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ソフトウェアの著作権および保証について

この法的文書は、エンドユーザー（あなた）と
BIAS,Inc.との契約書です。あなたはこれらのディスク
のソフトウェアを使用することによってこの契約書の
条件に拘束されることになりますが、この条件にはソ
フトウェアライセンスおよびソフトウェアに関する責
任の放棄（集合的に契約）が含まれます。この契約は、
あなたと BIAS,INC.との間の完全な契約に相当します。
この契約の条件に同意せず、全額返金を希望される場
合は、このパッケージに含まれるディスクのソフト
ウェアをご使用にならず、パッケージその他の品を未
開封の状態で直ちにお買い上げ店にご返品ください。

BIASソフトウェアライセンス

1. ライセンスの付与。
ライセンス付与人である BIASは、本製品に対して支
払われた代価の一部であるライセンス料を考慮し、一
カ所において１つのコンピュータでこの BIASソフト
ウェアプログラム（以後ソフトウェアと呼ぶ）を使用
し、表示する非排他的権利を付与します。このライセ
ンスに対して明確に付与されない権利は BIASが保有
するものとします。

2. ソフトウェアの所有権。
あなたは、ソフトウェアを最初にまたはその後に記憶
した磁気メディアその他の物理的メディアを所有する
ものとします。ただし、オリジナルディスクのコピー
（または複数のコピー）に記憶されたソフトウェアお
よびそれ以降に作成したソフトウェアのコピーの所有
権は、オリジナルおよびコピーが記憶されたメディア
の形態を問わず BIASが所有するものとします。この
ライセンスは、オリジナルのソフトウェアあるいはコ
ピーの販売ではありません。

3. コピーに関する制約。
このソフトウェアおよびそれに付属する印刷物には著
作権が設定されています。ソフトウェア（変更、統
合、あるいは他のソフトウェアとともに含まれたソフ
トウェアを含む）や印刷物を無断でコピーすることは
禁止されています。あなたは、ライセンス違反を原因
または誘因として発生した著作権の侵害に対して法的
責任を負わされる場合があります。この制約に基づき、
ソフトウェアのコピープロテクトがかかっていない場

合は、バックアップを目的としてソフトウェアのコピー
を 1つ作成することができます。バックアップコピー
には、著作権に関する情報を含める必要があります。

4. 使用に関する制約。
ソフトウェアを一度に一つのコンピュータで使用す
る限りにおいては、ライセンスの被付与人としてソ
フトウェアを一つのコンピュータから別のコンピュー
タに転送することができます。ソフトウェアをネット
ワークを通じて電子的手段で一つのコンピュータから
別のコンピュータに転送することはできません。ソフ
トウェアおよびその関連印刷物をのコピーを他人に配
布することはできません。ソフトウェアをもとにした
派生物を変更、改作、翻訳、リバースエンジニアリン
グ、逆コンパイル、分解、作成することはできません。
BIASが事前に書面で許可した場合を除いては、印刷物
を変更、改作、翻訳、作成することはできません。

5. 譲渡に関する制約。
このソフトウェアは、ライセンスの被付与人であるあ
なたに対してのみライセンスが付与され、BIASの書面
による事前の許可なく他人にソフトウェアを譲渡する
ことはできません。ソフトウェアの正当な被譲渡人に
はこの契約書の条項が適用されます。ここに定める場
合を除いては、いかなる場合もソフトウェアを一時的
であれ永久的であれ譲渡、貸与、販売、処分すること
はできません。

6. ライセンスの終了。
このライセンスは、終了時まで有効とします。このラ
イセンスの条項に違反した場合は、ライセンスは BIAS

による事前の通告なしに自動的に終了します。ライセ
ンスが終了した場合は、印刷物およびソフトウェアの
すべてのコピー（修正したコピーがある場合はそれも
含め）を破棄されるべきものとします。

7. 更新方法。
BIASは、随時ソフトウェアの新バージョンを作成でき
るものとします。BIASは、更新料を支払い、登録カー
ドを返送したライセンスの被付与人および被譲渡人に
対し、BIASの判断に基づいて新バージョンの使用を認
めるものとします。

8. その他。
この契約はカリフォルニア州の法律が適用されます。
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保証の放棄および保証の制限

ソフトウェアおよび関連印刷物（使用説明書を含む）
は、一切の保証を付けずに提供されます。また、BIAS

はソフトウェアおよび関連印刷物の使用、使用の結果
に対し、妥当性、正確さ、信頼性、時宜性、その他の
見地からのいかなる保証も主張もするものではありま
せん。
ソフトウェアの使用結果および性能に関する一切の危
険は、BIASやその代理店、販売店、従業員ではなくユー
ザーが引き受けるものとし、また、ユーザーは必要な
あらゆるサービス、修理、訂正の費用を負担すること
に同意するものとします。BIASはライセンスの最初の
被付与人に対し、ソフトウェアが記憶されているディ
スクを正しく使用した場合にはその材質および製造に
欠陥がなく、領収証の示す販売の日付から 90日間は
正しく使用できることを保証します。BIASは、ディス
クに対する保証の期間を上で示した期間に限るものと
します。ディスクに対する BIASの全責任およびユー
ザーに対する対応策は、(a)購入代金の返還、または、
(b)BIASの限定保証の条件を満たさないディスクの交
換、のいずれかを BIASが選択するものとし、(b)の場
合は領収証の写しとともにディスクを BIASに返送す
べきものとします。ディスクの欠陥が事故、誤用、不
適正な用途への使用によるものであるときは、BIASは
ディスクを交換または購入代金を返還する義務を負わ
ないものとします。交換したディスクの保証期間は、
もとのディスクの保証期間の残り期間または 30日間
のうちいずれか長い方とします。上記は、明確に示さ
れたあるいは暗黙のあらゆる保証とし、BIASが BIAS

製品に対して提供する製造および特定の用途への適合
性に関する暗黙の保証を含むものとし、ただしそれに
限られないものとします。

BIAS、その代理店、販売店、従業員による口頭または
書面での情報提供や助言は、保証を生むものでもこの
保証の範囲を拡大させるものではなく、ユーザーはこ
のような情報や助言に依存することはできません。こ
の保証は、ユーザーに特定の法的権利を付与します。
ユーザーはその他の権利を有する場合がありますが、
その権利の内容は州によって異なります。

BIAS、および本製品の作成、製造、配布に関与したい
かなる者もこのような損害を生じさせた直接的、間接
的、必然的、偶発的損害（事業収益の損失、事業の中断、

事業上の情報の損失、その他）に対する責任は負いま
せん。一部の州では必然的あるいは偶発的損害に対す
る責任の免除あるいは制限を認めていないため、上記
の制約は適用されません。この保証の放棄および保証
の制限にはカリフォルニア州の法律が適用されます。

アメリカ政府の権利の制限

ソフトウェアおよび印刷物には「権利の制限」条項
が適用されます。政府による使用、複製、公開は、
252.227-7013の「技術データおよびコンピュータソフ
トウェアにおける権利」の (b)(3)(ii)で定める制約が
適用されます。
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請負人／製造者（"Contractor/manufacturer）：

BIAS(Berkley Integrated Audio Software),Inc.

1370 Industrial Avenue

Suite A,

Petaluma, CA 94952

USA

この契約に関するお問い合わせ先、および BIASへのご
連絡先は下記の通りです。

BIAS Customer Sales and Service

1370 Industrial Ave.,Suite A

Petaluma,CA 94952

USA

Copyright 1999-2003 BIAS,Inc.

クレジット：
Peak ™ソフトウェア :Steve Berkley、Andrew Kimpton、
Dave Tremblay

Audio Units ™、Mac OS X ™、Macintosh ™、iMovie ™、
Final Cut Pro ™は、Apple Computer,Inc.の商標です。

VST ™は、Steinberg Media Techologies,AG.の商標です。

POWr Dithering ™は、POWr Consortium LLC.の商標です。

JAM ™、Toast ™は、Roxio,Inc.の商標です。

Pro Tools ™は、Digidesign,Inc.の商標です。

Premiere ™は、Adobe Systems,Inc.の商標です。

FileMaker Pro ™は、FileMaker,Inc.の商標です。

Paris ™は、E-mu Systems,Inc.の商標です。

US-428™は、Tascam,Inc.の商標です。

828™は、MOTU,Inc.の商標です。

WordT ™は、Microsoft,Inc.の商標です。

ユーザーズガイド：
Zac Wheatcroft,Steve Berkley,Bruce Bennett

スペシャルサンクス：
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Robbie Berman, Bruce Bennett, Ray Brunelle, BT, Andrew 

Calvo, Will Carpmill, Chris Clanin, Jason Davies, Luke 

DeLalio, Dennie Edwards, Tom Erbe, Terje Finstad, Daniel 

Fisher, Kelly Fitz, Mikail Grahm, Brian Hamilton, Tom Hays, 

Morris Hayes, Gary Hobish, Walter Horat, Matt Isaacson, 

Carson Kendall, Paul Korntheuer, peer landra, Jeremy J. 

Lee, Ray Legnini, Igor Len, Randy M., Jose Ignacio Martin, 

Christophe Masson, Riccardo Mazza, Ron Macleod, David 

Mash, Peter McCabe, David McIntyre, Melvin & Milo Mole, 

Jeff Moore , Itai Neoran, NIN, Drayson Nowlan, Martin 

O'Donnell, Larry Oppenheimer, Heather Perkins, Dan 

Phillips, Scott Plunkett, Gene Porfido, Les Quindipan, Ralph, 

Bob Rice, Brad Sarno, Arne Schulze, Seva, Eli Shauriki, 

Ronen Shloush, Craig Snoke, Stefan Sozomenu, Alex Stahl, 
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David Tremblay, Rudy Trubitt, Tsvika, Earl Vickers, Charles 

Wiltgen, Michael Winter, Doug Wright, Tsuyoshi Yasukawa 

and Takeyuki Kondo.
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BIASテクニカルサポート

セルフヘルプオプション（無制限）

BIAS製品のインストール /使用方法に関して疑問が
ある場合には、最初にユーザーズガイドをチェックし
て下さい。大部分の疑問点は、ユーザーズガイドを参
照することで解決されます。ユーザズーガイドを参照
しても解決されない問題に直面した場合には、以下の
Webサイトへアクセスしデータベース（英語）をチェッ
クして下さい。
http://www.bias-inc.com/support.html

http://www.m-audio.jp/support/（日本語）

データベースは、お問い合わせが多いトラブルシュー
ティングのチップス等が提供されています。

技術的なサポート（制限付き）

サポート対象は、以下の 3つのTYPEに分かれています。

TYPE 1：BIAS製品（Peak・Deck）を初めて購入し、
ご購入後 90日（最高）以内の方が利用できます。

TYPE 2：BIAS製品（Peak DV・Peak LE・Deck LE・
Vbox・Super Freq・SoundSoap）を初めて購入し、ご
購入後 90日（最高）以内の方が利用できます。

TYPE 3：BIAS製品（Peak・Peak DV・Peak LE・Deck・
Deck LE・vbox・Super Freq）のアップグレードパッケー
ジを購入し、ご購入後 30日（最高）以内の方が利用
できます。OEMバージョンはサポートサービスを受
けられません。

プロダクトオーソライゼーションコード（PAC）が発
行された時点で、サポート期間は開始します。電子メー
ルでお問い合わせ頂くか、電話にてサポートセンター
へお問い合わせ下さい。お問い合わせ頂く場合には、
有効なシリアル番号を必要とし、ユーザー登録が完了
していなければなりません。シリアル番号と PACは、
安全な場所に保管して下さい。

電子メールにてサポートを受けるには、BIASの Web

サイトへアクセスして下さい：

http://www.bias-inc.com/support.html

support@bias-inc.com

http://www.m-audio.jp/support（日本語）
mac-support@m-audio.jp（日本語）

電話にてサポートを受けるには、コンピュータを起動
した状態でお問い合わせ下さい（ユーザー登録必須）：

英語：
+1-707-782-1865　平日 9:00～ 17:00
日本語：
052-218-0859　平日 10:00～ 12:00／ 13:00～ 17:00

Fee-basedテクニカルサポートのオプション

サポート期間が切れた場合や、OEM版のために利用
できます。
電話にてサポートを受けるには、コンピュータを起動
した状態でお問い合わせ下さい（ユーザー登録必須）：

英語：
+1-707-782-1865　平日 9:00～ 17:00
日本語：
052-218-0859　平日 10:00～ 12:00／ 13:00～ 17:00

北アメリカまたは日本以外にお住まいの方は、あなた
の地方のディストリビューターを探すために BIASの
ウェッブサイトをチェックして下さい：

http://www.bias-inc.com/distributors.html

http://www.bias-inc.com/support.html
http://www.m-audio.jp/support/%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%00
http://www.bias-inc.com/support.html
http://www.m-audio.jp/support%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%00
http://www.bias-inc.com/distributors.html
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サポート方針と時間

サポート方針と時間は、予告なしに変更されることが
あります。

販売とカスタマー（非技術的）サービス

製品情報、販売店等に関するお問い合わせは、電子メー
ルまたはお電話にてお問い合わせ下さい：

英語：
sales@bias-inc.com

+1-800-775-BIAS　平日 9:00～ 17:00

日本語：
info@m-audio.jp

http://www.m-audio.jp

http://www.m-audio.jp
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Chapter 1: 
Peakについて

ようこそ！

BIAS Peakは、Macintoshコンピュータ上でデジタル音
声を編集、処理するための優れたツールを備えた最新
のアプリケーションです。Peakは、特にオーディオの
専門家の要求に対応できるように設計されています。
ディスクのデジタル音声を直接編集できる高度な技術
とデータを損なわない高速編集環境が統合された Peak

は、他に類をみない優れた編集機能を提供し、Biasの
DECK ™、Cubase ™、Digital Performer ™、Live ™、
Logic ™、Pro Tools ™といったマルチトラックのオー
ディオアプリケーションの機能向上にも貢献し、高度
なサンプラーサポート機能も備えているため、MIDI

のサンプリングキーボードやラックマウントタイプの
サンプラーにも直接使用できます。また、iMovie ™

や Final Cut Pro ™のようなデジタルビデオ編集ソフ
トの音声編集を補助する、強力なツールとして活用す
ることもできます。  　　 

Peakの特徴：

• Macintoshがサポートするあらゆるサンプリング
レート、あるいは他社のオーディオハードウェア
がサポートするあらゆるサンプリングレートでの
ディスクへの直接録音及び再生

• ユーザーによる設定が可能な波形表示

• AIFF、Sound Designer II ™、WAVE、QuickTime ™、
Raw、System 7 Sound、Sonic AIFF、Paris ™、JAM 

Image、AU、MP3、MP4フォーマットなど、広く
使用されているオーディオドキュメントフォー
マットのサポート

• 取り消し（Undo）及び再実行（Redo）コマンドが
無制限に使用可能なファイルベースの完全ノンディ
ストラクティブ編集（データを損なわない編集）

• プロフェッショナル向けの編集機能（ユーザー設
定可能なフェードカーブ、サイレンスなど）、及
び複数回におよぶ取り消しコマンドが使用可能な
カット／コピー／ペーストのサポート

• FileMaker Pro ™（Apple Events）を使用することにより、
Peakのサウンドファイルのリストを作成したり、アプリ
ケーションでサウンドファイルの音を聴くことが可能

• CoreAudioを通して、サードパーティ（M-Audio ™・
Mark of the Unicorn ™・Digidesign ™等）のデジ
タルオーディオインターフェースをサポート

• 8、16、24、32-bitオーディオファイルのサポート

• 他社の VST ™プラグインと Audio Unitプラグイ
ンをサポートしているため、Peakに高度な信号
処理機能の追加が可能。BIAS、Cycling’ 74™、
Steinberg ™、Waves ™、Apple ™といったメーカー
のプラグインを利用したデジタルフィルタ、ノイ
ズリダクション、リバーブ、イコライジング、そ
の他のエフェクトの使用が可能。

• Peakのプレイリストやオーディオドキュメントか
ら 100% Red Bookに準拠（CD-TEXT、ISRCコード、
PQサブコード）したオーディオ CDを作成可能。

• Loop Surfer ™、Loop Tuner ™、Guess Tempo ™機
能など、ループ編集のための便利なツールを装備

• サンプラーに対応

• プレイリストの編集とマスタリングが可能

• ツールバーやキーボードショートカットのカスタ
マイズが可能

• QuickTimeムービーのスクラビング



Peak Users Guide20

Peakは誰のためにデザインされているか？

Peakは、作曲家やマルチメディアプロデューサーか
らサウンドデザイナーやリミックスエディターに至る
幅広いユーザーを対象として設計されています。Peak

は、その総合的な録音、編集、ループ、および処理機
能により、デジタルオーディオ分野の文字通りあらゆ
る面に利用できる優れた製品となっています。サウン
ドに興味があり、想像力と創造力のある方には最適な
製品です。

Peak 5.0の新機能

Peak 5.0では、以下の新しい機能および機能の向上が
含まれています：

• 完全に再設計された無制限のアンドゥ /リドゥー

• インターナショナルスタンダードレコーディング
コード (ISRC)のサポート

• PQサブコードのサポート

• CD-TEXTのサポート

• DDPファイルへのエクスポート *(別売 ) 

• プレイリストへの POW-rTM Ditherをサポート

• Change Pithのアルゴリズムの向上 

• Change Durationのアルゴリズムの向上 

• Sample Rate Conversionアルゴリズムの向上 

• VBox 2.0 エフェクトルーティングインターフェース – 

AudioUnits/VST プラグイン /AudioUnitsインストゥルメ
ントのサポート 

• MIDI信号のサポート (バーチャルインストゥルメ
ントのため ) 

• Freq-4 v. 2.0 EQ プラグイン 

• プラグイン使用時のレイテンシ自動補正機能

• プラグインをかけながらのレコーディング時のパ
ラメータの変更

• Unicodeと長いファイル名 (32桁 )をサポート

• より正確なウェーブフォームディスプレイ

• Auto-Define Tracks DSP ツール

• Strip Silence DSP ツール

• Envelope from Audio DSP ツール

• RMS Normalize DSP ツール

• 新たなリージョン分割

• 高品位のテープスタイルスクラビング

* 新たなスナップオプション : CD フレーム、 Sony 

PS2™ & Microsoft XBox ™ のループ境界、 カスタ
ムユニット

• オーディオファイルの調整

•  Batch Processor 

• マルチドキュメントレコーディング(長時間の録音)

• ファイルドロワー内へ Edit History を追加

• HDタイムユニット (59.97 & 60 fps) 

• ループフラグの ON/OFF情報の保存

• 自動的なウィンドウタイリング

• 新しい ImpulseVerbのユーザーインターフェース 

• 新しいツールバーアイコン 

• Mac OS X v. 10.4 “Tiger” のサポート

• BIAS Key を使用したコピープロテクション (複数
の BIAS製品のオーソライゼーションを BIAS Key

にロード可能 )
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最高のパフォーマンスを得るために

Peakのパフォーマンスを最大限に引き出すには、以
下の作業を行ってください。

Peakのパフォーマンスを最大限に引き出す：

• モニタを 32000色以上にセットします (旧式の
Macintoshでは 256色を推奨 )

• ファイル共有を無効にします

• Macintoshからいっさいのネットワーク接続を切断
し、AppleTalkを無効にします。

• ハードディスクを最適化します (ハードディスク
の適切なメンテナンスについては、Chapter 3をお
読みください )。

• スクラッチディスク /レコードディスクとして速
いハードディスクを使用してください。(例 :OSお
よび Peakがインストールされていないドライブ
等 )BIASでは、7200RPMの回転速度、8MB以上の
キャッシュ、18ms以上のアクセスタイムを持つ
ハードディスクもしくは SCSI、FireWire400/800、
ATAなどの同等のデータ転送速度を持つハード
ディスクを推奨します。

ユーザーズガイドについて

Peakは、単純かつ直感的に理解できるように設計され
ています。ユーザーズガイドは、デジタル録音／編集
に備えて Peakをできる限り迅速かつ容易にセットアッ
プし、使用できるようにするための手引きとして書か
れています。

ユーザーズガイドは、ユーザーズが下記を含む
Macintoshの標準的な操作方法を身に付けていること
を前提として書かれています。

• Macintoshのセットアップ、起動、及び使用

• メニューからコマンドを選択

• マウスを利用した Wクリック、選択、シフトの切
り替え、ドラッグ

最低システム必要環境

G4を搭載したMacintoshで使用する場合 :

• 500MHz以上のプロセッサの速度

• Mac OS X 10.3以降

• 256MBのメモリ (512RAM以上のメモリを推奨 )

• 18ms以上のアクセスタイムを持つハードディスク

• カラーモニタ (最小で 1024の x 768の解像度 )

• CoreAudioをサポートしたサードパーティー製オー
ディオインターフェースおよびインターフェース
開発元より提供されるドライバ

G3を搭載したMacintoshで使用する場合：

• 400MHz以上のプロセッサの速度

• Mac OS X 10.3以降

• 256MBのメモリ (512RAM以上のメモリを推奨 )

• 18ms以上のアクセスタイムを持つハードディスク

• カラーモニタ (最小で 1024の x 768の解像度 )

• CoreAudioをサポートしたサードパーティー製オー
ディオインターフェースおよびインターフェース
開発元より提供されるドライバ

CD-TEXTやサブコードメタデータのライティング
をプレイリストドキュメントから行う場合、Mac 

OS X 10.4"Tiger"と互換性がある CDバーナーが必
要となります。

G3を搭載したMacintoshで Peakを使用する場合
ImpulseVerbは使用できませんので、注意してください。
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• ファイルの呼び出し、コピー、保存、削除

• Macintoshウィンドウの呼び出し、終了、スクロー
ル、移動、拡大／縮小、選択

Peakを容易に使いこなせるように、これらの操作方
法が分からない場合には Macintoshのユーザーズガイ
ドをお読みになり、操作方法を理解した上で先にお進
み下さい。

ユーザーズガイドの各章は、波形編集作業を開始する
際の一般的な手順に従って解説されています：

• Chapter 1では、Peakの概要を述べるとともに、
Peakソフトウェアを使用するために必要となる事
柄について説明します。

• Chapter 2では、Peakソフトウェアのインストール
方法、及び録音／再生のための Macintoshの設定
方法について説明します。

• Chapter 3では、デジタルオーディオについて、ま
た、ハードディスクを利用した録音についての基
本的な概念を示すとともに、Peakの基本的な操作
について説明します。

• Chapter 4では、CoreAudioを使用してハードディ
スクからの再生およびハードディスクへの録音を
行う方法に関しての説明および、CD-ROMドライ
ブと互換性を持つオーディオデータのインポート
の方法を説明します。

• Chapter 5では、Peakを利用したノンディスクラク
ティブ（非破壊）編集技術の基本的概念を示します。

• Chapter 6では、リージョンの作成方法、プレイリ
ストを利用したリージョンの再生順序の指定方法
とプレイリストからオーディオ CDを作成および
その他の形式のファイルとして書き出す方法につ
いて説明します。

• Chapter 7では、DSP機能について説明します。

• Chapter 8では、Peakのオーディオ編集能力をさら
に高める事が可能な、VST/AudioUnitプラグインと
Vboxの使用方法を説明しています。

• Chapter 9では、バッチ処理について、また Apple

イベントを使用してファイル管理を行う方法につ
いて、説明しています。

• Chapter 10では、（Peakのあらゆる機能を利用して
音を編集または処理するために）互換性のあるサ
ンプラーから直接サンプルを読み込む方法、およ
び修正したサンプルをサンプラーに戻す方法につ
いて説明します。

• Chapter 11では、Peakのメニューのそれぞれのコ
マンドについて説明します。

• 付録 1では、Peakであらかじめ設定されているキー
ボードショートカットを一覧表示しています。

• 付録 2では、他に記述されていない役に立つ Peak

のアクションリストを示します。

• 付録 3では、日常起こりえるトラブルの解決方法
を示します。

• 巻末には用語の解説を掲載します。

このマークのある箇所には重要なヒントや注意が
記載されています。

Peak LEについて

Peak LEでは、Peak Proの機能限定版となるため、使
用できない機能があります。Peak LEは、ストリーミ
ング用コンテンツの音楽制作に必要となる基本的な機
能が搭載されています。そして、一般的なオーディオ
CDや、ノンリニアビデオ編集システムのマスタリン
グツールとして使用されます。

Peak LEをご利用いただいておられる場合すべての機
能を使用する事はできません。具体的に使用できない
事項に関しては、下記に記述されています：

• Add

• アドバンスドプレイリスト機能 -Peak LEでは基本
的なプレイリスト機能のみ

• Amplitude FIt(アンプリチュードフィット )

• Bitデプスとサンプルレートが 24bit/96kHzに限定

• Bit Usage(ビットユーセイジ )
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• Convolve(コンボルブ )

• Crossfade Loop(クロスフェードループ )

• キーボードショートカットのカスタム

• ツールバーのカスタム

• Dither(ディザー )

• オーディオのエンベロープ

• Find Peak(ファインドピーク )

• Harmonic Rotate(ハーモニックルーター )

• Import Dual Mono(インポートデュアルモノ )

• 2バンド限定の Freq EQプラグイン

• エフェクト /バーチャルインストゥルメントの使
用を 1つに限定されています

• Loop Surfer と Loop Tuner(ループサーファーとルー
プチューナー )

• メーターダイアログ

• Modulate(モジュレート )

• Mono To Stereo(モノ トゥー ステレオ )

• Panner(パンナー )

• POW-rTM Dithering(POW-rTMディザリング )

• Phase Vocoder(フェーズボコーダー )

• Rappify(ラピファイ )

• Recording Input Levels(レコーディングインプット
レベル )

• Recording Notepad(レコーディングノートパッド )

• Remove DC Offset(リムーブ DCオフセット )

• Repair Click(リペアクリック )

• Repair Clicks(リペアクリックス )

• RMS Normalize(RMSノーマライズ )

• サンプラーのサポート

• Appleイベントを使用したFileMaker Proなどのデー
タベースからの再生

• Stereo To Mono(ステレオトゥーモノ )

• Strip Silence(ストリップサイレンス )

• Swap Silence(スワップサイレンス )

• Swap Channels(スワップチャンネルス )

• Threshold(スレッショルド )

• Vbox は付属しません。

Peak LEでサポートされていない機能は、本書では
このアイコンで表示します。サポートされていな
い機能は、Peak LEのメニューではグレーアウト(淡
色 )して表示されます。

PeakでのHelpの使い方

Peakには 2種類のオンラインヘルプが用意されてい
ます。1つはバルーンヘルプと呼ばれるもので、マウ
スポインタを任意のメニューアイテムに合わせると、
そのアイテムの機能が表示されます。ツールバーの上
にマウスポインタを 2秒以上置くと、該当するアイコ
ンの機能を説明するバルーンヘルプが表示されます。

もう 1つのオンラインヘルプは、Peakのメニューか
ら呼び出します。ヘルプを選択すると Webブラウザが
起動して、BIASのドキュメント（チュートリアルやユー
ザーズガイド）のページを表示します。
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また、Linksメニューを使用して、オンラインで BIAS

の資料やテクニカルサポートにアクセスすることもで
きます。

Biasは、テクニカルサポートへご連絡頂く前に前記の
方法で情報をご参照頂く事をお進めいたします。一般
的なテクニカルなご質問の内容のほとんどに関しまし
て、オンラインでご参照頂く事が可能です。オンライ
ンヘルプでは、より簡単で、週 7日、年 365日無償で
ご利用頂く事ができます。もし、テクニカルサポート
へ連絡する必要がある場合、このユーザーズガイドの
BIasテクニカルサポートポリシーをご覧下さい。

まとめ

Peakについて少しご理解頂けたと思います。次の章
では「Peakのインストールと設定」を解説します。



Chapter 2
Peakのインストール、登録、アクティベート
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Chapter 2: 
Peakのインストール、登録、
アクティベート

Peakのインストール

Peakのオートインストーラーソフトウェアはインス
トールを簡単行う事ができます。

Peakのパッケージには、次の物が同梱されています：

• CD-ROM インストーラー

• シリアルナンバー

• BIAS キー

• BIAS キーパネル (システム環境設定）

BIASKeyは紫のプラスチックから作られていて、
HASP(ドングル上に HASPと記載されています )に
よって製造されています。これを知っておく事は
他のドングルを使う場合に役に立つでしょう。

 

Peakをインストールする前に、このマニュアルの
21ページの MinimumSystemRequirementを確認し
て下さい。

Peakのインストール：

1. ウィルス対策のソフトウェアを使用している場合、
それをオフにするかもしくは一時的に停止させた
後 Macintoshを再起動して下さい。

2. Peakのインストーラー CD-ROMを CD-ROMドラ
イブに挿入して下さい。その後、アイコンがコ
ンピュータのデスクトップに現われたら、Install 

Peakアイコンをダブルクリックして下さい。

3. インストーラーパッケージでプログラムを実行す
る是非を問うダイアログが表示されたら、“続ける”
をクリックして下さい。

4. インストーラダイアログが表示されたら、“続ける”
をクリックして下さい。

5. ソフトウェアライセンスの同意文書を読んで下さ
い。そして続けるために “続ける” をクリックし
て下さい。

6. ソフトウェアライセンス同意文書に同意する場合、
“同意します” をクリックして下さい。

7. インストール先のボリュームを選択し、“続ける”
をクリックして下さい。

8. “アップグレード” をクリックして下さい。(ユー
ザーアカウントにもよりますが、アカウントのパ
スワードを入力する必要がある場合があります。
パスワードについて訪ねられたら、それを入力し、
“OK” をクリックして下さい。アカウントのパス
ワードがわからない場合は、システム管理者に連
絡して下さい。)

9. インストールが完了すると、“ソフトウェアが正常
にインストールされました。” というメッセージが
現われます。“閉じる”をクリックしインストーラー
を終了します。(コンピュータを再起動する際に、
ウィルス対策のソフトウェアを起動させるのを忘
れないで下さい。)

Peakのインストールでインストールされるもの：

• Peak アプリケーション

• プラグイン



Peak Users Guide28

• Peak インパルス

• Peak エンベロープ

• ドキュメンテーション

• BIAS キーパネル

インストールが完了したら、BIAS キーパネル (Peakの
アプリケーションともにインストールされるシステ
ム環境設定パネル )を開始します。この時点で Peak

を登録しアクティペートしたい場合は、説明に従っ
て BIAS Keyを挿入し、” Launch BIAS Key” をクリッ
クします。そして次の段階である、“Registration & 

Activation” へ進みます。

登録とアクティベート

Peakをアクティベートさせるために BIASへ Peakを
登録する必要があります。

Peakのアクティベーションシステムは以下の構成要
要素から成ります：

• シリアルナンバー (BIAS Owner’ s Certificateにあり
ます。)

• BIAS Key(コンピュターシステムの空いている USB

ポートに差し込む小さなハードウェア )

Peakをアクティベートさせるために必ず BIASで登
録する必要があります。アクティベートしない場
合、14日間登録の後、Peakは起動しなくなります。

BIAS Keyパネルを通して BIASレジストレーションシ
ステムオンラインにアクセスするのが、最も早く簡単
な登録の方法です。

登録 /アクティベーションのプロセスは以下のサービ
スを可能にします：

• ソフトウェアを BIASに登録して頂くと、テクニカ
ルサポートと製品のアップデートを受ける事がで
きます。

• BIAS Keyをアクティベートし、Peakをアンロック
すると Peakを永久に使う事ができるでしょう。一
度 BIAS Keyをアクティベートすると、異なるシス
テムでも Peakを使用する事ができます。しかし
Peakの 1つのライセンスは、一台のコンピュータ
のみ有効だという事に注意してください。

アクティベートされていない BIAS Keyなしで Peak

を使う事はできません。旅先などの移動状況で
Peakを使用する場合、BIAS Keyを持って行くのを
忘れないで下さい。BIAS Keyを車や家の鍵のよう
に考えて下さい。

オンラインで Peakの登録 /アクティベートを行う：

直接、登録 /アクティベートを以下のインストー
ルに従って行う場合や、Launch BIAS key ダイアロ
グの Launch BIAS Key Panelボタンを既にクリック
した場合は、そのままステップ 2に進んで下さい。

1. アップルメニューより、システム環境設定を選択
し、システム環境設定ウィンドウの “その他” の
欄にある BIAS Keyアイコンをクリックします。

2. BIAS Keyをコンピュータの空いている USBポート
に差し込みます。キーがきちんとはめ込まれ起動
すると、キーの中に赤い LEDが点灯します

3. BIAS Keyパネルで、“Step 1: Select a Product”セクショ
ンの中の BIAS Peak Pro V5.xを選択します。

4. “Step 2: Register your BIAS Product” セクションの
Serial Numberと書かれたフィールドの中に Peak

のシルアルナンバーを入力します。(シリアルナ
ンバーは Owner’s Certificateに記載されています。)
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シリアルナンバーは、Peak Proパッケージに収録されている Owner's 
Certificateカードに記述されています。

5. シリアルナンバーフィールドの右にある submitボ
タンをクリックします。その後、すぐに登録する
か後で登録するかの是非が問われます。

Peakをインストールしたコンピュータがインター
ネットに接続されている場合 (もしくはこのアク
ティベーションのために一時的に接続されている
場合 )、“Register Now!” をクリックしてすぐに登
録する事をお勧めします。そうでない場合は“Later”
をクリックして下さい。

後で登録する事を選択した場合、14日間の登録期間
が始まり、その間は完全に機能する Peakが使えます。
使用中の中断されないためにも、この 14日の間に必
ず登録して下さい。

Peakを登録しようとしているコンピュータがインター
ネットに一時的にも接続できない場合、この章の後の
方にある「インターネットへ接続する環境がない場合
の登録 とアクティベートの方法」を参照して下さい。

6. インターネット接続をお持ちの場合は、“Register 

Now!” をクリックして下さい。

7. 次にメールアドレスを入力し、“OK” をクリック
して下さい。以前に BIASにユーザー登録をした事
がある場合 (同じメールアドレスで登録している
場合 )、登録システムによって自動的に認識され、
Peakは自動的にアクティベートされます。これが
BIASに登録する初めての製品である場合かもしく
は事なったメールアドレスか会社である場合、簡
潔な登録フォームに入力する必要があります。

8.  登録フォームを記入し終わると、簡単な質問に答
えるよう訪ねられます。もし答えるならば、“Yes”
をクリックして下さい。答えたくない場合は “No”
をクリックし、BIAS Keyパネルに戻って下さい。

上のステップ 8を終える前に、BIAS Key パネルの
Product Statusの中に Peakが “Activated” となってい
るはずです。他のシステムで使用する場合でも BIAS 

キーはアクティベートされていますので、異なるコン
ピュータのシステムでも Peakを動かす事ができます。

その他の登録 /アクティベーションの方法

Peakをインストールしようとしているコンピュータ
がインターネットに接続できない場合でも、インター
ネットに接続されている他の Macintoshのコンピュー
タを使って登録 /アクティベートする事が可能です。

この登録 /アクティベートの方法を使うために、
Mac OS Xで動くインターネットに接続された
Macintoshコンピュータを必ず使用して下さい。

他のMacintoshを使用して登録 /アクティベーション
を行う方法 :

1. インターネット接続のある Macintoshコンピュー
タで上記と同じ手順に従ってインストール、登録、
アクティベーションを行って下さい。

2. 一旦 BIAS Keyがアクティベートされたら、BIAS 

Keyを Peakをインストールしようと考えていたコ
ンピュータに戻して下さい。

BIAS Keyがアクティベートされると、異なったシステ
ムでも Peakを使用する事ができます。
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インターネットへ接続する環境がない場合の登録
とアクティベートの方法

インターネットへ接続することができる他のコン
ピュータがない場合、または登録とアクティベートに
関するサポートが必要な場合には、BIASまたは輸入代
理店へお問い合わせ下さい。

US国内：   1-800-775-2427

インターナショナル： +1-707-782-1866

日本国内：  052-218-0859

まとめ

以上で Peakのインストール、登録、アクティベート
サードの説明は終了です。次の章では、Peakの概略
と基本的な機能を解説します。



Chapter 3
Peakの基本
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Chapter 3: 
Peakの基本

はじめに

この章では、オーディオドキュメントの開き方、閉じ
方、保存方法など、Peakに関するいくつかの重要な
概念と機能について説明します。

デジタルオーディオについて

これまでにハードディスクを利用したデジタル録音の
経験のない方は、Peakをご使用になる前にデジタル
オーディオの背景にあるいくつかの基本事項について
理解して頂く必要があります。このセクションでは、
Peakでの作業をどのような方法で行うかを理解して
頂くための、いくつかの重要な概念について説明しま
す。わたしたちが音として聴くものの実体は、空気中
を伝わる圧力波の 1つのパターンです。音のピッチ、
すなわち音の高低は波の周波数によって決まります。
音の周波数は、1秒あたりの振動数すなわちヘルツ
（Hz）で測定します。人間の耳に聴こえる音は、一般
には 20から 20,000Hz（＝ 20kHz）の範囲の音である
と言われています。しかし実際には（特に、必要以上
にヘッドホンを使用したり、大音量のロックコンサー
トの会場で長時間過ごしたりしている人の場合）、上
限は 12kHz～ 18kHz程度までの音しか聴こえません。

サンプリングとサンプリング周波数

Peakをインストールした Macintoshでは、音はデジタ
ル信号として記憶されます。このことは、マイクやそ
の他のソース（音源）からのアナログ電気信号がアナ
ログ／デジタル変換器（A/Dコンバータ）と呼ばれる
回路によって数値に変換されたうえでハードディスク
に記憶されることを意味します。A/Dコンバータは、
デジタルサンプリングという技術を利用してアナログ

の電気信号を数値に変換します。デジタルサンプリン
グは、ある瞬間の音を「撮影」するという意味で、写
真のスナップショットに例えることができます。A/D

コンバータは、1秒間に何千もの小さなデジタル信号
をサンプリングし、ハードディスクに記憶することで
音をサンプル単位で正確に表現できますが、これはフ
レーム単位で動画を表現する映画の技術とよく似てい
ます。1秒間にサンプリングされる音のサンプル数は、
サンプリング周波数（サンプリングレート）と呼ばれ
ます。サンプリング周波数は、録音の周波数応答の上
限を決定します。サンプリング周波数が高いほど、周
波数応答も高くなります。デジタル録音の周波数応答
の上限は、サンプリング周波数の約半分とするのが経
験的に確実であるとされています（ナイキスト周波
数）。たとえば、コンパクトディスクでは、音（音楽）
は 44,100サンプル／秒、すなわち 44.1kHzで録音され
ます。このサンプリング周波数は、プロフェッショナ
ルレベルの品質のデジタルオーディオにおける標準的
な周波数で、周波数応答の上限はサンプリング周波数
の約半分、つまり約 22.5kHzとなり、ほとんどの人が
聞き取れる範囲を少し上回っています。

ビット解像度

音の品質を左右するもう 1つの要素は、個々のサンプ
ルの解像度です。解像度が高くなるほど品質も良くな
ります。フィルムの世界では、フィルムのサイズが大
きくなるほど（8ミリフィルムの画像品質は 70ミリ
フィルムよりもかなり低いものとなります。）画像の
解像度や品質が高くなるのと同じように、ビット解像
度が高くなるほど（8-bit、16-bit、24-bit、32-bit）忠
実度の高い音が得られます。オーディオ CD（CDDA）
フォーマットは 16-bitの解像度を持ちます。



Peak Users Guide34

ノンディストラクティブ（非破壊的）編集

最も印象的なのは、ハードディスクを利用したオー
ディオ編集では、上で述べたような離れ業を実行する
際に、元の音を一切変更する必要がないことです。ほ
とんどの場合、カット＆ペーストでは、ハードディス
クにオーディオファイルの一部に少し異なる方法でア
クセスするよう命令しているにすぎません。Peakで
は、ハードディスクに録音した音を実際に切り取った
り、移動したり、消去したりする訳ではありません。「ノ
ンディストラクティブ」編集システムと呼ばれる理由
はここにあります。Peakでは、編集結果の保存を選
択するまでファイルが書き替えられることはありませ
ん。音の逆方向の再生といった操作は、データを逆に
読み取ることによって行われます。Peakのようにハー
ドディスクを利用するオーディオ編集ソフトの性能と
柔軟性は、従来的なアナログ方式のオーディオ編集
ツールの能力を遥かに上回っています。

