選択します。

m 「シーンマーカーを削除（自動範囲設定）」キーコマンドを使います。

シーンマーカーを変換する
マーカーリストを使用してシーンマーカーを標準マーカーに変換したり、標準マーカーをシーン

マーカーに変換したりできます。

シーンマーカーを標準マーカーに変換するには：
m マーカーリストでシーンマーカーを選択し、「オプション」＞「標準マーカーに変換」と選択し

ます。

標準マーカーをシーンマーカーに変換するには：
m マーカーリストで標準マーカーを選択し、「オプション」＞「シーンマーカーに変換」と選択し

ます。
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QuickTimeムービーのオーディオトラックを使用する
プロジェクトでムービーを開くと、「オプション」＞「ムービー」メニューで「ムービーからオー

ディオを読み込む」と「オーディオをムービーに書き出す」を使用できるようになります。

オーディオレベルと出力デバイスの調整は、ビデオのプロジェクト設定画面でできます

（804ページの「音声出力デバイスとレベルを変更する」を参照）。

QuickTimeムービーからオーディオトラックを読み込む
「オプション」＞「ムービー」＞「ムービーからオーディオを読み込む」と選択し、ダイアログ

ボックスでムービーファイルから読み込みたいオーディオトラックを選択します。

オーディオトラックを選択して「OK」をクリックすると、選択したオーディオトラックがAIFF
ファイルにバウンスされ、オーディオビンに追加されます。ムービーの名前がそのままオーディ

オファイルのファイル名に使用されます。

参考：オーディオトラックを1つしか含まないムービーファイルからオーディオトラックを抽出
する際は、ダイアログボックスでトラックを選択する必要はありません。「ムービーからオーディ

オを読み込む」コマンドを実行すると、オーディオトラックが自動的に（AIF ファイルとして）
読み込まれ、オーディオビンに追加されます。

また、「オプション」＞「ムービー」＞「オーディオをアレンジに読み込む」と選択すると、オー

ディオがリージョンとして抽出され、選択した「アレンジ」ウインドウのトラックに読み込まれ

ます。

オーディオをQuickTimeムービーに書き出す
プロジェクト内でQuickTimeムービーの範囲のオーディオをそのムービーファイルに書き出せ
ば、元のムービーのサウンドトラックを上書きできます。これは、たとえば制作チーム内で映

画のサウンドトラックのラフなミックスをほかのメンバーに送りたいような場合に便利な機能

です。

プロジェクトをQuickTimeムービーに書き出すには：
1 「オプション」＞「ムービー」＞「オーディオをムービーに書き出す」と選択します。
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2 バウンスするオーディオファイルのフォーマットを選択し、「 OK」をクリックします。

3 続いて表示されるファイル選択ダイアログボックスでムービーの保存先フォルダとファイル名

を指定し、「保存」をクリックします。

ダイアログボックスで、元のムービーのどのオーディオトラックを新しいムービーで使用するか

を選択します。

4 新しいムービーに保持したいオーディオトラックを選択し、「 OK」をクリックします。

プロジェクト内のQuickTime ムービーの開始位置から終了位置までの範囲、および選択したす
べてのオーディオトラックが、選択したフォルダにQuickTimeムービーとして書き出されます。

「ビデオ」プロジェクト設定
「ビデオ」プロジェクト設定では、ビデオ出力およびビデオの音声出力に関する設定や、ビデオ

とプロジェクトのオフセット設定ができます。

「ビデオ」のプロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「ビデオ」と選択します（または、対応するキーコマン

ドを使います。デフォルトはOption＋Vキーです）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「ビデオ」を

選択します。

m



Controlキーを押しながらムービーウインドウをクリックし、「ビデオプロジェクト設定」を選択
します。

ビデオ出力を選択する
「ビデオ」プロジェクト設定画面の「ビデオ出力」ポップアップメニューでは、以下の出力モー

ドを選択できます：

Â ウインドウ： QuickTimeビデオファイルがムービーウインドウに出力されます。
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Â DVCPRO HD： このオプションを選択すると、QuickTimeビデオファイルがシステムに接続
されたDVCPROHDデバイスに出力されます。

Â Digital Cinema Desktop： AGPグラフィックカードに接続したいずれかのディスプレイ装置
を利用してビデオをプレビューするには、このオプションを選択します。（PCI グラフィック
カードに接続したディスプレイは、DigitalCinemaDesktopでは利用できません。）2台のディ
スプレイをコンピュータに接続している場合、1 台を「LogicPro」のインターフェイスの表
示に、もう1台はビデオモニタ専用に使用することができます。

Â FireWire： このモードを選択すると、プロジェクトから QuickTimeムービーがFireWireデバイ
スに出力されます（オプション選択時にFireWireDVデバイスが接続されている必要がありま
す）。技術上の理由により、DVフォーマットのQuickTimeムービーしかサポートされません。

ビデオ出力形式を変更する
「ビデオ出力」ポップアップメニューで「DigitalCinemaDesktop」または「FireWire」を選択
した場合は、「ビデオフォーマット」ポップアップメニューが有効になります。

Â「DigitalCinemaDesktop」モードでは、「プレビュー」、「フルスクリーン」、「Raw」の3つの
オプションから選択できます。

Â「FireWire」モードでは、フレームレートと解像度の異なるいくつかの PALおよびNTSCフォー
マットのオプションから選択できます。プロジェクトに最適なフォーマットを選択してくだ
さい。

音声出力デバイスとレベルを変更する
「ビデオ」プロジェクト設定の「音声出力」ポップアップメニューでは、3 種類のオプションを
選択できます。

Â ミュート： ビデオファイルのオーディオトラックが無効になります。

Â システムサウンド： ビデオのオーディオトラックは、「AudioMIDI設定」ユーティリティで定
義されたシステムサウンドデバイスで再生されます。

Â 外部装置： このオプションを選択すると、ビデオファイルのオーディオトラックが外部装置に
ルーティングされます。「ビデオ出力」ポップアップメニューで「FireWire」を選択した場合
はこのオプションを選択するのが一般的です。

「ムービーの音量」スライダでは、ビデオファイルのオーディオトラックの音量レベルを設定し
ます。

プロジェクトにおけるビデオのオフセット値を設定する
「ムービーの開始」フィールドには、SMPTE オフセット値を直接入力できます。これは、プロ
ジェクトのSMPTEオフセットとは別のものです。

この機能を使うと、ビデオのタイムコードが開始から数分後であっても、そこから1小節目（ト
ランスポートバーの「1111」）として作業できます。簡単に言えば、この機能によってムービー
ファイルの全体または一部に対してサウンドトラックを作成する作業が容易になります。

「ビデオ」環境設定では、内部および外部ビデオのオフセットを細かく調整することができます。

これらの設定はすべてのプロジェクトにグローバルに適用されます（969ページの「「ビデオ」環
境設定」を参照）。

「ビデオ」プロジェクト設定画面の「ビデオ環境設定」ボタンをクリックすると、「ビデオ」環境

設定が開きます。
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「テンポに従う」を有効にする
「テンポに従う」チェックボックスを選択し、下の「基準テンポ」フィールドの設定を行うと、
QuickTimeムービーは「テンポ」トラックからテンポチェンジメッセージを受け取るまで「基準
テンポ」で指定したテンポで再生されます。

「ビデオ」環境設定
「ビデオ」環境設定では、「 LogicPro」で使用するビデオメモリやビデオハードウェアに関する
設定を行います。また、タイミングの調整もここで行うことができます。

「ビデオ」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「ビデオ」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニュー

から「ビデオ」を選択します。

Â「調整」の「ビデオからプロジェクト」： ムービーの開始位置を微調整するためのグローバル設
定です。

Â「調整」の「外部ビデオからプロジェクト」： 上記のパラメータと同じですが、ここでは外部の
FireWireビデオ装置に対する設定を行います。使用するビデオハードウェアにレイテンシーが
ある場合は、この設定値で補正します。

Â「ビデオトラック」の「キャッシュ分解能」： 一時的な内部メモリ（キャッシュ）に保存するサ
ムネールの分解能を選択します。分解能を高く設定すると細部まで表示されますが、より多く

のキャッシュ容量が必要になります。

Â「ビデオトラック」の「最大キャッシュサイズ」： サムネールのキャッシュ用に確保するメモリ
容量を設定します。「キャッシュ分解能」を「中」に設定した場合の推奨値は40MBです。分
解能をそれよりも高く設定した場合は、容量を増やしてください。ここで確保したメモリ容量

は、実際にムービーのデータが表示されている間にのみ使用されます。

Â「ビデオ出力」の「バックグラウンドで出力デバイスを解放」： このチェックボックスを選択す
ると、選択した出力デバイス（「ビデオ」プロジェクト設定で定義）が「LogicPro」で使用さ
れていない場合に、デバイスが解放されます。

Â ビデオプロジェクト設定： クリックすると「ビデオ」プロジェクト設定が開きます。
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35 サラウンドを使って作業する

「LogicPro」にはサラウンドの処理およびミキシングに関する豊富な
機能が用意されており、主要なサラウンドフォーマットもすべてサ
ポートされています。

この章では、「LogicPro」によるサラウンド処理の方法について詳しく説明します。

「LogicPro」でサラウンドを扱うには、以下のものが必要です：
Â 選択したサラウンドフォーマットに必要な出力チャンネル数を備えたオーディオインター

フェイス。たとえば5.1サラウンドフォーマットでは、 6つの出力が必要です。

Â 上記と同じ数のスピーカー（および適切なチャンネル数のアンプ）。ミキシングの際に各チャ

ンネルの音を聴くために必要です。

あらゆるオーディオ信号を位置的にミキシングして、サラウンド空間の任意の場所に配置でき

ます。

オーディオチャンネルストリップおよび音源チャンネルストリップにサラウンドプラグインを

挿入し、これをサラウンドのAUXまたは出力にルーティングできます。

「LogicPro」でサラウンドプロジェクトを作成する際、マルチ・チャンネルオーディオとして入
力されたものはインターリーブ形式のマルチ・チャンネルファイルとして記録されます。スプ

リット形式のマルチ・チャンネルファイルを読み込んだ場合は、自動的にインターリーブ形式に

変換されます。詳細については、853ページの第 38章「スプリット・チャンネル・オーディオ
ファイルフォーマットを使って作業する」を参照してください。

形式の一致しない信号のアップミックスやダウンミックス（たとえばモノをマルチモノへ、また

はステレオをサラウンドへ）も可能なため、サラウンドプロジェクトではどのようなオーディオ

素材でも使用できます。ほとんどの場合、アップミックスやダウンミックスは自動的に実行され

ますが、必要に応じて手動でも実行できます。

マルチ・チャンネルのプロジェクトは、スプリットおよびインターリーブ形式のサラウンドファ

イルとしてバウンスできます。詳細については、828ページの「サラウンドオーディオファイル
をバウンスする」を参照してください。

サラウンドのエンコードやデコードは、「 LogicPro」では行われません。サラウンドファイルの
エンコードは「LogicStudio」のパッケージに含まれる「Compressor」で行います。詳細につ
いては、「Compressor」のマニュアルを参照してください。
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「LogicPro」でサポートされるサラウンドフォーマット
このセクションでは、サポートされるサラウンドフォーマットおよび各フォーマットで使用する

チャンネルについて詳しく説明します。 

Quadraphonic



4つの全帯域チャンネルをフロント左右、およびリア左右（左サラウンドと右サラウンド）に配
置します。古くから音楽配信に使用されているフォーマットです。このフォーマットでリリース

された最も有名な曲といえば、マイク・オールドフィールドの「チューブラー・ベルズ」でしょう。

LCRS



LCRS とは、左（L）、センター（C）、右（R）、サラウンドチャンネル（S）の頭文字を合わせた
ものです。これはDolbyProLogicフォーマットを基にしています。サラウンドチャンネル（リ
スナーの真後ろに配置）は、帯域を制限（高域をカット）したモノフォニックチャンネルです。
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5.1（ITU775）
5.1（ITU775）はいくつかのサラウンド標準規格で使用されています。5.1は最も一般的なサラウ
ンドフォーマットで、おそらく使用する機会も最も多いでしょう。5.1 チャンネルは、左、セン
ター、右、左サラウンド（リア左）、右サラウンド（リア右）、LFEで構成されます。

6.1（ ES/EX）
6.1（ ES/EX）フォーマットはDolbyDigitalEXまたはDTSES で使用されます。6.1チャンネル
は、左、センター、右、左サラウンド、サラウンド（リアセンター）、右サラウンド、 LFE で構
成されます。
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7.1（3/4.1）
7.1（3/4.1）は、5.1のスピーカー構成に2つのサイドチャンネル（左ミドルと右ミドル）をリス
ニング位置のすぐ左と右に追加したものです。このフォーマットは大型のシアター用に開発され

たものです。

7.1（SDDS—SonyDynamicDigitalSound）
7.1（SDDS—SonyDynamicDigitalSound）は、5.1に2つのスピーカー（左センターと右セン
ター）を追加したものです。ほかの7.1 フォーマット同様、このフォーマットも大型シアター向
けに開発されたもので、 Sonyのデコード／再生ハードウェアを使用します。
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各サラウンドフォーマットで使用するチャンネル

表の略号：
Â


L＝（フロント）左

Â



Lc＝左センター

Â



C＝センター

Â



Rc＝右センター

Â



R＝（フロント）右

Â



Lm＝左ミドル

Â



Rm＝右ミドル

Â



Ls＝左サラウンド（リア左）

Â



S＝サラウンド（リア中央）

Â



Rs＝右サラウンド（リア右）

Â



LFE＝低周波数エフェクト

サラウンド
フォーマット L Lc C Rc R Lm Rm Ls S Rs LFE
Quadraphonic


X X X X



LCRS（ProLogic） X X X X

5.1（ITU775） X X X X X X

6.1（ES/EX） X X X X X X X

7.1（3/4.1） X X X X X X X X

7.1（SDDS） X X X X X X X X
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「LogicPro」でサラウンドを設定する
サラウンドのプロジェクトを作成する前に、オーディオインターフェイスのどの出力をどのス

ピーカーに接続するかを「LogicPro」で設定しておく必要があります。また、実際にサラウン
ドで録音する際にはオーディオインターフェイスのどの入力を使用するかも設定しておく必要

があります。これは、「サラウンド」環境設定の「入力」および「出力」タブで設定します。

「サラウンド」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」と選択し、「サラウンド」タブをクリックします。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「オー

ディオ」を選択して「サラウンド」タブをクリックします。

m 「サラウンド環境設定を開く」キーコマンドを使います。

サラウンド環境設定を設定する
「サラウンド」環境設定には、「入力」、「出力」、「バウンス拡張設定」の3 つのタブがあります。
これら3つのタブは互いに連動していますが、個別に設定することができます。

参考：一般にどのサラウンドフォーマットも、特殊な場合は除き、デフォルトのままで希望の結
果が得られるように設定されています。

サラウンドチャンネルの割り当てを設定するには：
1 「入力」または「出力」タブのいずれかをクリックします。

2 「表示」メニューで、使用したいサラウンドフォーマットを選択します。

これで、「入力」タブの「入力の割り当て」および「出力」タブの「出力の割り当て」セクショ

ンの各入力／出力チャンネルのメニューが自動的に設定されます。
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参考：ここでサラウンドフォーマットを選択しても、「入力の割り当て」／「出力の割り当て」セ
クションのチャンネルとスピーカーのレイアウト／ルーティング表示が変わるだけです。実際に

プロジェクトで使用するサラウンドフォーマットは、「オーディオ」プロジェクト設定の「サラ

ウンドフォーマット」メニューで設定します（ 815ページの「プロジェクトで使用するサラウン
ドフォーマットを設定する」を参照）。

「LogicPro」の出力をどのスピーカーに送るかを設定するには、「出力」タブで以下のいずれか
の操作を行います：

m 有効なポップアップメニュー（「左」、「センター」、「右」など）で、それぞれに送りたいオーディ

オインターフェイスの出力を選択します。

このメニューでは、現在のハードウェアに存在しない出力も選択できるため、サラウンド再生機

能が装備されていないコンピュータでもサラウンドプロジェクトの作成、編集が可能でます。存

在しない出力は丸括弧で囲まれます。たとえば「（「出力17）」や「（出力32）」のように表示されます。

m 「表示」メニューの下の3つのボタンのいずれかをクリックします。

Â デフォルト： このボタンをクリックすると「LogicPro」のデフォルト設定が使用されます。
例を挙げます：たとえば 5.1フォーマットの場合は、出力1がL、出力2がR、出力3がLs、
出力4がRs、出力5がCの各スピーカー、そして出力6がLFEチャンネルにルーティングされます。

Â ITU： このボタンをクリックすると、プロの制作現場で広く使用されているITU（ International
TelecommunicationsUnion）標準規格の割り当てが使用されます。

Â WG-4： このボタンをクリックすると、DVDForumが定めたDVD-AudioのWG-4標準規格が
使用されます。

各サラウンドチャンネルに使用する入力を指定するには：
m 「入力」タブを開き、上記の「出力」タブの場合と同じ手順を実行します。
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バウンスファイルの拡張子を変更するには：
1 「バウンス拡張設定」タブをクリックします。 

2 有効なフィールドのいずれかをクリックして、新しい拡張子を入力します。

たとえば、左の拡張子をデフォルトの「.L」から「.Left」に変更したり、左サラウンドの拡張子
をデフォルトの「.Ls」から「.LSurr」に変更したりできます。拡張子の前には必ずピリオド「.」
を付けてください。

変更を取り消したい場合は、「拡張をリセット」ボタンをクリックするとデフォルト設定に戻り

ます。

参考：拡張子を変更してもファイル自体には影響はありません。拡張子は単にファイルを識別し
やすくするためのものです。デフォルト設定でも十分に識別できる場合は特に変更する必要はあ

りません。
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プロジェクトで使用するサラウンドフォーマットを設定する
プロジェクトで使用するサラウンドフォーマットは、「オーディオ」プロジェクト設定の画面で

設定します。デフォルトでは、新規のプロジェクトは 5.1に設定されています。

プロジェクトのサラウンドフォーマットを設定するには：
1 以下のいずれかの操作を行って、「オーディオ」プロジェクト設定を開きます：

Â「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「オーディオ」と選択します（または、対応するキー

コマンドを使います。デフォルトはOption＋Pキーです）。
Â ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニューから「オーディオ」を選択

します。

2 「オーディオ」プロジェクト設定の「サラウンドフォーマット」メニューで、使用するフォーマッ
トを選択します。

∏ ヒント：サラウンドフォーマットに設定したプロジェクトをテンプレートとして保存すること
ができます。こうすると、新規のサラウンドプロジェクトを作成する際に毎回サラウンド

フォーマットを設定する必要がありません。最初は付属のテンプレートを使用し、これを修正

して自分専用のテンプレートとして保存するとよいでしょう。





816 第35章    サラウンドを使って作業する



チャンネル入力形式を設定する
チャンネル入力形式によって、チャンネルのサラウンドステータスがモノラル、ステレオ、サラ

ウンドのいずれかに決まります。

選択しているオーディオトラックにチャンネルストリップの入力形式を設定するには：
m 「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップのレベルメーターの下にあるボタンをクリック

したまま、表示されるメニューから入力形式を選択して設定します。

次のように、現在のステータスがボタンの記号によって示されます：

Â モノラル： 1つの円はモノ入力形式を表します。レベルメーターの表示は 1列です。
Â ステレオ： 2つの交差した円はステレオ入力形式を表します。ステレオ入力形式が選択されて
いる場合、レベルメーターは2列に表示されます。

Â 左： 2つの円で左側が塗りつぶされている場合は、左チャンネルの入力形式を示します。この
入力形式が選択されている場合、ステレオ・オーディオファイルの左チャンネルのみが再生さ

れます。レベルメーターの表示は1列です。
Â 右： 2つの円で右側が塗りつぶされている場合は、右チャンネル入力形式を示します。この入
力形式が選択されている場合、ステレオ・オーディオファイルの右チャンネルのみが再生され

ます。レベルメーターの表示は1列です。
Â サラウンド： 5つの円はサラウンドチャンネル入力形式を示します。サラウンド入力形式が選
択されている場合、レベルメーターは複数の列で表示されます（列の数はプロジェクトのサラ

ウンドフォーマットに対応します）。

左ステレオ 右 サラウンドモノラル
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サラウンドレベルメーターの表示を変更する
「表示」環境設定の「チャンネルの順番」メニューを使用すると、マルチ・チャンネル（サラウ

ンド）レベルメーターのチャンネルの順番を変更できます。次のオプションから選択できます：

マルチ・チャンネルレベルメーターの順番を変更するには： 
1 以下のいずれかの操作を行って、「表示」環境設定を開きます：

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」と選択します（または「表示環境設定を開く」キーコ
マンドを使います）。

Â ツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、メニューから「表示」を選択します。

2 「一般」タブをクリックします。 

3 「LevelMeter」セクションの「チャンネルの順番」メニューで希望のオプションを選択します。

参考：ここで設定した内容は、LevelMeterや MultiMeter などのMeteringプラグインには適
用されません。

チャンネルの順番 メーター1 メーター2 メーター3 メーター4 メーター5 メーター6
内部 L R Ls Rs C LFE

ITU



L 右 C LFE Ls Rs

中心 Ls L C 右 Rs LFE

LCRグループ L C 右 Ls Rs LFE
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チャンネルストリップの出力形式を設定する
オーディオチャンネル、音源チャンネル、入力チャンネル、および出力チャンネル、Auxチャン
ネルの出力を、プロジェクトのサラウンドフォーマットに設定できます。

チャンネルストリップの出力をサラウンドに設定するには：
m 目的のチャンネルストリップの出力スロットをクリックしたまま、ポップアップメニューから

「サラウンド」を選択します。

チャンネルストリップのパンコントロールが、2 次元のサラウンドコントロールに変わります。
スピーカーの位置はカラーのドットで表示されます。パン位置は白のドットで表示され、この

ドットをマウスでつかんで移動できます。

複数のチャンネルを選択し、出力形式をサラウンド（またはそのほかの形式）に一度に変更する

こともできます。

複数のチャンネルのサラウンドステータスを一度に変更するには： 
1 サラウンド出力に設定したいチャンネルをすべて選択します。 

2 選択したチャンネルのいずれかの出力スロットをクリックし、ポップアップメニューから「サラ

ウンド」を選択します。

チャンネルストリップの出力形式を自動で設定する
「LogicPro」では、各種チャンネルの出力形式はそれぞれ一定のルールに基づいて自動的に設定
されます。
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オーディオチャンネル
空のオーディオトラックのチャンネルストリップは、最初にチャンネルストリップに追加した

オーディオファイルの形式に自動的に設定されます。

トラックに割り当てられた出力形式と異なる形式のオーディオファイルを追加した場合（たとえ

ばサラウンド出力にルーティングされたトラックにステレオファイルを追加した場合など）は、

チャンネルストリップの出力形式に合わせてオーディオファイルが自動的にアップミックスま

たはダウンミックスされます。

参考：ここで設定できるサラウンドフォーマットの上限は、プロジェクトのサラウンドフォー
マットによって決まります。

音源チャンネル
音源チャンネルの形式は、挿入した音源のチャンネル形式に自動的に設定されます。

ステレオ音源を挿入すると、チャンネルストリップの出力もステレオになります。

ソフトウェア音源のサラウンドインスタンス（ES2や Sculptureなど）を挿入すると、チャンネ
ルの出力はプロジェクトのサラウンドフォーマットに合わせて設定されます。

Auxチャンネル
自動的に作成されたAux チャンネルは、それぞれの入力ソースの形式に自動的に設定されます
（ステレオチャンネルをAuxチャンネルにルーティングした場合は、Auxチャンネルもステレオ
になります）。Aux チャンネルの出力形式を手動で変更した場合は、その形式に合わせて信号が
自動的にアップミックスまたはダウンミックスされます。

SurroundPannerを使って作業する
SurroundPannerを使用すると、トラックの出力信号を任意のスピーカー位置に配置できます。
SurroundPannerは、ミキサーウインドウやアレンジ領域のチャンネルストリップで直接操作す
ることもできますが、独立したウインドウで開いたほうがはるかに便利です。

「SurroundPanner」ウインドウを表示するには：
m チャンネルストリップのサラウンドパンポットをダブルクリックします。

「SurroundPanner」ウインドウにはチャンネルストリップよりも大きなサラウンドパンポット
が表示され、いくつかの拡張パラメータも表示されます。

参考：同時に複数の「SurroundPanner」ウインドウを開き、これらをスクリーンセットに保存
することもできます。また、「SurroundPanner」ウインドウにはリンクボタンも用意されてい
ます。リンクを有効にした場合、選択したチャンネルストリップのサラウンド設定を変更すると、
「SurroundPanner」ウインドウの表示も更新されます。

SurroundPannerは、モノラル入力／サラウンド出力（モノ->サラウンド）の場合とステレオ
入力／サラウンド出力（ステレオ-> サラウンド）の場合では機能が異なります。入出力チャン
ネルともサラウンドの場合はバランスコントロールとして機能します。
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モノ->サラウンドのSurroundPannerを使う
ソース入力がモノラルに設定されている場合は、モノ->サラウンドのSurroundPannerが表示
されます。

SurroundPannerでまず目につくのが、サラウンド空間の表示です。ここでは、入力信号からス
ピーカー出力へのサラウンドルーティングを調整します。サラウンド空間の下部に表示されるレ

ベルスライダとフィールドでは、センターとLFEチャンネルのレベルを個別に調整できます。拡
張パラメータは、チャンネル間のセパレーションの微調整に使用します。

サラウンド空間
サラウンド空間は以下の要素で構成されます：

Â「Angle」と「 Diversity」の 2つのリアルタイム表示フィールド。この2つのフィールドの値は、
マウスをスライダのように使って直接変更できます。

Â


4つの同心円で構成され、45度ずつ8つのセグメントに分割された円形グリッド。最も外側の
円がダイバシティの最小値を、最も内側の円がダイバシティの最大値を表します。

Â 円形グリッドの外側を囲むもう1つの円。この円が、実際にダイバシティ／アングルを示すディ
スプレイ（またはダイバシティ／アングルメーター）です。ダイバシティ（またはアングル）

が変化すると、この円の一部が強調表示されます。

Â 円形グリッドに重なる四角形。これはLとR、およびフロントとリア（サラウンド）のチャンネ
ルセパレーションを表します。この四角形の四隅または四辺をドラッグすると、形を変えるこ

とができます。「 SurroundPanner」ウインドウの下部にあるスライダまたはフィールドでセ
パレーションの値を変更しても、同じことができます。

サラウンド空間

レベルコントロール

拡張パラメータ
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Â 円形グリッドの外側に配置されたスピーカーのアイコン。「Surround Panner」ウインドウで
スピーカーのアイコンをクリックすると、チャンネルのサラウンドフォーマットを直接変更で

きます。こうして各チャンネルを個別にアクティブ／非アクティブに変更できます。青で表示

されたスピーカーがアクティブなチャンネルで、グレイのスピーカーアイコンは非アクティブ

なチャンネルを表します。

Â スピーカー出力への信号のルーティングを制御する青いドット。この青いドットはサラウンド

空間内でドラッグできます。

サラウンド位置を示す青いドットをドラッグする際は、以下の機能を使うと便利です：

Â コマンドキーを押しながらドラッグするとダイバシティがロックされます。

Â コマンド＋Optionキーを押しながらドラッグすると、アングルがロックされます。
Â


Option キーを押しながら青いドットをクリックすると、アングルとダイバシティがリセット
されます。

レベルコントロール
「CenterLevel」スライダとフィールドは、フロントのセンターチャンネル（主に映画やテレビ
の台詞に使用）の音量調整に使用します。

「LFELevel」スライダとフィールドは、LFE 出力の音量調整に使用します。「LFE」とは「Low
FrequencyEnhancement」または「 LowFrequencyEffects」の頭文字をとったもので、LFE出
力はサブウーファーチャンネルに送られるのが一般的です。サブウーファースピーカーは必須の

機器というわけではないので、なくても構いません。

∏ ヒント：低周波の信号のみを出力に送りたい場合は、マルチモノのサラウンドEQをサラウン
ド・マスター・チャンネルに挿入します。これを使用してLFE（またはサブウーファー）出力
を設定します。多くのサラウンドアプリケーションでは、カットオフ周波数を120Hzにするの
が標準的です。

セパレーションコントロール
「SurroundPanner」ウインドウの下部にあるスライダは、各種チャンネル間のセパレーション
の量を指定するのに使用します。これらのパラメータの値を「1.00」から離していくと、サラウ
ンド空間のセパレーションを示す四角形が（台形または長方形に）変化し、チャンネルへの影響

を視覚的に確認できます。

Â Separation XF： フロントのLとRチャンネルのセパレーションを設定します。セパレーショ
ンの値を「1.00」から「0.00」に下げていくと L チャンネルとR チャンネルの信号が相互に
ミックスされ、最後には両方のチャンネルの出力がモノラルになります。

Â Separation XR： リアのLsとRsチャンネルのセパレーションを設定します。基本的な動作は上
記の「SeparationXF」と同じです。

Â Separation Y： フロントとリアのチャンネル（すなわちリスニング位置の前後）のミックス
を調整します。Lと Ls、 Rと Rs のチャンネルがそれぞれミックスされます。「SeparationY」
を「0.00」に設定すると、フロントとリアの両方のチャンネルの出力がモノラルになります。
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拡張パラメータのセクションが開いている場合は、セパレーションを示す四角形も常に表示され

ます。拡張パラメータのセクションが閉じていても、いずれかのセパレーションの値が「1.00」
以外に設定されている場合は四角形が表示されます。この場合、四角形をマウスで操作してセパ

レーションの値がデフォルト値に戻っても、四角形の表示は消えません。すべてのセパレーショ

ンの値が「1.00」に設定された状態で拡張パラメータのセクションを閉じた場合のみ、四角形は
非表示になります。

拡張パラメータのセパレーションの値またはスライダ、あるいはセパレーションを示す四角形の

辺をOptionキーを押しながらクリックすると、デフォルトの値にリセットされます。

参考：7.1ITUサラウンドフォーマットの場合、LmとRmチャンネルのセパレーションは、フロ
ントチャンネルとリアチャンネルのセパレーションの値の平均値になります。

ステレオ->サラウンドのSurroundPanner
ソース入力がステレオに設定されている場合は、ステレオ->サラウンドのSurroundPannerが
表示されます。このSurroundPannerはモノ->サラウンドのSurroundPannerとほぼ同じも
のですが、L（左）信号用とR（右）信号用のパンパック、そしてLと R のパックをグループ化
して同時に調整するためのパンパックの、合計3つが表示されます。また、右上にはステレオ信
号の広がりを調整するための「Spread」フィールドも表示されます。

サラウンド空間内でLまたはRのパックを移動すると、もう1方のパックも対称位置へ移動しま
す。3番目のパックをドラッグすると、LとRの両方のパックが現在のスプレッドを維持したま
ま移動します。

パックを左右に動かすと両方のアングルが変化し、上下に動かすとダイバシティが変化します。

パンポット外周上のバーは、それぞれの信号ソースがどのスピーカーによって再生されるかを示

しています。パックを中心に近付けると、対応するバーが長くなります（つまりダイバシティが

大きくなります）。
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SurroundBalancer
ソースがサラウンドに設定されている場合は、サラウンドパンポットがサラウンド・バランス・
コントロールの役割を果たします。

ソースチャンネルはクロスパンまたはミキシングされることなく、対応する出力チャンネルにそ
のまま送られます。パンコントロール用のパックは1つだけで、これを使ってマルチ・チャンネ
ルのソース信号全体を調整します。つまり、ソース信号の音量の相対的なバランスのみが変更さ
れます。

SurroundBalancerモードでは、セパレーションパラメータは使用できません。

サラウンドプラグインを挿入する
「LogicPro」にはサラウンドエフェクトのプラグインが多数用意されているほか、Sculpture お
よびES2シンセサイザーのサラウンド版も含まれています。また、AudioUnit の音源とエフェ
クトにもサラウンドで使用できるものがあります。

重要：プラグインのサラウンドフォーマットはプロジェクトのサラウンドフォーマットによって
決まります。

サラウンドエフェクトプラグインを挿入するには：
1 チャンネルストリップの出力を「サラウンド」に設定します。

2 任意のインサートスロットをクリックし、挿入したいプラグインについて「モノラル →サラウン
ド」（モノラルチャンネルの場合）、「ステレオ  →サラウンド」（ステレオチャンネルの場合）、ま

たは「サラウンド」バージョン（サラウンドチャンネルの場合）を選択します。

Â たとえば、ステレオフォーマットのチャンネルの場合は、「Delay」＞「Delay Designer」＞
「ステレオ->5.1(ITU775)」などと選択します。

Â プロジェクトのサラウンドフォーマットが 7.1（ SDDS）に設定されている場合は、ステレオ
チャンネルのプラグインメニューは「Delay」＞「DelayDesigner」＞「ステレオ->7.1(SDDS)」
のように表示されます。

∏ ヒント：最後のチャンネルフォーマットまでメニュー階層をたどらなくても、プラグイン名の
ところでマウスボタンを放すこともできます。この場合、自動的にデフォルトのチャンネルス

トリップフォーマットを使用してプラグインが開きます。
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チャンネル形式に一致しないプラグインを挿入するには：
m


Optionキーを押しながらチャンネルのインサートスロットをクリックします。

プラグインメニューには、一致する形式だけではなく、プラグインがサポートしているすべての

フォーマットが表示されます。

ダウンミックスまたはアップミックスが必要な場合は、自動的に行われます。

Â ソフトウェア音源のデフォルトのフォーマットはステレオです（ステレオが用意されている場

合）。モノラルおよびプロジェクトのサラウンドフォーマットは、追加のフォーマットとして

提供されます。

Â エフェクトプラグインのデフォルトの形式は、現在のチャンネル（信号経路内でのプラグイン

の挿入ポイント）の形式になります。

Â さらに、プラグインのすべての種類の形式（現在のチャンネル入力形式とプラグインで利用可

能なすべての出力形式の組み合わせ）が提供されます。ただしプロジェクトのサラウンド

フォーマットが上限になります。

Â「LogicPro」のエフェクトプラグインは、プロジェクトのサラウンドフォーマットに基づいて
マルチモノ構成でも使用できます。

参考：「LogicPro」では、入力チャンネル形式と出力チャンネル形式が一致しない場合、自動的
にサラウンドのダウンミックスとアップミックスが行われます。たとえばQuad プラグインを
5.1 バスに挿入した場合、「 LogicPro」では5.1 からQuad へのダウンミックスが行われた後で
5.1へのアップミックスが行われます。

DownMixerプラグイン
DownMixerプラグインを使用すると、サラウンド・マスター・チャンネルストリップの入力形
式を変更できます。これにより、たとえばサラウンドミックスをステレオでチェックするといっ

たことが簡単にできるようになります。

チャンネルのマッピング、パン、ミキシングは自動的に行われます。ミキシングに関しては、以

下のパラメータで調整することもできます：

Â Destination Format： このメニューでは、目的のサラウンドフォーマットを「ToStereo」、
「ToQuad」、「ToLCRS」から選択します。

Â 各種レベルスライダ： これらのスライダで個々のチャンネルのレベルを調整します。スライダ
の数と名称は選択したプラグインのフォーマットにより異なります。
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マルチ・チャンネルのエフェクトを使って作業する
実際にはサラウンドに対応していないエフェクトも、マルチ・チャンネルのエフェクトとしてサ

ラウンドチャンネルに挿入できます。つまり、チャンネルのサラウンドフォーマットで必要な数

だけ、プラグインのステレオおよびモノラルインスタンスが「LogicPro」によって自動的に提
供されます。

プラグインヘッダの詳細を理解する
マルチ・チャンネルのエフェクトプラグインでは、拡張プラグインヘッダが表示されます。

このヘッダには、各エフェクトインスタンスのタブ、「 LFE」タブ、「Configuration」タブが表示
されます。エフェクトタブのラベルを見れば、エフェクトインスタンスがステレオとモノラルの

どちらで読み込まれているかが分かります。「–」で結ばれたチャンネルはステレオインスタンス
として読み込まれています。「|」で区切られているチャンネルはモノラルです。以下に例を示し
ます：

Â「L-R|Ls-Rs|C」は、Lと Rがステレオ、LsとRsがステレオ、Cがモノラルであることを意味します。

Â「L-R|Rs|C」（ Lsは別のタブに表示）は、Lと Rがステレオ、Rsがモノラル、Cがモノラルである
ことを意味します。

Â「L-R」、「 C」、「Ls-Rs」が3つの独立したタブとして表示されている場合は、LとRがステレオ、
Cがモノラル、LsとRsがステレオであることを意味します。

個々のエフェクトタブは、各チャンネル（またはチャンネルペア）に対する独立したエフェクト

ユニットと考えることができます。つまり、「L-R」タブ、「C」タブ、「Ls-Rs」タブ、「 LFE」タブ
ごとにプラグインのパラメータを個別に設定することができます。プラグイン設定を保存する

と、各タブのパラメータの値も保存されます。

各タブにモノラルまたはステレオのチャンネルを割り当てるには、「 Configuration」タブを使用
します。
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マルチ・チャンネルのエフェクトを設定する
「Configuration」タブでは、プラグインの各インスタンスに対してパラメータの変更をどのよう
に適用するかを設定します。

Â リンクメニュー： どのエフェクトをリンクするかを設定します。エフェクトをリンクした状態
でパラメータを変更すると、リンクされたグループのすべてのエフェクトに変更が適用されま

す。グループはA、 B、Cの3つから選ぶことができます。「 –」に設定されたチャンネルはリ
ンクされておらず、独立して操作できます。各グループは専用のタブで表示されます。

Â「バイパス」ボタン： このボタンをクリックすると、チャンネルがバイパスされます。つまり
エフェクトを迂回してルーティングされます。個々のチャンネルに対して特定のプラグイン処

理を行いたくない場合に使用します。

参考：グループ化されたチャンネルの「バイパス」ボタンをクリックすると、グループ内のすべ
てのチャンネルがエフェクトを迂回してルーティングされます。

マルチ・チャンネルのプラグインを最初にサラウンドチャンネルに挿入すると、チャンネルのサ

ラウンドフォーマットに合わせてプラグインの機能を最大限に利用できるように、自動で設定が

行われます。たとえば、モノラルおよびステレオに対応したプラグインを5.1バスに挿入したと
します。このプラグインは、2つのステレオペア、モノラルのセンター、モノラルのLFEチャン
ネルという構成で設定されます。リンクとタブは必要に応じて自動的に作成されます。

チャンネルをリンクする
チャンネルをリンクする際は、以下の点に注意してください：

Â


2つのチャンネルをステレオペアとしてリンクする場合は、左チャンネルが常にマスターに割
り当てられます。

Â 既存のグループに1つまたは複数のチャンネルを追加すると、新規に追加されたチャンネルに
はグループと同じ設定値が適用されます。

Â 未使用のグループに複数のチャンネルを割り当てると、フロント左チャンネルの設定がグルー
プ内のすべてのチャンネルに適用されます。

リンクメニュー

「バイパス」ボタン
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サイドチェーンを使って作業する
サイドチェーンに対応したプラグインを挿入する場合は、サイドチェーンのソース（プラグイン

のヘッダで選択）がすべてのサラウンドインスタンスにルーティングされます。

グループ化されたプラグインインスタンスの検出回路はリンクされており、 1つのユニットとし
て反応します。このため、空間的なサラウンドイメージがゆがんだり変形したりすることはあり

ません。

参考：これは、サイドチェーンの入力が選択されていない場合も同様です。この場合は、グルー
プの個々の入力を合わせたものが、リンクされた検出回路に送られ、これがサイドチェーンの

ソースの役割を果たします。

サラウンドマスターを使って作業する
チャンネルの出力をサラウンドに設定すると、ミキサーにサラウンド・マスター・チャンネルス

トリップが自動的に作成されます。サラウンド・マスター・チャンネルストリップは、「サラウ

ンド」環境設定で指定した出力にルーティングされる信号を処理します（もちろんプロジェクト

のサラウンドフォーマットも考慮されます）。

このマスターチャンネルストリップにサラウンドプラグインを挿入することができます。

重要：マスターチャンネルストリップが表示されると、個々の出力チャンネルのインサートス
ロットが非表示になり、（出力チャンネルストリップの）インサートスロットに挿入された既存

のエフェクトは実行されなくなります。ただし、「 LogicPro」内部ではインサート構成が記憶さ
れているので、すべてのサラウンド出力を削除すれば元の出力チャンネル構成が復元されます。
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サラウンドオーディオファイルをバウンスする
サラウンドミックスをバウンスすると、通常のステレオバウンスよりも多くのオーディオファイ

ルが作成されます。各ファイルは固有の拡張子で識別されます。

バウンスファイルの拡張子を設定する
「オーディオ」環境設定の「サラウンド」の「バウンス拡張設定」タブでは、サラウンドバウン

スによって作成される各ファイルの拡張子を設定できます。手順については、814ページを参照
してください。

サラウンドバウンスを行うには：
1 以下のいずれかの操作を行います：

Â 任意の出力チャンネル（またはサラウンドマスターチャンネル）の右下にあるバウンスボタン

をクリックします。

Â メインメニューバーで「ファイル」＞「バウンス」と選択します（または対応するキーコマン

ドを使います）。

どの出力チャンネルのバウンスボタンをクリックしても、サラウンド設定で選択したすべての出

力が同時にバウンスされます。

2 「バウンス」ウインドウの「ディザリング」ポップアップメニューの下部にある「サラウンドバ
ウンス」チェックボックスを選択します。

3 必要に応じてそのほかのバウンス設定を選択します。

詳細については、601ページの第 27章「プロジェクトをバウンスする」を参照してください。

4 「バウンス」ボタンをクリックします。

参考：バウンスコマンドでは、圧縮形式（AAC、 ALAC、MP3）のサラウンドファイルは作成で
きません。

サラウンドミックスのDVD-Aを作成する
「LogicPro」では、現在のプロジェクトのサラウンドミックスをDVD-A（DVD-Audio）ディス
クに書き込むことができます。これには、以下の方法があります：

Â 最大チャンネル数6（ 5.1）、24ビット、サンプルレート 48kHz
Â


24ビット、サンプルレート192kHzの HD（ HighDefinition）ステレオ

CD作成と同様、DVD-Aの作成も「バウンス」ウインドウで行います。手順は上記とほぼ同じで
すが、以下の点のみ異なります。

Â「用途」パネルで「作成:DVD-A」チェックボックスを選択します。
Â「バウンスしてディスクを作成」ボタンをクリックします。

参考：「LogicPro」ではサラウンドバウンスのエンコードは行われません。サラウンドバウンス
ファイルは、「LogicPro」のパッケージに含まれる「Compressor」でエンコードできます。サ
ラウンドエンコードの方法については、「Compressor」のマニュアルを参照してください。
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LogicProの同期

「LogicPro」は、さまざまな同期プロトコルを使って、外部ハード
ウェアやほかのソフトウェアと同期を取ることができます。

この章では、さまざまな環境で、実際にどのように同期が取られるかについて解説します。

「LogicPro」がマスター側になって同期を取る場合と、スレーブ側になる場合があります。

「LogicPro」では、以下の同期プロトコルをサポートしています：

Â MIDI タイムコード（MTC）：SMPTEタイムコード信号をMIDI標準タイムコード信号に変換し
たものです。

Â MIDIクロック： クロック信号用の短いMIDIメッセージです。 MIDI機器間にタイミングパルス
を提供するものとして使用されます。「LogicPro」では、外部機器を同期させるためにMIDI
クロック信号を送信することもできます。ただし、MIDI クロック同期信号を受信することは
できません。

Â SMPTEタイムコード： Unitor8など、一部のMIDIインターフェイスによってMTCに変換され
たオーディオ信号です。

Â ワードクロック： すべてのデジタル・オーディオ・インターフェイス・フォーマット（ADAT、
FireWireオーディオ、S/P-DIF、AES-EBU、T-DIF）によって伝送される信号です。「LogicPro」
と外部ハードウェアまたはソフトウェア間でデジタル転送されたオーディオ信号内のサンプ
ルワードのタイミングの整合性を維持するために使用されます。

Â ReWire： 「 LogicPro」はReWireの「ホスト」として機能させることもできます。「Reason」
や「AbletonLive」などのReWire互換アプリケーション用の同期マスターソースとして使用
することができます。この章では、「LogicPro」をReWireホストとして使用する際の説明は
しません（詳細については、249ページの「ReWire アプリケーションを使って作業する」を
参照してください）。

∏ ヒント：「LogicPro」は、スレーブとして使用する場合に手動または「ヒューマン」同期もサ
ポートしています。これは同期プロトコルではありませんが、「LogicPro」でテンポチェンジ
をリアルタイムで追いかけられるようになります。たとえば、実際のドラマーの演奏に合わせ

ることもできるわけです。詳細については、652ページの「テンポインタプリタを使う」を参
照してください。
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同期マスターとスレーブの関係
スタジオの構成の複雑さやシンプルさに関係なく、すべての同期には次のルールが適用されま

す：

Â 同期マスターは 1 つしか存在しません。

Â 同期マスターはタイムコード情報（同期信号）を 1つまたは複数の同期スレーブに送信します。

「LogicPro」は、多くの機器と同様、マスターとスレーブのどちら側にすることもできます。

重要：「LogicPro」も含め、手動でマスターまたはスレーブとして機能するように設定する必要
がある同期対応デバイスは少なくありません。この設定をしなかった場合、システム内に複数の

マスター機器が存在することになり、結果として同期エラーを招くこととなります。

外部同期の使用
「LogicPro」をはじめて起動した際は、手動同期モードがオフになっており、「LogicPro」は「内
部クロックに同期」（マスター）モードになっています。トランスポートバーの同期ボタンをク

リックして有効にすると、「LogicPro」は、選択した同期ソースと同期します。

「LogicPro」が単独で（つまり、同期対応の機器およびアプリケーションなしで）動作している
場合、または同期ソースとして機能している場合は、これが同期マスター機器になります。この

場合、トランスポートバーの同期ボタンはアクティブにするべきではありません。

デフォルトでは、トランスポートバーの同期ボタンは表示されていません。

トランスポートバーの同期ボタンを表示させるには： 
1


Controlキーを押しながらトランスポートバーをクリックして、ショートカットメニューから「ト
ランスポートバーをカスタマイズ」を選択します。

2 「モードと機能」列（右側）の下の方にある「同期」チェックボックスを選択してから「OK」を
クリックします。
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同期ボタンを使う
同期ボタンを使えば、選択した同期ソースを変更しなくても外部同期をいつでもオン／オフする

ことができます。つまり、（スレーブとして機能している）「LogicPro」を外部同期マスター機
器から一時的に解放することができるわけです。これは、たとえば外部同期ソース（テープマシ

ン、VTRなど）が稼動している状態のままMIDIリージョンをすばやく編集したいときなどに便
利です。

「LogicPro」をスレーブとして使用している場合
トランスポートバーの同期ボタンが有効なときは、押されて点灯した状態になります。

外部同期信号を受信している際にMIDI アクティビティディスプレイの上の方のセクション
（MIDI入力）をクリックすると、受信しているMIDIタイムコードのフレームレートが表示され
ます。

参考：外部との同期中に録音ボタンをクリックすると、「 LogicPro」は録音モードになりますが、
外部タイムコードを検知するまでは実際の録音は開始されません。

同期ボタンで同期設定にアクセスする
Control キーを押しながらトランスポートバーの同期ボタンをクリックしてショートカットメ
ニューを表示します。ショートカットメニューでは、次のオプションを選択できます：

Â 外部同期のタイプを設定します。

Â


MIDI 制御のテープマシンをリモートコントロールできるように、「LogicPro」の各トランス
ポートボタンでMMCコマンド（844ページの「MIDI マシンコントロール」を参照）を送信
するかどうかを指定します。

Â「同期設定」を直接開くことができます。

Â 各テンポエディタ（641ページの「高度なテンポオペレーション」を参照）を直接開くことが
できます。

MTCの解釈
MIDI 標準規格では、一般的に使用される6種類のタイムコード形式のうち 4種類しかサポート
していないので（MIDI規格では、30fpsと29.97fpsは区別されません）、「LogicPro」は、タ
イムコードを受信した際に、本来はどの形式かを識別する必要があります。

受信したMTC（MIDIタイムコード）は、次のように解釈されます：

Â


24fps→24fps

Â


25fps→25fps

Â


30fps（ドロップフレームあり）→29.97Dropfps

Â



30fps→29.97fps
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「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「同期」と選択し、「一般」の「フレームレート」ポップ

アップメニューから手動で形式を設定することもできます。

参考：MIDI タイムコード（MTC）はオーディオベースの SMPTE（SocietyofMotionPicture
andTelevisionEngineers）タイムコード形式のMIDI版に相当するものです。

「同期」プロジェクト設定
「同期」プロジェクト設定では、同期に関するすべてのパラメータを指定できます。

「同期」プロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m メインメニューバーから「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「同期」と選択します（または、

「同期のプロジェクト設定を開く」キーコマンドを使います。デフォルトはOption＋Yキーです）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニューか

ら「同期」を選択します。

m



Controlキーを押しながらトランスポートバーの同期ボタンをクリックしてポップアップ
メニューから「同期設定」を選択します。

「同期」プロジェクト設定は4つのタブで構成されています：
Â 一般： このタブには、「 LogicPro」を同期スレーブとして機能させる際に使用する主な同期設
定が含まれています。詳細については、続くセクションを参照してください。

Â オーディオ： このタブには、オーディオとMIDIの同期に関連するすべてのパラメータが含ま
れています。

Â MIDI： このタブでは、「LogicPro」が再生または録音モードになっている際のMIDI経由での
タイムコード送信に関する設定を行います。これにより、マスターとして機能する「LogicPro」
に対して外部スレーブ機器を同期できるようになります。

Â Unitor： このタブは、Unitor8MIDIインターフェイスとの同期に関する主な同期設定を行う際
に使用します。
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一般
「同期」プロジェクト設定の「一般」タブには、次の同期関連パラメータが含まれています

（「LogicPro」をスレーブにしている場合に使用）。

同期モード
このパラメータでは、「LogicPro」が同期しているマスター（タイムコードの種類）を定義します：

Â 内蔵： 「LogicPro」の内蔵タイマーです。「LogicPro」はマスターになります。外部機器は、
MIDIクロックまたは MTC（関連する設定は「MIDI」タブで行う）を介して同期させることが
できます。

Â MTC： MIDI タイムコードモードです。「LogicPro」はスレーブになります。MIDIタイムコー
ドは、MIDI 入力ポートから受信することも、受信したSMPTEタイムコードを変換するMIDI
インターフェイス（たとえば、Unitor8など）で生成することもできます。

Â 手動： テンポインタプリタモードです。手動同期またはヒューマン同期モードになります。
「LogicPro」は、テンポインタプリタが有効なビートと認識した信号に同期し、スレーブとし
て動作します。テンポインタプリタは、MIDI イベントまたはコンピュータキーボードで制御
できます。詳細については、652ページの「テンポインタプリタを使う」を参照してください。

外部同期信号を自動認識
このオプションが選択されている場合、「LogicPro」は同期信号をMTC として、またはテンポ
インタプリタから受信するまでマスターとして動作します（内部同期モード）。

「LogicPro」は、最初の同期信号を受信した時点で自動的にその信号を基準にするように切り替
わります。

重要：同時に複数の同期信号が届かないようにしてください。タイムコードのマスターは1つし
か存在できないので注意してください。
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フレームレート
フレームレート（fps、つまりフレーム／秒）は、ここで設定します。ここで設定したフレーム
レートは、転送および受信した両方のタイムコードに適用されます。

参考：ドロップフレーム形式では、特定のフレームが（定期的なパターンに従って）落とされま
す。ドロップフレームがないことを明示する場合に、「ND」または「ノンドロップ」と言う場合
もあります。

MTCフォーマットを自動認識
このチェックボックスを選択した場合、受信したタイムコードが分析され、自動的に適正なフ

レームレートに設定されます。通常、このオプションは選択状態にしておく必要があります。

MTCフレームレートの29.97fpsと30fpsは、次の理由から自動的には区別されません：

Â


MTC規格では、この2つの区別が認められていません。

Â


30fpsまたは29.97fpsが検出されても、元のタイムコードが速く、または遅くなったと解釈す
ることもできます。

フレームレートが「およそ30fps」の場合、「LogicPro」は、ドロップフレーム形式が使用され
ているかどうかによって、自動的に29.97（ドロップフレームあり）か30（ドロップフレームな
し）のどちらかに解釈します。この2つの形式は標準規格として使用されているので、この解釈
は通常は適正なものとなります。

「MTC フォーマットを自動認識」オプションは、29.97fps（ドロップフレームあり）か 30fps
（ドロップフレームなし）のいずれかに設定されたことがある場合は、これらのいずれかにしか

切り替えません。「LogicPro」をこれ以外の一般的ではないフレームレートに同期させたい場合
は、手動で定義する必要があります。この設定は、「MTCフォーマットを自動認識」オプション
を選択しても変更されません。

フレームレート 一般的な用途
24fps 映画、高解像度ビデオ。

25fps PAL規格のビデオ／TV放送。

30fps（ドロップフレーム） NTSC規格のビデオ／TV放送（ほとんど使用されません）。

30fps 高解像度ビデオ、初期の白黒NTSCビデオ（古いので、最近ではほとんど使用さ
れません）。

29.97fps（ドロップフレーム） NTSCビデオ／TV放送。

29.97fps 標準解像度NTSC。

23.976fps 24fpsを99.9%遅くしたもので、映画をNTSCビデオに簡単に変換できます。
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MTCを確認
「MTCを確認」メニューでは、「 LogicPro」が、同期の整合性を維持するために、受信するタイ
ムコードをどの程度の頻度でチェックするかを指定できます。通常、このメニューオプションは

「常に」のままにしておきます。

機器によっては、同期を維持するために一定のフレーム数の設定を必要とするタイムコードパル

スを生成するものもあります。「確認しない、ジャムシンク」オプションは、同期信号が失われ

た場合、「 LogicPro」を同期から解放します。つまり、同期パルスが失われると、「LogicPro」
は、内部クロック（最後に受信したテンポに設定されています）に従って動作します。これによ

り、たとえタイミングパルスが失われても録音そのものは継続されることになります。

SMPTEオフセット（上の「小節の位置」）
ここでは、プロジェクトのSMPTEオフセットを設定します。曲は必ずしも先頭の小節から始ま
るとは限らないので、設定したSMPTEタイムで再生される小節は任意に選択できます。

デフォルトでは、小節1111がSMPTE01:00:00:00に当たります。

SMPTE オフセットには通常、01:00:00:00（1 時間）が使用されますが、これは、タイムコード
をプリロールできるようにするためです。

SMPTE表示オフセット（下の「小節の位置」）
実際のSMPTE タイムではなくプロジェクト開始からの絶対時間を表示する場合は、「 SMPTE 表
示のオフセットを個別に設定」チェックボックスを選択します。

次に、「小節の位置」を「1111」、「SMPTE値を表示」を「00:00:00:00」（プリセット）にしま
す。必要に応じ、別の表示オフセット値を設定することもできます。

テンポリストには常に実際のSMPTEタイムが表示され、SMPTE表示オフセットが表示されるこ
とはありません。その他のすべてのウインドウでは（トランスポートも含め）、 SMPTE表示オフ
セットが使用されます。

∏ ヒント：ビデオ（およびオーディオ）のポストプロダクション現場では多くの場合、SMPTEオ
フセットを1時間（01:00:00:00）に設定しています。これにより、プリロールがSMPTE時間
00:00:00:00（ミッドナイト）を通過する際に、テープマシン（ADATなど）によってはトラブ
ルとなる可能性を回避できるからです。
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オーディオ
オーディオとMIDIトラックの同期を維持するには、「同期」プロジェクト設定の「オーディオ」
タブを使います。

現在の同期状況
Â MTC（fps）： このリアルタイム表示には、受信したMTCとその公称フレームレートとの間で
の差が表示されます。この差が大き過ぎる場合は、「同期」プロジェクト設定の「一般」タブ

で適正なフレームレートが設定されていることを確認してください。確信が持てない場合は、

フレームレートを24fpsに設定して「MTCフォーマットを自動認識」オプションを選択して
ください。フレームレートが正しい場合、この表示を使ってマスター機器のテープ速度を公称

値（タイムコード記録時の速度と同じ値）に調整できます。スライダが中央に位置するように

マスター機器のピッチコントロールを調整してください。

Â サンプルレート（Hz）： ここには、サンプルレートの公称値からの偏差が表示されます。一部
のオーディオハードウェアには、サンプルレートが固定されているものもあるので注意してく

ださい。

Â 偏差（ms）： ここには、タイムコードマスターからのワードクロックの位相偏差、つまり、
オーディオ信号とMIDI信号間の偏差が表示されます。ハードウェアの同期モードを「MTCコ
ンティニュアス」にしてタイムコードを変化させてみると、「 LogicPro」がどのようにサンプ
ルレートを調整するかを見ることができます。タイムコードを大きく変動させても、オーディ

オとMIDIとの同期で偏差は生じません。ただしこれには、サンプルレートの連続的な変更が
可能なオーディオハードウェアが必要です。MIDI はタイムコードマスターの後に直接付いて
いくことができる（また付いていく必要がある）ので、オーディオ信号と MIDI信号間の多少
の偏差は避けることはできません。

参考：「LogicPro」ではリアルタイムでサンプルレートを変換できるので、適正なオーディオ再
生ピッチと速度を維持したまま外部MTC信号に従うことができます（ MTCコンティニュアス）。
これは、MTCスレーブモードで録音している場合でも同様です。
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オーディオ同期モード
ここで、各オーディオハードウェアが外部タイムコードマスターとどのように同期するべきかを

定義します。

すべてのオーディオハードウェアが、以下で紹介するすべての同期モードで動作するわけでは

ありません。これは、特にハードウェアのサンプルレートを制御できるかどうかが鍵となって

きます。

ポップアップメニューには、CoreAudioと DAE/TDM ハードウェア用の2種類が用意されてい
ます。システムで使用しているハードウェアの構成に応じて、いずれかまたは両方をお使いくだ

さい。以下のオプションを選択できます：

Â MTC コンティニュアス（デフォルト）： オーディオリージョンは同期した状態で開始し、タイ
ムコードマスター信号での変化に応じてサンプルレートが継続的に調整されます。長いオー

ディオリージョンも、このモードでは同期を保つことができます。

Â MTC トリガー＋自動速度認識： 次の「MTCトリガー」に似ていますが、「 LogicPro」の動作
時にタイムコードマスターのテンポが定期的に監視されます。次に「LogicPro」を起動する
と、測定したサンプルレートが使用されます。このオプションでも長いオーディオリージョン

のタイムコードマスターとの同期を適正に保つことができますが、「MTC コンティニュアス」
オプションほどではありません。ただし、サンプルレートは固定されるので、タイムコードマ

スター信号の変化によって影響を受けることはありません。

Â MTCトリガー： オーディオリージョンは同期した状態で開始しますが、タイムコードマスター
信号の変化に関係なく常に一定のサンプルレートで再生されることになります。「LogicPro」
は、設定された公称サンプルレート（44.1、48、88.2、96、192kHzのいずれか）を常に使用
します。このモードは、録音時の絶対ピッチを維持することが欠かせない場合に適していま

す。タイムコードマスターの速度と公称値との間に偏差がある場合は、長いオーディオリー

ジョンを短いものに分割する必要があるかもしれません。

Â 外部またはフリー： 「LogicPro」ではサンプルレートを調整しません。オーディオリージョン
の位置とサンプルレートを合わせるのは、オーディオハードウェア側になります。このモード

は、たとえば外部SMPTEやワードクロック同期機器などを使うなどして、ワードクロックと
タイムコードマスターが確実に同期されている場合にのみ使用することをお勧めします。

Â デジタル： 「外部またはフリー」と似ていますが、 DAE/TDM ハードウェアも、受信したデジ

タル信号と同期するように設定されます。

Â SSD/VSD タイプ： 「デジタル」と同じですが、「LogicPro」で使用するサンプルおよびフレー
ムレートの同期に、SMPTE スレーブドライバ（SSD）やビデオスレーブドライバ（VSD）も
使用されます。SMPTEスレーブドライバは、ProToolsハードウェアを受信したタイムコード
やワードクロックに同期させる機器です。
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MIDI
「同期」プロジェクト設定の「MIDI」タブでは、「 LogicPro」動作時（録音または再生モード）
にタイムコードをMIDI 経由で送信するように設定します。この設定により、マスターとして動
作する「LogicPro」に外部機器をスレーブとして同期できるようになります。

MIDIクロックを送信
このチェックボックスを選択すると、MIDIクロックの送信機能が有効になります。 2つの送信先
メニューでは、MIDIクロック信号を出力するMIDIポートを指定できます。

再生および録音を開始すると、ソング・ポジション・ポインタ（SPP）メッセージが送信されま
す。ただし、なかにはSPPを処理できない機器もあるので、MIDIシステムのリアルタイム・コ
ンティニュー・メッセージも送信されます。唯一の例外は曲が 1111の位置から開始したとき
で、この場合はリアルタイム・スタート・メッセージが送信されます。

MIDIクロックは、その他の一般的なMIDIイベント（音符、コントローラなど）と一緒に簡単に
送信できます。複数のポートを備えたMIDIインターフェイス（Unitor8 などの）を使用する場
合、個々のポートではなく、すべてのポートに対してMIDIクリックを送信した方がより正確な
タイミングを得ることができます。

すべてのポートに対して MIDIクロックが転送される場合、イベントは1回だけコンピュータか
らインターフェイスに送信されます。一方、個別のポートに送信する場合は、ポートごとにイベ

ントが送信されるので、すべてのポートの帯域幅に対する負荷も高くなります。

トランスミッションの遅延時間
このパラメータでは、MIDI クロック信号の転送を遅延させることができます。マイナス値を指
定すれば、MIDIクロック信号がより早く送信されることになります。これにより、外部MIDIク
ロックスレーブで発生した反動遅延を補うことができます。
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MTC（MIDIタイムコード）を送信
このチェックボックスを選択すると、MIDI タイムコードが送信されます。メニューでは、 MTC
信号のMIDIアウトプットポートを指定します。 

MTC はデータ量も多いので、すべてのポートに送信するのはできる限り避けてください。可能
であれば、ほかの用途に使われていない空きMIDIポートを使ってください。

MMC（ MIDIマシンコントロール）を送信
このチェックボックスを選択すると、MIDI マシンコントロールの送信が可能になります
（844ページの「MIDI マシンコントロール」を参照）。これらのコマンドは、「LogicPro」のト
ランスポート機能（再生、停止、巻き戻しなど）を実行するたびに送信されます。

MMC は通常、「LogicPro」が外部マスター（ADAT などの）に対してスレーブとして動作して
いる状況で、外部マスターのトランスポート機能を「LogicPro」から制御したいときに使用し
ます。つまり、「LogicPro」がMMC マスターとMTCスレーブの役割を同時に果たすことにな
るわけです。

外部マスターのトランスポートコントロールを使用したい場合、MMCを使用する必要はありま
せん。この場合、「 LogicPro」はスレーブとしてMTCマスターに従います。

MMCを使って、MMCスレーブ機器のトラックを録音可能な状態にすることもできます。 

MMCの入力を自動認識
このチェックボックスを選択すると、「LogicPro」を MMC（MIDIマシンコントロール）および
いわゆる「フル・フレーム・メッセージ」で制御できるようになります。 

MMC入力を自動認識している「LogicPro」では、次のコマンドを認識できます：
Â 再生

Â 遅延再生

Â 停止

「遅延再生」は、リール式テープレコーダのように構造的に遅延が生じやすい同期スレーブ機器

用の特殊なコマンドです。即座に再生を要求するのではなく、指定したSMPTE 位置まで到達し
てから再生を開始するように要求します。「 LogicPro」はどんな位置でも即座に到達できるので、
再生コマンドと遅延再生コマンドに対する「LogicPro」の反応の違いは確認できません。

「LogicPro」は、外部MTC（ MIDIタイムコード）コマンドの入力が検知された場合、これらの
メッセージを無視します。

「LogicPro」は、フル・フレーム・メッセージにも従うので、再生を開始しないで再生ヘッドを
新しい位置にセットすることもできます。なおここでも、情報が競合した場合は MTC データが
優先されることになります。
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同期装置のなかには、スレーブ機器（この場合は「LogicPro」）を再生することなく新しい位置
にセットしたいときにフル・フレーム・メッセージを（MTC の代わりに）送信するものもあり
ます。これは、ビデオ機器をシャトル操作したりフレーム単位で進めたい場合などに、スレーブ

機器が再生モードになることなく正確な位置にセットされるので便利です。

「MIDI同期環境設定」ボタン
「MIDI同期環境設定」ボタンをクリックすると、「MIDI」環境設定の「同期」タブが開きます（詳
細については、963ページの「「MIDI」環境設定」を参照）。 

Unitor
「同期」プロジェクト設定の「Unitor」タブは、Unitor8MIDIインターフェイス用の主な同期パ
ラメータを設定するときに使用します。 

SMPTEモード
Unitor8 でSMPTE をリードまたはライトするように指示することができます。ライトに切り替
える場合は、デフォルトの「リード」を「ジェネレート」に切り替えて、フレームレートとSMPTE
開始時間を「一般」タブで（上の「小節の位置」で）設定しなくてはなりません。

「更新」チェックボックスを選択すると更新モードになり、受信したタイムコードと同期する新

しいタイムコードが生成されます。更新モードは、VITC とLTC のどちらでも動作します（下記
参照）。

LTC トラックをコピーする場合は、更新モードを使用してください。LTC を直接コピーすると、
必ず品質が低下します。マルチトラックのテープ全体をコピーする場合は、すべてのトラックを

直接パッチするべきですが、タイムコードトラックの更新は Unitor8から行いましょう。

参考：更新モードは、タイムコードをコピーする場合にのみ使用します。
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SMPTEタイプ
ここでは、使用するSMPTEの形式を定義します：

Â LTC： LTC（LongtudinalTimeCodeまたはLinearTimeCode）がテープトラックに書き込ま
れます。

Â VITC： VITC（VerticalIntervalまたはVerticallyIntegratedTimeCode）がビデオテープの見
えない部分に書き込まれます。

フリーホイール
LTCとVITC用のフリーホイール時間（フレーム数単位）を設定することもできます。「フリーホ
イール」パラメータは、SMPTE リーダーに対して、読み取るタイムコードがなくなってもどれ
ぐらいの時間同期装置からシーケンサーにMTCを送り続けるのかを指定するものになります。

フリーホイール時間を長くすると、タイムコードが欠落しても同期を維持できますが、タイム

コードマスターが停止した後に「LogicPro」がそれを認識するまでの時間も相応に長くなりま
す。必要最大限の長さ（操作の持続目的）で可能な限り小さな値（待ち時間を少なくするため）

に設定するようにしましょう。

TVフォーマット
タイムコードを書き込む TVフォーマットを指定します：
Â PAL： ヨーロッパ、南米、多くのアジア、アフリカ諸国、それにオセアニア地方で使用されて
いるビデオフォーマットです。SECAMフォーマット（フランスおよびフランス語圏諸国で使
用されている）のビデオを扱う場合はこのPALを選択してください。

Â NTSC： 米国、中米、日本、カナダで使用されているビデオフォーマットです。

VITCライン1、 VITCライン2
VITCはビデオ画像の中の2本の走査線に書き込まれ、通常それらは不可視になっています。 2本
の走査線は隣接させず、通常は12～20行目の間にあります。

「スキャン」オプションを選択した場合、VITCを含む走査線が自動的に認識されます。手動で走
査線の番号を指定するのは、「スキャン」モードで問題が発生した場合のみにします。

タイムコードディスプレイを表示
ビデオ画像に書き込まれるタイムコード・カウンタ・ウインドウの位置、サイズ、スタイルを設

定することができます。
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SMPTE位置の表示と使用
各リニア編集ウインドウのバールーラには、個別にSMPTEタイムルーラかバー／ビートルーラ
を表示することができます。詳細については、74ページの「バールーラの表示を調整する」を
参照してください。

イベントリストで「表示」＞「イベントの位置と長さをSMPTE 単位で表示」と選択すると、す
べての位置と長さが小節／拍単位ではなくSMPTEタイム単位のものに切り替わります。

オブジェクトをフレームに配置する（クロックをピックアップ）
「クロックをピックアップ（イベントを再生ヘッド位置に移動）」キーコマンドを使用すると、選

択したオブジェクト（個々のイベント、テンポイベント、あるいはリージョンなど）を再生ヘッ

ドの位置まで移動させることができます。

オブジェクトを特定のフレームに位置させるには：
1 たとえば、「ビデオ」トラック内の映像の特定フレームに進むなどして、再生ヘッドを必要な

SMPTEタイムに位置させます。

参考：通常の位置を調整するコマンドに加え、「1 フレーム巻き戻す」および「1 フレーム早送
り」キーコマンドを使ってフレーム単位で前後に移動することもできます。

2 その時間位置に移動させたいオブジェクトを選択します。

3 「クロックをピックアップ（イベントを再生ヘッド位置に移動）」キーコマンドを使って、オブ
ジェクトの開始位置をこの時間位置にそろえます。

「クロックをピックアップし次のイベントを選択」キーコマンドは、最初のオブジェクトが移動

した後の次のオブジェクトを選択します。

参考：オーディオリージョンに対して「クロックをピックアップ」を使用する場合は、リージョ
ンのアンカー（リージョンの開始位置ではなく）が再生ヘッドの位置に移動します。

オブジェクトをフレームに固定する
同期されたフィルムで作業している場合、効果音を小節の位置ではなく特定のSMPTE タイムで
鳴らしたいこともあるはずです。

必要に応じて作品のテンポを後に変更した場合、すでに配置されているイベントのSMPTEタイ
ムの位置も変わることになります。「SMPTE位置をロック」は、これを防ぐためのオプションです。

イベントリスト内の個々のイベントのSMPTE位置をロックすることも、リージョン全体（そこ
に含まれるすべてのイベントも一緒に）をロックすることもできます。SMPTE 位置にロックさ
れたオブジェクトの名前の前には、小さな錠前アイコンが表示されます。
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オブジェクトを現在のSMPTE位置に固定するには：
1 対象となるオブジェクトを選択します。 

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â イベントリスト、HyperEditor、ピアノロールエディタの場合：「機能」＞「 SMPTE位置をロッ
ク」と選択します。

Â「アレンジ」ウインドウの場合：「リージョン」＞「SMPTE位置をロック」と選択します。

Â「SMPTE位置をロック」キーコマンドを使用します。

参考：位置がロックされたオブジェクトをクリップボード経由でコピー＆ペーストしたり、
Optionキーを押しながらドラッグしてコピーしても、ロックの属性は維持されません。

オブジェクトのSMPTE位置のロックを解除するには： 
1 対象となるオブジェクトを選択します。 

2 以下のいずれかの操作を行います：

Â イベントリスト、HyperEditor、ピアノロールエディタの場合：「機能」＞「 SMPTE位置のロッ
クを解除」と選択します。

Â「アレンジ」ウインドウの場合：「リージョン」＞「SMPTE位置のロックを解除」と選択します。

Â「SMPTE位置のロックを解除」キーコマンドを実行します。

選択したオブジェクトで SMPTE位置にロックされていたものが、通常のイベントと同じように
現在の小節位置に固定されます。つまり、以降でテンポの変化があると、それらはシフトするこ

とになるわけです。名前の前にあった錠前アイコンも消えます。

小節をフレームに合わせて配置する
プロジェクト内のある小節を特定のSMPTE タイムと一致させたい場合は、それ以前のパッセー
ジのテンポを修正する必要があります。

以下の手順ならば、試行錯誤しなくてもこの調整を行うことができます： 
1 テンポリストを開きます（646ページの「テンポリストを使う」を参照）。

2 対象となる小節位置にテンポイベントを作成します。 

3 作成したテンポイベントを「SMPTE位置」カラムの希望する位置に設定します。

それ以前のテンポイベントが自動的に調整され、挿入したテンポイベント用の適正な小節と時間

位置が生成されます。

4 以降のパッセージでも同じテンポを維持したい場合は、挿入したテンポイベントを削除すること

もできます。
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MIDIマシンコントロール
MMCとは、「LogicPro」がMMC互換のテープマシンのトランスポート機能を制御するのに使
用するMIDIコマンドのセットです。 MMCを介して「LogicPro」から録音処理を制御したり自
動化することもできます。このテープマシンは、「LogicPro」が同期ソース（「LogicPro」がス
レーブになっている）として使用するSMPTE信号を供給します。

接続された機器は、通常のトランスポート機能（再生位置の直接指定やサイクルジャンプなども

含む）を使って「LogicPro」から制御することができます。ただし、「LogicPro」は、接続され
た機器での巻き戻しや早送りが終了するまで待つ必要があります。また、「 MIDI マシンコント
ロール」が有効な状態で再生ヘッドをドラッグすると、マウスボタンを放すまでMMCロケート
コマンドが断続的に送られることになります。 

MMCを有効にするには、以下のいずれかの操作を行います：
m


Control キーを押しながらトランスポートバーの同期ボタンをクリックし、ショートカットメ

ニューで「MIDIマシンコントロール（MMC）」コマンドを選択します。

m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「同期」と選択し、「 MIDI」タブの「MMCを送信」オプ
ションを選択します。

「LogicPro」では最大64の MMCトラックまでサポートしているので、MIDIマシンコントロー
ルを介してAlesisADATなどの機器を操作できます。

各アレンジトラックは、テープデッキのアイコン（ #305）が付いた音源を選択することでテープ
（制御）トラックとして機能させることができます。

テープデッキのアイコンが付いた音源を1 つ作成するだけで、外部レコーダの制御に必要なト
ラックにいくつでも割り当てることができます。トラックを専用のフォルダにまとめておくと便

利です。このトラックは、「アレンジ」ウインドウのトラックリストの一番上に置かれている必

要があります。トラックをフォルダにまとめている場合は、そのフォルダがリストの最初のト

ラックになっている必要があります。

テープデッキアイコンは、実際にオブジェクトの動作に影響する唯一のアイコンです。それ以外

のアイコンはすべて表示上のものに過ぎません。

テープトラックが現在の録音用トラックになっている場合、各機能は次のように動作します：

Â テープトラックを選択すると、テープマシン側の対応するトラックが録音可能になり、それ以

外のトラックの録音可能状態はオフになります。複数のトラックを録音用に選択するときは、
Shiftキーを押しながらクリックします。
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Â トランスポートバーの録音ボタンは、テープマシンに録音ストローブコマンドを送信します。

このとき「LogicPro」はMIDI録音モードになり、MMC再生コマンドがテープマシンに送信
されます。「 LogicPro」は、MMC機器からタイムコードを受信するまで処理を開始しません。

Â「オートパンチ」機能を使っている場合、テープマシンはパンチ・イン・ロケータの場所で録

音モードになり、パンチ・アウト・ロケータの位置で録音が停止します。

Â


Control＋Shiftキーを押しながらトラックをクリックすると（テープトラック以外でも）、テー
プマシンの各トラックの録音可能状態を個別に切り替えることができます（選択したトラック

がオンになり、それ以外のトラックがオフになります）。Control キーを押しながらトラック
をクリックすると、その他のすべてのトラックの録音可能モードがオフになります。現在の録

音トラックがテープ・デッキ・アイコンに割り当てられている場合（上記参照）、Controlキー
は使わないでください。

Â テープトラックが録音トラックとして選択されている場合は、「録音を切り替える」キーコマ

ンドが録音状態を切り替えるものとして使用されます。

Â


MMC制御の録音を行うと、「 LogicPro」は自動的に空のMIDIリージョンをテープトラック上
に作成します。これは、テープマシン上で録音が行われたということを示すものです。オート

パンチ機能によって制御されたものも含め、すべての MMC録音で同様のことが行われます。
複数のテープトラックを（Shift＋クリックで）録音トラックにしていた場合は、同じ数のリー
ジョンが作成されます。テープトラック上に同じ開始位置を持つMIDIリージョンが存在する
場合、そのトラックには新たな MIDIリージョンは作成されません。これは、リージョンのオー
バーラップを避けるための措置です。

Â 停止コマンドを2回繰り返すと、プロジェクトが先頭に巻き戻されます。

MMC 録音ボタンは、「LogicPro」でテープマシン上のトラックの録音を準備する簡単な方法を
提供するものにもなります（詳細については、 895ページの「MMC録音ボタン」を参照）。

MMC制御の録音を停止するときは、停止ボタンかスペースキーを押します。一連のMMC録音
コマンドに対する反応はテープマシンによって異なります。場合によっては、テープが実際には

再生されているのに「LogicPro」ではそのトラックが録音中であるかのように表示されること
も（さらにひどいケースでは、その逆も）あります。そのため、録音を終了する際は必ず停止ボ

タンかスペースキーを押して確実に終了させるようにしましょう。
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同期に関する問題とその対処方法
さまざまな種類の同期があり、製造元によりその構成や仕様も異なることから、「LogicPro」を
その他の機器やアプリケーションと同期させた際にタイミングに問題が生じることもあります。

このセクションでは、一般的な同期関連の問題への対処方法を紹介します。

デジタル同期が取れない
「LogicPro」を外部ワードクロックに同期させるモード（「オーディオ同期モード」の値が「外
部またはフリー」）の場合、有効なデジタル信号が常に利用できる状況である必要があります。

「SampleRatexxxkHzrecognized」というエラーメッセージが表示された場合、 DATレコーダ
（またはオーディオハードウェアのデジタル入力端子に接続したクロックソース）が、停止また

は一時停止モードではワードクロックを送信しない可能性があります（あるいは、機器の電源そ

のものが切れている場合もあります）。

外部テープマシンとの同期が取れない
新規プロジェクトを作成し、そこで新たな録音を行い、問題が解消するかを確認してみましょう。

なぜなら、テープ上の古い録音が適正にタイムコードと同期していなかった場合は、それを使う

ことができないからです。基本的に、再生時の状況は録音時とまったく同じでなくてはなりま

せん。

新しい録音が問題なくできたということは、設定自体に問題はないということになります。この

場合、グローバルな設定で何か変更がなかったかを確認しましょう。フレームレートやテープ速

度の変更などです。30fpsの設定を変更した場合は、30（ドロップフレームあり）または29.97
などの設定も試してください。

MIDI信号とオーディオ信号が同期しない
「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「同期」と選択し、「オーディオ」タブで「MTCコンティ
ニュアス」または「MTCトリガー＋自動速度認識」オプションを選択します。

お使いのオーディオハードウェアがこのいずれのモードもサポートしていない場合、長すぎる

リージョンは短いリージョンに分割して処理してください。 

MIDI信号とSMPTE信号が同期しない
すべてのフレームレート設定を確認してください。接続されているすべての機器のフレームレー

トは同じでなくてはなりません。これには、テープマシンや同期装置、「 LogicPro」そのものの
タイムコードも含まれます。

同期装置によってはMTC に間違ったフレームレートを埋め込むものもあります。このような場
合は、テンポエディタを開いて「検出」オプションを選択解除し、現在のフレームレートを手動

で設定してください。
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37 プラグインのレイテンシの扱い

プラグインを介してオーディオデータを処理すると、レイテンシと呼
ばれる、わずかなタイミングのずれが発生しがちになります。

「LogicPro」には、これらのタイミングのずれを補正する高度な機能が数多く備わっており、す
べてのトラックとチャンネル出力は完全に同期されます。

この章では、プラグインのレイテンシの技術的な側面と、「LogicPro」でこれらのタイミングの
ずれを回避する方法について説明します。

レイテンシについて
プラグイン処理、音量やパンレベルの変更など、デジタル処理の過程ではレイテンシ（わずかな

遅延）が生じます。これらの処理によるレイテンシの値は、処理を重ねるごとに増えていきます。

たとえば、「LogicPro」内で使用するソフトウェア音源には、出力のレイテンシしかありません。
これは、ソフトウェア音源がアプリケーション内部で処理されているためです。一方、リアルタ

イムでモニタリングしているオーディオデータでは、入力と出力の双方でレイテンシが生じま

す。この場合、全体のモニタリングレイテンシの値は、これら2つの値を足したものとなります。

エフェクトプラグインなどを使った場合、その処理ごとにレイテンシが生じ、そこにソフトウェ

ア音源やオーディオチェンネルの使用による入力および出力レイテンシが加わることになりま

す。たとえば、10 ミリ秒のレイテンシを持つコンプレッサをかぶせてボーカルを録音した際、
オーディオインターフェイスの出力レイテンシが40ミリ秒の場合、全体のレイテンシは50（10
＋40＝ 50）ミリ秒になります。仮に、それぞれ10ミリ秒のレイテンシを持つ3つのプラグイ
ン（リバーブ、コーラス、コンプレッサなど）をこのトラックで使ったとしたら、全体のレイテ

ンシは70（10＋10＋ 10＋40＝70）ミリ秒になります。

オーディオインターフェイスの入出力のレイテンシは、「LogicPro」＞「環境設定」＞「オー
ディオ」＞「デバイス」タブにある設定で対処します（96ページの「オーディオハードウェア
を構成する」を参照）。一方、プラグインによって生じる内部レイテンシには、別の方法で対応

します。この章では、そちらの方に重点を置いて説明します。
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低レイテンシモードを使う
低レイテンシモードでは、プラグインによって生じる最大遅延時間を制限することができます。

現在のトラックのシグナルフロー全体の遅延が設定値を超えないように、プラグインはバイパス
されます。低レイテンシモードは、選択したトラック／チャンネル用の信号のフローの中のどこ

かで、すでにレイテンシが高いプラグインが使用されていても、ソフトウェア音源の再生（また

はオーディオチャンネルのモニタ）が必要となるときに特に便利です。

低レイテンシモードの最大遅延時間を設定するには： 
1 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」と選択して「一般」タブをクリックします。

2 「上限」スライダのつまみで値を設定します。

低レイテンシモードを有効にするには、以下のいずれかの操作を行います：
m トランスポートバーの低レイテンシモードボタンをクリックします。

m 「オーディオ」環境設定の「一般」タブで「低レイテンシモード」チェックボックスを選択します。

これで、プラグインによって生成されるレイテンシが「上限」スライダで設定した値に制限され

ることになります。シグナルフロー（現在のトラックの信号経路）全体の遅延が「上限」スライ

ダで設定した値以下になるように、プラグインは必要に応じてバイパスされます。

Â プラグインは、選択したトラック、信号経路内のいずれかのAux、出力チャンネルでもバイパ
スされます。

Â 最もレイテンシが高いプラグインから先にバイパスされます。

参考：低レイテンシモードでは、サウンドが変わることもあります。その変化の度合いは使用す
るプラグインによって異なり、わずかな場合もあれば劇的な場合もあります。使用しているプラ

グインのレイテンシが全体のレイテンシ制限を超えない場合、違いは聞き取れないレベルにとど

まります。
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プラグインディレイ補正機能を使う
「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」の「一般」タブにある「補正」メニューでは、以
下のものに対するプラグインディレイ補正機能をオンまたはオフできます：

Â オーディオトラックおよびソフトウェア音源トラック

Â すべてのチャンネル（オーディオ、音源、Aux、出力、バス、ReWire）。

プラグインディレイ補正について
「LogicPro」では、すべてのチャンネルに対してプラグインディレイ補正を適用できます：補正
機能を有効にすると、「LogicPro」は、プラグインによって生じるレイテンシを補正し、それら
のプラグインを通るオーディオがその他のオーディオとの同期を維持できるようにします。

「LogicPro」は、プラグインによって生じるレイテンシの量を計算し、オーディオストリームを
適正な量だけ遅らせるか、音源トラックとオーディオトラックを一致するレベルまで前にシフト

させることで補正を行います。実際に用いる補正方法は、レイテンシの原因となっているプラグ

インがどのタイプのチャンネルに挿入されているかによって異なります。

Â レイテンシを生じさせているプラグインがAuxか出力チャンネル（またはReWireが使用されて
いる場合はそのチャンネル）に挿入されている場合、「 LogicPro」はその他のオーディオスト
リームを適正な分だけ遅延させます。

Â レイテンシを生じさせているプラグインがオーディオまたは音源チャンネルに挿入されてい

る場合、「 LogicPro」はそれらのトラックを自動的にタイミングが合う位置まで前方にシフト
させます。この方法の長所は、（レイテンシの原因となるプラグインがない）ほかのチャンネ

ルを遅延させる必要がないという点です。

例を挙げます：たとえば、ベース、ギター、ボーカル、ドラムの各トラックで構成されたシンプ

ルな曲があります。ベーストラックは、10ミリ秒のレイテンシを伴うエフェクトを含むオーディ
オチャンネルを通っています。ギタートラックは、いくつかのエフェクトが挿入されたAuxチャ
ンネルを通っています。それらのエフェクトによって生じるレイテンシの合計は30ミリ秒です。
ボーカルは、15ミリ秒のレイテンシを伴うエフェクトセットを挿入した別の Auxチャンネルを
通っています。唯一、ドラムトラックだけは何のエフェクトも介さず、直接メイン出力に通され

ています。この曲でレイテンシの補正機能を使わなかった場合、ドラムトラックはギタートラッ

クよりも30ミリ秒前に再生されることになります。ベーストラックはギタートラックよりも20
ミリ秒前、ドラムトラックよりも10 ミリ秒遅れて再生されます。ボーカルトラックは、ギター
トラックの15ミリ秒前、そしてドラムより 15ミリ秒、ベースよりも5ミリ秒遅れて再生される
ことになります。これが望ましくない状態であることは言うまでもありません。
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プラグインディレイ補正を「すべて」に設定した場合、「LogicPro」はベーストラックを10 ミ
リ秒前にシフトさせてベースとドラムトラックを同期させます。次に、「 LogicPro」は出力チャ
ンネルに送られるこれら両方のストリームを30ミリ秒遅らせ、ギタートラックと同期させます。
ボーカルがストリームされるAuxチャンネルも15ミリ秒遅らせ、ドラムやギターストリームと
そろえます（つまり、もともとの5ミリ秒の遅延が 30ミリ秒になります）。ストリームごとの細
かい値は自動的に処理されます。

この表からも分かるように、すべての出力が最も大きな補正を必要とするストリーム（ギタート

ラックが通るエフェクトが挿入されているAuxチャンネル1）に合わせてすべてのチャンネルが 
30 ミリ秒の遅延をかけられています。これにより、すべてのトラックが完全にそろって出力さ
れ、信号経路のどこで使用されたかに関係なく遅延を生じさせていたプラグインによるタイミン

グのずれが解消されたことになります。

プラグインディレイ補正の制限
プラグインディレイ補正は、再生中およびミキシング中はシームレスに機能します。発生した遅

延が（出力とAux チャンネル内でレイテンシを生じさせているプラグインを補正するために）、
再生前に遅延のないストリームに適用されます。レイテンシを伴うプラグインを含む音源トラッ

クやオーディオトラックも再生前に前にシフトさせることができます。

ただし、プラグインディレイ補正をライブトラックで使う場合は、いくつかの制限があります。

オーディオをライブで流す際に録音済みの音源トラックやオーディオトラックを前の方にシフ

トすることは可能です。つまり、レイテンシを伴うプラグインを含むチャンネル経由で録音しな

ければ、音源やトラックにプラグインディレイ補正を適用しながら録音することには問題はあり

ません。ただし、ライブトラックのタイミングを前にシフトすることはできません（これから鳴
る音を前もって動かすことは不可能です！）。

重要：遅延を伴うほかのオーディオチャンネルと同期させるためにライブストリームを遅延させ
ることもできません。

これは、たとえばプラグインディレイ補正を「すべて」に設定し、Auxと出力にレイテンシを伴
うプラグインを挿入した後にさらに録音をしようとした際に問題となります。「LogicPro」がプ
ラグインのレイテンシを補正するためにストリームを遅延させる必要がある場合、録音中に遅れ

たオーディオストリームを聴くことになります。つまり、録音したものは、オーディオストリー

ムが遅延されたサンプル分だけ遅れることになるわけです。

トラック 補正なし 補正あり

ベース（エフェクトが直接オーディオ

チャンネルに挿入されている）
10ミリ秒の遅延 10ミリ秒  →（オーディオチャンネル） ← 30

ミリ秒（出力チャンネル）

ギター（Aux1 を通る） 30ミリ秒の遅延 変更なし

ドラム（直接出力） 遅延なし 30ミリ秒  ←（出力チャンネル）

ボーカル（Aux2 を通る） 15ミリ秒の遅延 15 ミリ秒  ←（Auxチャンネル2）
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同じ理由から、プラグインディレイ補正が「すべて」に設定されているときにソフトウェア音源

トラックをライブで再生するとレイテンシが高くなることがあります。この問題については、「低

レイテンシモード」を使うことである程度は和らげることができます（848ページの「低レイテ
ンシモードを使う」を参照）。

レイテンシの問題に対応する
落とし穴を前もって回避するには、レイテンシを伴うプラグインを挿入する前にオーディオおよ

びソフトウェア音源の録音をすべて済ませておくように心がけましょう。レイテンシを伴う信号

経路をセットアップした後にソフトウェア音源やオーディオトラックを録音しなくてはならな

い場合は、以下の手順を試してください。問題が起こる可能性を軽減できます。

レイテンシを伴う信号経路を設定した後に録音するには：
1 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」の「一般」タブにあるプラグインディレイ補正の
設定を「すべて」から「オーディオトラックおよびソフトウェア音源トラック」に切り替えます。

「プラグイン遅延補正を切り替える：すべて／オーディオトラックと音源トラック」キーコマン

ドを使えば、補正モードをすばやく「すべて」と「オーディオトラックおよびソフトウェア音源

トラック」間で切り替えることができます。

プラグインディレイの補正モードで「オーディオトラックおよびソフトウェア音源トラック」を

選択すると、レイテンシを伴うプラグインを含むトラックの時間を前方にシフトさせて遅延のな
いトラックと同期させます。ただし、これには1つだけ例外があります：ライブトラックはリア
ルタイムで前にシフトさせることはできません。

次に、録音データからレイテンシを伴うプラグインを外します。

2 該当するインサートスロットをOptionキーを押しながらクリックし、録音トラック上のレイテ
ンシを伴うすべてのプラグインをバイパスします。

プラグインディレイの補正モードで「オーディオトラックおよびソフトウェア音源トラック」を

選択すると、プラグインをバイパスすれば、そのプラグインによるレイテンシを回避できます。
オーディオおよびソフトウェア音源トラック内のプラグインで生じるレイテンシは補正され

ます。

最後に、Auxと出力チャンネルのプラグインによるレイテンシを処理します。

3



Auxと出力でレイテンシの原因となるすべてのプラグインをバイパスします。

これですべてのオーディオストリームが同期されることになるので、録音を始められるようにな

ります。

録音が終了したら、レイテンシを伴うすべてのプラグインを再度有効にし、ディレイ補正を「す

べて」に切り替えます。

参考：「すべて」モードでは、バス、Aux、出力上のプラグインをバイパスしても、そのプラグ
インによるレイテンシは除去されません。レイテンシを除去するには、インサートスロットから

そのプラグインを実際に外さなくてはなりません。
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オーディオを録音する場合、もう1つの対応策として「 LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディ
オ」の「ドライバ」タブで「ソフトウェアモニタリング」チェックボックスの選択を解除する方

法もあります。この場合、録音のモニタリングは外部ミキサーで行う必要があります。受信する

オーディオのソフトウェアモニタリング機能を「LogicPro」が備えていない場合、たとえ完全
なディレイ補正が有効となっていても、オーディオ録音を正確に位置させることができます。当

然ですが、ソフトウェア音源を録音しているときに外部モニタリングを使用することはできま

せん。

参考：「LogicPro」からは外部機器のオーディオ出力を直接制御することはできないので、プラ
グインディレイ補正は、外部サウンドモジュールをトリガするMIDIトラックでは機能しません。
完全なプラグインディレイ補正モードにしてレイテンシを伴うプラグインを挿入した場合、外部
MIDI 信号は遅延したオーディオストリームと同期しません。「LogicPro」では、External
Instrumentプラグインを使うことでこの問題を回避することができます：（音源チャンネルにソ
フトウェア音源プラグインを挿入する場合と同じように）外部MIDI機器のオーディオ出力がオー
ディオハードウェアの入力に流れるように挿入し、「 LogicPro」を介してモニタリングします。
これにより、再生時にMIDI機器から送られてくるすべてのオーディオストリームの遅延を補正
できるようになります。
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38 スプリット・チャンネル・オーディオ
ファイルフォーマットを使って作業する

マルチ・チャンネル・オーディオは、インターリーブまたはスプリッ
ト・チャンネル・オーディオファイルとして保存することができます。

インターリーブオーディオファイルには、すべてのチャンネルの情報が含まれています。この情

報は、単一の「ストリーム」に交互に格納されます。

Â ステレオファイルならば、左チャンネル、右チャンネル、左、右、というように交互に収まっ

ていることになります。

Â サラウンドファイルならば、チャンネル1、チャンネル2、チャンネル3、そしてチャンネル1
に戻ることになります。 5.1 サラウンドミックスになると、左、中央、右、左サラウンド、右
サラウンド、LFE（この後に再び左、中央と続く）が 6チャンネルのインターリーブファイル
に収められています。

スプリット・チャンネル・オーディオファイルでは、個別のオーディオファイルが生成されるの

で、チャンネル（ファイル）ごとに処理することができます。

Â ステレオファイルの場合、2つのファイルが作成されます。一方には左チャンネルのサンプル
が、もう一方には右チャンネルのサンプルがそれぞれ含まれています。通常、ファイル名には
「.L」と「.R」という接尾辞が付いており、これで左右を判別できます。2つのファイルはリン
クされているので、ペアとして編集されます。（オーディオビンで）リンクを解除すると、そ
れぞれを個別に編集することもできます。

Â マルチモノラル（またはスプリットサラウンド）ファイルでは、複数のモノファイルが作成さ
れます。サラウンドチャンネルごとに1つのファイルが作成されるわけです。スプリットステ
レオ同様、各ファイルの名前には接尾辞が追加されています。5.1 サラウンドミックスの場合
は、.L、.C、.R、.Ls、 .Rs、 .LFEとなります。各ファイルはそれぞれ独立したファイルです。

「LogicPro」を含む多くのオーディオアプリケーションは、CoreAudio ハードウェア使用時の
インターリーブファイルの読み込みや録音をサポートしています。

オーディオアプリケーション（「 ProTools」を含む）のなかには、スプリットファイルフォーマッ
トのみをサポートしていて、読み込んだインターリーブファイルが自動的に分割されるものもあ

ります。「LogicPro」でも DAE/TDM ハードウェア使用時にインターリーブ・ステレオ・ファ
イルを読み込んだ場合は同じように処理されます（「 LogicPro」ではスプリット・サラウンド・
ファイルをサポートしていません）。

∏ ヒント：お使いのオーディオハードウェアが対応している場合は、なるべくインターリーブ
オーディオファイルを使ってください。スプリット・チャンネル・オーディオファイルは、

ディスクのI/Oパフォーマンスへの負荷を劇的に増加させます。
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スプリット・チャンネル・ファイルを読み込む
スプリットまたはインターリーブファイルを「LogicPro」に読み込むのに、特別な手順は必要
ありません。ただし、使用しているオーディオ・インターフェイス・ハードウェアの種類よって、

ファイルを読み込んだ後の処理は多少異なります。

「LogicPro」でCoreAudioハードウェアを使っている場合
スプリット・チャンネル・ファイルを読み込むと、自動的にインターリーブファイルに変換され

ます。同時に複数のスプリット・チャンネル・ファイルを追加する場合は、「LogicPro」がすべ
てのファイルを同時に変換するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

「LogicPro」でDAE／TDMハードウェアを使っている場合
スプリット・ステレオ・ファイルを「LogicPro」に読み込むと、ファイルはそのままの状態で
使用されます。スプリット・サラウンド・ファイルはサポートされていません。

スプリット・ステレオ・ファイルを使って作業する
「LogicPro」はファイル名の末尾が「.L」か「.R」になっているオーディオファイルをステレオ
ファイルとして処理します。これは、「名称変更」、「作成」、「バックアップに復帰」などの、す

べてのファイル管理関連機能に適用されます。次に、「LogicPro」におけるスプリット・ステレ
オ・ファイルの処理の概要を示します：

Â 個々のモノファイル（スプリット・ステレオ・ファイル「ペア」の1つ）をファイル選択ボッ
クスで選択した場合、両方のチャンネルが読み込まれます。スプリットステレオのリージョン

は、隣接する2つの円記号で示されます：
Â いずれのファイルも、オーディオビン内では見ることができます。名前は、末尾のチャンネル

を表す接尾辞（LとR）を除いて同じです。スプリット・ステレオ・オーディオファイルの一
方のチャンネルのファイル名を変更すると、もう一方のチャンネルファイルの名前も自動的に

変更されます。これは、ファイル意関連するリージョンの名前を変更したときも同様です。

Â サンプルエディタでのファイルの編集は、両方のファイルに同等に適用されます。

Â「リージョンを追加」コマンドで新規リージョンを作成した場合、「 LogicPro」は、両方のオー
ディオファイルに対して同じようにリージョンを追加します。

Â いずれかのリージョンに加えられた変更は、自動的にもう一方にも反映されます。これには、

リージョンの開始位置、終了位置、アンカー位置の変更なども含まれます。

Â いずれかのファイルのリージョンをアレンジ領域に移動（またはアレンジ領域内で移動）する
と、もう一方のファイルのリージョンも同じように動きます。
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スプリット・ステレオ・ファイルを分割する
通常、スプリット・ステレオ・ファイルは、上記のように左右でまとめて編集します。ただし、

場合によっては、どちらかだけを個別に編集しなくてはならないこともあります。

スプリット・ステレオ・ファイルを分割するには：
1 オーディオビンで（左右いずれかの）スプリット・ステレオ・ファイルを選択します。

2 「編集」＞「選択したスプリット・ステレオ・ファイルの接続を解除」と選択します。

これで、ステレオデータの左と右を個別のモノラルファイルとして編集できるようになります。

なお、このコマンドでは一度に1つのスプリット・ステレオ・ファイルしか分割できません。

重要：後でファイルをもう一度接続する場合は、新しいリージョンを定義しないでください。

プロジェクト内のすべてのスプリット・ステレオ・ファイルをもう一度接続するには：
m オーディオビンで「編集」＞「すべてのスプリット・ステレオ・ファイルを再接続」と選択します。

「LogicPro」が、プロジェクト内の分割されたステレオファイルをすべて再接続します。ただし、
結合されるのは、分割されたスプリットステレオ「ペア」に含まれていたものだけです。

スプリット・ステレオ・ファイルをインターリーブステレオに変換する
2つの（スプリットステレオ）オーディオファイルをSDII、 AIFF、 WAV形式のインターリーブ・
ステレオ・ファイルに変換することもできます。これは、インターリーブファイルしかサポート

しない、たとえば「WaveBurner」などのCD マスタリングソフトウェアでスプリット・ステレ
オ・ファイルを使用する場合に便利です。

スプリット・ステレオ・ファイルをインターリーブ・ステレオ・ファイルに変換するには：
1 オーディオビンで、オーディオファイルを選択します。

2 「オーディオファイル」＞「ファイルをコピー／変換」と選択します。

3 「ステレオ変換」メニューで「スプリットをインターリーブに」を選択します。

4 ファイル名を入力し、保存先を指定してから「保存」をクリックします。

参考：これは、スプリット・ステレオ・ファイルでのみ利用できるオプションです。2つのモノ
ラルファイルを結合してステレオファイルにすることはできません。
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スプリット・チャンネル・ファイルを書き出す
「LogicPro」からステレオファイルをバウンスする際に、インターリーブ形式かスプリットステ
レオ形式のどちらかを選択できます。サラウンドファイルをインターリーブまたは複数のモノラ

ルファイルとしてバウンスすることもできます。

基本的に、スプリット形式のファイルを作成するのに重要なのは、「バウンス」ウインドウにあ

る次の2つのパラメータだけです：
Â「ファイルタイプ」ポップアップメニュー： 「スプリット」を選択します。

Â「サラウンドバウンス」チェックボックス： サラウンドバウンス（インターリーブかスプリッ
トのいずれか）を行うときは、このオプションを選択します。

「バウンス」ウインドウにある各オプションの詳細については、601ページの第 27章「プロジェ
クトをバウンスする」を参照してください。

インターリーブ・バウンス・ファイル、スプリット・バウンス・ファイルを作成するケース
Â インターリーブバウンス： インターリーブファイルをサポートする（ほとんどのオーディオア
プリケーションや機器ではサポートしています）別のオーディオアプリケーションでファイル

を使うときはインターリーブバウンスを実行してください。

Â


ProToolsソフトウェアなど、「スプリットステレオ」形式のみをサポートしているアプリケー
ションでファイルを使うときは、スプリット・チャンネル・バウンスを実行してください。
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39 エンバイロメントで作業をする

エンバイロメントでは、あらゆるMIDI入出力を制御するほか、MIDI
やソフトウェア音源のデータを統合して処理することができます。

この章では、「エンバイロメント」ウインドウの機能と、オブジェクトを使用してMIDIデータを
リアルタイムで処理する方法を説明します。

「LogicPro」の音源や外部MIDI音源／キーボードの音源を使って曲を作るのに、「エンバイロメ
ント」ウインドウについて知らなくても（あるいはウインドウを開くことがなくても）特に問題

はありません。

新規の音源や外部MIDIトラックを作成する場合は（237ページの「音源を使って作業する」を
参照）、「 LogicPro」で自動的にミキサーチャンネルが作成され、基本的な入出力に必要なエン
バイロメントオブジェクトがすべて作成されて設定が行われます。

参考：これはオーディオトラック（さらにAuxや出力などのほかのオーディオ・チャンネル・タ
イプ）についても同じですが、このようなオブジェクトは「ミキサー」やアレンジ領域のチャン

ネルストリップで詳細に制御することができるため、「エンバイロメント」ウインドウからアク

セスする必要はあまりありません。

外部MIDI デバイスの基本的なアクセスと制御以外の操作を行わない場合、この章の情報はほと
んど参考にはならないでしょう。ただし、「マルチインストゥルメント」のセクション（ 883ペー
ジ）は一読されることをお勧めします。オブジェクトをほんの一部カスタマイズするだけで、ワー

クフローの効率が劇的に向上する可能性もあります。

基本的なMIDI入出力の処理のほか、エンバイロメントではMIDI データのリアルタイム変更も
可能です。これにより、バーチャルなリズムジェネレータやステップシーケンサーなどのプロ

セッシングマシンを作ることも、複雑なシンセサイザーエディタを作ることもできます。

この処理はあらゆるMIDI データに実行できます。つまり、外部のMIDI 音源とソフトウェア音
源のどちらのチャンネルも操作できます。

最終的には、エンバイロメントの機能をどのように使うかは（または機能自体を使うかどうかさ

え）ユーザの自由です。
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エンバイロメントを使う
このセクションでは、エンバイロメントを使う上で知っておく必要がある、一般的な概念と手法

を簡単に説明します。エンバイロメントオブジェクトの詳細については、880ページの「エンバ
イロメントオブジェクト」を参照してください。

エンバイロメントの紹介
「エンバイロメント」は、コンピュータ内の「LogicPro」の環境を仮想表現したものです。エン
バイロメントの目的は、 MIDI設定を完全に制御することです。

「エンバイロメント」ウインドウでは、仮想MIDIスタジオが表現されています。エンバイロメン
トには、以下の要素があります：

Â フィジカルインプットオブジェクトまたはシーケンサーインプットオブジェクト。 MIDI イン
ターフェイスの物理的な MIDI入力と「LogicPro」の入力を表します。

Â 音源オブジェクト。MIDIリージョンにおける各 MIDIデバイス（シンセサイザーやサンプラー
など）を仮想的に表したものです。

Â そのほかの各種オブジェクト（フェーダー、ノブ、スイッチ、アルペジエータなど）。新規デー

タの作成や、MIDI信号のフローをリアルタイムで制御／処理するのに使用されます。 

MIDI 信号のフローは、エンバイロメントオブジェクトをバーチャルケーブルで接続して定義し
ます。

バーチャルケーブルでオブジェクトを接続することにより、信号のフローが分かりやすくなり、

経路の設定やMIDIデータの処理にあらゆるパターンを試すことができます。各種のオブジェク
トに用意された機能を存分に活用するには、想像力を働かせ、信号の経路を論理的に計画、作成

するようにしてください。MIDI データの操作方法を思いついたら、すぐにエンバイロメントで
試すことができます。
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ほとんどのオブジェクトは、ほかのMIDIイベントによって（たとえばキーボードのスライダや
モジュレーションホイールから）リモート制御できます。これらの動作は、必要に応じて記録す

ることもできます。

このほかにも、1 つのMIDI信号を複数のチャンネルに分割したり、あらかじめプログラミング
した処理を加えたり、さらには信号の経路設定をやり直すことも可能です。このようにして、

（ノートイベントなどの）同じMIDI データを複数のプロセスで使用することや、ごく標準的な
MIDIキーボードにコントローラキーボードの機能を持たせることが可能になります。

「エンバイロメント」ウインドウは、多くのオブジェクトですぐにいっぱいになってしまいます。

そのため、いくつかの表示レベルにオブジェクトを割り当てて整理できるようになっており、こ

れをレイヤーと呼んでいます。エンバイロメント全体を各部に分けて表示したものと考えるとよ

いでしょう。もちろん、別のレイヤーのオブジェクトとも簡単に接続することができます。

「エンバイロメント」ウインドウを開くには：
m 「ウインドウ」＞「エンバイロメント」と選択します（または、対応するキーコマンドを使いま

す。デフォルトはコマンド＋8キーです）。

また、「エンバイロメントを切り替える」キーコマンドで以下の操作を行うこともできます：

Â 開いた状態の「エンバイロメント」ウインドウを前面に表示する。

Â「エンバイロメント」ウインドウを開く。

Â アクティブな「エンバイロメント」ウインドウを閉じる。

レイヤーを使って作業する
レイヤーは、「エンバイロメント」ウインドウの表示レベルを示すものとなります。すべてのエ

ンバイロメントオブジェクトを同時に扱うのではなく、（音源オブジェクトなど）関連するオブ

ジェクトのグループを表示して操作することができます。レイヤーメニューには、現在のレイ

ヤーの名前が表示されます。

オブジェクトが複数のレイヤーに分散していても、その機能には影響しません。レイヤーは単に、

（数千にも及ぶことがある）オブジェクトを整理しやすくするためのものです。ただし、2 つの
例外があります：

Â「グローバル」レイヤーのオブジェクトは、ほかのすべてのレイヤーにも表示されます。

Â「全オブジェクト」レイヤーには、すべてのエンバイロメントオブジェクトのリストが表示さ

れます。

レイヤーメニュー
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レイヤーを切り替えるには：
m レイヤーメニューの横の下向き三角形ボタンをクリックして、メニューから目的のレイヤーを選

択します。

最後に開いたレイヤーに戻るには：
m 「エンバイロメント」ウインドウで「オプション」＞「前のレイヤーに移動」と選択します（ま

たは、「前のレイヤーに移動」キーコマンドを使います）。

新規レイヤーを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m レイヤーメニューから「レイヤーを作成」を選択します（または、対応するキーコマンドを使い

ます）。

m 「オプション」＞「レイヤー」＞「作成」と選択します。

現在選択されているレイヤーの上に、「（名称未設定）」という空のレイヤーが挿入されます。

レイヤーに名前を付けるには：
1 レイヤーの名前フィールドをクリックして、名前を入力します。

2



Returnキーを押して新しい名前を確定し、テキスト入力モードを終了します。

レイヤーを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m レイヤーメニューから「レイヤーを削除」を選択して、リストから現在の（表示された）レイ

ヤーを削除します。

m 「オプション」＞「レイヤー」＞「削除」と選択します（または、「レイヤーを削除」キーコマン

ドを使います）。

レイヤーのすべてのオブジェクトが削除されることを示す警告が表示されます。「削除」をクリッ
クして、操作を完了します。
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最初の 2 つのレイヤー（「全オブジェクト」と「グローバル」）の位置は保護されます。これら
は、削除できません。

Â 全オブジェクト： このレイヤーには、すべてのエンバイロメントオブジェクトが表示されま
す。このレイヤーのオブジェクトは、通常はリストとして表示されます。

Â「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」と選択し、「その他」タブで「“全オブジェクト”レ
イヤーを許可」オプションの選択を解除すると、レイヤーメニューに「全オブジェクト」レ

イヤーが表示されなくなります。「全オブジェクト」レイヤーを使用するには、この設定を

有効にします。

Â「エンバイロメント」ウインドウのローカルメニューで「オプション」＞「オブジェクトの

レイヤーに移動」と選択すると、選択したオブジェクトのレイヤーを切り替えることができ

ます。

Â Global Objects： すべてのレイヤーで表示するオブジェクトを最上位から2番目のレイヤーに
配置することができます。これらのオブジェクトは、すべてのレイヤーで同じ位置に表示され

ます。グローバルオブジェクトによって画面が繁雑になることから、このレイヤーに配置する

オブジェクトはできるだけ減らすようにしてください。
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「エンバイロメント」ウインドウの表示をカスタマイズする
「表示」メニューのオプションを使用すると、「エンバイロメント」ウインドウの表示をカスタマ

イズすることができます。

レイヤーメニューとオブジェクトパラメータボックスを表示したインスペクタを隠すには：
m 「表示」＞「インスぺクタ」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォ

ルトはIキーです）。

これにより、画面に表示される「エンバイロメント」ウインドウの作業領域を広げることができ

ます。

オブジェクトをグラフィック表示／リスト表示するには：
m 「表示」＞「テキスト別」と選択すると、グラフィック表示されたオブジェクトがリスト表示に

切り替わります。

ケーブルはリストに表示されません。このタイプの表示形式は、「全オブジェクト」レイヤーで

使用すると便利です。

ケーブル表示をカスタマイズする
ケーブルを隠したり色分けしたりすることで、エンバイロメントオブジェクトを見やすく配置す

ることができます。

ケーブルを表示する／隠すには：
m 「表示」＞「ケーブル」と選択して、オブジェクト間のケーブルを表示します（または隠します）。

オブジェクトによっては、（移動およびサイズ変更に使用する）右側の位置決めバーも表示され

ます（隠れます）。

∏ ヒント：すべてのオブジェクトの配置やサイズ、またはケーブル接続を誤って変更しないよう
にするには、「表示」＞「ケーブル／配置を保護」と選択します。

ケーブルの接続とオブジェクトの位置が保護されていて、ケーブルが隠れた状態の場合は、背景

の色が変わります。多くの場合、これでバーチャル・ミキシング・デスクやフェーダー設定を見

やすくできます。

カラーケーブルを表示するには：
m 「表示」＞「カラーケーブル」の設定を有効にします。

ケーブルの色は、ソースオブジェクト（別のオブジェクトへの接続元のオブジェクト）の色を基

に決められます。

選択したオブジェクトに色を割り当てるには：
m 「表示」＞「カラー」と選択して（デフォルトのキーコマンドはOption＋Cキー）、カラーパレッ
ト内の色をクリックします。

パレットの色をダブルクリックすると「カラー」ウインドウが開き、カスタム色を定義すること

ができます。

このようにして編集した色は設定ファイルに保存され、すべてのプロジェクトで使用することが

できます。エンバイロメントオブジェクトの色は、「アレンジ」ウインドウで新しく作成したリー

ジョンのデフォルト色として使用されます。
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「エンバイロメント」ウインドウをフレームなしで表示する
場合によっては、エンバイロメントオブジェクトを使用しながら、「アレンジ」ウインドウで作

業をしたいことがあります。テープマシンのコントロールボタンを使用する場合などがこれにあ

たります。

テープマシンを操作するたびに「エンバイロメント」ウインドウ本体を開くのではなく、常にほ

かのウインドウの手前に表示される小さなフロートウインドウを作成することもできます。

これは一般的に次の手順で行います：
1 新規レイヤーを作成します。

2 オブジェクトを作成して、必要に応じてケーブルで接続し、パラメータを適宜調整します。

3 オブジェクトを並び替え、「エンバイロメント」ウインドウのサイズを変更して、オブジェクト

を表示できる大きさにします。

4 「表示」＞「フレームなしのフローティングウインドウ」と選択します。

これで、ほかのウインドウの手前でフロート表示される小さな「エンバイロメント」ウインドウ

が作成されます。

5 必要に応じて（「アレンジ」ウインドウの上などに）位置を変更し、Shift＋Lキーを押して、スク
リーンセットとして固定します。

6 このスクリーンセットを選択するだけで、必要なときにテープコントロールにアクセスできます。

オブジェクトを操作する
すべてのウインドウと同じように、画面上の要素やデータの操作はさまざまなツールを使用して

行います。「エンバイロメント」ウインドウのツールメニューには、ほかのウインドウと同じよ

うに標準のポインタツール、鉛筆ツール、消しゴムツールが用意されています。このツールを

使って、エンバイロメントオブジェクトを選択／作成／削除します。エンバイロメントでは以下

のツールも使用することができます：

Â テキストツール： テキストツールでオブジェクトをクリックすると、オブジェクトの名前を変
更することができます。テキストフィールド以外の場所をクリックするか、Return キーを押
すと、名前の変更の操作が終了します。
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Â MIDI スルーツール： MIDI スルーツールでエンバイロメントオブジェクトをクリックすると、
「アレンジ」ウインドウで選択したトラックにオブジェクトが割り当てられます。

オブジェクトを作成、削除する
「新規」メニューからオブジェクトタイプを選択すると、現在のレイヤーにそのタイプのオブジェ
クトが作成されます。対応するキーコマンドを使用することもできます。

鉛筆ツールでレイヤーの背景をクリックすると、新しい音源オブジェクトが作成されます。

オブジェクトを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールでオブジェクトをクリックします。

m 削除するすべてのオブジェクトを選択して、「編集」＞「削除」と選択します（または、Delete
キーを押します）。

オブジェクトを移動する
オブジェクトを移動するには、オブジェクトのアイコンまたは名前をつかんで、レイヤー上の目

的の位置にドラッグします。キーボードやフェーダーオブジェクトのグラフィックスは、動かし

て操作するためのものです。そのため、名前があれば名前をつかむか、オブジェクト右側の位置

決めバーをつかんで移動する必要があります。Shift キーを押したままにすると、キーボードや
フェーダーオブジェクトのグラフィックスをつかんで移動することも可能です。

参考：エンバイロメントオブジェクトはいずれも、Shift キーを押しながらクリックして移動す
ることができます。その際、ほかのオブジェクトを誤って移動しないように、最初に必ずレイ

ヤーの背景をクリックし、対象外のオブジェクトの選択を解除してください。

オブジェクトを別のレイヤーに移動する
レイヤーメニューやクリップボードを使用すると、オブジェクトをレイヤー間で移動することが

できます。また、「エンバイロメント」ウインドウをもう1 つ開いて、オブジェクトを目的のレ
イヤーにドラッグすることも可能です。

レイヤーメニューを使ってオブジェクトを別のレイヤーに移動するには： 
1 目的のオブジェクトを選択します。

2



Optionキーを押したまま、レイヤーメニューから目的のレイヤーを選択します。

選択したオブジェクトが目的のレイヤーに移動します。

クリップボードを使ってオブジェクトを別のレイヤーに移動するには：
1 移動するオブジェクトを選択して、「編集」＞「カット」と選択します（または、対応するキー

コマンドを使います。デフォルトはコマンド＋ Xキーです）。

2 目的のレイヤーに切り替えます。

位置決めバー



第39章    エンバイロメントで作業をする 865





3 オブジェクトが選択されていないことを確認します（レイヤーの背景をクリックします）。

4 「編集」＞「ペースト」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルト
はコマンド＋Vキーです）。

参考：オブジェクトを選択した状態で現在のレイヤーにオブジェクトをペーストしようとする
と、「現在選択されているものと置き換えますか？いいえ／置き換える」というダイアログが表

示されます。Enterキーを押すか、「置き換える」をクリックすると、選択したオブジェクトがク
リップボードのオブジェクトに置き換えられます。既存のケーブル接続は、そのまま残ります。

オブジェクトを別のレイヤーにドラッグするには：
1 別の「エンバイロメント」ウインドウを開いて、目的のレイヤーを表示します。 

2 最初の「エンバイロメント」ウインドウで、移動するオブジェクトを選択し、もう一方のウイン

ドウにドラッグします。

∏ ヒント：この方法により、（Optionキーを押したままドラッグして）レイヤー間でオブジェク
トをコピーすることも可能です。

オブジェクトをコピーする
Option キーを押したままレイヤー上のオブジェクトをポインタツールでドラッグすることによ
り、オブジェクトをコピーすることができます。

クリップボードを使って別のレイヤーのオブジェクトをコピーするには： 
1 対象のオブジェクトを選択して、「編集」＞「コピー」と選択します（または、対応するキーコ

マンドを使います。デフォルトはコマンド＋Cキーです）。 

2 目的のレイヤーに切り替えます。

3 オブジェクトが選択されていないことを確認します（レイヤーの背景をクリックします）。

4 「編集」＞「ペースト」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います。デフォルト
はコマンド＋Vキーです）。

ケーブル接続は変更されないため、このようにコピーしたオブジェクトのグループは元と同じよ

うに接続されます（オブジェクトを1つだけコピーした場合は、その出力ケーブルのみが残りま
す）。

参考：オブジェクトを選択した状態で現在のレイヤーにオブジェクトをペーストしようとする
と、「現在選択されているものと置き換えますか？いいえ／置き換える」というダイアログが表

示されます。Enterキーを押すか、「置き換える」をクリックすると、選択したオブジェクトがク
リップボードのオブジェクトに置き換えられます。既存のケーブル接続は、そのまま残ります。

ドラッグ＆ドロップでオブジェクトを別のレイヤーにコピーするには：
1 別の「エンバイロメント」ウインドウを開いて、目的のレイヤーを表示します。 

2 最初の「エンバイロメント」ウインドウで、コピーするオブジェクトを選択し、 Option キーを
押しながらもう一方のウインドウにドラッグします。
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移動／コピーしたオブジェクトを整理する
オブジェクトは「エンバイロメント」ウインドウ内のどこにでも自由に配置できますが、特に別

のレイヤーにペーストした場合などは、オブジェクトが重なりあったり、配置がずれたりするこ

とがあります。このような場合は、オブジェクトの配置を簡単に整理することができます。

オブジェクトの位置をグリッドにスナップするには：
m 「表示」＞「位置をスナップ」と選択すると、オブジェクトが（非表示の）グリッドの位置に並

びます。

「位置をスナップ」は選択しておくとよいでしょう。この設定は、オブジェクトを手動で数ピク

セル移動する場合だけ選択解除にします。

以下のキーコマンドを使用すると、グリッドが有効な場合でも、選択したすべてのオブジェクト

を各方向に1ピクセル移動することができます。
Â オブジェクトを左に移動

Â オブジェクトを右に移動 
Â オブジェクトを上に移動

Â オブジェクトを下に移動

選択した複数のオブジェクトを縦または横に並べるには：
m 「オプション」＞「整理」＞「オブジェクトを揃える」と選択します（または、対応するキーコ

マンドを使います）。

左上のオブジェクトの位置は変わりません。次のオブジェクトの位置を基に、オブジェクトが縦

横のどちらに並ぶかが決まります。左上のオブジェクトの右側にあれば、すべてのオブジェクト

が横の列に並びます。下にある場合は、すべてのオブジェクトが縦の列に並びます。

選択したオブジェクトを非表示のグリッドに合わせるには：
m 「オプション」＞「整理」＞「グリッドに合わせて配置」と選択します。

オブジェクトのサイズを調整する
フェーダー、キーボード、モニタオブジェクトのサイズを調整するには、（ウインドウ操作と同

じように）右下隅をつかんでドラッグします。

（ドラッグして範囲選択するかShiftキーを押しながらクリックして）複数のオブジェクトを選択
し、サイズを変更すると、各オブジェクトのサイズが変わります。それぞれの相対的な大きさは

維持されます。
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選択したオブジェクトのサイズをデフォルトの値に設定するには：
m 「オプション」＞「整理」＞「デフォルトのサイズ」と選択します。

以下のキーコマンドを使用すると、選択したすべてのオブジェクトの幅／高さを1ピクセルずつ
増減できます。

Â オブジェクトの幅を1ピクセル縮める
Â オブジェクトの幅を1ピクセル広げる
Â オブジェクトの高さを1ピクセル下げる
Â オブジェクトの高さを1ピクセル上げる

特殊な選択コマンド
以下に挙げる選択コマンドを使用すると、移動やコピー操作を効率よく行うことができます。

使用中の音源をすべて選択する
「編集」＞「使用されている音源を選択」と選択すると、「アレンジ」ウインドウで選択したト

ラック（またはリージョンを含むトラック）に割り当てられたオブジェクト、またはこれにケー

ブル接続されたオブジェクトがすべて選択されます。

未使用の音源をすべて選択する
「編集」＞「使用されていない音源を選択」と選択すると、「アレンジ」ウインドウで未使用のオ

ブジェクト、またはこれにケーブル接続されていないオブジェクトがすべて選択されます。

ケーブルの接続先または接続元オブジェクトを選択する
選択したケーブル接続から「編集」＞「ケーブルの接続先を選択」コマンドを選択すると、接続

先のオブジェクトが強調表示されます。これは、特に以下の2つのケースで使用すると便利な機
能です：

Â 接続先のオブジェクトが異なるレイヤーにある場合。この機能を使用して、接続先のオブジェ

クト（およびレイヤー）を選択して表示できます。

Â リスト表示の場合（「表示」＞「テキスト別」）、接続元のオブジェクトの接続先を見つけるこ

とができます（接続元を選択すると、ケーブル接続も選択されます）。

この機能を使用すると、（直列接続の）オブジェクトから次のオブジェクトへのケーブル接続を

たどることができます。複数のオブジェクトが並列して接続されている場合や、複数のケーブル

接続を選択した場合は、最上位のケーブルの経路をたどることになります。

「編集」＞「ケーブルの起点を選択」コマンドは、これとは逆の動作になります。つまり、MIDI
信号のフローを接続先からたどって接続元（起点）のオブジェクトを特定します。これは特に、
トラブルシューティングをする場合や、直列接続された各オブジェクトを（接続元を変更するこ

とで）変更する場合に便利な機能です。

選択を切り替える
「アレンジ」ウインドウやエディタウインドウの場合と同じように、現在のレイヤーで選択した

オブジェクトの状況を変更するには、「編集」＞「選択範囲を切り替える」と選択します。
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MIDI信号パス
コンピュータのMIDIインプットで受信したMIDIイベントを「LogicPro」で録音するには、以
下の2つのエンバイロメントオブジェクトを接続する必要があります：
Â フィジカルインプットオブジェクト： 使用するMIDIインターフェイスのMIDIINポートを表し
ます。

Â シーケンサーインプットオブジェクト： 受信したMIDIイベントを「 LogicPro」に入力する際
の「入り口」に当たります。

「LogicPro」では、（シーケンサーインプットオブジェクトで）受信したMIDIイベントは必ずア
レンジ領域にあるトラックリストの選択トラックへと送られます。これでMIDIリージョンでの
録音が可能になります。

トラックリージョンで再生されたイベントは、入力イベントがあればそれも組み合わせて、ト

ラックの送り先となるエンバイロメントオブジェクトへと送信されます。

イベントは、ここ（マルチインストゥルメントオブジェクト）からMIDIアウトプットへと送信
されます（869ページの「直接出力を割り当てる」を参照）。

フィジカルインプットとシーケンサーインプットのオブジェクト間の信号パスには、必要に応じ

てオブジェクトを挿入することができます（たとえばMIDI モニタオブジェクトを挿入すると、
受信したMIDIイベントを確認できます）。

アレンジトラックとその出力先オブジェクトとの間にオブジェクトを挿入すると、エンバイロメ

ントオブジェクトのほかの処理も可能になります。アレンジトラック自体はエンバイロメントオ

ブジェクトとして表されませんが、トラック割り当てメニューを使用して、トラックの出力先を

エンバイロメントオブジェクトに指定することができます。
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たとえば、アレンジトラックの出力（MIDIリージョンのノートイベント）を（ソフトウェア）音
源のチャンネル1に送り、この出力をアルペジオで再生することができます。これには、まずア
ルペジエータオブジェクトを作成し（「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤー

上で行うのが最も簡単です）、そのアルペジエータをアレンジトラックに割り当て（Controlキー
を押しながらトラックヘッダをクリックしてトラック割り当てメニューからアルペジエータオ