ハードディスクへの録音に関する条件

音を実際にハードディスクに録音するためには、大量
のディスク容量が必要となります。使用するディスク
容量は、録音時のサンプリング周波数とビット解像度
によって異なりますが、原音に近づくほど大量のディ
スクスペースを消費します。これは 1つの目安です
が、16-bit、44.1kHzのモノラル録音では、1分間に約
5MBの容量を消費します。16-bit、44.1kHzのステレオ
録音では、1分間に約 10MBを消費します。ステレオ
24-bitで 44.1kHzの解像度を持つオーディオデータの
場合 1分間の録音に必要なディスクサイズは約 15MB

です。

ハードディスクのメンテナンス

音の録音や再生は、ハードディスクを使用した作業で
あるため、ハードディスクドライブを良好な状態に保
つことが大切です。このことは、コンピュータの世界
では、ハードドライブメンテナンス用のソフトを利用
してディスクの断片化（フラグメンテーション）を防
ぐことを意味します。断片化は、ファイルを書き込む
際にハードドライブに連続した（＝分断されていない）
記憶領域が足りなくなったときに発生します。1つの
ファイルを構成するデータがドライブの 1つの場所に

実際には、ビット解像度は録音のダイナミックレンジ、
つまり静かな音から大きな音までの音のレベルを表す
ステップの数を決定します。例えば、8-Bit録音では
使用できるレベルの数は 256（2の 8乗）で、48デシ
ベル（dB）のダイナミックレンジに相当します。一方、
16-bit録音では、レベルの数は 65,536（2の 16乗）と
なり、これは 96dBのダイナミックレンジに相当しま
す。（ダイナミックレンジ値「dB：デシベル」は、ビッ
ト数に 6を掛けることで求められます。）

ディスクを利用した録音と編集

ハードディスクを利用した録音の経験がない方は、
Peakの持つパワフルなデジタルオーディオの録音、編
集機能に驚かれることと思います。Peakのようにハー
ドディスクを利用するシステムには、いくつかの新し
い概念や技術が取り入れられています。そのなかで最
も重要な概念は、「音のノンディストラクティブ（非
破壊的）操作」という概念であると言えるでしょう。

非線形（ノンリニア）録音と線形録音

Peakで「音のノンディストラクティブ（非破壊的）
操作」が可能であるのは、アナログテープの代わりに
ハードディスクを録音媒体として使用しているためで
す。ハードディスクは直線的な録音媒体であるアナロ
グテープとは異なり、非線形（ノンリニア）、すなわ
ちランダムにアクセスできる媒体です。ハードディス
クでは、音はデジタル情報として記憶され、読み取り
／書き込みヘッドを移動するだけで直接かつランダム
に必要な情報にアクセスし（ランダムアクセスと言わ
れる由縁）、読み取ることができます。そのため、録
音後長い時間が経過した後でも、カット＆ペースト（切
り取りと貼り付け）の離れ業を利用して「音の断片」
を操作し、音楽をアレンジし直すことができるのです。
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記憶されていれば、簡単にデータを探し出し、読み取
ることができます。一方、連続したスペースが不足し
ている場合には、ファイル全体を一カ所に書き込むこ
とができないため、ファイルを断片化して様々な場所
の小さい空きスペースに書き込まなければならなくな
ります。そのような場合には、ファイルの個々の断片
を読み取るために、様々な場所をサーチすることが必
要になります。断片化の度合いが極端になると、ハー
ドディスクドライブがオーディオ用ソフトの命令を処
理しきれなくなり、録音や再生でエラーが発生する原
因となります。一般的には、ハードディスクの断片化
は 10％未満に抑える必要があります。メンテナンスソ
フトの多くは、ドライブの断片化の度合いをチェック
しながらファイルを連続スペースに格納し直し、断片
化したドライブを修復します。また、システムを常に
最高の状態に保つためには、ドライブの定期的な修復
に加え、定期的にファイルをバックアップしてハード
ディスクをフォーマットし直すことも必要です。（Peak

の初期設定等が失われないように、ドライブをフォー
マットし直す前にかならずバックアップを行って下さ
い。）このような作業を行うことにより、Macintoshと
Peakから最大限のパフォーマンスを引き出し、スタジ
オでの作業をスムーズに行うことが可能になります。
以上で、デジタルオーディオやディスクを利用した録
音の背景にある基本的な概念についてある程度理解し
て頂けたことと思います。次のセクションでは、Peak

の基本操作について説明します。

新しい Peakドキュメントを作成する

データの無い空のモノラルやステレオドキュメントを
作成することも可能ですが、オーディオを取り込んだ
り既存のファイルを開いてから編集する場合の方が一
般的でしょう。Peakでは、同時に複数のオーディオ
ドキュメントを開くことができます。

新しいオーディオドキュメントを作成する：

ファイルメニューかツールバーから “新規”（ +N）
を選択します。このコマンドには階層的なサブメニュー
があり、新規ドキュメントをモノラルで作成するか、
ステレオで作成するかを選択することができます。

新しい Peakドキュメントを作成する

既存のオーディオドキュメントを開く

Peakでは、AIFF、Sound Designer II、WAVE、QuickTime、
DV、 Raw、System 7 Sound、Sonic AIFF、Paris、JAM Image、
AU、MP3、AAC/MP4など、さまざまなオーディオフォー
マットで作成したファイルを開くことができます。

Peakは、保護されている AAC/MP4ファイル (例え
ば iTunes Music Storeから購入した音楽ファイル )

を開いて、編集することはできません。

WAVEファイルを開く

Macintoshは、「タイプ」と「クリエータ」でファイル
を認識します。オーディオ用ソフトの中には、“.WAV.”
というタイプを認識するものもありますが、“WAVE,”
だけしかタイプとして認識しないものもあります。
Peakは、Appleの QuickTime ソフトや他の大部分のマ
ルチメディアソフトと同様、“WAVE,” というタイプの
WAVE ファイルは認識しますが、“.WAV.” というタイプ
のファイルは認識しません。Peak で “.WAV.” ファイ
ルを開くためには、ResEdit かその他のサードパーティ
製のアプリケーションを使用して “.WAV.” ファイルに
正しいファイルタイプを持たせることが必要です。 

圧縮オーディオドキュメントを開く

MACE 3:1、MACE 6:1、IMA 4:1、QDesignなどで圧縮し
た AIFF/AIFCファイルや QuickTimeファイルは、Peak

と互換性があります。
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ファイルメニューに表示される最近開いたドキュメントのリスト

デュアルモノファイルを開く

BIASの Deckなど、一部のオーディオ用ソフトではス
テレオのインターリーブファイルを直接サポートして
おらず、代わりにステレオの右チャンネルと左チャン
ネルで構成される「デュアルモノ」ファイルを使用し
ます。Peakでは、このようなデュアルモノファイルを
開くことができ、その際に新たなインターリーブステ
レオオーディオドキュメントを作成することができま
す。Peakは、実際には新たなステレオオーディオドキュ
メントをディスクに書き込むことになるため、この変
換を行うためには元の 2つのモノラルファイルと同量
のディスクスペースが必要となります。

“デュアルモノの読み込み ...” コマンドを使用する
ためには、2つのファイルがモノラルファイルで、
両方のファイルのサンプリング周波数が同じでな
ければなりません。

デュアルモノファイルを開く：

1. ファイルメニューで “デュアルモノの読み込み ...”
を選択します。

2. 表示されたダイアログボックスで開きたいファイ
ルを探します。

オーディオファイルを開く：

1. ファイルメニューで “開く ...”（ ＋ O）を選択し
ます。

2. 表示されたダイアログボックスで、目的のファイ
ルを指定します。このダイアログボックスを使用
して、AIFF、Sound Designer II、WAVE、QuickTime、
DV、Raw、System 7 Sound、Sonic AIFF、Paris、JAM 

Image、AU、MP3でフォーマットされたオーディ
オファイルを開くことができます。

開くダイアログ

3. 目的のファイルが見つかったら、“開く” ボタンを
クリックします。新規オーディオウインドウにファ
イルが開かれ、音の全体像が表示されます。複数
のファイルを開くには、Shift＋クリックまたは
＋クリックして下さい。

最近開いたドキュメント

Peakは、最近開いたドキュメントを自動的に最大 8
つまで記憶し、これらのリストをファイルダイアログ
ボックスの下に表示します。このリストを利用すれば、
ハードディスクドライブでファイルを探さなくても簡
単にドキュメント名を選択し、開くことができます。
Peakは、ハードディスクドライブでドキュメントの
保存場所を変更した場合でも、そのドキュメントを探
し出し開くことができます。ファイルの名前を変更し
た場合は、次回 Peakを起動したときに内部リストの
ファイル名が自動的に更新されます。
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3. どちらか一方のモノラルファイルを選択し、“開
く” をクリックします。Peakはそのファイルをイ
ンポートし、もう 1つのファイルを選択するよう
指示します。

4. 2つめのファイルを選択し、“開く” をクリックし
ます。新たなステレオオーディオドキュメントが
作成されたら、作業を開始することができます。

簡易的にデュアルモノファイルをインポートする
には、オプションメニューの “自動 -デュアルモ
ノの読み込み” 機能を有効にして下さい。有効に
した状態で、ファイルメニューから “開く ...” を
選択し、デュアルモノファイルの片チャンネルを
選択すると、自動的にデュアルモノファイルをイ
ンポートすることができます。その後、両方のチャ
ンネルのデータを含む新規のステレオのドキュメ
ントが作成されます。これらのデュアルモノファ
イルは、接尾辞に「.L」(左チャンネル )と「.R」（右
チャンネル）を持つ完全に同じファイル名である
必要があります。

Peakでは、ステレオオーディオドキュメントをデュ
アルモノフォーマットに書き出しすることも可能なた
め、BIAS Deckから読み込んだ 2つのモノラルトラッ
クを Peakで編集／処理した後、デュアルモノファイ
ルに書き出して BIAS Deckのセッションに再度組み込
むといった作業も行うことができます。

フォルダ、ディスク、CDオーディオ
トラックのドラッグ＆ドロップ

個々のファイルを Peakのアイコン上にドラッグ＆ド
ロップしてドキュメントを開くだけでなく、フォルダ
全体あるいはディスク全体を Peakのアイコン上にド
ラッグしてドロップすることも可能です。Peakは、ディ
スクやフォルダをスキャンして、Peakで開くことの
できる AIFF、Sound Designer II、WAVE、QuickTime、
MP3などのドキュメントを検出します。

この機能は、後で説明する Peakのバッチファイル
プロセッサで使用すると特に便利です。

Peakでは、CDのオーディオトラックを直接 Peakアイ
コンにドラッグしたり、ファイルメニューの “開く ...”
コマンドやツールバーでトラックを直接開くことがで
きます。どちらかの方法で CDのトラックを読み込み
すると、トラック全体が読み込まれます。オーディオ
トラックの一部を読み込みたい場合は、読み込みする
CDトラックを任意に指定することができる、ファイル
メニューの “CDトラックの読み込み ...” コマンドを使
用します。（詳細は Chapter 4で説明します。）

オーディオファイルの回復

オーディオファイルの回復ダイアログ

Peak 5では、オーディオファイルの回復 (Recover 

Audio File／リカバーオーディオファイル )と呼ばれ
る新たなツールが含まれています。この機能では、破
損したファイルを開き、それに含まれるオーディオ
データの修繕をする事ができます。このツールでは、
ループポイント、マーカー、リージョンマーカーな
どのファイルのヘッダーに含まれている情報を無視
し、オーディオデータのみを抜き取ります。オーディ
オデータの回復が成功した場合、新たなオーディオド
キュメントとして保存されます。

ファイルの回復を行う際 Peakでは、ファイルのチャ
ンネル数、ビットデプス、サンプルレート、オーディ
オデータの場所、ファイルの種類を設定する必要があ
ります。これらの情報を指定する事で Peakは、オー
ディオファイルの回復をする事ができる可能性があり
ます。(正し、破損の程度に依存します。)ファイル
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の回復をさせるため、そのファイルが録音された元々
のフォーマットに関する正しい情報が必要となります。

謝った情報の選択を行うとファイルは、再生時ホワイ
トノイズやピッチ誤った速度などの異常が生じます。
メディアやファイルの異常または I/Oエラーなどが
オーディオファイルの回復機能で生じる、どのような
オーディオファイルでも回復を続ける事を試みます。
そして、エラーを含んだ部分を無音にして、新たなオー
ディオファイルの作成を行います。

ドキュメントを保存して閉じる

作業中には、定期的にデータを保存する習慣をつけ
ておくと、停電などの不測の事態によって貴重なデー
タを失わずに済みます。“保存” コマンドは、内容を
変更したドキュメントをハードディスクに書き込み、
ファイルを保存します。

“保存” コマンドを取り消すことはできません。編集
した内容を取り消したい場合は、“別名で保存 ...” コ
マンドを使用すると良いでしょう。Peakでは、オーディ
オドキュメントを一般的に使用されている様々なオー
ディオファイルフォーマットで保存できます。これら
のフォーマットについては、以下で説明します。保存
できる情報の種類は、フォーマットによって異なる点
に注意して下さい。Peakでは、ファイルを別のフォー
マットで保存しない限り、これらの情報が保持されま
す。但し、元のフォーマットと異なるフォーマットで
ファイルを保存すると、ファイルに保存されていた一
部の情報が失われる場合があります。

Peakのバージョン5よりUnicodeの文字列のサポー
トがされています。この事により、ファイル名に、
英語以外の文字を使用する事が可能となりました。
(32文字よりも長い )

Peakは以下のファイルフォーマットをサポートしています：

• AIFF：Appleのオーディオ交換ファイルフォーマッ
ト。Peakの初期設定のファイルフォーマットもこ
のフォーマットで、Macintoshの多くのソフトウェ
アがこのフォーマットをサポートしています。

• Sound Designer II：Digidesignの製品を対象とした
オーディオファイルフォーマット。Digidesignのオー
ディオ用ソフトでオーディオドキュメントを使用し
たい場合は、このフォーマットを使用して下さい。

• WAVE／ .WAV：マイクロソフトWindowsのオーディオ
ファイルフォーマット。多くのWindows用ソフトや一
部のMacintosh用ソフトがサポートしています。WAVE

フォーマットのファイルをサポートまたは必要とする
ソフトウェアでオーディオドキュメントを使用する場
合は、WAVEフォーマットが最も適しています。

• QuickTime：QuickTimeに対応したマルチメディ
ア向けの Appleのオーディオファイルフォーマッ
ト。QuickTimeをサポートするMacintosh用ソフト
は、全てこのフォーマットをサポートしています。
QuickTimeをサポートしているマルチメディアソフト
（Macromedia Director ™、iMovie ™、Final Cut Pro ™

など）でオーディオドキュメントを使用する場合は、
このフォーマットが最も適しています。QuickTimeに
は、AAC/MP4などのフォーマットが含まれます。

• Raw：一部のゲームプラットフォームに使用され
るヘッダー情報を含まないファイルフォーマット。

• System 7 Sounds：Appleのオーディオファイル
フォーマット。

• JAM image files：JAMのオーディオイメージファ
イルフォーマット。このフォーマットファイルは
Peakで作成し、あるタイプの CD（たとえば営利
目的の複製やリリースを意図したものなど）を作
成する時に Roxioの JAMで使用します。

• Sonic AIFF：Sonic Solutionsオーディオワークス
テーションで使用されるファイルフォーマット。

• paf：E-mu社の Parisオーディオシステムで使用される
ファイルフォーマット。このフォーマットはモノラル、
またはデュアルモノラルファイルを推奨しています。

• .au：主に World Wide Webと Javaオーディオアプ
レットに使用される共通のファイルフォーマット。

• MP3：MP3フォーマットとして保存します。

MP3フォーマットへのエンコードには、LAMEエ
ンコ-ダのインストールが必要です。このエンコー
ダをダウンロードしてインストールする方法の詳
細に関しては、Appendix3を参照してください。
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Peakドキュメントを保存する：

1. ファイルメニューから “保存” を選択するか、キー
ボードで ＋ Sを押します。

2. ポップアップメニューのファイルタイプメニュー
からファイルフォーマットを選択します。Peakの
初期設定のオーディオファイルフォーマットは
AIFFです。

3. 作成したオーディオドキュメントのファイル名を
入力し、保存先を選択して “保存” ボタンをクリッ
クします。

別名で保存 /複製を保存コマンドを使用する

“別名で保存 ...” コマンドは、現在のドキュメントを
別の名前で、あるいはハードディスクの別の場所に保
存する場合に使用します。“別名で保存 ...” コマンド
を実行すると、現在のドキュメントが閉じられ、新し
い名前のファイルで作業を継続することになるため、
作業を段階別に保存する場合に便利です。この方法を
利用すると、作業の重要な段階をそれぞれ別の名前で
保存することができます。後で前のバージョンに戻り
たい場合は、各段階を再度呼び出すことができます。
“複製を保存 ...”コマンドは作業中のファイルのコピー
をハードディスクに保存します。この場合は、作業中
のファイルは開いたままの状態になります。継続して
作業を行いながら、“複製を保存 ...” コマンドで保存
したファイルを開くことで、その時の状態へ戻ること
ができます。

オーディオドキュメントを別名で保存する：

1. ファイルメニューで“別名で保存 ...”（Shift＋ ＋ S）
または “複製を保存 ...”（Option＋ ＋ S）を選択
します。“保存”ダイアログボックスが表示されます。

保存ダイアログ

2. ファイルタイプのポップアップメニューで、使用
したいファイルフォーマットを選択します。Peak

の初期設定のオーディオファイルフォーマットは
AIFFです。

3. 異なるビット解像度で保存する場合は、解像度の
ポップアップをクリックします。低いビット解像
度に変更（例えば 24-bitから 16-bitなど）して保
存する場合は、[POW-r ™ dithering]オプションを
有効にしておくことをお勧めします。

4. 作成したオーディオドキュメントのファイル名を
入力し、保存先を選択して “保存” ボタンをクリッ
クします。

POW-r ™ Ditheringを使用する

Peakには、音質を維持しながらビット解像度を落と
すことを可能にする業界屈指の技術の 1つである、
POW-r ™（Psychoacoustically Optimized Wordlength 

Reduction）ディザリングアルゴリズムが採用されてい
ます。Preferencesダイアログから [POW-r ™ Dithering 

Settings]を選択し、POW-r ™ Ditheringの設定を行
います。モノラルファイルやレンジの狭いステレオ
ファイル（楽器のソロなど）には “POW-r 1” を、音
の厚いステレオフォニックな素材には “POW-r 2” を、
周波数域が広く音像定位も広いステレオの素材には
“POW-r 3” を使用することをお勧めします。

POW-r ™ Dither Settingsダイアログ

オーディオドキュメントを圧縮する

MACE 3:1、MACE 6:1、IMA 4:1、QDesignなどで圧縮し
た AIFF/AIFCファイルや QuickTimeファイルは、Peak

と互換性があります。

AIFFと QuickTimeファイルフォーマットについて
のみ、圧縮して保存することができます。
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オーディオデータの圧縮は、オーディオドキュメ
ントのマスタリングの最後に実行するようにして
下さい。オーディオドキュメントを解凍（圧縮を
解除すること）して再圧縮すると、再圧縮する際
に音の品質が低下するため、全ての編集作業やマ
スタリングが終了するまでは圧縮保存はお勧めで
きません。（圧縮できるのは AIFFまたは QuickTime

ファイルに限られます。）

オーディオドキュメントを圧縮保存する：

1. ファイルメニューで“別名で保存 ...”（Shift＋ ＋S）
を選択すると “別名で保存” ダイアログボックス
が表示されます。

2. [Compressor]ポップアップメニューから最適な圧
縮フォーマットを選択します。圧縮フォーマット
の中には 8-bitと 16-bitのデータのみ有効なものも
あるため、解像度のポップアップメニューの設定
によってはメニュー全体がグレイアウトしている
場合があります。圧縮には、MACE 3:1、MACE 6:1、
QDesign Music、ALaw 2:1、32-bit Floating Point、
64-bit Floating Point、IMA 4:1、24-bit integer、
32-bit integer、16-bit Little Endian、16-bit Big 

Endianが選択できます。

3. [Option]ボタンをクリックして圧縮フォーマット
の設定を行い、[OK]ボタンをクリックします。

4. 作成したドキュメントのファイル名を入力し、保
存先を選択して “保存” ボタンをクリックします。

オーディオドキュメントを閉じる

オーディオドキュメントを閉じるためには、ファイル
メニューから “閉じる” を選択します（ ＋ W）。最
後に保存した状態から変更を加えている場合は、変更
内容を保存す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。[Save]を選択すると変更内容は
保存され、[Don't Save]を選択すると最後に保存した
時の状態のままになります。[Cancel]ボタンを選択す
ると保存はキャンセルされ編集画面に戻ります。ファ
イルメニューから “すべてを閉じる” を選択すると、
Peakで開いている全てのオーディオドキュメントが
閉じられます（ ＋ Option＋ W）。

Peakのウインドウとパレット

ここまでで、Peakには、デフォルトで表示されるウイ
ンドウやパレットや、Peakのウインドウメニューから
開くことのできるウインドウやパレットがいくつもあ
ることがご確認頂けたと思います。デフォルトで表示
されるウインドウとしては、現在開いているオーディ
オドキュメントの波形を表示するオーディオドキュメ
ントウインドウがあります。表示／非表示状態にでき
るウインドウとパレットにはトランスポート、ツール
バー、コンテンツパレット、ムービーウインドウがあ
ります。以下では、これらのウインドウとパレットの
基本的な機能について解説します。

Peakのオーディオドキュメントウインドウ

Peakのオーディオドキュメントウインドウには、
[Waveform Display]、[Audio File Info Bar]、[Max Level 

Indicator]（左上のコーナー）、拡張可能なコンテン
ツドローワー（参照、リージョン、ループマーカー
に関する情報が含まれる）があります。[Waveform 

Display]は、オーディオドキュメントのグラフィック
を表示します。[Audio File Info Bar]は、サンプリング
周波数、ビット解像度、ファイルフォーマット、ファ
イルサイズを表示します。[Max Level Indicator]は、
最大音量の大きさを表示します。また、オーディオド
キュメントウインドウの上部に波形の全体図が表示さ
れます。これはデフォルトでオンになっています。こ
れをオフにするには、オプションメニューで “オーバー
ビューの表示”を選びます。コンテンツドローワーは、
コンテンツパレットに似ていますが、マーカーをド
キュメントごとに表示するのに便利です。オーディオ
ウインドウについては、Chapter 5でより詳しく解説
しています。

Peakのオーディオドキュメントウインドウには、カー
ソルモードを表す数種類のツールアイコンも含まれま
す。初期設定では標準的な矢印カーソルとなっていま
す。ハンドカーソルは、ウインドウ内で波形を移動す
る際に使用します。ペンシルツールはサンプル単位の
波形を直接書き込むために使用します。虫眼鏡ツール
は波形を拡大、縮小表示するために使用します。キー
ボード上の ESCキーを押すと、これら 4つのカーソル
モードが切替わります。
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水平ロックボタン

水平ロックボタンでは、ループあるいはリージョン
のスタートマーカーとエンドマーカーを両方同時に動
かすことができます。この機能は、選択範囲の長さを
維持しながらその選択をオーディオドキュメント中の
別の部分に作成したい場合に非常に役立ちます。水平
ロックのオン／オフは、左から 2つめのボタンで切替
えます。

垂直ロックボタン

垂直ロックボタンでは、同じロケーションに置かれた
複数の参照、リージョン、ループマーカーを同時に動
かすことができます。この機能は、たとえばライブ録
音あるいは DJミックスのマスタリングなど、リージョ
ンが切れ目なく連続しているような状況で、2つのリー
ジョン間に間隙を空けずにトラックブレークを入れる
箇所を調整したい場合に非常に役立ちます。

矢印カーソルツール

このカーソルツールはデフォルト設定です。基本的な
矢印ツール機能であり、画面上の選択やクリックを行
う場合に使用します。

これらのカーソルあるいは機能にアクセスするには、そ
れぞれ対応するアイコンをクリックします。カーソル
ツールを変更するには、別のアイコンをクリックします。
各種カーソルおよび編集モードについては、以下で簡単
に説明するほか、Chapter 5で詳しく説明します。

ブレンド機能オン／オフボタン

ブレンド機能をオンにすると、カット、ペースト、コ
ピー、あるいは挿入したオーディオ部分との間に、非
常に短いクロスフェードが作成されます。ブレンド機
能を使うと、音の波形をゼロクロッシング以外の場所
でカットしたり、振幅の大きく異なる素材を組み合わ
せたりする場合に生じ得る、クリック音（カチッとい
う雑音）やポップ音（ポンという雑音）を防ぐのに役
立ちます。ブレンド機能のオン／オフは、一番左のボ
タンで切替えます。ブレンド機能に関する更なる詳細
は、Chapter 5をご覧下さい。

ブレンド機能オン／オフ　垂直ロック　ハンドカーソル　ペンシルツール

水平ロック　矢印カーソル　虫眼鏡ツール　トグルドローワー

コンテンツドロワーが開いた状態のオーディオドキュメントウインドウ
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ハンドカーソルツール

画面内で波形を移動したり掴んだりする時に使用します。

虫眼鏡／ズームツール

虫眼鏡ツールを使用する場合は、オーディオドキュメ
ントウインドウの虫眼鏡マークをクリックするだけで
使用できます。選択して波形上にカーソルを移動する
と、虫眼鏡ツールの中に（＋）サインが表示されます。
波形を拡大表示するためには波形上でクリックして下
さい。クリックする度に、より拡大した波形イメージ
を見ることができます。元のイメージに戻したい場合
は、Optionを押しながら波形をクリックして下さい。
虫眼鏡ツールの中に（-）サインが表示されクリックす
る度に縮小表示します。また、虫眼鏡ツールをダブル
クリックすると、[Zoom Amount]ダイアログボックス
が表示され、拡大／縮小量を設定することが可能です。

Zoom Amountダイアログ

ペンシルツール

サンプルレベルで波形を書き込む機能を持っており、
クリック音などのノイズを修正するのに便利です。ペ
ンシルツールをダブルクリックすると、[Draw Tool]

ダイアログボックスが表示され、線の滑らかさを調節
することができます。

Draw Toolダイアログ

カーソル情報と選択領域情報

オーディオドキュメントウインドウにあるコンテン
ツドローワーの下の部分には、カーソルがある位置の
座標値（X（時間）と Y（振幅））、Sel（現在選択され
ているオーディオの長さ）、DTR（基準マーカーから
の距離）、BMP（1分間の拍数）が表示されます。X、
Sel、BPMの値については、入力することもできます。

また、半透明カーソルオーバーレイを「オン」ポジショ
ンに切替えた場合にも、同じ情報が表示されます。この
情報はマウスカーソルの隣に表示され、マウスカーソル
とともに移動します。半透明カーソル情報のオン／オフ
は、Peakのオプションメニューで設定します（ ＋ T）。

半透明カーソルオーバーレイをオンにした状態̶マウスカーソルを追
いかけます

ここで表示される時間の形式（サンプル、分 :秒 :1/1000

秒、SMPTE、小節 |拍）は、オプションメニューの “タ
イムユニット” コマンドで、どのフォーマットを選択
したかによって決定されます。

[Cursor Location]ディスプレイに表示されるカーソル
情報や選択領域情報を、どのように読み取るかを以下
で説明します

Y= 垂直方向（振幅）に対してカーソルが現在どこに
あるか、または選択領域の先頭位置を表します。

X= カーソルの現在位置を表示します。

[L]= カーソルが左チャンネルの上にあることを示します。

[R]= カーソルが右チャンネルの上にあることを示します。

DTR= 選択されている時間表示形式（サンプル、分 :

秒 :1/1000秒、SMPTE、小節 |拍）に従って、もっ
とも近い基準マーカーからの距離を表示します。

Sel= 選択されている時間表示形式（サンプル、分 :

秒 :1/1000秒、SMPTE、小節 |拍）に従って、選択
領域の長さを表示します。

＋ / - =正または負の位相を表示します。

BPM= 1分あたりの拍数を表します。
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トランスポートウインドウ

トランスポートウインドウは、フローティングタイプのウ
インドウで、サイズを変更することができます。このウイ
ンドウは、タイムディスプレイ（経過時間を表示）、トラ
ンスポートコントロール（巻戻し（ゼロリターン）／停止
／再生／早送り（ファイルの末尾まで）／録音／再生中の
ループ）、オーディオレベルメーター（音量レベルの表示と、
クリップ／ピークの表示）から構成されています。

タイムディスプレイ

Peakのタイムディスプレイは様々な機能が搭載されて
います。オーディオの再生時には、タイムディスプレイ
に、選択されているタイムユニット (単位 )で経過時間
の表示を行います。再生が停止している時には、タイム
ディスプレイは、選択されているタイムユニットで現在
のカーソルの位置を表示します。タイムディスプレイ自
体をクリックすると、GoToTimeダイアログが表示され、
カーソルを移動させたい時間の値を入力する事で、カー
ソルを任意の場所へ移動させる事ができます。

また、このディスプレイではファイルを展開時の時間
および DSPの処理、CDライティングが実行されてい
る際の残り時間の表示も行われます。

メーター

Peakのメーターは、ミキサーやテープレコーダの VU

や LEDメーターに似ています。ファイルを再生する
と、その相対的なボリュームをデシベル（dB）単位で
バーメーターに表示します。また、ファイルのピーク
ボリュームや、信号が「クリップ」している（すなわ
ち歪んでいる）かどうかも表示することができます。

メーターダイアログ

メーターの表示に関する設定を行うには、オーディオ
メニューから “メーター ...” を選択するか、ツールバー
で対応するボタンをクリックします。[Meters]ダイア

ログを使用すると、[Peak Hold Time]や [Clip Indicator 

Hold Time]の設定を行うことができます。オーディオ
が再生されると、[Peak Hold]インジケータは、各バー
メーターの右側に黄色のバーで表示されます。表示時
間を選択しておくと、インジケータが一時停止し、再
生中でも簡単にピークレベルを読み取ることができま
す。[Clip]インジケータは、各バーメーターの右側に
赤色のバーで表示され、音声が歪む、すなわちクリッ
プが発生すると点灯します。表示時間を選択しておく
と、インジケータが一時停止するので、再生中でも、
歪み（クリップ）が発生している場所が簡単に分かり
ます。[Peak Hold Time]や [Clip Indicator Hold Time]を
[None]に設定すると、これらの機能は無効になります。

Metersダイアログ

Peak LEでは、Metersダイアログは使用できません。

Progressバー

メーター表示は、オーディオファイルの処理中や保存
中に、その進度を示す Progressバーに変わります。

マスターフェーダ

マスターフェーダは、レベルメータの下に配置されて
おり、Peakで再生を行っているオーディオドキュメ
ントの再生レベルの調整を行うのに用いられます。

コンテンツウインドウ

Peakには、開いているオーディオドキュメント内の
全てのリージョン、マーカー、ループ情報を表示する
コンテンツパレットがあります。

トランスポートウインドウ（タイムディスプレイ、トランスポートコントロール、VUメータ、マスターフェーダ）
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画面下部には 3つのボタンがあり、どのアイテムを表
示するか選択することができます。左からリージョン
ボタン、マーカーボタン、ループボタンです。Option

を押しながらコンテンツウインドウのアイテムを W

クリックすると、[Edit Region]ダイアログ、[Edit 

Maker]ダイアログを使用することができます。

Peakのコンテンツパレット

コンテンツパレットのサイズを変更する：

• コンテンツウインドウの右下をドラッグし、コン
テンツパレットのサイズを変更します。

コンテンツパレットの列幅を変更する：

• 列幅を変更したい列のタイトルバーの右側をド
ラッグします。[Name]の列幅を広くしたい場合は、
[Name]と [Time]の間の線をクリックして右方向
にドラッグします。

コンテンツパレットで列をソート（並べかえ）する：

• ソートしたい列のタイトルをクリックします。時間
順にソートしたい場合は、[Time]をクリックします。

コンテンツパレットでソートする順番を変更する：

• 列のタイトルにある [Sort Order]ボタンをクリッ
クし、ソートの順番を変更します。

プリファレンスの設定

Peakのパラメーターは、一部がカスタマイズ可能に
なっているのでユーザーにとって最適な設定で Peak

を使用することができます。変更可能なパラメーター
は [Preferences]ダイアログおよびオプションメニュー
にあります。この設定には、再生オーディオドキュメ

ントのコントロール、ツールバーのアイテムの選択、
オーディオドキュメントウインドウのカラー情報も含
まれます。一度設定を完了すると、設定の変更を行う
までそれらの設定が変わることはありません。このセ
クションではいくつかの設定を例に取り上げて、どの
ように設定を行うかを説明します。ここで説明されて
いないメニューの項目については Chapter 11：Peakの
メニューをご参照下さい。[Preferences]ダイアログと
その他の Peakメニューのコマンドについての解説が
あります。また [Preferences]ダイアログおよびオプ
ションメニューの項目については、本マニュアルの関
連箇所で説明しています。

Preferencesダイアログ

Peakの Playbackパラメーターを設定する

Peakの Playback Preferencesダイアログボックスでは、
マスター出力ボリュームやハードディスクの再生バッ
ファサイズ、ウインドウバッファサイズを設定するこ
とができます。

Playback Preferencesダイアログ
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Playback Master Volume

Peakには、サウンドを再生するためのマスターボ
リューム制御機能が用意されています。[Playback 

Preferencess]のダイアログボックスで、スライダを調
節するか、または 0（無音）～ 7（最大）の値をクリッ
クして Peakの出力ボリュームをセットします。再生
のボリュームを手持ちの再生装置のボリュームで調節
する場合は、出力レベルを「7」にセットして下さい。

Playback Buffer

Peakでは、オーディオドキュメントを再生する際に Peak

が使用するRAMの量を設定することができます。一般的
には少ない数値程よい結果に結び付きます。32k～ 64Kが
調整を開始するよいポイントでしょう。再生した時にク
リックが発生する場合、断片化されたファイルを使用す
る場合、リアルタイムDSP機能を使用している場合やハー
ドディスクドライブの処理速度が遅い場合には、再生バッ
ファのサイズを大きい値にセットする必要があります。

Window Buffer

Peakは、オーディオデータのキャッシュや編集処理に必
要な RAMの量をコントロールすることもできます。大
きいサイズのオーディオドキュメントを複数立ち上げて
おく場合はこの値を大きくして下さい。小さいファイル
をいくつも立ち上げる場合は小さい値でも構いません。

ダイナミックスクラブの時間

Peakには、ダイナミックスクラビングと呼ばれるユ
ニークなオーディオ再生機能があります。この機能は、
オーディオドキュメント中の特定の場所を正確に探し
出して選択する場合に非常に便利な機能です。ダイナ
ミックスクラビングでは、波形に沿ってマウスを前後
にドラッグする（波形をなぞる、すなわちスクラブす
る）ことによって短いループ（10～ 600ms）を再生
することができます。探している場所でマウスを離す
とその位置をポイントすることができます。オプショ
ンメニューの “ダイナミックスクラブの時間” コマン
ドを使用して、再生ループの時間を選択することがで
きます。また、このダイアログでは [テープスタイル ]

を選択することもできます。Peakのスクラブ機能に
ついての詳細は、Chapter 5を参照して下さい。

ダイナミックスクラビングループの長さを選択する：

1. オプションメニューから “ダイナミックスクラブ
の時間” を選択し、サブメニューでデュレーショ
ンを選択します。通常は、40～ 80msで良い結果
が得られます。

2. このサブメニューから [テープスタイル ]を選択
することもできます。[テープスタイル ]の選択
を解除するにはサブメニューの中で他のデュレー
ションを選択して下さい。

画面のスクロール

“画面のスクロール” コマンドが有効になっていると、
Peakは再生の進行にともなってオーディオドキュメント
を「スクロール」します。この機能を利用すると、オー
ディオの再生状況を目で確認することができます。この
メニューコマンドの横にチェックマークが付いている場
合は、このコマンドがオンになっていることを示します。

画面のスクロールを有効にする：

1. オプションメニューで “画面のスクロール” を選択
します。このコマンドの横にチェックマークが付い
ている場合は、このコマンドが有効になっています。

2. “画面のスクロール” をオフにする場合、オプショ
ンメニューで再度 “画面のスクロール” を選択し
ます。チェックマークが消えていれば、コマンド
は無効になっています。

波形のスクロール

“波形のスクロール” コマンドが有効になっている場
合、Peakは再生の進行にともなって、カーソルの下
で波形を動かします。そのため、プレイバーは常に波
形表示の中心に来ることになります。このコマンドの
横にチェックマークが付いている場合は、このコマン
ドがオンになっています。

“波形のスクロール” を有効にする：

1. オプションメニューから “波形のスクロール” を選択
します。このコマンドの横にチェックマークがついて
いる場合は、このコマンドがオンになっています。
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2. “波形のスクロール”機能を無効にするには、再度“波
形のスクロール” コマンドをオプションメニューか
ら選択して下さい。コマンドの横にチェックマーク
が付いていない場合、このコマンドは無効です。

マーカーの時間表示

“マーカーの時間表示” コマンドが有効になっている
場合、全ての Peakのマーカーは、時間値とマーカー
名を表示します。

“マーカーの時間表示” を有効にする：

1. オプションメニューから “マーカーの時間表示”
を選択します。

2. “マーカーの時間表示” 機能を無効にするには、再度
“マーカーの時間表示”コマンドをオプションメニュー
から選択して下さい。コマンドの横にチェックマーク
が付いていない場合、このコマンドは無効です。

Auditioning

Peakの [Auditioning]コマンドを利用すると、選択領域
にプリロールまたはポストロールを付けて再生するこ
とができます。選択領域を再生するときのプリロール
またはポストロールの長さは、[Auditioning]ダイアロ
グボックスで指定することができます。指定した長さ
のプリロールまたはポストロールとともに選択領域を
再生するためには、 キー＋スペースバーを押します。

Auditioningの設定：

1. Preferencesダイアログから “Auditioning” を選択
します。

2. ダイアログボックス内でプリロールとポストロー
ルの値を入力します。“OK” をクリックしてダイ
アログを閉じます。

Auditioningダイアログ

Blending

[Blending]は、ユーザによる編集が可能なエンベロー
プを利用した自動クロスフェード機能です。カット、
削除、その他の編集機能で修正した領域に対しては、
波形の振幅の急激な遷移を緩和するためにブレンドを
かける（適用する）ことができます。ブレンドは、音
の突然の変化をもたらすような編集の影響を緩和する
のに適しています。オーディオをカット、ペースト、
あるいはドキュメントに挿入したりする際には、ブレ
ンドをオンにしておくことによってそのような影響を
緩和させることができます。ブレンドのオン／オフを
切り替えるには、オーディオドキュメントウインドウ
の [Blending]ボタンをクリックします。キーボード上
の caps lockキーを使用しても、切り替えることがで
きます。

Blendingの設定：

1. Preferencesダイアログから “Blending” を選択し
ます。デュレーションの値をダイアログに入力し
ます。

2. ブレンドのエンベロープの編集は、“Edit Blending 

Envelope”ボタンをクリックします。“OK”をクリッ
クしてダイアログを閉じ “Save Preferencess Now”
をクリックして変更を保存します。

ブレンドまたはブレンドクロスフェードエンベロープ
の編集方法の詳しい解説は、Chapter 5をご覧下さい。

自動 -デュアルモノの読み込み

BIAS Deckや Digidesign Pro Toolsなどの著名なソフト
ウェアの中には、ステレオインターリーブファイルを
直接サポートしないものがあります。それらは、片方
が左チャンネル、もう片方が右チャンネルのペアで構
成される “デュアルモノ” ファイルを使用します。こ
れらのファイルは通常ファイル名の最後が、左チャン
ネルは「.L」で、右チャンネルは「.R」で表示される
ことが多いようです。“自動 -デュアルモノの読み込み”
が選択されている場合、“開く” ダイアログでデュア
ルモノファイルのどちらか一方のチャンネルを選択す
れば、自動的にもう片方のファイルも読み込まれ、1
つのステレオドキュメントに変換されます。
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“自動 -デュアルモノの読み込み” コマンドで読み
込めるファイルは、それぞれがモノラルで同じサ
ンプリング周波数、ビット解像度を持ち、「.L」と
「.R」の接尾辞を持つ同じ名称のファイルである必
要があります。

“自動 -デュアルモノの読み込み” 機能を有効にする：

1. オプションメニューから “自動 -デュアルモノの
読み込み”を選択します。この項目の左側にチェッ
クマークが入っている場合、機能が有効になって
いることを示します。

2. “自動 -デュアルモノの読み込み” 機能を無効にす
るには、オプションメニューから “自動 -デュア
ルモノの読み込み” を再び選択します。この項目
の左側にチェックマークが入っていない場合、機
能が無効になっていることを示します。

オーディオドキュメントウインドウ内のカラーを
選択する

Peakでは、オーディオドキュメントのエレメントを表
示する色を指定することができます。このダイアログ
ボックスは、背景の色、波形の色、マーカーやループ
の色を指定する際に使用します。予め設定された色の
組み合わせを使用することもできますが、カラーパレッ
トからユーザー自身のカスタムカラーを選択してオー
ディオドキュメントウインドウのそれぞれのエレメン
トに対して個別の色を選択することもできます。また、
度合いの調節が可能な波形のシェイディング（影）機
能により3Dのような波形の表示を行うこともできます。
[Colors]ダイアログボックスで設定した内容は、現在の
オーディオドキュメントの色、およびこれから作成する
新たなオーディオドキュメントの色に反映されます。

波形表示のカラーとシェイディングをカスタマイズする：

1. Preferencesダイアログで “Colors” を選択します。

2. プリセットから選択する場合は、テーマのポップ
アップメニューをクリックしたのち、使用したい
色の組み合わせを選択します。

3. オーディオドキュメントウインドウのそれぞれの
エレメントの色を個別に選択する場合は、テーマ
のポップアップメニューで “カスタム” を選択し、
背景カラー、波形カラー、マーカー、ループ、リー
ジョンのポップアップメニューでそれぞれの色を
選択します。

4. オーディオドキュメントウインドウのどのエレ
メントに対してもカスタマイズを行うことができ
ます。まず、カスタマイズしたいエレメントを選
択してからテーマポップアップメニューから “カ
スタム” を選んで [ユーザーカラー ]を選ぶと
Macintoshのカラーパレットが表示され、好きなカ
ラーを選べるようになります。Colorダイアログに
戻るには “OK” ボタンを押して下さい。

5. シェイディングの度合いもカスタマイズ可能です。
Selection Shadingスライダーを動かすかボックス
の中に数値を入力することで、選択したオーディ
オのシェーディング度合いの変更が可能です。

6. このダイアログを閉じるには “Change” ボタン（1
種類の色のみ変更する場合）や “Change All” ボタン
（開いているドキュメントの全ての色を有効にする場
合）をクリックして下さい。これでオーディオドキュ
メントウインドウは、設定した色で表示されます。

Colorsダイアログボックス

時間のフォーマットを選択する

“タイムユニット” コマンドは、Peakのオーディオド
キュメントウインドウでオーディオタイムラインの時間
のフォーマットを選択する際に使用します。選択可能な
フォーマットは、サンプル、秒、SMPTEフレーム、小節｜
拍です。フォーマットは、作業の目的に応じて選択します。
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時間のフォーマットを選択する：

1. オプションメニューから “タイムユニット” を選
択します。

2. サブメニューで、使用したい時間のフォーマット
（サンプル、分 :秒 :1/1000秒、SMPTEフレーム、
小節｜拍）を選択します。Peakのオーディオドキュ
メントのタイムラインとトランスポートの表示が、
選択した時間のフォーマットに切り替わります。

“タイムユニット” コマンドで時間のフォーマットを選択する

オーディオファイルのメーター、拍子、タイムス
タンプの設定

オーディオドキュメントで小節やビートを単位として
使用している場合は、オーディオドキュメントでどん
な拍子（テンポ）を使用しているかを Peakに知らせ
ることが必要になる場合があります。オプションメ
ニューの “オーディオインフォ ...” コマンドを使用す
るか、ファイルドローワーの [Cursor Info]セクション
でBPMを入力して、オーディオのテンポを設定します。
[Audio Info]ダイアログボックスでは、オーディオド
キュメントのメーターを入力することもできます。分
子は 1小節あたりの拍（ビート）の数を表し、分母は
拍の値（4は 4分音符、8は 8分音符、16は 16分音符、
etc.）を表します。

Audio Document Infoダイアログ

オーディオドキュメントには、秒単位でタイムスタンプを
入力することもできます。オーディオドキュメントにタイ
ムスタンプが付いている場合、オーディオドキュメントで
表示される時間はゼロから始まるのではなく、このタイム
スタンプの時間を基準としてオフセットされた時間になり
ます。例えば、オーディオドキュメントに 4秒というタイ
ムスタンプが付いている場合、オーディオドキュメントの
最初のサンプルは、オーディオドキュメント中では 0秒で
はなく 4秒という時間とともに表示されます。

スクラッチディスクを選択する

「スクラッチ」には、走り書きする、一時的に書き留める
という意味があります。オーディオデータはデータ量が
非常に多くなる場合があるため、Peakは取り消しコマン
ドを使用する場合に備え、カットまたはコピーしたデー
タ、テンポラリーファイルすなわちスクラッチファイル
の保管場所としてハードディスクの空きスペースの一部
を利用します。ハードディスクのスペースが不十分な場
合は、大きな範囲のカット、コピー、あるいは修正は不
可能となります。Macintoshに 2つ以上のハードドライブ
が接続されている場合は、これらのテンポラリーファイ
ルを保存するドライブ（あるいは「スクラッチディスク」）
を Preferencesダイアログの “Scratch Disks” セクションを
利用して選択することができます。どのディスクをデフォ
ルトすなわちプライマリのスクラッチディスクにするか
選択することができます。通常は、最も空き容量の多い
ディスクを選択して下さい。ファイルサーバに接続して
いるときには、“Allow Servers”のチェックボックスをクリッ
クすればサーバのディスクの利用が可能になり、Scratch 

Disksのポップアップメニューに利用可能なサーバが表示
されます。この機能は、高速のイーサネット（Ethernet）
やメディアネット（Media Net）、あるいはその他の高速サー
バに接続できる場合にのみ使用するようにして下さい。

テンポラリーファイルのためのスクラッチディスクを選択する：

1. Preferencesダイアログで“Scratch Disks”を選択します。
Scratch Disksのダイアログボックスが表示されます。

Scratch Disksダイアログ
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2. Scratch Disksダイアログは、現在 Macintoshに接
続された全てのハードドライブを表示します。リ
ストの中のドライブの左隣にあるチェックボック
スをクリックして Peakが作成するテンポラリー
ファイル（一時的に記録しておくための仮のファ
イル）を収めるハードディスクを選択します。
チェックボックスの左隣にある [Primary]ボタン
をクリックして Peakが作成したテンポラリーファ
イルの保存先と使用するプライマリ（デフォルト）
のハードディスクを選択します。

3. OKをクリックしてダイアログを閉じます。Peak

はプライマリのスクラッチディスクとして選択し
たディスクを使用します。このディスクがいっぱ
いになると、選択した他のディスクを使用します。

ハードディスクにはオリジナルのオーディオ
ファイルの容量と同等の空きスペースが必要
となります（つまり 60MBのファイルを扱う
場合、更に 60MBの空きスペースが同じハー
ドディスク内に必要です）。   

 

選択したスクラッチフォルダとスクラッチディス
クに書き込み許可の設定をしておいて下さい。こ
の設定がされていないと、Peakはエラーを返しま
す。ディレクトリやディスクのアクセス権を変更
する方法が不明な場合は、システム管理者に連絡
して下さい。

キーボードショートカット

Peakでは、Peakメニューの全てのコマンドにユーザー
が独自にキーボードショートカットを設定することがで
きます。ショートカットを変更する場合は、Preferences

ダイアログの [Shortcuts and Toolbar]を選択します。プリ
ファレンスは以下のディレクトリの中に置かれます。
ユーザー /ユーザーアカウント /ライブラリ /Preferences

デフォルトのキーボードショートカットについては、
巻末の付録 1で一覧表示しています。

新しいキーボードショートカットを設定する：

1. Preferencesダイアログで [Shortcuts & Toolbar]を
選択します。

2. メニューをスクロールするか、リストボックス
を選択した状態で、設定したいコマンドの最初の
アルファベットをタイプしてみて下さい。新たな
キーボードショートカットを設定したい Peakの
メニューコマンドをクリックします。

3. 使用したいショートカットに対応するキーボード
の文字を [Shortcut Key]ボックスに入力します。
修正キーとして、このダイアログで 、Option、
Shift、Controlキーのチェックボックスをクリック
することにより、ショートカットキーの一部とし
て使用することもできます。

4. Shortcuts/Toolbar Preferencesダイアログボックス
を閉じます。

キーボーショートカットを解除する：

1. プリファレンスダイアログから、Keyboard 

Shortcutsを選択します。

2. リストメニューをスクロールしてキーボード
ショートカットを削除したい Peakメニューのア
イテムの選択をします。

3. Clearボタンをクリックします。

4. Shortcuts/Toolbarプリファレンスダイアログを閉
じます。

Peak LEでは、キードードおよびツールバーのショー
トカットのカスタマイズを行う事はできません。

キーボードショートカットの「早見表」を作成する

Peakで設定した全てのキーボードショートカットが一目
でわかる「早見表」を簡単に作成することができます（机
の上に貼っておくと便利です）。添付されている FileMaker 

Proのテンプレートを利用すれば、Peakで作成した各キー
ボードショートカットが記述されたテキストファイルか
ら全てのショートカットを読み込むことができます。

キーボードショートカットの「早見表」を作成する：

1. Preferences ダイアログで [Shortcuts/Toolbar 

Preferencess]を選択します。
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2. Save As Textボタンをクリックします。

3. 保存したいキーボードショートカットのテキスト
ファイルの名前を入力し、ファイルの保存先のディス
クとフォルダを選択します。“保存”をクリックします。

4. Finderに戻り、FileMaker Proを起動します。

5. FileMaker Proのファイルメニューで “開く” を選
択します。

6. 添付されている [Peak Shortcuts Template] の
FileMaker Proのテンプレートを選択します。

7. FileMaker Proのファイルメニューで “レコードの
読み込み ...” を選択します。

8. FileMaker Proの“開く ...”ダイアログボックスの下のポッ
プアップメニューで、“Tab-Delimited” を選択します。

9. ステップ 3.で保存したショートカットのテキスト
ファイルを探し、“開く” をクリックします。

10. FileMaker Proのレコードがデータベースに追加さ
れます。

11. FileMaker Proのファイルメニューの “プリント ...” オ
プションを利用して、キーボードショートカットを
印刷します。インポートしたキーボードショートカッ
トは、説明あるいはショートカットを基準にしてソー
ト（整理）することができます。レコードのイン
ポート、ソート、および印刷方法についての詳細は、
FileMaker Proのユーザーズガイドをお読み下さい。

FileMaker Proは Peakには付属していません。

ツールバー

Peakのほとんど全てのコマンドは、ツールバーから選
択することができます。[Shortcuts&Toolbar]メニュー
は、よく使用する機能をグループ化することができる
ので、メニューを開かなくても単にボタンをクリック
するだけで使用したい機能にアクセスできます。例え
ば、[Normalize]と [Pitch Change]を頻繁に使用する
場合はツールバーの中にそれらの機能のアイコンを置

くことができるので、どちらかを使用する場合はオー
ディオを選択し、単純にそのアイコンをクリックする
だけで済む訳です。ツールバーは作業の効率を高め、
より早い作業を実現する効果的な方法です。これによ
り、作業状態に適したプログラムにカスタマイズする
ことができます。

ツールバーに項目を追加または削除したい場合は、
Preferencesダイアログの [Shortcuts&Toolbar]項目
を使用して下さい。ツールバーの選択は、[Peak 5.0 

Shortcuts]という名のプリファレンスファイルに保存
されます。このファイルは、以下のディレクトリの中
に置かれます。
ユーザー /ユーザーアカウント /ライブラリ /Preferences

ツールバーの右下のコーナーをドラッグすることに
より、ツールバーを希望の形とサイズに変更するこ
とができます。ツールバーは、縦方向、横方向、ま
たはボタン群として配置することができます。ツー
ルバーのアイコンの大きさは画素数が「16 × 16」か
ら「64× 64」の範囲で自由に調節することができます。

ツールバーに新しいアイコンを追加する：

1. Preferences ダイアログの [Shortcuts/Toolbar 

Preferences]を選択します。

2. メニュー項目のリストをスクロールして、ツール
バーに追加したい Peakのメニュー項目名をクリッ
クします。

3. Place In Toolbarチェックボックスをクリックして、
ツールバーに追加するアイコンを選択します。ア
イコンが無い場合、そのメニューはツールバーに
追加することができません。

4. Shortcuts/Toolbar Preferencesダイアログを閉じます。

ツールバーからアイコンを削除する：

1. Preferences ダイアログの [Shortcuts/Toolbar 

Preferences]を選択します。

2. メニュー項目のリストをスクロールして、ツールバー
から削除するPeakのメニュー項目をクリックします。

ツールバー
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3. Place In Toolbarチェックボックスでツールバーか
ら削除したい項目のアイコンのチェックマークを
外します。

4. Shortcuts/Toolbar Preferencesダイアログを閉じます。

ツールバーのカスタマイズ機能は Peak LEでは使
用できません。

ツールバーのアイコンのサイズを変える：

1. Preferences ダイアログの [Shortcuts/Toolbar 

Preferences]を選択します。

2. アイコンを小さくするには [Toolbar Icon Size]ス
ライダーを左に動かし、大きくするには右に動か
します。

3. Shortcuts/Toolbar Preferencesダイアログを閉じます。

Peakを終了する

作業が終了したら、あるいは編集セッションを終了し
たい場合は、[終了 ]コマンドを利用して Peakを終了
し、Finderに戻ることができます。変更した内容を保
存していない場合は、終了する前に警告メッセージが
表示されます。

Peakを終了する：

• Peakメニューから [終了 ]を選択します（ ＋ Q）

前回ドキュメントを保存したあとでそのドキュメン
トの内容を変更した場合は、変更した内容を保存する
かどうかを訪ねるメッセージが表示されます。保存す
る場合は [Save]を選択し、保存しない場合は [Don't 

Save]を選択します。Peakを終了せずセッションを続
行する場合は、[Cancel]を選択します。

現在開いている全てのウインドウを保存せずに閉
じたい場合には、Optionキーを押しながら [Don't 

Save]をクリックして下さい。

まとめ

以上で、オーディオファイルや Peakファイルの作成、
呼び出し（開き方）、読み込み方法、書き出し方法、
閉じ方、保存方法および Peakを使用するための環境
設定の方法について理解して頂けたことと思います。
次の章では、Peakを利用してオーディオをディスク
に録音する方法について説明します。
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このリストには、Peakでテストされたインター
フェイスが記述されており定期的に内容がアップ
デートされます。あなたが使用しているインター
フェイスがここにリストされていなくても、それ
が Peakと互換性がないことを意味する訳ではあり
ません。ハードウェアの互換性に関しての一般的
な条件は、ハードウエアメーカーが互換性のある
CoreAudioドライバに対応しているかどうか、また
は Mac OS Xがもともとそのハードウェア機器をサ
ポートしているかどうかによります。

Peakがサードパーティー製オーディオハードウェア
機器で正しく動作するためには、Mac OS Xによってサ
ポートされてなくてはなりません。そのため、オーディ
オハードウェアメーカーで用意された互換性のある
Core Audioドライバをインストールする必要がある場
合があります。インターフェイスをインストールし設
定する際には、必ずオーディオハードウェアメーカー
の説明書を確認して下さい。

Core Audioを強くお勧めします !サウンドマネー
ジャー (Mac OS X HALもしくは FireWire DV)設定
を使用することは一般的ではなく、この章の狙い
ではありません。サードパーティー製オーディオ
インターフェイスや DVカメラの様な Core Audio

と互換性のない入出力機器として使用する時のみ、
Sound Manager(Mac OS X HALもしくは FireWire 

DV)を使ってオーディオを録再生して下さい。
Sound Managerを使っての録再生に関しての詳し
い情報に関しては、Appendix 4をご覧下さい。

Chapter 4： 
再生と録音

この章では、Peakを使ってどのようにオーディオを録
音するかを学びます。Peakは、様々なデジタルオー
ディオファイル形式の再生が可能で、Macintoshに接
続された音源の録音も行う事ができます。再生や録音
は、Macintosh内蔵のオーディオシステム、サードパー
ティーのオーディオインターフェイス (USB、FireWire、
PCI、PCMCIAなど )で行うことができます。

また Peakは、ヴァーチャルインストゥルメントプラ
グインの録再生、QuickTimeムービーのサウンドラッ
クの録音、オーディオ CDから曲のインポートするた
めのホストアプリケーションとしても使えます。

CoreAudio

Peakは、Apple社の Core Audioに対応し Macintoshの
内蔵オーディオシステムやM-Audio ™、Digidesign ™、
Edirol ™、MOTU ™、PreSonus ™、Tascam ™など
多数のサードパーティーインターフェイスもサポート
しています。

互換性のあるオーディオハードウェアインターフェイ
スのリストは BIASのホームページにあります：

http://www.bias-inc.com/support/ha-rdware/

http://www.bias-inc.com/support/ha-rdware/
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ハードウエア設定（M-Audioの FireWire 410）

6. Peakを起動して下さい。

7. オーディオメニューからサウンド出力 >Core Audio

を選択して下さい。

8. Core Audio Playbackダイアログの各ポップアッ
プメニューから Clock Source、Sample Rate、Play 

Through、Sample Rate Converter Qualityを選択し
ます。OKをクリックするか、オプションとして
Hardware Settingボタンをクリックします。

Core Audio Playbackダイアログ

Peakで再生をするための設定

Macintosh内蔵のオーディオハードウェアやサードパー
ティーインターフェイスを使う場合において、オーディ
オを再生する前に基本設定を行う必要があります。

Peakを初めて起動する際に、Audio/MIDI設定の設定
を問うダイアログが表示されます。最初にオーディ
オハードウェアを設定するために Yesをクリックし
て下さい。

オーディオの再生のための設定：

1. 各メーカーの説明書に従って、サードパーティー
製オーディオインターフェイスとそのソフトウェ
アをインストール /接続して下さい。

2. Macintoshを再起動して下さい。

3. システム環境設定を起動し「サウンド」を選択し
て下さい。

4. 「出力」にサードパーティー製オーディオインター
フェイスを選択して下さい。

サウンドダイアログの出力設定

5. オーディオインターフェイス自体のユーティリ
ティーソフトまたはコントロールパネル (そのイン
ターフェイスに含まれる場合 )を設定して下さい。
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ほとんどのオーディオインターフェイスは、Apple 

Sound Preferencesを使って設定することができま
す。この場合、AudioMID設定ユーティリティーが
オーディオハードウェアの設定に使用されること
もあります。Audio MIDI設定ユーティリティーは
以下のディレクトリーにインストールされます : 

 

/Macintosh HD/アプリケーション /ユーティリティー /

Audio MIDI設定ユーティリティー

9. Input Device、Output Device、Buffer Size、Input 

Levelを選択します。OKをクリックし Core Audio 

Settingダイアログを閉じます。再び OKをクリッ
クし Core Audio Playbackダイアログを閉じます。

Core Audio Settingsダイアログ

すべてのハードウェアディバイスが、Core Audio 

Settingsダイアログ内より入力レベルをコントロー
ルされる訳ではありません。

以上で、Peakを CoreAudioで再生するように設定され
ました。

Playback Options

様々な再生設定が Core Audio Settingsのダイアログの
中で利用できます。使用しているオーディオハード
ウェアによっては、以下の項目を設定する必要がある
場合があります。

Core Audio Playbackダイアログ

Clock Sourceポップアップメニュー

このメニューは、デジタル同期のためのクロックソー
スの選択を行います。

Sample Rateポップアップメニュー

このメニューは再生時のサンプルレートの選択を行い
ます。デフォルトのサンプルレート設定は“Auto”です。
特にほかの設定を使用する必要がない場合は、“Auto”
の設定のままにするのが最適です。

Play Throughポップアップメニュー

このメニューでは、オーディオに再生させたいオーディ
オインターフェイスのチャンネルを選択します。例え
ばマルチ出力のインターフェースを使っている場合に
は、モニター /ヘッドフォンを通してオーディオ出力
を送るための適切な出力チャンネルを選択できます。
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Sample Rate Converter Qualityポップアップメニュー

Peakは、オンザフライサンプルレートコンヴァージョ
ンを特徴とします。使われているオーディオハード
ウェアでサポートされていないサンプルレートのオー
ディオファイルを再生する際に使用されます。1のセッ
ティングでは最も低い音質のサンプルレートコンバー
ジョンをして、最小限の CPUリソースをつかいます。
5のセッティングでは最も高い音質のサンプルレート
コンバージョンをして、最大限の CPUリソースをつか
います。Macintoshシステムの速度に従って、パフォー
マンスを最善に設定する事を試す必要があります。

Sample Rate Converter Qualityの設定は、テープス
タイルのスクラビングの音質に影響を及ぼします。
BIASでは、コンピュータの性能が許す限り高い設
定を推奨します。

Core Audio Settingダイアログ

Core Audioの追加オプションは、Core Audio Settingダ
イアログの中にあり、オーディオメニューからハード
ウエア設定を選択するか、Core Audio Playbackダイア
ログの中の Hardware Settingsボタンをクリックするこ
とによってアクセスできます。これらのオプションは
以下の機能を備えています：

CoreAudio Settingダイアログ

Input Deviceポップアップメニュー

入力が 1つ以上ある場合に、このポップアップメ
ニューで入力の用途に望ましいオーディオハードウェ
ア機器を選択することができます。

Output Deviceポップアップメニュー

出力が 1つ以上ある場合に、このポップアップメ
ニューで出力の用途に望ましいオーディオハードウェ
ア機器を選択することができます。

Buffer Sizeポップアップメニュー

このメニューは、使われるバッファサイズのコント
ロールを行います。ここでの設定値はレイテンシーの
量と直接関係します。コンピュータの性能が許す限り
最も低い値を設定する事をお薦めします。最適な設定
値を知るには、テストレコーディングを行うことが最
も簡単な方法となります。録音されたファイルに歪み
やドロップアウトがあれば、より高いセッティングを
使う必要があります。このセッティングを行う場合に
は、一度に 1つのセッティングをすることが最適です。
例えば、512kのバッファサイズを使えないシステム
ならば、まず 1024kまで上げてからもう一度試してみ
て下さい。

コンピュータが録音のために比較的高いバッファサ
イズを必要とする場合やオーディオソースをモニター
する必要がある場合は、ミキサーあるいはダイレクト
モニタリングを特徴とするオーディオインターフェイ
スからダイレクトモニタリングができるように機材を
設定することを薦めます。ダイレクトモニタリング機
能は、バッファサイズの設定値に正比例してレイテン
シーの問題が起きます。

バーチャルインストゥルメントを使用して演奏する場
合やモニターする時に、はっきりと遅れが生じている
場合には、スムーズなオーディオ再生が可能になるよ
う、できる限りレイテンシーを減らすためにより低い
バッファサイズを試す必要があります。

Input Levelスライダ

Input Levelスライダは、レコーディングをする前に入
力レベルを設定することができます。
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このスライダとシステム環境設定のサウンドパネルの
入力レベルスライダは同じ役割を果たします。Peakで
それを調節することは Sound Preferenceパネルのセッ
ティングに影響し、そしてその逆も同じです。

Peakでバーチャルインストゥルメントの再生を
行うための設定

Peakは、VSTと Audio Unitsフォーマットのバーチャ
ルインストゥルメントをサポートします。

Peakで録再生が可能なバーチャルインストゥルメントの例

バ-チャルインストゥルメントは、Peakの MIDIキー
ボードウインドウのキーをクリックしたり、コン
ピュータのキーボードを MIDI入力として使用したり、
外部 MIDIキーボードを使用することで演奏すること
ができます。

バーチャルインストゥルメントが動作中の時は、
それをバイパスしない限りオーディオドキュメン
トの再生はされません。

Peakでバ－チャルインストゥルメントをMIDIキーボー
ドウインドウを使用して演奏するための設定

• ウインドウのメニューより、MIDIを選択します。
Peakの MIDIキーボードウインドウが現われます。

PeakのMIDIキーボードのキーをクリックすると動作中の
バーチャルインストゥルメントは入力信号を受信します。

Peakでバ－チャルインストゥルメントをコンピュータの
キーボードを使用して演奏するための設定：

• オプションメニューよりキーボード MIDI入力を
選択します。

コンピュータのキーボードのキーを押すと、動作中のバー
チャルインストゥルメントは入力信号を受信します。

キーボード MIDI入力が動作中のとき、キーボー
ドオートロケート機能は一時的に使用できません。
それらを作動させるには、キーボード MIDI入力を
停止させて下さい。

Peakでバ－チャルインストゥルメントを外部MIDIコン
トローラを使用して演奏するための設定：

1. MIDIインターフェイスを Macintoshに接続して下
さい。そしてインストール /セットアップの指示
に従って下さい。

2. Peakの環境設設定 >MIDI Preferencesを開いて
下さい。

3. 選択したい MIDI機器を選択し OKをクリックして
下さい。そして Save Preference Nowをクリックし
Peakの環境設定パネルを閉じて下さい。

MIDIコントローラーのキーを押すと、動作中のバー
チャルインストゥルメントは入力信号を受信します。
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更なるバーチャルインストゥルメントの使用方法
は、Chapter 8：プラグインを参照して下さい。

Peakを使用してオーディオを再生する

前セクションでの設定が完了したらオーディオファイ
ルを再生する準備が整います。このセクションでは、
何種類ものコントロールとオーディオの再生をコント
ロールする方法に学びます。

トランスポートコントローラ

トランスポートウインドウに表示されるトランスポー
トコントロールは、再生、録音の両方を司るためのツー
ルです。それらはテープレコーダーのコントロールと
同じような機能を持ちます。下記に示されているよう
に左から右に “巻戻し”、“停止”、“再生”、“早送り”、“録
音”、“ループ再生” となっています。

トランスポートコントローラ

ファイルを最初から再生するには：

• スペースバーを押す、またはトランスポートの再
生ボタンをクリックして下さい。

• 再生をとめる場合には、スペースバーをもう一度
押すか、またはトランスポートのストップボタン
をクリックして下さい。

再生をファイルの最初まで巻き戻すには：

• トランスポートにある “ストップ” ボタンを二回
クリックする、または“ゼロに戻る”ボタンをクリッ
クして下さい。再生が停止している場合、リター
ンキーを押す事によりドキュメントの始めに巻き
戻す事ができます。

ファイルの特定の場所から再生するためには：

• オーディオドキュメントの希望の場所でカーソル
をクリックし、コンピューターキーボードのスペー
スバー押して下さい。カーソルの位置から再生さ
れ、ドキュメントの最後まで再生されます。

または

• オーディオドキュメントの希望の場所でマウスを
ダブルクリックして下さい。ダブルクリックされ
た場所から再生され、ドキュメントの最後まで再
生されます。

または

• オーディオオーバービュー上でをクリックして下
さい。

• 再生を止めるには、スペースバーを押して下さい。

複数のオーディオドキュメントの再生をトリガー
する場合

前記に説明したとおり Peakは、複数のオーディオド
キュメントを同時に開く事ができます。Peakは、ファ
イルを開いた順序によりそれらのドキュメントに番号
を割当てます。Peakは、コンピューターのナンバーキー
を押す事により開いている、オーディオドキュメント
を自在に選択 /再生する機能を提供します。複数のオー
ディオドキュメントを開き、Macintoshのキーボード
から再生する事ができる事から、この機能は、“ライ
ブやサウンドエフェクト” の再生などにとても便利な
機能です。

複数のオーディオドキュメントの系列的な再生 :

1. 複数のオーディオファイルを開き、ウインドウメ
ニューで Peakが割当てた番号のノートを受け取り
ます (この番号は、ドキュメントを開いた順序に
より決定されます。)

巻戻し　停止　再生　早送り　録音　ループ再生
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2. 再生したいドキュメントに対応する番号を押して下さ
い (注意：キーボードのテンキーパッドは、この機能
には使用する事ができません。キーボードの上部に位
置するナンバーを使用して下さい )。そのドキュメン
トが再生し終わるまで次の番号を待つ必要はありま
せん。キーボードの番号のシーケンスをタイプすると
すべての対応するドキュメントがキューアップされま
す。ドキュメントを選んだ順序で再生されます。

3. 再生を止め、順番の次のドキュメントに移動したい
場合は、リターンキーを押して下さい。Peakは、次
にシーケンスされたドキュメントの再生を始めます。

バーチャルインストゥルメントを演奏する

Peakは、VSTと Audio Unitフォーマットのバーチャル
インストゥルメントに対応しており、バーチャルイン
ストゥルメントを簡単な方法で録音する機能を提供し
ています。これにより、Peakでのサウンドデザイン
の可能性は更に拡大します。

Peakでバーチャルインストゥルメントを演奏するた
めに、この Chapterの「Peakでバーチャルインストゥ
ルメントの再生を行うための設定」を参照して下さい。

PeakのMIDIキーボードを使ってバーチャルインストゥ
ルメントを演奏する：

1. ウインドウメニューよりMIDIを選択しすると Peak

のMIDIキーボードウインドウが表示されます。

2. バーチャルインストゥルメントを開いて下さい。

3. ノートを演奏するために MIDIキーボードの鍵盤
をクリックして下さい。

コンピューターのキーボードを使用してバーチャルインス
トゥルメントを演奏する：

1. オプションメニューよりキーボード MIDI入力を
選択して下さい。

2. バーチャルインストゥルメントを開いて下さい。

3. ノートを演奏するためにコンピューターキーボー
ドのキーを押して下さい。

外部MIDIキーボードを使用しバーチャルインストゥルメ
ントを演奏する：

1. 使用したいインストゥルメント (前記のセクショ
ンで説明したように MIDI機器が設定されている
事を前提とします。)

2. MIDIキーボードの鍵盤を弾いて下さい。

バーチャルインストゥルメントについてのより詳
しい情報については、8章の “プラグイン” をご
覧下さい。

録音のために Peakを設定する

CoreAudioを使用しながら Peak録音するためには、
CoreAudioで再生するための設定をして下さい。一度
Peakを設定すると “録音設定 ...” ダイアログを開く
事ができ、Peakが CoreAudioを使用して録音するため
の設定が可能になります。“録音設定 ...”ダイアログは、
ツールバーのオーディオメニューまたは、(Option-R)

より選択する事ができます。

録音のために Peakを設定する :

1. オーディオメニューから “録音設定 ...” を選択し
て下さい。

2. Device and Sample Format...ボタンをクリックして
下さい。CoreAudio Record Settingsダイアログが表
示されます。

録音設定ダイアログ

3. 録音するための入力ソース、サンプルレート、ク
ロックソース、チャンネル (モノラル、またはス
テレオ )、ビットデプスを選択して下さい。
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4. “OK” をクリックして下さい。

これで CoreAudioを使用して、録音するための設定が
終わりました。

レコーディングオプション

CoreAudio Record Settingsダイアログでは、何種類もの
“録音設定” が可能です。お使いになっているオーディ
オ機器にあわせ、特定の設定にする必要があります。

“Record Through” ポップアップメニュー

このメニューでは録音をするためのオーディオイン
ターフェースの入力 (ソース )を選択する事ができま
す。例としては、もし複数の入力を持つオーディオイ
ンターフェースをお使いの場合は、適切な入力を指定
する事が可能です。

“Sample Rate” ポップアップメニュー

“Sample Rate” ポップアップメニューは、録音時の
サンプルレートを選択する事ができます。いくつか
のサンプルレートは、オーディオカード、または
CoreAudioドライバーの制限により使用する事ができ
ません。もしデジタルソースの録音をする場合には、
そのデジタルソースと同じサンプルレートへ設定して
録音する様、注意して下さい。サンプルレートについ
てのより詳しい情報は、“Glossary” をご覧下さい。

サンプルレートポップアップメニューの “オート”
設定は、機器の中でセットされたレートで録音を
します。特定のサンプルレートで録音するために
は、このメニューから特定のレート選ぶ事が最良
の方法だといえるでしょう。

Channelsラジオボタン

ラジオボタンによってモノかステレオフォーマットで
録音するかを指定することができます。

Bit Depthラジオボタン

これらのラジオボタンは、録音時の希望する Bit Depth

の選択をする事ができます。Bit Depthは、オーディオ
カード、または CoreAudioドライバーの制限により使
用する事ができない事があります。Bit Depthについて
のより詳しい情報は、“Glossary” をご覧下さい。

もし CoreAudioを使用してデジタル信号から録音
をする場合、CoreAudioダイアログの中でクロック
ソースをデジタルに選択して下さい。

Record Settings

ツールバーのオーディオメニューまたは、(Option-R)

より選択した場合、“Record Settings” ダイアログが表
示されます。このダイアログは、Peakを使って録音
をするための設定をする場合に使用されます。

CoreAudio “RecordSettings” ダイアログ

ここで選択される設定は、MacOSの環境設定のサ
ウンドパネルの中で設定された環境から、独立し
ています。

“RecordSettings” ダイアログの中でいくつものポップ
アップメニュー、ボタン、チェックボックスを見る事
ができます。これらは、録音のために使用するハード
ドライブの選択、録音したいファイルフォーマットの
選択、プラグインを通しての録音など、その他の多く
のオプション (下記に記述されています。)を設定す
る事を可能にします。次の章で “RecordSettings” ダイ
アログを使用し、どのようにこれらのパラメーターを
設定するかを説明します。
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“Record Disk” ポップアップメニュー

“Record Disk” ポップアップは、録音に使用するハー
ドドライブを選択する事を可能にします。一つ以上の
ハードドライブが Macintoshに接続されている場合、
このポップアップを使って録音に使用するハードドラ
イブを選択します (このオプションは、特定の選択を
しない限り、デフォルトで一番容量が大きなドライブ
を選択します )。

Peakでは、オーディオファイルを録音されたドラ
イブと同じドライブに保存する必要があります。

File Formatポップアップメニュー

File Formatポップアップメニューでは、録音された
オーディオのファイルフォーマットを選択する事がで
きます。AIFFから SoundDesigner IIまで選ぶ事ができ
ます。新たに録音されたオーディオファイルをその他
のフォーマットに変換する必要がある場合、一度録音
し終ったものを他のファイルフォーマットとして保存
する場合に “別名で保存” 機能を使用する事ができま
す。録音のためにファイルフォーマットを選択しない
場合、Peakは、デフォルトとして AIFFを選択します。

Use Auto Gain Controlチェックボックス

Use Auto Gain Controlチェックボックスは、Macintosh

マイクロフォン入力を搭載するサウンドマネージャー
システムのオートゲインコントロール機能の有効・無
効を決定できます。もしお使いになっている録音機器
がこの機能に対応しており、オートゲインコントロー
ルを使用したい場合は、Use Auto Gain Controlチェッ
クボックスをチェックして下さい。CoreAudioを使用
している場合にこのチェックボックスがグレイアウト
(使用不可能 )しているのが普通です。

Monitorチェックボックス

Monitorチェックボックスは、録音している最中にオー
ディオをモニターできるようにします。

Create Split Stereo Filesチェックボックス

Create Split Stereo Filesチェックボックスは、入力され
るステレオオーディオをシングルステレオファイルで
はなく、デュアルモノファイルとして録音できるよう
にします。デュアルモノファイルは、Protoolsまたは、
BIASDeckのようなプログラムで使用されていますの
で、このオプションは、デュアルモノファイルを録音
する必要がある場合に便利です。(例：Split Stereo)

Append to documentチェックボックス

Append to documentチェックボックスは、すでに存在し
ているオーディオドキュメントへ録音できるようにす
る事ができます。すでに存在しているドキュメントに新
しいオーディオを録音する場合、挿入ポイントをすで
に存在するオーディオドキュメントの中で新しいオー
ディオを挿入したい場所に置いて下さい。この挿入ポイ
ントがファイルの始め部分の場合、新しく録音された
オーディオは、ファイルの頭部に挿入されます。この挿
入ポイントがファイルの終点である場合には、新しく録
音されたオーディオは、ファイルの終点以降に付け足さ
れます。この挿入ポイントがファイルの途中である場合、
新しく録音されたオーディオは、そのポイントに挿入さ
れます。また、オーディオが選択されている場合には、
ドキュメントの挿入機能は、選択された部分の始めから
そのドキュメントの終わり、または録音を停止するまで
現在のオーディオを置き換えます。

Use Record Timerチェックボックス

Use Record Timerチェックボックスは、録音時間を指
定する事ができます。Peakは、この設定した時間の
後に録音を停止し、録音を保存するための保存ダイア
ログを開きます。Use Record Timerチェックボックス
にチェックを入れる事で Recording Timeダイアログを
開き、秒数で録音時間の指定を行い、OKをクリック
します。十分間の録音を行う場合には、秒数のフィー
ルドに” 600” を入れて下さい。
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Recording Timeダイアログ

Open After Savingチェックボックス

Open After Savingチェックボックスは、録音し終わっ
た後にそのオーディオドキュメントを Peakで開くか
どうかを決定します。

Device and Sample Formatボタン

Device and Sample Formatボタンは、多様な録音のオ
プションを特定する事のできる CoreAudio Recording 

Settingsダイアログを開きます。

Hardware Settingボタン

Hardware Settingボタンをクリックする事により使用
するハードウェア機器 (コンピューターに複数の機器
を接続している場合 )、バッファーサイズ、入力レベ
ル (機器が調節可能な入力レベルを持つ場合 )などを
指定できる CoreAudio Settingsダイアログを開きます。

マルチドキュメント録音（長時間録音）

Peakを使用し、長時間の録音をする事を計画している
場合、Peakで作成できる 1つのオーディオドキュメ
ントの最大ファイルサイズは、2ギガバイト (正確に
は、1.99)以下である事を注意しなければなりません。
もし録音がこのファイルサイズを超えてしまう場合、
Peakは、自動的に新しいドキュメントを製作し、レ
コーディングを継ぎ目なく続けます。マルチドキュメ

ント録音が終了した後、複数の保存ダイアログを表示
し (2GBファイルごと、またはその断片 )、それによ
り、それぞれのドキュメントが個別に保存されます。
最大録音時間は、ビットデプス、サンプルレートと同
じようにチャンネルの数により異なります。マルチド
キュメントで使用できる最大ディスク容量は、5の個
別のオーディオドキュメントに拡散したとして 10GB

です。この容量は、CDクオリティー設定 (Stereo/16-

bit/44.1kHz)でおよそ 16.5時間の継続する録音をする
事が可能です。選択した録音設定は、どのくらい録音
できるかに影響します。

例としては、16ビット・44.1kHzで 10時間のオーディ
オを録音する場合、時間ごとに 600MBのディスクス
ペースを使用する事となります。このレートでは、3.3
時間の録音で、2GBのディスク容量を使用します。こ
の 2GBの制限に達した場合、Peakは、新しいドキュ
メントとして録音を続けます。最初のドキュメントは、
テンポラリーファイルとしてハードディスクに保存さ
れます。その次の 3.3時間後、別の 2GBファイルが製
作され、三番目の録音を続けます。9.9時間に達した
時、Peakは、四番目のドキュメントを録音し始めます。
これが余り分、または 0.1時間 (6分間 )になります。
10時間の指標で Peakを停止し、この長時間の録音の
四つのファイルを保存するための四つの連続的な保存
ダイアログが表示されます。マルチドキュメント録音
を扱うためにそれぞれのファイルを “Part 1/4”、“Part 

2/4”、“Part 3/4”、“Part 4/4” または、これに近い全体
の録音の一部として認識できるような名前をつける規
則を作り出すと良いです。

マルチドキュメントの録音の最中に編集されるファイ
ルが製作される場合、個々の一つ一つがそれぞれ個別
のファイルとして Peakの中で表示されます。

オーディオを録音する

前記のセクションの設定の過程を一度終わらせると、
オーディオを録音する準備が整いました。このセクショ
ンでは、何種類かのコントロールとファイルの再生を
操作するために使用される方法に慣れて頂きます。
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Recordingダイアログ