ブジェクトを選択します）、アルペジエータの出力と音源チャンネル1をケーブルで接続します。

リージョンのノートイベントは、再生時にアルペジエータオブジェクトで処理され、（ケーブル

を通じて）音源チャンネルに送られます。それにより、処理されたMIDIノートデータ（アルペ
ジオ）が再生されます。

直接出力を割り当てる
以下のいずれかのタイプのオブジェクトからは、MIDI のフィジカルアウトプットに直接出力を
割り当てることができます：

Â


Instrument

Â マルチインストゥルメント

Â マップドインストゥルメント

Â


TouchTracks

Â



GMミキサー

Â


MIDIメトロノームクリック
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直接出力を割り当てるには：
m オブジェクトのパラメータボックスの「ポート」メニューをクリックして、使用する MIDIアウト
プットを選択します。

「ポート」メニューには、すべてのMIDIアウトプットと以下のオプションが表示されます。

Â「オフ」設定は、MIDIインターフェイスポートへの接続を完全に無効にします。

Â「すべて」オプションは、オブジェクトの出力を使用可能なMIDIポートすべてに送信します。
パルスを送るデバイスの場合などに利用できます。

参考：複数の出力ポートを持つMIDI インターフェイスがある場合（またはスタック可能な複数
のインターフェイスがある場合）、いずれかのポート（1～63）に直接接続を設定することがで
きます。

直接割り当てられた出力のあるオブジェクトはいずれも右側に白い三角の印が付きます。直接出

力が割り当てられていない場合、三角形は塗りつぶされていません。

直接出力が割り当てられている
オブジェクト

直接出力が割り当てられていない
オブジェクト
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ケーブル接続する
エンバイロメントでは、オブジェクト間のケーブル接続でMIDI信号パス全体を制御します。ケー
ブルは通常、接続元のオブジェクトと接続先のオブジェクト間のグレイまたはカラーの線で表さ

れます。

ケーブルには、接続元のオブジェクトと同じ色が割り当てられ、信号の経路を容易にたどること

ができます。ただし、「表示」＞「カラーケーブル」と選択すると、ケーブルはカラーでなくグ

レイで表示されます。

オブジェクトには、左側の（不可視の）入力と右側の出力が付いています。オブジェクトの出力

は、右向きの小さな三角形で表されます。

2つのオブジェクトを接続するには—方法1：
1 接続元のオブジェクトの三角形をクリックして押したままにします。

マウスポインタが、オブジェクトの出力からのケーブル接続を表すプラグ（パッチコード）の形

になります。

2 ケーブルのプラグを接続先のオブジェクトまで伸ばし、オブジェクトが強調表示されたら（オブ

ジェクトに触れると自動的に強調表示されます）、マウスボタンを放します。

2つのオブジェクトがケーブルで接続されます。

接続元のオブジェクトが MIDI アウトプットポートに直接割り当て済みである場合は、その置き
換えを確認するダイアログが表示されます。以下の3つのいずれかを選択できます：
Â キャンセル： 接続は作成されず、接続元オブジェクトの直接出力の割り当てが残ります。

Â いいえ： ケーブル接続が作成されますが、直接出力の割り当ては残されます。つまり接続元の
オブジェクトは、別のオブジェクトへのケーブル接続と直接出力の2つの接続先を持つことに
なります。

Â 削除： ケーブル接続が作成され、直接出力の割り当てが削除されます（一般的に2つの異なる
接続先は不要であるため、これがデフォルトです）。
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2つのオブジェクトを接続するには—方法2：
1


Optionキーを押しながらオブジェクトの三角形をクリックして、階層メニューを表示します。

2 接続先のオブジェクトがあるレイヤーを見つけて、オブジェクトの名前を選択します。

2つのオブジェクトがケーブルで接続されます。

この方法は、異なるレイヤー間で接続する場合に適していますが、1つのレイヤーに多くのオブ
ジェクトが配置されている場合にも便利な方法です。

このほかにも、「エンバイロメント」ウインドウをもう1つ開き（接続先のレイヤーを表示して）、
ウインドウ間でオブジェクトをグラフィカルに接続することも可能です。

ほかのレイヤーへのケーブル接続は、次のように表示されます：

ケーブル接続を解除するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 消しゴムツールでケーブルをクリックします。

m ケーブルを選択して、Deleteキーを押します。

m ケーブルをつかんで、接続元のオブジェクトの三角形に（ドラッグして）戻します。

m 「編集」＞「ケーブルのみを消去」と選択すると、選択されているオブジェクトを消すことなく、

選択したすべてのケーブルを削除できます。

これは、オブジェクトを選択すると関連のケーブル接続もすべて選択されることから、接続先／

元のオブジェクトのケーブルをすべて削除する場合に便利な機能です。

複数のケーブル接続を作成する
接続先のオブジェクトには、必要なだけケーブルを接続できます。 MIDI信号はすべて、オブジェ
クトの入力で組み合わされます。

オブジェクトから複数の出力を接続するには： 
1 上記の2つのどちらかの方法で、接続先のオブジェクトにオブジェクトを接続します。
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オブジェクトからの出力が使用されると（別のオブジェクトにケーブル接続されると）、出力を

表す三角形がもう1つ自動的に現れます。

2



2つ目の出力の三角形からケーブルを伸ばすと、ほかの接続先オブジェクトへの接続が可能にな
ります。

3つ目の出力を表す三角形が現れ、さらに接続できるようになります。

特殊な出力を持つオブジェクトには、この操作ができないものもあります。複数の（機能が異な

る）出力を持つチャンネルスプリッター（896ページの「チャンネルスプリッターオブジェクト」
を参照）などがこれにあたります。このほかにも特殊なオブジェクトとして、ケーブルスイッ

チャー（929ページの「ケーブルスイッチャー」を参照）やフィジカルインプットオブジェクト
（911ページの「フィジカルインプットオブジェクトとシーケンサーインプットオブジェクト」を
参照）があります。これらのオブジェクトでは、各入力の使用は1つに限られます。

特殊な出力オブジェクトの信号を複数の接続先に接続するには：
1 モニタオブジェクト（896ページの「モニタオブジェクト」を参照）を作成します（「新規」＞
「モニタ」と選択します）。

2 対象のオブジェクト出力からモニタオブジェクトへケーブルを接続します。 

3 モニタオブジェクトから、必要なだけ接続先にケーブルを接続します。

モニタオブジェクトで、通過するMIDIイベントを確認することができます。

複数のケーブルの共通の接続先を選択するには：
1 （複数の）ケーブルを選択します。

∏ ヒント：ケーブルがすでに共通の接続先につながっている場合は、接続先のオブジェクトを選
択するのが最も簡単な選択方法です。
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2 次に、いずれかのケーブルをつかんで、新しい接続先のオブジェクトに差し込みます。

以下のダイアログが表示されます：

3 「接続」をクリックするか、Enterキーを押します。

直列／並列にケーブル接続する
オブジェクトは、ケーブルで直列または並列に接続することができます。直列の接続は、MIDI
のミキシングコンソールを制御するフェーダーをいくつか素早く接続する場合などに便利な方

法です。

オブジェクトのグループを直列に接続するには：
m ケーブルで接続するすべてのオブジェクトを選択して、「オプション」＞「シリアルケーブル接

続」と選択します。

左上のオブジェクトを基点に、各オブジェクトが直列で接続されます。

同じタイプのオブジェクト（トランスフォーマー、フェーダーなど）をまとめて共通の接続先に
つなげるには：

1 接続元のいずれかのオブジェクトを接続先にケーブルでつなげます。

2 接続先のオブジェクトを選択して、「編集」＞「コピー」と選択します。

3 同じく接続するほかのオブジェクトを選択して、「オプション」＞「バッファテンプレートを適

用」＞「ケーブル」と選択します。

この方法で、さらに複雑なケーブル接続の設定をコピーすることも可能です。この場合、コピー

するグループ内のオブジェクトのタイプが、バッファテンプレートを適用するグループ内のオブ

ジェクトのタイプと同じである必要があります。
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エンバイロメントオブジェクト共通のパラメータ
各エンバイロメントオブジェクトには、その操作を制御するパラメータがいくつか存在します。
これらのパラメータは、オブジェクトを選択した場合にインスペクタに表示されるオブジェクト
パラメータボックスで表示および変更することができます。

オブジェクトパラメータボックスは、オブジェクトに割り当てられたトラックを選択したとき
に、「アレンジ」ウインドウのインスペクタにも表示されます。これらは同じパラメータで、一
方の変更内容がもう一方にも反映されます。ただし、この点で若干異なるタイプのオブジェクト
として、オーディオチャンネルストリップがあります。

オーディオチャンネルストリップの場合、「アレンジ」ウインドウに簡易版のオブジェクトパラ
メータボックスが表示されます。これらオブジェクトの完全なパラメータセットは、「エンバイ
ロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤーからのみ使用することができます。違いは以下の
通りです：

Â アイコンチェックボックスがありません。

Â「デバイス」メニュー機能は使用できません（表示のみ）。

Â「チャンネル」の名前は、「タイプ/#」となります。メニュー機能は使用できません（表示のみ）。
Â


EQを表示： 使用できません（「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップでは常に表示さ
れます）。

Â


Insert を表示： 使用できません（「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップでは常に表
示されます）。

Â


Sendを表示： 使用できません（「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップでは常に表示
されます）。

Â


I/Oを表示： 使用できません（「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップでは常に表示さ
れます）。

「アレンジ」ウインドウと「エンバイロメント」ウインドウでオーディオチャンネルストリップ
の表示が異なるのは、画面上のスペースを節約するためと、設定よりも音楽制作に必要なツール
を表示するためです。

オーディオ、音源、外部MIDIのいずれのチャンネルでも、次の2種類の用語がマニュアルで使
われていることで、この区別はより明らかになります：

Â トラックパラメータボックス（「アレンジ」ウインドウでの用語。対応するトラックをチャン
ネルが制御していることを示します）。

Â オブジェクトパラメータボックス（「エンバイロメント」ウインドウでの用語。基本オブジェ
クトとやり取りを行っていることを示します）。

オブジェクトパラメータ

ボックス
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オブジェクトパラメータボックスを開く／閉じる
左上の三角形をクリックすると、オブジェクトの名前とタイプを除き、すべてのパラメータが隠

れます。これにより、ボックスの高さを最小限に抑えることができます。

インスペクタを隠す／表示する操作は、「表示」＞「インスぺクタ」と選択して行うこともでき

ます（デフォルトのキーコマンドはPキーです）。

共通のパラメータ
以下のパラメータは、すべてのオブジェクトタイプで共通です：

名前
オブジェクトの名前は三角形の横に表示され、クリックすると選択して編集できるようになりま

す。名前の編集は、テキストツールでオブジェクトを直接クリックして行うこともできます。

オブジェクトタイプ
オブジェクトのタイプが括弧内に表示されます。編集はできません。

トラック割り当てメニューの表示フィルタ
アイコンの横にあるチェックボックスを選択すると、そのオブジェクトがアレンジ領域の「ト

ラック割り当てメニューに表示されるようになります（194ページの「エンバイロメントオブ
ジェクトにトラックを割り当てる」を参照）。これは特に音源オブジェクトで便利な機能ですが、

アルペジエータ、TouchTracks、コードメモライザーなどのオブジェクトでも役に立ちます。

表示するように設定したオブジェクトは、アレンジトラックでControlキーを押しながらクリッ
クすると、いずれかのオブジェクトにトラックを割り当て直すことができます。たとえば、オブ

ジェクトの送り先を音源チャンネルなどにすることができます。

その結果、トラックリストでアルペジエータオブジェクト（送り先はソフトウェア音源チャンネ

ル）を選択し、「LogicPro」の動作時にキーボードでコードを押さえると、音源のサウンドがリ
アルタイムでアルペジオ再生されます。

トラック割り当てメニューに表示されないオブジェクトでも、トラックへの割り当ては可能で、

エンバイロメントオブジェクトをトラックリストにドラッグするか、「エンバイロメント」ウイ

ンドウのMIDIスルーツールを使用します。

マルチインストゥルメントオブジェクトをトラックリストに移動すると、選択したサブチャンネ

ルがトラック音源として設定されます。サブチャンネルが選択されていない状態では、送り先の

トラックとそれ以降のトラックに対して、初期化された（「×」の付いていない）サブチャンネ

ルが設定されます。送り先が最後のトラックである場合は、自動的に新規トラックが作成され、
マルチインストゥルメントオブジェクトのサブチャンネルへと割り当てられます。

このチェックボックスが有効でない場合も、オブジェクトとそのアイコンは「エンバイロメント」

ウインドウに表示されます。アイコンのチェックボックスは、オブジェクトをトラックの接続先

として使用する場合にのみ選択してください。
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アイコン
オブジェクトパラメータボックスのアイコンをクリックすると、「エンバイロメント」ウインド

ウと「アレンジ」ウインドウのトラックリストに表示されるオブジェクトのアイコンを選択でき

ます。

エンバイロメントを交換する
エンバイロメントの利点は、MIDIスタジオを詳細に管理するために「LogicPro」をカスタマイ
ズできることです。ただし、ほかのミュージシャンとプロジェクトを共有したり、異なるスタジ

オ設定を使ったりする場合に、問題になることもあります。

スタジオを変更した後で以前のプロジェクトに戻る場合も、問題が生じます。「LogicPro」には、
このようなやり取りをできるだけ簡単に行うための機能が用意されています。

異なるプロジェクトとエンバイロメントを交換する場合は必ず、対象のエンバイロメントを含む

ソースプロジェクトと、交換したエンバイロメントを使うデスティネーションプロジェクトが存

在します。

デスティネーションのエンバイロメントはメモリ内に置き、アクティブな状態にする（いずれか

のウインドウがアクティブである）必要があります。ソースプロジェクトは、メモリに置くこと

も、ハードディスク（またはそのほかのメディア）上のファイルとして使用することも可能です。

Â メモリ内に2つのプロジェクトを置いた場合、「 LogicPro」では、アクティブなプロジェクト
がデスティネーションとして、もう一方のプロジェクトがソースとして扱われます。

Â メモリ内にプロジェクトが3つ以上ある場合、「 LogicPro」では、現在アクティブなプロジェ
クトがデスティネーション、最後にアクティブだったプロジェクトがソースとして扱われます。

Â メモリ内のプロジェクトが1つだけの場合は、「LogicPro」の「開く」ダイアログが表示され、
エンバイロメントを読み込むソースプロジェクトを選択することができます。

エンバイロメントを読み込む／置き換える／入れ替える
このセクションでは、「LogicPro」でエンバイロメントを読み込むための手順を扱います。

単一用途のエンバイロメントを読み込む
単一用途のエンバイロメントのパッチには、特定のMIDI機能用のエディタや、単一のMIDI 処
理タスク（たとえばMIDILFO）用のエンバイロメント、アルペジエータ／ディレイラインの複
合設定などがあります。

単一レイヤーに含まれるエンバイロメントのパッチを読み込むには： 
1 「オプション」＞「エンバイロメントを読み込む」＞「レイヤー」と選択します。

2 表示されたダイアログで目的のレイヤーを選択します。

このレイヤー（レイヤー上のすべてのオブジェクトを含む）がデスティネーションプロジェクト

に挿入されます。挿入場所は、ソースプロジェクト上と同じレイヤー位置（レイヤーポップアッ

プメニューの同じ場所）となります。既存のレイヤーは、必要に応じて移動します。
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また、ドラッグ操作やコピー＆ペーストにより、エンバイロメントオブジェクト（ケーブル接続
を含む）の選択部分を別のプロジェクトに移動することも可能です。この操作は、最初にオブ

ジェクトを組み合わせてマクロを作成することで、さらに簡易化できます。

「エンバイロメント」ウインドウの複数のレイヤーからエンバイロメントのパッチを読み込むに
は：

m 「オプション」＞「エンバイロメントを読み込む」＞「結合」と選択します。

ソースプロジェクトのすべてのエンバイロメントオブジェクトが、デスティネーションのエンバ

イロメントに追加されます。

ここでは、結合したオブジェクトはソースと同じレイヤーに配置される点に注意してください。

デスティネーションのオブジェクトのレイヤーにすでにオブジェクトが配置されている場合、レ
イヤー上が乱雑になることがあります。

この問題を避けるには、（デスティネーションプロジェクトで）ソースと同じ位置に空のレイヤー
を作成してから、読み込みを行います。

いずれの場合も、フィジカルインプットオブジェクトやシーケンサーインプットオブジェクトな
ど、エンバイロメント固有のオブジェクトの扱いには注意が必要です。これらのオブジェクトを

読み込むと、デスティネーションのエンバイロメントでこれに相当するオブジェクトが置き換え
られて、接続されたケーブルはすべて失われます。

このような場合は、ソースのエンバイロメントからこれらを一時的に削除してから読み込みを行
うのが最善の方法です。

さらに、読み込んだオブジェクトから接続されているオブジェクトもすべて読み込まれるので注
意が必要です。

以前のエンバイロメントを現在のものに置き換える
オブジェクトを追加しただけのエンバイロメントで、削除操作を行っていない場合は、「オプショ

ン」＞「エンバイロメントを読み込む」＞「更新」と選択することにより、以前のプロジェクト

を更新することができます。

新しいオブジェクトのみが読み込まれ、以前のオブジェクト（およびケーブル接続とトラックの
割り当て）はそのまま残されます。

エンバイロメントを入れ替える
あるMIDI 設定のエンバイロメントを別のMIDI設定のものに入れ替えるという複雑な状況の場
合、「 LogicPro」には3通りの方法が用意されています：
Â ポート／MIDI チャンネルによる置き換え： デスティネーションプロジェクトのすべてのオブ
ジェクトが、ソースプロジェクトで同じポート／MIDIチャンネルを持つオブジェクトに置き
換えられます。

Â 名前による置き換え： デスティネーションプロジェクトのすべてのオブジェクトが、ソースプ
ロジェクトで同じ名前を持つオブジェクトに置き換えられます。必要に応じてソースプロジェ

クトのオブジェクト名を変更することで、ユーザによる多少の調整が可能です。

Â 完全な置き換え： デスティネーションプロジェクトのエンバイロメントが、ソースプロジェク
トのエンバイロメントに完全に置き換えられます。「アレンジ」ウインドウのトラックをオブ
ジェクトに割り当て直すなど多くの作業が必要になりますが、状況によってはこの方法しか選

択肢がないことがあります！
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参考：このように複雑な場合、「LogicPro」は予測を基に処理を行うので、ほとんどの場合、ユー
ザは後で手動調整する必要があります。

割り当てによる置き換え
エンバイロメントの交換で最も柔軟な（ただし時間のかかる）方法は、各エンバイロメントオブ

ジェクトを残すか、削除するか、置き換えるかを手作業で選択する方法です。オブジェクトの置

き換えを選択した場合は、置き換えるオブジェクトの定義も必要になります。この方法は、「オ

プション」＞「エンバイロメントを読み込む」＞「カスタム」から実行します。

カスタム読み込みを選択すると、デスティネーションのエンバイロメントの全オブジェクトのリ

ストを示した「エンバイロメント」ウインドウが左の列に表示され、各オブジェクトについて選

択した操作が右の列に表示されます。

置き換えの指定は、右側のリストの項目をクリックして、ポップアップメニューから目的とする

置換オブジェクトを選択することにより、1つずつ行うことができます。このメニューには、ソー
スプロジェクトのトラックリストのすべてのオブジェクトが含まれています。

このほかにも、リストから複数の行を選択して、「読み込む」メニューの項目を選択することも

可能です。オブジェクトを残す／削除する操作に加え、このメニューからは、以下で説明するよ
うな自動選択による方法をいくつか利用できます。

「読み込む」メニューの最初のオプションに「現在の割り当てを使用してエンバイロメントを読
み込む」があります。これを選択しないと、読み込みを行うことはできません。（右の列のポッ
プアップメニューを含む）そのほかの選択項目は、オブジェクトの読み込み方法を指定します。

読み込みのオプション
「読み込む」メニューの最後の2つの項目は、読み込み処理の追加のオプションです：
Â「読み込む」＞「レイヤー名をコピー」： ソース（第2の）エンバイロメントのレイヤーの名前
が現在のレイヤーに使用されます。

Â「読み込む」＞「選択したオブジェクトを2 番目のエンバイロメントからコピー」： ソースのエ
ンバイロメントで選択されたすべてのオブジェクトが、割り当てリストに表示されないものも

含め、デスティネーションのエンバイロメントにコピーされます。

自動割り当て機能
以下に挙げる割り当て機能は、読み込みリストで選択されたすべての行にただちに適用されま

す。割り当ては右の列に表示され、すべての行の選択が解除されます。

Â「読み込む」＞「“保持”に割り当てる」： 指定したオブジェクトに変更は加えられません。

Â「読み込む」＞「“削除”に割り当てる」： 指定したオブジェクトが削除されます。

Â「読み込む」＞「同一のオブジェクトで割り当てる」： 指定したオブジェクトは、ソースプロ
ジェクトの同じタイプ／アイコン／名前／ポート／MIDIチャンネルのオブジェクトに割り当
てられます。固有のIDの同じオブジェクトが優先されます。
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「LogicPro」では、すべてのエンバイロメントオブジェクトの内部リストが維持されます。リス
ト内のオブジェクト位置を基に固有の ID が決められ、オブジェクトが削除されない限りは、固
有IDが変わることはありません。

削除されたオブジェクトの位置は、リスト内で新しいオブジェクトで使用できるようになります。

エンバイロメントに追加されたオブジェクトは、リスト内で最初の使用可能な位置に置かれます

（空いた場所がなければ、リストの末尾に追加されます）。

Â「読み込む」＞「独自の ID で割り当てる」： オブジェクトは、ソースプロジェクト内の同じ固有 
ID のオブジェクトに割り当てられます。オブジェクトを追加しただけでエンバイロメントを
更新する場合に便利なオプションです。

Â「読み込む」＞「ポート／MIDI チャンネルで割り当てる」： オブジェクトは、ポート／MIDIチャ
ンネルが同じオブジェクトに置き換えられます。一致しない場合は、ポート0／同じMIDIチャ
ンネルに設定されたオブジェクトが割り当てられます。それでも一致しない場合は、同じMIDI
チャンネルを持つオブジェクトが割り当てられます。

Â「読み込む」＞「名前で割り当てる」： オブジェクトは、名前が最も近いオブジェクトに置き換
えられます（名前の類似率が80%以上の場合のみ）。

Â「読み込む」＞「アイコン／名前で割り当てる」： 上記と同じです。ただし、アイコンの一致も
条件になります。

エンバイロメントオブジェクト
このセクションでは、エンバイロメントの各種オブジェクトについて、それぞれの用途やパラ

メータの使用方法を説明します。

標準音源
「LogicPro」には、使用するMIDI チャンネルが1 つだけのMIDI デバイス（旧式のシンセサイ
ザーや、MIDI 制御のエフェクトユニット、ドラムマシンなど）を扱うための標準の音源が用意
されています。標準音源は、1つのMIDIチャンネルを使用してMIDIデータを送信します。

標準音源を作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「新規」＞「Instrument」と選択します（または、「新規標準音源」キーコマンドを使います）。
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m 鉛筆ツールで「エンバイロメント」ウインドウの背景をクリックします。

標準音源が作成され、パラメータがインスペクタに表示されます。プログラムのバンク／番号、

初期音量／パン、トランスポーズ、ベロシティスケーリング、MIDI ディレイなど、多くの再生
パラメータを設定することができます。

ポート
MIDI アウトプットポートへの直接接続の設定に使用します。音源オブジェクトからは、ほかの
エンバイロメントオブジェクトへも直接接続をしてMIDI処理を行うことができます。

チャンネル
音源の出力用のMIDIチャンネルを設定します。このパラメータを「すべて」に設定すると、す
べてのイベントの送信にオリジナルのチャンネル設定が使用されます。

プログラム／音量／パン 
それぞれ、プログラムチェンジ、音量コントローラ（#7）、パンコントローラ（#10）のデータを
送信します。

対応するチェックボックスを選択しないと、データは送信されません。ボックスが選択済みの場

合は、変更した値がすぐに送信されます。値は、トラックを選択したときにも送信されます。
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プログラム番号の左側、チェックボックスのすぐ右に、バンク・セレクト・パラメータがありま

す。使用するMIDI音源でバンク・セレクト・メッセージが認識される場合は（デバイスのマニュ
アルを参照してください）、サウンドバンクの切り替えが可能です。標準のバンク・セレクト・

メッセージ（コントローラ#32）に対応する音源では、このパラメータを直接使用することがで
きます。そうでない場合は、ユーザによる独自のバンク・セレクト・コマンドの定義が可能です

（887ページの「カスタマイズしたバンクセレクトを定義する」を参照）。

トランスポーズ
すべてのノートイベントをトランスポーズして出力する際の半音の数を定義します。負の値を指

定すると下にトランスポーズします。

ベロシティ
すべてのノートイベントのノートオンベロシティの値を調整します。範囲は-99～99です。

キー範囲
「キー範囲」パラメータの2つのノート値でピッチの範囲を定義します。この範囲外のノートは
すべて、MIDIリージョンの再生時に無視されます。つまり、この範囲のノートは再生されません。

ベロシティ範囲
「ベロシティ範囲」パラメータの2つの値でベロシティ範囲を定義します。この範囲外のベロシ
ティのノートはすべて再生されません。

ディレイ
「ディレイ」パラメータでは、すべてのMIDIイベント送信の遅延を設定します。各種のMIDIデ
バイス間における応答時間の差を補正することができます。リージョンの「ディレイ」パラメー

タ（「アレンジ」ウインドウのトラックパラメータボックスにあります）では、さらに長い時間

を指定できるので、リズミカルなディレイエフェクトを作成できます。

トランスポーズ無し
「トランスポーズ無し」パラメータが選択されている場合、この音源で再生するトラック上のす

べてのリージョンでトランスポーズが無効になります。リージョンのトランスポーズのパラメー

タは無視されます。ドラムやそのほかのサンプル（1 つのMIDI チャンネルでキーボードにマッ
プされたもの）に割り当てた音源では、トランスポーズによって（ピッチでなく）音が変わって

しまうため、この機能が役に立ちます。

リセット無効
「リセット無効」パラメータを選択すると、音源にリセットメッセージが送られなくなります。ミ
キサーのオートメーションタスクで音源オブジェクトを使用する場合など、音楽用途以外にコン

トローラを使用するときに便利な機能です。「LogicPro」＞「環境設定」＞「MIDI」＞「リセッ
トメッセージ」設定は、送信するリセットメッセージを定義します。このメッセージは、「リセッ

ト無効」を設定した音源には送信されません。
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スタイル
「スタイル」パラメータは、使用可能な譜表スタイルに設定できます。音源のトラックにリージョ

ンを作成すると、このパラメータで設定したスタイルが割り当てられます。「自動」（デフォルト）

を選択すると、「LogicPro」は、リージョン内のノートのピッチ範囲を基に適切なスタイルを選
択します。譜表スタイルの詳細については、741ページの「譜表スタイルを設定する」を参照し
てください。

マルチインストゥルメント
マルチインストゥルメントは、16 の標準音源（上記を参照）を 1 つのパッケージにまとめたも
のです。

16個のMIDIチャンネルに対応するサブ音源（サブチャンネルと言う方が分かりやすいかもしれ
ません）が存在し、それぞれマルチインストゥルメントオブジェクト上の番号付きの四角形に

よって示されます。いずれかの四角形をクリックすると、対応するサブチャンネルが選択され、

オブジェクトパラメータボックスとトラックパラメータボックスにパラメータが表示されます。

サブ音源にはそれぞれ（「標準音源」のセクションで説明したものと同じ）完全なパラメータセッ

トが存在します。

マルチインストゥルメントの15 のネームバンクには、それぞれ128のプリセット名を格納でき
ます。すべてのサブ音源でこの15 個の（プログラム名の）バンクが共有され、同じ形式のバン
ク・セレクト・メッセージが使用されます。マルチインストゥルメントのすべてのサブ音源で同

じ出力ポートが使用されます。

マルチインストゥルメントオブジェクトは一般的に、マルチティンバー音源のハードウェアシン

セサイザーやサンプラーを扱うのに使用されます。マルチティンバー・サウンド・モジュールと

は、一度に複数のMIDI チャンネルでデータを受信し、各チャンネルで異なるサウンドを再生す
るモジュールです。

最新のMIDIデバイスはほとんどがマルチティンバー対応なので、マルチインストゥルメントは
エンバイロメントで最もよく使用する音源オブジェクトとなるでしょう。
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新しいマルチインストゥルメントオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「マルチインストゥルメント」と選択します（または、「新規マルチインストゥルメン

ト」キーコマンドを使います）。

マルチインストゥルメントのパラメータボックス
マルチインストゥルメントのパラメータは、前述の標準音源オブジェクト（880ページの「標準
音源」を参照）と同じです。ここで行った設定は、すべてのサブチャンネルにグローバルに適用

されます。

マルチインストゥルメントのパラメータボックスを表示するには：
m マルチインストゥルメントオブジェクト上部のアイコンまたは名前フィールドをクリックしま

す。

マルチインストゥルメントオブジェクト全体が選択され、「ポート」などのパラメータを設定で

きるようになります。

サブ音源を有効にする／選択する
サブ音源（マルチインストゥルメント内の特定の番号のMIDIチャンネル）を選択するには、マ
ルチインストゥルメントオブジェクト上の番号付きの四角形（ボタン）をクリックします。最初

にクリックしたときにサブ音源が有効になり、アレンジ・トラック・リストのトラック割り当て

メニュー（Controlキーを押しながらトラックをクリックすると表示されます）から選択できる
ようになります。メニューが繁雑になるのを避けるため、サブ音源は、実際に必要なものだけに

するか、外部MIDIデバイスでサポートされている数のみを有効にしてください。

ほかのエンバイロメントオブジェクトと同じように、サブ音源はトラック割り当てメニューから

削除することができます。これには、オブジェクトパラメータボックスの「アイコン」チェック

ボックスの選択を解除します。サブ音源チャンネルを無効にすると、チャンネルのボタンに斜線

が表示されます。

上記の画面では、サブ音源1が選択され、サブ音源1～8が有効な状態です。サブ音源9～16
はトラック割り当てメニューから削除されています。

参考：サブ音源チャンネルではなく、マルチインストゥルメント全体を選択するには（「ポート」
パラメータを割り当て直す場合など）、マルチインストゥルメントオブジェクトの上の端の部分

（アイコン）か名前フィールドをクリックします。
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サブ音源のパラメータボックス
サブ音源のパラメータは、標準音源オブジェクトのパラメータ（880ページの「標準音源」を参
照）と同じです。唯一、変更できないパラメータはMIDIチャンネルです。

MIDIチャンネルを変更しようとすると、以下の警告が表示されます：

ただし、「アレンジ」ウインドウのトラックパラメータボックスでは、マルチインストゥルメン

トのいずれのサブ音源にもチャンネルを変更でき、選択したサブ音源にトラックが割り当てられ

ます。これにより、トラック（上のリージョン）を別のサブ音源にリダイレクトでき、特定の

チャンネル／サウンドで複数のパートを簡単に再生できます。

参考：いずれかのサブ音源で出力ポートパラメータを変更すると、マルチインストゥルメント全
体とほかのすべてのサブ音源がその影響を受けます。

サブ音源に直接ケーブル接続する
エンバイロメントオブジェクトの出力からサブ音源の入力に直接接続するには、 Option キーを
押しながら接続元オブジェクトの出力の三角形をクリックして、トラック割り当てメニューでサ

ブ音源を選択します（871ページの「ケーブル接続する」を参照）。

参考：ケーブルをサブ音源にドラッグすることはできません。ケーブルをドラッグしても、マル
チインストゥルメントオブジェクト全体に接続されるだけで、そのサブ音源チャンネルには接続

されません。

「マルチインストゥルメント」ウインドウを使う
マルチインストゥルメントをダブルクリックすると、「マルチインストゥルメント」ウインドウ

が開きます。

デバイス名および短縮名
左上の「デバイス名」以下に、マルチインストゥルメントの完全な名前を入力することができま

す。そのすぐ下の「ショートデバイス名」には、短縮名の入力も可能です。この短縮名は、「ア

レンジ」ウインドウのトラックリストでプログラム名を表示する際に使用されます。
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サブ音源の「プログラム」パラメータが選択されているか選択解除されているかに応じて、アレ

ンジ領域のトラックリストには、以下の情報が表示されます：

Â マルチインストゥルメントの名前とチャンネル番号（パラメータが無効の場合）。

Â 短縮名、チャンネル番号、プログラム名（パラメータが有効の場合）。

プログラム名
「マルチインストゥルメント」ウインドウには、128 のプログラム名が含まれます。合計で128
プログラムの15 のバンクを使用することができます。プログラム名を入力するには、いくつか
の方法があります：

Â 名前をダブルクリックする（テキスト入力フィールドを使用）。

Â 別のマルチインストゥルメント、またはワープロプログラムから（クリップボード経由で）コ

ピーする。サウンドバンク全体のクリップボード機能は、「オプション」ポップアップメニュー

から使用することができます。

Â 最初に、プログラム番号またはMIDIの一般名をクリップボードにコピーし、これをワープ
ロ書類に追加します。

Â 次に、名前を編集して、再び名前全体をコピーして戻します。

Â 名前ではなくプログラム番号を使用する場合は、「オプション」メニューから「名前を初期化

（数値）」を選択します。

Â 一般のMIDIプログラム名を使用する場合は、「名前を初期化（GeneralMIDI）」を選択します。
ウインドウ下部の「チャンネルをGMドラムプログラムとして使用」チェックボックスが選択
済みの場合、標準のGMドラムセット名がサブ音源10のパラメータボックスにあるプログラ
ムメニューに表示されます。

選択したサブ音源のパラメータボックスで「プログラム」ボックスを選択した場合は、「マルチ

インストゥルメント」ウインドウでプログラム名を選択することにより、プログラムチェンジ

メッセージを送信することができます。

バンク
「バンク」ポップアップメニューでは、使用可能な15のサウンドバンク（0～ 14）からいずれか
を選択することができます。一番上の項目（「バンク指定なし。バンク0の名前を使用」）は、音
源でバンク・セレクト・メッセージが識別されない場合、またはサウンドプログラムが128しか
ない場合に使用することができます。

Â バンク0は必ず初期化されます。
Â


1～14のバンクは、最初に選択したときに、初期化するかどうかをたずねられます。

Â 初期化されていないバンクでは、バンク0と同じプログラム番号の名前が使用されます。

参考：バンクを初期化するとメモリ消費量が増えるため、追加したバンクにプログラム名を入力
する場合にのみ初期化するようにしてください。

右側の「バンクメッセージ」ポップアップメニューでは、マルチインストゥルメントのバンクを

切り替える際に送信されるMIDIイベントを定義することができます。
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バンクセレクトの形式は MIDI音源のメーカーによって異なるため、MIDI音源のマニュアルをご
覧の上、バンク・セレクト・メッセージがサポートされるかどうか、サポートされる場合はどの

形式が使用されているかをご確認ください。

最新のシンセサイザーであれば、使用される形式がメニュー項目の上の方にあるはずです（コン

トローラ#32またはコントローラ#0）。いくつかの一般的なシンセサイザーに対応したプリセッ
トも用意されています。リストにある形式を使用しないシンセサイザーの場合は、以下のセク

ションに記された独自のバンク・セレクト・コマンドの定義方法をお読みください。

カスタマイズしたバンクセレクトを定義する
「LogicPro」には、それぞれの標準音源、マルチインストゥルメント（サブ音源を含む）、また
はマップドインストゥルメントオブジェクトに 15のバンク番号（0～14）が用意されています。
これらのバンクについては、あらゆる種類のイベント（SysExも可）を必要なだけ含むカスタム
リストの作成が可能です。

バンクを手動で変更する場合、または「LogicPro」から標準のバンク・チェンジ・メッセージ
を送信する場合は、そのバンクのリスト全体がサウンドモジュールに送信されます。

カスタマイズしたバンク・セレクト・メッセージを設定するには：
1 バンク・セレクト・メッセージの定義対象となる音源を選択します。

2 「オプション」＞「カスタム・バンク・メッセージを定義」と選択します。

イベントリストに似たウインドウが開きます。これには、バンク0～15のデフォルトのバンク・
セレクト・メッセージが1つ含まれています。使用されるデフォルトは、MIDIコントローラ#0
のメッセージです（値はバンク番号）。
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ここではイベントリストと同じように、カット、コピー、挿入、編集でMIDIイベントを作成す
ることができます（437ページの第 18章「イベントリストでMIDI イベントを編集する」を参
照）。唯一、時間位置ではなく、任意のバンク番号を入力する点が異なります。

バンク番号に続く括弧内の文字により、バンクセレクトで複数のメッセージを使用する場合の送

信順序を制御できます。

イベントが定義されていないバンクについては、標準のバンク・セレクト・メッセージが送信さ

れます。

チャンネルを必要とするバンクメッセージ（MIDI コントローラメッセージなど）の場合は、音
源のチャンネルが使用されます。16 のすべてのサブ音源にバンクメッセージを1 セット作成す
るだけで済むことから、特にマルチインストゥルメントを使用する場合に便利な方法です。音源

のチャンネルが「すべて」に設定されている場合は、チャンネル1が使用されます。

参考：カスタマイズしたバンクセレクト情報は、音源の一部として扱われ、音源オブジェクトを
複製する場合に自動的に一緒にコピーされます。

マップドインストゥルメント
この音源は特に、ドラム音源やドラムモードのMIDIデバイスで使用するのに便利です。ドラム
モードのデバイスでは、各種のMIDI ノートにさまざまなサウンドが割り当てられますが、使用
するMIDIチャンネルは1つだけです。例として、EXS24mkIIで読み込んだドラムキット、 GM
準拠のサウンドモジュールのMIDIチャンネル10、ドラムマシンなどがあります。

新しいマップドインストゥルメントを作成するには：
m 「新規」＞「マップドインストゥルメント」と選択します（または、「新規マップドインストゥル

メント」キーコマンドを使います）。

マップドインストゥルメントの使用方法は標準音源と同じですが、個々の入力ノートで以下を行

うことができます：

Â 名前を付ける（スネア、ハイハットなど）

Â 出力ノートにマップする 
Â ベロシティオフセットを指定する
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Â 固有のMIDIチャンネルに割り当てる

Â 最大16本の出力ケーブルのいずれかに送信する（これにより、複数のサウンドソースに対応す
る1つの音源を作成できます）

Â 符頭の形、譜表上の高さ、ドラムグループの割り当てなど、独自の記譜用パラメータを指定す

る（758ページの「マッピングされた譜表スタイルによるドラムの記譜」を参照）。

マップドインストゥルメントのパラメータボックス
マップドインストゥルメントのパラメータは、標準音源（880ページの「標準音源」を参照）パ
ラメータを簡略にしたものです。表示されていない設定は、「マップドインストゥルメント」ウ

インドウにあります。各項目はノート単位で設定できます。

「マップドインストゥルメント」ウインドウを使う
「マップドインストゥルメント」ウインドウを開くには、マップドインストゥルメントのアイコ

ンをダブルクリックします。入力ノートが並んで示され、各列にはノートのさまざまなパラメー

タが含まれています。新たにマップドインストゥルメントを作成すると、ウインドウが自動的に

開きます。

キーボード（ノート選択用）
左側のキーボードは、入力ノートを表します。クリックすると再生されます。ノートは個々に選

択でき、目的のノート上をマウスでドラッグすると範囲を選択することもできます。複数のノー

トを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。変更した値は、選択したすべての
ノートに適用されます。

入力名
最初の列に含まれる入力ノートの名前（ E6 など）クリックすると、12文字以内で名前を入力す
ることができます。Return キーを押すか、テキスト入力フィールド以外の場所をクリックする
と、新しい名前が確定します。

選択したノートの名前は、以下のものに設定し直すことができます：

Â ピッチの説明（C#3など）： 「初期化」＞「ノート」と選択します。

Â



GM標準ドラムサウンドの名前： 「初期化」＞「GeneralMIDI」と選択します。
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（マップドインストゥルメントオブジェクトに送られるトラックの）MIDI リージョンがピアノ
ロールエディタに表示されている場合、再生されているノートの名前が縦表示のキーボード上に

表示されます。

出力ノート
この列は、出力ノートの設定に使用されます。以下のいずれかの操作を行います：

Â ノートの定義をダブルクリックして、テキストを編集します。

Â 出力ノート名の右にある横棒をドラッグします。

値を変更するとMIDIノートが送信され、結果を聴いて確認することができます。

「初期化」＞「出力ノート」コマンドを使用して、選択したピッチの出力ノートを入力ノートに

合わせます。

ベロシティ
受信したノートのベロシティに加える、またはそこから差し引くオフセットを設定します。番号

をクリックしたまま上下にドラッグすると、ベロシティオフセットを設定できます。横棒内の個

所をクリックすることもできます。

「初期化」＞「出力ベロシティ」と選択すると、すべてのベロシティオフセットが 0（オフセッ
トなし）にリセットされます。

チャンネル
個々のノートのMIDIチャンネルを設定します。この設定を使うと、同じ音源の別のドラムセッ
トからサウンドを再生することができます。

通常は、「Base」設定を使用します。これで、マップドインストゥルメントのパラメータボック
スで設定されたチャンネルにノートが送信されます。パラメータボックスで「すべて」を選択し

ている場合は、受信ノートのチャンネル情報が使用されます。これにより、信号パス内でマルチ

インストゥルメントや標準音源の後にマップドインストゥルメントを配置することができます。

選択したすべてのノートを「Base」に設定するには、「初期化」＞「出力チャンネル」と選択します。
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マップドインストゥルメントをケーブル接続する
マップドインストゥルメントオブジェクトからは、（最大）16本の異なる出力ケーブルにノート
を送信して、各種音源で再生することができます。実際にないケーブルを選択した場合、ノート

は送信されません。

「初期化」＞「出力ケーブル」と選択すると、すべてのケーブルが#1（マップドインストゥルメ
ントの一番上の出力）にリセットされます。

記譜用のパラメータ
末尾の3列は、各ノートの記譜用のパラメータを定義します。
Â 符頭： ポップアップメニューから符頭を変更することができます。

Â 表示位置： このフィールドでは、譜表上のノートの相対位置を変更します。ピッチは変更され
ず、スコアエディタの譜表の符頭の縦位置のみが変わります。クリックしたまま上下にドラッ

グするだけで、ノートの位置を変更することができます。

Â グループ： マップドインストゥルメントオブジェクトはパーカッション音源に使用する場合
が多いことから、「グループ」フィールドをクリックしてホールドすると、キックやスネアな

ど、ドラム各部のグループ化メニューが表示されます。MIDI サウンドモジュールでは127 個
のノートにドラムサウンドをマップすることができるので、かなり面白いものを作り出すこと

ができます。関連したパーカッションサウンドのいくつか（タムなど）をTomsグループに割
り当てると、これらのサウンドがすべて1つの譜線に配置されます。相対位置の指定と同じよ
うに、1つの譜線にまとめたノートのピッチは変更されません。

「初期化」＞「スコアパラメータ」と選択すると、「符頭」、「表示位置」、および「グループ」パ

ラメータの設定がリセットされます。
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GMミキサー
「GMミキサー」は16個のフェーダーモジュールで構成されており、 16個のMIDIチャンネル用
のバーチャル・ミキシング・デスクをエミュレートしたものです。各モジュールには、音量、

ミュート、プリセット、バンク、そして4つの割り当て可能なノブ（通常は1 つをパンに使用）
のコントロールがあります。標準のXGエフェクトとGS エフェクト用コントロールもオプショ
ンで用意されています。

新しい「GMミキサー」を作成するには：
m 「新規」＞「GMミキサー」と選択します。

「GMミキサー」は、GM／XG／ GS規格に適合する MIDIデバイスの16チャンネルを制御しま
す。これには、128のプログラム名（およびXG／ GS のバリエーションバンク）、 MSB ／LSB
バンク・セレクト・メッセージ、および標準のコントローラ名（#1：モジュレーションホイー
ル、#2：ブレス、#7：音量、#10：パン、#11：エクスプレッション）などのGM セットが含ま
れています。

「GMミキサー」のパラメータボックス
「GMミキサー」の設定のほとんどはミキサー自体で行いますが、パラメータボックスのパラメー
タもいくつか使用することができます。

「ポート」および「チャンネル」
音源オブジェクトやマルチインストゥルメントオブジェクトと同じく、「GMミキサー」でもMIDI
アウトプットの直接接続が可能です。この設定は、「ポート」パラメータで行います。

「チャンネル」パラメータにより、最下位の「GM ミキサー」モジュールのチャンネル番号が決

まります。「GMミキサー」のサイズを変更すると共に、この設定を使って、連続するMIDIチャ
ンネル（1～ 4など）用にサブミキサーを作成することができます。
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レジェンド
「レジェンド」パラメータは、「GMミキサー」の左端に凡例を表示するかどうかを切り替えます。

「レジェンド」は、各コントロールの機能を示すほか、上段の4 つのノブの機能の設定にも使用
されます。「 GMミキサー」の設定が完了したら、凡例を隠すと表示スペースを節約できます。

バンク
「バンク」パラメータは、「GMミキサー」下部にバンクMSB／LSBを表示するかどうかを切り
替えます。プログラムバンクの番号を選択する必要がなければ、バンクを隠すことで表示スペー

スを節約できます。

「GMミキサー」のチャンネルストリップを操作する
MIDI チャンネルストリップは、制御対象となるサウンドモジュールとシンセサイザーのミキシ
ングパラメータ（音量とパンなど）のリモートコントロールとして機能します。

プログラムまたはバンクを選択する
使用するサウンドソースでバンク・セレクト・イベントを認識できる場合は、各チャンネルスト

リップの下部にあるバンク・パラメータ・フィールドでバンク番号を選択できます（このフィー

ルドは、オブジェクトパラメータボックスで「バンク」パラメータを選択した場合にのみ表示さ

れます）。すべてのシンセサイザーでバンク・セレクト・イベントがサポートされるわけではあ

りません。バンクセレクト形式は、さまざまな種類のものを使用できます（887ページの「カス
タマイズしたバンクセレクトを定義する」を参照）。

「プログラム」ボタンを使用すると、名前でサウンドを選択できます。ボタンをクリックすると、

すべてのGMサウンド名を含むメニューが表示されます。各チャンネルには、それぞれのメニュー
があります。
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チャンネルのレベルを調整する
レベルフェーダーは、MIDIチャンネルの出力レベルを制御します。これを調整することで、MIDI
インターフェイスからコントローラー7が送信されます。

チャンネルの出力レベルを調整するには：
m レベルフェーダーを上下にドラッグします。

チャンネルをミュートする
ミュートボタンにより、チャンネルの音量がゼロまたは現在のレベルフェーダーの位置に切り替

わります。ボタンを押すと、チャンネルがミュートします。ミュートボタンをオフにすると、現

在のレベルフェーダーの位置（および値）が使用されます。

チャンネルをミュートする／ミュートを解除するには：
m 目的のチャンネルのミュートボタンをクリックします。

コントローラにノブを割り当てる
すべてのコントローラは、いずれかのノブに割り当てることができます。

コントローラをノブに割り当てるには： 
1 ノブの隣のラベルをクリックします。

2 メニューから目的のコントローラを選択します。

拡張GM／GS／XG機能
GM規格のほかに、Roland（GS）およびYamaha（ XG）提供の拡張規格が用意されています。

GS およびXG モードでは各種のエフェクトプログラムを選択でき、リバーブやコーラスエフェ
クトのレベルを制御できます。

GS／ XGエフェクトを表示するには：
m ミキサーの右下隅にあるメニューからGSまたはXG設定を選択します。

GS ／XG 設定のコントロールがミキサーの右側に表示され、各種のエフェクトプログラムを選
択することができます。 

GS／ XGエフェクトを設定するには：
1 最初のメニューから規格を選択します。

選択内容に応じた拡張エフェクトのコントローラが表示されます。 

2



2番目のメニューからリバーブまたはコーラスエフェクトを選択します。

3 リバーブタイムまたはディレイタイム（「時間」パラメータ）を設定します。

すべてのコントローラをリセットする
「リセット」ボタンを押すとGS オン／XG オンコマンドが送信され、すべてのコントローラが
ニュートラルな位置にリセットされます。これにより、接続されているすべてのサウンドモ

ジュールを標準設定にリセットでき、初期状態からミキシングを開始できます。
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MMC録音ボタン
MMC録音ボタンオブジェクトを使用すると、外部のMMC互換レコーディングデバイスの録音
対応状況を制御することができます（844ページの「MIDIマシンコントロール」を参照）。

MMC録音ボタンオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「MMC録音ボタン」と選択します。

オブジェクトのサイズを変更すると、トラック録音ボタンのレイアウトと数を指定できます。

パラメータボックスの「エキストラ」チェックボックスを選択すると、「V」、「TC」、「 A1」、「A2」
の各トラックが追加されます：

Â


V： ビデオ

Â


TC： タイムコード

Â


A1： Auxトラック1（またはA）

Â


A2： Auxトラック2（またはB）

キーボード
キーボードオブジェクトを使用すると、マウス操作でノートを作成することができます。キー

ボードオブジェクトには、そこを通過するすべてのノートが表示されます。このため、リアルタ

イムのMIDIノートオンモニタと考えることもできます。キーボードの出力を「LogicPro」で録
音することもできますが、主な目的はエンバイロメントをテスト／モニタリングすることにあり

ます。

キーボードオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「キーボード」と選択します（または、「新規キーボード」キーコマンドを使います）。

オブジェクトパラメータボックスでは、「アイコン」パラメータを除き、以下の設定も可能です：

Â


MIDIチャンネル

Â ベロシティ： すべてのノートに対する固定ベロシティ値を指定します。

Â 最低： キーボードオブジェクトの一番下のノートのオクターブを定義します。キーボードのサ

イズを変更すると、一番下のノートより上の範囲を調整することができます。
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モニタオブジェクト
モニタオブジェクトには、そこを通過するすべての（MIDI およびメタ）イベントが表示されま
す。直前のイベントが32個まで記憶され、最新のものがリストの末尾に表示されます。オブジェ
クトのサイズを変更すると、表示するイベント数を1～32の範囲で指定できます。モニタ内を
クリックすると、すべてのイベントが消去されます。

モニタオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「モニタ」と選択します（または、「新規モニタ」キーコマンドを使います）。

モニタは、デバイスをテストして接続を分岐するのに大変便利なオブジェクトです。機能的に異

なる出力を持つ（チャンネルスプリッターおよびマップドインストゥルメントなどの）オブジェ

クトにモニタを組み合わせると、同じ機能に対して複数の出力ケーブルを接続できるようになり

ます。

チャンネルスプリッターオブジェクト
チャンネルスプリッターは、MIDIイベントをチャンネル単位で送信します。チャンネルスプリッ
ター入力で受信されたMIDI イベントはすべて、そのMIDI チャンネルに対応する出力へと送ら
れます。

対応する出力チャンネルにケーブルが接続されていない場合、イベントは（一番上の）SUM 出

力に送信し直されます。

新しいチャンネルスプリッターオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「チャンネルスプリッター」と選択します（または、「新規チャンネルスプリッター」

キーコマンドを使います）。
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アルペジエータ
アルペジエータオブジェクトは、コードをアルペジオに変換します。現在押している複数のノー

トが1音ずつ、選択可能なパターン（上、下、ランダムなど）で再生されます。再生速度は、全
音符から768分音符の範囲で選択できます。

新しいアルペジエータを作成するには：
m 「新規」＞「アルペジエータ」と選択します（または、「新規アルペジエータ」キーコマンドを使

います）。

アルペジエータには、方向、ベロシティ、速度（分解能）、ノート長、開始点のクオンタイズ（ス

ナップ）、リピート、オクターブ、およびベロシティオフセット（クレッシェンド）を表すパラ

メータが用意されています。パラメータはすべてリアルタイムでMIDI制御でき、きわめて多様
な変化を持たせることができます。

アルペジエータオブジェクトを使用するには、これをMIDI 信号パス上に配置し、「LogicPro」
で録音または再生を開始する必要があります。（技術上の理由から、アルペジエータはサイクル

ジャンプでリセットします）。

通常、アルペジエータはアレンジトラックに割り当て、その出力を音源にケーブル接続します。

もちろん、MIDI信号パス上の任意の個所に挿入することも可能です。

アルペジエータを設定したら、生のMIDI入力で使うことも、MIDIリージョンの再生用に使うこ
ともできます。シーケンサーインプットオブジェクトにケーブル接続すれば、アルペジエータの

出力を録音することも可能です。

この場合、出力のないトラックに録音するか、アルペジエータからMIDIアウトプットへの接続
を切断してください。

アルペジエータのパラメータボックス
アルペジエータのパラメータボックスには、以下のパラメータが含まれます：

方向
アルペジオの方向を指定します。以下のいずれかの設定を選択できます：

Â アップ： 最低音から最高音に上昇アルペジオを行います。

Â ダウン： 最高音から最低音に下降アルペジオを行います。
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Â アップ／ダウン： 上昇アルペジオと下降アルペジオを続けて行います。最高音と最低音が 2回
鳴ります。

Â 自動： 2番目の音が最初の音の前に来るか、後に来るかによって、上昇か下降かが決まります。
Â アップ／ダウン2： 上昇アルペジオと下降アルペジオを続けて行います。ただし、最高音と最
低音は2回鳴りません。

Â ランダム： アルペジオをランダムに行います。

Â すべて： すべての音を同時に鳴らします（「繰り返す」が有効の場合に便利です）。

ベロシティ
アルペジオ再生するノートのベロシティを決めます。以下のいずれかの設定を選択できます：

Â 1 ～127： 固定ベロシティ値を使用します。

Â オリジナル： 録音されたノートのベロシティをそのまま使用します。

Â ランダム： 1からオリジナルの値までの範囲のベロシティをランダムに使用します。

キー範囲
アルペジオ再生するコードのピッチ範囲を定義します。この範囲外の音は、出力に直接送られま

す。アルペジオのコードの上の音でソロ演奏をする場合や、コードよりも下の音でベースライン

を演奏する場合に便利です。

分解能
アルペジオのリズム音価（分音の速度）を設定します。「なし」を設定すると、アルペジエータ

はオフになります。

長さ
アルペジオ再生するノートの音長を定義します。「オリジナル」設定は、受信（または録音）し

たノートの長さをそのまま使用します。

スナップ
この値を「なし」以外に設定すると、アルペジエータは、次の指定分音に「LogicPro」が達す
るのを待ってから、アルペジオを開始します。アルペジオとほかのMIDIデータとのリズムを合
わせる場合に便利です。

繰り返す
このオプションを選択すると、コードを押さえている間、アルペジオが繰り返し再生されます。

オフにすると、アルペジオ再生は1回で終わります。

オクターブ
1～10オクターブまで、アルペジオを繰り返し再生します。

クレッシェンド
ここで設定したベロシティの値が、アルペジオを繰り返すたびに追加されていきます（もちろん、

「繰り返す」パラメータが選択されている必要があります）。
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ベースをコントロール
アルペジエータオブジェクトの10個のパラメータはすべて、MIDIの連続コントローライベント
でリモート制御が可能です。「ベースをコントロール」パラメータは、最初のパラメータ（「方

向」）のコントローラ番号を決定します。そのほかのパラメータは、これに続くコントローラ番

号によって制御されます。

「ベースをコントロール」の選択を解除すると、アルペジエータのMIDI制御は無効になります。

トランスフォーマーオブジェクト
トランスフォーマーオブジェクトは、MIDI イベントのリアルタイムでの選択やフィルタなどの
処理に使用します。

メタイベントの処理も可能ですが、トランスフォーマーの設定に影響しないものに限られます。

メタイベントには、トランスフォーマーで処理の対象となるもののほかに、トランスフォーマー

に変更を加えるものがあります。詳細については、902ページの「メタイベントで条件／操作の
値を制御する」を参照してください。

新しいトランスフォーマーオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「トランスフォーマー」と選択します（または「新規トランスフォーマー」キーコマ

ンドを使います）。

トランスフォーマーオブジェクトの動作
トランスフォーマーオブジェクトは、送られてくるイベントが特定の条件と一致するかどうかを
チェックします。一致すると、所定の操作が実行されます。

条件に一致しないイベントは、出力にそのまま送られるか、破棄されます。

トランスフォーマーでは、一致するイベントを処理する前にコピーを作成でき、選択した（一致

する）イベントとそれ以外のものを分けて、一番上のケーブルと2番目のケーブルから出力する
ことも可能です。

トランスフォーマーを使用するには、MIDI信号パスに配置する必要があります。

たとえば、音源の出力に処理を加える場合には、以下の操作を行います： 
1 音源の出力をトランスフォーマーにケーブル接続します（音源の内部ポートの割り当ては削除し

ます）。

2 「新規」＞「Instrument」と選択して新しい音源を作成し、目的のMIDIアウトプットポートに割
り当てる必要があります。
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3 トランスフォーマーオブジェクトの出力から新たに作成した音源（これは単にMIDIアウトプット
ポートとして機能するものとなる）にケーブル接続します。

トランスフォーマーオブジェクトを設定する
トランスフォーマーアイコンをダブルクリックすると「トランスフォーマー」ウインドウが開き、

条件と操作を設定することができます。

操作モードを設定する
「トランスフォーマー」ウインドウ上部のポップアップメニューで、トランスフォーマーによる
MIDIデータの処理方法を定義します。以下に挙げる操作モードから選択が可能です。

操作を実行して不一致のイベントを通過させる
条件に一致するMIDIイベントが処理されます。一致しないMIDIイベントは通過します。

操作を実行して不一致のイベントをフィルタリング
条件に一致するMIDIイベントが処理されます。一致しないMIDIイベントは通過できません。

一致したイベントをフィルタリング
条件に一致するMIDIイベントがすべてフィルタで除外されます。一致しないMIDIイベントは
通過します。



第39章    エンバイロメントで作業をする 901



一致したイベントをコピーして操作を実行
条件に一致するMIDIイベントがすべてコピーされ、コピーの方に処理が加えられます。オリジ
ナルのイベントと処理されたコピー（および条件に一致しないMIDI イベント）は通過します。
処理されたコピーの前に、未変更のオリジナルの方が解析（処理）されます。

一致したイベントをコピーして操作を実行（逆順）
上記のオプションと同じですが、オリジナルは処理済みのコピーの後で解析されます。これは、

ノートイベントをパンコントローラに変換する場合などに使用することができます。この場合、

パンメッセージがノートよりも先に送信されます。（多くのシンセサイザーでは、再生中のノー

トのパン位置を変更できません）。

条件スプリッタ（true → 1番上のケーブル）
条件に一致するイベントに処理が加えられ、トランスフォーマーの最上位の出力に送られます。

一致しないイベントは、未処理のままトランスフォーマーの2番目の出力に送られます。それ以
外の出力は表示されないので使用しません。

交互にスプリット
トランスフォーマーを通過するイベントが上位 2つの出力に交互に送られます。条件や操作は適
用されません。

SysExマッパー（データバイト1 →位置、データバイト2 →値）
このトランスフォーマーモードは、SysEx メッセージの作成と編集に使用します。「トランス
フォーマー」ウインドウでの操作が、値フィールドで指定したものに置き換えられます。この

フィールドには、SysEXメッセージの構成（長さ、チェックサムの有無、リアルタイムでは変更
しないバイト値など）を入力することができます。

「条件」領域では、SysExメッセージのデータバイトに作用する MIDIイベントのタイプを選択し
ます。（一般的にMIDIコントローライベントを使用します。）受信した MIDIイベントは、SysEx
メッセージのデータバイトを変更します。その際、以下の規則が適用されます：

Â データバイト1は、データバイトの位置を設定します。

Â データバイト2は、データバイトの値を設定します。
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Â チャンネルによって、行われる処理が決まります：

Â チャンネル 1： 変更されたSysExメッセージが送られます。
Â チャンネル 2： 変更されたSysExメッセージは送られません。
Â チャンネル 3： 未変更のSysExメッセージが送られます。
Â チャンネル 4～ 16： 使用されません（将来の用途に予約）。

「一致しないものをフィルタリング」チェックボックスを選択すると、受信したMIDI イベント
（SysEx メッセージを制御しない）が通過しないよう指定できます。通常は、この機能を有効に
して、コントローラのデータがSysExのデータストリームに介入しないようにします。

トラック・オートメーション・スプリッタ（true → 1番上のケーブル）
条件が一致する場合、入力イベントは、操作フィールドを通過した後で、トランスフォーマーの

最上位のケーブルに接続されたオブジェクトのトラックオートメーションに送られます。受信し

たMIDI データは、該当する操作フィールドの設定によってフェーダー・イベント・データへと
トランスフォームされ、接続されているミキサーオブジェクトのパラメータにオートメーション

を適用できるようになります。例外：チャンネルの音量とパンでは、コントロールイベントが使

用されます。

条件および操作を定義する
条件と操作は、「トランスフォーム」ウインドウと同じものが使用されます。詳細については、
465ページの「トランスフォームウインドウでMIDIイベントを編集する」を参照してください。
唯一の違いとして、トランスフォーマーオブジェクトはリアルタイムで機能することから、位置

とノートの長さは意味を持たない点があげられます。

ピッチ・ベンド・イベントを編集する
トランスフォーマーオブジェクトでは、 14ビットのピッチ・ベンド・イベントを処理できます。
このイベントには、2つの別個のデータバイトが含まれます。（「-1-」による加算／スケーリング
により）バイト1に加えられた変更は、バイト2にも影響します。

データバイト2 の操作を「スルー」に設定して、14 ビットのピッチ・ベンド・データが正しく
処理されるようにしてください。

メタイベントで条件／操作の値を制御する
トランスフォーマーの条件や操作の値は、メタイベントを使用して制御することができます。メ

タイベントは「LogicPro」の内部メッセージで、MIDIコントローライベントに似た形式を持ち
ます。ただし、MIDI定義は持たず、「LogicPro」の外部に送られることはなく、「LogicPro」の
内部パラメータを制御します。

MIDI コントローライベントと同じように、メタイベントには2 つのデータ値があります：1 つ
はメタイベントのタイプを示し（49～127の範囲、一部は使用されない）、もう1つはイベント
の値（0～127）です。

メタイベント122～ 127は、トランスフォーマーパラメータを制御します。

Â メタイベント#127は、最初（最上位）の操作の値を設定します。

Â メタイベント#126は、2番目（最下位）の操作が有効である場合、その値を設定します。
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Â メタイベント#125は、最初（最上位）の条件値を設定します。
Â メタイベント#124は、2番目（最下位）の条件が有効である場合、その値を設定します。