オーディオメニュー ( ⌘ + R)、トランスポート、ツー
ルバーから録音を選択された時に Recordingダイアロ
グが表示されます。録音を再生、一時停止、停止を持
つトランスポートボタンが下部に、録音されている
ウェーブフォームオーディオソース表示、ノートパッ
ドウインドウがあります。さらに選択された録音ディ
スクに録音可能な時間と同じようにサンプルレート、
ビットデプス、recording settingダイアログで設定し
たチャンネルの数を表示します。

Recordingダイアログ

Recordingダイアログの中のノートパッド機能は、テ
キストの解説、録音を書き換えるなどを入力出来ま
す。または、オーディオドキュメントの録音の間に特
定のポイントのノートパッドキューと呼ばれるコメン
トをタイプする事ができます。ノートパッド機能は、
Recordingダイアログから利用でき、一度録音をする
と使用されます。

Notepadチェックボックスが有効化されている場合、
録音の最中にマーカーを作り出す事ができます。リ
ターンキーを押すたびに新しい Notepadキーが現在の
録音時間上に製作されます。そしてその時のオーディ
オレコーディングを説明するテキストをタイプし始め
て下さい (例 :マーカーに名前を付ける )。また、次
に重要な録音中のイベントが聞こえた時に別のキュー
を作るためにリターンキーを押し、次々に付け加えて
行く事ができます。録音を終えた時に Peakは、挿入
したそれぞれのノートパッドキューと一致するオー
ディオドキュメントのマーカーを製作します。Marker 

Checkboxdではなく、Notepad Regionを有効にしてい
る場合、録音中にリージョンを製作します。

Notepd cueは、PeakLEでは利用できません。

エフェクトとインストゥルメントプラグインを通
して録音するために Peakを設定する

もし、プラグインがインストールされている場合で、
CoreAudioを使用し、リアルタイムで録音を行なう事
が可能です。録音中にノイズリダクション、イコライ
ジング、ダイナミックスプラグインを使用したい場合
などに有効です。プラグインを通しての録音をしてい
る間にプラグインパラメーターを設定する事ができま
す。しかしながら、録音されているマテリアルに対し
て変更する事ができなくなる事に注意て下さい。また、
これらの調節を取り消す事はできません。

エフェクトプラグインを通して録音をするために Peakを
設定するには：

1. プラグインメニューから録音に使用したいプラグ
インを開き設定して下さい。

2. オーディオメニューから録音設定を選択して下さ
い。Recording Settingダイアログが表示されます。

3. Recording Through Plug-Insチェックボックスを有
効にし、OKをクリックして下さい。

4. オーディオメニュー ( ⌘ + R)、またはツールバー
から Recordを選択して下さい。これでプラグイン
を通してオーディオを録音する事ができます。

5. 録音が終わった後に有効化されているエフェクト
を無効化している事を確認して下さい。(もしオー
ディオを再生している場合でエフェクトプラグイ
ンが有効化されている時、シグナルがプラグイン
を通過し、そのシグナルにプラグインのエフェク
トが二重にかけられてしまいます。そして、再生
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しているドキュメントの再生が正確でなくなって
しまいます。

Peakは、CoreAudioが使用されている時のみにプ
ラグインを通して録音する事ができます。

録音のモニターをしたい場合。これを行なうに
は、Recording Settingダイアログを開き、Monitor 

On/Offを有効化して下さい。

録音

録音のために一度、Peak を設定している場合、
Macintoshにソースからオーディオを録音するために
下記の方法で設定をして下さい。

録音を始める：

1. お使いの楽器かオーディオソースのボリュームを
小さくして下さい。

2. Macintoshの後部上の音声入力ジャックに楽器、ま
たはオーディオソースを接続して下さい。サード
パーティー製オーディオインターフェースを使用
している場合は、この装置の入力端子を使用して
下さい。多くのオーディオ機器は、入力と出力の
端子を搭載する外部インターフェースボックスを
持っています。ご利用の環境に同様の機器をお持
ちの場合には、これらを使用して下さい。

3. オーディオ・メニュー (オプション -R)か、ツー
ルバーから Recording Settingを選んで、前のセク
ションに記述されるようなセッティングを形成し
て下さい。あなたが録音しているオーディオを聞
きたい場合は、Recording Setting中のモニター・
オン /オフ・チェックボックスをチェックした事
を確かめて下さい。

4. オーディオ・メニューの録音、またはレコード・
ボタンから録音を選んで下さい。レコードダイア
ログが開かれます。

5. 楽器、またはオーディオソースを再生して下さい。
信号レベルレジスターを Peakのトランスポートウ
インドウ中のオーディオ・メーター上で見て下さ
い。

6. その信号がメーター上で比較的高く記録され、音
量の最大値が (赤いクリップ指標によって示され
た。)クリップしない様に、オーディオソースの
出力を調節して下さい。シグナルがピークしない
ように、忘れずにメーター上のヘッドルームに常
に 6dB程度を残して下さい。この調節を行う目安
として黄色・オレンジのメーターおよび赤いクリッ
プの表示を参考にして下さい。

録音するレベルがクリップしている (0dBを超過す
る (その結果ディジタルひずみを引き起こす ))場
合、あなたのマウスでクリップ指標をクリックす
る事によりリセットする事ができます。

7. Record Dialogの中のレコード・ボタンをクリック
して下さい。その後、ディスクへの録音が開始さ
れます。オーディオの波形がオーディオソースディ
スプレイの中でスクロールし始めるのを確認して
下さい。

8. 録音を止めるためには、ストップ・ボタンをクリッ
クして下さい。一時停止するためには、一時停止
ボタンをクリックして下さい。

9. 一旦あなたが録音を停止した場合、Save Dialogが
現われて、オーディオ・ドキュメントに名前を
付ける様ダイアログが表示されます。Recording 

Settingダイアログで選択したのと同じハードドラ
イブへのオーディオ・ドキュメントを保存しなけ
ればなりません。名前とクリックの保存を入力し
て下さい。Peakは、自動的に、Recording Setting

ダイアログで選択したオーディオ・ファイル・
フォーマットでドキュメントを保存します。あな
たが異なるオーディオ・ファイル・フォーマット
でドキュメントをその後保存したい場合は、Save 

Asコマンドを使用して下さい。
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プラグ・インエフェクトを通して録音する場合、
エフェクトの効果を取消す事ができない事に注意
して下さい。録音に満足しなければ、再度録音し
直す必要があります。プラグ・インエフェクトを
通して録音した音が特定されていない場合、エフェ
クトがかけられていない信号を録音し、録音を保
存した後、エフェクトを適用して下さい。この方
法で、エフェクトのセッティングで実験し、それ
に満足した場合にその結果をバウンスして下さい。

Quicktimeムービーに録音する

ピークは無音の QuickTimeムービーへオーディオを記
録する事ができます。これは、QuickTimeムービーに
サウンドトラック、またはナレーターの声を加えるた
めに役立つ機能です。

QuickTimeムービーへ記録する :

1. 新しいステレオかモノドキュメント (ファイルメ
ニューからの >New)を作成します。

2. ムービーファイルを開きます。

3. Recording Setting Dialogを開き、The Append to 

Document checkboxを有効化します。

4. オーディオ・メニュー (-R)から録音を選ぶか、あ
るいはツールバー中のレコード・ボタンをクリッ
クして下さい。

5. Record Dialogでムービーアイコンをクリックして
下さい。

Record Dialogでのムービーアイコンをクリックすると、QuickTimeムー
ビーは録音の間に再生します。

6. Record Dialogでのレコード・ボタンをクリックし
て下さい。

7. 録音して終了された時、Record Dialog上でストッ
プ・ボタンをクリックして下さい。

8. 録音を保存して下さい。

9. Save Asを選択し、そしてファイル・フォーマット
として QuickTimeを選択して下さい。

CDからトラックをインポートする

ご利用のMacintoshが互換性をもつ CD-ROMドライブを
装備している場合、オーディオ CDからオーディオを直
接インポートするために Peakを使用する事ができます。

Import CD Audioダイアログ

CDからトラックをインポートするために：

1. CD-ROMドライブにオーディオ CDを挿入して下
さい。

2. ファイルメニューから Import Audio Trackを選ぶ
か、あるいはツールバー中のインポート CDトラッ
ク・ボタンをクリックして下さい。

3. 表示されるダイアログ上で、インポートしたい CD

トラックを選択して、マークをクリックして下さ
い。インポートのために多数のトラックをマーク
してもかまいません。CD上のすべてのトラックを
インポートしたい場合は、マーク上のボタンをす
べてクリックして下さい。

4. 選択された CDトラックの名前を指定するために
は、トラックネームボタンをクリックして下さい。

Nam Trackダイアログ
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iTunesがインストールされており、コンピューター
がインターネットに接続される場合 -オーディオ
CDがコンピュータの CD-ROMドライブに挿入さ
れる時、iTunesが自動的に起動します (もし、そ
れが OSXの環境設定の CDと DVDで有効になっ
ていなければ )。iTunesのデフォルトの設定では
CDDBオンライン CDデータベースから自動的にト
ラック名を呼び出します。一度、CDのトラックに
ラベルが付加されると、その情報は、Peakを含む、
トラックのインポート機能を持つすべてのアプリ
ケーションに利用されます。これは自動的に CD

のトラックに名前を付ける際に役立つ方法です。

5. トラックの一部だけを選択する、” Set Import 

Times... “ボタンをクリックする、あるいはリス
ト中のトラックの上でダブルクリックする事によ
り、”Import CD Track Range Dialog“が表示されます。

Import CD Track Rangeダイアログ

6. このダイアログでの始点と終点のタイムラインの調
節によって、CDトラック、トラック上の特定の部分
あるいは全体をインポートする事ができます。さら
に、始点と終点を調節するためのタイムラインを直
接クリックしても同様の設定が可能です。CDトラッ
ク (あるいは CDトラックの選択された部分 )の再
生を行うために、“Play” をクリックして下さい。的
確な選択が行われた場合、OKをクリックして下さい。

7. Peakで編集するためにインポートしている CDト
ラックが必要な場合、“Open tracks after import”
のチェックボックスを有効にして下さい。

8. “Import” ボタンをクリックした後、選択された
トラックを Import CD Track Range Dialogおよび
Save Dialogが表示されます。あなたがオーディオ・
ファイルを保存したいハードドライブを設定する
ダイアログの一番上のポップアップ・メニューを
使用して下さい。ディスクへのファイルを保存す
るために保存をクリックして下さい。Peakは AIFF

オーディオフォーマットでファイルを保存します。

オーディオ接続

Peakの再生する音声は、Macintoshの内蔵スピーカや
ヘッドフォンでも聴くことができますが、高品質な外
付けスピーカを使用すれば、より良い音質で聴くこと
ができます。

Macintoshとミキサーやスピーカーシステムとのオー
ディオ接続は、簡単にセットアップできます。実際の
セットアップは、Macintoshに内蔵された入出力端子
を使用する場合と、サードパーティのオーディオ録音
/再生システムを使用する場合とでは、若干異なりま
す。以下に、それぞれの場合について説明します。

Macintosh内蔵のサウンド入出力を使用する

Macintosh内蔵の音声入力 /出力端子を使用して録音
や再生を行う場合は、次の設定を行って下さい：

1. 再生システムのボリュームを下げます。Peakでは、
下記をはじめとする様々な再生システムが使用で
きます：

• ヘッドフォーン

• ステレオレシーバー、またはアンプ +スピーカー

• ミキサー +アンプ +スピーカー 1組

• ミキサー +アンプ内蔵スピーカー

• または、単純に 1組のアンプ内蔵スピーカー (小
型なものは、一般的にマルチメディアスピーカー
と呼ばれます。)

2. 録音を行う場合、オーディオソース (音源 )の出
力を Macintoshのオーディオ入力端子へ接続しま
す。オーディオのソース (音源 )には、下記のい
ずれかを使用できます。

• カセット、または DATの出力

• ミキサーの出力

• ステレオの受信・ライン出力 (テープデッキの録
音のような出力 )

• インストゥルメントのライン出力 (シンセサイ
ザーまたはギターのプリアンプの出力のような )
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Macintoshの音声入力および出力ジャックは標準ステ
レオ・ミニプラグ (1/8インチ )コネクターです。ほと
んどのミキサー、レシーバーおよびアンプ内蔵スピー
カーの入力端子は、XLR、1/4インチ、RCAあるいは
ミニプラグジャックを装備しています。適切な接続を
行なうために、アダプターを使用する必要があります。

種類かの Macintoshのモデルは、内蔵オーディオ
入力を持っておりません。-このような場合、サウ
ンド入力のためにサードパーティー製オーディオ
インターフェースを使用する必要がございます。

上級ユーザのために :コンソール、DATデッキあ
るいは他のオーディオ出力をミックスするある専
門家は、ノミナル +4dBuの出力レベルを持ってい
るかもしれません。しかし、Macintoshは、ノミナ
ル -10レベル dBVのレベルの入力となります。従っ
て Macintoshの入力に過負荷をかける事を防ぐた
めにミキサーの出力レベルを調節する必要がある
事に注意して下さい。;あるいは、交互に、[+4]

から [-10]へのラインマッチングトランスフォー
マを使用する必要があります。

オーディオ入力

任意のラインレベルから
オーディオ ソース (ミキ
サー、アンプなど )の入力
を受け取る。

1/8ステレオ ミニプラグで
Macintoshに接続します。

オーディオ出力

Macintoshからオーディオ出
力のラインレベルをヘッド
ホーン、ミキサー、アンプ
あるいはアンプ内蔵スピー
カーなどへ送ります。

1/8ステレオ ミニプラグで
Macintoshに接続します。

ミキサー入力

Macintoshのオーディオ出力からオー
ディオ入力を受け取ります。

4/1、 XLR、RCAなどを含むどちらの入力
端子を使用するかについては、使用され
ているミキサーの取り扱い説明書をご覧
下さい。

ミキサーメイン出力

ミキサーのメイン出力は、アンプ内蔵ス
ピーカーにオーディオを送ります。

共通のタイプの出力接続は 1/4、XLR、
RCA を含んでいます。 どちらを使用する
べきかについては、使用されているミキ
サーの取り扱い説明書をご覧下さい。

ミキサーAUX出力

Macintoshの音声入力にオーディオ出力を送ります。
オーディオ シグナルをミキサーを通して録音する
場合、Aux出力は、ミキサーのメイン出力がスピー
カー /ヘッドホーンへシグナルを送っている間に
信号をコンピュータに録音する事ができるように
なります。それにより、何を録音しているかをモ
ニターする事ができます。

スピーカー

Macintoshから出力されるモニ
ターオーディオ信号、または他
のオーディオソースは、ミキサー
を通って送られます。それによ
り Macintoshへ録音されている
オーディオ信号をモニタリング
する事ができます。

Macintoshの内蔵サウンドシステムを使用している時によくある接続 *

※この図はそれは絶対に必要ではないミキサーを含む接続を示します。スピーカーに直接接続する場合は、それらのボリューム・コントロール、あ
るいは Macintosh上のボリューム・コントロールを使用して下さい。
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3. 再生装置の入力に Macintoshのオーディオ出力を
接続して下さい。

4. Macintoshの音声入力に再生装置の出力 (一般的に、
Auxiliaryかバスに送ります )を接続して下さい。

録音する場合にフィードバックループ (音声信号は
それ自体へフィード・バックします )の回避をの対
策を行う事を十分に注意して下さい。フィードバッ
クは、ご利用の設備とあなたの聴覚の両方へ弊害を
及ぼす場合があります。録音のモニターがフィード
バックを引き起こす場合、Recording setting Dialog

でのモニター・オプションは無効して下さい。

5. ミキサーもしくは、再生装置のボリュームを上げ

て下さい。以上でシステムは適切に設定され、録
音と再生の準備が行われます。

サード -パーティオーディオインターフェース

CoreAudioと互換の取れているあなたのコンピュー
ターに接続された PCI、PCMCIA(CardBus)、USB、あ
るいは Firewire・オーディオ・インターフェースを持っ
ており、その入力と出力を使用したい場合は、下記を
行って下さい :

1. あなたのミキサーもしくは再生装置上でボリュー
ムを小さくします。

オーディオ入力

ラインレベル、マイクレベ
ルオーディオソースからの
入力を受信します。(接続
は、機器によって異なりま
す )

一般的には、RCA、1/4、
XLRケーブルを使用し
Macintoshに接続します。

オーディオ出力

Macintoshからオーディオ
出力のラインレベルをヘッ
ドホン、ミキサー、アンプ
あるいはアンプ内蔵スピー
カーなどへ送ります。

一般的には、RCA、1/4、
XLRケーブルを使用し
Macintoshに接続します。

ミキサー入力

Macのオーディオ出力から音声入力を受
け取ります。

1/4、XLR、 RCAなどを含むどちらの入力
を使用するかについては、使用されてい
るミキサーの取り扱い説明書をご覧下さ
い。

ミキサーメイン出力

ミキサーのメイン出力は、アンプ、アン
プ内蔵スピーカーにオーディオ信号を
送ります。

共通のタイプの出力接続は 1/4、XLR、
あるいは RCAを含んでいます。―どち
らを使用するべきかについては、使用さ
れているミキサーの取り扱い説明書を
ご覧下さい。

ミキサーAUX出力

Macintoshの音声入力にオーディオ出力を送ります。
オーディオ シグナルをミキサーを通して録音する
場合、Aux出力は、ミキサーのメイン出力がスピー
カー /ヘッドホーンへシグナルを送っている間に
信号をコンピュータに録音する事ができるように
なります。それにより、何を録音しているかをモ
ニターする事ができます。

スピーカー

Macintoshから来るモニター・
オーディオ信号、あるいは他の
オーディオ ソースは、ミキサー
を通って送られます。それによ
り Macintoshへ録音されている
オーディオ信号をモニタリング
する事ができます。

サードパーティ製オーディオインターフェースを使用している時によくある接続 *

※この図では、例として PCIオーディオカードしております。-異なる方法でコンピュータに接続されている USB , Firewireインターフェース (USB、
Firewireケーブルなど )のような入力、出力の幾つかのタイプを持つ機器は、ミキサー、オーディオ機材に似たような方法で接続する事ができます。
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2. 製造元のサード -パーティ製オーディオインター
フェースのインストールを確認して下さい。

3. あなたのオーディオインターフェースの CoreAudio

ドライバ (もし必要ならば )をメーカーの取扱説
明書に従ってインストールして下さい。

4. オーディオ・インターフェースの入力にソースの
出力を接続して下さい。

5. ミキサー、または再生装置の出力をオーディオ・
インターフェースの入力に接続します。

6. ミキサーか再生装置でボリュームを上げて下さい。
以上でシステムは適切に設定され、録音と再生の
準備が完了します。

一般的なミキサー /コンピューターの設定は、コン
ピュータの出力をミキサーのチャンネル入力に接続
し、Auxiliary、あるいは、バスがミキサーからコン
ピューターの入力に送られます。録音したい楽器は、
ミキサー上の他のチャンネル入力に差し込まれ、ミキ
サーの Auxiliary、あるいは、バスを通ってコンピュー
ターに録音されます。ミキサーのメイン出力はアンプ
/スピーカーに行きます。

まとめ

この章では、CoreAudioを使って録音、および再生の
ために Peakを設定する方法、およびコンピューター
に様々なタイプのオーディオ装置を接続する方法に関
して学習してきました。さらに、オーディオドキュメ
ントを記録し再生する方法、プラグインを通しての録
音、バーチャル インストゥルメントを演奏し、録音す
る方法、QuickTimeムービーへの録音、またオーディ
オ CDトラックを Peakへインポートする事を学習し
ました。

Peakへ、または Peakからオーディオを録音、再生す
るための設備をセット・アップする方法を十分に把握
したら。Peakのデジタル編集ツールの強力なセット
を使用してオーディオを編集する方法を学ぶために、
次の章に進んで下さい。
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Chapter 5： 
編集

はじめに

この章では、デジタルオーディオ編集の概念について
説明します。数多く用意された Peakの強力な編集ツー
ルを利用したデジタルオーディオの編集方法を習得し
て下さい。

Peakでオーディオを編集する

Peakでは、オーディオを編集／操作するための強力
でインタラクティブ、かつノンディストラクティブな
環境を実現しています。この環境では、文字通り全て
の編集動作の「取り消し」（Undo）や「やり直し」（Redo）
が可能なだけでなく、オーディオの再生を実行しなが
ら「取り消し」や「やり直し」をインタラクティブに
実行することができます。

インタラクティブな編集

インタラクティブな編集とは、編集中のオーディオを
再生しながらカット（切り取り）、ペースト（貼り付
け）、ループ、あるいはDSP機能やプラグインによるオー
ディオ処理を実行できる編集方式のことです。例えば、
再生をスタートさせ、オーディオの選択部分をカット
し、それをドキュメントの後ろにペースト、あるいは
挿入した場合、その挿入した場所まで来ると、Peakは
挿入部分が最初からそこに存在していたかのようにそ
の部分を再生します。この革新的な機能により、Peak

は驚異的な速さで、フレキシブルにオーディオを制作
することができるツールとなりました。今や、アナロ
グテープ、Razor Blade、Sound Designerといった従来
の録音／編集方法は、もはや古い手法と言えます。

ノンディストラクティブ（非破壊的）編集

Peakのノンディストラクティブ編集とは、オーディ
オドキュメントを編集する際に、最終的にドキュメン
トを保存するまで元のソース録音を破壊しない仕組み
のことです。すなわち、録音した内容をカット、コピー、
ペースト、フェードイン、フェードアウト、あるいは
その他の方法ですっかり変更してしまっても、それを
ディスクに保存する前であれば、何も手を加えていな
い元の状態にそっくり戻すことができるということで
す。編集した内容は、保存することによって初めて永
久的にファイルに書き込まれます。

無制限の取り消しとやり直し

編集作業を実行すると、Peakは実行した編集の内部
リストを作成します。これらの変更の内容は、最終的
に保存するまではオリジナルのオーディオドキュメン
トには上書きされません。Peakの斬新な「無制限の取
り消し、やり直し」機能は、このような仕組みによる
ものです。Macintoshの標準的な “取り消し” コマン
ドや “やり直し” コマンド、“Editsの表示 ...” コマンド、
あるいは「再生リスト」の編集イベントリストを利用
することにより、動作を連続的に取り消したりやり直
したりすることができます。この機能により、作業を
最終的にディスクに保存するまで、自由に創作するこ
とができます。
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垂直方向のスケール

Peakでは、波形の垂直方向の倍率を変更することがで
きます。この機能は、音が非常に小さなオーディオド
キュメントを編集したり見たりする場合に役立ちます。

垂直方向のスケールの倍率を拡大する：

• Controlキーを押しながら上向き矢印キーを押します。

垂直方向のスケールの倍率を縮小する：

• Controlキーを押しながら下向き矢印キーを押します。

オーディオ波形の全体図

Peakでは、画面上部のメニューバーの下にオーディ
オ波形の全体図が表示されます。この全体図は、オー
ディオドキュメントウインドウで一部だけを編集する
際に、全体のドキュメントを確認する手段として利用
することができます。全体図の中の反転表示（ハイラ
イト表示）されている領域には、現在オーディオドキュ
メントウインドウに表示されている部分が表示されて
います。全体図を見る必要がない場合は、全体図の表
示をオフにしてオーディオドキュメントウインドウを
コンピュータ画面に大きく表示することができます。

オーディオ波形の全体図を表示 /非表示する：

• オプションメニューで “オーバービューの表示”
コマンドを選択 /解除するか、オーディオドキュ
メントウインドウの左上の角にある三角形の “開
く” マークをクリックします。このコマンドがオ
ンになっている場合は、コマンドの横にチェック
マークが表示されます。

選択

選択とは、その名の通り、マウスのクリックとドラッ
グによってオーディオのある領域を選択することで
す。オーディオを編集するためには、編集したい領域

オーディオドキュメントウインドウ

Peakの強力な編集機能の中心をなすのがオーディオ
ドキュメントウインドウです。オーディオドキュメン
トウインドウは、いわば「音の窓」であり、目と耳の
両方を利用してきわめて正確な編集作業を行うことが
できます。オーディオドキュメントウインドウは、時
間軸に沿った音の波形の振幅を表しています。

音の波形

これまでビジュアルフォーマット（目で見える形）で
表示された音を見たことのない方は、音の波形の「読
み方」をすぐには理解できないかもしれません。波形
を通じて録音した内容を見ることは、実際には道路地
図を見るのと同じくらい簡単なことなのです。一言で
言えば、波形の山の部分は振幅の大きな領域（音の大
きなスポット）に相当します。波形の谷の部分は、振
幅の小さな領域（音の小さなスポット）に相当します。
素材がはっきりした一定のビート（強拍）の音楽であ
る場合は、山を見れば強拍がどこにあるかが一目で分
かります。この原理、および「選択」のセクションで
簡単に述べている手順を利用すれば、オーディオド
キュメントの必要な箇所を簡単に探し出して選択し、
思い通りの編集作業を実行することができます。カー
ソルは現在位置を選択したり、挿入ポイントを選択す
るために使用します。

音の波形表示

Peak 5でさらに改善されたウェーブフォームディスプレイ
では、より正確にデジタルオーディオ信号の表示を行い、

フェーズの正 /負に関して詳細な情報を提供します。



77編集

5

を選択する必要があります。編集領域を選択するため
の最も確実な方法は、波形のピーク（山）の直前からピー
クの直後までを選択する方法です。すなわち、選択領
域のスタートポイント（頭）とエンドポイント（末尾）を、
ともに振幅の小さな場所（波形の「谷」の部分）に設
定するのが良い選択方法であるということになります。

波形表示の選択

可能な場合には、選択のスタートポイントとエンドポ
イントを、波形がゼロのライン（波形の中心を横切る
線）と交差するポイントに設定することも重要です。
波形がゼロのラインと交差するポイントは振幅がゼロ
なので、そのようなポイントで選択を開始、終了する
ことで、カットやペーストをする場合にポップ（パチッ
というようなノイズ）やクリック（カチカチいうよう
なノイズ）を避けることができます。通常、ポップや
クリックは、振幅の大きなポイント（波形が中心線か
ら大きく振れている場所）を不用意に選択した場合に
発生します。オプションメニューの “ゼロポイントに
スナップ” を有効にしておくと、波形を選択した際に、
最も近いゼロクロッシングポイントに自動的に調整さ
れます。

ウェーブフォーム上でゼロポイントへスナップを行う
以外にも、Peakでは、いくつかのスナップオプショ
ンを持っています。このオプションより特定の単位を
予めセットする事で、カスタムされた長さで選択範囲
をスナップする事ができます :

• 小節 /拍

• CDフレーム (588サンプルまたはその倍数 )

• Sony PS2(28サンプルまたはその倍数 )

• Microsoft Xbox(64サンプルまたはその倍数 )

• カスタム ...(ユーザーがサンプル数を定義 )

選択すべきスナップの単位は、編集するオーディオの
タイプに依存します。一般的な編集では、様々なオー
ディオアプリケーションのためにゼロクロッシングま
たは、小節 /拍を使用します。特定のプラットフォー
ムのオーディオ編集を行う必要がある、マルチメディ
ア /テレビゲームサウンドデザイナーは特にこれらの
新しいオプションが役立ちます。例えば、テレビゲー
ムの Sony Playstation 2のために音声ループとサウンド
エフェクトを作成する際、編集されたオーディオは、
PS2のオーディオエンジン上で滑らかなループ /再生
を行うため 28サンプル単位で適切に編集する必要が
有ります。スナップメニューで Sony PS2を選択する
事によって PS2のオーディオエンジンで滑らかに再生
が可能な編集が自動的に行われるようになります。

既にオーディオドキュメント上にマーカーが配置され
ている場合、一旦それらを移動させる必要があります。
この場合、シフトキーを押しながら、ドラッグする事
で、選択された単位で各マーカがスナップされます。

“縮小” 機能を利用すると波形を拡大できるので、選
択したい場所を正確に選択することができます。選択
範囲を指定した後でも、Shiftキーを押しながらマウス
をクリックすることで、開始地点や終了地点を調整す
ることが可能です。状況に応じて、選択箇所が長くなっ
たり短くなったりします。

各チャンネルを個別に処理する

左チャンネルのみを選択する時は、カーソルを左チャ
ンネル上に動かすと挿入箇所でカーソルマークに「L」
と表示されます。右チャンネルのみを選択する時は、
カーソルを右チャンネル上に動かすと挿入箇所でカー
ソルマークに「R」と表示されます。Peakの標準装備
DSP機能や他社のプラグイン機能を使用して、片方の
チャンネルだけに効果をかけることができます。

ステレオファイルを編集している場合、左右チャ
ンネルをそれぞれ選択することが可能です。但し、
ステレオファイルの左右チャンネルを個別に編集
（カット、ペースト、削除など）することはできません。
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マーカー

ドキュメントの重要な箇所には、マーカーをセットす
ることができます。マーカーは、ベタの（塗りつぶした）
三角形のベースを持つ線として表示されます。Peakで
は、ドキュメント中の特定の場所またはリージョンに、
後で選択、検索、編集する際の目印としてマーカーを
セットしておくことができます。マーカーは、移動し
たり、名前を付けたり、名前を変更したり、波形の特
定の場所に「固定」したり、あるいは他の属性を割り
当てたりすることができます。マーカーの使用方法に
ついては、この後で詳しく説明します。

波形表示とマーカー（Verse 2）

ループ

ループは、両側をループマーカーで囲われたオーディ
オ範囲を指します。上の図では、[beg loop]と [end 

loop]という 2つのループマーカーに挟まれた部分が
ループされます。ループは、オーディオのあるセクショ
ンを持続させる、または繰り返す場合に使用されるも
ので、サンプラーへの転送や Peak内部での再生のた
めの素材として使用できます。Peakでは、1つのオー
ディオファイルにつき 1つのループを作成できます。

波形表示とループマーカー

Peakではオーディオドキュメント上に 1つのループ
を作成する事ができますが、複数の希望するセクショ
ンにループを作成する迅速かつ容易な方法がありま
す。まず、希望する箇所のループマーカーを、編集
メニューのループを選択をクリックして選択を行い、
続いて、アクションメニューより新規リージョンを
選択してループされている箇所と同じ長さのリー
ジョンを作成します。この方法と同様の手順で Peak

のオーディオドキュメント上の希望する場所にリー
ジョンを作成します。これらの作成したリージョン
を、ループとして指定する場合、リージョンマーカー
の間をクリックした後、アクションメニューより、
選択範囲をループ (⌘+シフト+ -)をクリックする
事で、(または、希望するリージョンが選択される
までタブキーを押して )そのリージョンをループと
して指定する事ができます。

隣接するマーカーに挟まれたオーディオ範囲

隣接するマーカーに挟まれたオーディオ範囲とは、
マーカーで囲われたオーディオ範囲のことです。左下
図では、Beat 1と Beat 2に挟まれたオーディオ範囲が
それに当たります。（注：マーカー間のオーディオ範
囲は、オーディオのリージョンとは異なるものです。
リージョンについてはこの章の後半と、「Chapter 6：
PlaylistとCDライティング」で詳しく解説しています。）

隣接する 2つのマーカー（Beat 1と Beat 2）に挟まれた波形

“オーディオインフォ” エリア

オーディオドキュメント左下の灰色の欄が “オーディ
オインフォ” エリアです。この “オーディオインフォ”
エリアには、最大振幅、サンプリング周波数、ビット
解像度、ファイルフォーマット、そしてファイルサイ
ズが表示されます。

“オーディオインフォ” エリア
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“オーディオインフォ” エリアの [Max:dB]の部分をクリッ
クすると、[Change Gain]ダイアログが開きます。このダイ
アログを使用して、ドキュメント全体のゲイン、または現
在の選択領域のゲインを変更することができます。[Change 

Gain]のDSP機能については、「Chapter 7：DSP」を参照して
下さい。“オーディオインフォ” エリアで他の部分をクリッ
クすると、“オーディオインフォ” ダイアログが開きます。

“オーディオインフォ” ダイアログ

オプションメニューから “オーディオインフォ ...” を選
択すると、“オーディオインフォ” ダイアログが開きます
（⌘＋ I）。“オーディオインフォ” ダイアログは、サンプ
リング周波数、デュレーション、ルートキー（サンプル
再生装置で使用）、そしてキー範囲の高低の変更を行うこ
とができます。サンプリング周波数を変更した場合、オー
ディオのピッチと長さが影響を受けることにご注意下さ
い。（ピッチを変えずにサンプリング周波数だけを変更す
るには、DSPメニューの [Convert Sample Rate]を使用する
か、ツールバーのアイコンをクリックして下さい。）“オー
ディオインフォ” ダイアログについては、この章の最後
と「Chapter 11：Peakのメニュー」に詳しい解説があります。

“オーディオインフォ” ダイアログ

オーディオを選択する

オーディオドキュメントでどのような編集を行う場合
でも、まず最初に編集したい領域を選択する必要があ
ります。Peakには、領域を選択し変更するための複
数の方法があります。

マウスで選択する：

• オーディオドキュメントで選択領域のスタートポイン
トをクリックし、エンドポイントまでドラッグします。

選択領域の長さを拡張、または縮小する：

1. 上記のように、マウスを利用して領域を選択します。

2. Shiftキーを押しながら、拡張（または縮小）した
い領域のエンドポイントをクリックします。

3. マウスをドラッグして領域を拡張（または縮小）し、
マウスボタンを放します。

2つのマーカーに挟まれた音を選択する：

1. ⌘キーを押しながら、2つのマーカーの間の任意の
点をクリックします。（マーカーについては、次の
セクションで詳しく説明します。）それにより、2
つのマーカーに挟まれた部分の音が選択されます。

2. ドキュメントにさらに別のマーカーがあり、それ
らのマーカーに挟まれた音も含むように選択領域
を広げる場合は、Shift＋⌘を押しながら他の 2つ
のマーカーの間をクリックします。それにより、
選択領域は最初に選択した領域から新たに追加し
た領域まで拡張されます。

3. 他にも選択したい領域がある場合は、同じ操作を
繰り返します。

Tabキーを利用して2つのマーカーに挟まれた音を選択する：

1. 次のセクションで説明するいずれかの方法で、ド
キュメントの複数の場所にマーカーを作成します。

2. コンピュータのキーボードの Tabキーを押します。
それにより、最初の 2つのマーカーに挟まれた領
域が選択されます。

3. 再度 Tabキーを押すと、次の 2つのマーカーに挟
まれた領域が選択されます。（ファイル中で Shift

キーを押しながら Tabキーを押すと、連続する領
域が選択領域に追加されます。）

4. 他にも選択したい領域がある場合は、同じ操作を
繰り返します。
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ドキュメント中の全てのオーディオを選択する：

• 編集メニューで “すべてを選択” を選択するか、
またはMacintoshのキーボードで⌘＋Aを押します。

ナビゲーションのためのマーカーと選択範囲

リージョン、ループ、およびマーカーは、オーディオ
ドキュメントの部分的な選択範囲の操作を行う事に非
常に役立ちます。

キーボードのタブキーを押すごとにオーディオドキュ
メント上でマーカーで区切られている範囲の選択を行
う事ができます。タブキーを押して選択範囲がオー
ディオドキュメントの最後まで到達したとき、さらに
タブキーを押すと、選択範囲は、ドキュメントの一番
はじめへワープします。

オプションキーとタブキーを同時に押すと、逆方向へ
選択範囲を切り替える事ができます。例えば、LPの
録音を行ったのちに曲間の無音の位置にマーカーを配
置し、5曲めの初めの位置に再生カーソルを移動させ
る際、希望する曲の選択が行われるまでタブキーを押
し、キーボードの上向きの矢印キーを押す事でより素
早くナビゲートを行う事が可能です。

これらの機能の詳細に関しては、Appendix 2:Peak 

Actionsを参照してください。

オーディオを再生する

音を再生する際に、選択領域の前後の部分も合わせて
聴いてみたいがその部分は実際の選択領域には入れた
くない、といった場合もあります。Peakには、その
ような選択領域のプリロールやポストロールを指定で
きる [Auditioning]というコマンドがあります。

プリロールやポストロールとともに選択領域の音を聴く：

1. [Preferences]ダイアログで [Auditioning]を選択し
ます。[Auditioning]のダイアログボックスが表示
されます。

Auditioningダイアログ

2. プリロールとポストロールの長さを指定し、[OK]

をクリックします。

3. オーディオドキュメントの任意の場所をクリック
し、選択したい領域の末尾までドラッグします。

4. Control＋スペースバーを押します。指定した長さ
のプリロールとポストロールとともに選択領域が
再生されます。

スクラビング

Peakは、オーディオスクラブするためのいくつかの方
法を提供しています。詳しくは、次を参照して下さい。
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ダイナミックスクラビング

Peakには、ダイナミックスクラビングと呼ばれるユ
ニークなオーディオ再生機能があります。この機能は、
オーディオドキュメントの特定の場所を正確に探し出
して選択したい場合に非常に便利です。ダイナミック
スクラビングでは、波形に沿ってマウスを前後にド
ラッグする（波形をなぞる、すなわちスクラブする）
ことによって短いループ（10～ 600ms）を再生する
ことができます。探している場所が見つかったら、編
集を開始することができます。この再生ループの長さ
は、オプションメニューの “ダイナミックスクラブの
時間”コマンドで指定できます。Peakには、「ダイナミッ
クシャトルスクラビング」と「ダイナミックジョグス
クラビング」という 2通りの方法があります。次にそ
れぞれの方法について説明します。

ダイナミックスクラビングのループの長さを指定する：

• オプションメニューで “ダイナミックスクラブの
時間” を選択し、サブメニューでデュレーション
を選択します。一般的には、40～ 80msの長さに
設定すると良い結果が得られます。

ダイナミックスクラビング機能のループ時間の設定

ダイナミックシャトルスクラビングを使用する：

1. Controlキーを押しながら、オーディオドキュメン
トウインドウのオーディオドキュメントのある領
域をマウスでクリックしてドラッグします。マウ
スをドラッグすると、挿入ポイントでオーディオ
の短いループが再生されます。再生の速度や方向
（順方向または逆方向）は、マウスをドラッグする
速度や方向によって決まります。

2. スクラブを中止する場合は、マウスボタンを放し
ます。挿入ポイントは、スクラブを中止した位置
にあります。

3. 現在のスクラブポイントから始まる領域を選択す
るには、スクラブを中止して Shiftキーを押しなが
らマウスをクリックし、挿入ポイントから任意の
位置までドラッグして選択領域を広げます。

ジョグスクラビング

Peakには、ダイナミックスクラビング機能のバリエー
ションとして、録音スタジオなどで使用される「ジョ
グスクラビング」とよく似た機能があります。この機
能を利用した場合、音の再生やドキュメントのスク
ロールは通常のペースで行われますが、マウスをド
ラッグすることによって再生ポイントを制御すること
が可能になります。再生の方向（順方向または逆方向）
は、マウスをドラッグする方向によって決まります。
このスクラブモードは、オーディオドキュメントウイ
ンドウで「ズームアウト」表示している場合に特に効
果的です。

ダイナミックジョグスクラビングを使用する：

1. Control＋ Optionを押しながら、オーディオドキュ
メントウインドウでオーディオドキュメントのあ
る領域をマウスでドラッグします。マウスをドラッ
グすると、Peakは挿入ポイントの短い部分をルー
プしながら再生します。現在の挿入ポイントから
マウスまでの距離が大きくなると、スクラブの速
さが速くなります。

2. スクラブを中止する場合は、マウスボタンを放し
ます。挿入ポイントは、スクラブを中止した位置
にあります。

3. 現在のスクラブポイントから始まる領域を選択す
るには、スクラブを中止して Shiftキーを押しなが
らマウスをクリックし、挿入ポイントから任意の
位置までドラッグして選択領域を広げます。

ジョグモードは Option＋ Controlキーを同時に押すこ
とによって有効となるため、Optionキーを押すことに
よって、ジョグモードとシャトルモードを切り替える
ことができます。
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テープスタイルのスクラビング

Peakには、ダイナミックスクラビング機能の他にテー
プスタイルのスクラビング機能もあります。テープス
タイルのスクラビングを使用するためには、オプショ
ンメニューの “ダイナミックスクラブの時間”を “テー
プスタイル” に設定します。

テープスタイルのスクラビングを実行する：

• キーボードの Controlキーを押しながら、スクラブを
実行したい場所でマウスをクリックしドラッグします。

テープスタイルのスクラビングを中止する：

• マウスボタンと Controlキーを放します。

テープスタイルのスクラビングのテープ速度を調整する：

1. マウスを右にドラッグすると、スクラブ速度が速
くなります。

2. マウスを左にドラッグすると、スクラブ速度が遅
くなります。

3. マウスをスクラブを開始した場所より左にドラッ
グすると、スクラブの方向が順方向から逆方向に
切り替わります。

再生バーの[playbar]にはスクラブ速度が表示されます。
再生速度の範囲は、元の再生速度の- 4倍（- 4.0x）～
4倍（＋ 4.0x）までです。

無制限の取り消しとやり直しを使用する

Peakは、編集セッションで実行した編集の内部リス
トを作成し記憶します。これらの変更内容は、ファ
イルを最後に保存するまではファイルに適用されま
せん。Peakで取り消しややり直しを無制限に使用で
きるのは、このような方式を採用しているためです。
Macintoshの標準的な “取り消し” コマンドや “やり
直し” コマンド、“Editsの表示 ...” コマンド、「再生リ

ストスタイル」の編集イベントリストを利用すること
により、動作を順次取り消したりやり直したりするこ
とができます。この便利な機能を利用すれば、作業を
最終的にディスクに保存するまで、自由に創造するこ
とができます。“やり直し” コマンドを使用する際の
唯一の制約は、やり直しが可能な状態の時に「新たな
動作」を挿入すると “やり直し” コマンドが使用でき
なくなるということです。Peakの “取り消し” 以外の
編集動作を実行すると、その時点で “やり直し” コマ
ンドは実行不可能となりますのでご注意下さい。

動作を取り消す：

1. 編集を実行します（オーディオのカットやマーカー
の移動など）。

2. 編集メニューか、ツールバーで “取り消し” を選
択します（⌘＋ Z）。動作が取り消されます。

3. 動作は、オーディオドキュメントが元の状態（前
回保存した時の状態）に戻るまで連続して取り消
すことができます。取り消す動作がなくなると、
メニューの “取り消し” の項目がグレー表示に変
わります。

動作をやり直す：

1. 取り消した動作をやり直す場合は、編集メニュー
かツールバーで “やり直し”を選択します（⌘＋ Y）。
動作がやり直されます。

2. やり直しは、やり直せる動作がなくなるまで連続し
て実行できます。やり直せる動作がなくなると、メ
ニューの “やり直し” の項目がグレー表示に変わり
ます。

“Editsの表示 ...” コマンドを利用して一連の動
作を取り消す

Peakには “Editsの表示 ...” コマンドというもう 1つ
の強力な機能があります。この機能を利用すると、前
回オーディオドキュメントを保存した後で実行した編
集動作を文字通り好きなだけ取り消すことができま
す。“Editsの表示 ...” コマンドは、前回保存した後で



83編集

5

但し、過去の動作まで遡り、その状態で別の動作
を実行すると、以前実行したそれ以降の編集動作
は無効となり、やり直すことはできなくなります
のでご注意下さい。

“Editsの表示 ...” コマンドを利用してある動作に戻る、
または動作を取り消す：

1. いくつかの編集動作を実行します。（“保存” コマ
ンドを実行すると、保存前の編集動作を取り消す
ことができなくなるので、“保存” コマンドは使用
しないで下さい。）

2. 編集メニューで “Editsの表示 ...” コマンドを選択し
ます。ダイアログボックスに、前回ドキュメントを
保存してから実行した編集のリストが表示されます。

3. リスト中で、戻りたい動作を示している項目を W

クリック（または、[Revert to Item]ボタンをクリッ
ク）すると、その操作が行われた直後の状態に戻
ります。特定の動作を取り消したい場合は、取り
消したい動作の 1つ前の動作をWクリックすると、
ドキュメントがその状態まで戻ります。

4. 作業が済んだら、[Done]をクリックします。

“Editsの表示 ...” コマンドを利用してある動作に戻る、
または動作を取り消す：

1. 複数の編集を事項して下さい。(保存コマンドを
使用しないで下さい。一旦保存を実行すると、保
存前に行なっていた編集の履歴は取り消されます )

2. ウインドウメニューより “コンテンツドローワー
の表示” ( ⌘ +F)を選択した後、ドローワーの左
下に配置されている Show Historyボタンをクリッ
クする事で、オーディオドキュメント上で行なっ
た、編集の履歴リストが表示されます。

3. リスト内でもとへ戻したいアクションの記述を W

クリックして下さい。

実行した全ての編集動作のリストを記憶し、「イベン
トリストに基づいて」取り消しを実行するコマンドで
あると考えることができます。このリストを利用する
と、ある編集動作を実行した時点まで遡り、必要な場
合にはその動作を取り消すことができます。作業を以
前の状態に戻したら、そこからまた新たに編集するこ
とも可能です。

Editsは 2カ所の場所で表示することができます。1つ
めは、編集メニューの Editsの表示です。

“Editsの表示” ダイアログ

もう 1つは、オーディオドキュメントウインドウのコ
ンテンツドローワーから Editsの表示へアクセスする
ことができます。

コンテンツドローワーでの “Editsの表示”
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4. 希望する箇所まで戻った後、Doneボタンをクリッ
クして下さい。

重要な編集機能

Peakでは、カット、コピー、ペーストなど Macintosh

の重要な全ての編集機能の他に、オーディオの編集用
に特別に設計された機能が複数用意されています。こ
のセクションでは、これらの各機能の使用方法につい
て説明します。

Peakでは、複数のオーディオドキュメントを同時に
開くことができるため、ドキュメント間でオーディオ
を簡単にカット、コピー、ペースト、挿入することが
でき、複数のオーディオドキュメントから取り出した
素材を迅速かつ容易に組み合わせることができます。

Scratch Disks

オーディオデータは、その量が非常に多くなる場合も
あるため、取り消しコマンドを使用する場合に備え、
Peakではカットやコピーしたデータ、テンポラリー
ファイルすなわちスクラッチファイルの保存先として
ハードディスクの空きスペースの一部を利用します。
Macintoshに複数のハードディスクが接続されている
場合は、これらのテンポラリーファイルを保存するド
ライブ（スクラッチディスク）を、[Preferences]ダイ
アログの [Scratch Disks]コマンドを利用して指定する
ことができます。初期設定をどのディスクにするか、
すなわち「プライマリ」をどのディスクにするかも選
択することが可能ですが、最も空き容量の多いディス
クを指定するようにして下さい。また、ファイルサー
バに接続している時には、[Allow Servers]のチェック
ボックスをチェックしておくとサーバのディスクを利
用することができます（コネクションスピードの速い
サーバであることが必要）。その場合は、利用可能な
サーバが [Scratch Disks]のポップアップメニューに表

示されます。但し、この方法は高速のイーサネット
（Ethernet）、メディアネット（Media Net）、あるいは
その他の高速サーバに接続できる場合にのみ使用する
ようにして下さい。

Scratch Disksダイアログ

クリップボードをクリアしてディスクスペースを
確保する

クリップボードのデータが不要になった場合は、編集
メニューの “クリップボードのクリア” コマンドを選
択すればクリップボードのデータを削除することがで
きます。

オーディオのカット（切り取り）

“カット” コマンド（⌘＋ X）は、オーディオドキュ
メントから選択した領域をカットします（切り取りま
す）。カットした部分より後ろのオーディオは、カット
によって生じた隙間を埋めるために前に移動します。
オーディオの「断片」を「カット &ペースト」するこ
とにより、オーディオドキュメントの音を自由にアレ
ンジし直すことができます。この機能は、音楽主体の
アプリケーション用のオーディオリミックスを作成す
るための強力なツールであると同時に、オーディオの
設計全般に関して不可欠なツールでもあります。カッ
トしたデータは、別の場所にペーストできるように
Macintoshの内部メモリ（クリップボード）に記憶さ
れます。Peakで実行できるリアルタイムの編集は全て
ノンディストラクティブ編集であるため、最後に“保存”
コマンドを利用してドキュメントをディスクに保存す
るまで、オーディオがファイルから削除されることは
ありません。編集内容はドキュメントを保存する際に
オーディオドキュメントに保存され、それまでに変更
した内容はその時点でファイルに永久保存されます。
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選択領域をカットする：

1. オーディオドキュメントのカットしたい部分の先
頭をマウスでクリックし、カットしたい領域の末
尾までドラッグします。

2. 編集メニューまたはツールバーから “カット” を
選択します（⌘＋ X）。

3. 選択した領域がオーディオドキュメントから削除
され、クリップボードに記憶されます。カットし
た部分より後ろのオーディオは、隙間を埋めるた
めに前に移動します。

オーディオの削除

“カット” コマンドを使用せずにオーディオドキュメ
ントの一部を削除したい場合は、Delete（削除）キー、
またはツールバーの“削除”ボタンを使用します。“カッ
ト” コマンドやその他の編集機能と同様、この場合も
オーディオはドキュメントをディスクに保存するまで
元のファイルから削除されることはありません。

選択領域を削除する：

1. オーディオドキュメントの削除したい部分の先頭
をマウスでクリックし、削除したい領域の末尾ま
でドラッグします。

2. Deleteキーを押すか、ツールバーの “削除” ボタ
ンをクリックして下さい。

3. 選択した領域がオーディオドキュメントから削除
されます。削除した部分より後ろのオーディオは、
隙間を埋めるために前に移動します。

オーディオのコピー

“コピー” コマンド（⌘＋ C）は、選択した領域をペー
ストしたり、挿入したり、あるいは Add、Convolve、
Mix、Modulate、ImpulseVerbといった「クリップボー
ドを利用したオプション作業」で使用できるように、
Macintoshのクリップボード（内部のバッファメモリ）
にコピーします。オーディオドキュメントのデータは、

“カット” コマンドを利用した場合と同様、その［断片］
をコピー＆ペーストすることにより、自由にアレンジ
し直すことができます。この機能は、音楽主体のアプ
リケーション用のオーディオリミックスを作成するた
めの強力なツールであると同時に、オーディオの設計
全般に関して不可欠なツールでもあります。

選択領域をコピーする：

1. オーディオドキュメントのコピーしたい部分の先
頭をマウスでクリックし、コピーしたい領域の末
尾までドラッグします。

2. 編集メニュー、またはツールバーで “コピー” を
選択します（⌘＋ C）。

3. 選択した領域がクリップボードにコピーされます。

クリップボードの内容は、オーディオドキュメントに
ペースト、挿入、または複製することが可能です。詳
細を以下に示します。

オーディオをペーストする

“ペースト” コマンド（⌘＋ V）では、クリップボード
の内容を指定した挿入ポイントにペーストすることが
できます。ペーストすると元の音は削除され、その部
分にクリップボードの内容が挿入されます。ペースト
した部分にブレンドを適用することも可能です。ブレ
ンドのエンベロープとデュレーションに応じて選択範
囲がクロスフェードします。

カット＆ペーストを利用すると、オーディオドキュ
メントのデータを自由にアレンジし直すことができま
す。この機能によって、作曲では構成の順序を変更し
たり、ある部分を繰り返したりして曲全体を自由に「書
き換える」ことができるようになります。音の設計で
は、音のコラージュを作成することによって音を「組
み立てる」ことが可能になります。
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開始地点が右に（時間的に後ろに）移動し、空いたス
ペースにペーストデータが挿入されます。“インサー
ト” コマンドは、オーディオドキュメントの内容を編
集するための Peakの最も有用なツールの 1つです。
このコマンドを利用すると、音楽のフレーズやリフ（反
復楽節）、テクスチュアといった音の「断片」をカッ
トし、ペーストして楽曲や音響風景を作成することが
できるため、手早く曲を作る場合には特に便利です。

オーディオドキュメントに音を挿入する：

1. オーディオドキュメントで、データを挿入したい
場所をクリックします。

2. 編集メニュー、またはツールバーで “インサート”
を選択します（⌘＋ D）。挿入ポイントより右側に
あるデータが右に（時間的に後ろに）移動し、空
いたスペースにペーストデータが挿入されます。

オーディオの複製

複製コマンドは、オーディオドキュメントかプレイ
リストで編集を行なっているかによって、動作が異
なります。プレイリストでの動作の詳細に関しては、
Chapter6:プレイリストのオーディオの複製について
触れているセクションにて説明します。

“デュプリケート ...” コマンドは、オーディオデータ
の複製を既存のデータと差し替えずに複数回オーディ
オドキュメントに挿入します。“デュプリケート ...”
コマンドを利用してデータをペーストすると、挿入ポ
イントより右側にある全てのデータ、または選択範囲
がある場合はその開始地点が右に（時間的に後ろに）
移動し、空いたスペースにペーストデータが挿入され
ます。“デュプリケート ...” コマンドでは、クリップ
ボード中のオーディオデータを複製する回数を指定す
ることが可能です。“デュプリケート ...” コマンドは、
1つのオーディオドキュメントの中で、ある一部分の
フレーズを何度か繰り返す必要がある場合（例えば 1
小節のドラムループを繰り返して 4小節ドラムループ
を作成する場合など）にとても役立ちます。

オーディオドキュメントに音をペーストする：

1. オーディオドキュメントで、オーディオデータを
ペーストしたいオーディオドキュメントの場所を
クリックします。または削除したいオーディオ範
囲を選択し、クリップボードの内容を挿入します。

2. 編集メニュー、またはツールバーで “ペースト”
を選択します（⌘＋ V）。

クリップボードの内容は、挿入ポイントのすぐ後ろか
らオーディオドキュメントにペーストされます。ペー
ストする位置にあったオーディオデータは、ペースト
したデータと差し替えられます。

オーディオの差し替え

“リプレース” コマンドは、挿入ポイントより右側に
あるオーディオデータをさらに右に（時間的に後ろに）
移動させることなく、元のデータの上に新しいペース
トデータを上書きします。“リプレース”コマンドでは、
元のオーディオドキュメントのテンポを乱さずに音の
一部を差し替えることができます。

オーディオドキュメントのオーディオを差し替える：

1. オーディオドキュメントで、オーディオを差し替
えたい場所をクリックします。

2. 編集メニューまたはツールバーで “リプレース”
を選択します。差し替えたオーディオの右側にあ
るデータの時間的位置は変化しません。

オーディオの挿入

“インサート” コマンド（⌘＋ D）は、オーディオデー
タを既存のデータと差し替えずにオーディオドキュメ
ントに挿入します。“インサート” コマンドを利用し
てデータをペーストすると、挿入ポイントより右側に
ある全てのデータ、または選択範囲がある場合はその
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選択領域のクロップ（切り出し）

“選択範囲以外を削除” コマンド（⌘＋ `）は、オーディ
オドキュメントのある領域を選択し、選択した領域以
外をオーディオドキュメントから簡単に削除するこ
とができます “選択範囲以外を削除” コマンドは、録
音したオーディオの必要な部分だけを切り離して保存
できるため、サンプルや音響効果として使用するオー
ディオの編集に特に適しています。

選択領域をクロップする：

1. オーディオドキュメントのクロップしたい領域の
先頭をマウスでクリックし、クロップしたい領域
の末尾までドラッグします。

2. 編集メニューで “選択範囲以外を削除” を選択し
ます（⌘＋ `）。オーディオドキュメントの選択領
域以外のオーディオが全て削除されます。

選択範囲から新規ドキュメントを作成

“選択範囲からドキュメント” コマンドは、元のドキュ
メントの選択範囲を、新規ドキュメントとして自動的
に作成する機能です。

選択範囲から新規ドキュメントを作成する：

1. 開いているオーディオドキュメントから、新規ド
キュメントとして作成したい範囲を選択します。

2. ファイルメニューの “新規” サブメニューから [選
択範囲からドキュメント ]を選択します（Control

＋ N）。

3. 選択範囲が新規ドキュメントとして作成されます。

オーディオを複製する：

1. 複製したい範囲を選び、編集メニューから“コピー”
を選択します（⌘＋ C）。

2. 手順 1で選択したオーディオの複製を挿入したい
場所をクリックします。

3. 編集メニューから“デュプリケート ...”を選択します。

4. [Duplicate]スライダーを使って挿入回数を指定す
るか、必要な回数を入力します。

5. OKボタンをクリックします。挿入ポイントより右側
にある全てのデータが右に（時間的に後ろに）移動し、
空いたスペースにペーストデータが挿入されます。

選択範囲の複製を行う際にデュプリケートコマンドの
実行を行う場合、Peakは自動的にクリップボードへ
一時的に保存されている選択範囲の複製を行います。
デュプリケートコマンドでは、クリップボードにある
選択範囲の情報を幾つ複製を行うかについて指定をす
る事ができます。選択範囲がクリップボードの内容に
均一に割り切れない場合、Peakは、オリジナルの選
択範囲を正確に複製します。

選択した範囲の複製 :

1. オーディオドキュメント上で複製をする範囲を選択
し、編集メニューよりコピー (⌘+C)を選択します。

2. オーディオドキュメント上の選択範囲は、クリッ
プボード内へ一時的に保存されます。

3. 編集メニューよりデュプリケート ...を選択し、表
示されるダイアログにて複製を行う数の設定を行
い、OKボタンをクリックする事で、クリップボー
ドよりその数分のコピーが行われます。また、選
択された範囲に十分なスペースがない場合、クリッ
プボードの内容を細分化してください。
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選択領域の音を消す

“サイレンス” コマンド（⌘＋ E）は、オーディオドキュ
メントの選択した領域の音を消します。この機能は、
録音した素材においてノイズの多い不要な部分の音を
消すのに便利です。この機能は、セリフ、ナレーション、
スピーチといった音声データの言葉と言葉の間のノイ
ズ、ポップノイズ、クリックノイズを消したりするのに
適しています。

選択領域の音を消す：

1. 音を消したい領域の先頭をマウスでクリックし、
音を消したい領域の末尾までドラッグします。

2. 編集メニューで “サイレンス” を選択します（⌘
＋ E）。選択した領域の音が消されます。

ドキュメントに無音領域を挿入する

“インサートサイレンス ...” コマンドは、オーディオ
ドキュメントの現在の挿入ポイントに無音領域を挿入
します。この機能では、録音したデータに一定の長さ
の無音領域を挿入することができ、特に、セリフやナ
レーションなどの間合いやリズムを調節するのに適
しています。このコマンドを選択すると、挿入したい
無音の長さを指定するためのプロンプトが表示されま
す。長さは、サンプル、1/1000秒、秒のいずれかの単
位で指定できます。挿入ポイントより後ろのオーディ
オは、挿入する無音の長さ分だけ後ろに移動します。

Insert Silenceダイアログ

ドキュメントに一定の長さの無音を挿入する：

1. オーディオドキュメントの無音を挿入したい場所
をマウスでクリックします。

2. 編集メニューから “インサートサイレンス ...” を
選択します。

3. 表示されたダイアログボックスで、オーディオドキュ
メントに挿入したい無音の長さを指定します。指定
した長さの無音がドキュメントに挿入されます。

クリックとポップノイズの修復

クリックおよびポップノイズは、デジタルオーディオ
の編集時にあらゆる要因で生じます。主に、オーディ
オドキュメント上で非ゼロクロッシングの状態で、
カット /コピー /ペーストを行った場合や LPの録音
時にレコーディング装置やケーブルの不調が原因とな
ります。Peakではこれらの問題を修復する 2つの主
なカテゴリーがあります。

Peakでオーディオ編集を行う際、デフォルトで設定
されているオートスナップ (ゼロクロッシング )機
能では、選択範囲を自動的に、ゼロクロッシングさ
れているポイントへスナップされます。この機能に
より、カット /コピー /ペーストを行う際に、不要
となるクリックの発生を確実に防ぐ事が可能です。

アナログクリック -デジタルレコーディングで確認さ
れるアナログクリックの原因としては、、主にレコー
ド盤の表面にある傷から生じるます。この種のクリッ
クは、通常オーディオ波形上で突然鋸状の変化として
確認されます。
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レコードの録音をデジタル化した際の例

デジタルクリックは、不適切なバッファサイズの設定、
オーディオインターフェース、デジタルケーブルの不
具合、およびデジタル信号の同期が原因となります。
この種のクリックは、一般的に四角い形の変化として
波形上で確認されます。

デジタルクリックの例

Peakのペンシルツールは、どちらのタイプのクリッ
クの修復を行う事が可能です。デジタルクリックの修
復を目的としてもつ DSP機能に含まれる Repair Click

や Repair Clicksツールを使用しての修復を行う事も可
能です。(Repair Clickや Repair Clicksに関しての詳細
は、Chapter7:DSPを参照してください )

ペンシルツールを使用するためには、オーディオド
キュメントの表示をサンプルレベルまでズームインす
る必要があります。(ズームインを行って始めにサン
プルレベルでオーディオが表示されるまで、またはそ
れ以上 )ペンシルツールのための設定値の詳細情報に
関しては、Chapter 3:Peakの基本を参照してください。

ペンシルツールでクリックを修復する :

1. オーディオドキュメント上で突然の突起があり、
クリックの原因となっている箇所を見つけます。

2. インサーションカーソルを直接クリックが生じて
いる所へ移動させてください。

3. アクションメニューより、サンプルレベルで表示
を選択して、クリックが生じている箇所をサンプ
ルレベルで表示させます。

4. オーディオドキュメントウインドウのツールエリ
アよりペンシルツールを選択してください。

5. クリックが生じている箇所をクリック &ドラッグ
を行い、クリックの前後の波形により近づける様、
波形を書き換えてください。また、クリックの修復
が完了した後、カーソルをペンシルツールから、矢
印ツールへ戻す事も忘れないようにしてください。
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ペンシルツールを使用してクリックの修復を行う
ためにズームインを行う際、マーカーを配置する
事が役立ちます。マーカーの詳細に関しては、こ
の章の後半で説明されています。サンプルレベル
でズームインを行う際クリックが生じている箇所
へマーカーを配置する事により、ウェーブフォー
ムのスクロールを行いクリックが生じている位置
マーカーを見失う事なくどの箇所にクリックノイ
ズが生じているかを見つける事を容易にします。

より詳細に関して後で参照が行いやすい様、クリックが生じている箇
所の手前にマーカーを配置する事をお薦めします。

編集済み範囲の表示

“編集済み範囲の表示” コマンドをオンにしておくと、
編集したオーディオドキュメントの領域が影付きの囲
み線で示されるので、編集動作が適用された部分を簡
単に目で確認することができます。ドキュメントを保
存すると、編集内容は保存され、囲み線は消えます。

“編集済み範囲の表示” をオンにする：

• オプションメニューで “編集済み範囲の表示” を
選択します。“編集済み範囲の表示” の横にチェッ
クマークが表示されていれば、コマンドが有効に
なっています。

“編集済み範囲の表示” をオフにする

• オプションメニューで再度 “編集済み範囲の表示”
を選択します。“編集済み範囲の表示”の横のチェッ
クマークが消えていれば、コマンドがオフになっ
ています。

クロスフェードとブレンドを利用して
編集を滑らかにする

ブレンドは、ユーザーによる編集が可能なエンベロー
プを利用した自動クロスフェード機能です。カット、
ペースト、削除、その他の編集機能で修正した領域に
対しては、波形の振幅の急激な遷移を緩和するために
ブレンドをかける（適用する）ことができます。ブレ
ンドは、音の突然の変化をもたらすような編集の効果
を滑らかにするのに適しています。オーディオをカッ
ト、ペースト、削除する際には、ブレンドをオンにし
ておくことによってそれらの効果を緩和することがで
きます。オーディオドキュメントウインドウでブレン
ドの有効／無効ボタンをクリックするか、キーボード
の Caps Lockキーを押すことによって、ブレンドのオ
ン／オフを切り替えることができます。

オーディオドキュメントウインドウにあるブレンドの有効／無効ボタン

Blendingダイアログ
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ブレンド機能は、Peakの DSPメニューから実行す
るフェードインやフェードアウト、ノーマライズ
といった DSP処理の妨げとなる場合があります。
ブレンド機能は通常、必要な時のみ適用します。

ブレンド機能を有効にする：

• オーディオドキュメントウインドウの “ブレンド”
ボタンをクリックするか、キーボードの Caps Lock

キーを押します。ブレンド機能がオンになると“ブ
レンド” ボタンが青色に点灯します。

ブレンド機能を無効にする：

• オーディオドキュメントウインドウの “ブレンド”
ボタンをクリックするか、キーボードの Caps Lock

キーを押します。ブレンド機能がオフの時は “ブ
レンド” ボタンは点灯しません。

ブレンドパラメータをセットする：

1. Preferencesダイアログで [Blending]を選択します。

2. Durationフィールドに値を入力します（値の単位
はms）。それにより、編集部分に指定した長さの
クロスフェードが適用されます。

3. ブレンドが適用するクロスフェードの形を編集した
い場合は、Edit Blending Envelopeをクリックします。

4. クロスフェードを適用する素材の音量を保ったま
ま、対数式でクロスフェードの計算が行われます。
線型にクロスフェードを適用したい場合は、[Linear 

Blend Calculations]チェックボックスにチェックを
入れます。

5. 最後に OKをクリックします。

ブレンディングエンベロープエディタへより早く
アクセスするには、オーディオドキュメントウイ
ンドウの右上に配置されている Blendingボタンを
オプションキーを押したままクリックして下さい。

Blending Envelope Editor

ブレンドのエンベロープの選択と編集：

1. [Preferences]ダイアログで [Blending]を選択し、[Edit 

Blending Envelope]ボタンをクリックします。[Blending 

Envelope Editor]が表示されます。ここに表示される
エンベロープの形は、クロスフェードの形を表しま
す。Peakにはあらかじめ用意されたプリセットエン
ベロープがいくつかあります。それらのプリセット
は [Envelope Editing]ウインドウの上のポップアッ
プに表示されます（「フェードイン／フェードアウト
エンベロープの編集」のセクションも参照して下さ
い）。プリセットは、[Preference]フォルダの [Peak 

Envelopes]フォルダに保存されています。

2. 線上の任意のポイントをクリックすると、移動可
能な「ブレークポイント」が表示されます。

3. ブレークポイントを希望の位置にドラッグします。

4. ブレークポイントの生成とドラッグの操作を繰り
返して、希望通りのエンベロープを作成します。
ブレークポイントを削除したい場合は、ブレーク
ポイントをクリックした後、コンピュータのキー
ボードの Deleteキーを押します。

5. 作成したエンベロープの形を反転したい場合は、
“<-->” ボタンをクリックします。それにより、
エンベロープのミラーイメージ（鏡像）が生成さ
れます。
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6. 後で再度同じ設定を使用できるように、作成し
たエンベロープを保存したい場合は、[Envelope 

Editor]を閉じる前に “保存” ボタンをクリックし
て下さい。

カスタムエンベロープ以下に保存されています： 

 

/Macintosh HD/ユーザ /<アカウント >ライブラ
リ /Preferences/Peak Envelopes/   

 

カスタムエンベロープは [Envelope Editing]ウイン
ドウの上のポップアップに表示されます。

7. 適切なエンベロープが作成できたら、[Change]を
クリックして編集を確定し、[Envelope Editor]を
閉じます。Peakは、次にエンベロープが変更され
るまでこのエンベロープを使用します。

ブレンドのエンベロープは編集前に設定された場
合にのみ適用されます。

[Blending]ダイアログで [Linear Blend Calculations]

にチェックを入れた場合には、[Equal Power 

X-fade]エンベロープを使うと、音量の一時的減少
が生じない、滑らかなクロスフェードを得ること
ができます。

フェードイン／アウトを作成する

Peakでは、オーディオドキュメントの任意のポイン
トにフェードインやフェードアウトを作成することが
できます。フェードイン／フェードアウトは、オー
ディオドキュメントをスムーズにフェードインまたは
フェードアウトさせたり、ある種類の音から別の種類
の音にフェードアウトさせたりするのに便利な機能で
す。非常に短いフェードインは、録音した音に含まれ
るクリックやポップを滑らかにしたり、削除したりす
るのにも便利です。Peakでは、ユーザーによる設定が
可能な正確なエンベロープ制御機能や、数種類の一般
的な既成エンベロープを利用することにより、フェー

ドインやフェードアウトの正確な形を指定することがで
きます。また、Peakにはあらかじめ用意されたプリセッ
トエンベロープがいくつかあります。それらのプリセッ
トは [Envelope Editing]ウインドウの上のポップアップ
に表示されます。またプリセットは、[Preference]フォ
ルダの [Peak Envelopes]フォルダに保存されています。

フェードインを作成する：

1. オーディオドキュメントの選択したい領域の先頭
をマウスでクリックし、選択したい領域の末尾ま
でドラッグします。フェードインはこの領域内の
オーディオに適用されます。

2. [DSP]メニューで [Fade In]を選択、またはツール
バーからFade Inボタンをクリックします。オーディ
オドキュメントの選択した領域にフェードインが
適用されます。

3. 作成したフェードインを聴くためには、⌘＋ス
ペースバーを押します。選択領域のオーディオが、
フェードインを適用した状態で再生されます。

フェードアウトを作成する：

1. オーディオドキュメントの選択したい領域の先頭
をマウスでクリックし、選択したい領域の末尾ま
でドラッグします。フェードアウトは、この領域
内のオーディオに適用されます。

2. [DSP]メニューで [Fade Out]を選択、またはツー
ルバーから Fade Inボタンをクリックします。オー
ディオドキュメントの選択した領域にフェードイ
ンが適用されます。

3. フェードアウトを聴くためには、⌘＋スペースバー
を押します。選択領域のオーディオがフェードア
ウトを適用した状態で再生されます。

フェードイン／フェードアウトエンベロープの編集

Peakでは、フェードインやフェードアウトのエンベ
ロープの編集制御機能を利用して、フェードイン／
フェードアウトの形を正確に指定することができます。
これらの制御機能は、[Preferences]ダイアログの [Fade 

In Envelope]セクションおよび [Fade Out Envelope]セ
クションから使用します。
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5. 作成したエンベロープの形を反転したい場合は、
“<-->” ボタンをクリックします。これにより、エ
ンベロープのミラーイメージ（鏡像）が生成されます。

6. 後で再度同じ設定を使用できるように、作成し
たエンベロープを保存したい場合は、[Envelope 

Editor]を閉じる前に “保存” ボタンをクリックし
て下さい。

カスタムエンベロープ以下に保存されています： 

 

/Macintosh HD/ユーザ /<アカウント >ライブラ
リ /Preferences/Peak Envelopes/   

 

カスタムエンベロープは [Envelope Editing]ウイン
ドウの上のポップアップに表示されます。

7. 適切なエンベロープが作成できたら [Change]をク
リックして編集を確定し、[Envelope Editor]を閉じ
ます。Peakは、次にエンベロープが変更されるまで、
フェードイン（あるいはフェードアウト）を適用
するたびに、このエンベロープを使用します。

素早くフェードのエンベロープへアクセするには、
オプションキーを押しながらフェードイン /アウ
トボタンをクリックします。または、DSPメニュー
からもアクセスすることができます。

フェードイン／フェードアウトのエンベロープは、
DSP機能のフェードイン／フェードアウトを適用
する前に設定された場合のみ、選択範囲に適用さ
れます。

フェードイン／フェードアウトのエンベロープを編集する：

1. Preferencesダイアログで [Fade In Envelope]（または
[Fade Out Envelope]）を選択します。[Fade Envelope 

Editor]が表示されます。ここに表示されるエンベ
ロープはフェードの形を示しており、曲線がオー
ディオ波形に適用される様子が分かるように、選択
したオーディオ領域に重ねて表示されます。

2. 線上の任意のポイントをクリックすると、移動可
能なブレークポイントが表示されます。

[Fade Envelope Editor]（フェードイン）

3. ブレークポイントをエンベロープの曲線上の希望
の位置に移動します。

4. ブレークポイントの生成とドラッグの操作を繰り
返して、希望通りのエンベロープを作成します。
ブレークポイントを削除したい場合は、ブレーク
ポイントをクリックした後、コンピュータのキー
ボードの Deleteキーを押します。
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フェードイン／フェードアウトエンベロープをロードする：

1. Preferencesダイアログで [Fade In Envelope]（また
は [Fade Out Envelope]）を選択します。[Envelope 

Editor]が表示されます。

2. [Load]ボタンをクリックします。

3. 表示されたダイアログボックスで、ロードしたい
フェードエンベロープを選択し “開く” をクリッ
クします。

4. [Change]をクリックして新しいエンベロープを確
定し、[Envelope Editor]を閉じます。Peakは、次
にエンベロープを変更するまでこのエンベロープ
を使用します。

この方法は、Peakのエンベロープ・フォルダ
以外の場所へカスタム・エンベロープを保存し
ている場合に、カスタム・エンベロープをロー
ドする場合に有効です。例えば、カスタム・エ
ンベロープを使用したプロジェクトを他のユー
ザーへ渡す場合には、カスタム・エンベロープ
も渡す必要があります。さもなけば、Fade In/

Out Envelope editorダイアログのポップアップ・
メニューから標準のエンベロープを選ぶしかで
きません。

マーカーを作成し使用する

Peakには、マーカーをセットしたり修正したりする
ための強力なツールが用意されています。マーカーは、
オーディオドキュメントの重要とみなされる場所を示
すものです。録音データの特定の場所にマーカーを
セットしておくことにより、選択、編集、再生などを
実行する際に素早く目的の場所を探し出すことができ
ます。

マーカーは、「ループ」として定義することもできます。
ループは、オーディオの一部を持続させたり繰り返し
たりするために使用します。ループは、サンプリング
装置に転送するオーディオに使用することも、Peak内
部で再生する場合にも使用できます。Peakでは、オー
ディオファイル 1つにつき 1つのループを作成するこ

とができます。ループについては、後半で詳しく説明
します。

マーカーの表示

マーカーを作成する

この後で詳しく説明しますが、マーカーを作成する
には、再生中に直接設定する、録音中にノートパッド
キューを利用して挿入する、再生時以外にマウスを利
用して設定する、“Threshold DSP” コマンドを使って
マーカーを作成する、あるいは “テンポからマーカー”
コマンドを使って複数のマーカーを一定の間隔で挿入
する、といったたくさんの方法があります。様々な
マーカー作成方法のうち設定が正確にできるのは、一
般的にはマウスを利用した方法ですが、マーカーの位
置は後でドラッグによって（あるいは後述する [Edit 

Marker]ダイアログを使用して）細かく調節すること
ができるため、実際にはどの方法でも正しく設定でき
ます̶選択すべきマーカー挿入方法は、主に当面の作
業の内容によって異なります。

“ゼロポイントにスナップ” が有効になっている場
合、挿入ポイントは最も近くのゼロクロッシング
ポイントにスナップされます。マウスを使用して
マーカーを作成／配置する場合は、最も近いゼロ
クロッシングにマーカーが設定されます。

マーカーの設定が済んだら、[Edit Marker]ダイアログ
ボックスを利用してマーカーの属性を割り当てたり、
編集したりすることができます。このダイアログボッ
クスは、マーカーの三角形のベースを Wクリックする
と表示されます。
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Edit Markerダイアログ

テキスト

マーカーには、オーディオドキュメント中のマーカー
の位置に関係のある分かりやすい名前を割り当てるこ
とができます（最大 256文字）。Peakでは、オーディ
オドキュメントの名前、およびマーカーを設定した順
序に基づいて、自動的にマーカーに名前が割り当てら
れます。マーカーに名前を付ける場合、あるいは名前
を変更する場合は、[Edit Marker]ダイアログボックス
の [Text]フィールドに名前を入力します。

名前を付けたマーカー、リージョン、ループは、そ
の名前の最初のいくつかの文字をタイプすることで
簡単に探し出すことができます（英語文字のみ）。
例えば「Solo」という名前のマーカーを指定したい
場合、「s-o-l」とだけ入力して下さい。Peakは自動
的に「Solo」という名前のマーカーまでスクロール
します。また、文字を入力した後に Enterもしくは
Returnキーを押すと、Peakは自動的にそのマーカー
の場所に挿入カーソルを動かします。複数のマー
カーがその文字に当てはまる場合、Peakは最初の
マーカーを表示します。（注：数値の名前を持つマー
カーについてはテンキーからの入力のみ受け付けま
す。キーボード上部の数値キーは使用できません。）

一番はじめのマーカーの名前に “1” が含まれてい
る場合それ以降のマーカーの名前は自動的に “2”、
“3”、“4” と名前が変更されます。これによって、
テンキーパッドを押した後エンターを押して、素
早くマーカーの位置へルーラーを移動させる事が
行なえます。(キーボードの最上部にある別のナン
バーキーはこの機能に対応しておりません )

Marker Position

[Marker Position]フィールドは、マーカーをオーディ
オドキュメント中のある時間的ポジションに移動させ
る場合に使用します。マーカーは、このフィールド
に入力した値に対応する位置に移動します。[Marker 

Position]フィールドに入力する値の単位（サンプル、
分 :秒 :1/1000秒など）は、このフィールドの右のポッ
プアップメニューで選択することができます。

Regular Marker、ループの始点、ループの終点

これら 3つのラジオボタンにより、マーカーを通常の
マーカーとして使用するか、ループマーカーとして使
用するかを指定することができます。ループマーカー
として使用する場合は、そのマーカーをループの先頭
にするかループの末尾にするかを、該当するラジオボ
タンをクリックして指定します。Peakでは、1つのオー
ディオファイルにつき 1つのループを使用できます。

Anchor To Sample

マーカーの近くのオーディオを挿入、または削除する場
合、波形上のある特定の場所とともにマーカーも移動さ
せたい場合があります。そうすれば、オーディオを挿入、
または削除した際に、セットした場所にそのままマー
カーを残すことができます。マーカーの [Anchor]機能
をオンにすると、マーカーは波形上の一定の場所に「固
定」されるため、ドキュメントにオーディオを挿入、あ
るいは削除した場合でも、マーカーをその場所に残すこ
とができます。初期設定では、この機能はマーカー、ルー
プ、リージョンに対して有効になっています。

Be a Reference Marker

マーカーを基準ポイントとして定義すると、領域を選
択したり他のマーカーを移動したりする際に、そのマー
カーを基準マーカーとして利用することができます。
マーカーを選択したりドラッグすると、Peakで現在選
択されている時間フォーマット（サンプルまたは秒）に
関わらず、最も近い基準マーカーまでの距離が自動的に
表示されます。この機能は、あるサウンドイベント（例
えば車のドアが閉まる音）が、別のサウンドイベント（タ
イヤのきしむ音など）の何秒前（または後）に発生する
かが分かっている場合に使用すると便利です。
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Delete Marker

[Delete Marker]ボタンは、現在選択されているマーカーを
オーディオドキュメントから削除する場合に使用します。

以下のセクションでは、マーカーの作成方法とマー
カー属性の定義方法について説明します。

再生停止時にマーカーを作成する：

1. オーディオドキュメントの任意の位置をマウスで
クリックします。挿入ポイントを示す縦の点線が
表示されます。

2. コンピュータのキーボードで⌘＋ Mを押すか、ま
たはアクションメニューかツールバーで“新規マー
カー” を選択します。それにより、挿入ポイント
にマーカーが作成されます。

再生中にマーカーを作成する：

1. オーディオドキュメントを再生させます。

2. 任意のポイントで、コンピュータのキーボードの
⌘＋ Mを押します。そのポイントにマーカーが作
成されます。

3. 再生が続いている間、同じ動作を繰り返し、必要な
数だけマーカーを作成します。オーディオドキュメ
ントのそれぞれの位置にマーカーが表示されます。

レコーディング時にマーカーを作成する方法：

1. レコーディングダイアログを開きます。

2. Notepadチェックボックスをチェックして下さい。

3. レコーディングを開始して下さい。

4. マーカーの配置をするため、リターンキーを押し
てマーカーの名前を入力して下さい。もう一つの
マーカーを配置してリターンキーを押し 2番目の
マーカーの名前を入力して下さい。

はじめにリターンキーを押した後にマーカーの
名前を入力を行なう事で、正確な位置へマーカー
を配置する事を確実にします。マーカーの名前
を入力した時にエラーが表示された際、名前を
訂正するための入力を行なうのに、予測するよ
り長い時間を要する場合マーカーは、遅れて配
置されます。はじめにリターンキーを押して、
その後にはじめのマーカーの名前を入力する事
のよってマーカーをより適切な位置へ配置させ
る事が可能となります。