参考：トランスフォーマーは、上記以外のメタイベントならば処理できます。

使用される数値条件および数値操作のパラメータは（条件が「すべて」でなく、操作が「スルー」

に設定されていない場合）、いずれも同じメタイベントで制御されます。状態条件や状態操作は、

メタイベントの影響を受けません。

数値パラメータを個々に設定したり、一部に固定値を使用したりするには、複数のトランス

フォーマーを直列接続して使用してください。

Â メタイベント#123は、トランスフォーマーのマップ位置を設定します。
Â メタイベント#122は、トランスフォーマーのマップ位置を現在のマップ位置に設定します。（最
初にメタイベント#123で位置を設定します）。

参考：トランスフォーマーのマップセット操作により、これら2つのメタイベントを同時に作成
できます。操作ステータスをマップセットに設定した場合、「データバイト1」パラメータがマッ
プ位置を指定し、「データバイト 2」パラメータがその位置のマップ値を指定します（メタイベ
ント#122は「データバイト1」の値と共に送られ、続いてメタイベント#123が「データバイト
2」の値と一緒に送られます）。

フェーダーオブジェクトを使ってメタイベントを作成したり、トランスフォーマーでMIDIイベ
ントをメタイベントに変換したり、イベントリストからMIDIリージョンにメタイベントを追加
したりすることが可能です。フェーダーを使用する際に出力定義をメタに設定し、「データバイ

ト1」の値をメタイベント番号に設定します。

フェーダーは、入力定義を変更することによってリモート制御できます。これにより、フェー

ダー（および別のトランスフォーマー）を使ってMIDIイベントをメタイベントに変換し、トラ
ンスフォーマーをリモート制御することが可能になります。
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ディレイラインオブジェクト
ディレイラインオブジェクトは、通過するMIDIイベントを繰り返す（エコーさせる）オブジェ
クトです。間隔は、1ティックから256の全音符の範囲で指定できます。

新しいディレイラインオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「ディレイライン」と選択します。

アルペジエータの場合と同じく、ディレイラインオブジェクトをMIDI 信号パス上に配置し、
「LogicPro」を再生または録音モードにする必要があります。入力イベントのエコーが順に送ら
れます。送り先にはディレイラインオブジェクトにケーブル接続された各出力が使用され、イベ

ント1はケーブル1へ、イベント 2はケーブル2へ、というように送られます。接続されたケー
ブルが1本だけの場合は、そのケーブルに接続された出力へすべてのイベントが送られます。

ディレイラインは最大で 99回の繰り返しを送信できます。間隔は1ティックから256の全音符
の範囲で指定できます。オリジナルノートのイベントを抑制することも可能です。

ディレイラインのパラメータボックス
ディレイラインのパラメータボックスでは、以下のパラメータを使用できます：

オリジナルをスルー
このパラメータを選択すると、オリジナルのイベントがそのまま通過します。パラメータの選択

を解除すると、オリジナルのイベントは抑制され、エコーのみが聞こえるようになります。

繰り返し
イベントを繰り返す回数を指定します。 0に設定すると、ディレイラインがオフになります。

ディレイ
繰り返しノート間のディレイタイムです。左の値はディビジョン単位、右の値はティック単位

です。

トランスポーズ
繰り返しノートごとのノートイベントのトランスポーズを定義します。

ベロシティ
繰り返しノートごとのノートイベントのベロシティ値の変化を定義します。
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ボイスリミッターオブジェクト
ボイスリミッターオブジェクトは、同時に押すことのできるMIDIノートの数（1～ 32）を制限
します。

ノート数の制限は、ノートスティーリングという方法で行われます。ボイス数が上限に達すると、

新しいノートを受信したときに、現在押しているノート（の一部）がオフになります。

新しいボイスリミッターを作成するには：
m 「新規」＞「ボイスリミッター」と選択します（または、「新規ボイスリミッター」キーコマンド

を使います）。

通常、ボイスリミッターはアレンジトラックに割り当て、ボイスを制限する音源オブジェクトに

その出力をケーブル接続します。あるいは、ボイスを制限する音源オブジェクトと、MIDIOUT
ポートを表す音源オブジェクトとの間にケーブル接続することも可能です。

ボイスリミッターのパラメータ
ボイスリミッターのパラメータボックスでは、以下のパラメータを使用することができます：

ボイス
同時に再生できるボイスの最大数を定義します。

優先
押しているノートの数が（「ボイス」パラメータで指定した）制限を超えたときに、どのノート

をオフにするかを定義します。

Â 上： ピッチが最も低いノートが最初にオフになります。

Â 下： ピッチが最も高いノートが最初にオフになります。

Â 最後： 最初の（はじめに鳴らした）ノートからオフになります。
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コードメモライザーオブジェクト
コードメモライザーは、個々のノートをコードにマッピングします。 1つのコードを各ピッチの
クラス（C、C#、 Dなど）に割り当てることができます。

受信したノートのオクターブにより、再生するコードのオクターブが決まります。コードには、
0～12個のノートを使うことができます。（スケールフィルタやスケールコレクタを作成する場
合は、コードの数を0または1にすることができます。）

コードメモライザーの最も簡単な使いかたは、コードを演奏する音源にその出力を接続して、ア

レンジトラックに割り当てる方法です。もちろん、MIDI 信号パス上の任意の個所に配置するこ
ともできます。

新しいコードメモライザーを作成するには：
m 「エンバイロメント」ウインドウのローカルメニューから「新規」＞「コードメモライザー」と

選択します（または、「新規コードメモライザ」キーコマンドを使います）。

コードメモライザーのパラメータを設定する
コードメモライザーのオブジェクトパラメータボックスでは、以下のパラメータを設定できま

す：

チャンネル
定義したチャンネルにすべての音が送られます。

キー範囲
この範囲のノートがコードにマッピングされます。範囲外のノートは、そのまま通過します。

トランスポーズ
ここで設定した値を基に、出力コードがトランスポーズされます。例：C、E、Gからなるコード
にCをマッピングして、「トランスポーズ」を1に設定すると、 Cを押したときにC#、F、 G#が
出力されます。

キー
ここで設定した値を基に、コードマップ全体がトランスポーズされます。例：C、E、G に C を
マッピングして、キーを1に設定すると、C#を押したときにC#、 F、 G#が出力されます。

ケーブルスプリット
コードの割り当てによって発生したすべてのノートを、複数の異なるコードメモライザーオブ

ジェクト出力（複数の異なるケーブル）に送ることができます。
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「コードメモライザー」ウインドウで操作をする
コードメモライザーをダブルクリックすると、「コードメモライザー」ウインドウが開き、コー

ドの定義を行うことができます。

上段のキーボードは受信ノートの入力と表示に使用され、下段のキーボードは割り当てられた

コードの入力と表示に使用されます。ノートは、マウスでもMIDIキーボードでも入力できます。

上段のキーボードでは、必ず「キー範囲」の範囲内のノートを使用するようにしてください。ま

た、12のピッチクラス（C、 C#、D、その他）には、1つのコードしか定義できません。もちろ
ん、複数のコードメモライザーオブジェクトを使用すれば、各ピッチクラスにさらにコードを定

義することができます。

マウスでコードを定義するには：
1 上段のキーボードで入力ノートをクリックします。

下段のキーボードでは、関連するコードのノートがすべて反転表示されます。

2 下段のキーボードのノートをクリックして、設定するコードのノートが反転表示されるようにし

ます。

入力ノートと同じオクターブになくても構いません。

コードのノートを入力したら、（上段のキーボードで）別の入力ノートを選択するか、「コードメ

モライザー」ウインドウを閉じます。

MIDIキーボードからコードを入力するには： 
1 入力ノートを弾きます。 

2 「コードメモライザー」ウインドウの「 MIDIによる設定」チェックボックスを選択します。

下段のキーボードが反転表示され、録音の準備ができたことを示します。 

3 設定するコードのノートを弾きます。

一度に1音ずつ弾くことも、コードをまとめて弾くこともできます。間違えた場合は、「MIDIに
よる設定」チェックボックスの選択を解除し、もう一度有効にしてからやり直してください。
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コードのノートを入力したら、「MIDIによる設定」チェックボックスの選択を解除して新しい入
力ノートを弾くか、あるいは「コードメモライザー」ウインドウを閉じます。

TouchTracksオブジェクト
TouchTracksオブジェクトを使用すると、1つのノートイベントでMIDIリージョンやフォルダ
の演奏を開始できます。リアルタイムで新しいアレンジメントを作成できることから、ライブ演

奏には理想的な形となります。

TouchTracksを使用してオーディオをトリガすることはできません。以下のセクションにおける
「リージョン」とは、フォルダとMIDIリージョンのことで、オーディオリージョンを指すもので
はありません。このような制限はありますが、オーディオリージョンを（ファイルとして）
EXS24mkIIに読み込み、TouchTracksで演奏するという方法は可能です。

TouchTracksオブジェクトを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m アレンジ領域からMIDIリージョンまたはフォルダを「エンバイロメント」ウインドウにドラッグ
します。

m 「エンバイロメント」ウインドウのローカルメニューから「新規」＞「TouchTracks」と選択します。

TouchTracksオブジェクトを使用するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


TouchTracksオブジェクトをアレンジトラックに割り当てます。

m



TouchTracksオブジェクトをMIDI信号パス内に配置します。

以下に、注意点を示します：

Â



TouchTracks では入力のみが使用されるため、トリガノートはここで発生する必要がありま
す。TouchTracks オブジェクトには出力を示す三角形も付いていますが、イベントがここか
ら発生することはないので、これは無効です。

Â



TouchTracksでトリガされたMIDIリージョンやフォルダは、「アレンジ」ウインドウの場合と
まったく同じように再生されます。再生は、トラックに割り当てられた音源から行われます。

Â



TouchTracksを機能させるには、「LogicPro」を実行しておかなければなりません。
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「TouchTracks」ウインドウを使う
「TouchTracks」ウインドウは、TouchTracksオブジェクトをダブルクリックして開きます。

このウインドウは、「マップドインストゥルメント」ウインドウ（888ページの「マップドイン
ストゥルメント」を参照）と似ており、入力ノートを左側のキーボードで選択して、出力リー

ジョンの割り当てやパラメータの設定を、対応する行の各列で行います。

縦線は、設定が上の行と同じであることを示します。縦線の下の行も同じ縦線である場合に上の

行を変更すると、下の行には以前の値が表示されるようになります（上の行の変更には従いませ

ん）。

ノートをリージョンに割り当てる
MIDI リージョンまたはフォルダを「エンバイロメント」ウインドウにドラッグすると、自動的
にTouchTracks オブジェクトが作成されます。すべてのノートは（最初に）このリージョンを
トリガします。中央のCは、オリジナルのピッチでリージョンやフォルダを再生し、ほかのノー
トは、中央のCを基準にトランスポーズして再生します。

「入力名」カラムには入力ノートが表示され、右の「リージョン／フォルダ」カラムには割り当

てられたリージョン／フォルダの名前が表示されます。左側のキーボードでは、個々のノートを

選択したり、いくつかのキー上をドラッグしてピッチの範囲を選択したりできます。これで「ア

レンジ」ウインドウから MIDI リージョンやフォルダをドラッグすると、選択したノート（また
はノートの範囲）にのみ割り当てられます。

グループ
グループの機能はHyperEditorの場合と同じです。あるリージョンをトリガすると、同じグルー
プのほかの（再生中の）リージョンは停止します。

「オフ」設定は、リージョンがいずれのグループにも割り当てられていないことを示します。

トランスポーズ
「TouchTracks」ウインドウのキーにリージョンをドラッグすると、そのキーによりリージョン
がオリジナルのピッチで（トランスポーズせずに）再生されます。リージョンをトランスポーズ

するには、「トランスポーズ」カラムでトランスポーズの量を設定します。

キー範囲が選択されている場合、「 TouchTracks」ウインドウにリージョンをドラッグすると、
（キー範囲内の）近辺のキーに対して自動的にトランスポーズが増分して設定されます。
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リージョンを「エンバイロメント」ウインドウにドラッグしてTouchTracks オブジェクトを作
成した場合、C3キーを押すとリージョンが通常のピッチでトリガされ、ほかのキーを押すとC3
を基準にそれぞれトランスポーズして再生されます。

ベロシティ
「ベロシティ」カラムでは、トリガノートのベロシティ値に対するリージョンの感度を設定しま

す。100%であれば非常に強く反応し、50%は中程度、offにするとベロシティに反応しません。

トリガモード
「トリガ」カラムは、リージョンの再生方法を設定します。

Â マルチ： トリガノートを押すと、リージョンの再生が始まります。もう一度押すと、最初に始
めたリージョンの再生を止めずに、さらにリージョンの再生を始めます。

Â シングル： トリガノートを押すと、リージョンの再生が始まります。もう一度押すと再生が止
まり、リージョンの再生がもう一度始まります。

Â ゲート： トリガノートを放すまで（またはリージョンが終わるまで）、リージョンの再生が続
きます。

Â ゲートループ： トリガノートを放すまで、リージョンが繰り返し再生されます。

Â 切り替える： トリガノートを押すと、リージョンの再生が始まります。もう一度押すと、再生
が止まります。

Â ループを切り替える： トリガノートを押すと、リージョンのループ再生が始まります。もう一
度押すと、再生が止まります。

開始
このカラムでは、リージョンの開始と終了のクオンタイズを設定します。「自由」を選択した場

合、クオンタイズは実行されません。「次の1/16」、「次の1/4」、または「次の1/1」はそれぞれ、
トリガノートを鳴らしたときにリージョンの再生を開始／終了するタイミングとして、次の1/16
分音符か1/4分音符の位置、または次の小節の先頭を使用します。

ディレイ
このカラムでは、リージョンの開始点に遅延を割り当てます。設定する遅延は、列の右側にティッ

ク単位で表示されるか、左側のノート値で表示されます。

「ディレイ」と「開始」を使用すると、リージョンを再生する位置を小節内の任意の個所に設定
できます。たとえば、「開始」を 1/1 にして、「ディレイ」を480 ティックに設定すると、小節
内の2つ目の1/8分音符の位置から再生が始まります。
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フィジカルインプットオブジェクトとシーケンサーインプットオブ
ジェクト
フィジカルインプットオブジェクトはMIDI インターフェイスの物理的な入力を表し、シーケン
サーインプットオブジェクトは「LogicPro」のMIDI 入力を表します。エンバイロメントには、
それぞれ1つだけ作成することができます。

フィジカルインプットオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「フィジカルインプット」と選択します。

シーケンサーインプットオブジェクトを作成するには：
m 「新規」＞「シーケンサーインプット」と選択します。

オブジェクトがすでにある場合、目的のレイヤーにドラッグして使用することができます。その

際、ケーブル接続は変わりません。
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フィジカルインプットオブジェクト
フィジカルインプットオブジェクトは、コンピュータに接続されたMIDIインターフェイスの入
力からMIDI信号を受信します。このオブジェクトには計 65の出力があります。

出力は、接続されたすべてのMIDIインターフェイスの入力割り当てに応じて決まります。一番
上の出力（SUM）には、単独でケーブルが接続されていない各出力のMIDIイベントが送られます。

リモート制御イベントはフィジカルインプットオブジェクトで処理され、出力へは送られませ

ん。このため、リモート制御イベントはエンバイロメントには届かず、「アレンジ」ウインドウ

のトラックに記録されることもありません。

シーケンサーインプットオブジェクト
MIDI イベントは、シーケンサーインプットオブジェクトを介して「アレンジ」ウインドウのト
ラックに送られます。シーケンサーインプットオブジェクトに何もケーブル接続されていない場

合、「 LogicPro」にデータを録音または記録することはできません。

一般的にフィジカルインプットオブジェクトはシーケンサーインプットオブジェクトに直接接

続しますが、間にほかのオブジェクトを入れることもできます。よく使うものに、モニタやキー

ボードがあります。また、アルペジエータやディレイラインなどの各種プロセッサを接続する

ケーブルスイッチャーオブジェクトもあります。

また、処理を加えた信号を録音するために、エンバイロメントでの処理結果（単純なものでも複

雑なものでも構いません）をシーケンサーインプットオブジェクトに接続することも可能です。

デフォルトでは、シーケンサーインプットオブジェクトは、キーボードまたは（MIDI イベント
を送信する）MIDIコントローラが設定されたMIDIチャンネルで録音を行います。

シーケンサーインプットオブジェクトの「チャンネル化」パラメータを選択すると、（選択した

アレンジトラックの）MIDIオブジェクトに割り当てられたMIDIチャンネルを使って録音が行わ
れます。たとえば、キーボードをMIDIチャンネル7に設定し、アレンジトラックオブジェクト
をMIDIチャンネル3に設定した場合、受信データはすべてMIDIチャンネル3に割り当てられ
て録音されます。
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MIDIクリックオブジェクト
MIDI クリックオブジェクトは、小節、拍、ディビジョンの間隔でノートイベントを作成するの
に使用します。このオブジェクトは、MIDIポートまたは内蔵スピーカーから出力できます。

MIDIクリックオブジェクトを作成するには：
m 「エンバイロメント」ウインドウのローカルメニューから「新規」＞「MIDIメトロノームクリッ
ク」と選択します。

各プロジェクトで作成できるMIDIクリックオブジェクトは1つだけです。そのため、このオブ
ジェクトは、プロジェクト作成時に作られたものが削除された場合にのみ作成する必要があり

ます。

トランスポートバー上に、MIDIクリックのオン／オフを切り替えるボタンがあります。

Controlキーを押しながらこのボタンをクリックすると、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞
「メトロノーム」が表示されます（ 941ページの「メトロノーム設定」を参照）。このパネルでは、
録音時または再生時に鳴らすMIDI クリックの設定も可能です。このダイアログには、 MIDI ク
リックオブジェクトのパラメータボックスの設定が反映されています。小節、拍、ディビジョン

の各チェックボックスを選択すると、それぞれのノートイベントを個別に作成することができま

す。「チャンネル」、「ノート」、「ベロシティ」の各パラメータは、ノートのMIDI チャンネル／
ノート番号／ベロシティを定義します。「MIDIポート」パラメータは、メトロノームの直接出力
ポートを設定します。

内部オブジェクト
内部オブジェクトには、お使いのMacintosh の内蔵音源（ソフトウェアシンセサイザーやその
ほかの音楽アプリケーションなど）が含まれます。コンピュータ内のサウンドソースとの通信は、

実際はMIDI を使用するわけではありませんが、MIDI 通信プロトコルに準拠した形で処理され
ます。
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内部オブジェクトには入力がありますが、出力はありません。そのため、関連するサウンドジェ

ネレータ（ソフトウェア音源やアプリケーション）にケーブル接続された追加の出力ポートとし

て機能します。

AppleQuickTime



QuickTime システム機能拡張により、ソフトウェアベースのGM 音源を使用することができま
す。システム上にQuickTimeMusicalInstrumentsファイルが必要です。

QuickTimeバーチャルシンセサイザーを作成するには：
m 「新規」＞「内蔵音源」＞「AppleQuickTime」と選択します。

このソフトウェアシンセサイザーは、16 パートからなるマルチティンバー音源です。ほかのソ
フトウェアシンセサイザーと同じく、プログラムチェンジでサウンドを切り替えることができま

す。また、サウンドの配列はGM テーブルに従っています。チャンネル10 は、GMのキー割り
当てによって常にドラムサウンドに設定されます。QuickTimeシンセサイザーは、ノート／プロ
グラムチェンジコマンド、ピッチベンド（±2半音）およびメイン・音量・コントローラ（#7）
に応答します。

最初のノートは、QuickTimeシンセサイザーで使用するMIDIチャンネルの初期化に使用される
もので、再生はされません。

ReWire



ReWireオブジェクトを使用すると、ReWire準拠のアプリケーションとそのソフトウェア音源に
MIDI データを送ることができます。ReWire 互換のソフトウェア音源に接続するには、最初に
「LogicPro」を起動し、続いてReWire アプリケーションを起動します。終了時は、ReWire ア
プリケーションを終了してから、「LogicPro」を終了してください。

ライブラリを使用すると、ReWire オブジェクトを自動作成できます（249ページの「ReWire
アプリケーションを使って作業する」を参照）。

エンバイロメントにReWireオブジェクトを手動で作成するには：
m 「新規」＞「内蔵音源」＞「ReWire」と選択します。

共通のパラメータのほか、Rewireオブジェクトには以下の3つの設定があります：

Â デバイス： 「LogicPro」で接続可能な ReWire アプリケーションが表示されます。実行中の
ReWireアプリケーションがある場合は、その名前が表示されます。
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Â バス： 使用可能なReWireのバスからバスを選択します。ReWireアプリケーションでバス名が
指定されている場合は、名前が表示されます。「 Reason」を使用する場合は、番号ではなく
ReasonRackで使用可能な音源の名前が表示されます（バス6以降）。

Â チャンネル： ReWireオブジェクトの MIDIチャンネルを設定します。

エイリアス
エンバイロメントオブジェクトでは、いずれもエイリアスの作成が可能です。エイリアスはオリ

ジナルのオブジェクトとまったく同じ働きをします。フェーダーの場合、エイリアスは独立した

値を持っており、オリジナルのオブジェクトと異なる値を設定できます。これは特に、大量のメ

モリを使用するテキストフェーダーを扱う場合に役に立ちます。同じ名前のテキストフェーダー

を複数使用する場合は、オリジナルのオブジェクトから複数のエイリアスを作成すればよいの

です。

オブジェクトのエイリアスを作成するには：
m オブジェクトを選択して、「新規」＞「エイリアス」と選択します。

エイリアスは、メタイベントで再割り当てできます。これには、エイリアスアサイナーと呼ばれ

る特殊なフェーダー（ケーブルスイッチャーのような働きをするもの）を使用します。

エイリアスアサイナーを作成するには：
m 「新規」＞「フェーダー」＞「スペシャル」＞「エイリアスアサイナー」と選択します。

「-1-」の定義が「46」に設定されたメタフェーダーが作成されます。

エイリアスアサイナーを使用するには、その最上位の出力をエイリアスに接続し、エイリアスに

割り当てるオリジナルのオブジェクトに以降の出力を接続します。エイリアスアサイナーの最大

範囲をオリジナルと同じ数に、最小範囲を1に設定した場合、次のケーブルを新しいエイリアス
に、続くケーブルをエイリアスのオリジナルに接続することができます。このようにして、エイ

リアスアサイナーを使用すると、複数のエイリアスの割り当てを同時に処理することができます。
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エイリアスアサイナーを使用するケースとしては、それぞれ異なるディレイタイムに設定された
複数のオリジナル（異なるディレイラインオブジェクト）の間でディレイラインエイリアスを切

り替える場合が考えられます。この方法は、MIDIでディレイタイムを制御する1つの方法です。

エイリアスのパラメータ
エイリアスは親（オリジナル）オブジェクトのパラメータを共有しますが、独自の特殊なパラ

メータも持っています：

リファレンス
「リファレンス」メニューは、エイリアスのオリジナルの選択に使用します。

チャンネル
「チャンネル」パラメータでは、エイリアスから選択チャンネルに送られるすべてのイベントを

割り当て直すことができます（フェーダーイベントを除く）。設定を「すべて」にすると、既存

のイベントのチャンネルは変更されずに使用されます。

フェーダーの場合、「チャンネル」パラメータの設定により、オリジナルのフェーダーの入力／

出力の定義が指定のチャンネルに設定された状態になります。（「すべて」を設定すると、変更さ

れません。）

名前を共有／サイズを共有
名前が示す通り、これらのパラメータを選択すると、エイリアスはオリジナルと同じサイズおよ

び名前になります。選択を解除すると、独自にサイズと名前を指定することができます。

エイリアスをコピーする
エイリアスをコピーすると、同じオリジナルを使用した新しいエイリアスが作成されます。エイ

リアスとオリジナルの両方を選択してコピーした場合は、オリジナルのコピーが作成され、その

エイリアスが別個にできます。

オーナメント
オーナメントは、ほかのエンバイロメントオブジェクトの背後にある無色の背景のことです。

オーナメントはほかのオブジェクトの前には現れず、範囲選択して複数のオブジェクトを選択す

る際にもオーナメントが選択されることはありません。

オーナメントを作成するには：
m 「新規」＞「オーナメント」と選択します。

マクロ
マクロは、実際にはエンバイロメントオブジェクトではありません。ほかのエンバイロメントオ

ブジェクトとケーブル接続をまとめたものです。

新しいマクロを作成するには：
m マクロに含めるエンバイロメントオブジェクトをすべて選択し、「新規」＞「マクロ」と選択し

ます。
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「LogicPro」は、グレイの背景を持つフレームで選択オブジェクトを囲みます。

マクロを作成する際に選択したオブジェクトから未選択のオブジェクトにケーブルが接続され

ている場合は、これらのケーブルは削除され、マクロが作成されます。その際、警告が表示され

ます。この場合、最初に選択したオブジェクトのコピーからマクロが作成され、オリジナルの選

択は変更されずに残ります。

マクロにはサイズの制限があります。制限は、マクロ内の各オブジェクトのメモリ使用状況に

よって異なります。通常、オブジェクト数は100～ 200個が上限です。

マクロは入れ子にでき、マクロ内にマクロをオブジェクトとして含めることができます。

マクロを解除するには：
m マクロオブジェクトの何もない（空の）部分をダブルクリックします。

マクロに含まれていたオブジェクトとケーブルが元の状態に復元されます。

マクロは、多くの点で標準のエンバイロメントオブジェクトと共通しています。たとえば、ケー

ブル接続やサイズ変更が可能で、独自のパラメータとアイコンを持ち、「アレンジ」ウインドウ

のトラックリストで送り先として選択することができます。「エンバイロメント」ウインドウの

別のレイヤー（および別のプロジェクト）へのコピーやドラッグ操作も可能です。

マクロの入出力を定義する
マクロはオブジェクトの集合であるため、個々のオブジェクトをマクロの入出力として指定する

必要があります。これには、名前で指定するものと、デフォルトで決まるものの2種類があります。

Â 一方のオブジェクトの名前を「Macro-In」とし、もう一方のオブジェクトを「Macro-Out」と
した場合、これらは自動的にマクロの入出力として扱われます。

Â「Macro-In」オブジェクトがない場合は、左上隅のオブジェクトがマクロの入力になります。

Â「Macro-Out」オブジェクトがない場合は、右下隅のオブジェクトがマクロの出力になります。

マクロに接続されたケーブルからはマクロの入力オブジェクトにイベントが送られ、マクロの出

力には出力オブジェクトからのイベントが送られます。
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マクロのパラメータ
マクロには以下のパラメータがあります：

オートフェーダー
フェーダーグループを選択してマクロを作成した場合、このチェックボックスを選択すると、

フェーダーが直列に接続されたように機能します。

すべてを表示
このチェックボックスは、マクロに組み込んだ際に表示するオブジェクトを決定します。選択す

ると、すべてのオブジェクトが表示されます（オブジェクトの一部を隠すようにマクロのサイズ

が変更されていない場合）。選択を解除すると、フェーダー、モニタ、オーナメント、およびキー

ボードオブジェクトのみが表示されます。このチェックボックスの設定はいつでも変更すること

ができます。

リセット無効
このチェックボックスを選択すると、リセットメッセージ（「環境設定」＞「MIDI」＞「リセッ
トメッセージ」で設定）に対するマクロの応答を無効にします。

保護されています
マクロの保護を可能にします。保護されたマクロは解除できなくなるため、マクロを保護する前

に必ずオブジェクトとケーブル接続のコピーを作成するようにしてください。

フェーダー
フェーダーはMIDI イベントの送信に使用します。送信には、オブジェクトをクリックするか、
クリックしてドラッグ操作を行います。複数の形式（ノブ、スライダ、数値、ボタン）のフェー

ダーが用意されています。フェーダーオブジェクトは、受信したMIDIイベントに応答します。

新しいフェーダーを作成するには：
m 「新規」＞「フェーダー」と選択します。

表示されたサブメニューから、使用するフェーダーのスタイルを選択できます。下部には「特別」

サブメニューもあり、特殊なフェーダー（ケーブルスイッチャー、メタフェーダーなど）を選択

できます。

フェーダーのスタイルによって画面上の外観（スライダ、ノブ、メニュー、数値）やマウスへの

応答（クリックしてドラッグ、ダブルクリックして数値入力、クリック、メニュー選択）が決ま

ります。

横フェーダー
ノブ

ボタン縦フェーダー
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キーコマンドでフェーダーを作成する場合のデフォルトである自動スタイルの場合、形状やサイ

ズの変更に合わせてスタイルが変わります。

フェーダーのタイプによって、フェーダーが送受信するイベントが決まります。ただし、以下の
2つのケースでは、フェーダーからのイベント送信は行われません：

Â ケーブルスイッチャー： イベントが異なる出力に送られます。ケーブルスイッチャーオブジェ

クトをクリックすると、出力が順次ステップスルーされます。

Â エイリアスアサイナー： フェーダーのエイリアスの参照が、オリジナル（親）オブジェクトに

変わります。

一般的に、フェーダーのスタイルはそのタイプとは完全に無関係です。ケーブルスイッチャーは

ボタンの形をしており、ノブからはMIDIイベントやメタイベント、またはSysExイベントを送
ることができます。例外は、ベクトルスタイルのフェーダーです。 2D のベクトルウインドウ内
のマウスの位置に応じて、メッセージを同時に2つ（または特別に4つ）送信するという特殊な
動作を行います。

「新規」メニューから誤ったフェーダースタイルを選択しても問題ありません。フェーダーのス

タイルとタイプはオブジェクトパラメータボックスで定義することができます。

フェーダーの操作
通常はフェーダーの表面をつかみ、スタイルに応じて上下にドラッグします。フェーダーがスラ

イダの場合は、フェーダーのサイズとドラッグする速さによっては、値が大きく変わってしまう

ことがあります。Controlキーを押しながらスライダやノブをドラッグして、値を1ステップず
つ変えることもできます。

フェーダーのスタイルには、数値が表示されるものもあります。数値表示がある場合、数値をダ

ブルクリックして、任意の値を入力することができます。スライダまたはノブ上をドラッグした

ときに、値が最小単位刻みで送られるか、途中の値が省略して送られるかは、フェーダーのサイ

ズとスクロール速度によって決まります。サイズの小さいフェーダーでは、値が最小単位刻みで

送られるとは限りません。一方、数値フィールド上をゆっくりとドラッグすると、値を最小単位

刻みで送信することが可能です。

ノブは、縦横どちらの方向にもドラッグすることができます。

ボタンからは、オブジェクトパラメータボックスで設定された範囲の下限と上限の2つの値のみ
が送信されます。ボタンは、クリックすることにより状態が変わります。
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デフォルトでは、テキストフェーダーはスクロール可能な値フィールドのように見えます。ダブ

ルクリックすれば、各メニュー位置にテキストを入力できるウインドウが開きます。「メニュー

として機能」チェックボックスを選択すれば、テキストフェーダーをポップアップメニューとし

て使えるようになります。

ベクトルフェーダーでは、2方向へのスクロールが可能で、縦位置と横位置に対応する2つの値
が送信されます。

オブジェクトをグループ化して作業する
エンバイロメントにバーチャル・ミキシング・デスクやシンセサイザー・コントロール・パネル

を作成する際、多数のフェーダーオブジェクト—サイズが同じものや一定間隔のもの、似た定義

を持つものなど—を扱うことがよくあります。

これらのグループの定義と配置を効率よく行うために、（1 つまたは複数の）オブジェクトをク
リップボードにコピーし（「編集」＞「コピー」と選択し）、それをプロトタイプ（テンプレート）

として選択することができます。こうすれば、テンプレートオブジェクトの特性を、選択したオ

ブジェクトに適用できます。

選択したオブジェクトにプロトタイプのサイズを適用するには：
m 「オプション」＞「バッファテンプレートを適用」＞「サイズ」と選択します。

選択したオブジェクトにテンプレートの位置を適用するには：
m 「オプション」＞「バッファテンプレートを適用」＞「位置」と選択します。

テンプレートのレイアウトに応じて、選択した対象のオブジェクトが「エンバイロメント」ウイ

ンドウのレイヤーの左上隅に配置されます。

「オプション」＞「バッファテンプレートを適用」＞「位置とサイズ」と選択すると、上記の両

方の機能を適用することができます。

定義
「オプション」＞「バッファテンプレートを適用」＞「定義」と選択すると、コピーしたテンプ

レートのパラメータがすべての選択オブジェクトに適用されます。同じタイプのテンプレートが

いくつか使用できる場合は、最もサイズが近いものが使用されます。

「オプション」＞「バッファテンプレートを適用」＞「定義、チャンネルを増加」と選択すると、

左上のオブジェクトから順に、それぞれのオブジェクトのチャンネル番号が大きくなります。選

択したオブジェクトの入力または出力定義は、テンプレートと同じでなくても構いません。

「オプション」＞「バッファテンプレートを適用」＞「定義、番号を増加」と選択すると、（コン
トローラ番号など）定義の最初のデータバイトの値が大きくなります。

ケーブルを直列接続する
「オプション」＞「シリアルケーブル接続」と選択すると、左上のオブジェクトからはじまり、選

択したすべてのオブジェクトが直列に接続されます。
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番号付きの名前
選択したオブジェクトグループ内のオブジェクトの名前の末尾に数値を使用した場合、グループ

内のほかのオブジェクトにはその名前が付けられますが、末尾の番号は順番に増えていきます。

たとえば、複数のオブジェクトを選択し、その1つに「Object1」と名前を付けた場合、これに
続くオブジェクトの名前は「Object2」、「Object3」、「 Object4」となります。

特殊な機能
このセクションでは、フェーダーオブジェクトの機能を拡張する方法やコマンドを扱います。

フェーダーを一時的にグループ化する
（ラバーバンド選択するか、Shiftキーを押しながらクリックして）フェーダーを複数選択した状
態で、どれか1つを動かすと、選択したすべてのフェーダーが、間隔を保ったまま移動します。

すべてのフェーダーを選択している限り、（いずれかのフェーダーが下限／上限の指定位置に達

した場合でも）相対的な位置が維持されます。

Â


Option キーを押しながらグループ内のフェーダーをドラッグすると、すべての値が（それぞ
れの差を維持しながら）増減します。

Â


Shift＋Optionキーを押しながらグループ内のフェーダーをドラッグすると、すべてのフェー
ダーが同じ値に変わります。

フェーダーの値を送る
「オプション」＞「すべてのフェーダー値を送信」と選択すると（または、対応するキーコマン

ドを使うと）、すべてのフェーダーオブジェクトから現在の値が送信されます。

「オプション」＞「選択したフェーダー値を送信」と選択すると（または対応するキーコマンド

を使うと）、選択したすべてのフェーダーオブジェクトから現在の値が送信されます。

これらのコマンドを録音／一時停止モードと合わせて使用すると、現在のすべてのフェーダー位

置のスナップショットを記録することができます。特にバーチャル・ミキシング・デスクやシン

セサイザーパネルで使用すると便利な機能です。

「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「MIDI」＞「一般」と選択し、「プロジェクトの読み込み
後に送信」で「すべてのフェーダーバリュー」を選択すると、プロジェクトを読み込んだ後です

べてのフェーダー値が送信されます。

フェーダーの値をリセットする
「オプション」＞「選択したフェーダーをリセット」と選択すると、選択したすべてのフェーダー

値がゼロにリセットされ、そのデータが送信されます。
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フェーダーの動作を記録する／再生する
ミキサーのチャンネルストリップと同じように、フェーダーオブジェクトの動きをトラックに記

録して再生することができます。

フェーダーの動作を記録する
フェーダーから出力されるデータの記録には、特殊なケーブル接続を行う必要はありません。

フェーダーから出力されるデータはすべて、「LogicPro」が録音または録音／一時停止モードの
場合、選択したトラックに記録されます。

フェーダーの動作を再生する
フェーダーはいずれも、入力定義に一致する入力イベントに反応します。当然、フェーダーは
MIDI信号パス上に配置されている必要があります。

通常、この操作を行うには、トラック音源をフェーダーにケーブル接続します。

ただし、フェーダーオブジェクトのオートメーションタスクの場合は、オートメーション用に新

しい（標準）音源を作成すると便利です。音源が以下の条件を満たしている必要があります：

Â


MIDIの直接出力がないこと。

Â「チャンネル」設定が「すべて」であること。

Â（シリアル接続されている場合は）最初のフェーダーに接続されていること。

フェーダーのスタイル
フェーダーには、アイコンの下にそのスタイルが表示されます。スタイルを変えるには、現在の

スタイル名をクリックして、ポップアップメニューから新しいスタイルを選択します。

フェーダーのスタイルは通常、機能には影響しません。オブジェクトの用途に最も適したスタイ

ルを選択してください。

以下のセクションでは、いくつかのフェーダースタイルを簡単に説明します。

縦／ミュート
「縦4」フェーダースタイルにミュートボタンを追加したものです。

ミュートボタンをクリックすると、出力定義に一致するイベント（値0）がフェーダーから送ら
れます。

Â フェーダーの動作は、ミュートボタンがオンの間は送られません。

Â ミュートをオフにすると、現在のフェーダーの値が送信されます。
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ボタン
ボタンスタイルのフェーダーから送られる値は、その範囲の下限値と上限値の2つです。

Â オンにすると、上限値が送られます。

Â オフにすると、下限値が送られます。

範囲パラメータで下限と上限が同じ値に設定されている場合は、ボタンをクリックするごとにそ

の値が送信されます。

テキスト
テキストフェーダーは数値フェーダーと同じように機能しますが、 MIDIの128の各値（0～ 127）
のテキストを表示します。テキストフェーダーの表面をダブルクリックすると、「テキストフェー

ダー」ウインドウが開きます。

Â このウインドウ内の個所をクリックすると、対応するフェーダー値が送信されます。（「マルチ

インストゥルメント」ウインドウのプログラムを名前で選択するのに似ています。）

Â ウインドウ内の個所をダブルクリックすると、テキストを入力できます。（テキストスタイル

のフェーダーを作成した場合の）デフォルトでは、テキストの位置に数値が含まれています。

この機能を使用すると、数値スタイルのフェーダーに色付きの背景を加えることができます。

クリップボードの機能
「テキストフェーダー」ウインドウの右上にある「オプション」メニューからはカット、コピー、

ペースト機能を使用することができます。これらの機能を使用して名前のリスト全体をテキスト

エディタへ送ると、編集作業が便利になります。

Â 空の行（およびスペースのみの行）は無視されます。

Â リストに空の個所を挿入するには、Option＋スペースバーを押します。

メニューとして機能
「メニューとして機能」チェックボックスを選択すると、テキストフェーダーはポップアップメ
ニューの動作になります。チェックボックスの選択を解除すると、テキストフェーダーはスク

ロールメニューの動作になります。
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テキストフェーダーの範囲
テキストスタイルのフェーダーオブジェクトに入力できる名前の数は、「範囲」パラメータによっ

て決まります。この範囲を0、1に設定すると、入力できる値は2つだけになります。

テキストフェーダーに設定する範囲は、メモリを節約するためにも、常に必要な最小限の範囲に

してください。いずれの場合も、最初の名前が範囲の下限値（0とは限りません）に、最後の名
前が上限値（127とは限りません）に対応します。

（MIDI インプットが）範囲外の値をテキストフェーダーに送信すると、範囲より下の値には「--
-」、上の値には「+++」が表示されます。フェーダーの範囲が0／ 1の場合は例外で、1より大
きい値ではすべて値1の名前が表示されます。

フェーダーの機能：MIDIイベント
各フェーダーには入力定義と出力定義があります。

Â 入力定義では、フェーダーをリモート制御できるMIDIイベント（フェーダーが応答するイベン
トタイプ）が決まります。

Â 出力定義では、フェーダーから送られるMIDIイベントのタイプが決まります。

このため、フェーダーではMIDIイベントのタイプを変換できます。

ほとんどのMIDIイベントは、3つのバイトから構成されています。
Â バイト1は、MIDIイベントのタイプとチャンネル（チャンネル3のノートなど）を示します。
Â バイト2は、最初のデータ値を示します（ノートイベントのピッチなど）。
Â バイト3は、2番目のデータ値を示します（ノートイベントのベロシティなど）。

一部のMIDI イベント（プログラムチェンジやアフタータッチ）では、2 つのバイトのみが使用
されます。フェーダー（およびトランスフォーマー）などのオブジェクトでは常に3つのバイト
が送られ、これら特殊な2バイトのメッセージを受信すると、2つ目のバイトは破棄されます。

フェーダーのパラメータでは、メッセージタイプ、MIDI チャンネル、および最初のデータ値の
設定が可能です。メッセージタイプとMIDI チャンネルは組み合わされて、送信されるMIDI イ
ベントに含まれます。2 つ目のデータ値は、フェーダーの設定により決まるか、フェーダーを
MIDIでリモート制御する場合は、受信するMIDIイベントにより決定されます。

入力／出力定義のパラメータ
以下は、入力／出力定義に使用されるパラメータです：

Â 出力（または入力）： イベントタイプを設定します。

Â チャンネル（1～ 16）： イベントのMIDIチャンネルを定義します。
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Â -1-（0～127）： イベントの第1 データバイトを定義します。ピッチベンドなどでは、これは
実際のデータ値になります。MIDI コントローラの場合は、コントローラタイプ（音量、パン
など）を示します。アフタータッチなどの場合、このバイトは使用されません。

「-1-」パラメータとフェーダー位置を設定する
このセクションでは、「-1-」パラメータの各オプションを紹介し、フェーダー位置による影響を
（入力／出力の両定義について）説明します。

Â ノートオン： 「-1-」パラメータによりピッチを設定し、フェーダー位置でベロシティを設定し
ます。これは、入力定義に最も有効で、特定のノートを取り込んでほかのMIDIイベントに変
換したり、単にベロシティをモニタリングしたりするのに使用できます。出力定義を「ノート
オン」に設定してフェーダーを動かした場合は、ノートオンの直後にノートオフのMIDIイベ
ントが作成されます。これは、ボタンスタイルのフェーダーから画面上にドラムパッドを作成

するような場合に役立ちます。

Â ポリプレッシャー： 「-1-」パラメータによりピッチを設定し、フェーダー位置でポリプレッ
シャー（キーを押す力／ポリフォニックアフタータッチ）の量を設定します。

Â コントロール： 「-1-」パラメータにより MIDIコントローラ番号（コントローラタイプ）を設定
し、フェーダー位置でコントローラ値を設定します。コントローラタイプは名前で選択しま

す。「-1-」パラメータをクリックしたままにするとプルダウンメニューが表示されるので、こ
こから選択します。

Â プログラムチェンジ： 「 -1-」パラメータは無視されます。フェーダー位置によりプログラム番
号が決まります。

Â チャンネルプレッシャー： 「-1-」パラメータは無視されます。フェーダー位置により、チャン
ネルプレッシャー（モノフォニックアフタータッチ）の量が設定されます。

Â ピッチベンド： 「-1-」パラメータによりピッチベンドのLSBを設定し、フェーダー位置で MSB
を設定します。一般的に「-1-」パラメータを0 に設定し、フェーダーにより、およそのピッ
チベンド量を調整します。「-1-」を0にし、フェーダー位置を 64にすると、ピッチベンドは
発生しません。

SysExおよびスイッチャー／メタ機能は、フェーダーの特殊機能です。

フェーダーの機能：「範囲」／「値を表示」
フェーダーの下限値と上限値、およびフェーダーにおけるこれら値の表示方法を決めます。

範囲
「範囲」パラメータには2 つの値があり、左の値はフェーダーにおける下限を、右の値は上限を
設定します。MIDIのリモート制御では、これらの値を超える場合があるので注意してください。
フェーダースタイルがボタンの場合、この範囲によってボタンの入力と出力の位置の値が決まり

ます。
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テキストスタイルのフェーダーでは、最初の名前は常に範囲の下限に対応し、続く名前は範囲の

上限までの値に増分して対応します。ウインドウで入力できる名前の数は、この範囲によって制

限されます。

値を表示
フェーダーにおける数値の表示方法を決めるパラメータです：

Â 番号： フェーダー値が数値（0～127）で表示されます。
Â パン： フェーダー値64が「0」として表示されます。これより小さい値は負の数で、大きな値
は正の数で表示されます（-64～63）。

Â Hz ／オクターブ／dB ／ms： 各種のDSP機能に合わせて表示形式が調整されます。
Â bpm： フェーダーの値にオフセット50が加えられます。これにより、「特別」＞「テンポコン
トロール」で作成したフェーダーで正しいテンポ設定を表示できます。

上記から適切な形式が見つからない場合は、テキスト・スタイル・フェーダーを使用して、表示

する値をテキストとして入力する方法をとってください。たとえば、パーセンテージ、ノート名、

プログラム名などです。

フェーダーの機能：フィルタ
MIDIイベントの各種フィルタオプションを決めるパラメータです。

オフモード
受信したすべてのイベントを通過させます。入力定義に一致するイベントは、出力定義に従って

変換します。

その他
入力定義に一致しないすべてのMIDI イベントをフィルタで除外します。入力定義に一致するイ
ベントは、出力定義に従って変換し、通過を許可します。

適合
入力定義に一致するすべてのMIDIイベントをフィルタで除外し、それ以外のイベントを通過さ
せます。

すべて
受信したすべてのMIDIイベントをフィルタで除外します。

スルー
フィジカルインプットオブジェクトから送られたすべてのMIDI イベントをフィルタで除外しま
す。これは、「LogicPro」（リージョンまたはエンバイロメント）からのイベントをすべて無効
にした場合と同じです。

このフィルタモードでは、受信したMIDIイベントをブロックして送り返されないようにするこ
とで、MIDIフィードバックを防ぐことができます。

ショット
マウスでフェーダーを動かしたときに、最終的な値（マウスボタンを放したときの値）のみが送

られます。
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14ビット
Â ピッチベンドと組み合わせることで、2バイトの（微調整）ピッチベンドイベントが可能にな
ります。

Â コントローラメッセージで使用した場合は、フェーダーから MSB（最上位バイト： Most
SignificantByte）とLSB（最下位バイト： LeastSignificantByte）用の2 つのMIDI コント
ローラメッセージを送ることができます。

参考：フェーダーの入力定義と出力定義が同じでないと、「14ビット」設定は機能しません。

コントローラの場合、MSBでは入力定義のコントローラ番号が使用され、 LSBではこれより32
大きいコントローラ番号が使用されます。これは、14 ビットのコントローラデータを送信する
MIDI標準に準拠した設定となっています。

このフィルタ設定を選択した場合、フェーダーの範囲の上限値に16,383 を設定することができ
ます。フェーダー値8192は、ピッチベンドなしを表します。

フィードバック
「フィードバック」パラメータをオフ（選択解除）にすると、ケーブルの循環接続から生じる

フィードバックのループを避けることができます（フェーダーはMIDIイベントが通過したこと
を記憶し、そのイベントの再通過を許可しません）。

ただし、MIDIイベントがスイッチを通過した後でケーブルスイッチャーの位置を変更するなど、
フィードバックが必要になることもあります。この場合は、「フィードバック」チェックボック
スを選択します。

ベクトルフェーダー
ベクトルフェーダーは、ジョイスティックのように上下の動きと左右の動きをサポートしていま

す。上下と左右のそれぞれでMIDI イベントが発生し、マウスで十字の位置を動かすごとに2 つ
のMIDIイベントが送られます。

ほとんどのフェーダーには、フェーダーが送るMIDIイベント（出力）と、入力に反応するMIDI
イベント（入力）を決定する入力定義と出力定義（925ページの「フェーダーの機能：「範囲」／
「値を表示」」を参照）があります。





928 第39章    エンバイロメントで作業をする



ベクトル・スタイル・フェーダーはこれらの定義を、縦方向と横方向の動きに対応するMIDI イ
ベントを決定する「縦」と「横」の定義に変換します。対応するMIDIイベントをベクトル・ス
タイル・フェーダーで受信すると、それに応じて十字の表示が更新されます。

4チャンネル・ベクトル・モード
ベクトルフェーダーの「縦」と「横」の定義を同じMIDIイベント（同じMIDI コントローラと
チャンネル）に設定すると、十字を動かすたびにベクトルフェーダーから 4つのMIDIイベント
が送信されます。

これらは、「縦」の定義で設定したチャンネルからはじまる4つの連続したMIDIチャンネルで送
られるものと同じMIDIイベント（コントローラなど）になります。

Â 左上：最下位のチャンネル（チャンネル3など）
Â 右上（チャンネル4）
Â 左下（チャンネル5）
Â 右下（チャンネル6）

これらのMIDIイベントの値は、ベクトルフェーダーの四隅から十字までの距離に対応していま
す：

Â 中央にある場合、すべてのチャンネルで受け取る値は32です。
Â 隅にある場合は、対応するチャンネルで値 127を受信し、ほかのチャンネルが受け取る値は0に
なります（デフォルトの0～127の範囲を使用した場合）。

範囲を変更すると、中央と隅での反応は異なるものになりますが、4つの値の合計は常に125に
なります。

特殊なフェーダーの概要
エンバイロメントには、特定の機能を実行するための特殊なフェーダーオブジェクトが用意され

ています。

スイッチャー／エイリアスアサイナー／メタフェーダー
MIDI イベントが発生しない2 つのタイプのフェーダーです。これらは同じ出力定義を共有しま
す：現在の「-1-」の値の設定に応じて、スイッチ（ 929ページの「ケーブルスイッチャー」を参
照）またはメタの定義が使用されます。

Â「-1-」の値が48の場合、ケーブルスイッチャーの機能になります。
Â「-1-」の値が46の場合、エイリアスアサイナーの機能になります（ 930ページの「メタイベン
トフェーダー」を参照）。

Â「-1-」の値がそのほかの値の場合、「-1-」の値に対応するタイプのメタメッセージ（930ペー
ジの「メタイベントフェーダー」を参照）が送信されます。

ケーブルスイッチャーを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


「新規」＞「フェーダー」＞「スペシャル」＞「ケーブルスイッチャー」と選択します。

m 既存のフェーダーの出力定義をスイッチ／メタに変更し、その「-1-」の値を「48」に設定します。
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エイリアスアサイナーを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「新規」＞「フェーダー」＞「スペシャル」＞「エイリアスアサイナー」と選択します。

m 既存のフェーダーの出力定義をスイッチ／メタに変更し、その「-1-」の値を「 46」に設定します。

メタ・タイプのフェーダーを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：
m


「新規」＞「フェーダー」＞「スペシャル」のメニューから選択します。

m 既存のフェーダーの出力定義をスイッチ／メタに変更し、その「-1-」の値を希望のメタイベン
ト番号に設定します。

ケーブルスイッチャー
ケーブルスイッチャーオブジェクトは、イベントを作成するのではなく、イベントの経路を設定

します。あらゆるタイプのMIDI／メタイベントの経路をケーブルスイッチャーで設定すること
ができます。唯一、ケーブルスイッチャーの入力定義と一致するイベントは例外となります。こ

れらのイベントは、ケーブルスイッチャーを通過する代わりに、スイッチの位置（経路）を変更

する働きをします。

ケーブルスイッチャーは、いずれのフェーダースタイルにも割り当てが可能です。テキスト

フェーダーは、スイッチャーのさまざまな経路にラベルを付けることができるので実用的です。

図のように切り替え経路を表示するには、自動スタイルを選択します。

ケーブルスイッチャーは最大128のケーブル出力を持ち、既存の出力を別のオブジェクトに接続
するたびに新しい出力が作成されます。自動スタイルのケーブルスイッチャー上をクリックする

と、各出力（未接続のものも含む）を切り替えることができます。

ケーブルスイッチャーの入力定義に一致するイベントが入力されると、切り替え位置が入力デー

タの値に変わります。（切り替え位置を表す数値よりもデータの値が大きい場合は、最後の未接

続の出力が選択されます。）

データ値126と127には特殊な役割が割り当てられています：

Â 値127のイベントは、出力の番号を大きくします。このイベントの受信時にスイッチャーの最
後の出力を使用していた場合は、先頭の出力へと戻ります。これは、フェーダーをクリックし

た場合の動作と同じです。

Â 値126のイベントは、出力の番号を小さくします。このイベントの受信時にスイッチャーの最
初の出力を使用していた場合は、最後の出力へと移動します。
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メタイベントフェーダー
メタフェーダーは、メタイベントという特殊なイベントを生成します。メタイベントは、

「LogicPro」の特定の機能を制御するために使いますが、MIDI としての意味を持たないので、
MIDIアウトプットには送られません。

場合によっては、「スクリーンセットに移動」や「プロジェクトに移動」のように、メタフェー
ダーをオブジェクトに接続しなくても機能するものがあります。この場合でも、ケーブルで接続

してエンバイロメントでメタイベントを処理すれば、その機能を変更することができます。

ただし、「フェーダーの最小値を設定」、「トリガー」、「トランスフォーマーの操作の最小値を設

定」など、大多数のメタイベントでは、使用するオブジェクトとメタフェーダーを接続する必要

があります。

以下は、フェーダーで作成される現在実装済みのメタイベントの一覧です：

メタイベント124～ 127の詳細については、条件／操作の値のリモート制御に関するセクション
（899ページの「トランスフォーマーオブジェクト」を参照）を参照してください。

メタイベント 制御対象となる「LogicPro」の機能
46 エイリアスを割り当て

49 スクリーンセットに移動

50 プロジェクトに移動

51 マーカーに移動

52 再生を停止

96 フェーダーの最小値を設定

97 フェーダーの最大値を設定

98 フェーダー値を送信せずに設定

99 トリガー：フェーダーから現在の値を再送信します。トリガーデータ値を使用して、「ロールオー

バーなしでフェーダーを上げる」（127）、「ロールオーバーなしでフェーダーを下げる」（125）、
「ロールオーバーありでフェーダーを上げる」（123）、または「ロールオーバーありでフェーダー
を下げる」（121）を設定できます。126、124、122、120 では、接続したすべてのフェーダーに
トリガーイベントが送信されます。

100 テンポコントロール（654ページの「テンポフェーダーを使う」を参照）

122 現在のマップ位置（123で選択）にトランスフォーマーのマップ値を設定

123 トランスフォーマーのマップ位置を選択

124 トランスフォーマーの条件の最大値パラメータがあれば設定（「すべて」以外の全条件に適用さ

れます）

125 トランスフォーマーの条件の最小値パラメータがあれば設定（「すべて」以外の全条件に適用さ

れます）

126 トランスフォーマーの操作の最大値パラメータがあれば設定（「スルー」以外の全操作に適用さ

れます）

127 トランスフォーマーの操作の最小値パラメータがあれば設定（「スルー」以外の全操作に適用さ

れます）
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マーカーに移動／スクリーンセットに移動／プロジェクトに移動
「新規」＞「フェーダー」＞「特別」＞「マーカーに移動」と選択するとフェーダーが作成され、

マーカー番号の入力に使用することができます（メタイベント51）。

選択したマーカー番号のところに再生ヘッドが移動します。マーカーはプロジェクト内で順に番

号が付けられており、マーカーの作成時に割り当てられたデフォルトの番号から名前を変更した

場合でも、この番号が変わることはありません。

「新規」＞「フェーダー」＞「特別」＞「スクリーンセットに移動」と選択して作成したスクリー

ンセットフェーダー（メタイベント49）では、フェーダーで選択した番号への切り替えをする
ことができます。

メタイベント50 は、「LogicPro」では無効ですが、外部のハードウェアシーケンサーでソング
を切り替える場合に使用できます。

メタイベント52は、任意の位置で再生を中断するのに使用します。

参考：各フェーダーを効果的に使用するために、値の範囲は利用状況に適したものに制限くださ
い。たとえば、実際に使用するスクリーンセット、プロジェクト、マーカーの数に合わせてフェー

ダーの数を制限します。

SysExフェーダー
SysExフェーダータイプの用途は、ほかのフェーダーとは多少異なります。フェーダーを動かし
たときや、リモート制御したときに送られるMIDIイベントのリストを作成することができます。

送信するメッセージは、イベントリストと似たウインドウで入力します。リスト内のイベントの

位置により送信する順序が決まりますが、送信するタイミングやイベント間の遅延を設定するこ

とはできません。

SysExフェーダーは、基本的にMIDIシステムエクスクルーシブ（SysEx）メッセージを送信する
ために使用されます。SysExは、各メーカーのMIDIデバイス固有のメッセージです。SysExフェー
ダーウインドウ（下記を参照）には、SysExメッセージを作成するためのさまざまな機能が用意
されています。

参考：実際には、SysEx フェーダーはあらゆるタイプのMIDI イベントで使用できます。この
フェーダーオブジェクトを使うと、ミキサーやコントロールパネルのスナップショットなど、順

序だった一連のメッセージをマウスのクリックだけで簡単に送信できます。 

SysExを入力定義として指定することもできますが、入力メッセージ（おそらくSysExメッセー
ジ）は、認識できるようにするために非常に短くする必要があることから、 SysExを入力定義と
して活用できるケースは限られます。こうした制約が生まれる理由は、SysExメッセージの長さ
に制限はないものの、「LogicPro」では、ほかのMIDI処理の妨げにならないよう、メッセージ
を小さなパケットに分割するためです。 

SysEx フェーダーウインドウを開く
フェーダーの入力／出力定義をSysExに設定すると、 SysExフェーダーウインドウが自動的に開
きます。このウインドウは、フェーダーのパラメータボックスに表示される SysEx の文字をダ
ブルクリックして開くこともできます。
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SysExフェーダーを使う際、SysExフェーダーウインドウを閉じた状態では、選択しているイベ
ントのみがフェーダーの値によって変更されるので注意してください。未選択のイベントは、ウ

インドウで表示されている通りに送信されます。

標準のMIDIイベント（コントローラ、プログラムチェンジ、アフタータッチなど）については、
選択したイベントの「値」列の値が処理の対象になります。

SysExメッセージでは、次の情報を指定できます：

Â 変更されたバイト

Â 値の形式（MSB／LSB、BCD、ニブルなど）

必要に応じて、チェックサム形式も指定できます。

SysExメッセージを作成する
SysExフェーダーウインドウでは2 通りの方法でSysExメッセージを入力することができます。 
1つは、フェーダーにSysEx文字列を学習させる方法です。

SysEx文字列を学習させるには：
1


SysExウインドウの左上のMIDIINボタンをクリックします。ボタンを押したままにすると、送ら
れたMIDIデータを受信する準備ができます。

2 デバイス上でパラメータを変更します。 

3 対応するSysExメッセージが表示され、 MIDIINボタンが自動的にオフになります。

もう1 つの方法として、SysEx の文字列をイベントリストに入力する方法があります。（お使い
のMIDIデバイスのマニュアルでSysExに関する説明を参照してください。）この方法では、 MIDI
に関する知識が必要になります。

SysEx文字列を手動で入力するには：
m 「作成」ボタンをオンにして、「SysEx」ボタンをクリックします。
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一般的なSysExメッセージが表示されます。

Â 先頭行の最初のデータバイト（「 SysEx」という文字の直後にある「番号」カラムの数値）は、
メーカーの ID です。複数のデータバイト長が使用される場合があります（ MIDI デバイスの
メーカー数は128を超えるためです）。

Â メーカーIDの後は一般的に、デバイスタイプID、デバイス ID、データ・タイプID（複数バイ
トの場合あり）と続き、必要に応じてマルチティンバーのサブチャンネル数、サウンドパラ

メータの識別番号と値が続きます。ただし、統一基準はありません。

Â データバイトは通常、10進数で入力されます。16進形式にするには、入力する値の先頭に「$」
を入れます。「表示」＞「SysEx データを16進数で表示」と選択すると、すべての値を16 進
数で表示できます。

Â 最後のデータバイト（ SysExメッセージの末尾であることを示す EOX）は「 LogicPro」によっ
て自動的に入力されます。SysEx メッセージ内のデータバイトの数は、<EOX> の前後にある
プラス記号とマイナス記号をクリックすることで増やしたり減らすことができます。 

SysExフェーダーのイベントリストには（あらゆるタイプの）メッセージをいくつでも入力でき
ますが、フェーダー値は 1つだけなので、選択したメッセージすべてにこの値が使用されます。

同じような方法により、 SysEx フェーダーウインドウでは、あらゆるタイプの MIDI／メタイベ
ントを作成することができます。コマンドキーを押しながら8つのイベントタイプ（ノート、プ
ログラム番号、ピッチベンド、コントローラ、チャンネルプレッシャー、ポリプレッシャー、
SysEx、メタイベント）のボタンのいずれかをクリックすると、そのタイプの新しいイベントが
作成されます。メタイベントの作成には、0と1が描かれたボタンを使用します。

SysExデータ形式を設定する
表示されるSysEx文字列中、「SUM」はチェックサムを、「VAL」はフェーダー値を表します。

SysExイベントのチェックサムと値を設定するには： 
1 変更対象のイベントを選択します。
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2 「チェックサム」メニューと「値」メニュー（ウインドウの右下隅にあります）からオプション
を選択して、これらのバイトの形式を設定します。

チェックサムの形式
チェックサムは、以下のいずれかの形式で作成できます：

Â


Roland

Â



Yamaha

Â 標準チェックサム

Â


2の補数

Â


1の補数

使用するMIDIデバイスで対応する形式が不明の場合は、まず「off」（チェックサムなし）か「2
の補数」を試してください。

値バイトの位置
「位置」メニューでは、値バイトの位置を設定することができます。この位置は、メッセージの

末尾から数えたバイト数で指定します。「最後」はEOXバイトの直前の位置で、「最近の1」はそ
の前の位置となります。

「自動」の場合、値バイトは、チェックサムが未選択ならば SysEx 文字列の最後に挿入され、
チェックサム値を入力していれば最終バイトの 1つ前に挿入されます。

値バイトの形式

値のオプション 結果

自動 値範囲の上限が127 以下の場合は、1 バイト形式で送られます。上限が127を超える場合
は、2バイトとして送られます。MSB（最上位バイト）が先になります。

1バイト 値は1バイト形式で送られます。

MSB／LSB 2バイト形式で、MSB（最上位バイト）が先になります。

LSB／MSB 2バイト形式で、LSB（最下位バイト）が先になります。

BCD4LSB 4バイトのBCD（BinaryCodedDecimal）形式で、1、10、100、1000の順になります。
BCD4MSB 4バイトのBCD（BinaryCodedDecimal）形式で、1000、100、10、1の順になります。

2ニブルL 2ニブル形式で、最下位ニブルが先になります。

3ニブルL 3ニブル形式で、最下位ニブルが先になります。

4ニブルL 4ニブル形式で、最下位ニブルが先になります。

2ニブルM 2ニブル形式で、最上位ニブルが先になります。

3ニブルM 3ニブル形式で、最上位ニブルが先になります。

4ニブルM 4ニブル形式で、最上位ニブルが先になります。
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ニブル形式における未使用のビット（「0XXXNNNN」の「X」の部分）は、SysEx 文字列の情報
と共に送信されます。これらのビットを送信する場合は、SysEx文字列内にゼロとして入力して
ください。