ダイナミックスクラビングを利用してマーカーを作成する：

1. Controlキーを押しながら（ジョグタイプスクラビン
グの場合は Control＋ Optionを押しながら）任意の
場所をマウスでドラッグし再生をスクラブします。

2. 任意のポイントでマウスボタンを放してスクラブ
を止めます。

3. コンピュータのキーボードで⌘＋ Mを押します。
指定した位置にマーカーが作成されます。

マーカーに名前を付ける／マーカー属性をセットする：

1. 編集を行ないたいマーカーの三角形のベースを W

クリックして下さい。

2. マーカーの名前を入力して下さい。

3. その他マーカー属性の変更を希望する場合変更を
行って下さい。これらの特性の各種詳細に関して
は、このセクションの初めをご参照ください。

4. 各種変更の終了後、Edit Markerダイアログの OK

ボタンを押す事により変更内容がマーカーに対し
て適用されます。

または :

• オーディオドキュメントのコンテンツドローワー
に表示されているマーカーの名前を直接クリック
して、テキストの変更が可能な状態にしマーカー
の名前を変更を行なう事も可能です。
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マーカーを別の場所に移動する：

1. マーカーの三角形のベースをクリックし移動した
い場所までドラッグします。

2. マーカーをゼロクロッシングポイント（波形が位
相の中心線と交わるポイント）にセットしたい場
合は、Shiftキーを押しながらドラッグします。

数値を利用してマーカーを移動する：

1. マーカーの三角形のベースを Wクリックします。
[Edit Marker]ダイアログが表示されます。

2. 時間フォーマットのポップアップメニューで、時
間の単位（サンプル、秒、1/1000秒）を選択します。

3. [Position]フィールドにマーカーを移動したい場所
の正確な時間の値を入力します。

4. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。マーカーが指定した場所に移動します。

または：

• オーディオドキュメントウィンドウのコンテンツ
ドローワーのマーカーの時間を直接クリックして、
テキストの変更が可能な状態にし、値を変更する
事も可能で、入力後、リターンキーを押した後、マー
カーを新たな場所へスナップさせる事も可能です。

マーカーの位置を微調整する（nudge）する：

1. 位置を微調整したいマーカー（複数も可）を含む
領域を選択します。

2. アクションメニューまたはツールバーで [Nudge 

Markers]を選択します。[Nudge Markers]ダイアロ
グボックスが表示されます。

Nudge Markersダイアログ

3. [Nudge Markers by...]フィールドに、マーカーを移
動させたい秒数（正または負の値）を入力します。

4. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。指定した秒数だけマーカーの位置が移動します。

マーカーを削除する：

1. マーカーの三角形のベースを Wクリックします。
[Edit Marker]ダイアログボックスが表示されます。

2. Deleteボタンをクリックします。マーカーがオー
ディオドキュメントから削除されます。

3. [OK]をクリックして [Edit Marker]ダイアログボッ
クスを閉じます。

選択範囲のマーカーを削除する：

1. オーディオドキュメントから削除したいマーカー
を含む範囲を選択します。

2. 編集メニューから[オーディオ以外を削除]（Option

＋ Delete）を選択すると、選択範囲のマーカー、リー
ジョン、ループが全て削除されます。

マーカーのみをコピー /ペーストする :

1. コピーを行ないたいマーカーを含む .オーディオ
の範囲の選択を行ないます。

2. 編集メニューよりコピー (⌘ -C)を選択して下さい。
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3. 別の (同じオーディオドキュメント、もしくは別
のオーディオドキュメント )オーディオの範囲の
選択を行ないます。

4. オプションキーを押したまま編集メニューから貼
付けを選択すると、選択されている範囲へマーカー
のみがペーストされます。

マーカーのみペーストを行なう場合、キーボード
の⌘ -Vではオーディオ (マーカーも含め )をクリッ
プボードからコピーを行なってしまうため、オプ
ションキーを押したまま編集メニューのはりつけ
を選択する必要があります。

リージョン

リージョンとは、アクションメニュー（⌘＋ Shift＋
R）またはツールバーの “新規リージョン” コマンド
を使用して、リージョンマーカーによって定義された
オーディオドキュメントの一部を指します。現在開い
ているオーディオドキュメントウインドウのリージョ
ンは、コンテンツウインドウにも表示されます。

リージョンは Peakで作成された AIFF、Sound Designer 

II、WAVEのファイル形式でのみ保存することが可
能です。また、他のプログラムで作成された Sound 

Designer IIファイル形式のリージョンも読み込むこと
ができます。AIFFファイルにリージョンを保存する方
法は Peak独特のものなので、他のプログラムでこれを
読み込めるとは限りません。他のプログラムでリージョ
ンを使用する場合は、Sound Designer IIファイルまた
は WAVE形式で保存して下さい。

オーディオ中のリージョン（リージョン名は「Beat 1」)

新規リージョンの作成：

1. オーディオドキュメントの中で範囲を選択します。

2. アクションメニュー（⌘＋ Shift＋ R）かツールバー
から “新規リージョン” を選択します。

3. リージョンの名前を入力して [OK]をクリックしま
す。オーディオドキュメントの中に新しいリージョ
ンが現れます。

スタートとエンドを変更してリージョンの長さを変更するには：

• オーディオドキュメントウインドウ内で、リージョン
のスタートまたはエンドマーカーをドラッグします。

長さを変更せずにリージョンを移動するには：

• Optionキーを押しながら、リージョンのスタート
またはエンドマーカーをドラッグします。

または：

• オーディオドキュメントウィンドウの Horizontal Lock

ボタンをクリックした後にリージョンマーカーの始
点もしくは終点をドラッグして下さい。

リージョンのスタートまたはエンドマーカー、長さを手動
で設定するには：

1. オーディオドキュメントウインドウ内で、リージョ
ンのスタートまたはエンドマーカーを Wクリック
します。[Edit Region]ダイアログが表示されます。

2. [Start]、[End]、[Length]を入力して [OK]ボタン
をクリックします。

Edit Regionダイアログ

リージョンの名前を変更するには：

1. オーディオドキュメントウインドウ内で、リージョ
ンのスタートまたはエンドマーカーを Wクリック
します。[Edit Region]ダイアログが現れます。

2. [Edit Region]ダイアログで新しい名前を入力し、
[OK]をクリックします。
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または：

• オーディオドキュメントウィンドウのコンテンツ
ドローワーのマーカーの時間を直接クリックして、
テキストの変更が可能な状態にし、値を変更する
事も可能で、入力後、リターンキーを押した後、マー
カーを新たな場所へスナップさせる事も可能です。

リージョンを表示させる :

• コンテンツウィンドウもしくは、オーディオドキュ
メントウィンドウのコンテンツドローワーのリー
ジョンの名前を Wクリックして下さい。選択され
たリージョンは、自動的にドキュメントウィンド
ウ上に表示されます。

または :

• リージョンの名前の始めからタイプ入力を行なう
事で、そのリージョンは自動的に表示されます。
複数の類似した名前のリージョンが存在する場合
(例えば “Theintro” と “Theend” )Peakが区別で
きる様に、“t-h-e-” より、少なくとも 1文字でも
多くタイプする必要がある事に注意して下さい。
リージョンを表示させるこれらの方法を実行する
場合、リージョンの表示を行なうため、タイピン
グする時、スペースバーを押す事で再生が実行さ
れるため、リージョンの名前にスペースを含めな
いで下さい。

リージョンを分割する :

1. 希望するインサーションポイントへカーソルを配
置します。

2. アクションメニューから新規リージョンスプリッ
ト (Control-Shift--⌘ R)を選択します。カーソルを
配置する位置でリージョンが分割される点を決定
します。分割された位置の前にあるドキュメント
は、どのような箇所であっても別のリージョンに
なります。また、分割された後ろのどのような箇
所も、もう一つのリージョンとなります。

リージョンのみをコピー /ペーストする :

1. コピーを行なうリージョンマーカーを含むオー
ディオの範囲を選択して下さい。

2. エディットメニューよりコピー(⌘ -C)を選択します。

3. 別の (同じオーディオドキュメント、もしくは別
のオーディオドキュメント )オーディオの範囲の
選択を行ないます

4. オプションキーを押したまま編集メニューから貼
付けを選択すると、選択されている範囲へリージョ
ンのみがペーストされます。

リージョンのみペーストを行なう場合、キーボー
ドの⌘ -Vではオーディオ (リージョンマーカー
も含め )をクリップボードからコピーを行なって
しまうため、オプションキーを押したまま編集メ
ニューの貼付けを選択する必要があります。

ループを作成する

音楽のようにリズムを持ったオーディオを編集する場
合は、選択領域に拍数が偶数であることを確認してか
らカット、コピー、ペーストといった動作を実行すると、
間違いが少なくて済みます。そのためには、選択領域
をループさせ、再生してループを聴いてみることです。
次のセクションで述べるように、Peakにはループさせ
たい速さや拍数が分かっている場合に、リズム的に「正
しい」長さのオーディオを自動的にループさせるルー
プサーファーというプログラムが用意されています。
DSPメニューには、ループのスタートとエンドポイン
トを調整するための [Loop Tuner]という機能もありま
す。[Loop Tuner]については、次のセクションで詳し
く解説しています。

ループは、素材をサンプラーへ送る場合に便利です。
Peakで作成したループマーカーは、サンプラーではサ
ステインループとして認識されます。Peakでは 1つ
のドキュメントにつき 1つのループが作成可能です。
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オーディオドキュメント上で 1つのループを使用
する場合、より迅速かつ容易に、希望する複数の
セクションをループ対象として選択する方法があ
ります。ループマーカーの配置を希望する場所の
選択を行ない編集メニューより “ループを選択”
をクリックをした後、アクションメニューより新
規リージョンを選択する事で、ループに指定した
範囲と同じ長さのリージョンを作成する事ができ
ます。この方法でを使用する事で、1つのオーディ
オドキュメントの選択範囲で希望する選択範囲内
へ複数のリージョンを作成する事ができます。こ
れらの複数のリージョンの選択を ?-クリック (ま
たは、希望するリージョンが選択されるまで tab

キーを押し )で行ない、アクションメニューから
“選択範囲をループ” を選択する事で、選択されて
いるリージョンマーカーをループ範囲に指定する
事ができます。

Peakでループを再生するには、オプションメニュー
から “ループ再生” コマンド（⌘＋ L）を選択するか、
トランスポートウインドウの [Loop]ボタンをクリック
します。再生が開始され、ループポイントに到達する
と再生を停止するまでループが繰り返されます。“ルー
プ再生” が無効になっていると、ループは繰り返され
ずオーディオドキュメントまたは選択領域の最後まで
再生され停止します。

選択領域からループを作成する：

1. オーディオドキュメントの任意の範囲をマウスで
ドラッグして選択します。

2. アクションメニューかツールバーで “選択範囲を
ループ” を選択します（⌘＋ Shift＋ -＋）。ルー
プの先頭と末尾にループマーカーが表示されます。

3. ループを聴くためには、オプションメニューで
“ループ再生”（⌘＋ L）を選択するか（“ループ再生”
の横にチェックマークが表示されていれば、この
機能がオンになっています）、トランスポートウイ
ンドウの [Loop]ボタンをクリックし、コンピュー
タのキーボードでスペースバーを押して下さい。
再生が開始されます。

4. ループは、再生中にスタートマーカーやエンドマー
カーをドラッグしてインタラクティブに微調整す

ることができます。ループマーカーを別の場所に
ドラッグすると、それを反映した状態でループが
再生されます。ループを視覚的に微調整したり、
再生しながら変更に対する細かな調整をするため
の [Loop Tuner]を使用することも可能です。

通常のマーカーをループマーカーに変更する：

1. オーディオドキュメントにマーカーを作成します。

2. ループのスタートポイントとして使用したいマー
カーの三角形のベースを Wクリックします。[Edit 

Marker]ダイアログボックスが表示されます。

3. “ループの始点” ボタンをクリックし、さらに [OK]

をクリックします。マーカーがループのスタート
マーカーに変わります。

4. ループのエンドマーカーとして使用したいマー
カーの三角形のベースを Wクリックします。[Edit 

Marker]ダイアログボックスが表示されます。

5. “ループの終点” ボタンをクリックし、さらに [OK]

をクリックします。マーカーがループのエンドマー
カーに変わります。これで、オーディオドキュメ
ント中にループが定義されました。

一組のループマーカーを同時に移動する：

• Optionキーを押しながら、一方のループマーカー
を任意の位置にドラッグします。もう一方のマー
カーも同時に移動します。

または：

• 水平ロックボタンを押しながら 2つのループマー
カー間をクリックした後オーディオドキュメント
ウインドウの水平ロックボタンをクリックするこ
とにより、ループを選択します。ドラッグすると、
2つのマーカーが同時に移動します。ループマー
カーを別々に動かすには、水平ロックを必ずオフ
にして下さい。

水平ロックボタン
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ループのみを試聴する：

1. 編集メニューで “ループを選択”（⌘＋ -）を選択し、
ループを選択します。

2. オプションメニューの “ループ再生” コマンドを
選択する（コマンドの横にチェックマークが表示
されていればコマンドがオンになっています）か、
カーソルパレットの [Loop]ボタンをクリックし
て、ループ再生をオンにします。

3. スペースバーを押してループを再生して下さい。

クロスフェードループ

ループのスタートとエンドポイントをクロスフェード
させることが可能です。クロスフェードループは、ルー
プを繰り返す際に、ループのエンドポイントからスター
トポイントへの移行をスムーズにするのに役立ちます。
クロスフェードのエンベロープ、デュレーション、そ
の他のパラメータは [Crossfade Loop]で設定します。

クロスフェードループダイアログ

クロフェードループダイアログの上部に配置されてい
る 4つのチェックボックスによってループの終点とルー
プの始点のフェードのカスタマイズを行なう事ができま
す。これらのチェックボックスは、ループ内のどの位置
でクロスフェードが適用されるかを示しています。ほと
んどのループでは、デフォルトの状態でチェックされて
いる状態で、良い結果を得る事が期待できます。

クロスフェードループダイアログ

クロスフェードバリエーション

クロスフェード “A”、“B”、“C”、“D” の左右の関係を
考慮する場合：

クロスフェードポジショニングオプション -異なるループでは、それ
ぞれ異なったループクロスフェードのセッティングを必要とします -
クロスフェードポジション “C” がチェックされている場合、赤い “X”
で示されているようにクロスフェードが適用されます。

 “A” =Aと Cの間のクロスフェード

 “B” =Bと Dの間のクロスフェード

 “C” =Cと Aの間のクロスフェード

 “D” =Dと Bの間のクロスフェード

クロスフェードポジショニングオプション -異なるルー
プでは、それぞれ異なったループクロスフェードのセッ
ティングを必要とします。-異なるルプクロスフェード
セッティングの為に、呼び出し -クロスフェードポジ
ション “C” がチェックされている場合、赤い “X” で
示されているようにクロスフェードが適用されます。

ほとんどの場合、デフォルトのクロスフェードポジ
ション (ポジション “C” )で、良い結果を得る事が
できますが、この様な方法で、様々なバリエーション
のループのためのクロスフェードを使用する事も可能
です。SMDIサンプラー等のサンプルプレイバックイ
ンストゥルメントで使用するループの作成を行なう場
合、様々なクロスフェードのポジションや組み合わせ
を試す必要が生じます。ハードウェアベースのサンプ
ラーがループを前からの再生や後ろからの逆再生をサ
ポートしている場合、ループのクロスフェードを適用
する場所を多様な再生方法をサポートするサンプラー
のためにオーディオコンテンツのカスタマイズを行な
う事ができます。

A B C D
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また、その他のアプリケーションなどで、デフォルト
のクロスフェードポジション (ポジション “C” )以
外の場所へクロスフェードをする必要が求められる
場合もあり、オーディオループの作成が、テレビゲー
ム専用機オーディオエンジンで使用される場合もあ
ります。テレビゲーム専用機のオーディオエンジンに
必要となる条件に従い、ユーザーがループ内のクロス
フェードの位置をオーディオエンジンに対応する位
置へ調節をする事が求められます。クロスフェードを
必要とするアプリケーションに従って、ユーザーは “ 
Loop with release ” (サンプラーのキーを離した際に
停止位置となるループマーカーの後ろ外側に存在する
オーディオドキュメントの後のセクションの再生 )又
は “ Loop hold ” (キーを離した後に再生しないオー
ディオ )に最適なクロスフェードが必要となります。
このような特有のモードのために、ユーザーは、クロ
スフェードの ON/OFFを行なう事になります。

ループのクロスフェード :

1. この章の始めに記述されている方法のいずれかで
ループを作成して下さい。

2. DSPメニュー又は、よりクロスフェードループを
選択して下さい。

3. 表示されるクロスフェードダイアログでクロス
フェードインの値 (ミリ秒 )を入力して OKをク
リックして下さい。

4. クロスフェード処理が完了した後、編集メニュー
から “ループを選択” をクリックし、オプション
メニューから “ループ再生” ( ⌘ -L)または、トラ
ンスポートのループボタンをクリックして、スペー
スバーを押して下さい。以上でクロスフェードを
施したループの再生を行なう事が可能となります。

クロスフェードループ・エンベロープの編集：

1. [Crossfade Loop]ダイアログで [Envelope...]ボタン
をクリックします。[Blending Envelope Editor]が
表示されます。

これは、[Blending]ダイアログから呼び出す
[Blending Envelope Editor]と同一のものです。

Bending Envelopeエディタ

2. 線上の任意の場所をクリックし移動可能な「ブレー
クポイント」を表示させます。

3. ブレークポイントを任意の場所にドラッグします。

4. 必要な数のブレークポイントを作成し、ドラッグ
して希望通りのエンベロープを作成します。ブレー
クポイントを削除する場合は、マウスでそのブレー
クポイントをクリックした後、コンピュータのキー
ボードで Deleteキーを押します。

5. 作成したエンベロープの形を反転させたい場合は、
“<--> “ボタンをクリックします。このボタンを
クリックすると、エンベロープのミラーイメージ
（鏡像）が作成されます。

6. 後で再度同じ設定を使用できるように、作成し
たエンベロープを保存したい場合は、[Envelope 

Editor]を終了する前に “保存” ボタンをクリック
して下さい。[Peak Envelopes]フォルダにカスタ
ムエンベロープが保存されると、[Envelope Editor]

の上部にあるポップアップに表示されます。

7. 希望通りのエンベロープを作成できたら [Change]

をクリックして、編集内容を確定し [Envelope 

Editor]を閉じます。このエンベロープは、次に変
更されるまでそのまま使用されます。

作成したクロスフェードを聴くためには、編集メ
ニューから “ループを選択” を選択し、オプションメ
ニューで “ループ再生” にチェックを入れるかツール
バーの [Loop]ボタンをクリックして、スペースバー
を押します。
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もし、ブレンディングのエンベロープをカスタ
ムする場合以下の階層に保存します :  

 

/MacintoshHD/ユーザ /<あなたのアカウント >/

ライブラリ /Preferences/Peak Envelopes/ 

     

フェードイン /アウト エンベロープエディタで表
示されるエンベロープポップアップメニューで自
動的に表示が行なわれるようになります。

 

Peak LEではループサーファーは使用できません。

ループサーファーを使用する

Peakには、ループポイントを設定する際のいくつか
のプロセスを自動的に実行するループサーファーとい
う機能があります。ループサーファーを利用すると、
音楽的に分かりやすい方法で迅速かつ簡単に「ループ
サーフィン」（再生中のループの調整）を実行するこ
とができます。

曲を編集する場合に、曲の速さ（1分間の拍数）が分かっ
ていればループサーファーを使用して、リズムを崩さ
ない正しい長さのループを作成することができます。

曲の速さに基づいてループサーファーを利用する：

1. ループを開始したい場所にカーソルを移動します（正
確な場所ではなく、おおよその場所で構いません）。

2. アクションメニュー（⌘＋ J）で“ループサーファー”
を選択します。“ループサーファー”ダイアログボッ
クスが表示されます。

“ループサーファー” ダイアログ

3. 音楽のテンポを入力して下さい。テンポがはっき
り分からない場合、テンポを知るために [Tempo 

Calculator]を使用することができます。単純に
オーディオの一部分を選択し、その範囲の小節と
拍数を入力して下さい。[Tempo Calculator]が選択
範囲を元にテンポを算出します。ドラムマシンや
シーケンサーを使用して音楽を制作している場合
にテンポが分からない場合は、その機器で拍子や
テンポを設定した値を参照して下さい。また、拍
にあった一部分を選択するには DSPメニューから
[Threshold]コマンドを使用することができます。
後述の「選択領域に基づいてループサーファーを
使用する」のセクションを参照して下さい。

4. 続けたいループの長さに相当する拍数を入力しま
す。この場合の拍とは、4分音符を基準とします。
例えば、4/4拍子の曲で 4と入力すると、ループの
長さは 1小節になり、7/4拍子の曲で 14と入力す
るとループの長さは 2小節になります。（但し、シ
ンコペーションを使用する場合は、拍子記号に対
応しない値（例えば 3/4拍子に対する 5という値）
を入力しても構いません。）

5. 上記の作業が済み、[Start Surfing]ボタン（初期設
定）を選択すると、Peakは自動的に下記の動作を
実行します。

a) “ループサーファー” ダイアログボックスを
閉じます。

b) テンポと拍数をもとに時間の長さを計算し、
カーソルの位置からその時間の長さだけ選択
領域を拡張します。

c) カーソル挿入ポイントをループのスタート
マーカーに変更します。

d) 新たに計算された選択領域の末尾にループの
エンドマーカーをセットします。

e) オプションメニューの “ループ再生” オプショ
ンを有効にします（まだ有効になっていない
場合）。

f) 選択した領域のループ再生をスタートさせ、
キーボードのスペースバーが押されるか、
ツールバーの “停止” ボタンが押されるまで
再生を繰り返します。
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6. [Mark Loop]ボタンを選択すると、Peakは自動的
に下記の動作を実行します。

a) “ループサーファー” ダイアログボックスを
閉じます。

b) テンポと拍数をもとに時間の長さを計算し、
カーソルの位置からその時間の長さだけ選択
領域を拡張します。

c) カーソル挿入ポイントをループのスタート
マーカーに変更します。

d) 新たに計算された選択領域の末尾にループの
エンドマーカーをセットします。

e) オプションメニューの “ループ再生” オプショ
ンを有効にします（まだ有効になっていない
場合）。

f) ループサーフィンをスタートしたい場合は、
スペースバーまたはツールバーを利用して、
手動で再生をスタートさせる必要があります。

ループサーフィン（再生中のループの調節）を実行し
ている間は、再生中のループのスタートポイントやエ
ンドポイントの調節を含め、前のセクションで述べた
標準的な全てのループ機能を実行することができます。
但し、すでに拍子と一致した長さの領域を選択してい
るので、最も重要なのは、Optionキーを押しながら
どちらか一方のループマーカーをドラッグして両方の
マーカーを同時に移動してみることです。

この方法は、面白いリズムやシンコペーションを設定
するには最適です。Peakでは、ループの再生中でも
“ループサーファー” ダイアログボックスを利用して曲
の速さや拍子を変更することができます。

音楽以外の素材を編集する場合（あるいは、編集す
る曲の速さが分からない場合）は、カーソル挿入ポイ
ントからスタートせずに、選択領域に基づいて [Loop 

Surf]を選択する（[Threshold]機能を利用する）こと
ができます。

選択領域に基づいてループサーファーを使用する：

1. ループをスタートしたい位置にカーソルを合わせ、
マウスを使ってループさせたい領域を選択します。
（ キーを押しながらマーカーに挟まれた領域をマ
ウスボタンでクリックして選択する方法など、こ
れまでに述べた他の方法を利用して領域を選択し
ても構いません。）

2. アクションメニューで “ループサーファー™” を
選択します。“ループサーファー” ダイアログボッ
クスが表示されます。

3. [Use Selection]のボックスをチェックし、[Start 

Surfing]ボタンまたは [Make Loop]ボタンを選択
すると、Peakは自動的に下記の動作を実行します。

a) “ループサーファー” ダイアログボックスを
閉じます。

b) テンポと拍数をもとに時間の長さを計算し、
カーソルの位置からその時間の長さだけ選択
領域を拡張します。

c) カーソル挿入ポイントをループのスタート
マーカーに変更します。

d) 新たに計算された選択領域の末尾にループの
エンドマーカーをセットします。

e) オプションメニューの “ループ再生” オプショ
ンを有効にします（まだ有効になっていない
場合）。

f) ループと再生をスタートします。（[Start 

Surfing]をすでに選択している場合は）選択
領域がループ再生されます。

または

g) ループサーフィンを実行する場合は、ユー
ザーがスペースバーまたはツールバーを利用
して手動で再生をスタートさせるのを待ちま
す（[Make Loop]を選択している場合）。
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ループからリージョンを作成する

オーディオドキュメントを通して Loop Surfでループ
ポイントの調整し、オーディオのループに設定されて
いる場所を後でとっておく必要がある場合がありま
す。このセクションでは、そのようなループをリー
ジョンとして記録し、リージョンを Peakのプレイリ
スト上でリミックスを行ない新たなオーディオとし
てエクスポートする方法を説明します。この方法で
書き出しを行なったファイルは Ableton Liveや Apple 

SoundTrack 、GarageBandでご利用頂く事が可能です。

Peakでは、オーディオドキュメント内で 1つだけルー
プの作成をする事ができます。ループ再生を行ないた
い範囲を選択してループの作成を行なって下さい。

ループからリージョンの作成：

1. ループ再生を行ない、編集メニューよりループを
選択 ( ⌘ +” -” )を選びます。

2. ループの選択後、アクションメニューより、新規
リージョン ( ⌘ +シフト +R)を実行し、リージョ
ンの名前を入力し、OKボタンをクリックします。

3. オプションキーを押したまま (または、ツールバー
より Horizontal Lock ボタンをクリック )ループの
始点のマーカーもしくは終点のマーカードラッグ
を行なう事で、各マーカーを同時に移動させる事
ができます。

4. オーディオドキュメント上で後で使用を行なうた
めにとっておきたいと思う別のセクションを編集
メニューよりループを選択 ( ⌘ +” -” )を選び選
択します。

5. アクションメニューより、新規リージョン ( ⌘
+R)を実行し、リージョンの名前を入力し、OKボ
タンをクリックします。ループサーファー機能を
使用して希望する場所をリージョンへ変更を行っ
て下さい。

この方法を使用して希望する多くの場所をリージョン
として指定を続ける場合、後で使用したリージョンを
ループ化するために、希望するリージョンの選択を行
ない、アクションメニューから選択範囲をループを選
んで下さい。

リミックスの作成のために、新たに Peakのプレイリ
ストを使用して希望するリージョンを追加します。プ
レイリストの使用方法の詳細に関しては、Chapter6 プ
レイリストと CDのライティングをご参照下さい。

新たなオーディオドキュメントとして、又は、別のア
プリケーションへリージョンをエクスポートする方法
に関しては、この章の後半に記述されているリージョ
ンの書き出しをご参照ください。

ループサーファーはピークLEでは使用できません。

“テンポの推測 ...” と [Threshold]を使用して
テンポを調べる

「音楽」を素材にして編集作業を行っていても、テン
ポがよく分からない場合は、選択範囲のテンポを自
動的に推測する “テンポの推測 ...” コマンドを使用す
ることができます（この場合、その音楽に比較的はっ
きりとしたビートがある必要があります）。オーディ
オの一部を選択し、アクションメニューから “テンポ
の推測 ...” を選択して下さい。Peakが選択範囲をス
キャンしてテンポを算出します。推測されたテンポ
が BPM（Beat Per Minutes）で表示されます。この値
を “ループサーファー” ダイアログあるいは [Audio 

Information]ダイアログの [Tempo]フィールドに入力
して下さい。または、[Loop-It]をクリックすると、推
測されたテンポ値が “ループサーファー” ダイアログ
に自動的に入力されます。

また、[Threshold]コマンド（Chapter 7の中で詳し
く解説します。）を使用することにより、振幅に基づ
いてマーカー数やリージョン数を決定し、選択範囲
のオーディオをリズミカルな塊ごとに分けることが
できます。
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このようなスタートとエンドポイントでオーディオを
選択した場合、1つ 1つのオーディオはリズミックな
要素を持ちます。ループサーファーを使用すればルー
プを作成する作業を自動化することができます。

“テンポの推測 ...”は、はっきりとしたビート（オーディ
オ波形の高い部分）のある 1小節全体を含む選択領域
に向いています。“テンポの推測 ...” を選択範囲に使
用する前に [Normalize]機能を使用することで（アタッ
ク等の）ボリュームの差をよりはっきりさせることが
できます。

Peak LEでは “テンポの推測 ...”は使用できません。

Loop Tunerを使う

Peakの [Loop Tuner]は、使用するループのスタート
とエンドポイントを視覚的に表すことにより、ループ
ポイントでのスムーズな移行を実現します。また、[Loop 

Tuner]を使用すると、ループの調整を行うのと同時
にその結果を聴きながら作業することが可能になりま
す。ループ補正の方法は簡単です。DSPメニューまた
はツールバーから [Loop Tuner]を選択するとダイアロ
グが現れます。

[Loop Tuner]ダイアログの波形表示には、ループのス
タートとエンドポイントが表示されています。スター
トとエンドポイントはウインドウ下のスクロールバー
を使用して視覚的に調整することができます。

ダイアログの左上部にある 2つの虫眼鏡アイコンを
使用すると、波形を垂直方向に拡大／縮小することが
できます。また、ダイアログ左下のズームボタンを使
用すると、サンプルレベルまでさまざまな大きさに拡
大／縮小することができます。“再生” ボタンを押す
と、調整した効果を実際に聴いてみることができます。
その調整で良い場合は、[OK]ボタンをクリックして
ダイアログを閉じます。元のループ状態にする時は
[Cancel]をクリックして下さい。

Loop Tunerダイアログ̶ループエンドからループスタートへのスムー
ズな移行を示しています。これはシームレスなループとなります。

Loop Tunerダイアログ̶ループエンドからループスタートへの急激な
な移行を示しています。これは、クリックが発生します。

Loop Tunerは Peak LEでは使用できません。

リージョンの書き出し

オーディオドキュメントにマーカーかリージョンが
セットされている場合は、Peakの “リージョンの書
き出し ...” コマンドを利用してドキュメントを各コ
ンポーネントのリージョンに分割し、それぞれのリー
ジョンを別々のオーディオドキュメントとして保存
することができます。この機能は、大きなドキュメン
トをいくつかのリージョンに分割し、それらをサンプ
ルとしてサンプル再生装置に転送したり、ライブコ
ンサートの録音をいくつかのリージョンに分割して、
別々のドキュメントとして保存したりする場合に使用
すると便利です。また、Peakの “バッチファイルプ
ロセッサー” 機能を使用すると、リージョンを新規ド
キュメントとして書き出す際に、DSP機能や他社製の
プラグインによる効果を付加することができます。
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オーディオドキュメントからリージョンを書き出す：

1. 書き出したいリージョンを選択します。（Tabや
Shift＋ Tabでも選択できます。また、ドキュメン
ト全体を選択する場合は⌘＋ Aを押します。）

2. ファイルメニューで “リージョンの書き出し ...”
を選択します。

3. 表示されたダイアログボックスで、書き出したい
リージョンを選択するために使用するパラメータ
を選択します。

4. [Region Detection]オプションを使用して、どのリー
ジョンを書き出すかを選択します。

5. [Output Format]で、書き出すリージョンのフォー
マットと解像度を選択します。

6. [Output Directory]で、リージョンの書き出し先を
選択します。

7. 新しく書き出したリージョンを Peakドキュメン
トとして新たに開きたい場合は、[Output to new 

windows]を選択します。

8. 書き出したリージョンをディスクに保存する場合
は、[Save to Disk]を選択し、ファイルをオリジナ
ルファイルのあるフォルダと同じフォルダに保存
するか、別のフォルダに保存するかを指定します
（後者の場合は、[Set Path]ボタンを使用します）。

9. [Begin]をクリックして書き出しをスタートさせま
す。個々のリージョンがそれぞれのオーディオド
キュメントに書き出されます。

Export Regionsダイアログ

Region Detectionエリア

オーディオドキュメントの全てのリージョンを書き出
したい場合は、“リージョンの書き出し ...” ボタンを
クリックします。マーカーに挟まれた部分を書き出し
たい場合は、[Export Audio between Markers]ボタンを
クリックします。特定のマーカー名で区切られたリー
ジョンのみを書き出したい場合は、[Only Regions]ボ
タンをクリックして、リージョン選択に使用するパラ
メータの値を入力します。例えば、名前に「hit」とい
う単語を含むマーカーに関連づけられたリージョンだ
けを書き出す場合は、ポップアップメニューをクリッ
クして [containing]を選択し、ポップアップメニュー
の横のフィールドに「hit」と入力します。逆に、名前
に「hit」という単語を含むリージョン以外の全てのリー
ジョンを書き出す場合は、ポップアップメニューをク
リックして [not containing]を選択し、ポップアップ
メニューの横のフィールドに「hit」と入力します。

Output Formatエリア

書き出すデータのファイルフォーマットや、ビット解
像度、ステレオかモノラルかをポップアップメニュー
から選択します。サンプリング周波数は kHz単位で
[Rate]フィールドに入力します（これはサンプリング
周波数の変換を行う機能ではありません）。エクスポー
トするオーディオドキュメントにリージョンやマー
カーの情報を含めるかどうかも設定できます。

Output Directoryエリア

作成するドキュメントを新規に開くか、ハードディス
クドライブに保存するかを指定します。Peakでの編
集が必要であれば、[Output to new windows]を選択し
ます。Peakで開く必要がなければ、[Save To Disk]を
選択します。[Save To Disk]を使えば、元のオーディ
オドキュメントと同一のフォルダを保存先とすること
もできますし、[Set Path...]をクリックして別のフォ
ルダを指定することもできます。[The Name Prefix]

フィールドは、作成するドキュメントに特定の接頭辞
を付けたい場合に使用します。初期設定では、接頭辞
はそのドキュメントの名称になっています。各オー
ディオドキュメントは接頭辞と各リージョン名を組み
合わせた名称となります。
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Peakの優れた機能として、このリージョンの書き出
しをバッチ処理によって行うことが挙げられます。ま
ず、“バッチファイルプロセッサー” の設定を行い、
それを有効にした後 [Export Regions]のダイアログで
[Use Batch File Processor]チェックボックスにチェッ
クを入れます。リージョン書き出し時に、[Batch File 

Processor]ダイアログで設定した DSP処理が適用され
ます。（「Chapter 7：DSPと Chapter 8：プラグイン）」
参照）

“バッチファイルプロセッサー” のアウトプットの
保存先をインプットのフォルダ（すなわちバッチ
処理対象ファイルを含むフォルダあるいはその内
部のフォルダ）に指定しないようにして下さい。

“リージョンの書き出し ...” は Peak LEでは使用で
きません。

QuickTimeのサウンドトラックの編集

Peakを使って QuickTimeムービーのサウンドトラッ
クを編集することができます。QuickTimeの映像を編
集することはできませんが、Peakはポストプロダク
ション用のツールがフル装備された QuickTimeムー
ビーのオーディオ用エディタとして使用することが可
能です。このことから Peakは、QuickTimeムービー
のサウンドトラックの編集や整理、およびサウンドエ
フェクトや音声の追加を行うための理想のツールと言
えるでしょう。

Peakムービーウインドウ

QuickTimeサウンドトラックを開いて編集する方法：

1. 編集メニューかツールバーから “開く” を選択し
ます（⌘＋ O）。

2. 表示されるダイアログの中で、使用する
QuickTimeムービーを指定します。

3. “開く” ボタンをクリックすると、ムービーウイン
ドウの中に QuickTimeムービーが開き、そのオー
ディオトラックが Peakのオーディオドキュメン
トウインドウに表示されます。ムービーのその他
のオーディオトラックを有効／無効にする時は、
オプションメニューのムービー＞ [Movie Sound 

Tracks...]を使用して下さい。このダイアログは、1
つのムービーに含まれた複数のサウンドトラック
のオン／オフの切り替えにも使用可能なので、バ
ランスをチェックしたり、あるトラックをソロに
したりすることができます。変更を有効にする場
合には [Set]ボタンをクリックし、変更した内容を
無効にする場合は [Cancel]ボタンをクリックしま
す。ムービーウインドウのオン／オフを切り替え
るには、ウインドウメニューから “ムービー” を
選択します。項目のとなりにチェックマークが付
いている場合は、この機能が有効になっているこ
とを示します。

4. これで、他のオーディオドキュメント同様にムービー
のオーディオトラックを編集することができます。
ムービーはオーディオと一緒にスクラブされ、オー
ディオドキュメント上で挿入ポイントの位置を変更
するとムービーもその場所へスクロールします。

5. QuickTimeサウンドトラックの編集が終わったら、
Peakの “別名で保存 ...” コマンドを使用して新し
いサウンドトラックの付いたいたムービーを保存
して下さい。

Movie Sound Tracksダイアログ
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カット、削除、挿入等を使用してオーディオの長さ
を変更しないで下さい。これらを行った場合、オー
ディオとムービーの同期を行うことができません。

まとめ

以上で、Peakのさまざまな編集機能を利用したオーディ
オの編集方法やマーカー、ループ、リージョンについ
て理解して頂けたことと思います。次の章では、プレ
イリストにおけるリージョンについてさらに詳しく説
明します。
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Chapter 6
プレイリストと CDライティング
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Chapter 6: 
プレイリストとCDライティング

概要

この章では、プレイリストドキュメント内のリージョ
ンのシーケンス及び、2次的なコピーを生産するための
マスター CDの作成に関しての解説をします。Peakの
プレイリストは非破壊編集、クロスフェード、トラッ
ク間のギャップタイムのカスタム設定を可能とします。
また、プラグインエフェクト、トラックのスタートオ
フセットのカスタム設定、世界標準のスタンダードレ
コーディングコード (ISRC)、CDTEXTデータなど様々
なタイプのメタデータの埋め込みを可能とします。

プレイリストでは、リスト内の特定のリージョンを 1
つに繋ぎ合わせます。リージョンを一旦プレイリスト
へ追加した場合、追加されたリージョンはプレイリス
トイベントと称されます。Peakのプレイリストは、セッ
トで指定されたリージョンをハードディスクから読み
出しする指示を行います。プレイリスト内で行った編
集は、ハードディスク内のオリジナルデータへ影響を
およぼす事はありません。編集によって内容を変更を
行ってもオリジナルのレコーディングされている記録
は影響を受けない、この種の編集は Peakの最も重要
で強力な特徴の 1つと言えます。

Peakのプレイリストウィンドウ内で編集はアナログ
テープでの編集と異なり、実体のある物を、削除、移動、
置き換えや追加するのではなく、単にオーディオファ
イルの “相対図” を作成するだけです。この “相対図”
または、“プレイリスト” は、単に録音した音の断片
を再生する順序を示す物です。最初に曲の真ん中、次
に曲の終わりの部分、最後に曲の頭、の順にリージョ
ンを並べた場合 Peakはその指示にしたがい、ハード
ディスク (オーディオデータが保存されている場所 )

よりオリジナルのファイル内に指定されている複数の
リージョンを “読み出し” (例 .. 再生 )。また、プレ

イリスト内にてこれらのリージョンのアレンジメント
を試聴する事が可能です。

プレイリストでの編集は、オーディオ (例えば、リー
ジョン )の一部分の順序の変更が可能です。また、そ
れらの編集を実行した後すぐに、編集を試聴する事も
可能です。さらに、Peakは個々のプレイリストイベン
トにエフェクトのセッティングを適用する事が可能で
す。Peakのプレイリストは、デジタルオーディオ編集
処理を迅速、柔軟かつ強力なアプローチを提供します。

リージョンは、オーディオドキュメントウィンドウ内でリージョンマー
カーによって定義されます。

Peakのプレイリストでは、CD製造のプロセスで使用
される様々なファイル形式の作成や直接オーディオ
CDのライティングを行う事が可能です。Peakでは完
全に RedBookと互換を持つオーディオ CDをプレイリ
ストから作成する事が可能です。それは、どのような
CD-Rへ互換性を持つプレーヤでも再生する事が可能
です。もし、コマーシャルのマスタリングに Peakを
使用している場合、大量に CDをプレスするためのマ
スター CDを簡単に作成して頂く事が可能です。
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PEAK プレイリスト
グラフィカルユーザーインタ－フェイス (GUI)