チャンネルストリップオブジェクト
エンバイロメントのチャンネルストリップオブジェクト（566ページの「チャンネルストリップ
のタイプ」を参照）は、「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤー、ミキサーウ

インドウのチャンネルストリップ、「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップの基礎部分

となるものです。

「アレンジ」ウインドウに表示されるオーディオトラックと（ソフトウェア）音源トラックから

の信号は、実際には「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤー上のチャンネルス

トリップオブジェクトへと送られます。 

2ASCIIM 2ニブル形式で、最上位ニブルが先になります。各ニブルは16進値をASCII形式で送りま
す。たとえば、値$7F（10進数ならば127）は、7とF で送信されます。

3ASCIIM 「2 ASCII M」と同様ですが、3ニブル形式をとります。

4ASCIIM 「2 ASCII M」と同様ですが、4ニブル形式をとります。

値のオプション 結果
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ミキサーのチャンネルストリップと「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップは、「エン

バイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤーにあるチャンネルストリップオブジェクトを

リモート制御しているにすぎません。チャンネルストリップをほかのウインドウにも表示してい

るのは、操作を効率よく行うためです。

本章の最初でも述べたように、「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップは、エンバイロ

メントにあるチャンネルストリップオブジェクトの簡易版です。ミキサーウインドウに表示され

るチャンネルストリップでは、それよりも詳細に設定できますが、すべてのオプションを使用す

るには「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤーを使用する必要があります。

重要：「プロジェクト設定」＞「オーディオ」＞「チャンネルストリップオブジェクトを自動管
理」が選択されている場合（この設定はデフォルトで選択されています）、エンバイロメントに

チャンネルストリップを作成することはできません。この設定が選択されている場合、「アレン
ジ」ウインドウのトラック／チャンネルの作成オプションにより、対応するチャンネルストリッ

プオブジェクトがエンバイロメントに自動的に作成されます（また、リモート制御用のチャンネ

ルストリップがミキサーと「アレンジ」にも作成されます）。

一般的な音楽制作プロセスの中で、エンバイロメントのチャンネルストリップにアクセスする必

要はありません。実際に「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤーを開くのは、

システムレベルでチャンネルストリップを設定し直して、別のオーディオハードウェアやアプリ

ケーションに接続するような場合に限られます。

チャンネルストリップオブジェクトはMIDI 信号パスの構成要素ではありませんが、 MIDI メッ
セージを使用して、「 LogicPro」で再生するオーディオ／ソフトウェア音源をさまざまな形で制
御することができます。チャンネルストリップオブジェクトにはあらゆるMIDIオブジェクトを
接続でき、制御データを入力することが可能です。

チャンネルストリップのパラメータ
オーディオ、音源、Aux、出力、マスター、入力、バスチャンネルなど、下記で説明する各種の
チャンネルストリップをクリックすると、以下の共通のパラメータを使用することができます：

アイコン
チェックボックスを選択すると、アレンジトラック割り当てメニュー（Controlキーを押しなが
らトラックリストをクリックして表示）からチャンネルストリップにアクセスできるようになり

ます。

アイコンをクリックしてポップアップメニューを表示し、使用するチャンネルストリップのアイ
コンを選択します。

デバイス
表示されているデバイスの名前（CoreAudioなど）をクリックし、選択したチャンネルストリッ
プを別のハードウェア機器に割り当て直します。
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チャンネル
表示されたチャンネル名（Audio1 など）をクリックして、サブメニューからチャンネルスト
リップのタイプを選択します。新しく作成したチャンネルストリップオブジェクトや（新規の場

合のデフォルトはオーディオチャンネルストリップ）、既存のオブジェクトを別のタイプに割り

当て直すことができます。以下から選択できます：

Â オーディオ： デフォルトのタイプです。アレンジ領域のオーディオトラック用チャンネルスト
リップとして使用されます。

Â 入力： 主に、以前のバージョンの「LogicPro」で作成されたプロジェクトとの互換性を保つ
のに使用されます（938ページの「入力チャンネル」を参照）。

Â Aux： オグジュアリー・チャンネル・ストリップ。センドを経由したチャンネルストリップの
センドリターン機能として、またはサブグループチャンネルとして、あるいはマルチ・チャン

ネルソフトウェア音源（ EXS24mkIIなど）の出力先として使います。

Â Instrument： 「アレンジ」の（ソフトウェア）音源トラック用チャンネルストリップとして使
用します。

Â 出力： お使いのオーディオインターフェイスの物理出力を表すチャンネルストリップです。モ
ノラルまたはステレオ（ペア）出力のいずれかを選択できます。

Â バス： 主に、以前のバージョンの「LogicPro」で作成されたプロジェクトとの互換性を保つ
のに維持されます。バスオブジェクトの機能は、「 Logic8」の（さらに柔軟な機能を備えた）
Auxチャンネルストリップを使用して実行できます。

Â マスター： プロジェクトで使用できるマスターチャンネルは1つだけです。すべてのチャンネ
ルストリップタイプ（外部MIDIチャンネルストリップを除く）のマスター音量コントロール
として機能します。

MIDIチャンネル
チャンネルストリップの制御に使用する MIDIチャンネルを選択します。

値を表示
dB（デシベル）または値（数値範囲）から選択をします。この設定は、メーターなどのチャンネ
ルストリップの外観に反映されます。

表示オプション
選択したチャンネルストリップのEQ、インサート、センド、I/Oを表示するには、対応するチェッ
クボックスを選択します。
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入力チャンネル
入力チャンネルストリップオブジェクトは、エンバイロメント内でのみ作成できます。通常、ユー

ザが作成する必要はありません。オーディオハードウェアの入力は、オーディオチャンネルスト
リップによって自動的に認識され、モニタリングしたり録音したりすることが可能です。

これは基本的に、以前のバージョンの「LogicPro」との互換性を保つためのもので、特定のオー
ディオ・ハードウェア・デバイスで使用されます。入力チャンネルストリップを使うと、お使い

のオーディオハードウェアの入力から直接信号を送信して制御できます。オーディオチャンネル

に割り当てた入力チャンネルは、エフェクトプラグインも含め、「LogicPro」で直接にモニタ／
録音が可能です。

信号（およびプラグイン）は、「LogicPro」が停止した状態でも処理が行われます。つまり、入
力チャンネルは、外部のハードウェアプロセッサのように機能します。Auxセンドは、プリ／ポ
ストフェーダーとして使用することができます。

入力チャンネルを生の入力として使用すると、（MIDIシンセサイザーやサウンドモジュールなど
の）外部ソースからステレオミックスにオーディオ信号を流すことができます（その場合、出力

チャンネルをバウンスします）。

参考：このような入力チャンネルの使いかたとしては、I/O プラグインを使用する方法や、オー
ディオチャンネルストリップ上で「入力モニタリング」ボタンをクリックする（入力スロットか

らモニタ／録音する入力を選択する）だけの方法もあります。

バスチャンネル
バス・チャンネルストリップ・オブジェクトは、エンバイロメントでのみ作成できます。通常、

ユーザが作成する必要はありません。オーディオのバス処理（チャンネルストリップのセンドス
ロットからのセンド／リターンの処理）はすべてAuxチャンネルストリップによって行われます。

これは基本的に、以前のバージョンの「LogicPro」との互換性を保つためのもので、特定のオー
ディオ・ハードウェア・デバイスで使用されます。

参考：入力タイプのチャンネルストリップを作成する場合は、「プロジェクト設定」＞「オーディ
オ」＞「チャンネルストリップオブジェクトを自動管理」の選択を解除する必要があります（デ

フォルトでは選択されています）。

試聴チャンネルストリップ
エンバイロメントの試聴オーディオチャンネルストリップは、サンプルエディタ、オーディオビ

ン、ループブラウザ、ブラウザで音をモニタするために使います。試聴チャンネルストリップは、
プロジェクトごとに自動的に作成され、最上位のオーディオチャンネルストリップの右側にあり

ます。
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40 プロジェクト設定と環境設定

プロジェクト設定と環境設定では、「LogicPro」の基本的な操作に関
するパラメータを定義できます。このセクションでは、その各オプ
ションについて説明します。

特に明記していない限り、説明しているオプションは、そのオプションの横のボックスが選択さ

れている（つまり、有効になっている）ときに適用されることになります。

プロジェクト設定には「ファイル」＞「プロジェクト設定」から、環境設定には「LogicPro」＞
「環境設定」からアクセスできます（ほかにもいくつかの方法があり、それらもこの章では紹介

しています）。いずれかのメニュー項目を選択すると、「環境設定」ウインドウまたは「プロジェ

クト設定」ウインドウが開きます。

各ウインドウにアイコンやタブがあります。これらは、メニューやサブメニューの役割を果たし

ています。環境設定を調整するには、対象となるアイコンを選択してから、対応するタブをク

リックします。目的のパネルまたはウインドウが開いたら、オプションを選択／選択解除するか、

ポップアップメニューから選択して設定を行います。設定が済んだら、ウインドウを閉じます。

場合によっては、「プロジェクト設定」ウインドウ内の関連するパラメータにリンクするボタン

が表示されることもあります（その逆もある）。このボタンをクリックすると、「プロジェクト設

定」ウインドウが開き、関連する画面が自動的に表示されます。たとえば、「LogicPro」＞「環
境設定」＞「MIDI」と選択して「同期」タブを開くと、「MIDI同期プロジェクト設定」ボタンが
あります。このボタンをクリックすると、「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「同期」と選

択し、「MIDI」タブを選択したときの画面が開きます。

この際、「プロジェクト設定」と「環境設定」の両方のウインドウが同時に表示されるので、操

作パラメータを短時間で分かりやすく設定できます。

この中には、「 LogicPro」のローカルメニュー（たとえば、スコアエディタ内のメニューなど）
や、トランスポートバーのボタン、ショートカットメニューなどからアクセスできるものもあり

ます。
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プロジェクト設定と環境設定を保存する
プロジェクト設定の内容は、プロジェクトファイルと一緒に保存されます。「LogicPro」を特定
の設定で起動したいときは、デフォルトテンプレート内の設定を調整して保存してください。

プロジェクト設定は、いくつかの読み込み機能を介することでプロジェクト間で移動することも

できます。この機能を使えば、テンプレートを簡単に作成でき、別のプロジェクトで使用してい

る属性設定（スコアのテキストスタイルなど）を現在のプロジェクトに簡単に統合させることも

できます。プロジェクトの読み込みオプションの詳細については、141ページの「ほかのプロ
ジェクトの設定を読み込む」を参照してください。

環境設定の内容は、「LogicPro」を終了する際に自動的に保存されます。環境設定ファイルは2
つあり（1つは「LogicPro」用、もう1つはコントロールサーフェス用）、いずれも「~/Library/
Preferences/Logic」フォルダに保存されています。「LogicPro」の環境設定ファイルは、
「com.apple.logic」という単語で始まっています。

参考：「プロジェクト設定」ウインドウ内で行ったすべての設定は、そのプロジェクト専用のも
のとなります。一方、「環境設定」ウインドウで行ったすべての設定は、すべてのプロジェクト
に対してグローバルに適用されるものとなります。

プロジェクト設定
プロジェクト設定の内容は、前述のようにプロジェクトごとに保存されるので、プロジェクトに

よって異なる設定にしておくことができます。よく使う設定をデフォルトテンプレートに保存し

ておけば、「LogicPro」を起動して新規プロジェクトを作成する時点で、その設定が自動的に反
映されます。

「LogicPro」起動時のプロジェクト用オプションを設定するには：
1 「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」と選択して「プロジェクト処理」タブを選択します。

2 「起動時のアクション」ポップアップメニューから、目的の動作を選択します。

「LogicPro」を特定のプロジェクトから起動するには：
m


Finderでそのプロジェクトのファイルをダブルクリックします。

また、上記の「起動時のアクション」メニューで「既存のプロジェクトを開く」を選択しておく

方法もあります。この場合、「 LogicPro」起動時にファイル選択ダイアログボックスが自動的に
表示されるので、目的のプロジェクトを選択できます。

同期設定
同期関連のすべてのプロジェクト設定については、同期の章（829ページの「LogicProの同期」
を参照）で説明しています。
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メトロノーム設定
「メトロノーム」プロジェクト設定には、すべてのスピーカークリック、MIDIクリック、KlopfGeist
（バーチャルメトロノーム音源）パラメータが含まれています。（詳細については、「Logic Studio
音源およびエフェクト」マニュアルの「KlopfGeist」の章を参照してください）。KlopfGeistは、
スピーカーやMIDIクリックソースに追加するものとして、または代わりになるものとして使用
することができます。

「メトロノーム」プロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「メトロノーム」と選択します（または、対応するキー

コマンドを使います）。

m ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「メトロノーム」を選択します。

m



Control キーを押しながらトランスポートバーのメトロノームボタンをクリックし、ショート

カットメニューから「メトロノーム設定」を選択します。

MIDIクリック設定
MIDIクリックの設定内容には、MIDIクリックオブジェクトの「パラメータ」ボックスの設定が
反映されています：

Â「小節」、「ビート」、「ディビジョン」チェックボックス： 小節、拍、ディビジョン用に個別の
ノートを生成するには、このオプションを選択します。

Â「チャンネル」、「ノート」、「ベロシティ」パラメータ： 生成するノートのMIDIチャンネル、ノー
ト番号、ベロシティを定義します。

Â「MIDI ポート」メニュー： メトロノームの直接出力ポート（またはすべてのポート）を設定し
ます。

Â メトロノームを内蔵スピーカーから再生： メトロノームクリックをコンピュータのスピー
カーに送ります。「システム環境設定」の「サウンド」で出力が「内蔵スピーカー」（ポート：

内蔵出力）に設定されていないと、このスピーカークリックは機能しません。





942 第40章    プロジェクト設定と環境設定



「ソフトウェアクリック音源（KlopfGeist）」設定
Â「ソフトウェアクリック音源（KlopfGeist）」チェックボックス： クリックしてKlopfGeistメト
ロノームをオン／オフします。デフォルトではオンになっています。

Â「小節」、「ビート」、「ディビジョン」チェックボックス： 小節、拍、ディビジョン用に個別の
ノートを生成するには、このオプションを選択します。

Â「ノート」、「ベロシティ」パラメータ： 生成するノートのノート番号、ベロシティを定義します。

Â「調性」スライダ： バーチャルメトロノームのサウンドを、短いクリック音からウッドブロッ
クやクラベスに似た音程のあるパーカッションに変更します。

Â「音量」スライダ： バーチャル・クリック・サウンドの出力レベルを設定します。

Â「出力」メニュー： 「LogicPro」で使用しているオーディオハードウェアに2つ以上の出力端子
がある場合、このメニューを使ってKlopfGeist メトロノームサウンドを違うセットのハード
ウェア出力端子に送ることができます。

参考：KlopfGeist は音源チャンネルの「プラグイン」メニューにあるソフトウェア音源です。
KlopfGeist はデフォルトで音源チャンネル 128 に挿入されます。「ソフトウェアクリック音源
（KlopfGeist）」チェックボックスが選択されている場合、「LogicPro」は音源チャンネル128を
自動的に作成してKlopfGeistをそこに挿入します。論理的には、「LogicPro」や他社製のどのソ
フトウェア音源でも、音源チャンネル128に挿入すればメトロノームの音源として利用できます。

その他の設定
MIDIクリックオブジェクトと KlopfGeist設定に加え、メトロノームのプロジェクト設定画面に
は以下のオプションも用意されています：

Â 録音時にクリックを使用： 録音時にメトロノームクリックが自動的にオンになります。これ
は、録音中にトランスポートバーのメトロノームボタンを有効にするのと同じことになりま

す。

Â カウントインのときのみ使用： このオプションを選択すると、クリック音がプロジェクト内で
の録音のカウントインのときにのみ鳴り、その後はオフになります。

Â 再生時にクリックを使用： メトロノームのクリック音が再生時にも自動的にオンになります。
これは、再生中にトランスポートバーのメトロノームボタンを有効にするのと同じことになり

ます。

Â ポリフォニック・クリック： メトロノームが小節、拍、ディビジョンの単位ごとに定義されて
いるノートを送信します。たとえば、各小節の1 拍目で2つか3つのノートを同時に送信す
ることもできます。このオプションが選択解除されている場合、メトロノームが送信するノー

トは一度に1つだけとなります。
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録音設定
「録音」プロジェクト設定では、「 LogicPro」が録音モードでどのように応答するかを指定します。

「録音」プロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「録音」と選択します（または、キーコマンドを使いま

す。デフォルトはOption＋ *キーです）。

m ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「録音」を選択します。

m



Control キーを押しながらトランスポートバーの録音ボタンをクリックし、メニューから「録音
設定」を選択します。

テンポチェンジ情報の記録を許可
録音モード中のテンポの変化がすべて記録されます。これらのテンポ録音の詳しい編集方法につ

いては、641ページの第 30章「高度なテンポオペレーション」を参照してください。

開始時の動作：カウントイン
このオプションを選択すると、ポップアップメニューで録音開始前のカウントインの動作を指定

できるようになります。

Â なし： カウントインなしで録音が始まります。

Â x小節： x小節のカウントインです。

Â x/4： カウントインの拍子をここで設定できます。この設定は、カウントインが小節をまたぐ
場合に便利です。

開始時の動作：プリロールを録音
このオプションを選択すると、プリロール時間を秒またはミリ秒で指定できます。録音する際は、

この値が現在のプロジェクト位置から差し引かれます。
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録音が重複する場合
このポップアップメニューでは、以下の設定を行うことができます：

Â テイクフォルダを作成： オプション名が示すように、既存のMIDIリージョン上に録音した場
合は新しいテイクフォルダが作成されます。テイクの録音と処理の詳細については、379ペー
ジの「MIDIリージョンをリアルタイムで録音する」を参照してください。

Â 選択したリージョンと結合： 新たに録音したデータが、選択したすべてのリージョンと結合し
て1つのリージョンになります。この処理は、各録音が終了した時点で行われます。

Â サイクル録音時にのみ結合： サイクルモードで録音するときに、すべてのサイクルパスで録音
されたデータを1つのリージョンに結合します。サイクルモードではない場合、新たに録音さ
れたMIDIリージョンは個別のものとなります（結合されません）。

マルチトラックの録音時に自動的にチャンネルごとにデミックス
この設定では、レイヤー録音モードとマルチプレイヤー録音モードを切り替えます。詳細につい

ては、382ページの「複数のMIDIトラックに録音する」を参照してください。

MIDIデータを削除
再生時におけるMIDIバス上の負荷が軽減されるように、コントローライベントが録音中に間引
きされます。これにより、MIDI ポートの少ないインターフェイスで、イベントがたくさんある
アレンジメントの場合でも、トリガタイミングがより正確になります。この機能は、一連のコン

トローラメッセージの末尾の値を保持する高度なアルゴリズムを使って実際にコントローライ

ベントの時間的な長さを削減しています。

レコーディングフォルダ
この設定は、録音されたすべてのオーディオデータを一個所にまとめるときにのみ使います。プ

ロジェクト単位で作業を進めたい場合は、すべての録音（それにプロジェクトに関するデータ）

はプロジェクトフォルダに保存されるので、そのままにしておきましょう。ユニバーサルな録音

用フォルダを設定したい場合は、「設定」ボタンをクリックし、ファイル選択ダイアログボック

スで新たなフォルダを選択または作成してください。

チューニング設定
「LogicPro」には、ソフトウェア音源用のリアルタイム・チューニング・システムが備わってい
ます。チューニングシステムの設定は、「チューニング」プロジェクト設定で行います。

「チューニング」プロジェクト設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「ファイル」＞「プロジェクト設定」＞「チューニング」と選択します（または、対応するキー
コマンドを使います）。

m ツールバーの「設定」ボタンをクリックし、メニューから「チューニング」を選択します。
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チューニングについて
「チューニング」設定画面の説明をする前に、チューニングに関する基本的な背景情報を紹介し

ておきましょう。

オルタネートチューニングについて
西欧音楽で使われている 12 音階は、数世紀の時を経て発展を遂げたものです。周波数は連続的
に変化するので、これらの12音階の間にもいくつもの微分音が存在します。

音階を簡単に説明するために、倍音の仕組みを見てみましょう：開始（または基準）周波数が
100Hz の（1秒間に100 回振動する）音があるとします。この音の第1 の倍音は2倍、つまり
200Hzになります。さらに、第2倍音は300Hz、第3倍音は400Hzと続いていきます。音楽
的には、周波数が倍になると、（12音階では）ピッチが1オクターブ上がることになります。第
2倍音（300Hz）は基準音（100Hz）よりピッチが1オクターブと純正 5度高い音になります。

つまり、楽器をチューニングする際は、各5度が純正であればいいように思えますが、果たして
そうなのでしょうか？この方法であれば、Cからオクターブ上と下の Cに向かって完全なスケー
ルが成立するように見えます。しかし、実際にはそうではないのです。

このことを、簡単な例を使って説明しましょう：仮に、周波数が 100Hz の「C」という音を基
準に楽器をチューニングするとしましょう（実際のCは 130Hz 付近にあります）。最初の5 度
は、うねりのないクリアトーンが得られるまでピッチを調整すればいいわけです（うねりとは、

周波数の循環的な変調のことです）。これは、結果としてちょうど150HzにあるGになります。
これは次の計算式からも求められます：

Â 基準音（100Hz）×3（＝300Hz、第2倍音の周波数）
Â これを2で割る（基準ピッチと同じオクターブ内に戻すため）

この周波数の関係は、しばしば3:2の比と呼ばれています。

残りも同様に計算していきます。次の5度は、150×3＝ 450になるので、これを2 で割ると
225になります（しかし、これは基準ピッチよりも1オクターブ以上高いものなので、さらに1
オクターブ下げて112.5にする必要があります）。

音程 周波数（Hz） 備考
C 100 ×1.5/2

C# 106.7871 オクターブ内に収めるために2 で割る
D 112.5 オクターブ内に収めるために2 で割る

D# 120.1355 オクターブ内に収めるために2 で割る
E 126.5625 オクターブ内に収めるために2 で割る

F(E#) 135.1524

F# 142.3828 オクターブ内に収めるために2 で割る

G 150 （×1.5）/2

G# 160.1807
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この表を見れば、問題があるのは明らかです。

物理的法則に従った予測では、100HzのCの1オクターブ上は200Hzの Cになるはずですが、
実際には純正5 度を積み重ねた結果のCは 202.7287Hz になっています。決して計算が間違っ
ているわけではありません。実際に楽器を使っていたら、違いはもっと明確に聞こえるはずです。

この問題に対処するには、次のいずれかの方法を選ぶ必要があります：

Â それぞれの5度を完全に維持し、オクターブの音程がずれるのは容認します。
Â 最後の5度（FからC）の音程をずらし、オクターブの音程がそろうようにします。

もちろん、オクターブにおける音程のずれは不協和音として聞こえます。

コンマ
完全に音程が一致したオクターブと、純正5度を重ねた結果のオクターブとの間で生じる差のこ
とをピタゴラスのコンマと呼びます。

この難問を解決するために、何世紀にもわたってさまざまな方法が試みられた結果、（12音階の
平均律が現れるまでの間に）さまざまな音階が生まれることになりました。

そこで考え出された調律は、倍音の異なる側面を強調したものになっています。いずれも、長所

もあれば短所もあるというものでした。純正 3 度（ミーントーン）を最重要視したものもあれ
ば、3度を多少犠牲にしても純正5度に拘ったもの（キルンベルガーの調律法第3法など）もあ
りました。

どの調律も独自の個性を持っており、ある個所では良い響きでも、別の個所に来るとひどい音に

なってしまうこともあります。また、転調すると、曲の性格がガラッと変わってしまう場合もあ

ります。

古典的な鍵盤楽器を使った曲を演奏する場合は、調律の選択も重要な鍵となります。選択を間違

えると、音質の面からもその曲の時代背景という面からも不正確な演奏になってしまいます。

平均律について
平均律は、調律誤差（ピタゴラスのコンマ）を半音階のスケールの各音階に均等に分散させたも

のです。その結果、各音階の間隔は均等にずれ、明らかに音程を外している音はなくなりますが、

完全に合っている音もありません。平均律が現在の標準調律として使用されているのは、主に次

の2つの理由からです：

A 168.75

A# 180.2032

B 189.8438

C 202.7287

音程 周波数（Hz） 備考
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Â 調律の手間を省くことができること： 曲ごとに楽器をその曲に合った調律に変えるのは大変
な作業になります。多くの楽器（たとえばフレットを持つ弦楽器）は、すぐに転調できない構

造になっています。

Â 別の楽器または別の調でも簡単に演奏できること： 西欧の音楽はすべて平均律で調律された
楽器で（十分に）演奏できます。もちろん、もともとは別の調律で演奏されていた曲であれ

ば、一部のニュアンスは失われることになります。

HermodeTuningとは？
HermodeTuning は、電子鍵盤楽器（または「LogicPro」のソフトウェア音源）のチューニン
グを演奏中に自動的に制御します。

鍵盤楽器であらゆる和音と音符の進行におけるすべての5 度と3 度の間隔を正常に作成するに
は、オクターブごとに12個のキーだけでは足りません。

HermodeTuningは、この問題を解決するためのものです：キーと音符の間のピッチの関係を維
持しつつ、電子楽器の個々の音符を修正することで、調整の純正性を高いレベルで確保できます。

この処理では、1つの音符に対して最大50種類に細分化された周波数を生成しますが、 12音階
による固定チューニングシステムとの互換性も維持しています。

HermodeTuningの仕組み
周波数の修正は、和音構造の分析を基に行われます。

各和音内の個々の音符の位置が分析され、各音符と調律された音階との距離の合計が「0」にな
るように調整されます。緊急の場合は、純正さを多少犠牲にしても、別の補正機能を用いて微調

整の段階を最小限に抑えることもあります。

例を挙げます：

Â たとえば、C、E、Gの3つの音符を組み合わせると、Cメジャーになります。
Â 和声として正しい響きにするには、3度（E）は14セント（セントは調律された半音の1/100）、
そして5度（G）は2セント高くする必要があります。

HermodeTuningは、静的ではなく、動的なものであるということを頭に入れておく必要があり
ます。つまり、音楽の脈略に応じて常に調整が行われるわけです。このような仕組みになってい

る理由は次の通りです：

純正または通常のチューニングに変更できるということは、 3度と5度の間隔もより理想的な周
波数比率に調整できるわけです。5度を3:2の比率に、長3度を5:4にすれば、メジャーのトラ
イアドもより強い響きになります。

クリーン（スケール）チューニングの場合、HermodeTuningは周波数の値を部分的に上下させ
ます。
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「チューニング」プロジェクト設定
「チューニング」プロジェクト設定には、以下のパラメータがあります。

チューニング
このパラメータでは、すべてのソフトウェア音源用のグローバルチューニングを定義します。デ

フォルトでは、コンサートピッチのA ＝440Hz になっています。調整は、セント（半音の1/
100）単位で行います。

その他のチューニング
「ソフトウェア音源のスケール」セクションにあるラジオボタンを使えば、別のチューニングを

利用できます。選択したチューニングは、プロジェクト保存時に一緒に保存され、次にそのプロ

ジェクトを開いた際に自動的に読み込まれます。

平均律
このモードでは、（デフォルトで有効になっている）ほかのすべてのチューニングが無効になり、

平均律が使用されます。

「固定」チューニング
このモードを選択した場合、いくつかの固定チューニングとキーを選択できるようになります。
「タイプ」ポップアップメニューでは、歴史的に重要とされる主なチューニングをはじめ、いく

つかのチューニングが用意されています。

「基音」メニューでは、選択したスケール用のグローバルキー（ C～ B）を選択します。これによ
り、選択した音階で任意の音符を根音として参照できるようになります。

「固定」チューニングモードでは、スケール・チューニング・システム用のキーをさまざまなレ

ベルで調整し、調号記号を提供します。次に例を示します：

Â 白鍵を中心とした演奏では（Cを根音とした純正律で）、 Cメジャーが基準となり、チューニン
グもそこに合わせたものになります。
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Â たとえば、Cメジャーのすぐ後でAメジャーを弾いた場合（つまり、Cメジャーに合わせて調律
されている）、スケール・チューニング効果が多少の影響を及ぼしますが、調律は完全なもの

ではありません。多声音楽を演奏するのであれば、（「純正律」設定で）このモードを使うのが
最も適しています。

「固定」チューニングは、バロックおよび中世の楽器と音楽様式に最適です。

ユーザ
それぞれの半音の間隔を平均律のものから変更することができます。各半音のボックスをクリッ

クし、目的の値になるまで上または下にドラッグしてください。

各半音のボックスをダブルクリックし、そこに値を入力する方法でも調整できます。入力後に
Enterキーを押すか別のボックスをクリックすれば、テキスト入力モードから抜け出します。

「リセット」ボタンをクリックすると、そこまでに加えたすべての変更がデフォルト値に戻され

ます。

「下へ拡張」と「上」スライダを使えば、低音部と高音部を引き延ばすストレッチ・チューニン

グ（アコースティックピアノなどで使われる調律方法）をシミュレートできます。

Â「下へ拡張」では、低音部の（平均律からの）偏差を定義します。値を大きくするほど、低い

ノートがさらに低くチューニングされます。ここの値を0にすると、平均律と同じになります。
Â「上へ拡張」は、同じ調整を高音部に対して行います。

HermodeTuning（HMT）
HermodeTuning 設定でも、すべてのチューニングをまかなうことはできないので、「タイプ」
メニューからモードを選択することになります。その下にある「深度」スライダでは、エフェク

トの適用量を0%～ 100%の範囲で設定できます。

「タイプ」メニューでは、次の各設定から選択できます：

Â クラシック（3、5度 - すべて）： 5度と3度を、広い範囲で純正に保とうとするモードです。干
渉がある場合は、純正律の精度が一時的に下がります。このモードは、あらゆる種類の音楽で

利用できます。「深度」パラメータの値は、5 度と3 度の純正の度合いを示します。100% に
設定すると、最大限の純正度が得られます。10%にすると、純正度が最も低くなります。0%
にすると、チューニングが平均律になります。

Â ポップス／ジャズ（3、5、7度 - すべて）： このモードでは、 5度、3度、それに7度が調整され
ます。ポップスやジャズなどに適していて、特に和音の響きを持続させる曲では有効です。し

かし、7度のずれが大きいので、多声音楽には比較的向いていません。このモードを使う際は、
「深度」を90%か100%にしてください。その他の値では、7度の音が音響的に効果のないも
のになります。

Â バロック（3、5 度 - 適応）： このモードでは、純正5度と3度を特性を変えながら調整します。
調性のある音楽では、主和音は純正に響きますが、そこから離れた和音では純正度が低くなり

ます。和声の中心が明瞭でなくなった場合、すべてのコードが同じ純正度で調整されます。そ

の他のモード同様、「深度」の値を100% にすると最も高いレベルで純正度が維持され、 10%
では純正度が最も低くなります。
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オーディオ設定
「オーディオ」プロジェクト設定では、プロジェクトにおけるオーディオ関連のパラメータを設

定します。

チャンネルストリップオブジェクトを自動管理
このオプション（デフォルトでは選択されています）は、トラックやチャンネルストリップの設

定や使用を自動的にバックグラウンドで行います。選択されていると、新規トラック作成時に自

動的にチャンネルストリップが作成され、それらの管理も自動的に行われます。このオプション

は、「エンバイロメント」ウインドウでチャンネルストリップを手動で変更する必要がない限り

選択解除しないでください。

プリロールを再生
このオプションが選択されている場合、再生開始コマンドがトリガされると、「 LogicPro」は開
始位置の少し前（左に少しシフトした個所）から再生を始めます。プリロールの正確な値は、プ

ラグイン用に設定されている現在のディレイ補正値によって異なります。このオプションでは、

ぴったり開始位置上にあるトランジェントが正確に再生されるようになります。このオプション

の選択を解除すると、開始位置上のトランジェントが欠けるか、またはフェードインのような状

態になります。

サンプルレート
このポップアップメニューでは、プロジェクトで使用したいサンプルレートを選択します。

PanLaw
「PanLaw」の値は、中央にパンされたモノラル信号の音量を定義します。以下の設定から選択
できます：

Â 0 dB： モノラル信号の音量は、左右いずれかの端にパンされているときに比べて中央にパン
されているときの方が大きく聞こえます。

Â



–3 dB： フルスケールのモノラル信号（0dBfs）を中央にパンした際のレベルが-3dBになり
ます。

Â


–3 dB補正： フルスケールのモノラル信号（0dBfs）を中央にパンした際のレベルが 0dBにな
ります（または、左右のいずれかの端にパンされたときは+3dBになります）。

サラウンドフォーマット
このポップアップメニューでは、プロジェクト用のサラウンドフォーマットを選択します。
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MIDI設定
「MIDI」プロジェクト設定では、MIDI入出力の動作を定義します。「 MIDI」プロジェクト設定画
面は、「一般」、「入力フィルタ」、「チェイス」タブで構成されています。

「一般」タブ

プロジェクトの読み込み後に送信
Â「使用されている音源のMIDI 設定」チェックボックス： プロジェクト読み込み後に、有効な音
源MIDI設定を自動的に送信します（246ページの「プログラムチェンジ、ボリューム、パン
設定をMIDIリージョンに追加する」を参照）。

Â「すべてのフェーダーバリュー」チェックボックス： プロジェクト読み込み後に、エンバイロ
メントのすべてのフェーダー値を送信します。

アレンジ上でオーディオをスクラブ
「アレンジ」ウインドウでオーディオリージョンとMIDIリージョンを同時にスクラブするには、
このオプションを選択する必要があります。

SysExにMIDIスルーを適用
受信したSysEx メッセージが、その他のMIDI データと一緒にそのままコンピュータのMIDI 出
力に渡されます。この機能は、ハードウェアプログラマを使っている場合に特に重要です。この

オプションを選択しておけば、編集中のシンセサイザーでのパラメータ変更を即座にモニタでき

るためです。

SysExダンプを記録したい場合は、このチェックボックスを選択しないでください。記録したダ
ンプを同じタイプの2台目の機器に同時に転送する必要がある場合は別ですが、通常はダンプを
スルーさせる必要はありません。

MIDIスルーしない音源
ここで選択した音源が、選択しているアレンジトラックに割り当てられている場合、その音源が

コンピュータをスルーしてイベントを渡すことはありません。通常、ここでは「出力なし」（デ

フォルト設定）を選択します。
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マスターキーボードに「ローカルオフ」設定がない場合、この機能を使って録音時の余計なノー

トの重複を避けることができます：

Â マルチティンバー音源の場合、コンピュータの電源を切った状態で再生したときに聞こえる

パートを演奏する音源（通常はチャンネル1）を割り当てます。
Â モノティンバー音源の場合、マスターキーボードのサウンド生成パートを表す音源を割り当て

ます。

いずれの場合も、その他の音源用のトラックを録音する際は、マスターキーボードの音量はオフ

にしておきます。

トラック名の横の録音可能ボタンをオフにすると、「アレンジ」ウインドウ内のいずれのMIDIト
ラックでも「MIDIスルー」をオフにすることができます。

「入力フィルタ」タブ
「入力フィルタ」タブは、シーケンサーの入力から特定の種類のイベントをスクリーニングした

いときに使います。各チェックボックスの詳細については、383ページの「MIDI 入力をフィル
タリングする」を参照してください。

チェイス
「MIDI」プロジェクト設定の「チェイス」タブ（115ページの「イベントチェイス機能を使う」を
参照）には、チェイスされるイベントの種類を特定するいくつかのチェックボックスがあります。

チェックボックスを選択すると、そのイベントタイプに対するチェイスイベントが有効になり

ます。

「スコア」プロジェクト設定
「スコア」プロジェクト設定の詳細については、776ページの「スコア表示のプロジェクト設定」
を参照してください。

「ビデオ」プロジェクト設定
「ビデオ」プロジェクト設定の詳細については、803ページの「「ビデオ」プロジェクト設定」を
参照してください。

「素材」プロジェクト設定
プロジェクトの素材とは、オーディオファイル、EXSインストゥルメント、その他、プロジェク
トに関するデータのことを指します。プロジェクトに関するファイルはすべてプロジェクトファ

イルと一緒に保存しておくのが理想的ではありますが、場合によってはそうではないこともある
でしょう。「素材」プロジェクト設定に関する情報を含め、プロジェクトの詳しい扱いかたにつ

いては、135ページの「プロジェクトを操作する」を参照してください。
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環境設定
「環境設定」ウインドウの設定内容は、「 ~/Library/Preferences/Logic」フォルダ内にある一般環
境設定ファイルに保存されています。「環境設定」ウインドウの設定は、すべてのプロジェクト

に適用されます。

コントロールサーフェス用の環境設定ファイルも同じ場所に保存されています。

参考：いずれの環境設定ファイルも直接開くことはできません。設定変更は、必ず「LogicPro」
内で行います。

誤って、または故意に環境設定ファイルを削除した場合、「LogicPro」が次回起動時に新しい環
境設定ファイルを自動的に作成します。その際、すべてのパラメータの値はデフォルト値にリ

セットされます。

すべての環境設定（キーコマンドを除く）を「LogicPro」内で初期化するには：
m 「環境設定」＞「キーコマンド以外のすべての設定を初期化」と選択します（または、対応する

キーコマンドを使います）。

「グローバル」環境設定
「グローバル」環境設定には、「プロジェクト処理」、「編集」、「サイクル」、「キャッチ」、「Caps
Lockキー」の各タブがあります。

「グローバル」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「グローバル」と選択します（または、対応するキーコマンドを
使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニュー

から「グローバル」を選択します。

∏ ヒント：デフォルトの「環境設定を開く」キーコマンドを使って「環境設定」ウインドウを開
くこともできます（この場合、最後に開いたパネルが表示されます）。

「グローバル」環境設定の「プロジェクト処理」タブ
「グローバル」環境設定の「プロジェクト処理」タブでは、「LogicPro」でどのようにプロジェ
クトを処理するかを定義します。
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起動時のアクション
「起動時のアクション」メニューでは、「LogicPro」起動時のプロジェクトの処理方法を選択し
ます。以下から選択できます：

Â 何もしない： オプションの名前通り、何も実行しません。「LogicPro」が起動すると、新しい
プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトまたはテンプレートを開くように要求されま

す。

Â 最後に使ったプロジェクトを開く： 前回「LogicPro」を終了した時点で開いていたプロジェ
クトが、次回起動時に自動的に開きます。

Â 既存のプロジェクトを開く： 既存のプロジェクトを参照できる「開く」ダイアログボックスを
自動的に開きます。

Â テンプレートから新規プロジェクトを作成： テンプレートダイアログボックスを自動的に開
きます。

Â 空のプロジェクトを新規作成： 自動的に空のプロジェクトを読み込み、プロジェクトの名前付
けと保存ができる「別名で保存」ダイアログボックスを開きます。

Â デフォルトのテンプレートを使って新規プロジェクトを作成： 自動的にデフォルトのテンプ
レートを開き、プロジェクトの名前付けと保存ができる「別名で保存」ダイアログボックスを

開きます。

デフォルトテンプレートは、「デフォルトのテンプレート」フィールドの下にある「選択」ボタ

ンをクリックすることで指定できます。選択したテンプレートまたはプロジェクトの絶対パスと

名前が「デフォルトのテンプレート」フィールドに表示されます。任意のテンプレートまたはプ

ロジェクトをデフォルトテンプレートに指定できます。

プロジェクトを開くときに、現在のプロジェクトを閉じるか確認する
それまで開いていたプロジェクトを閉じずに新しいプロジェクトを読み込もうとすると、現在の

プロジェクトを閉じるべきかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。このオプ

ションが選択されていない場合、確認ダイアログボックスは表示されず、現在のプロジェクトも

開いたままになります。

“MIDIファイルを書き出す”で1つのMIDIリージョンをフォーマット0で保存
MIDI リージョンが1つしか選択していないときに「ファイル」＞「書き出し」＞「選択範囲を
MIDIファイルとして」と選択した場合、そのリージョンの内容がフォーマット0の MIDIファイ
ルとして保存されます。このファイルフォーマットは、すべてのMIDIファイルプレーヤーで再
生できます。
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「グローバル」環境設定の「編集」タブ

Â 右マウスボタン： このポップアップメニューでは、2つ以上のボタンを備えたマウスを使用し
ているときに右マウスボタンの動作を定義します。デフォルトでは、「ショートカットメニュー

を開く」が割り当てられています（ショートカットメニューには、Controlキーを押しながら
左ボタンでクリックしてアクセスすることもできます）。「ツールに割り当て可能」では、どの

ツールでもマウスの右ボタンに割り当てられるようになります。「ツールメニューを開く」で

は、マウスの右ボタンをクリックした際にツールメニューが開くことになります。

Â ドラッグを一方向に制限：ピアノロールとスコア：このチェックボックスが選択されている場
合、ピアノロールエディタとスコアエディタ内で編集しているときに、1回の操作で音符を一
方向（横か縦）にのみ移動できます。つまり、音符を転調させるか時間内で移動することはで

きても、両方を同時に行うことはできません。操作していない方のパラメータが誤って変更さ

れるのを防ぐことができます。

Â ドラッグを一方向に制限：アレンジ：アレンジ領域内では上のオプションと同じ理由でリー
ジョン（フォルダも含む）を一方向にしか移動できないようにします。

Â MIDI リージョンのダブルクリック時に次のものを開く：このメニューでは、アレンジ領域で
MIDI リージョンをダブルクリックした際に開くエディタを指定します。「スコア」、「イベン
ト」、「ピアノロール」（デフォルト）、「 HyperEditor」のいずれかから指定できます。

Â 取り消し履歴の数：何回前の手順までさかのぼって取り消しできるかを指定します。

Â リージョン名に最後の編集内容を追加：（カットなどの）編集操作を行うと、リージョン（ま
たは生成された複数リージョン）の名前に編集内容を表す説明が追加されます。

Â“ライブグルーブ”コネクション：このオプションを選択すると、MIDIリージョンとそこから
派生したクオンタイズテンプレート間の関連付けがなくなります。MIDI リージョンで編集を
行っても、クオンタイズテンプレートには影響しなくなります。このオプションが選択されて

いない場合、元のMIDIリージョンを編集するとクオンタイズテンプレートにも反映され、そ
のテンプレートでクオンタイズされているすべてのMIDIリージョンにも影響が及びます。

Â 再生ヘッドで分割しループを作成：このオプションでは、「 LogicPro」が、ループリージョン
をどのように切断するかを定義します。
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Â このオプションを有効にすると、ループされたリージョン内の領域を（ハサミツールかマー

キーツール、または「再生ヘッド位置で分割」コマンドで）切断できます。「 LogicPro」は、
切断後のリージョンを自動的に作成し（必要であれば切断前も）、それらの領域が切断前と

同じ状態で再生されるようにします。これにより、ループ領域内の再生に影響を及ぼすこと

なく、ループリージョンの分割を行うことができるわけです。

Â この「再生ヘッドで分割しループを作成」オプションが選択されていない場合、ループされ

た領域を切断することはできません。ループリージョンそのものを切断すると、リージョン
パラメータボックス内の「ループ」パラメータが無効になります。

「グローバル」環境設定の「サイクル」タブ

Â サイクルの前処理： サイクルがスムーズにジャンプするように（サイクルの終了位置から開始
位置まで）、サイクルジャンプの処理は実際の位置よりも少し前から始まります。この設定で

は、その処理を始める時間を変更することができます。デフォルトでは「 1/96」が選択されて
います。ほとんどの場合、このままで構いません。

Â サイクルアルゴリズムを最適化： サイクルモードでのサンプルループ長を簡単に設定できる
ようにサイクルジャンプのタイミングを改善します（これは、AppleLoopを使っている場合
はかなり軽減される問題です）。お使いのコンピュータの CPU速度が比較的遅い場合、この設
定によってグラフィック操作に必要な処理が軽減されます。このオプションは通常、可能な限

り選択したままにするのがよいでしょう。特に、曲の中に繰り返しを多用している場合は有効

なものとなります。繰り返し部分の再生が思ったほどスムーズではない場合は（ループそのも

のは完璧であっても）、このオプションの選択を解除した方がより良い結果が得られることも

あります。



第40章    プロジェクト設定と環境設定 957



「グローバル」環境設定の「キャッチ」タブ

Â Logic の起動時にキャッチモードを有効にする： 再生を開始するたびに（一時停止再生も含
め）、すべてのウインドウでキャッチ機能が自動的にオンになります。

Â 再生ヘッド移動時にキャッチモードを有効にする： このオプションを選択すると、再生ヘッド
を移動した際は自動的にキャッチ機能がオンになります。この機能を使うと、アレンジ内で再

生ヘッドを移動する際に、開いているエディタウインドウにも反映され、その逆もまたあるの

で、編集作業が快適になります。

Â キャッチとリンクが有効な場合、位置単位のコンテンツキャッチモードを有効にする： キャッ
チボタンとリンクボタンが有効になっている場合（コンテンツキャッチモード）、その時点で

再生ヘッドが位置しているリージョンのコンテンツが表示されます。このオプションを選択解

除しても、ウインドウの内容は、表示されているリージョン内の再生ヘッドの位置を追いかけ

ますが、次のリージョンを再生ヘッドが通っても（再生または録音モードで）コンテンツが更

新されることはありません。

「グローバル」環境設定の「CapsLockキー」タブ
MIDI 音符をコンピュータキーボードから入力する方法については、389ページの「CapsLock
キーボードを使う」を参照してください。「グローバル」環境設定の「CapsLock キー」タブに
ついては、390ページの「CapsLockキーボードの環境設定」を参照してください。

「オーディオ」環境設定
「オーディオ」環境設定には次の各タブがあります：

Â デバイス

Â 一般
Â サンプルエディタ

Â サラウンド

Â


MP3

Â リセット

Â ノード
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「オーディオ」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」と選択します（または、対応するキーコマンドを
使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニュー

から「オーディオ」を選択します。

「オーディオ」環境設定の「デバイス」タブ
「オーディオ」環境設定の「デバイス」タブでは、オーディオ・インターフェイス・ハードウェ

アを「LogicPro」がどのように扱うかを定義します。詳細については、96ページの「オーディ
オハードウェアを構成する」を参照してください。

「オーディオ」環境設定の「一般」タブ

オーディオエンジンのオーバーロードメッセージを表示
このオプションを選択解除すると、過負荷が発生したときに、警告表示なしで再生が停止します。

挿入時にプラグインウインドウを開く
この設定が選択されている場合、エフェクトやソフトウェア音源プラグインを適切なチャンネル

ストリップスロットに挿入した時点で自動的にそれらのウインドウが開きます。

トラックのミュート／ソロ
このメニューでは、トラックのミュートボタンおよびソロボタンと、チャンネルストリップの対

応するボタンとの関連付けを定義します。

Â 高速（リモート・チャンネル・ストリップ）： チャンネルストリップとトラックのミュートボ
タンまたはソロボタン同士が関連付けられ、一方をクリックすると、もう一方のボタンの状態

も入れ替わります。

Â CPU 節約（低速）： プロセスリソースを節約するために、トラックのミュートボタンとソロボ
タンを、対応するチャンネルストリップのボタンと関連付けません。
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サンプル・アキュレイト・オートメーション
名前からも想像できるように、サンプル単位での精度を持つ、最も精度の高い種類のオートメー

ションです。システムリソースへの負荷は高くなるので、パフォーマンスに影響が出ることもあ
ります（プロジェクトの性質やコンピュータの処理能力にもよります）。この問題は、プロジェ
クトの中でも多くのソフトウェア音源やエフェクトを使っている重い部分で生じやすくなりま

す。「 LogicPro」では、次の3つの設定を利用できます：
Â オフ： オートメーション再生でのシステムのパフォーマンスへの負荷は最小限になります。こ
のオプションを選択した場合、オートメーションの精度は多少低くなります。

Â 音量、パン、センド： これらのパラメータのみがサンプル単位の精度でオートメーション処理
されます。

Â 音量、パン、センド、プラグインパラメータ： これらのパラメータがサンプル単位の精度で
オートメーション処理されます。ただし、AudioUnitプラグインの中には、この方法ではオー
トメーション設定できないものもあります。

録音ファイルのタイプ
録音したオーディオのファイルタイプを指定します。次のいずれかを選択できます：

Â SDII： SDII（SoundDesignerII）ファイルフォーマットは、2GB以上のオーディオ録音に対
応していません。

Â AIFF： AIFFファイルフォーマットも、2GB以上のオーディオ録音には対応していません。
Â WAVE（BWF）： WindowsPCで一般的に使用されているオーディオファイルフォーマットで
す。ファイルは、ヘッダ部に時刻スタンプ情報を含むBroadcastWaveファイルとして保存さ
れます。WAV のファイルフォーマットは、4GB を超えるオーディオファイル録音には対応し
ていません：

Â CAF： 4GB以上の録音を行う場合は、このオプションを選択してください。詳細については、
359ページの「最大録音サイズ」を参照してください。

ディムレベル
このスライダでは、トランスポート上のマスターレベルスライダでアクセスできるディム機能の

分離レベルを設定できます。ディムレベルは0dB～-30dBの範囲で設定できます。ここで選択
したレベルは、ディム機能が有効になったときに使用されます。

プラグインディレイ補正
プラグインディレイ補正は、ソフトウェア・エフェクト・プラグインでは便利なもので、特に
DSPカード（TCPowerCore、UniversalAudioUAD-1など）を使う場合は重要なオプションと
なります。この機能は、プラグインを使用することで生じるオーディオの遅延を補正するもの

です。

ポップアップメニューでは、プラグインディレイ補正の適用対象を選択できます：

Â オーディオトラックおよびソフトウェア音源トラック

Â すべて（オーディオ、音源、オグジュアリー、出力チャンネル）

補正機能を完全にオフにすることもできます。詳細については、848ページの「低レイテンシ
モードを使う」を参照してください。
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「低レイテンシモード」チェックボックスと「上限」スライダ
低レイテンシモードを有効にして「上限」スライダを利用できるようにするには、「低レイテン

シモード」チェックボックスを選択する必要があります。（トランスポートで低レイテンシモー

ドボタンをクリックして）低レイテンシモードが有効になっている場合、「上限」スライダは、プ

ラグインによって発生する許容遅延の最大値を設定します。低レイテンシモードでは、すべての

遅延（現在のトラックのシグナルフロー全体で）が「上限」スライダで設定した値以下に収まる

ように、プラグインがバイパスされます。これは、レイテンシを伴うプラグインが挿入されてい

るチャンネルでソフトウェア音源を再生するときに便利です。

クロスフェードタイム
アレンジ領域内でのすべてのクロスフェード操作で使用されるデフォルトの時間値を設定し

ます。

クロスフェードカーブ
アレンジ領域内でのすべてのクロスフェード操作で使用されるグローバルカーブのタイプを設

定します。

「オーディオ」環境設定の「サンプルエディタ」タブ

Â キーコマンドで機能を実行する前に警告： サンプルエディタでキーコマンドを使って破壊編
集を行う前に警告を表示する場合、このオプションを選択します。警告を出すことで、データ

を実際に変える操作をキャンセルできるようになります。

Â 終了時に取り消し履歴を消去： 「LogicPro」終了時に、オーディオファイルに対して行ったす
べての編集履歴を自動的に削除する場合、このオプションを選択します。

Â 取り消し履歴に選択項目の変更を記録： サンプルエディタ内の選択した領域で変更を取り消
しおよびやり直しする場合、このオプションを選択します。

Â 取り消し履歴にノーマライズ操作を記録： ノーマライズ実行に際して取り消しファイルを作
成しない場合、このオプションの選択を解除します。
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Â 取り消し履歴の数： 何回前の操作まで取り消しできるかを設定します。

Â プロジェクトフォルダに取り消しファイルを保存： 編集されたオーディオファイルを現在プ
ロジェクトのサブフォルダ内に保存する場合、このオプションを選択します。プロジェクトが

素材と一緒に保存されるように設定されている場合、このオプションはデフォルトで選択され

ています。

Â グローバルな取り消しファイルのパス： 取り消し履歴で使用の全ファイルを1個所（ユーザ定
義フォルダ）に保存します。上記の「プロジェクトフォルダに取り消しファイルを保存」パラ

メータが選択されていない場合に有効です。「設定」ボタンをクリックし、対象フォルダを指

定してください。

Â 外部サンプルエディタ： 「LogicPro」のサンプルエディタの代わりに、サンプル編集操作を外
部アプリケーションで行うこともできます。「設定」ボタンをクリックし、対象アプリケーショ

ンを指定してください。

「オーディオ」環境設定の「サラウンド」タブ
「オーディオ」環境設定の「サラウンド」タブについては、812ページの「サラウンド環境設定
を設定する」を参照してください。

「オーディオ」環境設定の「MP3」タブ

Â ビットレート（モノラル／ステレオ）： ビットレートは、32kbps～320kbpsの範囲で選択で
きますが、デフォルトではモノラルが80kbpsに、ステレオが160kbpsに設定されています。
これらのビットレートでは、比較的良好な音質と高いファイル圧縮率が得られます。ファイル

サイズに余裕がある場合は、モノラルを96kbpsに、ステレオストリームを192kbpsに設定
することもできます。このビットレートでは、オーディオの品質が良くなります。もちろん、

もっと高いレートを選択しても構いませんが、 96／192kbps 以上のビットレートにしても、
音質の違いはそれほど大きなものではありません。
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Â 可変ビットレート（VBR）のエンコーディングを使用： 可変ビットレートのエンコーディン
グでは、単純なパッセージの圧縮率を上げ、音楽の情報量の多いパッセージの圧縮率を下げる

ため、一般的により高品質なMP3になります。ただし、すべての MP3プレーヤーがVBRエ
ンコードされたMP3 をデコードできるわけではないので、このオプションはデフォルトでは
選択されていません。想定しているリスナーが VBRでエンコーディングされたMP3を正しく
デコードできると分かっている場合は、このチェックボックスを選択してください。

Â 音質： この設定はできる限り「最高」に設定してください。設定を下げると変換速度は向上し
ますが、音質が低下します。このオプションは、「可変ビットレート（VBR）のエンコーディ
ングを使用」チェックボックスが選択されている場合にしか利用できません。

Â 最高のエンコーディングを使用： 上の「音質」パラメータと同じく、このオプションの選択を
解除するとエンコーディングの処理速度は向上しますが、音質は下がります。変換に時間をか

けられない事情がある場合を除き、サブソニック・テスト・トーンの実験を行ったり、鯨に聴

かせるためのMP3を作成したりしない限り、このオプションの選択は解除しないでください。

Â 10Hz 未満の周波数をフィルタリング： このオプションが選択されている場合、 10Hz以下の
（一般的なスピーカーでは再現されず、人間の耳で聞き取ることはできない）周波数が除去さ

れ、人間が聞き取れる範囲の周波数のデータ量をその分多くすることで、より品質の高いオー

ディオを得ることができます。サブソニック・テスト・トーンの実験を行ったり、鯨に聴かせ

るMP3を作成したりする場合でもない限り、このオプションの選択は解除しないでください。

Â ステレオモード： このポップアップメニューでは、「ジョイントステレオ」か「標準」のいず
れかを選択できます。オリジナルファイルの状態によっては、これらパラメータの違いを聴き

取ることができない場合もあります。両方の設定を試して、好みに合った方を選択してくだ

さい。

「オーディオ」環境設定の「リセット」タブ
「コントロール64をオフ（サスティン）」、「コントロール1（モジュレーション）を 0に」、「ピッ
チベンドをセンター位置に」のいずれかのチェックボックスを選択すると、指定したリセット

メッセージが有効な音源チャンネルに送信されます。

これは、音がハングして鳴り続けたり、「サイクル」モードで（またはセクションの先頭やプロ

ジェクトの開始位置に戻る場合などに）コントローラの設定が間違っているときなどに便利です。

「オーディオ」環境設定の「ノード」タブ
「オーディオ」環境設定の「ノード」タブについては、101ページの「分散オーディオ処理を有
効にする」を参照してください。
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「MIDI」環境設定
これらのタブでは、「 LogicPro」がどのようにして MIDIインターフェイスやその他のアプリケー
ションまたは機器と通信するかを定義します。有効な CoreMIDI ドライバは、自動的に
「LogicPro」で利用できます。これらに関しては、特に設定は必要ありません。

「MIDI」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「MIDI」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニュー

から「MIDI」を選択します。

「MIDI」環境設定の「一般」タブ

Â 外部停止メッセージで録音を終了： 外部同期を使用していて録音中にタイムコードが停止す
ると、録音モードがオフになります。このチェックボックスが選択解除されていない場合、

「LogicPro」は停止しますが、録音モードは解除されずに続きます（録音モードで一時停止に
なります）。

Â プロジェクトを開くときは、必ず停止： この設定が選択されている場合は、再生モードで保存
されたプロジェクトでも、常に停止モードで開きます。

Â すべてのMIDI ドライバをリセット： このボタンをクリックすると、すべてのMIDIドライバが
リセットされます。これは、MIDIのやり取りで問題が発生したときに便利です。
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「MIDI」環境設定の「同期」タブ

Â「すべての MIDI出力」の「ディレイ」フィールド： すべてのポートでのMIDI出力を遅延または
先行させ、MIDI トラックとオーディオまたは（ソフトウェア）音源トラックとの間のタイミ
ングのずれを補正できます。

Â MIDI クロック：再生中にソング・ポジション・ポインタの送信を許可：通常、シーケンサー
が再生モードの場合は、 SPP（ソング・ポジション・ポインタ）データは送信されません（こ
れはMIDI 標準規格に従ったものです）。このオプションは、シーケンサーの動作中に
「LogicPro」がSPP を送信できるようにするものです。このオプションの利点は、「サイクル
モード」で外部装置が「LogicPro」をフォローできるという点にあります。お使いの外部機
器がSPP を処理できない場合は、このオプションの選択を解除してください。お使いの機器
がMTC（MIDIタイムコード）をフォローできる場合は、このオプションを選択せず、「LogicPro」
のMTC機能を使ってください。

Â MTC ピックアップディレイ：「LogicPro」がMTC（ MIDIタイムコード）同期モードのときに
できるだけ早くピックアップできるように、このパラメータは通常0に設定してください。た
だし、外部機器の中には、起動時に不正確なMTCコマンドを転送するものもあります。その
結果、同期が不安定になり、同期が確立されるたびにオフセットが生じることもあります。こ

のような場合、受信した MTCがピックアップされるまでの遅延時間を設定することもできま
す。これで、「LogicPro」はこの時間内に受信するMTC コマンドを無視します。フレーム数
25から30（フレームレートの設定によって異なります）は、約1秒の遅延に当たります。ハー
ド・ディスク・レコーダなどの機器を使っていて、同期が不安定だと感じた場合は、このパラ

メータを使います。

Â MTC トランスミッションの遅延時間：このパラメータでは、MIDIタイムコードの転送を遅延
させることができます。マイナス値を指定すると、MTC が先行して転送されることになりま
す。これにより、外部MTC スレーブ機器のどのような反応遅延（受信するMIDIタイムコー
ドに対する遅延）でも補正できます。

Â MMCモード：このメニューでは、次の設定の中から選択できます：
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Â MMC標準メッセージ：MIDIMMC規格に準拠したものです。

Â 旧Fostexフォーマット：「旧Fostexフォーマット」はMIDIマシンコントロールで使用され
ます。

Â 出力 ID（トランスポート）：「すべて」チェックボックスを選択すると、MMCがすべてのポー
トに送信されます。右側のフィールドでは、出力ポートIDを指定できます。

Â 入力 ID（トランスポート）：「すべて」チェックボックスを選択すると、MMCがすべてのポー
トに送信されます。右側のフィールドでは、入力ポートIDを指定できます。

Â 操作コマンドを送信：停止ボタンを2回押したとき：このチェックボックスを選択すると、停
止コマンド（トランスポートバーの停止ボタンか「停止」キーコマンド）を 2回実行したとき
に、MMCロケートコマンドを転送できるようになります。

Â 操作コマンドを送信：リージョンまたはイベントをドラッグしたとき：このオプションを選択
すると、「LogicPro」が（再生モードでも録音モードでもなく）停止した場合、 MMCロケー
トコマンドがアレンジ領域でドラッグされたリージョンの位置と一緒に送信されます。

Â オーディオトラックの録音用コマンドを送信：このオプションを選択すると、オーディオト
ラックが録音可能になっているか（装備されている）無効になっている場合に、MMC録音可
能／無効コマンドも一緒に送信されます。さらに、受信したMMC 録音可能コマンドによっ
て、オーディオトラックの録音可能状態も設定されます。

Â MIDI 同期プロジェクト設定：このボタンをクリックすると、「MIDI同期プロジェクト設定」ウ
インドウが開きます。

「MIDI」環境設定の「リセットメッセージ」タブ
このタブは、古いMIDI ハードウェアとの互換性を維持するために用意されているものです。
「LogicPro」では、MIDIリセットメッセージは自動的かつインテリジェントに処理されるので、
これらのオプションは通常はすべて選択解除しておきましょう（デフォルトではオフになってい

る）。

チェックボックスを選択すると、その選択したコントローラタイプ用のリセットメッセージがす

べてのMIDI出力に送信されます。このリセットメッセージは、サイクルジャンプや再生開始時
に送信されますが、これらのオプションを使用する必要はありません。
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「表示」環境設定
この画面にあるオプションでは、「LogicPro」の外観を設定します。

「表示」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「表示」と選択します（または、対応するキーコマンドを使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニュー

から「表示」を選択します。

「MIDI」環境設定の「一般」タブ
このタブでは、プログラム全体で使用されているいくつかのコンポーネントの外観を設定します。

「ウインドウ」セクション
Â ローカルウインドウのメニューを拡大： ローカルメニューのタイトルや項目が通常のシステ
ムフォントで表示されます。このオプションが選択されていない場合、通常よりも小さいフォ

ントが使用されます。

Â 再生ヘッドを太くする： すべてのウインドウで太目の再生ヘッドが使用されます。

Â ヘルプタグを表示： 「LogicPro」全体でヘルプタグが有効になります。マウスカーソルをパラ
メータやツール上に置くと、その項目の説明（値を含む場合もある）が小さくポップアップ表

示されます。編集中は、機能名、リージョンまたはイベント名／番号、パラメータ値などが表

示されます。

Â デフォルト値を表示： このオプションを選択すると、ヘルプタグ内に各パラメータのデフォル
ト値が表示されます。これにより、デフォルト値との違いを簡単に識別できます。
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「LevelMeter」セクション
Â「スケール」メニュー： LevelMeterを「セクショナルdB-リニア」スケールのものと「指数」
スケールとの間で切り替えます。「指数」では、メーターの高音域がより高い解像度で表示さ

れます。「セクショナルdB-リニア」表示スケールでは、レベル全体で可能な限り高い表示解
像度を使用します。

Â「チャンネルの順番」メニュー： マルチ・チャンネル（サラウンド）レベルメーターでのチャ
ンネルの順番を指定します。

「表示」セクション
Â「中央Cの表示形式」メニュー： このメニューは、エディタ内での音符の記述に影響します。5
オクターブキーボードで最も低いC（ノート番号36）はC1 になり、中央のC（ノート番号
60）はC3になります。この基準に基づくと、最も低いMIDIノート（ノート番号0）は「C–
2」と呼ばれます。これは、ほとんどのメーカーが採用している公式規格です。「C3（Yamaha）」
に設定すると、「LogicPro」はこの標準モードに設定されます。「 C4（Roland）」に設定する
と、5オクターブキーボードの最も低いCは C2になり、中央CはC4になります。この基準
の場合、最も低いMIDIノートは「C–1」です。

Â「SMPTE の表示形式」メニュー、「テンポの表示形式」メニュー、「クロックフォーマット」メ
ニュー： これらのメニューでは、トランスポートバーの小節、SMPTE、テンポ表示をカスタ
マイズできます。詳細については、121ページの「小節、SMPTE、テンポの表示形式をカスタ
マイズする」を参照してください。

「表示」環境設定の「アレンジ」タブ
このタブにあるオプションでは、アレンジ領域の外観に関する設定を行います。

Â 背景色： アレンジ領域の背景色は「暗い」、「明るい」、「カスタム」の 3つのオプションから選
択できます。「カスタム」を選択すると、その横のカラーフィールドをクリックして好みの色

を指定できます。「カラー」ウインドウでカスタムカラーを定義すれば、それがアレンジ領域

の背景色になります。

Â オートメーションの透明度： リージョン： 値を上げると、リージョンの色がトラックオート
メーションのレーンよりも濃くなります。

Â オートメーションの透明度： その他のデータ： （アクティブでない）オートメーションデータ
の表示を明るくします。この機能は、リージョンのズームレベルによって効果が変わります。
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「表示」環境設定の「その他」タブ
これらの設定は、特定のウインドウの外観に影響します。

エンバイロメント：“全オブジェクト”レイヤーを許可
エンバイロメントの全オブジェクトを表示しているレイヤーには、「エンバイロメント」ウイン

ドウのレイヤーメニューからアクセスできます。このチェックボックスが選択されていない場

合、「全オブジェクト」レイヤーは利用できません。

ピアノロールの背景色：背景のタイプ：
ラジオボタンで、ピアノロールエディタの背景色を暗めにするか明るめにするかを設定します。

ピアノロールの背景色：カラー設定パネル
ピアノロールエディタの左側には、鍵盤のパターンに従ったグリッドがあります。このはめ込み

パネルにあるパラメータでは、「背景のタイプ」で「暗い」または「明るい」を選択した場合に

応じて、ピアノロールエディタのグリッド、背景色、線などで使うカラーを変更できます。

Â 白鍵： カラーフィールドをダブルクリックすると、「カラー」ウインドウが開きます。キーボー
ドの白鍵に沿ったグリッド行のカラーを選択または定義してください。

Â 黒鍵： 白鍵同様、黒鍵用のカラーを指定します。

Â C、D、E キーの明るさ： このスライダでは、これらのキーの明度を各オクターブで強くする
ことができます。これは、トランスポーズなどを行う際の目安になります。

Â「小節線」／「点線」： 小節線をはっきりと表示するかどうかを定義します。「点線」チェック
ボックスを選択すると、線種が直線から点線に変わります。

Â「ビートライン」／「点線」： 同様のことをビートラインに対して設定します。

Â「ディビジョンライン」／「点線」： 同様のことをディビジョンラインに対して設定します。

Â リセットこのボタンをクリックすると、ユーザが加えた変更がリセットされてデフォルト値に
戻ります。
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「スコア」環境設定
「スコア」環境設定については、スコアに関する章（ 795ページの「「スコア」環境設定」を参照）
で詳しく紹介しています。

「ビデオ」環境設定
「ビデオ」環境設定については、ビデオに関する章（805ページの第  章「「ビデオ」環境設定」
を参照）で紹介しています。

「オートメーション」環境設定
「オートメーション」環境設定は、すべてのオートメーショントラックに対してグローバルに適

用されます。

「オートメーション」環境設定を開くには、以下のいずれかの操作を行います：
m 「LogicPro」＞「環境設定」＞「オートメーション」と選択します（または、対応するキーコマ
ンドを使います）。

m 「アレンジ」ウインドウのツールバーの「環境設定」ボタンをクリックし、ポップアップメニュー

から「オートメーション」を選択します。

Â リージョンへオートメーションを移動： リージョンを移動したときにトラック・オートメー
ション・データをどう処理するかを定義します。「しない」、「常に」、「確認」の3つから選択
できます。

Â スナップのオフセット： このパラメータでは、すべてのオートメーションデータの現在のス
ナップ位置（「アレンジ」ウインドウの「スナップ」メニューで設定）に対して、指定した数

のティックを加えたり引いたりすることができます。

Â ランプタイム： パラメータが1つ前の録音設定に戻すのに必要な時間を定義します。

Â“ライト”モードの切り替え： トラック・オートメーション・データの記録が完了した時点で
フェーダーが自動的に切り替わるモードを定義します。

Â 作成するオートメーション： このセクションにあるチェックボックスでは、「タッチ」、「ラッ
チ」、「ライト」モードで書き込めるトラック・オートメーション・データのタイプを定義します。

Â オートメーション・クイック・アクセス： これらのパラメータについては、オートメーショ
ン・クイック・アクセスに関するセクション（595ページの「「オートメーション・クイック・
アクセス」を使う」を参照）で説明します。
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「コントロールサーフェス」環境設定
「コントロールサーフェス」環境設定については、「コントロールサーフェスサポート」マニュア

ルで説明します。

「共有」環境設定
「共有」環境設定については、626ページの「「共有」環境設定を設定する」で説明します。
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AACAdvancedAudioCodecの略。オーディオデータ用の圧縮／解凍アルゴリズムおよびファ
イルフォーマットです。 

AAFAdvancedAuthoringFormat の略。マルチオーディオトラックを読み込む際に使用する
クロスプラットフォームのプロジェクト転送ファイルフォーマットで、トラック、時間位置、音

量の自動調節などへの参照も含まれています。 

ADATAlesisDigitalAudioTapeの略。S-VHSビデオテープを使って 16または20ビットでオー
ディオを録音できる8トラックのデジタル・マルチトラック・カセット・レコーダです。

ADATオプティカル  8 つのオーディオチャンネルを光ファイバーケーブルを介してパラレル転
送するためのオプティカルインターフェイス。デジタル・マルチ・チャンネル・インターフェイ

スの標準として一般的に使われています。

ADC（ ADコンバータ）  AnalogtoDigital コンバータの略。アナログ信号をデジタル信号に変
換する機器です。 

AES/EBU AudioEngineeringSociety/EuropeanBroadcastingUnion の略。プロフェッショ
ナル・ステレオ・デジタル・オーディオ信号用の標準ファイル送信フォーマット、AES/EBU を
策定している機関です。 AES/EBU フォーマットはS/P-DIF とよく似ていますが、より高い電圧
のバランス・ライン・ドライバを使っています。使用する機器のタイプにもよりますが、AES/
EBUとS/P-DIF同軸インターフェイス間で直接やり取りできます。

AIFFAudioInterchangeFileFormat の略。多くのデジタルオーディオおよびビデオ編集アプ
リケーションがサポートしているクロスプラットフォームのファイルフォーマットです。AIFF
オーディオは、一般的な 16や24ビットに加え、さまざまなビット数を扱うことができます。 

AKAIEXS24mkIIとの互換性がある共通サンプル・データ・フォーマット。 

ALACAppleLosslessAudioCodecの略。ロスレスオーディオ圧縮を提供するエンコーディン
グ／デコーディングアルゴリズムです。 

AppleLoopsリズムが循環するサウンドや繰り返しに向いているサウンドで一般的なオー
ディオファイルフォーマット。AppleLoopsには、「LogicPro」がタイムストレッチおよびピッ
チシフトに使用するタグとトランジェントが含まれています。これらのタグは、ループブラウザ

でファイルを楽器、ジャンル、ムードなどで探す際にも使用されます。
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AppleLoopsユーティリティ  「AppleLoops ユーティリティ」では、独自のAppleLoops を
作成できます。「 AppleLoops ユーティリティ」を使うときは、「アレンジ」ウインドウでオー
ディオリージョンを選択し、「オーディオ」＞「AppleLoopsユーティリティで開く」と選択し
てください。

ASCIIAcronymforAmericanStandardCodeforInformationInterchangeの略。コンピュー
タでテキスト文字列を扱う際に使われる標準文字セットです。キーボードから ASCII文字を入力
すると、コンピュータはそれらを読み取り、操作、保存、取得できるバイナリデータとして解釈

します。「スキャンコード」も参照。

AudioMIDI設定（AMS）  AudioMIDI設定（ AMS）ユーティリティは、コンピュータに接続さ
れているオーディオおよびMIDI入出力機器を設定する際に使用します。「LogicPro」は、Audio
MIDI設定ユーティリティ（「アプリケーション/ユーティリティ」フォルダにあります）で定義
された設定を使用します。

AudioUnits（AU）  AudioUnitsは、MacOSXで使用されているリアルタイムプラグインの標
準形式です。オーディオエフェクト、ソフトウェア音源、ジェネレータなどで使用することもで

きます。AudioUnit フォーマットはオペレーティングシステムに統合されており、インストー
ルされているAudioUnitプラグインには、対応するすべてのプログラムから同時にアクセスで
きます。「LogicPro」は、AudioUnitフォーマットのプラグインをすべてサポートしています。

Auxチャンネル（ストリップ）  Aux チャンネルは、ミキサー（および「アレンジ」ウインドウ
の左側）にあり、センド／リターン（バス）やサブグループコントロールなどに使用することが

できます。

bpm 「beatsperminute」の略。曲のテンポを表す単位です。たとえば、120bpmは、1分間
に120のビート（四分音符）があることを意味します。

BroadcastWave「 Wave」を参照。

CAFCoreAudioFormatの略。このファイルフォーマットは、（ほとんど）あらゆるサイズ、サ
ンプルレート、ビット数の圧縮または非圧縮オーディオファイルのコンテナとして使うことがで

きます。CAFファイルフォーマットは、3時間にも及ぶオーディオ録音にも対応しています（44.1
kHzのサンプルレートの場合。サンプルレートが高くなれば、それに従って短くなります）。 

CapsLockキーボード  MIDI キーボードの代わりにコンピュータのキーボードを使って、リア
ルタイム入力できる「LogicPro」の機能。これは、主に出先でポータブルMacintoshを使って
いる場合に利用することを目的としています。 

CDAudio CompactDisc—Audioの略。ステレオ音楽CDの標準規格です。サンプリングレー
トは44.1kHzで16ビットという仕様になっています。

CoreAudio MacOSX10.2 またはそれ以降が動作するMacintosh コンピュータの標準オー
ディオドライバシステム。CoreAudioは MacOSXに統合されているので、CoreAudio互換の
すべてのオーディオインターフェイスにアクセスできます。「 LogicPro」は、CoreAudio ドラ
イバおよびサポートを提供するすべてのオーディオハードウェアと互換性があります。
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CoreMIDIMacOSX10.2またはそれ以降が動作するMacintoshコンピュータの標準MIDIド
ライバシステム。CoreMIDI はMacOSX に統合されているので、 CoreMIDI 互換のすべての
MIDI 機器を接続できます。「 LogicPro」は、CoreMIDI ドライバおよびサポートを提供するす
べてのMIDIハードウェアと互換性があります。

DAW デジタル・オーディオ・ワークステーション（DigitalAudioWorkstation）の頭辞語。
オーディオファイルの録音、ミキシング、制作に使用するコンピュータを指します。

DAコンバータまたはDAC デジタル／アナログコンバータ（Digital/AnalogConverter）の略。
アナログ信号をデジタル信号に変換する機器を指します。

dB「decibel」（デシベル）の略称。オーディオシステムの電圧レベル、強度、またはパワーの
関係を表す測定単位です。

DCオフセット  オーディオ信号の上に直流（DC）成分が乗ることで生じるエラー。サンプルエ
ディタ内の波形が上にずれた状態になります。 

DeEsserオーディオ信号からヒスノイズや歯擦音を除去する信号処理機能。

DFS DigitalFullScaleの略。0dBDFSと表記されることもあります。この値（「LogicPro」の
チャンネルストリップレベルメーターでは0dBと表記されている）は、デジタル信号でクリッ
ピングやその他の種類の歪みなどが生じない理論上の最大レベルになります。

DSP（デジタル信号処理）  「 LogicPro」で、信号を修正するためにデジタル情報を数学的に処理
すること。たとえば、チャンネルストリップのインサートスロットは、ダイナミックコンプレッ

ションやディレイなどの DSP エフェクトをチャンネル信号に割り当てます。音量やパンの変更
などの単純な操作でもDSP計算が行われています。 

EQイコライザ（Equalizer）の略。イコライザは、オーディオ信号内の周波数をブーストまた
はカットするのに使用します。「 LogicPro」では、複数のEQが用意されています。

FireWireアップルが商標権を持つ IEEE1394標準の名前。高速で柔軟なシリアルインターフェ
イスで、オーディオインターフェイスやオーディオ処理ユニットをコンピュータと接続する際に

よく使われます。FireWire は、大量のデータを移動する場合に便利なもので、ハードディスク、
スキャナなど、さまざまなコンピュータ周辺機器を接続するポートとして使用できます。
FireWire には、FireWire400 とFireWire800 という2 つのバージョンがあります。FireWire
800 はより高速で、コネクタの形状も異なります。適切なケーブルを使えば FireWire800 に
FireWire400対応機器を接続して使用することもできますが、そのポートの機器の帯域幅は半分
になります（「M-LAN」も参照）。

GM GeneralMIDIの略。MIDIサウンドモジュールの標準規格で、決められたセットの音源のサ
ウンドが128のプログラム番号に割り当てられています。また、MIDIチャンネル10には、ドラ
ムやパーカッションの標準キーが割り当てられており、16 パートのマルチティンバーパフォー
マンスと最低でも24声のポリフォニーに対応しています。GM規格は、MIDI機器間の互換性を
維持するために設計されたものです。GM音源で作られた音楽シーケンスは、別のGMシンセサ
イザーやサウンドモジュールでも正しく再生されます。

GS Roland社によって開発された拡張GM標準。
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HyperEditorMIDI ノートやコントローラデータを作成および編集できるグラフィカルエディ
タ。HyperEditorは、ドラムパーツの演奏データ指定やクレッシェンドの作成などの作業に適し
ています。「ハイパーセット」と「イベント定義」も参照。

INボタン  各エディタで、ステップインプットモードを有効にするボタン。「ステップインプッ
ト機能」も参照。 

M-LAN Yamahaが設計したFireWire インターフェイスの一種。Yamahaのデジタルミキサー
やその他の機器を直接MacintoshのFireWireポート（「FireWire」を参照）に接続できます。

MIDIMusicalInstrumentDigitalInterface の略。電子楽器用の非同期、シリアル、イベント
指向のハードウェアおよびソフトウェア標準インターフェイスです。MIDI は、シンセサイザー
やコンピュータなどの機器が互いにやり取りできる業界標準規格です。音楽のノートイベントの

ピッチ、長さ、音量など、さまざまな特性を制御します。

MIDIクロック  クロック信号用の短いMIDI メッセージ。MIDI 機器間にタイミングパルスを提
供するものとして使用されます。24ppqn（パルス／四分音符）の精度を持っていますが、機器
のなかにはこれらのパルス値を補完するものもあり、各機器がこの追加情報を正確に解釈できる

場合、クロック信号はより精度の高いものになります。「SPP」も参照。 

MIDIタイムコード（MTC）  SMPTEタイムコード信号をMIDI標準タイムコード信号に変換した
もの。MTC は、MIDI 機器、その他のシーケンサー、ビデオおよびオーディオテープ、ハード
ディスク機器など、MIDIタイムコードをサポートする機器と「LogicPro」を同期させるために
使用します。MTC は、絶対時間位置を定義し、開始、停止、続行の各メッセージをサポートし
ています。

MIDIチャンネル  MIDIチャンネルは、MIDI データがMIDI ポートを経由して通る「チューブ」
です。1つのポートでは、最高16個の個別のMIDIチャンネルを通すことができます。「LogicPro」
で録音したトラックは、複数のチューブ（チャンネル）に渡すことができ、そこにそれぞれ別の

情報を含めたり、各チャンネルに別々のサウンドを割り当てて、それらを同時に介して再生した

りできます。たとえば、チャンネル1にはピアノ、チャンネル2にはベース、チャンネル3には
ストリングスという具合にです。これは、データを受信する機器が複数のチャンネル上のデータ

受信に対応していて、異なるサウンドを同時に再生できるということが前提になっています（「マ

ルチティンバー」を参照）。

MIDIマルチモード  MIDIサウンドモジュールにおけるマルチティンバー操作モード。複数のサ
ウンドがそれぞれ異なる MIDIチャンネル上で（多声的に）制御されます。マルチモード・サウ
ンド・モジュールは、複数のポリフォニック・サウンド・モジュールのように機能します。 General
MIDI は、16 パートのマルチモードに対応しています（16 の異なるパートを個別に制御できま
す）。現在出回っているほとんどのサウンドジェネレータはマルチモードをサポートしています。

「LogicPro」では、マルチモード・サウンド・モジュールは、マルチインストゥルメントオブ
ジェクトで処理されます。通常、MIDI モードとマルチモード・サウンド・モジュールは、マル
チティンバーと呼ばれています（「マルチティンバー」を参照）。
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MIDIメッセージ  MIDI を介して送信されるメッセージ。1 つのステータスバイトと 0、 1、2、
またはそれ以上のデータバイト（システムエクスクルーシブコマンド）で構成されています。「イ

ベント」を参照。 

MIDIリージョン  MIDIイベント用のデータコンテナ。「アレンジ」では、名前が付いた長方形で
表示されます。

MP3MPEG2AudioLayer3 の略。圧縮されたオーディオファイルフォーマットで、インター
ネット上でのオーディオファイルの配信などでよく利用されます。 

MTC 「MIDIタイムコード」を参照。

OpenTLOpenTrackList の略。MX2424などのTascam ハードディスクレコーダでよく使わ
れているこのフォーマットのファイルは、「 LogicPro」で読み込んだり書き出したりすることが
できます。OpenTLファイルフォーマットは、オーディオデータ（トラック位置情報を含むオー
ディオリージョン）のやり取りしかサポートしていません。「LogicPro」から OpenTL フォー
マットで書き出した場合、MIDIとオートメーションデータは無視されます。

Option修飾キーの1つで、MSWindowsではAltキーと呼ばれています。

QuickTime アップルによるデジタル圧縮ビデオ再生およびエンコーディング用のクロスプ
ラットフォーム標準フォーマット。QuickTime ムービーは、LogicPro ウインドウやグローバ
ル・ビデオ・トラックで、プロジェクトと同期させて再生することができます。再生ヘッドを移

動すると、それに従ってビデオの内容も移動し、ビデオを前後に動かすと、再生ヘッドも一緒に

移動します。

RAMRandomAccessMemory の略。メガバイト（MB）単位で測定されるコンピュータメモ
リの容量で、この量によってコンピュータが同時に処理できるデータ量や一時的に保存できる

データ量が決まります。 

ReCycle ソフトウェアメーカーPropellerhead社のアプリケーションの名前。主にループ（オー
ディオサンプルの繰り返し）の編集および作成ツールとして使われます。「ReCycle」では、独自
のファイルフォーマット（.REX）を採用しています。「 LogicPro」では、このフォーマットの
ファイルを読み込むことができます。

ReWirePropellerhead社ソフトウェアのストリーミングおよび同期化技術。 ReWireアプリケー
ションの出力は、「 LogicPro」のミキサーにルーティング（して処理）できます。「LogicPro」
から、ReWire プログラムのトランスポート機能を操作することもできます。これらの機能に加
え、「 LogicPro」の音源トラックでReWireアプリケーションのソフトウェア音源を扱うことが
できます。

S/P-DIFSony/PhilipsDigitalInterface の略。プロの世界では標準的に使用されているステレ
オ・デジタル・オーディオ信号の送信形式です。AES/EBUと似ていますが、75オームの同軸ま
たは光コネクタとケーブルを使います。使用する機器のタイプにもよりますが、 AES/EBU とS/
P-DIF同軸インターフェイス間で直接やり取りできます。現在、ほとんどのオーディオインター
フェイスにはS/P-DIFコネクタが付いています。
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SDII「SoundDesignerII」のオーディオファイルフォーマット。ファイルの構造はAIFFファイ
ルフォーマットとよく似ています。

SMF「標準MIDIファイル」を参照。

SMPTE SocietyofMotionPictureandTelevisionEngineersの略。時間を時、分、秒、フレー
ム、サブフレーム（SMPTE タイムコード）に分割する同期システムを制定している組織です。
SMPTE タイムコードは、異なる機器を同期させるためにも使用されます。MIDI では、MIDI タ
イムコード（MTC）がSMPTEタイムコードに相当します。「 MTC」を参照。

SMPTEルーラ  標準の小節／拍表示に加え、「LogicPro」のバールーラには、時、分、秒、フ
レームというように、SMPTE フォーマットの時間単位を表示させることができ、プロジェクト
にビデオを読み込んだ場合は、タイムコードを表示させることもできます。 

SPPSongPositionPointerの略。現在の「ソング」（プロジェクト）の位置を示すMIDIクロッ
ク・タイミング・パルスによるサブメッセージです。小節に対しては（機器によっては拍に対し

ても）正確ですが、MIDI タイムコード（ MTC）ほどの精度はありません。「 LogicPro」を同期
させる際にどちらかを選択できる場合は、MTCを選んでください（「MIDIクロック」と「MTC」
を参照）。

SysEx SystemExclusive（システムエクスクルーシブ）データの略。SysExデータは、 MIDIコ
マンドの階層の中で最上位に位置しています。SysEx メッセージには、製造元を表す ID 番号
（SysEx製造元ID番号）がタグ付けされています。SysExコマンドの内容は、製造元によって異
なります。SysExデータは、独自のサウンドプログラム（またはサウンドバンク）やシステム設
定を送信したり、独自のサウンド生成パラメータまたは信号処理パラメータにアクセスするもの

としてよく使われます。 

Unicode基本的に、コンピュータは数字だけを扱います。文字やその他の記号は、それぞれに
番号を割り当てて格納します。Unicodeでは、プラットフォームやプログラム、または言語に関
係なく、すべての文字に固有の番号が割り当てられています。 

VUメーター  VolumeUnit の略。アナログ信号レベルのモニタに使用するアナログメーター
です。

WAV、WAVE Windows 互換コンピュータで最も一般的なオーディオファイルフォーマット。
「LogicPro」では、録音またはバウンスした WAVファイルはBroadcastWaveフォーマットに
なります。このフォーマットでは、位置情報を格納する高解像度なタイムスタンプ情報がファイ

ル内に記録されます。この情報があれば、ファイルを別のオーディオやビデオアプリケーション

と簡単に合わせることができます。

XGYamahaによる拡張GM規格。Rolandの GSとも互換性があります。

アイコン  小さなグラフィックシンボル。「LogicPro」では、各トラックにアイコンを割り当て
ることができます。

アタック  音のイベントの開始フェーズ。エンベロープの一部でもあります（「エンベロープ」を
参照）。
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アッチェランド  「テンポをしだいに速くする」という意味（「テンポ」を参照）。

アッテネート  オーディオ信号のレベルを下げる操作（「ブースト」と「カット」を参照）。

アナログ信号  連続的に変化する電圧レベルで構成されたオーディオ情報を表すデータ。アナロ
グ信号を「LogicPro」で使用するには、信号をデジタルに変換するかキャプチャする必要があ
ります。「デジタル」も参照。

アフタータッチ  鍵盤が押された後の圧力によって生成されるMIDIデータ・タイプ。 2種類のア
フタータッチがあります。チャンネルアフタータッチは、完全長のキーボードセンサーによって

値が測定されます。これは、演奏されるすべてのノートに影響します。ポリフォニックアフター

タッチ（こちらの方はまれです）は、鍵盤ごとに測定された値が送信されます。アフタータッチ

は、キープレッシャーまたは音圧感度と呼ばれることもあります。

「アレンジ」ウインドウ  アプリケーションのメイン作業場となるウインドウ。アレンジ領域（上
記参照）も表示されていて、その他のあらゆる作業領域やエディタと統合させることもできます。

アレンジ領域  「 LogicPro」のメイン作業スペース。プロジェクトのオーディオやMIDIリージョ
ンの録音、編集、移動、アレンジなどはこの領域で行います。オートメーション録音や再生など

にも使用します。

アンカーポイント  オーディオリージョンのベースとなる、オーディオファイルの開始位置。「サ
ンプルエディタ」も参照。

アンプ  信号のレベルを増幅する機器。

イコライゼーション  「 EQ」を参照。

イベント  ノートオンコマンドなどの個々のMIDI コマンド。コントローラの動きが連続してい
る（モジュレーションホイールなどの）場合、個々のイベントが連続して生成され、それぞれが

絶対値を持っています。

イベント定義  HyperEditorのレーン内に表示されるイベントタイプを定義するパラメータ（「ハ
イパーセット」も参照）。

イベントリスト  プロジェクト内のすべてのイベントやリージョンを表示するリスト。イベント
リストでは、数値を基にイベントやリージョンを精密に操作できます。異なるタイプのイベント

を追加することもできます。

インサートスロット  「 LogicPro」のチャンネルストリップ上にあるパネル。ここにエフェクト
プラグインをパッチイン（挿入）できます。

インスペクタ  「アレンジ」および各エディタ画面の左端にある領域。選択したトラックのパラ
メータボックスとチャンネルストリップ（「アレンジ」の場合）が表示されています。「パラメー

タボックス」も参照してください。インスペクタ領域には、操作対象ウインドウに関連するパラ

メータが表示されます。
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インターフェイス  1）「LogicPro」が外部とやり取りするためのMIDIデバイスまたはオーディ
オ機器などのハードウェアコンポーネント。コンピュータでサウンドやMIDIを入出力するには、
オーディオインターフェイスおよびMIDIインターフェイスが必要となります。「オーディオイン
ターフェイス」も参照してください。2）ユーザが操作する「LogicPro」内のグラフィカルな要
素。たとえば、リージョンのようなグラフィカルインターフェイスをインタラクティブに操作し

てプロジェクトを作成していく「アレンジ」は、「LogicPro」全体のインターフェイスに含まれ
るものとなります。

インターリーブオーディオファイル  通常、「LogicPro」はマルチ・チャンネル（ステレオまた
はサラウンド）オーディオファイルを、インターリーブとして扱います（ DAEハードウェアを使
用している場合を除く）。インターリーブファイルを編集すると、両方（サラウンドの場合は全

部）のチャンネルが均等に影響を受けることになります。「スプリット・チャンネル・オーディ

オファイル」も参照。

ウインドウのタイプ  フロートウインドウや標準ウインドウなど、ウインドウの状態を示すもの。
フロートウインドウは常に手前に表示され、通常のウインドウの後ろに隠れてしまうことはあり

ません。「フロートウインドウ」も参照。

ウェット／ドライミックス  エフェクトが追加された信号（ウェット）と、元の未処理の信号（ド
ライ）との比率を示します。

エイリアシング  サンプルデータにサンプルレートの1/2 以上の周波数が含まれていると発生す
るデジタルノイズ。

エイリアス  アレンジ領域内の MIDI リージョンを参照するポインタ。エイリアスには、データ
は含まれていません。エイリアスは、オリジナルのMIDI リージョンのデータを参照するポイン
タにすぎません。Shift＋Optionキーを押しながら MIDIリージョンを新しい場所にドラッグす
ると、新しいエイリアスを作成できます。エイリアスそのものを直接編集することはできません。

元のリージョンに対する変更内容は、エイリアスにも反映されます。

エクスパンダ  オーディオ信号のダイナミックレンジを広げるエフェクト処理。コンプレッショ
ンエフェクトと逆の処理を行います（「コンプレッサ」を参照）。

エディタ  MIDIやオーディオデータを編集するウインドウ。「LogicPro」には、MIDI イベント
データ用のHyperEditor、ピアノロールエディタ、イベントリストエディタ、スコアエディタ
と、オーディオデータ用のサンプルエディタがあります。イベントリストは、リージョンの編集

や移動などの作業で使用することもできます。

エディタ表示  ほとんどの「LogicPro」プラグイン（およびAudioUnits）には、エフェクトや
音源のパラメータをグラフィック表示するモードが用意されています。デフォルトではこのエ

ディタ表示になっていますが、コントロール表示になっている場合は、各プラグインウインドウ

上部にある「表示」メニューから「エディタ」を選択すると、エディタ表示に切り替わります。
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エフェクト  オーディオ信号のサウンドをさまざまな方法で変化させるソフトウェア・アルゴリ
ズムの一種。「 LogicPro」には、EQ、ダイナミック、タイムベース、モジュレーション、ディ
ストーションなどのエフェクトが、「LogicPro」ネイティブフォーマットとAudioUnitsプラグ
インフォーマットで用意されています。

エンバイロメント  「LogicPro」の「エンバイロメント」は、コンピュータの外部にあるハード
ウェア機器と、コンピュータ内部にあるバーチャル機器との関係を視覚的に示しています。基本

的な入出力処理だけでなく、MIDIデータのリアルタイム処理も可能です。また、仮想リズムジェ
ネレータや仮想ステップシーケンサーなどの処理マシンや複雑なシンセサイザーエディタを作

成することもできます。

「エンバイロメント」のミキサー  「『ミキサー』レイヤー」を参照。

「エンバイロメント」～のレイヤー  「エンバイロメント」内のページで、オブジェクトを整理す
るのに使用します。同タイプのオブジェクト（MIDI オブジェクトなど）は通常、使いやすくす
るために同じレイヤーに置かれています。

鉛筆ツール  「アレンジ」で空白のMIDI リージョンを作成するためのツール。 Shift キーと組み
合わせれば、「アレンジ」でオーディオリージョンを追加することもできます。サンプルエディ

タでは、鉛筆ツールを使って信号内にトランジェント信号スパイク（ポップとクリック）を描く

こともできます。

エンベロープ  エンベロープは、サウンドが時間経過の中でどのように変化するかを視覚的に示
すものです。エンベロープを制御用に使用する場合は、基本的にサウンドがどのように始まり、

継続し、終了するかを定義するものとなります。通常、シンセサイザーのエンベロープは、ア

タック、ディケイ、サスティン、リリースの各フェーズで構成されています。

オーディオインターフェイス  コンピュータでサウンドの入出力を行うための機器。オーディオ
インターフェイスは、コンピュータから送られてくるデジタル・オーディオ・データを、スピー

カーなどで流せるアナログ信号に変換します。逆方向では、アナログ信号（ボーカルパフォーマ

ンスなど）をコンピュータが扱えるデジタル・オーディオ・データに変換します。

オーディオチャンネルストリップ  「アレンジ」のオーディオトラックの操作対象となる、ミキ
サーのチャンネルストリップ。オーディオトラック上のすべてのデータは、アレンジ・トラッ

ク・リストで割り当てられたオーディオチャンネルストリップに自動的に渡されます。

オーディオトラック  オーディオリージョンの再生、録音、編集に使う「アレンジ」ウインドウ
内のトラック。ミキサーのオーディオチャンネルにつながっています。

オーディオビン  プロジェクトのオーディオファイルやリージョンの管理、変換などで使用する
ウインドウ（または「アレンジ」ウインドウのメディア領域内のタブ）。「メディア領域」も参照。

オーディオファイル  デジタル録音され、ハード・ドライブ上に保存されたサウンドファイル。
「LogicPro」では、オーディオファイルは AIFF、 WAV、SoundDesignerII（SDII）、CAF の各
フォーマットで保存できます。録音およびバウンスされたすべてのWAVファイルは、Broadcast
Waveフォーマットになります。
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オーディオリージョン  「アレンジ」内のオーディオトラック上に配置できるオーディオファイル
の選択領域。MIDIの場合は、MIDIトラックに配置可能なMIDI リージョンに該当します。オー
ディオリージョンは、オーディオファイルの一部を示すエイリアス（またはポインタ）です。そ

の長さは、1サンプルから、元のオーディオファイル全体まで任意に指定できます。「LogicPro」
では、元のオーディオファイルを変更することなくオーディオリージョンを編集することができ

ます。「リージョン」と「MIDIリージョン」も参照。

オートパンチ機能  「オートパンチ」とは、あらかじめ決められた位置に録音モードで自動的に割
り込んだり抜け出したりすることを指します。オートパンチモードは、満足の行かない部分のみ

を再録音する際によく使われます。最大の利点は、「LogicPro」の操作機能ではなく、演奏自体
に集中できるという点にあります。オートパンチは、トランスポートバーのオートパンチボタン

をクリックすると有効になります。

オートパンチボタン  トランスポートにあるボタンで（上／下矢印）、オートパンチ機能を有効に
する際に使用します。

オートメーション  オートメーションとは、すべてのノブ、コントロール、ボタンなどの動きを
記録、編集、再生する機能のことです。オートメーションの対象は、音量フェーダー、パン、EQ、
Auxセンドコントロールなどに加え、それにほとんどのエフェクトプラグインや音源プラグイン
のパラメータなども含まれます。

置き換えモード  「アレンジ」内で指定したオーディオリージョンを入力した信号に置き換えるタ
イプの上書き録音モード。置き換えモードを有効にするには、トランスポートバーで置き換えボ

タンをクリックします。

オブジェクト  「 LogicPro」の「エンバイロメント」でグラフィック表示されている要素。 MIDI
データを作成し、リアルタイムで処理する際に使用できます。また、仮想リズムジェネレータや

ステップシーケンスなどの処理マシンを作成する場合にも使用できます。たとえば、エンバイロ

メントオブジェクトには、インストゥルメント、マルチインストゥルメント、フェーダー、アル

ペジエータなどがあります。「エンバイロメント」ウインドウの「ミキサー」レイヤーには、オー

ディオデータを処理するオブジェクトが含まれています。

オブジェクトパラメータボックス  オブジェクトパラメータボックスには、選択した「エンバイ
ロメント」のオブジェクトの情報が表示されます。

オプション  代替機能。通常はチェックボックス形式になっていますが、メニュー項目の場合も
あります。

オフセット  ソースオーディオファイルの再生位置は、ファイルの開始位置（アンカー）と違う
こともあります。この違いをオフセット、または開始位置オフセットと呼びます。オフセットは、

ビデオ・タイム・コードと関連して使用することもあります。LogicPro プロジェクトと
QuickTime ムービーファイルの開始位置が互いにオフセットされる（ずれる）こともあるわけ
です。さらに、（ハードウェア不良が原因で生じた録音時のエラーの結果）波形の振幅が軸の中

心からずれている場合も、オフセットという用語が使用されます。これは、サンプルエディタに

あるDCオフセット機能で修正できます。「 DCオフセット」を参照。
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音源オブジェクト  「LogicPro」の「エンバイロメント」にあるオブジェクトで、単一チャンネ
ルMIDI機器とやり取りするために用意されています。音源オブジェクトは、MIDI情報を扱う物
理的またはバーチャルな機器を表しています。「マルチインストゥルメントオブジェクト」も参照。

音源チャンネル  「LogicPro」では、ソフトウェアベースの音源もサポートしています。ソフト
ウェア音源プラグインは、音源チャンネルの音源スロットに挿入されます。ソフトウェア音源の

録音は、「アレンジ」内の音源トラックで行われます。これらのトラックの再生は、ミキサー内

（または「アレンジ」ウインドウの左側）にある音源チャンネルを経由します。

音符の属性  スコアエディタの「属性」メニューにある機能。符尾の向き、カラー、異名同音の
位置、ノートイベントの表示（および印刷）用の追加オプションなどを定義します。

階層ボタン  「LogicPro」のウインドウの多くには、上に折れ曲がった矢印アイコンのボタンが
あります。このボタンをクリックすると、ウインドウ階層の中で次の上位階層（つまり1つ上）
に移動します。たとえば、フォルダ内でMIDIリージョンのイベントを表示させているときにこ
のボタンをクリックすると、親フォルダ内での MIDIリージョン表示に切り替わります。もう一
度クリックすると、フォルダそのものを表示する階層になります。

階層メニュー  上位レベルでの項目を選択すると、サブメニューが開く階層構造になったメ
ニューのことです。

開閉用三角形  詳細情報の表示と非表示を切り替えるためにユーザインターフェイスで使われて
いる小さな三角形。

カウントイン  録音（または再生）を開始する前に聞こえるビート。

書き出し  LogicPro プロジェクトなどのファイルを、別のアプリケーションで配布または使用
できるフォーマットに変換する処理。

拡大／縮小  「LogicPro」のウインドウで表示を拡大（ズームイン）または縮小（ズームアウト）
させる操作。ウインドウの左下と右上コーナーにある拡大／縮小ツールと拡大／縮小コントロー

ルは、いずれも拡大縮小タスクを行う際に使用します。「拡大／縮小コントロール」と「拡大／

縮小レベル」も参照。

拡大／縮小コントロール  「アレンジ」などの一部のウインドウの右下にあるコントロール。拡大
／縮小コントロールスライダを使うと、現在表示されているプロジェクトの全体像をナビゲート

できます。スライダの左右にある線をクリックすれば、一定の倍率でズームインまたはズームア

ウトできます。

拡大／縮小ツール  表示中の「LogicPro」ウインドウのどの部分も拡大表示できます。ツール
ボックスから選択してください。または、ほかのツールを使用している場合でも、Controlキー
を押しながらクリックすれば利用できます。

拡大／縮小レベル  ウインドウのコンテンツ（トラックやリージョンなど）を拡大／縮小する比
率。高い倍率に拡大すると、より精度の高い編集を行うことができます。逆に、プロジェクト全

体が見えるまで縮小し、広い範囲で作業を進めることもできます。
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仮想メモリ  RAMメモリの拡張領域としてコンピュータが利用するハードディスクの領域。物理
RAMメモリと比べると、アクセスが著しく遅いという短所があります。

カット  EQやその他のフィルタ使用時にレベルまたは周波数を減少させること。実際にファイル
やリージョンなどのセクションを分割したり除外したりする処理を指す言葉としても使用され

ます（「ブースト」と「アッテネート」を参照）。

カットオフ周波数  オーディオ信号がローパスフィルタまたはハイパスフィルタを通る際に 3
dB減衰される周波数。

カメラツール  カメラツールは、スコアエディタ表示内のセクションを選択して PDFファイルと
して書き出すときに使います。

「環境設定」ウインドウ  「LogicPro」＞「環境設定」と選択すると表示されるウインドウ。
「LogicPro」の作業環境は、すべてこのウインドウで設定できます。

キー  楽曲の中で使用される、特定のピッチを基準とした音階。基準ピッチは、キーのルートと
呼ばれます。音楽（MIDI）キーボードの黒と白の鍵盤を指すこともあります。

キーコマンド  コンピュータキーボードまたは MIDI コントローラ上で特定のキー（またはキー
の組み合わせ）を押して実行できる機能。

「キーコマンド」ウインドウ  「キーコマンド」ウインドウは、キーコマンドをコンピュータのキー
やMIDIメッセージに割り当てる際に使用します。

キーフォーカス  選択によってウインドウがアクティブになった状態を「LogicPro」では「キー
フォーカスされた」と言います。キーコマンドの多くは、ウインドウにキーフォーカスがないと

機能しません。インスペクタの内容も、キーフォーカスのあるウインドウのパラメータの状態を

反映して更新されます。

キャッチボタン  ほとんどのウインドウには、人が走っているアイコンのボタンが左上にありま
す。このボタンをオンにすると、再生中に横方向に自動的にスクロールします。これにより、そ

の時点で再生ヘッドが位置している前後の領域は常に表示されるようになります。

キューイング  早送りや巻き戻し中にモニタ（再生を聞く）すること。

共有  チャンネルストリップ設定、プラグイン設定、キーコマンドなどは、ローカルネットワー
クや.Macなどに保存してアクセス（共有）できます。

クオンタイズ  （「クオンタイズ」メニューで指定した）選択可能なグリッドの中で最も近いもの
にスナップさせてノートの時間位置を修正する処理。選択したイベントまたはリージョンにクオ

ンタイズが適用された場合、「LogicPro」は、すべてのノートイベントを移動して、最も近いグ
リッド位置に完全に揃うようにします。「LogicPro」のクオンタイズ処理は非破壊的な再生操作
なので、音楽を聴いている間に異なるクオンタイズ値を試すこともできます。

クオンタイズツール  「 Q」のアイコンが付いたツール。ピアノロールエディタまたはイベントリ
ストエディタの 「クオンタイズ」メニューで指定したクオンタイズ値を使って、特定の（選択
した）イベントにクオンタイズ処理を適用します。
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「クオンタイズ」ボタン  「Q」のアイコンが付いたボタン。選択したイベントに対して（「クオン
タイズ」メニューで指定した）クオンタイズ操作を実行します。「クオンタイズツール」と「ク

オンタイズ」も参照。

「クオンタイズ」メニュー  「LogicPro」のすべてのウインドウにあるメニューです。現在のクオ
ンタイズグリッドを設定します。「クオンタイズボタン」を参照。

グラブ（オブジェクトを）  オブジェクト上にマウスカーソルを位置させ、ボタンを押してそのま
まマウスボタンを押し込んだままにしておく（ホールド）状態。

クリック  メトロノームまたはそのサウンドのこと。

グリッド  「LogicPro」のグリッドは、縦線で表示され、各エディタで小節、拍、サブ拍などの
位置を表すものとして使用されています。

クリッピング（デジタル録音）  チャンネルストリップを介して送られてきた信号が大きすぎて、
正確に再生できるレベルを超えてしまった場合、結果としてクリッピングと呼ばれる歪みが生じ

ます。「LogicPro」のオーディオチャンネルストリップにはクリップディテクタが備わっており、 
0dB以上の信号レベルのピークを示します。

クリップボード  クリップボードは見えないメモリ領域で、「編集」メニューの「カット」や「コ
ピー」でカットまたはコピーしたデータは、一時的にこの中に入ります。クリップボード内に

入ったデータは、別の場所にペーストできます。「 LogicPro」のクリップボードは、プロジェク
ト内、またはプロジェクト間でデータをやり取りする際に使用されます。

クローンオーディオリージョン  クローンオーディオリージョンは、元のリージョンへのポイン
タです。クローンのリージョンで開始位置または終了位置を調整すると、ほかのクローンリー

ジョンでも同様に調整が行われます。

クロック  1/96 ノートごとに送信される、同期用の電子インパルス音。MIDIが出現する前の古
いドラムマシンで使用されていました（現在では、MIDI クロックがクロック信号として使われ
ます。24ppqn（パルス／四分音符）または1ノートあたり96パルスで動作します）。

グローバルトラック  グローバルトラックは、すべてのリニア編集ウインドウの上部に表示され
ます。編集マーカー、テンポイベント、キーチェンジ、ビートマッピングなどの操作を表示およ

び設定できます。

ケーブル  「LogicPro」では、エンバイロメントオブジェクト間のMIDI 接続を表す仮想ケーブ
ルを指す場合に使用する用語です。

消しゴム  項目を削除するためのツール。選択した項目をクリックすると、削除されます。その
時点で選択されていたほかのすべての項目も削除されます。

結合  2つ以上のMIDIイベントやリージョンをミックス、つまり結合して1つのイベントやリー
ジョンにすること。
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検索フィールド  「LogicPro」のウインドウの多くには、角が丸味を帯びていて左側に虫眼鏡が
ついたフィールドがあります。このフィールドでは、テキストを検索することができます。たと

えば、「キーコマンド」ウインドウやループブラウザなどには検索フィールドがあります。

「コード」トラック  グローバルトラックの1つ。MIDIリージョンから抽出できる（またはマウ
スで作成できる）コード記号が表示されます。これらのコード記号は、スコア上に挿入すること

もできます。コードの根音によって、あらゆるAppleLoopsのトランスポーズ（ピッチシフト）
が決まります。ルート音は、MIDIリージョンの再生にも影響します。

コーラスエフェクト  2 つのまったく同じサウンドをディレイさせた状態で重ね、いずれか、ま
たは両方のディレイ時間を変調させることで得られるエフェクト。このエフェクトを通るオー

ディオ信号は、より厚みを増し、複数のボイスが鳴っているような感覚が得られます。

高音部  サウンド内の高周波数サウンドまたは成分。「周波数」を参照。

コムフィルタ効果  フィードバックの短いディレイによって信号内の特定の倍音を強調する効果
のことを通常、コムフィルタと呼びます。この名前は、周波数の波形が櫛（コム）の歯の形と似

ているところに由来しています。

コンテンツ・リンク・モード  多くのLogicProウインドウの左上には、チェーンリンクの絵の
ボタンがあります。このボタンには3 つのモードがあります。コンテンツ・リンク・モードは、
たとえば複数のMIDI リージョンが1つのトラック上で並んでいて、各MIDIリージョンの内容
をピアノロールエディタで見ているときなどに便利です。もともとピアノロールエディタには、

選択したMIDIリージョンの内容しか表示されません。プロジェクトの再生時にピアノロールエ
ディタで複数のMIDIリージョンの内容（選択しているかどうかに関係なく）をつなげて表示す
る場合は、コンテンツキャッチモードを有効にする必要があります。

コントローラ  MIDIデータ・タイプの 1つ。スライダ、ペダル、または音量やパンなどの標準パ
ラメータなどがあります。コマンドのタイプは最初のデータバイトにエンコードされており、送

信または受信される値は 2番目のデータバイトにエンコードされています。

コントロールサーフェス  MIDI（またはUSB、FireWire、ネットワーク接続）経由で「LogicPro」
と通信するハードウェアデバイス。オートメーションデータの書き込みや、ミキシングレベルと

パンニング、エフェクトと音源、トランスポートとナビゲーション機能などの「LogicPro」パ
ラメータの制御に使用できます。

コントロール表示  どの「LogicPro」プラグイン（およびAudioUnits）にも、グラフィカルな
エディタ画面を使わずにエフェクトや音源のパラメータを表示するモードが用意されています。
コントロール表示に切り替えるには、各プラグインウインドウ上部にあるプラグインヘッダの

「表示」メニューから「コントロール」を選択します。コントロール表示モードでは、エディタ

表示では表示されないパラメータにもアクセスでき、画面領域も小さくなります。

コンピング  複数の録音テイクを1つの完全なテイクにコンパイルする処理（「テイク」を参照）。

コンプレッサ  オーディオ信号のダイナミックレンジを抑えるエフェクト（「エクスパンダ」を参
照）。
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サイクル機能  ロケータで区切られた領域を繰り返す「LogicPro」の機能。サイクルモードをオ
ンにするには、トランスポートバーのサイクルボタンをクリックします。サイクル機能は、プロ

ジェクトの一部を作り込むときやイベントを編集するときなどに便利です。サイクル領域は、

バールーラの上部では緑のストライプで表示されます。

再生  オーディオやMIDI リージョン、オーディオファイル、または「アレンジ」全体の演奏を
聴くこと。

再生ヘッド  「LogicPro」のすべての横長のタイムベースウインドウ（「アレンジ」など）で、現
在の再生位置を示す白い縦線です。再生ヘッドは直接マウスでつかんで移動することもできます

（「スクラブ再生」を参照）。

最大振幅  オーディオ信号の中で最も音量の大きいポイント。

サイドチェーン  サイドチェーンは、代替入力信号として使います。通常は、エフェクトにルー
ティングして、エフェクトのパラメータを制御します。たとえば、ドラムループを含むサイド

チェーントラックを、サスティンを利かせたパッドトラックに挿入されているゲートの制御信号

として使い、パッドサウンドのリズミカルなゲートエフェクトを作ることができます。

サスティンペダル  MIDIキーボードに接続して使うモメンタリフットスイッチ。MIDIコントロー
ラ番号64を送信します。「 LogicPro」で記録、再生できます。

サチュレーション  テープのわずかな歪み、または真空管アンプの特性と関連して使われる用語。
基本的には、非常に高いゲインレベルによって入力信号がわずかに歪んだ結果、暖かい丸みのあ

るサウンドになります。

サブフレーム  SMPTE フレームのサブディビジョン。 SMPTEフレームの個々のビットに対応し
ます。1フレームは80ビットです。

サラウンド  複数のスピーカーを使って再生するシステム。最も一般的なサラウンドフォーマッ
トは5.1 チャンネルです。前左、前中央、前右、左サラウンド、右サラウンド、それにLFEまた
はサブウーファーの各チャンネルで構成され、ホームシアターシステムや映画館などで一般的に

使われています。「LogicPro」では、一般的なサラウンドフォーマットをすべてサポートしてお
り、サラウンド録音、プラグイン、ミキシングなどを行うこともできます。

サラウンドパンポット  チャンネルストリップで出力スロットを「サラウンド」に設定すると、
標準のパン／バランスコントロールとは違う形状のコントロールになります。選択したサラウン

ドフォーマットで利用可能なスピーカー間のチャンネル信号の相対位置を制御できます。

サンプラー  サンプリングに使用する機器。「LogicPro」では通常、ソフトウェアベースのEXS24
mkIIサンプラーを指します。

サンプリング  アナログオーディオをデジタル情報に変換する処理。このとき使用するサンプル
レートによって、1 秒あたりに取り込まれるサンプルの数が決まります（「サンプルレート」を
参照）。サンプルレートが高ければ、その分だけオーディオの品質も高くなります。

サンプル  ある短時間のサウンドをデジタル録音したもの。
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サンプルエディタ  「LogicPro」のサンプルエディタでは、オーディオファイルを破壊的にカッ
ト、反転、短縮、ゲイン変更するなど、さまざまな方法で処理できます。何千あるいは何百万と

いうサンプルで構成されているオーディオファイルをサンプル単位で編集できます。サンプルエ

ディタでは、DigitalFactoryと呼ばれる一連のサンプル処理ツールにアクセスすることもできま
す。

サンプルレート  アナログのオーディオ信号をデジタル信号に変換する際、このサンプルレート
は、1 秒間に何回オーディオがサンプルされたかを表します。「LogicPro」では、44.1kHz（1
秒間に44,100回）～192kHz（1秒間に192,000回）のサンプルレートでオーディオを録音、編
集できます。

サンプルレートコンバータ  サンプルレートを変換する機器またはアルゴリズム。

シーケンサー  最近では、シーケンサーと言えば、デジタルオーディオとMIDI データの両方を
録音でき、ソフトウェア・ミキシング・コンソール内でそれらのサウンドを融合できるコンピュー

タ用のアプリケーションのことを指します。以前のシーケンサーは、一連の制御電圧とゲート、

またはMIDIのみを介してシンセサイザーを制御するものでした。オーディオを録音したり制御
することはできませんでした。

シーンマーカー  「LogicPro」には、QuickTimeムービーファイル内の（突然の）トランジショ
ンの情報を自動的に検知してマーカーを作成する機能が備わっており、映像に合わせた音作りの

作業を簡単に進めることができます。通常、ビデオ内での大きなトランジションはシーンが変わ

ることを意味しています。

修飾キー  アルファベットキーと組み合わせて機能を実行させることができるコンピュータキー
ボード上のキー。Control、Shift、Option、コマンドなどが修飾キーに当たります。

周波数  サウンド信号が 1秒間に振動する回数を、1秒あたりのサイクル数、つまりヘルツ（ Hz）
で測定したもの。

出力チャンネルストリップ  ミキサーにあるチャンネルストリップで、オーディオインターフェ
イスの実際の各出力のレベル、パン／バランスを制御します。

小節  小節は、楽譜内では特定の数の拍で構成されており、楽曲のリズム構造を表すものです。

シングル・トリガ・モード  ES1 などのシンセサイザーに関連する用語。このモードでは、タイ
（レガート）で結ばれている音符が再生されているときに、エンベロープが再トリガされません。

シンクロナイザ  複数の機器を同期を制御する際に中心となるユニット。多くの場合、
「LogicPro」がマスターシンクロナイザとして利用されます。

シンセサイザー  サウンドを生成するための機器（ハードウェアまたはソフトウェア）。「シンセ
サイザー」という名前は、楽器や音声、鳥の鳴き声などを機械や電子機器でエミュレート（シン

セサイズ＝合成）しようとした、かつての試みの名残りです。「LogicPro」では、ES1、 ES2、
EFM1、 ESE、ESP、ESMなどを含め、複数のソフトウェアシンセサイザーを利用できます。
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振幅  信号の量を表す用語。オーディオ信号の場合、振幅はサウンドの音量を表し、デシベル
（dB）単位で測定されます。

自動的にトラックを拡大／縮小  「表示」メニューにある機能で、選択したトラックを自動的に拡
大表示します。

スウィングパラメータ  指定したサブディビジョン内で、音符を1つおきに指定した分だけ遅延
させ、クオンタイズグリッドに厳密に従ったタイミングをずらします。

スキャンコード  コンピュータキーボードの各キーには、ASCII ではなくスキャンコードと呼ば
れるものが割り当てられています。たとえば、テンキー部分にあるプラスキーとマイナスキーは、

キーボード上部にあるキーでも同じASCII記号を入力できますが、割り当てられているスキャン
コードは違います。

スクリーンセット  各種ウインドウのレイアウト、表示関連のパラメータ（各ウインドウの拡大
／縮小率、位置、サイズなど）をまとめたものをスクリーンセットと呼びます。作業に合わせて

複数の異なるスクリーンセットを用意しておけば、コンピュータのディスプレイを取り替えるよ

うに作業環境を切り替えることができます。

スクロールバーとスライダ  ウインドウの端にあるグレイの細長い領域。その領域内の移動可能
なボックスをドラッグすれば、ウインドウ内に表示される範囲を動かすことができます。

スケール  楽曲の旋律と和声の基となる関連音符（またはピッチ）の集まり。一般的なものとし
ては、メジャースケールとマイナースケールがあります。

スコアエディタ  標準的な楽譜を操作できる「LogicPro」のエディタ。スコアエディタでは、
MIDIノートイベントは八分音符、四分音符、二分音符などで表示されます。このエディタでは、
楽譜のレイアウトを調整、編集、印刷できます。

スコアセット  スコアエディタに表示されるさまざまな譜表スタイルや譜表、その他の要素は、
スコアセットとして保存できます。この機能を使えば、たとえば管楽器セクションを全体から切

り離して簡単に切り替えられる（または編集および印刷できる）ようになります。さまざまなレ

イアウトも簡単に試すことができます。

ステータスバイト  MIDIメッセージ内の最初のバイト。メッセージのタイプを定義します。

ステップインプット機能  ステップインプット機能では、「LogicPro」がリアルタイム録音モー
ドでないときに、MIDI リージョンにMIDIノートを 1つずつ挿入できます。演奏するには速す
ぎる音でも入力でき、初見が苦手な場合でも譜面を再現できます。ステップインプットでは、マ

ウスを使って画面上で入力することも、コンピュータやMIDIキーボードを使って入力すること
も、これらを組み合わせて入力することもできます。「INボタン」も参照。
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ステップシーケンサー  「LogicPro」を含むすべてのシーケンサーは一連のイベントをステップ
スルーするものですが、ここで言う「ステップシーケンサー」は、アナログシンセサイザーが全

盛だった時代の機器です。基本的には、2列のノブ（通常8つ）を個別に調整して、接続したシ
ンセサイザーのゲートタイム（ノートの長さ）とピッチを制御します。シーケンサーは、これら

のノブ設定を1回または繰り返しステップスルーします。最近のソフトウェア音源の多く（特に
ドラムシンセサイザー）には、「 LogicPro」の再生と同期できるステップシーケンサー機能が含
まれています。たとえば、Ultrabeat にもステップシーケンサーが組み込まれていますが、アナ
ログ時代のものとは比較にならないほどの柔軟性があります。

ステレオ  2 つの異なるオーディオチャンネルをステレオフォニックサウンドとして再生するこ
と。「モノ」も参照。

「スナップ」メニュー  リニア編集ウインドウのローカルメニューにあるポップアップメニュー。
編集時でのリージョンやイベントの動作を定義します。たとえば、長さやカットは、（「スナップ」

メニューで指定した値に基づく）最も近い位置にスナップされます。

スプリット・チャンネル・オーディオファイル  マルチ・チャンネル・オーディオファイル（ス
テレオまたはサラウンド）の各チャンネルは通常、一緒に処理されます。これらのファイルは、

インターリーブされたファイルと呼ばれます。 1つのチャンネルを編集すると、ほかのチャンネ
ルにも同様に反映されます。「 LogicPro」では、これらのファイルを分離させてスプリット・
チャンネル・オーディオファイルにし、それぞれを独立して編集できるようにすることができま

す。「インターリーブオーディオファイル」を参照。

接着ツール  このツールを使えば、2 つかそれ以上のリージョンやイベントをクリックするだけ
でそれらを結合させることができます。

設定  1）パラメータ値。2）「設定」メニューを介して読み込み、保存、コピー、またはペース
トできるプラグインパラメータ値のセット。プラグイン設定はプリセットとも呼ばれます。「プ

リセット」と「設定」メニューも参照。

設定メニュー  すべてのプラグインウインドウのグレイのヘッダ部分にあるメニュー。エフェク
トやソフトウェア音源のパラメータ設定を保存、読み込み、コピー、ペーストできます。

ゼロクロッシング  オーディオファイル内で波形の振幅が 0軸を交差するポイント。オーディオ
ファイルをゼロクロッシングの場所でカットすると、そのカットポイントではクリック音が聞こ

えなくなります。

セント  半音のチューニングディビジョン。各半音間は100セントあります。「LogicPro」の多
くのソフトウェア音源には、セント単位でサウンドを調律できる詳細なパラメータが含まれてい

ます。

センド  オグジュアリーセンドの略。制御された量の信号を別の機器にルーティングするのに使
用するオーディオ機器からの出力です。センドは、同じエフェクトに対して複数の信号を送信す

る際に使用しますが、これはリバーブなどの高い計算能力を必要とするエフェクトでは役立ち

ます。
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センドスロット  ミキサーのチャンネルストリップ上にあるパネルで、オーディオ信号の一部（ま
たは全部）を Auxチャンネルストリップに（バスを介して）送信できるようにするものです。複
数のセンドをチャンネル上で使用することもできます。

ソフトウェア音源  ハードウェアサンプラーやシンセサイザーモジュール、それに、ドラムセッ
トやギターなどのアコースティック音源などに対して、ソフトウェアでサウンドを生成するもの

です。ソフトウェア音源で生成するサウンドは、コンピュータのCPU によって計算され、オー
ディオインターフェイス出力を介して再生されます。会話の中では、「ソフトシンセ」や「ソフ

トサンプラー」などと呼ばれることもあります。

ソロ  1つまたは複数のトラック、リージョン、またはイベントに一時的に焦点を当て、それだけ
を独立して聞く手段。

ソロツール  ソロツールでリージョンやイベントをクリックしたままホールドすると、それを一
時的に単独で聞くことができます。この間、ほかのすべてのオブジェクトはミュートされます。

ダイアログ  確認やメッセージが表示されるウインドウ。先に進むには、（ボタンをクリックし
て）応答する必要があります。

ダイナミクス  楽曲の流れの中で、音量の変化などの要素の変化を表します。

ダイナミックレンジ  ダイナミックレンジとは、オーディオシステム（またはシステム内の機器）
で再現できる最大の信号ピークと、ノイズフロアの最大スペクトルコンポーネントの増幅値との

間でのレベルの差を表したものです。言い換えれば、システムが再現できる最も大きな信号と最

も小さな信号の差ということになります。デシベル（dB）単位で測定されます。「デシベル」を参照。

タイミング  適切なポイントでノートを再生できるかどうかを大まかに示す言いかた。イベント、
リージョン、機器間での同期を指す場合にも、「タイミング」という言葉を使います。

タイムコード  時間の流れを表す固有の単位をビデオやプロジェクトの位置の各フレームに割り
当てる際の形式（および信号）。たとえば、SMPTE タイム・コード・フォーマットは、時：分：
秒：フレーム：サブフレームの単位で表されます。

タグのバッチ処理  AppleLoopsユーティリティで複数のオーディオファイルのタグを同時に処
理（マーキング）すること。

チェックボックス  小さなボックス。オプションを選択またはその選択を解除する（あるいはオ
ン／オフする）際にこのチェックボックスをクリックします。

チャンネルストリップ  チャンネルストリップは、ミキシングコンソール上のチャンネルスト
リップをバーチャルに表したものです。各チャンネルストリップには、ミュートボタン、「レベ
ル」フェーダー、パン／バランスコントロール、入力スロット、出力スロット、センドスロット、

インサートスロット、「フォーマット」ボタンなど、似たような形状のさまざまなコントロール

が含まれています。「アレンジ」ウインドウの左側とミキサーウインドウに表示されているチャ

ンネルストリップは、アレンジトラックから送られるオーディオや MIDI情報を処理する場合に
使用されます。
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チャンネルストリップ設定  「 LogicPro」では、チャンネルストリップのルーティングを行うこ
とができます。これには、挿入されたエフェクトや音源（およびその設定）の保存や呼び出しな

ども含まれます。これにより、チャンネルやプロジェクト間で複雑なシリアル・エフェクト・

ルーティングを再現するタスクが簡単になります。

「調号／拍子記号」トラック  プロジェクトのすべての調号と拍子記号を表示するグローバルト
ラック。

調号／拍子記号リスト  プロジェクトのすべての調号と拍子記号がリストされている
「LogicPro」のウインドウ。

ツールバー  「アレンジ」ウインドウの上部にあるバーで、メディア、リスト、インスペクタなど
の領域の表示／非表示を切り替える際などに使用します。また、SMPTE 位置のロックやその解
除など、重要な機能を実行するボタンもあります。ツールバーの構成は、ニーズに合わせて自由