プレイリストファンクションコントロール

プレイリストファンクションコント
ロールでは、リージョンの追加・削除
を行う、CDのライティングを行う様々
な機能が格納されています。

コントロールエリア

プレイリストインターフェー
スのコントロールエリアで
は、プレイリストファンク
ションコントロール、オー
ディションコントロール、
ナッヂコントロール、トラ
ンスポートコントロールとエ
ディティングモードコント
ロールが含まれています。こ
れらに関しては以下のページ
で詳述します。

ウェーブフォームビューエリア

ウェーブフォームビューエリ
アでは波形の表示をする他
に、様々なコントロールを詳
細にウェーブフォームビュー
内で行う事が可能です。

オーディションコントロール

オーディションコントロールでは、プリ
ロールやポストロールの有無にかかわら
ず、独立したパーツのクロスフェードま
たは、全てのクロスフェードを試聴する
事ができます。

スリップ /シャッフルモー
ドコントロール

このボタンで、スリップ
やシャッフル編集のモー
ドの切り替えを行います。

リストビューエリア

リストビューのエリアには
縦コラム式のリスト・ディ
スプレイ、CD-TEXTとサブ
コードのメタデータに使う
ツール、Vboxエフェクトに
加えて更にウエーブフォーム
ビュー専用のコントロールが
含まれます。

リストビューコラム /データフィールド

プレイリストのリストビューのこの箇所では 1ミリ秒以内での正確
な編集を行うための全てのコントロールを含みます。リストビュー
とウェーブフォームビューでは同様の種類の編集のほとんどは、リ
ストビューとウエーブフォームビューで行うことができます
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カウンターディスプレイ

この箇所では、現在のトラックナン
バー (オーディオ CD上に表示される
のと同様に )タイムライン上の現在位
置を表示します。

ナッヂコントロール

ナッヂコントロールではプレイリスト
イベント /リージョンを Peakのあらゆ
るタイムユニットフォーマットで指定
した量のナッヂをする事ができます。

トランスポートコントロール

これらのボタンは、再生、停止、
巻き戻し、早送りとプレイリス
トイベント /リージョンのナビ
ゲートを行う事ができます。(CD

プレイヤの操作と同様の方法 )

モードコントロール

このチェックボックスで
Preserve Timing(プレサー
ブ タ イ ミ ン グ )、Scroll 

Regions( スクロールリー
ジョンズ )または、 Audio CD 

Playlist(オーディオ CDプレ
イリスト )モードの選択を行
えます。

ウェーブフォームディスプレイ
エリア

ウェーブフォームディスプレ
イエリアでは、クロスフェー
ドとスケジュールを表示する
と同様にプレイリストイベン
トを視覚的に表示します。こ
のディスプレイは、リニアま
たはスタッガードモードを使
用して表示する事ができます。

Vboxコラム

このカラムではプレイリスト
イベントへユニークなエフェ
クト設定を割り当てます。ロISRC、Emphasis、Copy Protection、および CDTXTコラム

リストビューエリア内の分化するコラムでは様々な、CD-TEXTとサブコー
ドチャンネルメタデータの追加 /編集を行う事ができます。エーブフォー
ムビューで行うことができます
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Peakでは、拡張パッケージの追加により、プレイリ
ストから、多くの CD複製業者で近年導入されている
DDP (Disc Description Protocol)フォーマットのへの書
き出しを行う事が可能です。また、Peakのプレイリ
ストでは、オーディオ CDのライティングに使用され
る Roxioの Jamのための Jam imageファイルを作成す
る事もできます。さらに、Peakのプレイリストから、
SoundDesigner IIファイルとして書き出し (例 :ハー
ドディスクへの書き出し )を行う事が可能で、SDIIファ
イル内のリージョンを読む事が可能な他のアプリケー
ションにプレイリストイベントとしてインポートさせ
る事が可能です。

リージョンに関しましては、「Chapter 5:編集」をご覧
下さい。プレイリストにて作業を行う前にリージョン
についての学習をして下さい。リージョンは、唯一プ
レイリストに追加できるアイテムであり、プレイリス
トで作業を行う前に、リージョンの作成や編集方法を
理解する事が大変重要となります。

プレイリストウィンドウは、主にコントロールエリア、
ウェーブフォームビューエリア、リストビューエリア
の 3つのエリアに分かれています。この章では、素早
くプレイリストを整理する方法と、オーディオ CDの
ライティング、プレイリストの主要な各 3つのセク
ションの詳細の各コントロール、機能およびモードの
説明をします。

プレイリストの基本概念

このセクションでは、Peakのプレイリストドキュメ
ントで実際に行う、基本的な操作を説明します。プレ
イリストの作成方法の説明と、リージョンの追加、編
集、オーディオ CDとして完結したプレイリストの出
力を学習します。また、この章の後半では、様々なオ
プションの詳細な説明をご覧頂けます。

プレイリストの作成

どのようなプレイリストのオペレーションを行う前に
も、必ずリージョンマーカーが含まれているオーディ
オドキュメントを開き、新しいプレイリストドキュメ

ントを作成する必要があります。このセクションは、
プレイリストで最も多く行う基礎的な操作が記述され
ています。どのようなプレイリストを作成する前でも、
予めこのセクションを読んで頂く事をお薦めします。

新規プレイリストの作成：

1. Peakのファイルメニューから、新規 >プレイリス
トドキュメント (シフト+⌘+P)を選択する事で、
空のプレイリストドキュメントが作成されます。

プレイリストにリージョンを追加する

リージョンをプレイリストへ加えるには、いくつかの
方法があります。- ここで説明する、Add Regionsボタ
ンを使用して加える方法以外に関しましては、この章
の後半に説明します。

Add Regionボタンを使用してリージョンを追加する :

1. プレイリストインターフェースの左部分にある
Add Regionボタンをクリックすると、現在開かれ
ている全てのオーディオドキュメントに含まれる
リージョンのリストが表示されます。

2. 選択したリージョンは、プレイリストの最後に追
加されます。もし、プレイリスト上に何のリージョ
ンもない場合それが始めのリージョンとして追加
されます。

プレイリストイベントの選択
リージョンが一旦プレイリストへ追加されると、それ
は、プレイリスト・イベントと称されるます。プレイ
リストイベントは、通常ある程度の編集が必要となり
ます。この編集には、調整、ナッジング、メタデータ
の入力等が含まれます。実行する編集内容に関わりな
く、編集を行う特定のプレイリスト・イベントを選択
する方法を知る事は重要です。
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ウェーブフォームビューエリア内で、プレイリストイベン
トを選択：

• プレイリストイベントをクリックをすると、選択
されていないプレイリスト・イベントとは異なる
色で、ハイライト表示され選択されている事を示
します。(色は、カラープリファレンスの設定に
従い変化します )

選択されたプレイリスト・イベントは、デフォルトの状態では、選択さ
れた物ではないイベントとは異なり、黄色くハイライト表示されます。

ムーブイベントとトリムイベントカーソルモード
について

プレイリストで行う編集作業の多くは、ムーブイベン
トとトリムイベントツールによって行われます。カー
ソルは、プレイリスト・イベントのウェーブフォーム
の特定の部分上で、自動的に 2つのモードへ切り替え
られます。

マウスカーソルがウェーブフォーム上にある場合に
は、ムーブイベントモードになります。このモードで
は、左もしくは右へクリックアンドドラッグを行うと
イベントを前後へ動かす事ができます。また、マウス
カーソルがプレイリスト・イベントの端のわずかなピ
クセル上に有る場合、トリムイベントモードへ切り替
わり、プレイリスト・イベントの調整または、延長に
用いる事ができます。

ムーブイベントツールを使用するには :

1. ウェーブフォームディスプレイエリアの中央の箇
所でマウスカーソルを移動させると (例えば、端
の近くへではない場所 )、カーソルは、このよう
な形になり、ムーブイベントモードとして動作し
ます。

2.　 マウスボタンをクリックしたままイベントを左も
しくは右側へドラッグして、タイムライン上の希
望する位置へ前後させる事ができます。

トリムイベントツールを使用するには : 

1.   ウェーブフォームディスプレイエリア内でマウス
カーソルをプレイリストイベントの始点および終
点へ移動させると以下のような表示になり、トリ
ムイベントモードへ切り替わります : 

2.   マウスのボタンを押したまま左右へドラッグを行
うと、プレイリストイベントの始点または終点
で実行する事で異なりますが、調整 (短く )お
よび伸ばす (長く )する事ができます。

プレイリストイベントの削除

ウェーブフォームまたは、リストビュー上で選択した
プレイリストの削除を行う事ができます。

プレイリストイベントの削除 :

・ 削除したいプレイリストイベントをウェーブ
フォームまたは、リストビューエリアで選択し、
プレイリストインターフェースの左上に配置さ
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れているデリートプレイリストイベントボタンをク
リックまたは、キーボド上でDeleteキーをして下さい。

Undo(取り消し )/Redo(やり直し )の使用

Peakのプレイリストでは無制限に Undo/Redoを行う
事ができます。もし、編集の途中に誤ったとしても、
それは簡単にやり直しを行う事が可能です。このス
テップでは、取り消しとやり直しを 1つずつやり直
す方法を説明します。グラフィックエディットヒスト
リーリストを使用する方法に関しましては、この章の
後半に説明をします。

1つずつ編集を Undoする :

・    編集メニューから、Undoを選択または、キーボー
ドで⌘ +Zを押して下さい。

1つずつ編集を Redoする :

・    編集メニューから、Rndoを選択または、キーボー
ドで⌘ +Yを押して下さい。

プレイリストイベント間のトランジッションを作
成する

このステップでは、プレイリスト内でクロスフェード
を活用し、様々なタイプのトランジッションを構築す
ることができます。クロスフェードとは、2つのイベ
ントの前後ろの重複する時間軸のトランジッションで
す。2つのイベントが重なるエリアでは、前のエベン
トがフェードアウトし、後ろのイベントがフェードア
ウトします。代表的なクロスフェードでは全体的なボ
リュームレベルを一定に変化させますが、Peakでは、
オプションを使用して様々なエフェクトの提供がされ
ます。トランジッションの他の種類の詳細に関して、
この章の後半で説明をご覧頂けます。

クロスフェードはウェーブフォームビューまたは、リ
ストビューのどちらでも実行する事ができます。

ウェーブフォームビューでプレイリストイベントをクロス
フェードする :

1.    クロスフェードをかける隣接した 2つのイベントを
決定して下さい。

2.   手前のイベント (またはフェードアウトさせるイベ
ント )を右方向へクリック &ドラッグ (または、
ムーブイベントツ-ルを使用 )し、2つのイベント
の間がタイムライン上で重複する様、移動させま
す。(または、後ろの (フェードインさせる )イベ
ントを左側へイベントの間がタイムライン上で重
複する様、ドラッグしてください。

リストビューでプレイリストイベントをクロスフェードする :

1.    クロスフェードをかける隣接した 2つのイベントを
決定して下さい。

2.   手前のイベント (またはフェードアウトさせるイベ
ント )のコラム (または、Out Crossfade Time)上
にある O-XF-Tをクリックすると編集可能な状態に
なります。

3.    キーボードで次のイベントの開始時間の入力を行い
リターンキーを押して下さい。(次のイベントが
始まる時間 )

トランジッションの再生

クロスフェードまたは、その他のトランジッション
の作業を行う前に、2つのプレイリストイベントが正
しく混ざっているかの確認するために、試聴する事が
できます。トランジッションの再生方法には幾つかの
方法がありますが、このステップでは、単純にクロス
フェードの再生を解説します。その他の詳細に関して
は、後半の章の Xフェード再生の詳細な概要をご覧下
さい。

クロスフェードのプレビュー

・ クロスフェードの始めから終わりまでの再生する
ための Xフェードボタン (または、キーボドの X

キー )をクリックして下さい。



119プレイリストと CDライティング

6

オーディオ CDのライティング

オーディオ CDのライティングは、プレイリストを出
力する最も一般的な方法の 1つです。プレイリストが
オーディオ CDモード (例 .,AudioCDPlaylistのチェッ
クボックスがチェックされている場合 )で作成されて
いる場合、どのような CDプレーヤでも再生可能な、
RedBookに準拠した CDの作成が行われます。オーディ
オ CDモードで作成されていないプレイリストの CDラ
イティングを行った場合、標準的な CDプレーヤでの
再生が可能ですが、これは、CDプレーヤの能力に依存
します。最大限に互換性を持つ CDを作成するために
も、オーディオ CDモードでライティングする事を推
奨します。詳細に関しましては、この章の後半のオー
ディオ CDモードに関するセクションをご覧下さい。

プレイリストからオーディオ CDのライティングを行う

1. プレイリストウィンドウを最前面に表示させ、編
集メニューより、全てを選択 ( ⌘ +A)を選択して
下さい。

2. プレイリストインターフェースの左上部に配置さ
れている Burn Playlist to Audio CDボタンをクリッ
クすると、Burn Audio CDダイアログが表示され
ます。

3. Burn Audio CDダイアログ内で希望するバーニン
グオプションを選択します。

4. Burnボタンを押す前に、ブランク CDを挿入して
下さい。

5 プレイリストを CDにするため、Burnボタンをク
リックして下さい。

プレイリストを保存する

プレイリストドキュメントは、保存して後ほど読み出
す事が可能です。このステップでは、プレイリストを
保存する方法に関しての説明をします。プレイリスト
を開く、閉じる、または、保存する詳細に関しましては、
この章の後半に記述します。

プレイリストを保存する :

1. プレイリストウィンドウを最前面に表示させ、ファ
イルメニューより保存を選択して下さい。

2. 表示される Saveダイアログにて、保存を行うディ
レクトリを選択し、ファイル名の入力後、保存ボ
タンをクリックして下さい。

コントロールおよびツール、モードの
詳細な概要

プレイリストでより高度な編集を行うために様々な編
集ツール、モード、および動作を行う事が可能です。
大部分の編集コントロール機能は、カウンターディス
プレイの下およびクロスフェードオーディションコン
トロールの右側に設置されています。様々な編集コン
トロール機能の詳細に記述します。
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様々なコントロール
このセクションで説明されるほとんどのコントロール
機能はプレイリスト内に設置されていませんが、プレ
イリストに関連する働きをします。

プレイリストの保存、展開、閉じる
プレイリストドキュメントは、保存して後ほど読み出
す事が可能です。プレイリストのプロジェクトのベー
スになるプレイリストと全てのオーディオソースド
キュメントをハードディスク内の 1つのフォルダに保
存する事は、良い考えです。このステップでは、プレ
イリストを閉じるまたは、保存するのと同様に、どの
ように、保存されたプレイリストを再び展開させるか
を説明します。

プレイリストを閉じる :

・ プレイリストウィンドウを最前面に表示させ、ファ
イルメニューより “閉じる “を選択して下さい。
もし、プレイリストの最新の編集内容が保存され
ていない場合、保存ダイアログでプレイリストの
保存を行って下さい。

プレイリストを開く :

1. Peakのファイルメニューから、開く ...を選択して
下さい。

2. 表示される “開く” ダイアログで、プレイリスト
が置かれているコンピュータのハードディスクが
見える様にして下さい。

3. プレイリストを選択後、“開く” ボタンをクリック
して下さい。

プレイリストにリージョンを追加する

リージョンは Peakのコンテンツウィンドウ、コンテ
ンツドロワーをプレイリストへドラッグまたは、プレ
イリストの Add Regionボタンを使用して追加する事
ができます。

リージョンをAdd Regionボタンを使用してプレイリ
ストへ追加する :

1. プレイリストインターフェースの左上部に設置さ
れている Add Regionボタンをクリックして、現在
展開されているオーディオドキュメントに含まれ
る全てのリージョンのリストが表示されるポップ
アップメニューを表示させます。

2. プレイリストに追加をしたいリージョンを選択し
て下さい。選択したリージョンはプレイリストの
最後へ追加されます。

リージョンを Peakのコンテンツウィンドウからプレイ
リストへ追加する :

1. Peakのウィンドウメニューよりコンテンツを選択
します。

2. コンテンツウィンドウで、プレイリストへ追加し
たいリージョンが含まれているオーディオドキュ
メントを選んで下さい。

3. リージョンが含まれているオーディオドキュメン
トの左側にある三角マークをクリックすると、そ
こに含まれている全てのリージョンのリストが開
示されます。

コンテンツウィンドウからプレイリストへリージョンをドラッグする

4. プレイリストへ追加したいリージョンの名前をリ
ストビュー (プレイリストインターフェースの下
半分に設置されている )へクリック &ドラッグし
て下さい。もし、他のアイテムがプレイリスト上
に存在しない場合、選択したリージョンは始めの
アイテムとなります。他のプレイリストイベント
がリストの中に存在する場合、コンテンツウィン
ドウからドラッグされたリージョンは最後に追加
されます。
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いくつかのプレイリストイベントが存在する場合に、
特定の場所 (例 :2つの他のプレイリストイベントの
間 )へリージョンを新たに配置したい場合、リージョ
ンを新たに配置をしたいと思うプレイリストイベント
へマウスをドラッグさせて下さい。ハイライトされた
プレイリストイベントは、新たにリージョンが追加さ
れる事に伴い、リストの下 (後ろの時間軸 )へ移動さ
れます。

コンテンツウィンドウにリージョン (ループや
マーカではなく )が表示されているかを確認して
下さい。コンテンツウィンドウの下部に配置され
ている 3つのボタンの左側のボタンをクリックす
ると、マーカーが表示され、真ん中のボタンをク
リックするとリージョンが表示されます。また、
右側のボタンをクリックするとループマーカーが
表示されます。

複数のリージョンを Peakのコンテンツウィンドウからプ
レイリストへ追加する :

1. Peakのウィンドウメニューよりコンテンツを選択
します。

2. コンテンツウィンドウで、プレイリストへ追加し
たいリージョンが含まれているオーディオドキュ
メントを選んで下さい。

3. リージョンが含まれているオーディオドキュメン
トの左側にある三角マークをクリックすると、そ
こに含まれている全てのリージョンのリストが開
示されます。

4. プレイリストへ追加したいリージョンの名前を⌘
+クリック (それぞれ別々に選択を行うため )ま
たは、Shift+クリック (隣接した項目を選択する
ため )して下さい。リストビュー (プレイリスト

インターフェースの下半分に設置されている )へ
クリック &ドラッグして下さい。もし、他のアイ
テムがプレイリスト上に存在しない場合、選択し
たリージョンは始めのアイテムとなります。他の
プレイリストイベントがリストの中に存在する場
合、コンテンツウィンドウからドラッグされたリー
ジョンは最後に追加されます。いくつかのプレ
イリストイベントが存在する場合に、特定の場所
(例 :2つの他のプレイリストイベントの間 )へリー
ジョンを新たに配置したい場合、リージョンを新
たに配置をしたいと思うプレイリストイベントへ
マウスをドラッグさせて下さい。ハイライトされ
たプレイリストイベントは、新たにリージョンが
追加される事に伴い、リストの下 (後ろの時間軸 )

へ移動されます。

コンテンツウィンドウからプレイリストへ複数のリージョンをドラッ
グする

リージョンを Peakのコンテンツドロワーからプレイリス
トへ追加する :

1. プレイリストへ追加したいリージョンを含むオー
ディオドキュメントでトグルコンテンツドロワーボ
タン (⌘ -F)をクリックし、オーディオドキュメン
トの右側からコンテンツドロワーを開いて下さい。

2. コンテンツドロワーでプレイリストへ追加したい
リージョンが含まれているオーディオドキュメン
トを選んで下さい。
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3. リージョンが含まれているオーディオドキュメン
トの左側にある三角マークをクリックすると、そ
こに含まれている全てのリージョンのリストが開
示されます。

コンテンツドロワーは、1つのオーディオドキュメントに含まれてい
るリージョンを表示します。

4. プレイリストへ追加したいリージョンの名前を⌘
+クリック (それぞれ別々に選択を行うため )ま
たは、Shift+クリック (隣接した項目を選択する
ため )して下さい。リストビュー (プレイリスト
インターフェースの下半分に設置されている )へ
クリック &ドラッグして下さい。もし、他のアイ
テムがプレイリスト上に存在しない場合、選択し
たリージョンは始めのアイテムとなります。他の
プレイリストイベントがリストの中に存在する場
合、コンテンツウィンドウからドラッグされたリー
ジョンは最後に追加されます。いくつかのプレ
イリストイベントが存在する場合に、特定の場所
(例 :2つの他のプレイリストイベントの間 )へリー
ジョンを新たに配置したい場合、リージョンを新
たに配置をしたいと思うプレイリストイベントへ
マウスをドラッグさせて下さい。ハイライトされ
たプレイリストイベントは、新たにリージョンが
追加される事に伴い、リストの下 (後ろの時間軸 )

へ移動されます。

複数のリージョンをオーディオドキュメントのコンテンツ
ドロワーからプレイリストへ追加する :

1. プレイリストへ追加したいリージョンを含むオー
ディオドキュメントでトグルコンテンツドロワーボ
タン ( ⌘ -F)をクリックし、オーディオドキュメン
トの右側からコンテンツドロワーを開いて下さい。

2. コンテンツドロワーでプレイリストへ追加したい
リージョンが含まれているオーディオドキュメン
トを選んで下さい。

3. リージョンが含まれているオーディオドキュメン
トの左側にある三角マークをクリックすると、そ
こに含まれている全てのリージョンのリストが開
示されます。

4. プレイリストへ追加したいリージョンの名前を⌘
+クリック (それぞれ別々に選択を行うため )ま
たは、Shift+クリック (隣接した項目を選択する
ため )して下さい。リストビュー (プレイリスト
インターフェースの下半分に設置されている )へ
クリック &ドラッグして下さい。もし、他のアイ
テムがプレイリスト上に存在しない場合、選択し
たリージョンは始めのアイテムとなります。他の
プレイリストイベントがリストの中に存在する場
合、コンテンツウィンドウからドラッグされたリー
ジョンは最後に追加されます。いくつかのプレ
イリストイベントが存在する場合に、特定の場所
(例 :2つの他のプレイリストイベントの間 )へリー
ジョンを新たに配置したい場合、リージョンを新
たに配置をしたいと思うプレイリストイベントへ
マウスをドラッグさせて下さい。ハイライトされ
たプレイリストイベントは、新たにリージョンが
追加される事に伴い、リストの下 (後ろの時間軸 )

へ移動されます。

Undo/Redoについて

Peakのプレイリストの機能では、無制限の undo/redo

が可能です。様々なツール、モードおよびオプション
で編集を行う前に、無制限に行える Undo/Redoの機能
を学習する事を推奨します。この方法は、編集の途中
で誤っても簡単にやり直しをして頂く事が可能です。
また、Undo/Redoは 1回ごと、もしくは Peakのグラ
フィックエデットヒストリーウィンドウで行う事が可
能です。

Undoを 1回ごとに行う :

・ 編集メニューより Undoを選択するか、キーボー
ドで⌘ -Zを押して下さい。
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Redoを 1回ごとに行う :

・ 編集メニューより Redoを選択するか、キーボード
で⌘ -Yを押して下さい。

一度に編集をUndoする :

 

・ 編集メニューから、Undoを選択するか、キーボー
ドで⌘ -Zを希望する回数分選んで下さい。

または :

1. 編集メニューから、Editsの表示 を選択し、Peak

のグラフィカルエディットヒストリーウィンドウ
を開きます。

2. 希望するプロジェクトのエデットポイントをク
リックします。

3. Revert to Itemボタンをクリックします。

4. Doneボタンをクリックします。

一度に編集を Undoした後に新たに編集を行った
場合、削除された編集履歴は新たに削除された履
歴に上書きされます。そのため、上書きされた以
前の編集履歴へは戻る事はできませんのでご注意
ください。

インデックス

Peakでは、CDトラックの始めと終わりを示すトラッ
クインデックスまたは、オーディオ CDの標準的なイ
ンデックスを追加する事ができます。インデックスは、
プレイリスト上で使用されるオーディオドキュメント
/リージョン内に希望する箇所へ、マーカーを配置す
る事で作成する事ができます。インデックスマーカー
はプレイリスト内では見えませんが情報は CDへライ
ティングされます。インデックスは一般的にクラッ
シック音楽の様な比較的長いトラック (例 :20分以上 )

で様々な興味深い場所へ配置されます。CDインデッ
クスは、インデックスナビゲーションの互換性を持つ
CDプレーヤでコントロールする事が可能です。ほと
んどの CDプレーヤではインデックスナビゲーション
のサポートはなされておりません。

コントロールエリア

コントロールエリアでは全体的なコントロールを行う
事が可能で、プレイリストウィンドウの上部に設置さ
れています。(ウェーブフォームとリストビューの上
部 )

プレイリストファンクションボタン

プレイリストファンクションボタンはプレイリストイ
ンターフェースの左上部に設置されています。プレイ
リストからアイテムの削除 /追加、プレイリストをエ
クスポートや CDのライティングを等のコントロール
が可能です。

クロスフェードタイプボタン

2つのプレイリストイベント間のクロスフェードされ
る際ののタイプを選択する事ができます。Peakでは
リニアクロスフェードを含む柔軟性に富んだ多くの基
本的なクロスフェードタイプの提供をします。

クロスフェード
タイプ

アドリージョン

デュプリケートプレイ
リストイベント

バットトゥプレボイス
イベントエンド

シンクイベントトゥソース
リージョン

オーディオ CD
インフォ

デリートプレイ
リストイベント

バウンスプレイ
リスト

バーンオーディ
オ CD
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プレイリストイベントとソースリージョンの同期

プレイリストで編集を行う前にオーディオドキュメント内でリージョンを作成します。

ここにプレイリストへ追加された 2つのリージョンがプレイリストイベントとしてあります。

プレイリストでプレイリストイベントのデュレーションまたは、コンテンツの編集 (トリムイベントツールまたは、スクロールリージョンツール )
を行う場合、編集されたイベントは、オリジナルのオーディオドキュメント内のリージョンと同期します。

プレイリストイベントのリージョンマーカーの位置が補正された後に同期されているかをオリジナルソースのオーディオドキュメント内のリージョ
ンで確認します。
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“イコールパワークロスフェード ,” “スローインファー
ストアウトクロスフェード ,” “ファーストインスローア
ウトクロスフェード ,” および “バットスプライス” 等
の各クロスフェードタイプの詳細に関しては、後半の
ウェーブフォームとリストビューの章で説明します。

アドリージョンボタン (Add Region Button)

展開されているオーディオドキュメントに含まれる
リージョンをプレイリストへ追加します。リージョン
をこのメニューより選択してプレイリストへ追加する
コントロールを行います。他のアイテムがすでに存在
する場合、選択したリージョンはプレイリストの最後
へ追加されます。

デュプリケートプレイリストイベントボタン
(Duplicate Playlist Event Button)

選択したプレイリストイベントの複製のコントロール
を行います。この機能はプレイリストへ必要とする特
定の長さの追加を行うための簡単な方法であるため、
特にリミックスやループの作成に役立ちます。

バットトゥプレヴィアスイベントエンドボタン

(Butt to Previous Event End Button)

このコントロールでは、選択されたプレイリストイベ
ントの始めの境界線をを一つ前のイベントの終わりの
境界線境界線までスナップする“butt”編集を行います。
複数のプレイリストイベントが選択されている場合各
イベントがそれぞれの前のタイムラインへ buttされま
す。前のイベントの終わりの境界を超えるイベントの
場合、スリップとシャッフル編集モード双方の動作が
異なります。また、プレイリストイベントの間のつな
がりを変更する事が可能です。詳細に関しましては、
この章の後半にあるウェーブフォームとリストビュー
セクションにて説明をします。

シンクロナイズプレイリストイベントトゥーリージョン
(Synchronize Playlist Event to Region )

このコントロールでは、プレイリストイベント上の
ソースのリージョンマーカーの位置をオーディオド
キュメントと同期させます。デフォルトの状態では、
Peakはプレイリスト上でスクロール編集されたリー
ジョンマーカーの位置をオリジナルのオーディオド
キュメント内のリージョンの位置を更新しません。こ
のコマンドが使用された場合選択されたプレイリスト
イベントで編集済みのリージョンの位置をオリジナル
のオーディオドキュメントのリージョンマーカーの位
置を更新します。このコントロールはプレイリストで
トリム /スクロール編集を行った内容をオリジナルの
オーディオドキュメントへ反映させる必要がある場合
に役立ちます。シンクロナイズプレイリストイベント
トゥーリージョンコマンドは、先に編集されたプレイ
リストに基づき、更にプレイリストを作成する事が可
能です。また、プレイリストで使用されるものと同じ
リージョンがオリジナルのオーディオドキュメントよ
りエクスポートされます。

プロジェクトの種類によって、プレイリスト上で編集
されたリージョンマーカーの位置をオリジナルのオー
ディオドキュメント内のリージョンの位置を同期させ
たい場合、リージョンをプレイリストへ移動させた後、
に付加的な編集 (例 :リージョンのトリミング、スク
ロールリージョンなど )が施されたリージョンをオリ
ジナルのオーディオドキュメントへ、変更されたリー
ジョンの位置を同期させる事が可能となります。同期
する事によってオリジナルのリージョンがプレイリス
トのプロジェクトに基づきプレイリストイベントと一
致させる事ができます。

オリジナルのリージョンをプレイリストイベントへ同期さ
せる :

1. オリジナルのリージョンへ同期をさせたいプレイ
リストイベントを選択して下さい。

プレイリストのコントロールエリアにはプレイリストファンクション、クロスフェードオーディションコントロール、カウ
ンターディスプレイ、ナッヂコントロール、トランスポートコントロールとモードチェックボックスが含まれています。
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2. プレイリストの左上に設置されているシンクロナ
イズプレイリストイベントトゥーリージョンボタ
ン (Synchronize Playlist Event to Region )をクリッ
クする事で、プレイリストに移動させた時点か
ら現在に至るまでにイベントで作成したどのよ
うな付加的な編集もオリジナルのオーディオド
キュメントのリージョンマーカーの位置に反映
されます。

シンクロナイズプレイリストイベントトゥーリー
ジョン (Synchronize Playlist Event to Region )コマ
ンドを使用した際、Peakを終了する前に同期さ
せたリージョンを含むオリジナルのオーディオド
キュメントを保存して下さい。保存しない場合、
後ほどオーディオドキュメントを開いた際リー
ジョンマーカは同期されていないままとなります。

CD infoボタン (CD info Button)

CD info ボタンは、ディスクの Title、Performer、
Songwriter、Composer、Arranger、Message、Genre、
Disc Identifier、MCN(ENA or UPC)などの CD-TEXTデー
タを入力するためのダイアログを表示させます。

 CD-TEXT(ディスクのための )ダイアログのメッ
セージフィールドでは、様々なテキストの入力が
可能です。また、DDPIDファイルでエクスポート
された DDPファイルセットの一部として書き出す
ことが可能です。

プレイリストイベントボタン

(Delete Playlist Event Button)

このコントロールでは、キーボードの Deleteキーを押
す事と同様に、選択されたプレイリストイベントの削
除を行う事が可能です。

バーン CDボタン (Burn CD Button)

バーン CDボタンは、RedBookに準拠したフォーマッ
トでオーディオ CDのライティングを行う事が可能で
す。このボタンを押すと初めに、Burn Audio CDダイ
アログが表示され、コンピュータに接続されているど
の CDバーナーを使用するかの選択、ライティングの

速度、ディザリングの使用、CD-TEXT、ISRCコード
などの様々なデータのライティングのためのオプショ
ンの使用が可能です。

バウンスプレイリストボタン

(Bounce Playlist Button)

バウンスプレイリストボタンでは、プレイリストの内
容をオーディオ CDとしてではなくファイルとしてエ
クスポートするために使用します。ファイルの形式の
オプションとしては、AIFF、Sound Designer II、Jam 

Image 、または、DDP2.0(Disc Description Protocol;別
売 )ファイルセットが用意されております。オーディ
オ CDのライティングの Output Optionsセクションの
ファイルのエクスポートのオプションの詳細に関しま
しては、この章の後半に説明します。

カウンターディスプレイ (Counter Display)

プレイリストのカウンターディスプレイは、コント
ロールエリアの中央に配置されており、幾つかの機能
を提供します。以下に記載する機能に加えカウンター
ディスプレイは、スクラブをする際にも使用されます。

トラックナンバーディスプレイ (Track Number 
Display)

現在のトラックナンバーは、このディスプレイの左上
に表示されます。ここで表示されているトラックナン
バーは、プレイリストイベントで再生されているもし
くは、プレイリストイベントで選択されている (再生
が停止している場合 )際のトラックナンバーが表示さ
れます。

タイムディスプレイ (Time Display)

このディスプレイでは、プレイリスト再生開始の経過
時間が表示されます。再生が停止されている場合には、
プレイバックヘッドカーソルの現在位置の情報を表示
させます。

トラックナンバーエリア タイムディスプレイエリア
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カウンターを使用しオーディオのスクラブを行う

1. ディスプレイエリア上でマウスをクリックしたま
まホールドして下さい。

2. 左側へマウスカーソルをドラッグすると、プレイリ
ストで後ろ方向へスクラブされます。また、右側へ
ドラッグを行うと、前方向へスクラブされます。

トランスポートコントロール (Transport Controls)

プレイリストのトランスポートコントロールはプレイ
リストインターフェースの右上へ表示されます。この
コントロールでは、プレイリスト内のトラックの再生
と停止などのナビゲーションを行う事が可能です。こ
のコントロールの各機能の詳細に関しては、下記に記
述されています。

前のトラックボタン ( Previous Track Button)

このボタンをクリックするとプレイヘッドカーソルが
前のトラックの始めの位置へ移動されます。プレイリ
ストの始めのイベントにカーソルが有る場合にこのボ
タンをクリックすると、プレイヘッドカーソルは、プ
レイリストの最後のイベントの始めに移動します。こ
のボタンは、変更を行うプレイリストイベント選択に
も使用が可能です。このコントロールは、キーボード
の上向きの矢印を押す事でも同様の事が行えます。

巻き戻し (Rewind Button)ボタン

このボタンのクリックを行うと、ボタンを話すまでの
間、再生されているオーディオを素早く逆戻し再生す
る事が可能です。再生が停止している状態でこのボタ
ンをクリックすると、前のトラックの選択をし、プレ

イヘッドカーソルをトラックの始めの位置へ移動させ
る Previous Trackボタンと同様に機能します。

停止 (Stop Button)ボタン

このボタンをクリックする事で再生を停止させる事が
できます。このコントロールは、キーボードのスペー
スバーを押しても同様の事が行えます。

再生 (Play Button)ボタン

このボタンをクリックする事でオーディオの再生を開
始させる事ができます。このコントロールは、キーボー
ドのスペースバーを押しても同様の事が行えます。

次のトラック (Next Track Button)ボタン

このボタンをクリックするとプレイヘッドカーソルが
次のトラックの始めの位置へ移動されます。プレイリ
ストの最後のイベントにカーソルが有る場合にこのボ
タンをクリックすると、プレイヘッドカーソルは、プ
レイリストの最初のイベントの始めに移動します。こ
のボタンは、変更を行うプレイリストイベント選択に
も使用が可能です。このコントロールは、キーボード
の下向きの矢印を押す事でも同様の事が行えます。

クロスフェードオーディションコントロール

クロスフェードオーディションコントロールはプレイ
リストインターフェースのコントロールエリア上部に
設置されており、“X-Fade Audition” と表示されてあり
ます。このコントロールでは、フェードイン、フェー
ドアウト、クロスフェードそれぞれ要素ごとの再生を
行う事が可能です。

前のトラック
( Previous Track)

巻き戻し
(Rewind)

停止
(Stop)

再生 (Play)

早送り
(Fast Forward)

次のトラック
(Next Track)
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これらは、正確なタイミングの調整が求められるクロ
スフェードの微調整に役立ちます。

以前の解説に記述されていた様に、プレイリストイベ
ントの間に、異なる幾つかのタイプの変化を与える事
ができます。これらには、バットエディット、クロス
フェード、ギャップおよびポーズが含まれています。
このコントロールでは、編集時のクロスフェードや、
その他のトランジッションのプレビューを行う際に使
用します。

プレビューは、ユーザーが定義するプリ &ポストロー
ルの長さの有無に関わらず使用できます。プリ &ポ
ストロールはトランジッションの前後のわずかな音声
素材のプレビューを行い音声素材の前後関係のトラン
ジッションの編集を行う際に役立ちます。
ユーザーが定義するプリ &ポストロールの長さは、
XFade Auditionコントロールエリアの Pre- & Post-roll

フィールドで指定するする事が可能です。

プリロール アマウント フィールド (Pre-roll 
Amount Field)

このフィールドでは、クロスフェードの再生時のプリ
ロールの値を特定します。このフィールドへ入力され
るいかなるプリロール値でも、クロスフェード再生時
間に変化を与える事ができます。例えば、3秒間のプ
リロールの時間で再生をすると設定した場合、クロス
フェードを行う前のイベントの音声を 3秒間再生され
ます。

プリロール アマウントの設定

1. プリロールフィールドをダブルクリックして編集
可能な状態にします。

2. 設定する値 (秒 )を入力し、キーボードのリター
ンキーを押して下さい。

ポストロール アマウント フィールド (Post-roll 
Amount Field)

このフィールドでは、クロスフェードの再生時のポス
トロールの値を特定します。このフィールドへ入力さ
れるいかなるポストロール値でも、クロスフェード再
生時間に変化を与える事ができます。例えば、5秒間
のポストロールの時間で再生をすると設定した場合、
クロスフェードを行う前のイベントの音声を 5秒間再
生されます。

ポストロール アマウントの設定

1. ポストロールフィールドをダブルクリックして編
集可能な状態にします。

2. 設定する値 (秒 )を入力し、キーボードのリター
ンキーを押して下さい。

プレイリストイベント間でトランジッション (クロス
フェード、バットエディット、ギャップまたはポーズ )

を作成する際、オーディオ CDとして書き出しを行う
前にそれらのテストが必要になる場合があります。プ
リ &ポストロールの再生フィ-ルド再生されているト
ランジッションの前後にどれだけのオーディオを入れ
るかについての指定を行う事が可能で、素材の前後の
トランジッションの編集を行うのに役立ちます。プ
リ &ポストロールアマウントでセットされた長さは、
クロスフェードの再生時に適用されます。(これらの
ツールに関しましては、の後半の章 “プレイリストイ
ベント間のトランジッションのプレビュー” で説明し
ます。)

ナッヂアマウントフォーマットポップアップメ
ニュー (次の章で説明 )で選択したタイムフォー
マットで選択されている単位を確認して下さい。
また、プリ &ポストロールの値の入力を分 :秒
単位で行う場合、使用するフォーマットに分 :

秒 :1/1000秒を選択してプリ &ポストロールの値
を入力して下さい。同様に、サンプルレベルでの
値の指定を行う場合、タイムユニットフォーマッ
トにサンプルを選択しプリ &ポストロールの値を
入力して下さい。

クロスフェード
インの再生

クロスフェード
アウトの再生

クロスフェード
の再生

ループ再生

プリロール アマウント 
フィールド

ポストロール 
アマウント フィールド
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クロスフェードインの再生

クロスフェードインの再生ボタンをクリックすると、
選択されたプレイリストイベントのフェードインされ
る部分のみを再生する事が可能です。このコントロー
ルは、キーボードの “ I ” を押す事でも同様の事が行
えます。

クロスフェードインされる箇所の再生 :

・ クロスフェードインの再生ボタンを押す (または、
キーボードの “ I ” )事でクロスフェードインされ
る箇所が再生されます。

プリ&ポストロールを含めたクロスフェードインされる箇
所の再生 :

・ キーボードの Controlキーを押したままクロス
フェードインの再生ボタンを押す (または、キー
ボードの Controlキーを押したまま、キーボードの
“ I ” )事で、プリ &ポストロールを含めたクロス
フェードインされる箇所が再生されます。

クロスフェードアウトの再生

クロスフェードアウトの再生ボタンをクリックする
と、選択されたプレイリストイベントのフェードアウ
トされる部分のみを再生する事が可能です。このコン
トロールは、キーボードの “ O ” を押す事でも同様の
事が行えます。

クロスフェードアウトされる箇所の再生 :

・ クロスフェードアウトの再生ボタンを押す (また
は、キーボードの “ O ” )事でクロスフェードア
ウトされる箇所が再生されます。

プリ&ポストロールを含めたクロスフェードアウトされる
箇所の再生 :