にカスタマイズできます。

ツールメニュー  ウインドウのローカルメニューバーにあり、編集、ズーム、クロップなどのツー
ルや、ウインドウ内の項目を処理するコマンドなどがあります。

テイク  テイクとは、簡単に言えば「録音」のことです。「 LogicPro」では、録音モードを維持
したまま連続的に複数のテイクを作成できます。複数のテイクは、1つの完全なテイクにコンパ
イルすることもできます（「コンピング」を参照）。

ディケイ  信号が最大アタックレベルからサスティンレベルまで落ちてくるのにかかる時間を定
義するエンベロープパラメータ。「エンベロープ」を参照。

ディストーション  デジタル信号で正確に再現できる制限を越えたときに生じるエフェクト。粗
く砕いたようなメリハリのある音になります。

ティック  MIDIシーケンサーで扱えるタイミング分解能の最小単位。「LogicPro」では、ノート
の1/3840 です。「LogicPro」では、（適切なレベルに拡大／縮小すれば）1サンプルレベルの精
度で編集や配置を行うことができますが、現在のMIDIプロトコルは、ここまで細かい精度が必
要になるトリガタイミングをサポートしていません。

ディビジョン値  表示や操作で使用されるグリッド用の調整可能な値（ノートで表示される）。ト
ランスポートバーの位置表示では3番目に表示される数字です。ディビジョン値は、拍子記号の
下のトランスポートバーで設定します。

ディレイ  「エンバイロメント」では、一連の繰り返しを作成できるオブジェクトのこと。「アレ
ンジ」では、選択したリージョンを所定のミリ秒遅延または先行させるリージョンパラメータの
ことを指します。ディレイは、入力されるオーディオ信号を遅延させ、信号の循環繰り返しに

よって微妙なコーラスを得るエフェクト処理を指す用語としても使われます。

データバイト  MIDIメッセージの内容を定義するものです。最初のデータバイトはノートまたは
コントローラ番号を、2番目はベロシティまたはコントローラ値を表します。
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デジタル  1と 0 のシーケンスとして格納および転送されるデータ。多くの場合、電子および電
磁信号を表すバイナリデータのことを指します。「 LogicPro」で使用するすべてのファイルはデ
ジタルファイルです。対語となる「アナログ」も参照。

デジタル・フル・スケール  「 DFS」を参照。

「デバイス」タブ  「LogicPro」で、「 LogicPro」＞「環境設定」＞「オーディオ」と選択すると
表示される画面のタブ。オーディオハードウェア機器の選択や設定に使用します。「デバイス」タ

ブのパラメータの変更は、実質的に機器のドライバ設定を変更することになります。「ドライバ」

も参照。

デフォルト  パラメータに最初から設定されている値。

テンプレート  ユーザ定義の設定や環境設定を含むプロジェクト。テンプレートは、（スコア関連
の操作、オーディオのみのプロジェクト、MIDI のみのプロジェクトなど、ユーザのニーズに応
じた）新規プロジェクトの開始ポイントです。すべてのプロジェクトはテンプレートとして使用

できます。また、複数のテンプレートを作成して保存しておくこともできます。

テンポ  楽曲の再生速度で、1 分あたりのビート数（BPM）で測定します。「 LogicPro」では、
「テンポ」トラックでテンポチェンジを作成および編集できます。

テンポチェンジ  特定の小節／拍位置でテンポチェンジを指示するために、「テンポ」トラックに
（ノードの形で）挿入されるイベント。

「テンポ」トラック  テンポチェンジをノードの形で表示するグローバルトラックの 1つ。

同期  複数の録音機器および再生機器のタイミングを合わせること。ほとんどの同期設定では、
マスター機器が1つあり、そこから 1つまたは複数のスレーブ機器が同期クロックを取得する仕
組みになっています。

同期ボタン  トランスポートバーにあるこのボタンは、外部同期モードを有効または無効にし
ます。

トグル  オン／オフなどの2つの状態を切り替えること。ウインドウやパラメータ値などに適用
されます。

ドライバ  ドライバとは、各種ハードウェアおよびソフトウェアをコンピュータアプリケーショ
ンで認識させるためのソフトウェアプログラムです。使用しているオーディオハードウェア用の

適正なドライバがインストールされていないと、コンピュータがそれを認識しないか、したとし

ても正常に動作しない可能性があります。「『デバイス』タブ」を参照。

トラック  特定範囲の時間内で再生できるオーディオやMIDI リージョンを格納し、アレンジ領
域内を横に走る行。各トラックには、データの送信先（チャンネルストリップ）が割り当てられ

ています。「 LogicPro」では、数百のトラックをプロジェクトで使用できます。

ドラッグ＆ドロップ  マウスでオブジェクトをつかみ、移動してからマウスボタンを放す操作。

トラックのアーミング  「録音可能」を参照。
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トラックパラメータボックス  「オブジェクトパラメータボックス」を参照。

トラック保護ボタン  アレンジ・トラック・リストに表示されている南京錠アイコンのボタン。
トラックを編集できないように保護したり、その保護を解除したりします。「保護されたトラッ

ク」も参照。

ドラッグメニュー  リニア編集ウインドウのローカルメニューにあるポップアップメニュー。重
なる位置までドラッグした際のリージョンやイベントの動作を定義します。

トラックリスト  アレンジ領域の左側にあります。各トラックに割り当てられているチャンネル
ストリップや、ソロ、ミュートなどのボタンが表示されています。

トランジェント  ごく短時間でオーディオの音量が急激に大きくなる場所（つまり信号のスパイ
ク）。ドラムの録音ではこのような場所が当然のように発生するので、トランジェントはオーディ

オ信号内の拍子を示すものとして使用することもできます。

「トランスフォーム」ウインドウ  特定のMIDIイベントの選択および処理で使用する条件や操作
のセットを定義できる「 LogicPro」内のエディタ。

トランスフォームセット  （「トランスフォーム」ウインドウ内で実行した）一連のトランスフォー
ム操作は、トランスフォームセットにまとめて保存できます。保存したトランスフォームセット

は、「トランスフォーム」ウインドウの左上にある「プリセット」メニューから簡単に呼び出す

ことができます。ほかのプロジェクトで保存したトランスフォームセットを読み込むこともでき

ます。次の項目を参照。

トランスポーズ  オーディオリージョンやMIDIリージョン（またはMIDIイベント）のピッチを
指定した半音の数だけずらす処理。

「トランスポーズ」トラック  トランスポーズイベントを表示するグローバルトラックのコン
ポーネント。

トランスポートバー  「アレンジ」ウインドウの下にあるフィールドで、録音や再生などの機能を
制御するのに使用します。トランスポートバーには、録音、一時停止、再生、停止、巻き戻し、

早送りボタンなど、さまざまな機能があります。トランスポートバーのウインドウを個別に開く

には、「ウインドウ」＞「トランスポート」（またはコマンド＋7キー）と選択します。

取り消し機能  1つ前の編集操作を取り消す機能。「取り消し履歴」を使うと、複数の操作をさか
のぼって取り消すこともできます。

入力チャンネルストリップ  「エンバイロメント」の「ミキサー」レイヤー内にあるチャンネルス
トリップ。旧バージョンの「LogicPro」で作成したプロジェクトとの下位互換を維持するため
に用意されています。入力チャンネルストリップは、オーディオインターフェイスの物理的な入

力を表しており、その入力を「LogicPro」につなげるものとなります。「LogicPro8」では通
常、このチャンネルストリップにアクセスする必要はありません。
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入力モニタリング  この機能では、オーディオトラックが再生、録音可能、または録音状態になっ
ているときに送られてくるオーディオを聴くことができます。「アレンジ」のオーディオトラッ

クでこの入力モニタリングボタンをクリックすると、入力モニタリングのオン／オフが切り替わ

ります。

ネイティブ  「LogicPro」では、エフェクトやソフトウェア音源のホストベース処理をネイティ
ブと呼んでいます。コンピュータのCPU は、エフェクトや音源をネイティブに計算します。ネ
イティブは、AudioUnit フォーマットとは異なる、「LogicPro」の内部プラグインフォーマッ
トのことを指す用語としても使用されます。「LogicPro」のネイティブプラグインは、
「LogicPro」でしか動作しません。

ノード  ハイパードローとオートメーショントラックで、データ操作の開始または終了を示す位
置。（オートメーション）ポイントと呼ばれることもあります。

ノード  外部処理ノードとして使用する追加の Macintoshコンピュータのこと。処理を分散させ
ることで、「 LogicPro」が稼動するメインコンピュータのCPUリソースを増やします。

ノート番号  MIDIノートのピッチ。MIDIノートイベントの最初のデータバイトで制御されます。

ノーマライズ  この機能は、現在のパラメータボックス設定を選択したMIDI イベントに適用し
（イベントは破壊編集されます）、既存のパラメータ設定を消去します。オーディオの場合、「ノー

マライズ」は、録音したオーディオファイルの音量を、ダイナミクスを変えることなく最大デジ

タルレベルまで上げる機能を指します。

バールーラ  「アレンジ」、「ピアノロール」、「HyperEditor」、「スコア」の各ウインドウの上部に
あるルーラ。小節、拍、拍以下のディビジョンなどで構成された音楽の時間単位が表示されます。

バールーラは、プロジェクトの位置、サイクルやオートパンチのロケータを設定および表示する

ためのものです。「再生ヘッド」、「サイクル」、「オートパンチ」も参照。

バイノーラルパンニング  バイノーラルヒアリングをエミュレートした処理。

バイノーラルヒアリング  人間がオーディオの位置情報を処理して、信号のソースの方向を認識
する（聞いている位置から見た前後、上下、左右などの）仕組み。

ハイパーセット  HyperEditor内に同時に表示されるすべてのイベント定義は、まとめて「ハイ
パーセット」と呼ばれます。「イベント定義」も参照。

ハイパードロー機能  ハイパードロー機能では、録音、コントローラデータの手動作成と編集な
どをグラフィカルに行うことができます。ハイパードローデータは、線で接続されたポイント

（またはノード）のセットとして表示されます。ハイパードローは、「アレンジ」とMIDIエディ
タで利用できます。

バイパス  プラグインを無効にすること。バイパスされたプラグインは、システムリソースを消
費しません。「 LogicPro」では、プラグインウインドウ内の「バイパス」ボタンをクリックする
か、Option キーを押しながらチャンネルストリップの該当するプラグインスロットクリックす
ると、プラグインをバイパスできます。
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バウンス  MIDIやオーディオにディレイやコンプレッサなどのエフェクトを適用し、1つのオー
ディオファイルにまとめる処理。「LogicPro」では、リアルタイムとオフラインの2種類のバウ
ンスが可能です。オフラインバウンスは高速ですが、ライブオートメーションを適用したり、リ

アルタイムのオーディオ入力を録音したりすることはできません。サラウンドバウンスを実行す

る場合は、複数のファイルへのバウンスが可能です。「サラウンド」を参照。

バウンスボタン  バウンスボタンをクリックすると、どの出力チャンネルからの出力でもオー
ディオファイルにバウンスできます。「バウンス」も参照。

破壊的  破壊的オーディオ処理とは、周辺機器や再生のパラメータを編集する場合と違い、オー
ディオファイルの実際のデータを変更する処理のことを指します。

波形  オーディオ信号を視覚的に表したもの。波形は左から右に進み、水平線を中心にしていま
す。波形の中で音が大きい部分（振幅のピーク）は、高いスパイクまたは曲線で表されます。

バス  バスは、オーディオを処理またはサブミックスするためにAuxチャンネルストリップに送
るときに使います。

バスチャンネルストリップ  バスチャンネルストリップは、主に旧バージョンの「LogicPro」と
の間での下位互換を維持するために用意されているものです。以前のバージョンのバスチャン

ネルストリップ機能は、「 LogicPro8」ではAuxチャンネルストリップで実行されます。

バランスコントロール  ステレオチャンネルのレベルフェーダーのすぐ上にあるロータリーノブ
です。左右の信号の出力時での相対レベルをコントロールします。

パラメータボックス  LogicProウインドウの左側（つまりインスペクタ内）にあるフィールド。
選択したトラック、リージョン、イベント、オブジェクトなどのパラメータを調整する際に使用

します。「インスペクタ」も参照。

パン、パン位置  ステレオファイル内のモノオーディオ信号の配置。左右のレベルを変化させて
設定します（「バランス」を参照）。

半音  標準的な全音階の中で、2 つのピッチ間の最小インターバルです。半音は、半音階または
ハーフトーンとも呼ばれます。

パンコントロール  モノチャンネルストリップにある（レベルフェーダーのすぐ上の）ロータリー
ノブ。ステレオイメージ内の信号の位置を定義します。

パンチイン、パンチアウト  既存の録音の特定部分のみを置き換える録音作業。「LogicPro」で
は、この処理を自動化できます。「オートパンチ」も参照してください。

ハンドツール  各エディタのアレンジ領域またはイベント、またはプラグインをミキサーの挿入
スロット間で移動する際に使用します。ポインタツールが選択されているときに、マウスカーソ

ルをリージョンかイベント上に位置させると、自動的にこのハンドツールになります。

ピアノロールエディタ  MIDI イベントエディタ。ノートイベントを横棒で表示します。「アレン
ジ」内のリージョンと同じように、イベントをカット、コピー、移動、サイズ変更できます。
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ピーク  1）オーディオ信号の最大レベル。2） 0dBを超え、その結果クリッピングされるデジタ
ルオーディオ信号の部分。「 LogicPro」のレベルメーターでは、ピークを探し当て、クリッピン
グを取り除いたり防いだりすることができます。サンプルエディタの「機能」メニューにある

「ピークを検出」コマンドを使うと、振幅値が最も大きいサンプルビットを探し出すことができ

ます。

ピークメーター  オーディオ信号再生時に絶対音量を表示するデジタル・オーディオ・メーター
です。信号内のすべてのピークを正確に見ることができるために、このような名前が付けられて

います。

ビート  音楽的な時間周期を表す単位。「ビートは、足を踏み鳴らして合わせる、曲に含まれる一
定の律動です。」通常は四分音符が1ビートです。

ビート／分  「bpm」を参照。

「ビートマッピング」トラック  オーディオやMIDIリージョンを分析し、そこに含まれるノート
およびトランジェントイベントを元にテンポイベントを作成するグローバルトラックです。これ

により、ほかのプロジェクト内にあるメトロノームクリックを使わずに録音した既存のデータも

簡単に同期させることができます。

ピッチ  音楽的な音に対する知覚上の音の高さ（高音部）または低さ（低音部）。サウンド波形の
周波数に対応します。

ピッチベンドメッセージ  MIDI キーボードのピッチベンドホイールによって送信されるMIDI
メッセージ。

ビット数  デジタル録音またはデジタル機器で使用するビットの数。サンプルレートに関係なく、
各サンプル内のビットの数が（理論的には）オーディオデータのダイナミックレンジを決定し

ます。

ビット分解能  「ビット数」の別名。「ビット数」と「サンプルレート」を参照。

ビットレート  MP3ファイルの場合、ビットレートとは、ファイルがエンコードされたときの転
送ビットレートのことです。普通の会話では、相対的なファイル品質を表す表現として使われ、

より低いレートではオーディオの品質が低くなるという意味になります。

「ビデオ」トラック  ビデオクリップを見ることができるグローバルトラックのコンポーネント。

標準MIDIファイル（SMF）  異なるシーケンサーまたはMIDIファイルプレーヤー間でソングを
やり取りする際の標準フォーマット。標準MIDIファイルは、特定のシーケンサープログラムや、
コンピュータ、または機器に特化したものではありません。どのシーケンサーでも、タイプ0の
MIDIファイルフォーマットに少なくとも対応しています。標準MIDIファイルには、時間位置、
チャンネル割り当て、トラック名、音源名、コントローラデータ、テンポチェンジなど、MIDI
イベントに関する情報が含まれています。
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フィルタエフェクト  フィルタは、信号内の特定の周波数のエネルギーを下げるためのエフェク
トです。各フィルタの名前がそれぞれの機能を表すものとなっています。たとえば、ローパス

フィルタは、カットオフ周波数よりも低い周波数がパスされます（「カットオフ周波数」を参照）。

フィルタのスロープ  フィルタのスロープとは、フィルタのアッテネーション（レベルリダクショ
ン）の傾斜、つまり減衰勾配のことです。たとえば、フィルタのスロープが1オクターブあたり 
12dBよりも6dBの方がソフトなサウンドになります。

「フィルタ」ボタン  イベントリストとミキサーにあるボタンで、これらを使えば、特定タイプの
イベントやチャンネルストリップの表示または非表示を指定することができます。

フィンガーツール  人差し指を伸ばした手のツール（ピアノロールエディタなどで使用されま
す）。このツールでは、イベントの長さを調整したり、プログラムの別の領域で別の操作を実行

したりできます。

ブースト  オーディオのレベルを上げること（「カット」を参照）。

フェードツール  アレンジ領域にあるツールで、クロスフェードを作成する際に使用します。

フォーマットボタン  オーディオチャンネルストリップ（レベルメーターの下）にあるボタンで、
チャンネルストリップの入力形式を指定するのに使用します。このボタンをクリックしてそのま

まホールドすると、フォーマットメニュー表示されます。

フォルダ  フォルダは、「アレンジ」のリージョンのコンテナです。Finderのフォルダが別のフォ
ルダやファイルを入れておけるように、このフォルダにも別のフォルダやリージョンを入れるこ

とができます。フォルダは、プロジェクト内のプロジェクトと考えることもできます。フォルダ

の中は、プロジェクトのアレンジ領域とトラックリストと同じです。

譜表スタイル  譜表スタイルは、楽譜の外観を定義します。音符のサイズ、間隔、段数、フォン
トなどを譜表スタイルごとに定義できます。

ブラウザ  「LogicPro」のウインドウ（アレンジウインドウのメディア領域のタブ）。「LogicPro」
によってサポートされている、あらゆるメディアタイプの参照、選択、および管理に使用します。

「メディア領域」も参照。

プラグイン  メインプログラム（この場合「LogicPro」）の機能を拡張させるソフトウェア・ア
プリケーション。「 LogicPro」のプラグインは通常、ソフトウェア音源やエフェクトです。

プラグインウインドウ  プラグインを挿入した際、または、インサートスロットや音源スロット
をダブルクリックした際に開くウインドウ。プラグインウインドウでは、プラグインのパラメー

タを操作できます。

フランジャー  フランジャーは、コーラスによく似たエフェクトで、少し遅れた信号（コーラス
のものよりも短い）がディレイライン入力にフィードバックされます。フランジャーエフェクト

を使ったサウンドは、厚みが増し、位相は少し外れたものになります。
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フリーズ機能  フリーズ機能では、フリーズしている各トラックが個別にオフラインバウンス処
理されるので、ソフトウェア音源やエフェクトプラグインで使用する CPU パワーをほぼ100%
節約することができます。トラックのプラグインすべて（ソフトウェア音源プラグインの場合は

そのプラグインと関連するすべてのオートメーションデータを含む）が、フリーズファイルにレ

ンダリングされます。

プリセット  プラグインウインドウのヘッダにある設定メニューを介して読み込み、保存、コ
ピー、ペーストできるプラグインパラメータ値のセットです。「設定」と「『設定』メニュー」を参照。

プリフェーダー  アナログミキサーのセンドは、フェーダーの前（プリ）か後（ポスト）に位置
しています。プリフェーダーは、シグナルフローの中で音量フェーダーの前に位置しているので、

フェーダーを動かしてもセンドに送られる信号のレベルは常に一定です。

フレーム  時間の単位。SMPTE標準タイムの1 秒が、ビデオファイルやビデオテープの 1枚の
静止画に相当するフレーム数に分割されたものです。

プレッシャー  「アフタータッチ」を参照。

フロートウインドウ  「ウインドウのタイプ」を参照。

プロジェクト  「 LogicPro」の「ソング」書類。オーディオファイルやリージョンへのポインタ、
および実際のMIDIデータ（MIDIリージョン内）が含まれています。追加設定や環境設定も、プ
ロジェクト書類と一緒に保存されます。

プロジェクト設定  その時点で作業しているプロジェクトのみに適用される一連のプログラム設
定。すべてのLogicProプロジェクトに適用されるグローバルな環境設定とは異なります（「『環
境設定』ウインドウ」を参照）。

プロジェクトフォルダ  「LogicPro」では、プロジェクトに関連するすべてのメディアを含む最
上位フォルダのこと。メディアには、オーディオファイル、サンプラー音源とサンプル、ビデオ

などのデータが含まれます。

ベース  楽器の一種。低周波数のサウンドやサウンド内のコンポーネントを指す場合もあります。
「周波数」を参照。

ページビュー  スコアエディタにある表示モードの 1つで、譜面を印刷したときと同じ状態でレ
イアウトして表示します。

ベジェ曲線  2 つのポイントを含む線で作成されたカーブ。これらのポイントは線を操作するた
めのもので、引っ張ると曲線を描画できます。コンピュータアプリケーションでは、これら2つ
のポイントにあるハンドルを移動することで弧を調整してベジェ曲線を作成します。名前は、こ
れらの曲線の数学的計算式を発見したピエール・ベジェに由来しています。「 LogicPro」では、
オートメーションのカーブを調整するのにこのベジェ曲線を使っています。

ヘッドルーム  ダイナミックレンジの別名。「ダイナミックレンジ」を参照。
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ヘルプタグ  マウスカーソルをインターフェイス要素上に置いたときに表示される小さなテキス
トウインドウ。その要素の名前や値を表示します。リージョンの移動、カットなどの編集操作を

実行すると、リージョンや機能の現在の（および開始）位置をリアルタイムで示す大きめのヘル

プタグが表示されます。

ベロシティ  MIDI ノートを鳴らす際の強さ。ノートイベントの2 番目のデータバイトで制御し
ます。

ベロシティツール  「LogicPro」の各MIDI エディタにあるこのツールでは、1 つまたは複数の
ノートイベントのベロシティを調整できます。

ボイス・セパレーション・ツール  スコアエディタでボイス・セパレーション・ツールを使って
分割線を引くと、多声部分を複数の譜表に分離できます（多声譜表スタイルを使っていることが

前提です）。

ポインタツール  「LogicPro」で、リージョン、イベント、メニュー、インターフェイス項目の
選択や編集などを行うツール。

保護されたトラック  保護されたトラックの内容は移動、変更できません。

ポストフェーダー  アナログミキサーのセンドは、フェーダーの前（プリ）か後（ポスト）に位
置しています。ポストフェーダーは、シグナルフローの中で音量フェーダーの後に位置していて、

フェーダーを動かすとセンドに送られる信号のレベルが変化します。

マーカー  プロジェクト内の特定の時間位置に結び付けられている印（またはブックマーク）で
す。テキストを含めることもできるので、別のバージョンのプロジェクト用のメモとして利用す

ることなども可能です。マーカーは、さまざまな選択やナビゲーション用にも利用できます。

マーカーテキスト  特定のマーカーイベントに付随しているテキスト情報（コメント）です。マー
カーテキストウインドウまたはマーカーリストのマーカーテキスト領域で追加します。

「マーカー」トラック  グローバルトラックの1つ。マーカーイベントを作成、編集、表示します。

マーカーリスト  すべてのマーカーイベントをアルファベット順にリストしているウインドウ
（または、「アレンジ」ウインドウのリスト領域にあるタブ）。各マーカーイベントには、テキス

ト情報（コメント）を追加できる「マーカーテキスト」領域もあります。

マーキーツール  アレンジ領域のツールボックスにある十字形のツール。オーディオやMIDIリー
ジョンの特定範囲を選択して編集する際に使用します。

マスターチャンネルストリップ  独立したアッテネート機能を持つ、ミキサー内のチャンネルス
トリップ。すべての出力チャンネルのゲインを、各チャンネル間の相対的な関係を維持したまま
変更します。
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マルチインストゥルメントオブジェクト  「LogicPro」の「エンバイロメント」にあるオブジェ
クト。MIDIに応答するマルチ・ティンバー・ハードウェアおよびソフトウェア機器を表します。
マルチインストゥルメントオブジェクトは、実質的には16の音源オブジェクトを 1つのパッケー
ジに収めたものになります。これらのサブ音源と呼ばれるものには、それぞれ特定のMIDIチャ
ンネルが割り当てられています。すべてのサブチャンネルは同じMIDIポートを共有します。そ
の他のすべてのパラメータは個別に設定できます。マルチインストゥルメントオブジェクトは、

別のMIDI チャンネルでMIDI データを受信できる（違うサウンドで再生できる）マルチ・チャ
ンネルMIDI機器にアドレスするためのものです。

マルチティンバー  複数のMIDI チャンネルを使って同時に複数の異なるサウンドを再生できる
音源、またはその他の機器。「マルチMIDIモード」を参照。

ミキサー  ミキサーウインドウには、すべての（または指定した）トラック、音源、MIDIチャン
ネルストリップが表示されています。これらのチャンネルでは、トラック出力と処理に関するす

べての面を制御できます。これには、レベル、パン、エフェクトと音源の処理、ルーティングな

ども含まれます。

「ミキサー」レイヤー  プロジェクト内のすべてのチャンネルストリップ（MIDI チャンネルスト
リップを除く）を表示する、「エンバイロメント」のレイヤー。ミキシングに関するすべての作

業はミキサーウインドウで行うことができるので、通常はこのレイヤーにアクセスする必要はあ

りません。

ミキシング  プロジェクトの全体的なサウンドを作り上げていく処理。音量レベルやパンを調整
したり、EQ やその他のエフェクトを追加したり、オートメーションを使ってサウンドを動的に
変化させたりします。

ミックスダウン  トラックをバウンス（「バウンス」を参照）または結合（「結合」を参照）する
処理を指す用語として一般的に使用されています。

ミュート  チャンネルまたはトラックのオーディオ出力をオフにします。トラックリスト、また
はチャンネルストリップの下にあるミュートボタンをクリックすると、トラックやチャンネルを

ミュートさせることができます。

ミュートツール  このツールでクリックすれば、リージョンやイベントの再生を止めることがで
きます。

ムービー  「ビデオ」を参照。

メインメニューバー  画面の上端にあるバーで、プロジェクトを開く、保存する、書き出す、読
み込むなどのグローバルな機能が用意されています。ここからローカルウインドウの機能にアク

セスすることはできません。ただし、「編集」メニューには、操作対象ウインドウに適用できる

コマンドが含まれています。

メタデータ  メタデータは、各種タイプのファイル（AAFなど）のファイルヘッダ部分に格納さ
れる追加説明情報です。外部メディアの参照、検索の利便性などの目的で使用されます。





1000 用語集



メディア領域  「アレンジ」ウインドウのツールバーで「メディア」ボタンがクリックされたとき
に「アレンジ」ウインドウの右側に表示される領域です。「ビン」、「ループ」、「ライブラリ」、お

よび「ブラウザ」の各タブがあり、「LogicPro」によってサポートされているすべてのメディア
タイプにアクセスできます。

メトロノーム  ビートに合わせてサウンドを鳴らす機器。「 LogicPro」のメトロノームは、「プロ
ジェクト設定」の「メトロノーム」で定義できます。

モジュレーションホイール  MIDIコントローラ。ほとんどのMIDIキーボードに備わっています。

モノ  モノフォニックサウンド再生の略。複数のオーディオチャンネルを、左右からの均等な信
号を使って1つのトラックにミックスする処理を指します。「ステレオ」も参照。

読み込み  さまざまなタイプのファイルをLogicPro プロジェクト内に取り込む処理。読み込む
ファイルは、別のアプリケーションで作成したものや、別の機器で取り込んだもの、別の
LogicProプロジェクトからのものなど、さまざまなものが考えられます。

ライブラリ  チャンネルストリップ、エフェクト、音源用のすべての設定を扱うウインドウ（ま
たは「アレンジ」ウインドウのメディア領域内のタブ）。

ラバーバンド選択  選択した項目を囲うようにマウスカーソルをクリックしてホールドしながら
ドラッグし、複数のリージョン、オブジェクトまたはイベントを選択する方法。ラバーバンド選

択では、ドラッグ開始時のマウスカーソルの位置を起点に選択枠が広がります。この選択枠に触

れたり中に収まったりしたものは、すべて選択されます。

リアルタイムエフェクト  再生中にリアルタイムでリージョンに適用できるエフェクト。
「LogicPro」を使用できるMacintoshコンピュータであれば、どの機種でもリアルタイムエフェ
クトを利用できます。

リージョン  リージョンはアレンジトラックにあります。長方形で表示される領域で、オーディ
オやMIDIデータのコンテナとして機能します。リージョンには、オーディオリージョン、MIDI
リージョン、フォルダリージョン（通常はフォルダと呼ばれる）の 3種類があります。「オーディ
オリージョン」、「 MIDIリージョン」、「フォルダ」も参照。

リージョンパラメータボックス  「アレンジ」ウインドウの左上にあるボックスで、個々のリー
ジョンの再生パラメータを非破壊的に設定する際に使用します。設定には、クオンタイズ、トラ

ンスポーズ、ベロシティ、コンプレッション、ディレイなどがあります。これらのパラメータに

より、保存されているデータが変更されることはありません。あくまでも、イベントの再生方法

を変更するだけです。

リスト領域  「アレンジ」ウインドウ内の領域で、イベント、リージョン、マーカー、テンポチェ
ンジ、拍子記号／調号の各タイプのデータをリスト表示する 4つのタブがあります。

リタルダンド  楽曲のテンポを徐々に落としていくこと（「テンポ」を参照）。
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リバーブ  リバーブは、ある物理空間の音です。もう少し専門的に説明すると、空間内での音波
の反射ということになります。たとえば、大聖堂で手を叩くと、石の壁で跳ね返った音波が広い

空間を行き来するため、残響音が長く続きます。一方、掃除道具入れのような小さな小屋の中で

手を叩いても、その残響音はほとんどありません。これは、音波が壁で跳ね返ってから耳に到達

するまでの時間があまりにも短いので、リバーブ効果があったとしても気付かないわけです。

リンクボタン  多くの「LogicPro」ウインドウの左上角にある、チェーンリンクのアイコンがつ
いたボタン。別のウインドウとのリンクを制御するためのものです。

ルーティング  通常は、オーディオが処理ユニット内を通る経路を指します。特定の入力および
出力割り当てを示す用語として使われることもあります。

ループ  リズム的に循環する音楽的要素、または繰り返し可能な要素を含むオーディオファイル。
「LogicPro」では、その他のファイルフォーマットに加え、 AppleLoopsもサポートしています。

「ループ」機能  「 LogicPro」でオーディオリージョンやMIDIリージョンを繰り返し再生するた
めにインスペクタで設定する「ループ」リージョンパラメータ。ループは、プロジェクトが終了

地点に到達するか、アレンジ領域内の同じトラック上で別のリージョンかフォルダ（最初に遭遇

した方）に遭遇するまで繰り返されます。

ループブラウザ  AppleLoopsやReCycleファイルへのアクセスや管理をするウインドウ（また
は「アレンジ」ウインドウのメディア領域にあるタブ）です。

レイテンシ  場合によっては、キーボードを演奏してから実際にサウンドが聞こえるまでに遅延
（ディレイ）があります。この場合、レイテンシが発生しています。レイテンシの原因としては、

使用しているオーディオインターフェイス、オーディオやMIDI ドライバなど、さまざまな要素
があります。ユーザが制御できる要素の1つにI/Oバッファサイズがあり、これは、「デバイス」
環境設定で設定できます。

レガート  音符と音符の間をスムーズにつなぐ演奏方法。

レベルメーター  コンピュータに入出力されるオーディオのレベルをモニタリングするメー
ター。「LogicPro」では、録音、アレンジ、オーディオファイルの編集、ミックスの作成などで
このレベルメーターを使用します。

ローカル・オフ・モード  MIDIキーボードの操作モードの1つで、キーボードは内蔵サウンドを
直接再生しません。これは、キーボードを「LogicPro」用のマスターキーボードとして使うと
きに便利なモードです。

ローカルメニューバー ウインドウ内にあるメニューで、そのウインドウに関連する機能のみで
構成されています。

録音  オーディオやMIDI データの演奏を「LogicPro」に取り込むこと。通常、録音は実際の
データを指す用語として使用されます（「LogicPro」では、録音についての説明をより明確にす
るために、リージョンまたはファイルという言葉を使います）。
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録音可能  オーディオトラックに録音をするには、その前に手動でスタンバイ状態（録音可能）
にしておく必要があります。MIDI とソフトウェア音源トラックは、選択した時点で自動的に録
音可能状態になります。

ロケータ  トランスポートバーの位置インジケータの右側に表示される2つの数字。上の数字は
左ロケータで、下の数字は右ロケータです。左右のロケータは、サイクル時間範囲を定義するも

ので、サイクルまたはスキップ再生やサイクル録音などに役立ちます。ロケータは、特定の機能

用の編集領域を定義する場合にも使用します。

ワードクロック  デジタル・オーディオ・インターフェイスでは欠かせないクリック信号。この
信号を基に、接続している機器間でのサンプリングレートが同期します。標準的なオーディオイ

ンターフェイス（S/P-DIFや ADATオプティカルなど）を介して2つの機器を接続すると、オー
ディオ回路を介してワードクロックが送信されます。 2つ以上のデジタルオーディオ機器の間で
通信する際は、ほとんどの場合、同期用に個別のワードクロックポートを使用する必要があり

ます。

ワード長  「ビット数」を参照。
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「1トラック」ビュー（ミキサー）  574
5.1（ITU775）フォーマット  809
6.1（ES/EX）フォーマット  809
7.1（3/4.1）フォーマット  810
7.1（SDDS—SonyDynamicDigitalSound）フォーマッ
ト  810

A



AAC→「AdvancedAudioCodec（AAC）」を参照
AAFファイル
～の説明  971
～を書き出す  638
～を開く／読み込む  638

AcidLoopをループブラウザに追加する  620
ADAT90,971
AdvancedAudioCodec（AAC）
オーディオファイルに適用する  610,535
ファイル  256
～の説明  971
「Logic」での直接再生  274

ADコンバータ  971
AES/EBU90,971
AIFFファイル  256,971
→「オーディオファイル」も参照
～をバウンスする  606

AKAI971
ALAC →「AppleLosslessAudioCodec」を参照
AMS→「AudioMIDI設定（AMS）ユーティリティ」を
参照
Apogeeハードウェア  15
AppleLoops

SIAL（ソフトウェア音源AppleLoop）  264
センドエフェクト  618

青の音波アイコン  264
グローバルトラック  621
サンプルレート  624
緑の音符アイコン  264
よく使う項目のコレクション  269
ワンショット  616
～の説明  257,263
～をオーディオファイルに変換する  623
～を検索する  270

～を作成する  615
AppleLoopsユーティリティで  618
ReCycleファイルから  619
「Logic」で  616
～を追加する  264
空白のアレンジ領域に  187

～をフェードする  345
～をブラウズする  266
特定のJamPackから  265
特定のスケールで  265
特定の拍子記号で  266

～をプレビューする  268
AppleLoopsユーティリティ  618
AppleLosslessAudioCodec
解説  971
ファイル、～の説明  256

AppleLosslessAudioCodec（ALAC）
オーディオファイルに適用する  535,610

AppleQuickTimeオブジェクト  914
AppleStore18
AppleWebサイト  17
ASCII972
AudioMIDI 設定（AMS）ユーティリティ  95
AudioSuiteプラグイン  518
AudioUnitsマネージャ  252
セーフモード  254
ノード処理を無効にする  103
～を開く  253

AudioUnitプラグイン  252
ノードアプリケーション  103
プリセットを読み込む  252

AUXリターン／センド→「センドエフェクト」を参照
AU→「AudioUnit プラグイン」を参照

B



BinauralPanner555
BinauralPost-Processingプラグイン  558
bpm→「ビート／分」を参照
BroadcastWaveファイル  256
タイムスタンプ  311
～をバウンスする  604
～を録音する  959
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C



CAFファイル
～の説明  256,972
～を作成する  535
～をバウンスする  606
～を録音する  352
最大録音サイズ  359

CapsLockキーボード  389
環境設定  390

CDの作成  611
ChannelEQ217
controlsurface

support15
CoreAudio83,96,972
環境設定  97

CoreMIDI83,973

D



DAE15,96
DAW →「デジタル・オーディオ・ワークステーション」
を参照
DAコンバータ  973
dB→「デシベル」を参照
DCオフセット、～を削除する  500
DigitalFactory

AudioEnergizer510
GrooveMachine509
Silencer512
TimeandPitchMachine505
オーディオからMIDIグルーブテンプレートに  463
オーディオからスコアに  514
クオンタイズエンジン  516

DirectTDM96
DNAグルーブテンプレート→「グルーブテンプレート」
を参照
DolbyProLogicフォーマット  808
DownMixerプラグイン  824
DSP→「デジタル信号処理」を参照
DVD-Audioの作成  611,828

E



ExpressCard89

F



FinalCutPro/XML
サンプルレートを維持する  639
～を書き出す  639
～を読み込む  639

FireWireテクノロジー  88,973

G



GarageBandプロジェクト、～を開く  634
GeneralMIDI→「 GM」を参照
GM 規格、～の説明  973
「GMドラムキット」ハイパーセット  418

GMミキサーオブジェクト  892
GSエフェクト  573

H



Handtool217–219
HermodeTuning947
「HMTを除外」チェックボックス（インスペクタ）  249
HyperEditor417–436
イベント位置を保護する  427
イベント定義→「イベント定義」を参照
イベントを移動する  425
キーコマンドで～  426

イベントをコピーする  426
イベントを削除する  423
イベントを作成する  421
前のイベントの値で～  422

イベントを選択する  423
イベントを編集する
値  425
長さ  423

グリッド  419
削除したイベントを復元する  424
「自動定義」チェックボックス  428
第1 データバイトのチェックボックス  431
縦棒の表示  420
ハイハットモード  435
～の概要  47,417
～を開く
ウインドウとして  392
「アレンジ」ウインドウで  392

「値を固定」チェックボックス  422
「ペン幅」メニュー  420

I
「I/Oバッファサイズ」設定  97
I/Oプラグイン  251
ID3タグ  609
「Insertを表示」メニュー（プラグインウインドウ）  229
INボタン  385
iTunes、～ライブラリにオーディオファイルを追加す
る  604

K



KlopfGeist→「メトロノーム」を参照

L



LCRS808
LFE（LowFrequencyEnhancement）  821
LogicWeb サイト  17
Logicのインターフェイス  28
Logic、～を開く  27
LTC（LongitudinalTimeCode）  841

M



MIDIOUT ボタン  394
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MIDIアクティビティディスプレイ  395
MIDIイベント  281

SysExイベント  451
アフタータッチイベント  450
位置
～を逆方向にする  470
～を編集する  444
～を保護する  412,427,443

イベントタイプ  447–452
インスペクタからプログラム、ボリューム、およびパ
ンを挿入する  246
コントロールチェンジイベント  448
削除したイベントを復元する  405,424
終了位置／開始位置
再生ヘッド位置に設定する  408

チャンネル  176,433
テンポ

2倍の速さにする  468
～を半分の速さにする  469

長さ
複数の～を一定の長さにそろえる  473
～を制限する  474
～を編集する  423,444
～をランダムに変更する  484

ノートイベント→「ノートイベント」を参照
ピッチベンドイベント  449
フィルタリング  383
プログラムチェンジイベント  449
ベロシティ
～を徐々に上げる  467
～を制限する  473
～をランダムに変更する  484

編集する
アレンジ領域で  394
概要  391
クリップボード経由で  395
タイプ  445

編集中に～を聞く  394
ポリプレッシャーイベント  450
メタイベント  451
～の説明  977
～を移動する  425
キーコマンドで  407
キーコマンドで～  426

～をクオンタイズする→「クオンタイズ」を参照
～をコピーする  395,426
範囲  410

～を削除する  446
MIDIリージョン外部の  404
重複した～  404
選択範囲内の未選択項目  405
似た～  424
ロケータ位置を参照して  404

～を作成する  442
HyperEditorで→「HyperEditor」を参照
コントローラのイベント  596

ピアノロールエディタで→「ピアノロールエディ
タ」を参照

～を選択する  423,441
一定の範囲内で～  485
同一の～  404
類似の～  404

～を送信する
音量  396
使用されている音源のMIDI設定  396
パン  396
プログラム  396

～をソロにする  446
～をディレイする  432
～をトランスポーズする
「コード」／「トランスポーズ」トラック  662
「トランスフォーム」ウインドウで  471
～をヒューマナイズする  470
～を複製する  442
～を変換する  465–486
～をミュートする  446

MIDIインターフェイス  83
MIDIオートメーション→「ハイパードロー」を参照
MIDI音源（外部）
インスペクタパラメータを設定する  244
～をLogicエフェクトで処理する  246
～を設定する  237

MIDIキーボード  84
USBコネクタ  94
ローカルオフ機能  94
～の内蔵サウンドソースを停止する  94

MIDIクリックオブジェクト  913
MIDIクロック
タイムコード送信の遅延  838
～送信機能を有効にする  838

「MIDIコントロール」ハイパーセット  418
MIDI信号パス（エンバイロメント）  868
「MIDIスルー」機能  346
音源で無効にする  384

MIDIスルーツール  864
MIDIスルーポート  92
MIDI制御エフェクト
～の説明  212
～を追加する  214

MIDIタイムコード
解釈  831
トランスミッションを有効にする  839
～の説明  974
～を検証する  835
～を自動的に検出する  834

MIDIチャンネル
イベントの～を変更する  176
最大値に設定する  396

MIDIチャンネルストリップ  570
GM／GS ／XG機能  573
～の設定を保存する  573

MIDIデバイス
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マルチティンバーの～  93
～の接続  91

MIDIトラック  180
～を作成する  185

「MIDI に送信」機能  396
MIDIのケーブル接続  91
MIDIマシンコントロール  844
トランスミッションを有効にする  839,844
「Logic」を制御する  839

「MIDI リージョンのダブルクリック時に次のものを開く」
メニュー  393
MIDIリージョン→「リージョン」を参照
MIDI録音→「録音」を参照
「MIDI を保護」チェックボックス（「ビートマッピング」
トラック）  659
MMC録音ボタンオブジェクト  895
MMC→「MIDI マシンコントロール」を参照
MP3 ファイル  256
ビットレート  608
～作成する  535
～の説明  975
～をバウンスする  607

MTC→「MIDIタイムコード」を参照

N



NTSC841

O



OMFファイル
～を書き出す  635
～を読み込む／開く  636

OpenTLファイル
～を書き出す  636
～を読み込む／開く  637

P



PAL841
PCI（PeripheralConnectInterface）  89
POW-rディザリング  613

Q



Quadraphonic808
QuickTime→「ムービー」を参照

R



RAM975
RCA コネクタ  90
ReCycleファイル  257
～をAppleLoopに変換する  277,619
～を読み込む  276
～を「Logic」と「ReCycle」の間で移動する  278
「ReCycleループとしてコピー」機能  278
「ReCycleループをペースト」機能  278

RedBookオーディオCD611

ReWire249
ReWireモードを選択する  251
オーディオストリームにアクセスする  250
音源にアクセスする  250
設定
ライブモード  251
再生モード  251

ReWireオブジェクト  914

S



S/PDIF90
SDDS—SonyDynamicDigitalSoundフォーマット  810
SDII ファイル  539
～作成する  535
～をバウンスする  606
～を読み込む／書き出す  539

SIAL→「AppleLoops」を参照
SMPTE

LTC841
VITC841
位置をロックする
イベント  427,443,842
ノートイベント  412
リージョン  842

イベントリストでの表示  310,445
オフセットを設定する  804,835
タイムコード・カウンタ・パラメータ  841
トランスポートバーでの表示  106
サイズを調整する  120
～をカスタマイズする  122

配置する
オブジェクトをフレームに～  842
小節をフレームに合わせて～  843

フレームレート
～を自動的に検出する  648
～を設定する  648

マーカーリストでの表示  134
～の位置をロックする
マーカーの～  131

～の説明  976
SMPTEタイムルーラ  74
SMPTEを拡大表示／小節を拡大表示設定  120
SoundDesigner ファイル→「SDIIファイル」を参照
supportwebsite18
SurroundBalancer823
SurroundPanner819–823
サラウンド->サラウンド  823
ステレオ->サラウンド  822
セパレーションコントロール  821
モノ->サラウンド  820
レベルコントロール  821

SysEx イベント  451,976
16進数形式で表示する  451
～を作成する  932

SysEx フェーダー  931
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T



TDMハードウェア  15
TOSLINKコネクタ  90
「TouchTracks」ウインドウ  909
TouchTracks オブジェクト  908

U



Unitor同期  840
USBキーボード  94
USB（ユニバーサル・シリアル・バス）  88

V



VITC841
VU メーター、～の説明  976

W



WAVEファイル  256
BroadcastWave ファイル  256

Waveファイル
BroadcastWave ファイル
タイムスタンプ  311
～をバウンスする  604

～をバウンスする  606

X



XGエフェクト  573,976
XLRケーブルとコネクタ  89

あ
アイコン
トラック／音源  196,242
～をテンプレートファイルに割り当てる  154

アクセント（記譜）  684
「値を固定」チェックボックス（HyperEditor）  422
アタック  976
アッチェランド  977
アッテネート  977
アナログ  977
アフタータッチイベント  450,977
アルペジエータオブジェクト  897
アレンジウインドウ
～のリスト領域  37

「アレンジ」ウインドウ
エディタ領域  44
チャンネルストリップ  208
調号／拍子記号リスト→「調号／拍子記号リスト」を
参照
トランスポートバー→「トランスポートバー」を参照
マーカーリスト→「マーカーリスト」を参照
～のイベントリスト→「イベントリスト」を参照
～のインスペクタ→「インスペクタ」を参照
～のオーディオビン→「オーディオビン」を参照
～の概要  28
～の各領域の連携  51
～のチャンネルストリップ  43

～のツールバー→「ツールバー」を参照
～のテンポリスト→「テンポリスト」を参照
～のブラウザ→「ブラウザ」を参照
～のメディア領域  31
～のライブラリ→「ライブラリ」を参照
～のループブラウザ→「ループブラウザ」を参照

「アレンジ」ウインドウのチャンネルストリップ  208
ハンドツール  219

アレンジチャンネルストリップ  43
「アレンジ」ビュー（ミキサー）  575
アレンジメント
カットしたセクションを挿入する  323
ギャップを削除する  321
ギャップを挿入する  321
セクションを削除する  322
セクションをリピートする  323

アレンジ領域
MIDIイベントを編集する  394
グリッドを表示する  293
ショートカットメニュー  305
「スナップ」メニュー  295
「ドラッグ」メニュー  297
リージョンをタイムストレッチする  317,525
リージョンを編集する  295–349
～でオートメーションデータを編集する  589
～の概要  30
～の背景を変更する  294
「スナップ」メニュー
スナップのグリッドを一時的に無効にする  296

アンカー  280
～を編集する  290
～を保護する  291

アンプ  85

い
位相、～を反転する  500
一時停止ボタン  109
位置ディスプレイ  106
「位置の変更によりリージョンを連結」機能  322
移動ボタン  108
イベントチェイス機能  115
「イベントチャンネルによりデミックス」機能  414
イベント定義  427,977
ハイパーセット間でコピーする  429
レーンを再構成する  430
～に名前を付ける  432
～を削除する  430
～を作成する  428
特定のイベントに対して～  428
複数の～  428
リージョンのイベントタイプに対して～  429

～を選択する  427
～をディレイする  432
～を変換する  433
～を編集する  430
イベントステータス  430
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第1データバイト  431
複数の～  433

イベントフロートウインドウ  452
イベントリスト

RelVel イベント  439,448
SMPTE値表示に切り替える  310,445
SysExイベント  451

16進数形式での～  451
アフタータッチイベント  450
イベント位置を保護する  443
イベントタイプをフィルタリングする  439
イベントと共に保存した情報をすべて表示する  439
イベントを削除する  446
イベントを作成する  442
イベントを選択する  441
キーコマンドで  441

イベントをソロにする  446
イベントを複製する  442
イベントをペーストする  442
イベントを編集する  443
位置  444
タイプ  445
長さ  444

イベントをミュートする  446
コントロールチェンジイベント  448
ショートカットメニュー  440
スコアレイアウト情報を表示する  440
相対イベント位置を表示する  445
長さを絶対位置で表示  445
ノートイベント  447
ピッチベンドイベント  449
表示領域の外でイベントを表示する  440
表示レベル  438
プログラムチェンジイベント  449
ポリプレッシャーイベント  450
マップドインストゥルメントのノートの表示  448
メタイベント  451
リージョン
～に名前を付ける  447
～を移動する  310

リリースベロシティを表示する  439,448
～の概要  437
～を表示する
イベント／リージョン  438

～を開く
ウインドウとして  392
ピアノロールエディタから  416
「アレンジ」ウインドウで  393,438

「追加情報」ボタン  439
イベント→「MIDIイベント」を参照
インサートエフェクト  233
インスペクタ
オブジェクトパラメータボックス  875
音源パラメータ  242
トラックパラメータボックス→「トラックパラメータ
ボックス」を参照

リージョンパラメータボックス→「リージョンパラ
メータボックス」を参照
～の概要  42
～の説明  977
～を隠す／表示する  74,182
「ムービー」領域  797
インターフェイス  27,978
インディペンデント音符（記譜）  703

う
ウインドウ

1ページスクロールする  67
アクティブな～  59
ウインドウ要素のサイズを変更する  64
「キャッチ」機能  71
コンテンツキャッチ機能  72
再生ヘッドに合わせて移動する  71
作業領域を選択する  66
バックグラウンドの～  60
フロート  61
～の階層レベル  65
～のサイズを調整する  64
～の種類  59
～の設定  59
～を移動する  63
～を切り替える  60,62
～を最大化する  64
～をしまう  64
～を閉じる  62
～を開く  61
～をリンクする  71

「ウインドウを巡回」コマンド  60
運弓記号（記譜）  684

え
エイリアシング  978
エイリアスアサイナーオブジェクト  929
エイリアスオブジェクト  915
エイリアス（MIDI リージョン）  282,324,978
オリジナルを検索する  326
スコアエディタで編集する  695
～を検索する  326
～を再割り当てする  326
～を削除する  327
～を作成する  325
～を選択する  327
～を実リージョンに変換する  327

エディタ表示（プラグイン）  230,978
エディタ、～の説明  978
エフェクトプラグイン  212
→「プラグイン」も参照
マルチ・チャンネル・エフェクト→「サラウンド」を
参照
～を追加する  213

ChannelEQ217
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～をルーティングする  233
エンバイロメント  857–938

MIDI信号パス  868
インスペクタを隠す  862
オブジェクト
共通のパラメータ  875
出力を設定する  870
トラック割り当てメニューでフィルタリングす
る  876
～のサイズを変更する  866
～を移動する  864
～をグリッドにスナップする  866
～をコピーする  865
～を削除する  864
～を作成する  864
～を選択する  867
～を縦または横に並べる  866

オブジェクトのタイプ  880–938
オブジェクトをトラックに割り当てる  194
オブジェクトをリスト表示する  862
「グローバル」レイヤー  861
ケーブル
カラー付き  862
～を隠す  862

ケーブル接続する  871
オブジェクトをサブ音源入力に～  885
直列に～  874
並列に～  874

試聴チャンネルストリップ  938
「全オブジェクト」レイヤー  861
フレームなしのフローティングウインドウ  863
マクロ  916
マップドインストゥルメント  888
読み込み
オプション  879

レイヤー  859
～に名前を付ける  860
～を削除する  860
～を作成する  860
～を選択する  860

～の概要  858
～の説明  979
～を入れ替える  878
～を交換する  877
～を開く  859
～を読み込む  877
複数レイヤーのエンバイロメント  878

「ミキサー」レイヤー  935
鉛筆ツール  169,496,979
エンベロープ  979

お
オーディオインターフェイス  83
～を構成する  96
～を接続する  91

「オーディオからMIDIグルーブテンプレートに」コマン
ド  463
オーディオケーブルとコネクタ  89
オーディオチャンネルストリップ  566
オーディオトラック
ムービーから～を読み込む  802
～の説明  180
～を作成する  185
～をムービーに書き出す  802

オーディオビン
アンカーの編集  291
オーディオファイル
関連付けられたリージョンを表示する  286
別の場所に移動する  534
～の名前を変更する  533
～をコピーする／変換する  535
～を最適化する  537
～を追加する  273
～を並べ替える  530
～をプロジェクトから削除する  274,287

オーディオファイルのグループ  531
～を削除する  533
～を開く  533

長さ表示を変更する  286
ファイルの情報を表示する  530
リージョン
オーディオファイルとして保存する  537
すべて表示する  286
～のサイズを変更する  289
～をオーディオファイル内で移動する  290
～を管理する  284
～を削除する  287
～を作成する  287
～を試聴する  288
～を並べ替える  286
～をロックする  292

リージョンの使用回数を表示する  286
～の概要  31
～のタブとウインドウ  285
～を開く
ウインドウとして～  286
「アレンジ」ウインドウで～  285

オーディオファイル
AppleLoopから～を作成する  623
DCオフセットを削除する  500
iTunesライブラリに～を追加する  604
圧縮フォーマットの再生  274
位相を反転する  500
オーディオビンでグループ化する  531,533
外部サンプルエディタで開く  518
関連付けられたリージョンを表示する  286
グルーブテンプレートを抽出する  462
サポートされるフォーマット  255
選択されていない範囲を消去する  499
選択範囲をカットする  495
選択範囲をコピーする  495
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選択範囲を削除する  495
選択範囲をペーストする  495
体感音量を上げる  510
タイムスタンプ  311
トラックから作成する  538
ノイズを低減する  512
バックアップ
～を作成する  503
～を元に戻す  503

フェードを適用する  497
複数の～を追加する  272,273
プロジェクトテンポに従う  526
別の場所に移動する  534
保存する
サンプルループの設定をファイルヘッダに～  501

ポップ音とクリック音の削除  496
無音部分を削除する  519
リージョンから作成する  537
～から雑音を取り除く  496
～の情報を表示する  530
～の選択範囲を無音にする  498
～の名前を変更する  533
～をMIDIリージョンに変換する  514
～を管理する  529
～を空白のアレンジ領域に追加する  187
～をクオンタイズする  509,516
～を検索する  259
～を検出する
ピーク  490
プロジェクトで以前に使われていたファイル  539
無音部分  490

～をコピーする／変換する  535
～を最適化する  537
～を削除する（ゴミ箱に移動する）  536
～をサンプルビットで表示する  493
～をタイムストレッチする  505,525
～を追加する  271
～を並べ替える  530
～をノーマライズする  499
～をバウンスする  601
～をピッチシフトする  505
～をプロジェクトから削除する  274,287
～を変更する  497
～を保存する
コピー  503
選択範囲をオーディオファイルとして  504

～をリバースする  499
オーディオファイルをタイムストレッチする  505
オーディオファイルをピッチシフトする  505
オーディオリージョン→「リージョン」を参照
オーディオ録音→「録音」を参照
「オートパンチ」機能→「パンチ録音」を参照
オートパンチボタン  370
オートメーション  581,980

1つのハードウェアMIDIコントローラによる～  595
イベントリストのデータを編集する  594

環境設定  969
既存のオートメーションデータをすべて表示する  585
サンプルアキュレイトモード  581
すべてのオートメーションデータを隠す  584
選択方法  589
相対値／絶対値の変更  592
データ／リージョンの透明度を調整する  584
トラックのオートメーションデータを隠す  583
ノード  582
複数のパラメータを表示する  584
リージョンへデータを移動する  591
～データの値を大きく／小さくする  592
～データを移動する  591
～データをオフセットする  593
～データをグリッド位置にスナップする  593
～データをコピーする  591
～データをコピーするパラメータ間で  591
～ノード
～を削除する  591
～を作成する  589
～を選択する  589

～のオフモード  586
～のデータを作成する／書き込む  588
～のデータを作成／書き込む
外部コントローラで～  594

～のデータを消去する  588,590
～のデータを表示する  582
～のデータを編集する  589,592
～のパラメータを選択する  583
～モードを設定する  585
キーコマンドで～  586

～を変換する  600
「タッチ」モード  587
「ライト」モード  587
「ラッチ」モード  587
「リード」モード  586

「オートメーション・イベント・リスト」キーコマン
ド  594
「オートメーション・クイック・アクセス」機能  595
オートメーション選択ツール  589
オートメーション・カーブ・ツール  592
オートメーション・パラメータ・メニュー  582
オーナメントオブジェクト  916
オーバービュー作成  275
「オーバーラップ無し」設定（スコアエディタ）  734
オール・ノート・オフ・メッセージ  395
「置き換えてペースト」機能  177
置き換え録音  372
オグジュアリー・チャンネル・ストリップ  567
～の入力を選択する  568
～を外部オーディオ処理に使用する  569
～を作成する  567
～をサブグループとして使用する  569
～をセンド／リターンとして使用する  568

「同じレベルでリンク」モード  72
オブジェクトパラメータボックス  875,980



索引 1011



「オリジナルの位置にペースト」機能  177
音源スロット（チャンネルストリップ）  566
音源チャンネルストリップ  566
音源トラック  180
マルチティンバー  186
録音可能ボタンの状態  383
～を作成する  186

「音源のMIDI設定をイベントとして挿入」コマンド  246
音源プラグイン  212
→「プラグイン」も参照
アイコン  242
インスペクタパラメータ  242
トランスポーズしない  243
ベロシティ範囲を定義する  243
マルチ出力  214,567
ライブモード  247,383
～ディレイする  243
～のノートベロシティを上げる／下げる  243
～のピッチ範囲を定義する  243
～をHermodeTuningから除外する  249
～を再生する  247
～をチューニングする  248
～を追加する  214
～をトランスポーズする  242

音部記号（記譜）→「記譜」を参照
音符属性
～を変更する  736

音符の属性  735–741
～をリセットする  741

「音符の属性」ウインドウ  736
音量レベル
チャンネルストリップの～を設定する  546
～の2つの値を切り替える  547

か
「解釈」設定（スコアエディタ）  732
階層ボタン  65,981
外部MIDI音源
インスペクタパラメータを設定する  244
～を設定する  237
～を「Logic」のエフェクトで処理する  246

外部音源プラグイン  246
外部サンプルエディタ  518
外部のオーディオエフェクト  251
改ページ記号（記譜）  690
カウントイン→「録音」を参照
書き出す

AAFファイルを～  638
FinalCutPro/XMLファイルを～  639
OMFファイルを～  635
OpenTLファイルを～  636
オーディオトラックをムービーに～  802
キーコマンドを～  161
トラックをオーディオファイルとして～  640
標準MIDIファイルを～  633
リージョンをオーディオファイルとして～  640

隠す
インスペクタを～  74
グローバルトラックを～  76
すべてのプラグインウインドウを～  223
トラックを～  204

拡大／縮小
オーディオリージョンの波形の～  69
スクロールバーによる～  68

拡大／縮小コントロール  67,981
拡大／縮小する  67–70,981
拡大／縮小設定を保存する  69
画面のセクションを～  69
直前の設定に戻る  70
ナビゲーションスナップショットを保存する  70

拡大／縮小ツール  69,170,773
拡張パラメータ（プラグインウインドウ）  231
楽譜
コード記号
「コード」トラックから～を挿入する  666
挿入する
「コード」トラックからコードを～  666

「重なったオブジェクトを削除」機能  316
歌詞→「記譜」を参照
仮想メモリ  982
カットする（削除する）
イベントを～  177,426
オーディオファイルの選択範囲を～  495
ノートイベントを～  410
リージョンを～  319
ロケータ間のセクションを～  322

可変ビットレート（VBR）のエンコーディング  608,610
カメラツール  774,982
画面のヘルプ  17
カラー
スコアエディタの～  775,793
ピアノロールエディタの～  398,416
リージョンカラーを表示する  399

リージョンに～を付ける  304
～をチャンネルストリップに割り当てる  577

環境設定
MIDI963
同期  964
リセットメッセージ  395,965
～を開く  963,966

オーディオ  957
MP3961
一般  958
サラウンド  812
サンプルエディタ  960
デバイス  96
ノード  101
リセット  962
～を開く  958

オートメーション  969
「“ライト”モード切り替え」メニュー  587
「ランプタイム」パラメータ  587
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「リージョンへオートメーションを移動」メ
ニュー  591
～を開く  969
「オートメーション・クイック・アクセス」セク
ション  595

共有  626
グローバル  953

CapsLockキー  390
キャッチ  957
サイクル  956
プロジェクト処理  953
編集  955
～を開く  953

コントロールサーフェス  970
スコア  795
ビデオ  805
表示  966
アレンジ  967
一般  966
その他  968

～の概要  939
～を初期化する  953
～を保存する  940
MIDI
一般  963

「感度」パラメータ（「ビートマッピング」トラック）  658

き
キーコマンド  57,158
イベントチャンネルを-1176
イベントの位置と長さをSMPTE単位で表示  75
インスペクタを隠す／表示  74
ウインドウ切り替え用～  62
ウインドウを閉じる  62
上にスクロール／下にスクロール／左にスクロール／
右にスクロール  67
オーディオチャンネル表示のオーバーロード情報を消
去  549
オートメーション・イベント・リスト  594
オートメーション・クイック・アクセスを切り替え
る  595
おおよその位置にロケータを設定して再生／おおよそ
の位置にロケータを設定して録音  113
各ツール設定  168
休符  388
クオンタイズに破壊編集を適用  458
グループクラッチを切り替える  565
グルーブテンプレートを作成  461
グローバルトラックを切り替える  76
グローバルトラックを設定  76
現在のスクリーンセットをロック／ロック解除  79
検索履歴  162
固定  159
削除して次のリージョン／イベントを選択  405
上端まで（下端まで／左端まで／右端まで）スクロー
ル  67

垂直方向および水平方向に拡大／縮小して選択部分に
合わせ、ナビゲーションスナップショットを保存  70
水平方向に拡大／縮小して選択部分に合わせ、ナビ
ゲーションスナップショットを保存  70
「ズーム1として保存1」～「ズーム3 として保
存」  69
「ズーム1を呼び出す」～「ズーム3を呼び出す」  69
スクリーンセット1（～9）を呼び出し  78
スクリーンセットの複製  79
スクリーンセット名の変更  80
進む  388
すべてのグローバルトラックを隠す  76
すべてのグローバルトラックを表示  76
すべてのトラックの個別の拡大／縮小をリセット  196
すべてのトラックのハイドモードを解除  205
セカンダリルーラ  75
選択したトラック以外のすべてのリージョンを選択解
除  175
選択したノート／リージョン／フォルダをミュート／
ミュート解除  299
選択したリージョンを選択したトラックに移動  313
選択部分の末尾に移動  110
ソロ・ロック・リージョンを再選択  301
ツールメニューを表示  168
次の2つの音符は付点  388
次の3つの音符は連符  388
次のスクリーンセット  78
次のツールを設定／前のツールを設定  168
次のノートはシャープ  387
次のノートはフラット  387
次のマーカーに移動／前のマーカーに移動  133
「次のリージョン／イベントを切り替える」／「前の
リージョン／イベントを切り替える」  174
「次のリージョン／イベントを選択」／「前のリージョ
ン／イベントを選択」  172
停止して最後の再生位置に移動  109
停止して左ロケータに移動  109
特殊キー  159
トラックオートメーションを表示  582,584
トラックの個別の拡大／縮小を切り替える  196
トラックの個別の拡大／縮小をリセット  196
トラックのミュートを切り替える  198
ナビゲーションスナップショットを保存  70
左ロケータと右ロケータを入れ替える  115
ファイルの保存場所  158
ファイルブラウザを切り替える  257
ファイルブラウザを開く  257
フォルダ内かリージョンに移動  65,340
フォルダ内の全トラックのミュートを切り替える  198
プリセット  161
プロジェクトの同一音源を持つすべてのトラックに対
してトラックミュートを切り替える  198
保存せずにプロジェクトを閉じる  154
マーカートラックを切り替える  124
「マーカー番号 1に移動」～「マーカー番号20に移
動」  133
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前のスクリーンセット  78
戻る  388
リアルタイムコンピングの前のセクションを選択  368
リージョン／イベントによりおおよそのロケータを設
定  113
リージョン／イベントの位置をナッジ  311,407,426
リージョン／フォルダごとにトラックとMIDIスルー
のパラメータを設定  346
ループブラウザを切り替える  263
録音として取り込む  382
ロケータにサイズを合わせ、ナビゲーションスナップ
ショットを保存  70
ロケータを設定して再生  113
～の階層  160
～のグループ  160
～の割り当てを削除する  163
～を印刷する  165
～を書き出す  161
～をクリップボードにコピーする  165
～を検索する  161
～を初期化する  165
～をブラウズする  161
～を保存する  158
～を読み込む  161
～を割り当てる  162
コントロールサーフェスメッセージに  164

再生または停止  109
「シャトル巻き戻し」／「シャトル早送り」キーコマン
ド  110
「スクラブ巻き戻し」／「スクラブ早送り」  299
すべてのプラグインウインドウを隠す／表示  223
「次のトラックを選択」／「前のトラックを選択」  190
「トラックリストにトラックを追加」  188
「トラックを個別に拡大」／「トラックを個別に縮
小」  196

「キーコマンド」ウインドウ
「キーの位置で登録」ボタン  162
「キーのラベルで登録」ボタン  162
「新規割り当てを登録」ボタン  164
～を開く  159

 159
キーボードオブジェクト  895
「起動時のアクション」メニュー  141
記譜
→「スコアエディタ」も参照
MIDIエイリアス  695
アクセント  684
印刷  772
インディペンデント音符  703
～のステータスを変更する  740

運弓記号  684
「オーバーラップ無し」設定  734
オブジェクトの画面上の位置を変更する  696
オブジェクトのサイズを変更する  697
オブジェクトを移動する  692
移動を一方向に制限する  693

キーコマンドを使って  693
表示クオンタイズの影響  693

オブジェクトをコピーする  692,694
オブジェクトを削除する  692
折り返し  770
音源名を表示する  776
音符
キー切り替えの音符を隠す  749
声部の割り当て  739
パーツボックスの～  681
付点の最大数  735
譜表の割り当て  739
～の色  740
～のサイズを変更する  736
～の長さ  699
～のピッチ  699
～のベロシティ  698
～の横位置  737
～の連桁を調整する  738,757
～を個別に変更するl736

音部記号
パーツボックスの～  682
～を選択する  751
～を編集する  705

音符属性→「音符属性」を参照
音符と記号を入力する  672

MIDIチャンネル／ベロシティ  675
ステップ入力で  673
挿入のクオンタイズ  676
パーツボックスを使って  674
複数のリージョンへ  676

音符に添えられた記号を移動する  693
「解釈」設定  732
改ページ記号  690
楽譜記号用フォントを使う  713
歌詞  718
画像ファイルとして書き出す  774
カラー  793
休符
種類と長さを変更する  705
パーツボックス  687
～を手動で挿入する  704

強弱記号  683
繰り返し記号  687
パーツボックス  686
～を削除する  709
～を編集する  709

グローバルオブジェクトを移動する  693
グローバルテキスト  716
コーダ記号  688
コード記号
～の異名同音を変換する  721
～を挿入する  719
～を編集する  720

サスティンペダルイベント  682
ジャズ記号  689
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小節線
パーツボックス  686
非表示の～  709
～を削除する  709

「シンコペーション」設定  733
スウィング記号  688
スコアセット→「スコアセット」を参照
「スコア」パラメータ  735
スラーとクレッシェンド
パーツボックス  685

スラー／クレッシェンド
キーコマンドを使って～を入力する  707
固有の属性  708
～の位置を変更する  707
～の長さを変更する  707

選択範囲を繰り返す  695
選択範囲をコピーする  694
装飾音符  703
挿入する
現在の日付を～  717
スコアセットの名前を～  717
表示レベルの名前を～  717
プロジェクト名を～  717

総譜表示  675
奏法記号  684
タイ  699
～の向きを変更する  739

ダカーポ（D.C）／ダルセーニョ（D.S）記号  688
段折り返し記号  690
調号→「調号」を参照
テキスト
グローバルテキスト  716
自動テキストオブジェクト  717
パラメータ  713

テキストスタイル  714
～を作成する  715
～を読み込む  715

テンポ記号  688
ドイツ式コードシンボル  722
特定の音源だけを表示する→「スコアセット」を参照
ドラム  758
トリル／トレモロ  687
入力を全音階音符に制限する  699
パーツボックス  678
オブジェクトを選択する  679
キーコマンドでオブジェクトを選択する  680
グループの位置を固定する  679
グループの概要  681
グループメニュー  678
グループを配置する  678
現在選択しているグループの記号だけを表示す
る  679
フロート・パーツボックス・グループ・ウインドウ
を開く  679

パート→「スコアセット」を参照
ビートスラッシュ  705

拍子記号→「拍子記号」を参照
表示クオンタイズ  730
～を固定する  732

表示パラメータ  728
フェルマータ  684
符尾の向きと長さ  738
符頭  683
表示されない～  683
～を変更する  736

複数のオブジェクトを編集する  691
譜表スタイル→「譜表スタイル」を参照
ページビュー  672,769
ボイスセパレーション  754
余白  771
リニアビュー  672,769
臨時記号  687
～と音符との間隔  737
～の表示を変更する  737

連符  700
ワークフロー  669
「挿入のデフォルト」設定  676
「テキストスタイル」ウインドウ  714

「キャッチ」機能  71,982
キューイング  982
休符（記譜）→「記譜」を参照
境界ポインタ  313
強弱記号（記譜）  683
共有
環境設定  626

共有する  625
.Macアカウントに接続する  629
キーコマンドを～  630
共有データにアクセスする  627
設定を更新する  630
設定を～  627

記録する
MIDI
コントローライベントを～  598

テンポイベントを～  646

く
クイック・スワイプ・コンピング機能  374
クオンタイズ  453,982

MIDIリージョンテンプレートをオーディオファイルに
適用する  516
イベントベースの～
クオンタイズツール  460
スコアエディタの～  459
～を元に戻す  460

グルーブテンプレート→「グルーブテンプレート」を
参照
スウィング  455
リージョンベースの～
拡張パラメータ  456
クオンタイズグリッドを選択する  454
クオンタイズグリッドを微調整する  456
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破壊的に適用する  458
クオンタイズツール  460,982
「クオンタイズ」パラメータ（リージョンパラメータボッ
クス）  454
クオンタイズボタン  459
クオンタイズメニュー  459
「クオンタイズを解除」コマンド  460
繰り返し記号（記譜）→「記譜」を参照
クリック音を削除する  496,513
クリックしてホールド（マウスの操作）  155
クリッピング  549
クリップディテクタ  548
クリップボード  176,983
グルーブテンプレート  461–464
～を削除する  461
～を作成する  461
オーディオファイルから～  462

～をプロジェクト間で使う  462
～を読み込む  462

グループ（ミキサー）  562–565
～の設定  564
～を一時的に解除する  565
～を割り当てる  563

グループ（オーディオファイルの）  531
～を削除する  533

クレッシェンド
MIDIイベントに適用する  467
記譜→「記譜」を参照

グローバルトラック
AppleLoops621
切り替えキーコマンド  77
「コード」→「コードトラック」を参照
スコアエディタの～  776
調号／拍子記号→「調号／拍子記号トラック」を参照
「テンポ」→「テンポトラック」を参照
トランスポーズ→「トランスポーズトラック」を参照
ビートマッピング→「ビートマッピングトラック」を
参照
「ビデオ」→「ビデオトラック」を参照
「マーカー」トラック→「マーカートラック」を参照
～の概要  50
～のサイズを変更する  77
～の順番を変更する  77
～を隠す／表示する  76
～を保護する  77

「グローバルトラックを設定」キーコマンド  76
「グローバル」レイヤー（エンバイロメント）  861
クローン（オーディオリージョン）  282
～を新しいオーディオファイル／リージョンに変換す
る  327
～を作成する  327

クロスフェードツール  343

け
「ゲインを変更」コマンド  497

「ゲートタイム」パラメータ（リージョンパラメータボッ
クス）  349
ケーブルスイッチャーオブジェクト  928
消しゴムツール  169,307,403,983
検索する

AppleLoopsを～  270
Logic関連ファイルを～  259
エイリアスを～  326
キーコマンドを～  161

検索フィールド  984
検出する
オーディオファイル内のピークを～  490
ゼロクロッシングを～  289,315
プロジェクトで使われていたオーディオファイル
を  539

こ
コーダ記号（記譜）  688
コードイベント

MIDIリージョンの分析により作成する  665
表示のみ変更する  665
～を移動する  664
～を削除する  664
～を作成する  664
～を選択する  664
最高／最低のノートの～  414

～を分割する  413
コード記号をスコアに～  719
「コード」トラック  661–666

AppleLoops621
スコアにコードを挿入する  666
「表示のみ変更」モード  665
「分析」ボタン  665

「コードメモライザー」ウインドウ  907
コードメモライザーオブジェクト  906
コーラスエフェクト  984
「個別のモニタニングレベル（録音に対応したチャンネル
ストリップ用）」環境設定  358
コマンド＋クリックツール  166
コムフィルタ効果  984
コンテクストメニュー→「ショートカットメニュー」を参
照
コンテンツキャッチモード  72
「コンテンツでリンク」モード  72
コントローラ
～の説明  984
～をオートメーションに使用する  595
～をリセットする  396

「コントローラアサインメント」ウインドウ  165
コントロールサーフェス
環境設定  970
～にキーコマンドを割り当てる  164
～の設定  84

コントロールチェンジイベント  448
コントロール表示（プラグイン）  230,984
コンピング  374
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コンプに名前を付ける  376
コンプを移動する  376
コンプを削除する  376
コンプを編集する  375
コンプを保存する  376
リアルタイム  368

コンプレッサ  984

さ
サービスおよびサポート  18
サイクル機能
サイクルの範囲
～をグラフィカルに定義する  111
～をコマンド／ボタンを使って定義する  113
～を数値で定義する  112
～をマーカーで定義する  114,134
～をリージョンで定義する  113

サイクルをスキップする  114
～の説明  110,985
～をオンにする  111

「サイクル」機能
環境設定  956

最新情報  17
再生  985
ウインドウの左端から～  108
シャトル  110
選択した位置から～  109
左／右ロケータから～  108
プロジェクトの先頭から～  108
マーカー位置から  133
前の小節からの～  109
～を一時停止する  109
～を開始する  109
～を制御する
キーコマンドを使って  109
トランスポートボタンを使って  108

～を停止する  109
再生ヘッド
音価分～を移動する  388
サイズを調整する  107
～の位置を決める
マーカーで  133

～の位置を設定する  105
開始位置を選択して  108
最後の再生位置に  109
数値で  106,108
プロジェクトの先頭に  108
マーカーで  107,133
末尾を選択して  110
ロケータで  108,109

「再生ヘッドを太くする」設定  108
「最大付点数」設定（スコアエディタ）  735
サイドチェーン機能  230
音源信号を使う  230
～の説明  985

削除する

DCオフセットを～  500
MIDIイベントを～  423,446
イベント定義を～  430
エンバイロメントオブジェクトを～  864
エンバイロメントのレイヤーを～  860
オーディオファイルの選択範囲を～  495
オーディオファイルを～（ゴミ箱に移動する）  536
オーディオリージョンを～  287
オートメーションデータを～  588,590
キーコマンドを～  163
コードイベントを～  664
参照元が不明なエイリアスを～  327
スクリーンセットを～  80
スコアオブジェクトを～  692
スコアセットを～  765
チャンネルストリップ設定を～  220
調号と拍子記号を～  727
トラックを～  190
トランスポーズイベントを～  664
ノートイベントを～  403
ハイパーセットを～  436
バックグラウンドノイズを～  519
フェードを～  343,344
譜表スタイルを～  749
プラグイン設定を～  229
マーカーを～  128
リージョンを～  307
録音したオーディオデータを～  308,373

作成する
DVD-Audio ディスクを～  611

サスティンペダルイベント
記譜  682
～をノート長さに変換する  410

サチュレーション  511,985
サラウンド  807–828

5.1（ITU775）フォーマット  809
6.1（ES/EX）フォーマット  809
7.1（3/4.1）フォーマット  810
7.1（SDDS—SonyDynamicDigitalSound）フォー
マット  810
DolbyProLogicフォーマット  808
DownMixerプラグイン  824
LCRSフォーマット  808
Quadraphonicフォーマット  808
エンコードする  807
環境設定  812
サポートされるフォーマット  808–811
使用するチャンネル  811

チャンネルストリップ出力  560
チャンネルストリップの出力  818
チャンネル入力形式を設定する  816
チャンネル入力／出力割り当て  812
バウンス機能  606,828
ファイルの拡張子  814

プラグインを追加する  823
プロジェクトのフォーマットを設定する  815
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マスターチャンネルストリップ  827
マルチ・チャンネル・エフェクト  825
サイドチェーン  827
チャンネルをバイパスする  826
チャンネルをリンクする  826
プラグインヘッダ  825
～を設定する  826

マルチ・チャンネル・レベルメーターの順番  817
～のDVD-A を作成する  828
「Logic」を設定する  812
サラウンドパンポット
ウインドウとして開く  819

サンプリング  985
サンプルアキュレイトな編集  295,493
サンプルエディタ

AudioSuiteプラグイン  518
DigitalFactory→「DigitalFactory」を参照
アンカーの編集  291
移動する
オーディオファイル内で音の一番大きい個所に
～  490
選択部分の先頭／末尾に～  490
リージョンの先頭／末尾／アンカーに～  490

鉛筆ツール  496
オーディオファイル

DCオフセットを削除する  500
MIDIリージョンに変換する  514
位相を反転する  500
音量を変更する  497
クリック音／ポップ音を削除する  513
選択されていない範囲を消去する  499
体感音量を上げる  510
ノイズを低減する  512
～タイムストレッチする  505
～の選択範囲をカットする  495
～の選択範囲をコピーする  495
～の選択範囲を削除する  495
～の選択範囲をペーストする  495
～をクオンタイズする  509,516
～をノーマライズする  499
～をピッチシフトする  505
～をリバースする  499

オーディオファイルの選択部分に合わせてテンポを調
節する  501
オーディオリージョンを作成する  287
外部～を使う  518
再生  488
キーコマンド  489
～をオーバービューで制御する  489
～をループする  488

サンプルループの各コマンド  501
振幅
サンプルビット単位  491
パーセンテージ単位  491

ステレオファイル  45
絶対時間軸と相対時間軸  492

破壊編集  487,496
ピークを検出する  490
フェードを適用する  497
編集内容を元に戻す  501
無音部分を検出する  490
無音を適用する  498
リージョンのサイズを変更する  289,314
～の概要  45,487
～を移動する  490
～をカスタマイズする
時間経過の表示  491
振幅の表示  491
波形の表示  493

～をスクラブする  489
～を選択する  494
オーディオファイル全体  494
オーディオファイルの選択部分  494
選択範囲を変更する  494

移動する
最初の無音部分に～  490

サンプルループの各コマンド  501
サンプルレート  143,986
ファイルをプロジェクトのサンプルレートとマッチさ
せる  144,150
録音時  352

サンプル→「オーディオファイル」を参照

し
シーケンサーインプットオブジェクト  912
シーケンサー、～の説明  986
シーンマーカー  800
ビートに～を割り当てる  660
～を削除する  801
～を作成する  801
～を標準マーカーに変換する  801

ジェネレータプラグイン
～の説明  212
～を追加する  214

「指数」レベルメーターの表示スケール  548
システム要件  82
試聴チャンネルストリップ  938
「自動定義」チェックボックス（ HyperEditor）  428
「自動的にトラックを拡大／縮小」機能  195,987
「自動入力モニタリング」設定  357
ジャズ記号（記譜）  689
シャトル  110
修飾キー  986
出力スロット（チャンネルストリップ）  554
出力チャンネルストリップ  569
バウンスボタン  601

出力（オーディオハードウェア）、～を選択する  554
「使用していないパラメータを隠す」チェックボックス
（「トランスフォーム」ウインドウ）  476
小節線（記譜）→「記譜」を参照
「小節の超拡大表示を開く」／「 SMPTEの超拡大表示を開
く」コマンド  121
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小節、～の説明  986
ショートカットメニュー  56,171
イベントリストの～  440
スコアエディタ  690
テンポリスト  648
ピアノロールエディタ  402
マーカーリスト  125

「新規トラック」ダイアログ  184
シングル・トリガ・モード  986
「シンコペーション」設定（スコアエディタ）  733
シンセサイザー、～の説明  986
振幅
サンプルエディタでの表示  491
～の説明  987

す
スウィング記号（記譜）  688
数値の入力  156
スキップサイクル機能  114
スキャンコード  987
スクラブ
「スクラブレスポンス」メニュー  99
最大スクラブ速度  99

スクラブ再生する  298,299
MIDI値に従ってスクラブ再生する（-2-）機能  299
ソロツールで～  300
特定リージョンのみを～  299

スクリーンセット  78
シーケンサー制御による切り替え  78
～の名前を変更する  80
～をコピーする  79
～を削除する  80
～を保護する  79
～を保存する  78
～を元に戻す  80
～を呼び出す  78
～を読み込む  80

スクロール
縦方向と横方向に同時に～  67

スクロールする
マウスホイールを使って～  156

スクロールバー  66
～で拡大／縮小する  68

「スクロールプレイ」設定  71
スケール、～の説明  987
スコアエディア
パーツボックス→「記譜」を参照

スコアエディタ  667–796
MIDIの単一リージョン／全リージョンを表示す
る  675
カラー  775
記譜→「記譜」を参照
グローバルトラック  776
ショートカットメニュー  690
総譜表示  675
ドラッグの方向を制限する  693

ハイパードロー機能  677
フォルダを表示する  775
複数のMIDIリージョンを選択する  729
ページビューボタン  672,769
リージョンを隠す  735
リニアビュー  672,769
～の概要  46,668
～のクオンタイズ  459
～をカスタマイズする  775
～を開く
ウインドウとして  392
ピアノロールエディタから  416
「アレンジ」ウインドウで  392

「全音階でイベント入力」設定  699
スコアセット

1つの音源を表示する  768
～に名前を付ける  763
～に含まれた音源を指定する  763,766
～の大きさを変える  766
～をコピーする  765
～を削除する  765
～を作成する  765
選択したすべての音源の～  765
パート譜を異なるレイアウトで～  767

～を選択する  762
～を読み込む  768

スコアセットウインドウ  763
「スコア」パラメータ（拡張リージョンパラメータ）  735
スコア→「記譜」を参照
「スタイル」パラメータ（インスペクタ）  243
スタッカート、～をリージョンで強制設定する  349
ステップインプット

MIDI経由による～  388
キーコマンドによる～  386
～を有効にする  385

ステップ入力
記譜  673

ステップ・インプット・キーボード  385
ステレオ->サラウンドのSurroundPanner822
ストリップサイレンス機能
～の説明  519

「ストリップサイレンス」機能
～を使う  521

「スナップ」メニュー
アレンジ領域  295
オートメーションの設定  593
スナップのグリッドを一時的に無効にする  296
ピアノロールエディタの～  400,401

スパイクの除去  513
スピーカー  85
スプリット・チャンネル・オーディオファイル  853
ステレオ  854
インターリーブステレオに変換する  855
～を再接続する  855
～を分割する  855

～を書き出す  856
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～を読み込む  854
「すべて」ビュー（ミキサー）  576
スラー（記譜）→「記譜」を参照
スライド操作機能  206

せ
「セクショナルdB-リニア」レベルメーターの表示スケー
ル  548
接着ツール  170,334,988
設定  81

MIDIインターフェイス  83
MIDIキーボード  84

USB94
MIDIスルーポート  92
MIDIのケーブル接続  91
アンプ  85
オーディオインターフェイス  83
～を構成する  96

オーディオケーブルとコネクタ  89
外部MIDI音源  237
コントロールサーフェス  84
コンピュータ  82

CPU82
ハードディスク  82

コンポーネント  81
スピーカー  85
接続するデバイス

MIDIデバイス  91
オーディオインターフェイス  91
拡張機能  88

接続するデバイスの～  88
ヘッドフォン  86
マイクロフォン  87
ミキシングコンソール  86

設定（プラグイン）→「プラグイン設定」を参照
セパレーションコントロール  821
ゼロクロッシング
～の説明  988
～を検出する  289,315
オーディオリージョン分割時  334

「全オブジェクト」レイヤー  861
選択する  172

MIDIチャンネルが同じイベントを～  176
重なっているリージョン／イベントを～  175
空のリージョンを～  175
後続のすべてのオブジェクトを～  174
個別のオブジェクトを～  172
すべてのオブジェクトを～  173
選択状況を切り替える  174
相対位置が同じオブジェクトを～  176
次の／前のトラックを～  190
同一のオブジェクトを～  175
特定のカラーのリージョン／イベントを～  175
トラック上のすべてのオブジェクトを～  173
ノートイベントを～
一定のピッチの～  173

コード内で最高／最低の～  414
複数のオブジェクトを～  173
ミュートされたリージョン／イベントを～  175
ラバーバンド方式で～  174
類似のオブジェクトを～  175
ロケータの範囲内で～  175

「選択部分へジャンプ」機能  67,161
セント  988
センドエフェクト  233
信号のフローの位置を判断する  235
センドレベルを設定する  234
ポストパン設定  236
ポスト／プリフェーダー  235
～のセンドレベルをノーマライズする  235
～を削除する  235
～を作成する  234
～をバイパスする  235

「全ノートに対しノートオフを送信」メッセージ  396

そ
装飾音符（記譜）  703
奏法記号（記譜）  684
素材  136
「素材を含む」チェックボックス  137
ソフトウェア音源トラック→「音源トラック」を参照
ソフトウェア音源→「音源プラグイン」を参照
「ソフトウェアモニタリング」設定  356
ソロ再生する
リージョンを～  300

ソロ設定する
トラックを～  199
複数の～  200
「トラックのミュート／ソロ」設定  199

ソロツール  170,300
ソロにする

MIDIイベントを～  446
チャンネルストリップを～  550
フォルダを～  446
リージョンを～  446

ソロ・セーフ・モード（チャンネルストリップ）  550
ソロ・ロック・モード  199,301
ソロ（ロック）ボタン（トランスポートバー）  300
ソング、旧バージョンのソングを読み込む  140

た
第1 データバイトのチェックボックス（Hyper
Editor）  431
ダイアログ  973,989
「ダイナミクス」パラメータ（リージョンパラメータボッ
クス）  348
ダイナミックレンジ  989
タイミング、～の説明  989
タイムコード、～の説明  989
タイムスタンプ  311
タイムストレッチ／ピッチシフトアルゴリズム  506





1020 索引



他社製品のサポート  507
ダッキング  231
ダブルクリック  155
ダルセーニョ（D.S）／ダカーポ（D.C）記号（記譜）  688
段折り返し記号（記譜）  690

ち
チェックボックス  55,989
チャンネルストリップ  989

ChannelEQのサムネール  217
MIDI→「MIDI チャンネルストリップ」を参照
オーディオ→「オーディオチャンネルストリップ」を
参照
オグジュアリー→「オグジュアリー・チャンネル・ス
トリップ」を参照
音源スロットの～  566
音源～→「音源チャンネルストリップ」を参照
グループスロット→「グループ（ミキサー）」を参照
出力をサラウンドに設定する  818
出力～を選択する  602
出力→「出力チャンネルストリップ」を参照
入力形式  210,816
プラグインメニューのエフェクト  212

バランス／パンコントロール  212
複数の～を調整する  561
マスター→「マスターチャンネルストリップ」を参照
ミキサー内で特定のタイプの～に移動する  574
ミキサーの～  542
レベルフェーダー  212
レベルメーター
順番を決定する  817

～にカラーを割り当てる  577
～の音量レベル
～の2つの値を切り替える  547
～を設定する  546

～の概要  208
～の各要素のリスト  545
～のクリップディテクタ  548
～の構成を読み込む→「チャンネルストリップ設定」
を参照
～の出力スロット  554
～の出力をサラウンドに設定する  560
～の出力を選択する  554
～のソロボタン  550
～のタイプ  566
～をミキサーディスプレイからフィルタする  576

～の入力スロット  554
～の入力を選択する  554
～のバランス／パンコントロール  549
～の表示をカスタマイズする  577
～のミュートボタン  551
～のレベルメーター  547
～の表示スケールを切り替える  548

～を作成する  183–187
～を複数選択する  560
「チャンネルストリップ設定」メニュー  219

チャンネルストリップオブジェクト  935
パラメータ  936

チャンネルストリップ設定
解説  990
次／前を切り替える  220
パフォーマンス  221
～をコピーする  221
～を削除する  220
～を保存する  221
～を読み込む  219

MIDIメッセージを送信して～  221
～をリセットする  220

「チャンネルストリップ設定」メニュー  219
「チャンネルストリップを表示」メニュー（プラグインウ
インドウ）  229
チャンネルスプリッターオブジェクト  896
チューニング

Hermode947
オルタネート～  945

調号  723
代替の～  727
パーツボックス  685
～をコピーする  726
～を削除する  727
～を作成する  725
～を選択する  725
～を編集する  727

「調号／拍子記号」トラック  723–728
小節を分割する  727
～を表示する  723

調号／拍子記号リスト  723–727
～の概要  41
～を表示する  723

直列のエフェクトルーティング  236

つ
通常に戻す

MIDIリージョンパラメータを～  349
ツール
鉛筆  169
拡大／縮小ツール  69,170,773
カメラ～  774,982
消しゴム  169
接着ツール  170
ソロツール  170
代替ツール  166
テキストツール  169
ハサミ  169
ボイス・セパレーション・ツール  754,998
ポインタ  169
右マウスボタン  167
ミュートツール  170
有効な範囲  166
～を選択する  166
キーコマンドを使って  168
次の／前の～を  168
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ツールバー
～の概要  29
～をカスタマイズする  73

ツールメニュー
～の説明  166,990
～をカーソル位置に表示する  168

つかむ（マウスの操作）  155

て
「テイクフォルダのパックを解除」コマンド  378
「テイクフォルダを作成」設定  379
「テイクフォルダをパック」コマンド  377
テイクフォルダ→「テイク録音」を参照
テイク録音

MIDI379–381
オーディオ  364–369
コンピング→「コンピング」を参照
サンプルエディタのテイクフォルダ  377
テイクフォルダ上  366
テイクフォルダにファイルを追加する  366
テイクフォルダを開く  367
テイクを選択する  367
複数トラック上  368
リージョン上  365

カラーを付ける  369
テイクに名前を付ける  376
テイクフォルダを結合する  377
テイクフォルダをパックする  377
テイクフォルダをフラット化する  377
テイクを削除する  376

停止ボタン（トランスポートバー）  109
ディスクを作成する

RedBookオーディオCD611
ティック  990
ディビジョン値  106,147,990
「ディムレベル」環境設定  149
低レイテンシモード  848
ディレイラインオブジェクト  904
テープマシン、～を同期する  844
「テキストスタイル」ウインドウ→「記譜」を参照
テキストスタイル→「記譜」を参照
テキストツール  157,169,302
テキストの入力  157
テキストフェーダーオブジェクト  923
テキスト（記譜）→「記譜」を参照
デジタル  991
デジタル信号処理  973
デジタル・オーディオ・ワークステーション  973
デシベル  973
テンプレート
デフォルトの～を指定する  141
～を作成する  153

テンプレートダイアログボックス  137
テンポ  641–654,991
オーディオファイル
自動テンポ調整  523

プロジェクトテンポに従う  526
ディスプレイ  641
テンポカーブ  643
～の密度を減少させる  651
～をスケールする  651
～をストレッチする  651

テンポ・フェーダー・オブジェクトを操作する  654
バンク  645,648
プロジェクトセクションを速くする／遅くする  651
プロジェクトのテンポを設定する  145,641
～をタップで入力する  652
～を調整する
オーディオファイルの選択部分に合わせて  501
オーディオリージョンに合わせて  524

～をランダムに変更する  651
一定のテンポを作成する  651

テンポイベント
値を変更する  644
現在の再生ヘッド位置に移動する  647
現在の再生ヘッド位置に～を移動する  644
～の説明  991
～を移動する  644,647
～を記録する  646
～をコピーする  644,648
～を削除する  643,647
～を作成する  647,650
～を挿入する  642

「テンポインタプリタ」ウインドウ  652–653
パラメータ  652
～を開く  652

「テンポオペレーション」ウインドウ  649–651
テンポオペレーションを選択する  650
～を開く  649

テンポ記号（記譜）  688
テンポチェンジ→「テンポイベント」を参照
「テンポ」トラック  642–646

AppleLoops621
テンポバンクメニュー  645
「ビートマッピング」トラックとの関係  646
表示範囲を調節する  644
「分解能」メニュー  643
～のサイズを変更する  642
～を表示する  642

「テンポに従う」機能  372,526
テンポバンクメニュー  645
テンポリスト  646–649

SMPTEフレームレートのメニュー  648
ショートカットメニュー  648
～の概要  40
～を開く  646

テンポ・フェーダー・オブジェクト  654

と
同期  829–846

MIDIクロック→「MIDIクロック」を参照
MMC→「MIDIマシンコントロール」を参照
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MTC→「MIDIタイムコード」を参照
TVフォーマット  841
外部ソース  830
外部同期中に録音する  831
環境設定  964
状況の表示  836
スレーブ  830
テープマシン  844
手入力による同期信号  652
同期マスターを定義する  833
長い時間範囲にわたる～を最適化する  520
フレームレートを設定する  834
プロジェクト設定  832
マスター  830
～に関する問題と対処方法  846
～を自動的に有効にする  833

同期ボタン  831
特定のピッチを別のチャンネルに割り当てる機能  414
ドライバ  991
トラック  179
アイコン
～を作成する  196
～を表示する  196
～を割り当てる  196

エンバイロメントオブジェクトを割り当てる  194
チャンネルストリップ設定を新しいトラックに転送す
る  187
～に名前を付ける  191
～の選択範囲が変更されないようにする  562
～の名前を変更する
ミキサーの～  577

～のハイドモードを解除する  205
～のフリーズを解除する  203
～をオーディオファイルとして書き出す  538,640
～を隠す  204
～を拡大／縮小する  195
キーコマンドを使って  196
自動的に  195

～をコピーする  189
～を削除する  190
～を作成する  183–190

AppleLoopsを追加して  187
オーディオファイルを追加して  187
オーバーラップしたリージョン  189
同じチャンネルで  188
「新規トラック」ダイアログ  184
選択したチャンネルストリップの～  576
選択したリージョン  189
次のチャンネルで  188

～を選択する  190
～をソロ設定する  199
複数の～  200
「トラックのミュート／ソロ」設定  199
～をチャンネルに割り当てる  193
～を並べ替える  191
～をフォルダに割り当てる  195

～を複製する  187
～をフリーズする  202
～を保護する  205
～をミュートする  197
すべてのトラックを～  198
「トラックのミュート／ソロ」設定  197

「出力なし」の出力先  195
トラックのカラーバー  182
「トラックのミュート／ソロ」設定  197,199
トラックパラメータボックス  42,180,242–245,875
トラック番号  182
トラック複製ボタン  187
トラックヘッダ  181
「トラックヘッダを設定」コマンド  181
トラックボタン  182
スライド操作機能  206
ソロ～  199
トラックを隠す  204
ノード  101
フリーズ～  202
保護～  205
ミュート～  197

「ドラッグ」メニュー  297
トラックリスト
～のサイズを変更する  182
～の説明  992

トラックを作成ボタン  184
トラック・コントロール・バー  181
トラック・レベル・メーター  182
ドラッグ（マウスの操作）  155
ドラム
記譜  758
ハイハットモード  435

ドラムモードのデバイス  888
ドラムループ、～のビート間を区切る  519
トランジェント
オーディオリージョンの～を検出する  658
～の説明  992

トランスフォーマーオブジェクト  899
メタイベントを使用して～を制御する  902
～を設定する  900

「トランスフォーム」ウインドウ  465–486,992
トランスフォームセット→「トランスフォームセット」
を参照
「使用していないパラメータを隠す」チェックボック
ス  476
使用例  483
選択条件  476
操作  478
フィールドの値を再ルーティングする  481
プリセット  467
逆行  470
クレッシェンド  467
トランスポーズ  471
ノートの長さの最小値を設定  474
ノートの長さの最大値を設定  474
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ノートの長さをクオンタイズ  475
ノートの長さを固定  473
倍のテンポに  468
反行  471
半分のテンポに  469
ピッチベンド14ビット値スケーリング  468
ヒューマナイズ  470
ベロシティカーブ  472
ベロシティリミッター  473

マップ  480
「モード」メニュー  476
～を開く  392,393,466

トランスフォームセット  466
～に名前を付ける  482
～を作成する  482
～を選択する  466
～を読み込む  482

トランスポーズ
～の説明  992

トランスポーズイベント
～を移動する  664
～を削除する  664
～を作成する  663
～を選択する  664

トランスポーズする
AppleLoopsを～  622
MIDIイベントを～  662

「トランスポーズ」トラック  661–665
AppleLoops622

「トランスポーズ無し」チェックボックス  243
トランスポートバー

MIDIアクティビティディスプレイ  395
SMPTEを拡大表示／小節を拡大表示  120
位置ディスプレイ  106
オートパンチボタン  370
置き換えボタン  372
ソロ（ロック）ボタン  199,300
停止ボタン  109
ディスプレイ領域  118
トランスポートボタン  108
マスターレベルスライダ  148
モードボタン  119
録音ボタン、～を設定する  364
ロケータディスプレイ  112
～の概要  29
～をカスタマイズする  117

SMPTEの表示形式  122
小節の表示形式  121
テンポの表示形式  122

一時停止ボタン  109
取り消し履歴  177
単独のステップを取り消す／やり直す  405
～を消去する  178

「取り消し履歴の数」環境設定  177
「取り消す」機能  177
取り消し履歴の数  177

複数のステップを取り消す  178
トレモロ／トリル（記譜）  687

な
「長さの変更によりリージョンを連結」機能  316
名前を付ける
イベント定義に～  432
エンバイロメントのレイヤーに～  860
オーディオファイルに～  533
コンプに～  376
スコアセットに～  763
テイクに～  376
トラックに～  191
ハイパーセットに～  436
フォルダに～  447
マーカーに～  128
リージョンに～  302,447
トラックにちなんで  303
複数  302

名前を変更する
スクリーンセットの～  80

に
入力スロット（チャンネルストリップ）  554
入力チャンネルストリップ  938
入力モニタリングボタン  357
入力モニタリング→「録音」を参照
入力（オーディオハードウェア）、～を選択する  554

ね
ネイティブ処理  993

の
ノイズリダクション  512
ノードアプリケーション  99–103

AudioUnitエフェクト  100
AudioUnit音源  103
Ethernetネットワーク  100
EXSインストゥルメント  103
環境設定  101
ネットワークに関する注意点  100
マルチ出力の音源  103
～を有効にする  101

ノートイベント  447
→「MIDIイベント」も参照
位置を保護する  412
重なりを削除する  409
カット時に保持する  333
カット時に短くする  333
カット時に～をスプリットする  334
個々のピッチを別のMIDIチャンネルに  414
トリガされたまま止まらないノートをオフにする  395
ピッチ
～を反転する  471

ほかのイベントデータに結合する  407
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レガートを強制設定する  409
～のピッチ
～をランダムに変更する  484

～を移動する  406
キーコマンドで  407

～をコピーする  410
範囲  410

～を削除する→「MIDIイベント」を参照
～を選択する
→「MIDIイベント」も参照
コード内で最高／最低の～  414
ミュートした～  413

～を編集する
長さ  408
ベロシティ  412

～をミュートする  413
特定ピッチの～  413
複数の～  413

～を読みやすい表示に解釈する  732
「ノートオンベロシティ」モード  599
「ノートではないMIDI イベントを含む」設定  407
「ノートの重なりを修正」機能  409
「ノートをレガートに」機能  409
ノーマライズする
オーディオファイルを～  499

は
パーツボックス（スコアエディタ）→「記譜」を参照
ハードディスク  82
バールーラ  49,993
～の表示モード  74

背景色
アレンジ領域  294
ピアノロールエディタ  416

バイノーラル聴覚、～の説明  559
ハイパーセット  418,993

GM ドラムキットを作成する  435
イベント定義をコピーする  429
デフォルト  418
～に名前を付ける  436
～を削除する  436
～を作成する  434
～を消去する  436
～を選択する  418,436

ハイパードロー機能  596
MIDIチャンネルを設定する  597
キーコマンド  600
スコアエディタで  677
ピアノロールエディタの～→「ピアノロールエディタ」
を参照
～のイベントタイプを選択する  596
～の自動定義モード  598
～をアクティブにする  596
～を記録する  598
～を編集する  598
「ノートオンベロシティ」モード  599

ハイパードローの機能  993
バイパス
解説  993
センドエフェクトの～  235
プラグインの～  226

ハイハットモード  435
バウンスウインドウ

M4A:AACのオプション  610
MP3に関するオプション  607
PCMに関するオプション  606
グローバルなオプション  603
ディスク作成に関するオプション  611

バウンス機能  601–614
AdvancedAudioCodec（AAC）
AppleLosslessAudioCodec（ALAC）  610
オーディオファイルをiTunes ライブラリに追加す
る  604
解説  994
サラウンドオーディオファイル  606,828
バウンスの範囲  603
バウンスファイルを作成する  602
バウンスフォルダと名前を設定する  613
ファイルフォーマット  604
ファイルをノーマライズする  605
「オフライン」モード  605
「開始」／「終了」位置  604
「リアルタイム」モード  605
破壊編集
サンプルエディタでの～  487,496
～の説明  994

ハサミツール  169,331
バスエフェクト／リターン／センド→「センドエフェク
ト」を参照
バスチャンネルストリップ  938
バス（ミキサー）、～の説明  87,994
バックアップ

.Macアカウントで～  625
～を作成する  627
～を復元する  627

オーディオファイル  503
～を元に戻す  503

オーディオファイルの～  630
プロジェクト
安全のための自動コピー  153

バックアップする
プロジェクトを～  630

バックグラウンドのノイズ、～を削除する  519
パッチ選択  449
バッファサイズ

AudioSuiteプラグイン  518
オーディオハードウェア  97
～を処理する  99

話し言葉、～をセンテンス、単語、または音節に分割す
る  519
早送りする  109
バランス／パンコントロール  212,549
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バンク・セレクト・メッセージ  882,887
パンチイン／アウト  994
パンチ録音
オートパンチ  370
「パンチ・オン・ザ・フライ」設定  369
ハンドツール  994
パン／バランスコントロール→「バランス／パンコント
ロール」を参照

ひ
ピアノロールエディタ  397
インターフェイス  397
カラーをカスタマイズする  416,968
グリッド  398
コードを分割する  413
情報ディスプレイ  401
ショートカットメニュー  402
スナップグリッド
～を上書きする  401
～を使う  400

ドラッグ方向を制限する  406
ノート
位置を保護する  412
重なりを削除する  409
カラー  398
終了位置／開始位置を設定する  408
長さを変更する  408
ベロシティを編集する  398,412
～を移動する  406
～をコピーする  410
～を削除する  403
～を作成する  402
～を選択する  402
～をミュートする  413

背景  968
ハイパードロー  414
表示サイズを変更する  415
～を作成する  415
～を表示する  414

表示する
選択したMIDIリージョンのみを～  399
複数のMIDIリージョンを～  399

ほかのイベントをノートイベントに結合する  407
～の概要  46
～を開く
ウインドウとして  392
「アレンジ」ウインドウで  392

ピーク
オーディオファイル内で検出する  490
～の説明  995

ピークレベル  548
ビート  995
ビートスラッシュ（記譜）  705
ビートマッピング  655–660

MIDIリージョンの～  656
オーディオリージョンの～  658

シーンマーカーへの～  660
精度を高める  658
マーカーへの～  660

「ビートマッピング」トラック  655–660
AppleLoops621
「MIDIを保護」チェックボックス  659
「感度」パラメータ  658
「テンポ」トラックとの関係  646
「分析」ボタン  658
「リージョンからビートを設定」ボタン  659
ビート／分  972
「比較」ボタン（プラグインウインドウ）  226
左ロケータ  106,112
→「ロケータ」も参照

ピッチシフト／タイムストレッチアルゴリズム  506
他社製品のサポート  507

ピッチベンドイベント  449
スケーリング  468

ピッチ、～の説明  995
ビット数  993

Logicでサポートされる～  83,255
録音時  354
～の説明  995

ビット分解能→「ビット数」を参照
ビットレート  608,995
「ビデオ」トラック  799–800
サムネールの解像度  800
サムネールのキャッシュ  800

ビデオ→「ムービー」を参照
非表示ボタン  204
拍子
プロジェクトの拍子を設定する  146

拍子記号  723
代替の～  727
パーツボックス
複合記号を作成する  724
～をコピーする  726
～を削除する  727
～を作成する  724
～を選択する  725
～をプロジェクト間でコピーする  726
～を編集する  727

「表示のみ変更」モード（「コード」トラック）  665
標準MIDIファイル  257,632
フォーマット0632
フォーマット1632
～を書き出す  633
～を開く  632
～を読み込む  632

標準音源オブジェクト  880
描線ツール  422
開く

AAFファイルを～  638
GarageBandプロジェクトを～  634
OMFファイルを～  636
OpenTLファイルを～  637
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旧バージョンのソングを～  140
標準MIDIファイルを～  632
プロジェクトを～  139
ムービーファイルを～  798

ふ
ファイル
オーディオ→「オーディオファイル」を参照
～を検索する  259

「ファイルを最適化」機能  537
フィジカルインプットオブジェクト  912
フィルタエフェクト  996
フィルタのスロープ  996
「フィルタ」ボタン（イベントリスト）  439
フィンガーツール  133,408,996
ブースト  996
フェーダーオブジェクト  918

SysExフェーダー  931
値を送る  921
エイリアスアサイナー  929
グループ化して作業する  920
ケーブルスイッチャー  928
出力定義  924
スタイル  922
操作  919
動作を記録する  922
入力定義  924
ベクトルフェーダー  927
メタイベントフェーダー  929,930
リセットする  921
～を一時的にグループ化する  921
「フィルタ」パラメータ  926
フェード

AppleLoopsに割り当てる  345
オーディオファイルに適用する  497
カーブの形状  344,345
自動クロスフェード  342
タイプ  345
フェードのカーブを調整する  498
～を削除する  343,344
～を作成する  343,344
～を変更する  343,344

「フェード」タイプメニュー  345
フェードツール  343,996
フェードファイル、～を削除する  345
フェルマータ（記譜）  684
フォーマットボタン  210
フォーン・プラグ・コネクタ  90
フォルダトラック  180
フォルダ（リージョン）  281,338,996
エイリアスを作成する  342
ミキサーに～を表示する  578
リージョンを削除する  341
リージョンを追加する  341
～から出る  340
～に名前を付ける  447

～に入る  340
～にまとめる  339
～のパックを解除する  340
～をスコアエディタで表示する  775
～をソロにする  446

符頭（記譜）  683
譜表スタイル  757
自動割り当て  243,742
小節を小節線で結合する  750
パラメータ  749
譜表のサイズを変更する  750
譜表を括弧で囲む  750
譜表／声部を振り分ける  753
プリセット  743
ほかのプロジェクトから読み込む  748
マッピングされた～  759
～から譜表／声部を削除する  749
～に声部を追加する  747
～に譜表を追加する  747
～の例  755
～をMIDIリージョンに割り当てる  741
～を削除する  749
～を作成する  746

譜表スタイルウインドウ  744
ビュー  745

譜表をまたぐ連桁  757
ブラウザ
詳細な検索  260
進むボタン  259
ナビゲートする  258
パスメニュー  259
ファイルを検索する  259
条件を定義する  262

ファイルを並べ替える  260
ブックマークボタン  258
ブラウザ表示  258
マイナス／プラスアイコン  260
戻るボタン  259
リスト表示  258
～でファイルを検索する
検索語を消去する  260
最近の検索語を表示する  260

～の概要  36
～を開く  257

プラグイン
エフェクト→「エフェクトプラグイン」を参照
音源→「音源プラグイン」を参照
拡張パラメータ  231
サイドチェーン  230
ジェネレータ→「ジェネレータプラグイン」を参照
設定→「プラグイン設定」を参照
パラメータを調整する  223
高分解能  224
マウスホイールを使って  225
～をリセットする  224
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マルチ・チャンネル・エフェクト→「サラウンド」を
参照
～を置き換える  214
～を削除する  214
～をチャンネルストリップ間で移動する  217
～を追加する  213–214
サラウンドに  823
チャンネル入力形式が一致しない構成  212

～をバイパスする  226
プラグインウインドウ  223–231,996
「Insert を表示」メニュー  229
エディタ表示  230
開閉用三角ボタン  231
拡張パラメータ  231
コントロール表示  230
設定領域  226
「チャンネルストリップを表示」メニュー  229
「比較」ボタン  226
表示モード  230
開いているすべてのプラグインウインドウを隠す／表
示する  223
～の内容を切り替える  229
～を閉じる  223
～を開く  223
挿入時に～  214,223

～をリンクする  225
「サイドチェーン」メニュー  230
「バイパス」ボタン  226
プラグイン設定  226
次または前の～に切り替える  227
デフォルト設定を作成する  229
フォルダ構造  232
～をコピーする  228
～を削除する  229
～を比較する  228
～を保存する  229
～を読み込む  227,232
～をリセットする  228

プラグインディレイ補正  849
フリーズ機能  200,997
フリーズファイル  203
フリーズファイルを更新する  204

プリセット→「プラグイン設定」を参照
プリフェーダー  997
ブルダウンメニュー  56
フレームレート
設定  834
～を自動的に検出する  648,834

プログラムチェンジイベント  449
～を送信する  245

プロジェクト
下位互換性  140
再生レベル  148
サラウンドフォーマット  815
サンプルレート  143
素材

～を含む  137
定義  135
バックアップファイル  153
拍子  146
開いているプロジェクトを切り替える  140
プロジェクトフォルダを移動またはコピーする  150
～設定を読み込む  141
～の開始位置マーカー／終了位置マーカー  148
～の素材  136
～を管理する  149

～のテンポ  145,641
～の長さ  148
～を作成する  136
自動で  141

～を修復する  142
～を整理する  151
～を統合する  151
～を閉じる  154
～を開く  139
自動で  141
ドラッグ＆ドロップで  140

～を保存されているバージョンに戻す  153
～を保存する  152
テンプレートとして  153

「プロジェクト情報」ウインドウ  143
プロジェクト設定

MIDI951
一般  951
チェイス  115
入力フィルタ  383

オーディオ  950
スコア  776

MIDI定義  792
音部記号と調号／拍子記号  788
カラー  793
ギタータブ譜  784
グローバル  776
番号と名前  781
レイアウト  790

素材  149
チューニング  944
同期

MIDI838
Unitor840
オーディオ  836
～を開く  832

ビデオ  803
メトロノーム  941
録音  943
～の概要  939
～を保存する  940
～を読み込む  141
同期  832
一般  833

「プロセス・バッファ・レンジ」環境設定  99
「分解能」メニュー（「テンポ」トラック）  643
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分散オーディオ処理  99
「分析」ボタン（「コード」トラック）  665
「分析」ボタン（「ビートマッピング」トラック）  658

へ
平均律  946
並列のエフェクトルーティング  236
ページビューボタン（スコアエディタ）  672,769
ベジェ曲線  997
ヘッドフォン  86
ヘッドルーム  548
ヘルプタグ  170
～を表示する  170,966

「ヘルプタグを表示」環境設定  170
ベロシティツール  412,998
ベロシティ、～の説明  998
変換する

AppleLoopsをオーディオファイルに～  623
ReCycleファイルからAppleLoops に～  619
イベント定義を～  433
エイリアスをオーディオファイル／リージョンに
～  327
オーディオファイルを～  535
オートメーションを～  600
サスティンペダルイベントをノートの長さに～  410
スプリット・ステレオ・ファイルからインターリーブ
ステレオに～  855
マーカーをシーンマーカーに～  801
リージョンループをエイリアス／クローンに～  331
リージョンループをコピーに～  330

編集ステップをやり直す  178
「編集」メニュー
「置き換えてペースト」機能  177
「オリジナルの位置にペースト」機能  177
「カット」機能  177
「コピー」機能  177
「ペースト」機能  177

ほ
ボイスリミッターオブジェクト  905
「ボイスをチャンネルに」コマンド  414
ボイス・セパレーション・ツール  754,998
ポインタツール  169,998
ポストパン設定  236
ポストフェーダー  998
保存
スクリーンセットの～  78

保存する
MIDIチャンネルストリップ設定を～  573
オーディオファイルのコピーを～  503
拡大／縮小設定を～  69
環境設定を～  940
キーコマンドを～  158
コンプを～  376
チャンネルストリップ設定を～  221

テンプレートを～  153
プラグイン設定を～  229
プロジェクト設定を～  940
プロジェクトを～  152

ポップアップメニュー  56
ポップ音を削除する  496,513
ポリプレッシャーイベント  450

ま
マーカー  123

SMPTE位置にロックする  131
長さ  126

SMPTE単位で  134
ビートに～を割り当てる  660
～テキスト  124
～の外観を変更する  130

～に移動する
開始位置で再生  133
再生ヘッドをマーカーに～  133
次または前の～に移動する  133
特定のマーカー番号に移動する  133

～にカラーを付ける  133
～の長さ
絶対位置の～  134
～をサイクルに合わせる  132
～を編集する  132

～の名前を付ける  128
～を移動する  131
～をコピーする  127
～を削除する  128
～を作成する  125
サイクルから～  127
再生中に  126
リージョンから  126

～をシーンマーカーに変換する  801
～を選択する  128
～を編集する  131

マーカーテキスト領域／ウインドウ  124
「マーカー」トラック
「リージョンから」ボタン  126
～を開く  124

マーカーリスト  124
ショートカットメニュー  125
～の概要  39
～の表示をカスタマイズする  134
～を開く  124

マーキーツール  305
マイクロフォン  87
マウスの操作  155
マウスホイール
スクロールまたは拡大／縮小する  156
プラグインのパラメータを調整する  225

巻き戻しする  109
マスターチャンネルストリップ  570
サラウンドプロジェクトでの～  827

マスターレベルスライダ  148
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「マップドインストゥルメント」ウインドウ  889
マップドインストゥルメントオブジェクト  888
イベントリストでのノートの表示  448

マニュアル  15
～のWebサイト  17
～の表記規則  16

「マルチインストゥルメント」ウインドウ  885
マルチインストゥルメントオブジェクト  883
サブ音源パラメータ  885
サブ音源を有効にする  884

マルチ出力の音源  214
ノードアプリケーション  103

マルチティンバー  93,883,999
「マルチティンバー」チェックボックス  186
マルチプレイヤー録音  382

み
右クリック（マウスの操作）  155
ツールに割り当てる  167

ミキサー
「1トラック」ビュー  574
「アレンジ」ビュー  575
グループ→「グループ（ミキサー）」を参照
「すべて」ビュー  576
特定のタイプのチャンネルストリップに移動する  574
ハンドツール  217
～のBinauralPanner555
～のBinauralPost-Processingプラグイン  558
～の概要  44,542
～のチャンネルストリップ→「チャンネルストリップ」
を参照
～のディスプレイからチャンネルストリップタイプを
フィルタする  576
～のトラックの名前を変更する  577
～のビュー  574
～のフォルダトラック  578
～を開く  209,541,542

ミキシング  541
～の基本手順  543

ミキシングコンソール  86
「右マウスボタン」環境設定  167
右ロケータ  106,112
→「ロケータ」も参照

ミニプラグコネクタ  90
ミュート
～の説明  999

ミュート状態にする
リージョンを～  299

ミュートする
MIDIイベントを～  446
同じ出力先のトラックを～  198
すべてのトラックを～  198
選択したノート／リージョン／フォルダを～  299
チャンネルストリップを～  551
トラックを～  197
ノートイベントを～  413

特定ピッチの～  413
ミュートツール  170,299,413,999
ミュートボタン（チャンネルストリップ）  551

む
ムービー

QuickTime、～の説明  975
SMPTEオフセット  804
インスペクタで表示する  797
オーディオトラックをムービーに書き出す  802
シーンマーカー→「シーンマーカー」を参照
ムービーからオーディオトラックを読み込む  802
～を削除する  798
～を開く  798

ムービーウインドウ  798
無音
オーディオファイルの選択範囲に～を適用する  498
ロケータ間に～を挿入する  321

無音部分
オーディオファイル内で検出する  490
オーディオリージョンから削除する  519

め
メタイベント  451
トランスフォーマーオブジェクトを制御する  902
一覧  930

メタイベントフェーダー  929,930
メディア領域、～の概要  31
メトロノーム
→「MIDIクリックオブジェクト」も参照
KlopfGeist355
～を設定する  354

メモリ
容量（コンピュータ）  82
～を再構築する  143

「メモリを再構築」機能  143

も
モニタオブジェクト  896
モニタリングシステム  86
モニタリング→「録音」を参照
モノ->サラウンドのSurroundPanner820

ゆ
ユニバーサル・トラック・モード  98

よ
読み込み

OpenTLファイルの～  637
読み込む

AAFファイルを～  638
FinalCutPro/XMLファイルを～  639
GarageBandプロジェクトを～  634
OMFファイルを～  636
ReCycleファイルを～  276
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エンバイロメントを～  877
オーディオファイルを～→「オーディオファイル（～
を追加する）」を参照
キーコマンドを～  161
グルーブテンプレートを～  462
スクリーンセットを～  80
スコアセットを～  768
スプリット・チャンネル・オーディオファイルを
～  854
テキストスタイルを～  715
トランスフォームセットを～  482
標準MIDIファイルを～  632
譜表スタイルを～  748
プロジェクト設定を  141
ムービーからオーディオトラックを～  802
ムービーファイルを～→「ムービーファイル（～を開
く）」を参照

ら
「“ライト”モード切り替え」メニュー  587
ライブモード（音源プラグイン）  247
ライブモード（ReWire）  251
ライブモード（音源プラグイン）  383
ライブラリ

MIDIチャンネルを割り当てる  240
チャンネルストリップ設定を読み込む  219
プラグイン設定を読み込む  232
「元に戻す」ボタン  220
～の概要  35
～を更新する  630

ラジオボタン  55
ラバーバンド選択  174,1000
「ランプタイム」パラメータ  587

り
「リアルタイムコンピングの前のセクションを選択」キー
コマンド  368
リージョン  279

MIDI
イベントチャンネルによるデミックスをする  337
エイリアス  282,324
開始位置を一番近い小節に丸める  318
開始位置／終了位置を調整する  315
コードで分析する  665
スコアエディタで複数の～を選択する  729
スコアエディタで～を隠す  735
ダブルクリックで開くエディタを指定する  393
長さを内容項目に調節する  318
ノートピッチによるデミックスをする  338
パラメータをノーマライズする  349
譜表スタイルを割り当てる  741
～から譜面を作成する  728
～を作成する  394

オーディオ
アンカー→「アンカー」を参照

オーディオファイルとして書き出す  538
オーディオファイルとして保存する  537
オーディオファイル内で～を移動する  290
開始位置を調整する  314
外部サンプルエディタで開く  518
クローン  282
サンプルエディタからサイズを変更する  314
ゼロクロッシングにスナップする  289
テンポ→「テンポ」を参照
トランジェントを検出する  658
ビートマッピング  658
無音部分を削除する  519
録音位置へ移動する  311
～のサイズを変更する  289
～をオーディオビンで作成する  287
～を管理する  284
～を削除する  287
～をサンプルエディタで作成する  287
～をサンプルエディタで開く  284
～を試聴する  288
～を並べ替える  286
～を表示する  286
～をフェードする→「フェード」を参照
～をロックする  292

オーディオとMIDIの比較  283
開始位置／終了位置を再生ヘッドに設定する  316
重なりを取り除く  316
再生位置をシフトする  312
削除した～を復元する  308
時間位置へスナップする  295
スタッカート／レガート  349
セクションを選択する／編集する  305
ドラッグモード  297
フォルダ内に移動する  341
フォルダ→「フォルダ（リージョン）」を参照
複数のコピーを作成する  328
リージョン間のギャップを削除する  316
ループ
エイリアス／クローンに変換する  331
リアルコピーに変換する  330

～にカラーを付ける  304
～に名前を付ける  302,447
トラックにちなんで  303
複数  302

～のサイズを変更する
複数のリージョンを同じ長さに  315
隣接するリージョン  313

～をアレンジメントから削除する  307
～を移動する  309
一定のグリッド量分だけ  311
再生ヘッド位置へ  311
数値で  310
選択したトラック上へ  313
縦／横方向に制限する  309
プロジェクト間  309

～をオーディオファイルとして書き出す  640
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～をカットする  319
～をクオンタイズする→「クオンタイズ」を参照
～を結合する  334
～をコピーする  319
～をサイズを変更する  313
～を選択する  305
～をソロ再生する  300
～をロック状態にする  301

～をソロにする  446
～をタイムストレッチする  317,525
～を調整してほかのリージョンに合わせる  316
～を分割する  331
同じ長さの複数の部分に  332
重なったノート  333
再生ヘッド位置で  333
ロケータ位置で  332

～をミュート状態にする  299
～をループする  329

「リージョンから」ボタン（「マーカー」トラック）  126
「リージョンの位置を補正」機能  291
リージョンパラメータボックス  42,346–349,1000

MIDIスルー  346
「ゲートタイム」パラメータ  349
「ダイナミクス」パラメータ  348
名前  302
リージョンを同時に編集する  347
「クオンタイズ」パラメータ  454
「クリップの長さ」パラメータ  315
「ディレイ」パラメータ  312

「リージョンへオートメーションを移動」メニュー  591
「リージョンを繰り返す」機能  328
リージョンをタイムストレッチする  317,525
「リージョンを別名で保存」機能  537
リスト領域、～の概要  37
「リセット無効」チェックボックス（インスペクタ）  243
リセットメッセージ  243,395
律、平均～  946
リニアビュー（スコアエディタ）  672,769
リバーブエフェクト  1001
リリースベロシティ、～を表示する  439,448
リンクボタン  49,71

SurroundPanner819
譜表スタイルウインドウ  744
プラグインウインドウ  225
～の説明  1001

る
ルーティング  1001
ループブラウザ

AcidLoop620
AppleLoopsをプレビューする  268
青の音波アイコン  264
カテゴリボタン  266
～をカスタマイズする  268
～をリセットする  268

カラム表示  267

サウンドエフェクト表示  266
表示ボタン  266
表示を制限する
特定のJamPackに～  265
特定の拍子記号に～  266

緑の音符アイコン  264
ミュージック表示  266
リセットボタン  268
ループを追加する  620
ループを並べ替える  269
～の概要  33
～の表示を制限する
特定のスケールに  265

～を開く
別のウインドウとして  263
「アレンジ」ウインドウで  263

「よく使う項目」カラム  269

れ
レイアウトツール  696
レイテンシ  847,1001
低レイテンシモード  848
プラグインディレイ補正  849

レイヤー録音  382
レガート  1001
コード処理  410
～をノートに強制設定する  409
～をリージョンで強制設定する  349

「レコーディングディレイ」パラメータ  98
「レコーディングフォルダ」設定  359
レベルフェーダー  212
レベルメーター（チャンネルストリップ）  547
～の表示スケール  548

連符（記譜）  700

ろ
ローカルオフ機能  94
ローカルメニューバー  48
録音

MIDI378
1つのMIDIリージョン  379
既存リージョンへの～  381
再取り込み  382
ソフトウェア音源のライブモード  383
テイク  379
複数のトラック  382
録音可能ボタンの状態  383

オーディオ
オートパンチ機能→「パンチ録音」を参照
置き換え機能  372
概要  351
形式（チャンネル）  360
サイクルモードおよび置き換えモードでの～  372
最大ファイルサイズ  359
サラウンド  360
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サンプルレート  352
準備  352
ステレオ  360
テイク→「テイク録音」を参照
トラックを録音可能状態にする  361
ビット数  354
ファイルタイプ  359
ファイル名  360
プロジェクトテンポ  372
モニタリング  356–358
モノラル  360
レコーディングフォルダ  358
～を開始する  363
～を削除する  373

オーディオおよびMIDIの同時録音  362
オーバービュー作成  275
カウントイン  363
サイクルモードおよびオートパンチモードでの～  371
サイクルモードでの～  371
メトロノーム  354
録音ボタン、～を設定する  364
「録音を破棄して最後の再生位置に戻る」コマン
ド  364
「録音／繰り返し録音」コマンド  364

「録音／録音を切り替える」コマンド  364
「録音が重複する場合」メニュー  379
録音可能ボタン  361
録音する

BroadcastWaveファイルを～  959
MIDIを～
ステップインプットで～  384

オーディオを～  351
外部同期中に～  831
トラックの選択範囲が変更されないように～  562

「録音ファイルのタイプ」メニュー  359
録音を破棄して最後の再生位置に戻る  364
ロケータ  106,112
イベント／リージョンで設定する  113
マーカーで設定する  114
～を入れ替える  115

ロケータディスプレイ  112
「ロケータ内のリージョンを連結」機能  317

わ
ワードクロック、～の説明  1002
ワード長→「ビット数」を参照
ワンショット  616
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