・ キーボードの Controlキーを押したままクロス
フェードアウトの再生ボタンを押す (または、キー
ボードの Controlキーを押したまま、キーボードの
“ O ” )事で、プリ &ポストロールを含めたクロス
フェードアウトされる箇所が再生されます。

クロスフェードの再生

クロスフェードの再生ボタンをクリックすると、選択
されたプレイリストイベントのフェードアウトされる
部分のみを再生する事が可能です。このコントロール
は、キーボードの “ X ” を押す事でも同様の事が行え
ます。

クロスフェードの再生 :

・ クロスフェードの再生ボタンを押す (または、キー
ボードの “ X ” )事でクロスフェードされる箇所
が再生されます。

プリ&ポストロールを含めたクロスフェードの再生 :

・ キーボードの Controlキーを押したままクロス
フェードの再生ボタンを押す (または、キーボード
の Controlキーを押したまま、キーボードの “ X ” )

事で、プリ &ポストロールを含めたクロスフェー
ドされる箇所の再生されます。

バット編集、ギャップおよびポーズのプレビュー :

1. プレビューを行いたいトランジッションより大き
なタイムラインの値をプリ &ポストロールアマウ
ントフィールドへ入力して下さい。例えば、10秒
間ののギャップの再生を行う場合プリ &ポスト
ロールアマウントフィールドへは、最低でも 10秒
以上の値を入力する必要が有ります。

2. キーボードの Controlキーを押したままクロス
フェードの再生ボタンを押す (または、キーボー
ドの Controlキーを押したまま、キーボードの“ X ”)

事で行えます。
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プリ &ポストロールを含めたクロスフェードされる箇
所の再生されます。

ループ再生

ループ再生ボタンをクリックすると選択したクロス
フェードのタイプの再生を繰り返します。例えば、ルー
プ再生ボタンをクリックし、クロスフェードボタンを
クリックすると、クロスフェードトランジッション
(フェードイン /アウト )箇所のループ再生を行う事
ができます。

もし、プリ &ポストロールの値が指定されている場合
には、その長さを含めた時間をループに反映させます。
このコントロールは、キーボードの “ L ” を押す事で
も同様の事が行えます。

プレビューをループさせる機能を起動する :

・ ループ再生ボタン (キーボードの “ L ” キー )を押
すと、ループ再生ボタンは青色にハイライトされ、
ループ再生の待機状態となります。

プレビューをループさせる機能を終了する :

・ ループ再生ボタン (キーボードの “ L ” キー )を押
すと、ループ再生ボタンは青色にハイライト表示
が消えます。

スリップ /シャッフルモードコントロール

スリップ /シャッフルモードは、編集のプロセスにお
いて異なる動作が必要となる場合に、双方ともに非常
に重要な機能といえます。例えば、スリップモードを
使用する例として、スリップモードを使用して、選
択されたプレイリストイベント (または、複数の選択
されたイベント )を 独立して必要な場所へ移動させ
る必要が有る場合選択されたイベントのみを移動させ
る事が可能となります。しかし、多くの細かな編集を
行った後に、タイムラインの始めの箇所の変更する必

要が有る場合、シャッフルモードを使用する事で、タ
イムライン上の始めの編集や、選択されたイベント以
降の全てのプレイリストイベントのクロスフェード、
ギャップ等の全ての間隔を維持したまま編集を行えま
す。選択されたイベント以降の全てのイベントは間隔
を保ったままタイムライン上を移動させる事が可能と
なります。 

スリップモードボタン

スリップモードボタンをクリックする事でプレイリス
トをスリップ編集モードへ切り替えます。スリップモー
ドでの編集では、選択したイベント (複数のイベント )

を様々なプレイリスト上のイベントの間へ動かす事が
できます。また、選択されたグループを他の全てのイベ
ントから独立して動かす事ができます。スリップモード
は、選択したイベントのみをプレイリストのタイムライ
ンのその他のイベントの配置に関係なく、移動する事が
重要となる場合に使用されます。スリップ /シャッフル
モードとの切り替えは、キーボードのチルダ ~(または “ 
S ” )キーを押す事でも行えます。

選択されたイベントまたは複数のイベント をスリッ
プモードで マウスによってタイムライン上で前後に
ある選択されていないリージョンに影響される事なく
移動させる事ができます。

スリップモードでイベントの移動をさせる場合他のイベントは動きま
せん。

しかし、スリップモードでは、クロスフェードイン /アウトの変更を
行う事ができます
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スリップモードで選択されたイベントまたは複数の
イベントを移動させる際には、一番始めに選択されて
いるイベントの直前にあるクロスフェードアウトの長
さが変更されます。また、単独のイベントを選択され
ている場合も、複数のイベントを選択した場合と同
様に直前にあるクロスフェードアウトの長さの変更に
加え、選択したイベントの直後のクロスフェードイン
の長さを変更する事も可能です。上記のマウスを使用
して全てのプレイリストイベントの移動に有効です。
様々なバリエーションのイベントの移動に使用される
ナッヂコントロール機能に関してはこの章の後半に記
載されるナッヂコントロールに関するセクションで説
明します。

スリップモードの選択 :

・ スリップモードボタンをクリックし、スリップモー
ドボタンを青色にハイライト表示させます。

スリップモードとシャッフルモードの切り替え :

・ キーボードのチルダ (~)または、Sキーを押して
選択するモードボタンをハイライト表示させます。

シャッフルモードボタン

シャッフルモードボタンをクリックする事でプレイリ
ストをシャッフル編集モードへ切り替えます。シャッ
フルモードでの編集では、選択したイベント (複数の
イベント ) をその他の全てのイベントと独立して移動
させる事が可能です。また、選択したイベントの前に
あるイベントの関連を完全に保ったまま編集を行う事
が可能です。シャッフル編集モードは、2つのプレイ
リストの中間イベント (始まりと終わりのイベント以
外 )間でクロスフェードの編集を行う必要がある場合
に使用されます。シャッフル編集モードを用いて、様々
なクロスフェードトランジッション編集ポイント (既

に微調整が行われているポイント )の妨げる事なく編
集を行う事ができます。スリップ /シャッフルモード
との切り替えは、キーボードのチルダ ~(または “ S ” )

キーを押す事でも行えます。

シャッフルエディットモードでは、選択されている、
単独のイベントまたは複数のイベントの後ろにある全
てのイベントを同調させてに移動する効果を持ってい
ます。

シャッフルモードでは、選択したプレイリストイベン
トまたは複数のイベントをマウスで動かす際に、選択
されたイベントより前にあるイベントのタイムライン
へ影響を及ぼす事はありません。また、選択したイベ
ントに続く全てのイベントは、各つながりを保ったま
ま同じ分だけ移動させる事ができます。

シャッフルモードでイベント (または、複数のイベント )を動かす際、
選択されたイベントの前後全てを同調させて動かす事が可能です。

シャッフルモードでは、全ての選択されたイベントと、それ以降のイ
ベントのタイムライン上の位置を保ったまま移動する事が可能です。

シャッフルモードで選択されたイベントまたは複数の
イベントを動かす場合、最初に選択されているイベン
トのクロスフェードトランジッションのフェードイン
のデュレーションへ影響を与えます。

シャッフルモードを選択する :

・ シャッフルモードボタンをクリックしてボタンを
青色に点灯させます。
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スリップモードとシャッフルモードの切り替え :

・ キーボードのチルダ (~)または、Sキーを押して
選択するモードボタンをハイライト表示させます。

ナッヂコントロール

4つのナッヂボタンを 1度クリックする事で、ユーザー
の定義した量プレイリストイベントをナッヂする事が
できます。ウェーブフォームビューエリアの上部にあ
る 4つのナッヂボタンでナッヂのコントロールを行い
ます。

ナッヂキーボードショートカット

4つのナッヂボタンのためのキーボードショートカッ
トコマンドを使用することでより効率の良い編集を
行って頂く事も可能です。

・ タイムライン上の手前へ “アウトイベント” をナッ
ジ =shift + コンマ (または、“<” )

・ タイムライン上の後ろへ “アウトイベント” をナッ
ジ =shift + ピリオド (または、“>” )

・ タイムライン上の手前へ “インイベント” をナッ
ジ =コンマ (または、“<” )

・ タイムライン上の後ろへ “インイベント” をナッ
ジ =ピリオド (または、“>” )

クロスフェードは 1つのフェードアウトされている
イベントと、1つのフェードインされている 2つのプ
レイリストイベントで構成されています。ナッヂボ
タンを使用する場合、ナッヂボタンを使用する際、各
クロスフェードされているグループがフェードイン
とフェードアウトから成り立っているため、、クロス
フェードの 2つの構成要素のうちインイベントのナッ
ヂを行う事を目的とする場合、イベントの選択を行う
ことはクロスフェードインを選択したといえます。複
数のイベントが選択されている場合においても、最も
始めに選択された (タイムライン上においての位置 )

イベントがクロスフェードインの一部となります。

単独のプレイリストイベントが選択されている場合、
選択されたクロスフェードは、丁度、タイムラインの
以前に生じます。

リージョンの選択は、どのクロスフェードの選択を行うかについて考
慮した上選択します。

複数のプレイリストイベントが選択されている場合、
タイムライン上で選択されているイベントの一番始め
の手前のイベントが、クロスフェードインの一部とな
ります。

複数のリージョンが選択されているとき、選択されたリージョンの最
も始めのイベントがクロスフェードイベントの一部となる事を考慮し
た上選択します。

ナッジインイベント
を手前へ

ナッヂインイベント
を後ろへ

ナッヂアマウント
フィールド

ナッヂアウト
イベントを手前へ

ナッヂアウト
イベントを後ろへ

ナッヂフォーマット
ポップアップ
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イベントのみにナッヂインイベントボタンを使用して
下さい。ナッヂアウトボタンは選択されたイベントの
手前にあるイベントを移動する際に使用します。

プレイリストのナッヂコントロールは、プレイリス
トのタイムラインに対して同様に、リージョンの位置
を微調整するために使用されます。多くの場合、クロ
スフェードされているイベントをナッヂする事によっ
て、クロスフェードの長さを変更する際に使用します。

ナッヂコントロールでは、ユーザー自身で定義する事
が可能で、Peak上でユーザーが望む、使用できる様々
なタイムユニットを利用できます。ユーザーがオー
ディオ CDを制作する場合にプレイリストを使用する
際、ほとんどの場合には、秒または、CDフレームでナッ
ヂする必要があり、テレビゲームのサウンドエフェク
トをの為に、何十もの非常に短い効果音を組み合わせ
るためにプレイリストを使用する際には、ナッヂを行
うためのタイムユニットとしてサンプルを使用する事
となります。

ナッジはインイベント (フェードインするイベント )

をナッヂするボタンとアウトイベント (フェードアウ
トするイベント )をナッヂするボタンの 2つのセット
があります。ナッヂコントロールは、選択されたイベ
ントまたは複数のイベントを正確な長さ移動する事を
コントロールするための様々な機能を有しています。

ナッヂコントロールの動作は、前のセクションで記述
されているスリップまたはシャッフルモードのどちら
を選択しているかによってかわります。通常スリップ
モードが選択されている場合に、イベントのナッヂを
した場合、2つのイベント間のクロスフェードの位置
の編集を行う事ができます。シャッフルモードで同様
にイベントをナッヂした場合、選択されたイベント以
降の全てのイベントをロックし、イベント間の関係を
保持したままクロスフェードインの位置を編集する事
ができます。

この場合、選択したイベントとそれ以降の全てのイベ
ントがタイムライン上で移動しますが、各位置関係は
保持されたままで編集が行われます。

タイムライン上でナッヂアウトイベントを手前へ移動さ
せる

このコントロールでは、タイムライン上でクロス
フェードのアウトイベントのナッジを行います。アウ
トイベントのナッヂをするためにクロスフェードされ
たイベントの選択を行います。キーボドのシフト +

コンマキーを押す事でもタイムライン上でナッヂアウ
トイベントを手前へ移動させるためのショートカット
キーとして使用する事が可能です。

このキーボードショートカットキーを簡単に覚え
る方法として、コンマキーは、イベントをナッヂ
する方向と同じ “<” キーと共通である事を覚え
てください。

スリップ編集モードでは、タイムライン上でナッヂア
ウトイベントを手前へ移動させるボタンは、選択され
たクロスフェードのアウトイベントのみを移動させま
す。アウトイベントがタイムライン上の始まりの方向
へスリップされたとき、選択されたクロスフェードの
長さはその他のイベントをロックしたまま短くなり、
それ以前のクロスフェードの長さは長くなります。

複数のイベントが選択されている場合、アウトイベン
ト (選択されたイベント以前にあるイベント )がナッ
ヂされます。

シャッフル編集モードでは、タイムライン上でナッヂ
アウトイベントを手前へ移動させるボタンは、選択さ
れたイン /アウトイベントを含むクロスフェードの移
動をさせます。このクロスフェードのデュレーション
では、選択したイベント以降の全てのデュレーション
をタイムライン上で保ったまま同調させて移動させる
事ができます。

ナッヂを行う前に、インリージョンが選択された後にその位置がタイ
ムライン上から動かない点に関して注目して下さい。
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アウトイベントをタイムライン上の手前のポイントへ移動させます。

複数のイベントが選択されている場合、選択された始
めのイベント以前のアウトイベントがナッヂされ、そ
れ以降の全てのイベントは、全ての関連性を保ったま
まナッジされた分と等しい量プレイリスト内で移動さ
れます。

タイムライン上でナッヂアウトイベントを後ろへ移動さ
せる

このコントロールでは、タイムライン上でクロス
フェードのアウトイベントを後ろへナッジします。ア
ウトイベントのナッヂをするためにクロスフェードさ
れたイベントの選択を行います。キーボドのシフト
+ピリオドを押す事でもタイムライン上でナッヂアウ
トイベントを手前へ移動させるためのショートカット
キーとして使用する事が可能です。

このキーボードショートカットキーを簡単に覚え
る方法として、ピリオドキーは、イベントをナッ
ヂする方向と同じ “>” キーと共通である事を覚
えてください。

スリップ編集モードでは、タイムライン上でナッヂア
ウトイベントを後ろへ移動させるボタンは、選択され
たクロスフェードのアウトイベントのみを移動させま
す。アウトイベントがタイムライン上の始まりの方向
へスリップされたとき、選択されたクロスフェードの
長さはその他のイベントをロックしたまま長くなり、
開始のクロスフェードの長さは短くなります。

ナッヂを行う前に -インイベントが選択されており、
イベントの位置がタイムライン上で動いていない事を
確認して下さい。

外側のリージョンがタイムライン上で移動します。

複数のイベントが選択されている場合、選択されたイ
ベントより以前にあるアウトイベントのみナッヂされ
ます。

シャッフルモードで編集を行っている場合、ナッヂボ
タンをクリックすると、インイベントとアウトイベント
で構成されるクロスフェードの移動を行います。この
際、クロスフェードのデュレーションでは、選択したイ
ベント以降の全てのデュレーションをタイムライン上
で保ったまま同調させて移動させる事ができ、クロス
フェードより以前のデュレーションは短くなります。

選択された始めのイベント以前のアウトイベントが
ナッヂされ、それ以降の全てのイベントは、全ての関
連性を保ったままナッジされた分と等しい量プレイリ
スト内で移動されます。

タイムライン上の手前へ “インイベント” をナッジ

このコントロールでは、タイムライン上でクロス
フェードのインイベントのナッジを行います。
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インイベントのナッヂをするためにクロスフェードさ
れたイベントの選択を行います。キーボドのコンマを
押す事でもタイムライン上でナッヂインイベントを手
前へ移動させるためのショートカットキーとして使用
する事が可能です。

このキーボードショートカットキーを簡単に覚え
る方法として、コンマキーは、イベントをナッヂ
する方向と同じ “<” キーと共通である事を覚え
てください。

スリップ編集モードでは、タイムライン上で選択され
たインイベントのみを後ろへナッヂさせます。
移動させるボタンは、選択されたクロスフェードのイ
ンイベントのみを移動させます。この機能では、選択
されたクロスフェードのクロスフェードインの長さを
長くし、それ以降のクロスフェードのデュレーション
を短くし、その他のイベントをロックしたまま短くな
ります。

ナッヂを行う前に -選択されている “In” リージョンの位置がタイム
ラインと比較して移動し、“Out” リージョンがタイムラインにロック
されるままになっている点に注意してください

インイベントがタイムライン上で移動します。

複数のイベントが選択されている場合、選択されてい
るイベントは、同じ様にタイムラインの始めの方向へ
ナッヂされます。

選択されたイベントの初め以前のクロスフェードは、
長くなり最後に選択されたイベントのクロスフェード
の最後のクロスフェードは短くなります。

シャッフルモードで編集を行っている場合、ナッヂボ
タンをクリックすると、選択されたインイベントをプ
レイリストのタイムライン上で開始される方向へ移動
させます。

選択されたクロスフェードの長さは、長くなり、タイ
ムライン上で開始される方向へナッヂされた際、選択
したイベント以降の全てのデュレーションをタイムラ
イン上で保ったまま同調させて移動させます。

複数のイベントが選択されている場合にも同じ動作を
します。

複数のイベントが選択されている場合、最初に選
択されているイベント (タイムライン上の始めの
方向に位置するイベント )は、プレイリストの編
集で目的とするイベントをナッヂする際、選択さ
れたクロスフェードの一部である事に注意して下
さい。

タイムライン上の後ろへ “インイベント” をナッジ

このコントロールでは、タイムライン上でクロス
フェードのインイベントのナッジを行います。インイ
ベントのナッヂをするために、イベントの選択を行い
ます。キーボドのピリオドキーを押す事でもタイムラ
イン上でナッヂインイベントを手前へ移動させるため
のショートカットキーとして使用する事が可能です。

このキーボードショートカットキーを簡単に覚え
る方法として、ピリオドキーは、イベントをナッ
ヂする方向と同じ “>” キーと共通である事を覚
えてください。

スリップ編集モードでは、タイムライン上で選択され
たクロスフェードインイベントのみを後ろへナッヂさ
せます。
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ナッヂボタンは、選択されたクロスフェードのインイベ
ントのみを移動させます。この機能では、選択されたク
ロスフェードのクロスフェードインの長さを短くし、そ
れ以降のクロスフェードのデュレーションを長くし、そ
の他のイベントをロックしたまま長くなります。

ナッヂを行う前に -選択されている “In” リージョンの位置がタイム
ラインと比較して移動し、“Out” リージョンがタイムラインにロック
されるままになっている点に注意してください

インイベントがタイムライン上で移動します。

複数のイベントが選択されている場合、選択されてい
るイベントは、同じ様にタイムラインの始めの方向へ
ナッヂされます。

選択されたイベントの初め以前のクロスフェードは、
短くなり最後に選択されたイベントのクロスフェード
の最後のクロスフェードは長くなります。

シャッフルモードで編集を行っている場合、ナッヂボ
タンをクリックすると、選択されたインイベントをプ
レイリストのタイムライン上の終わりの方向へ移動さ
せます。

選択されたクロスフェードの長さは、短くなり、タイ
ムライン上で開始される方向へナッヂされた際、選択
したイベント以降の全てのデュレーションをタイムラ
イン上で保ったまま同調させて移動させます。

複数のイベントが選択されている場合にも同じ動作を
します。

複数のイベントが選択されている場合、最初に選
択されているイベント (タイムライン上の始めの
方向に位置するイベント )は、プレイリストの編
集で目的とするイベントをナッヂする際、選択さ
れたクロスフェードの一部である事に注意して下
さい。

イベントの位置を微調整するためにナッヂする事で :

1. ナッヂアマウントの量とナッヂの単位を選択しま
す。(詳細に関しては、この章の後に記載されて
いるナッヂアンマウントとフォーマットの選択を
参照して下さい )

2. ナッヂするイベントを選択します

3. イベントをナッヂしたい方向と一致するナッヂボ
タンをクリックします。- 例えば、タイムライン上
の後ろへ “アウトイベント” をナッジ =shift + ピ
リオド (または、“>” )

複数のイベントの位置を微調整するためにナッヂする事で :

1. ナッヂアマウントの量とナッヂの単位を選択しま
す。(詳細に関しては、この章の後に記載されて
いるナッヂアンマウントとフォーマットの選択を
参照して下さい )

2. ナッヂするイベントを選択します

3. イベントをナッヂしたい方向と一致するナッヂボ
タンをクリックします。- 例えば、タイムライン上
の後ろへ “アウトイベント” をナッジ =shift + ピ
リオド (または、“>” ) または、全てのイベントの
選択を行いタイムライン上の前後へ移動させるボ
タンをクリックします。
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イベントの位置を微調整するためにナッヂする為にプ
レイリストのナッヂボタンを使用して選択されたプレ
イリストイベントを各ボタンをクリックした際に動く
量を小さくまたは、大きく指定する事ができます。そ
れに加え、タイムユニットの単位を選択する事も可能
です。通常、この単位は、現在編集しているオーディ
オプロジェクトのタイプに合う単位を選択します。例
えば、オーディオ CDのマスタリング編集を行う場合、
分 :秒 :ミリ秒 (MM:SS:ms)または、CDフレームを選
択します。また、デジタルビデオのためのサウンドト
ラックの編集を行っている場合、SMPTEをタイムユ
ニットの単位として選択します。

ナッヂアンマウントフィールド

ナッヂアンマウントフィールドでは、様々なタイムユ
ニットでどのくらいイベントをナッヂさせるかに関し
て指定します。ナッジを行うための 4つのボタンの使
用方法に関しましては、ここより以前に解説されてお
ります。

例えば、プレイリストのナッヂの単位が秒にセットさ
れている場合、各ナッヂボタンをクリックするごとに
1秒ナッヂさせたい場合、フィールド内に 1を入力し
ます。

ナッヂアンマウントのセット

・ 変更を加えたいナッヂアンマウントフィールド中
の桁をクリックし、値の入力を行って下さい。(ま
たは、ダブルクリックを行い完全に新しい値を入
力して下さい )

ナッヂフォーマットポップアップメニュー

ナッヂフォーマットポップアップメニューでは、ナッ
ヂをする際に、どの種類のタイムユニットを使用する
かを指定する事ができます。使用できるフォーマット
は次の通りです。サンプル、分 :秒 :ミリ秒 (MM:SS:

ms)、SMPTE(24 , 25 , 29.97 , 30 , 59.97 , 60 fps)、小節 | 

拍、CDフレーム

ナッヂフォーマットのセット

・ タイムユニットポップアップメニューから指定し
たいタイムユニットフォーマットを選択します。

モードチェックボックスと動作について

                                          

プレサーブタイミングモード チェックボックス
(Preserve Timing)

プレサーブタイミングモード チェックボックスが
チェックされている場合、全体の長さをかえる事なく、
タイムライン上でクロスフェードの移動を行う事がで
きます。プレサーブタイミングモードを使用する場合、
イン /アウトイベントは、位置はタイムライン上で変
わる事はなく、クロスフェードのポジションだけが移
動します。プレサーブタイミングモード チェックボッ
クスがチェックされている場合、様々なイベントの境
界部を伸縮させて調整する際に機能します。キーボー
ドのオプションキーを押す事で、一時的にトリムイベ
ントモードから、プレサーブタイミングモードへ切り
替えを行う事ができます。もし、プレサーブタイミン
グモード チェックボックスがチェックされている場
合オプションキーは、機能しません。

プレサーブタイミングでは、クロスフェードの位置の
微調整および 2つのイベントのクロスフェード全体の
長さを一定に保つ事ができます。1つのイベントのク
ロスフェードをプレサーブタイミングモードでトリム
した場合、他のイベントは同じ長さだけクロスフェー
ドの位置を変更する事なく移動します。結果として、
双方のイベントのクロスフェードが構成されている箇
所のスライドさせる事に効果的な方法となります。こ
の機能によって双方のイベントのオーディオコンテン
ツをタイムライン上に固定し、クロスフェードの長さ
とエンベロープの特性を保ったまま編集を行う事がで
きます。

上記の図では、クロスフェードトランジッションを構成するイベント
の内、1つのトリムを行った際の効果の例を挙げています。縦の矢印
は、イベントのウェーブフォームを指し示しており、タイムライン上
でウェーブフォームは移動されません。

オーディオ CD
プレイリストモード 
チェックボックス

スクロールリージョン
ズモード チェックボッ
クス

プレサーブタイミング
モード チェックボックス
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プレサーブタイミングモードで編集する場合、アウト
イベントの始まりとインイベントの終わりの位置は移
動されません。

タイムライン上でクロスフェードの位置のみ、長さに変化を加えず
移動させ、2つのイベントのコンテンツは、全体的なデュレーション
/タイミングをタイムライン上で保持したままに編集する事ができま
す。縦の矢印はイベントのウェーブフォームを指し示しており、タイ
ムライン上でウェーブフォームは移動されません。

プレサーブタイミングモードでクロスフェードの位置
を編集する場合、クロスフェードの構成する 1つを
長くするのと、同時に、もう片方ののリージョンのク
ロスフェードも同じ長さだけ移動 (または、調整 )し
ます。例えば、クロスフェードを構成するリージョン
のうち 1つを短くした場合、全体的なデュレーション
/タイミングをタイムライン上で保持したまま、他の
リージョンは同じ長さだけ長く変更されます。

プレサーブタイミングモードは、特に、異なるレコー
ディングをプレイリストで編集を行う際に特に役立ち
ます。また、一定のテンポで進行するエレクトロニッ
クミュージック等の素材の、理想的なクロスフェード
ポイントを編集する際にも役立ちます。

プレサーブタイミングモードをアクティブにする :

・  プレサーブタイミングチェックボックスをクリッ
クして、チェックボックスがチェックされてアク
ティブになっている状態にして下さい。

一時的にプレサーブタイミングモードをアクティブにする :

・ キーボードのオプションキーを押したままイベン
トクロスフェードの調整を行います。

長さを保ったままクロスフェードを動かす :

1.  2つのプレイリストイベント間でクロスフェード
を作成します。

2. プレサーブタイミングチェックボックスをクリック
(または、オプションキーを押したままプレサーブ
タイミングモードへ一時的に切り替え )をします。

3. クロスフェードの構成部分となる 1つのプレイリ
ストイベントをトリムします -もう一方のプレイ
リストイベントも同じ長さでトリム /伸縮編集さ
れます。

スクロールリージョンモードチェックボックス
(Scroll Regions)

スクロールリージョンモードチェックボックスが
チェックされている場合、プレイリストイベント自体
の長さを保ったままオーディオコンテンツをスクロー
ルさせる事ができます。スクロールリージョンモード
チェックボックスがチェックされている場合、様々
なムーブイベントツールを使用した際、プレイリスト
イベントをタイムライン上にロックさせたままコンテ
ンツのスクロールを行います。一時的にスクロール
リージョンモードへ切り替えを行う場合、キーボード
のオプションキーを押してから、スクロールを行いま
す。スクロールリージョンモードチェックボックスが
チェックされている場合、オプションキーは、機能し
ません。

スクロールリージョンモードは、プレイリストの全
体的な長さを保ったまま編集を可能とするもう一つの
モードです。また、オーディオコンテンツの変化は、
ウィンドウ内で表示されます。プレイリストイベント
の始めと終わりは、タイムライン上で動かないため、
プレイリストの長さはかわる事はありません。

プレイリストイベントのソースとなるオーディオド
キュメントのリージョン全体の長さとプレイリストイ
ベントが同じ長さである場合、プレイリストにてスク
ロールリージョンモードは、機能しません。この機能
では、ソースとなるオーディオドキュメント内の一部
分としてリージョンマーカーが存在している必要があ
ります。もし、ソースとなるオーディオドキュメント
内のリージョンがそれ自身より短い場合、プレイリス
ト内でリージョンのオーディオコンテンツをスクロー
ルさせる事ができます。
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スクロールリージョンモードをアクティブにする :

・ スクロールリージョンチェックボックスがチェック
されてアクティブになっている状態にして下さい。

一時的にスクロールリージョンモードをアクティブにする :

・  キーボードのオプションキーを押したままプレイ
リストイベントをムーブイベントツ-ルを使用し
て、一定の始点 /終点内でソースとなるリージョ
ンのコンテンツをドラッグして調整します。

スクロールリージョンモードを使用する :

1.  スクロールリージョンモードチェックボックスを
クリック (または、オプションキーを押したまま
スクロールリージョンモードへ一時的に切り替え )

をします。

2. プレイリストイベントを選択します。(または、
複数のプレイリストイベント )

3. 選択されたプレイリストイベントのウェーブ
フォームをクリックし、ムーブイベントツールを
使用してウェーブフォームを左右へドラッグする
と、プレイリストイベントをタイムライン上にロッ
クしたまま、ウェーブフォームは移動します。(選
択されたプレイリストイベントのウェーブフォー
ムをクリックし、ムーブイベントツールを使用し

てウェーブフォームを左右へドラッグすると、プ
レイリストイベントをタイムライン上にロックし
たまま、ウェーブフォームは移動します。 もし複
数プレイリストイベントが選択されている状態で
スクロールさせる場合、選択されているイベント
のいずれかをスクロールする事で、全ての選択さ
れたイベントを同様にスクロールさせる事ができ
ます。

プレイリストイベントのソースとなるオーディオ
ドキュメントのリージョン全体の長さとプレイリ
ストイベントが同じ長さである場合、プレイリス
トにてスクロールリージョンモードは、機能しま
せん。この機能では、ソースとなるオーディオド
キュメント内の一部分としてリージョンマーカー
が存在している必要があります。もし、ソースと
なるオーディオドキュメント内のリージョンがそ
れ自身より短い場合、プレイリスト内でリージョ
ンのオーディオコンテンツをスクロールさせる事
ができます。

オーディオ CDチェックボックス

(Audio CD Playlist)

オーディオ CDチェックボックスがチェックされてい
る場合、タイムラインの始めに自動的に 2秒の空白
を作成され、編集時、自動的に CDフレームの境目に
スナップします。また、プレイリスト上に存在する
プレイリストイベントの合計時間が 74分を上回る場
合、プログラムデュレーションディスプレイ (Program 

Duration)は、Red Book規格に準拠していない事を警
告するために表示が赤くなります。

この例では、リージョンを一定の始点 /終点の境界内でオーディオコンテンツをスクロールした場合を表します。

プレイリストプレイリストの全体的な長さが維持されたままリージョンの始点 /終点の境界がタイムラインと比例して
動かされていない点に注意して下さい
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このモードで作成されるオーディオ CDは、あらゆる
CD-R規格に互換を持つプレーヤへの互換を持ちます。
オーディオ CDとしてライティングもしくは、新たな
ファイルとしてエクスポートする場合、高解像度の
ファイル (16bit/44.1kHzより高い )は、自動的にディ
ザ処理が施され 16bit/44.1kHzのサンプルレートへ変
換される事に注意して下さい。

オーディオ CDモードをアクティブにする :

・ オーディオCDチェックボックスをチェックします。

標準のモード (オーディオ CDモード以外 )で、プ
レイリストを使用している場合、通常のオーディ
オ CDよりも長い (79分を上回る )オーディオ CD

を作成する事ができますが、多くの最新 CDプレー
ヤは、Red Book規格に準拠していない 74分の制
限を超えた CD-Rの再生を行う事は可能ですが、
全ての、CDプレーヤで 74分より長いオーディオ
CD-Rで再生が可能ではない事に注意して下さい。
また、このような CD-Rは、プリマスタとして使
用する事もできません。

ディスクへ特定の CD-TEXTメタデータを追加する

プレイリストプロジェクトに様々な特定のメタデータ
を追加する事ができ、また、それらのデータは CDラ
イティング時に追加されます。

メタデータには、ディスクタイトル (Disc Title),パ
フォーマー (Performer),ソングライター (Songwriter), 

コンポーザー (Composer), アレンジャー (Arranger),

メッセージ (Message),ジャンル (Genre),ディスク 

(Disc)識別子 (Identifier),MCN(EANまたは UPC)など
の様々な種類があります。

ディスクへ CD-TEXTを追加する :

1. プレイリストインターフェースの左上部にある、
CD-Info(Audio Compact Disk info)ボタンをクリッ
クし、CD-TEXT for Audio CDダイアログを表示さ
せます。

2. 表示されたダイアログ内に、希望するメタデータ
を入力して OKボタンをクリックして下さい。入
力されたメタデータは、プレイリストをライティ
ングする際、特定の情報としてディスクへ書き込
まれます。

この機能を使用するに際して、Mac OS X v.10.4以降お
よび CD-TEXT,ISRC code,サブコードメタデータのライ
ティングが可能な Macintoshおよび CDバーナードラ
イブが必要となります。別途、CDバーナードライブ
を所有されている場合、使用しているドライブが上記
の条件を持つかを製造元へ確認して下さい。また、ター
ミナルユーティリティ上で UNIXコマンドを使用する
事で互換性の確認をとる事も可能です。ターミナル
ユーティリティは、アプリケーションフォルダのユー
ティリティフォルダ内にあります。

使用しているドライブの互換状況をターミナルで確認する :

1. ターミナルユーティリティをアプリケーションフォ
ルダのユーティリティフォルダより起動します。

2.  $プロンプトにて、“drutil info” と入力し、リター
ンキーを押します。- リターンキーを押した後搭載
されているドライブの情報が以下の様に表示され
ます :

CD-Writeカテゴリでは、ドライブの性能の表示を行
います。この例で使用されているドライブでは、CD-

TEXT, Index Points, ISRC codesのライティングが可能
です。

ウェーブフォームビューエリア
ウェーブフォームビューエリアは、クロスフェード
オーディションとナッヂコントロールの下に配置され
ており、プレイリストで使用されるイベントのコント
ロールするための設定と同様にグラッフィック表示に
関連する設定を行う事ができます。
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特に、ウェーブフォームビューエリアでは、プレイリス
トイベント間のクロスフェードトランジッションの作
成および編集を行う場合や、ウェーブフォームディスプ
レイ内でオーディオコンテンツとアンプリチュードに
関する情報の表示をユーザーが必要とする場合に役立
ちます。ウェーブフォームビューエリアで使用できるオ
プションに関しましては、この章にて説明します。

PeakLEでは、ウェーブフォームビューが提供され
ていないため、リストビューの章をご参照ください。

ビューコントロール
プレイリストのビューコントロールでは、編集を行う
内容に応じて表示を切り替える事が可能です。これら
のコントロールでは、ウェーブフォームエリアのみに
反映され、リストビューエリアおよびコントロールエ
リアには影響されません。

ビューコントロールの表示 /非表示

ウェーブフォームビューの左側に表示されている黒い
三角形のボタンは、Mac OSの標準的なコントロール
で 情報の表示 /非表示およびインターフェースのコン
トロールに使用されています。この三角のボタンが右
を指している (クローズポジション )場合、プレイリ
ストのインターフェースからビューコントロール全体
を非表示にさせます。また、三角のボタンが下を指し
ている (オープンポジション )場合、プレイリストの
インターフェースへビューコントロール全体を表示さ
せます。

リニアビューボタン

リニアビューボタンをクリックするとウェーブフォー
ムディスプレイには、1つのものフォニックトラック
の表示に切り替わります。プレイリストイベント間
でクロスフェードが作成されている場合、ウェーブ
フォーム上にクロスフェードされている箇所が、異な
る色で表示されます。

リニアビューで表示される 2つのイベント間のクロスフェード

スタッガードビューボタン

スタッガードビューボタンをクリックするとウェーブ
フォームディスプレイには、 DAWの様に、モノフォニッ
クトラックが隣接して 2つ表示されます。プレイリ
ストイベント間でクロスフェードが作成されている場
合、タイムライン上で重複しているクロスフェードの
箇所が上下へ表示されます。

リニアビューで表示される 2つのイベント間のクロスフェード

左チャンネルを表示するためのラジオボタン

このボタンボタンがクリックされている場合 (リニア
または、スタッガードビュー )ステレオイベントのオー
ディオチャンネルの左側のみウェーブフォームディス
プレイへ表示させます。

ビューコント
ロールの表示
/非表示

左チャンネルを
表示するための
ラジオボタン

右チャンネルを
表示するための
ラジオボタン

左チャンネル右
チャンネルを表示
するためのラジオ
ボタン

リニアビュー
ボタン

スタッガード
ビューボタン

ズームアウト
ボタン

ズームイン
ボタン
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右チャンネルを表示するためのラジオボタン

このボタンボタンがクリックされている場合 (リニア
または、スタッガードビュー )ステレオイベントのオー
ディオチャンネルの右側のみウェーブフォームディス
プレイへ表示させます。

左右チャンネルを表示するためのラジオボタン

このボタンボタンがクリックされている場合 (リニア
または、スタッガードビュー )ステレオイベントのオー
ディオチャンネルの左右をウェーブフォームディスプ
レイへ表示させます。

左右チャンネルを表示するためのラジオボタンが
チェックされている際に、ウェーブフォームディ
スプレイ上ではモノラルのチャンネルが表示され
ているかに見えるが、実際には左右のチャンネル
を合計させた表示が行われます。また、モノラル
のソースをプレイリストで編集した場合、左チャ
ンネルを表示するためのラジオボタンしか機能し
ません。

プレイリストのタイムラインに沿ってイベントの表示
を切り替える事は、非常に重要となります。

インポートされたリージョンの調整をする際に、ズー
ムアウトして全体の表示を必要とする場合がありま
す。また、一定のビートで構成されたイベントの編集
を行う際には特に、より精度の高いズーム機能が必要
とされます。以下のステップでは、プレイリストイ
ンターフェースでより効率よくプレイリストナビゲー
ションを行う方法の説明をします。

ズームインボタン

ズームインボタンは、ウェーブフォームビューを拡大
する際に使用します。特定の箇所の詳細を表示させる
場合にズームインボタンをクリックします。また、キー
ボードの⌘キーと ]を押す事でズームインを行う事も
できます。

ズームアウトボタン

ズームアウトボタンは、ウェーブフォームビューを拡
大する際に使用します。特定の箇所の詳細を表示させ
る場合にズームアウトボタンをクリックします。また、
キーボードの⌘キーと [を押す事でズームアウトを行
う事もできます。

ウェーブフォームディスプレイエリア

プレイリストのウェーブフォームディスプレイエリア
は、視覚的に理解するための非常に重要な要素が含ま
れています。このセクションでは、プレイリストで作
成するプロジェクトで多用されるこれらの要素の説明
を行います。

プレイリストイベントディスプレイ

プレイリスとイベントディスプレイでは、オリジナ
ルのオーディオドキュメント上でリージョンとして
定義された箇所の表示を行います。選択されていない
プレイリストイベントの波形は、通常青色で表示され
ます。また、選択された際には、黄色に表示がかわ
ります。これらの色の変更は、Peakの環境設定 ...の
Colors...よりお好みの色の割当を行う事ができます。

プレイリストイベントネームディスプレイ

プレイリストイベントネームディスプレイは、プレ
イリストイベントの左上部に配置されています。プレ
イリストイベントディスプレイ上でがウィンドウスク
ロールを行う事によってイベントの始点がウィンドウ
の外へ移動された場合でも、イベントネームはそのイ
ベントがどのような形でも表示されている限りイベン
トディスプレイ上に表示されます。イベントの始点が
ディスプレイ内に収まっている場合には、リージョン
名の表示は、デフォルトの状態になります。イベント
の始点の位置がウィンドウをスクロールされても、そ
のイベントの終点がイベントディスプレイ上に表示さ
れている限りイベントネームは表示されます。
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Playlist Event Begin Boundary

プレイリストイベントビギンバウンダリーは基本的に
プレイリストイベントの始まりであり、時間軸にそっ
たプレイリストイベントの最初の地点 (始点 )です。
プレイリストイベントビギンバウンダリーはイベント
のトリミング、移動、ナヂッングのようなたくさんの
要因によって変化します。プレイリストで行った事を
オーディオ CDへのライティングを行うとき、プレイ
リストイベントのビギンバウンダリーは CDトラック
インデックスのデフォルトの位置を設定します。

カスタムされたトラックスタートオフセットが特
定のイベントに設定されている場合、そのイベン
ト用の CDトラックインデックスになります。

クロスフェードオーディションコントロールを使用
する際には、ビギンイベントバウンダリーは試聴のス
タート地点として設定され、プリロールを使って試聴
するときは、プリロールの長さが測られる地点になり
ます。

Playlist Event End Boundary

プレイリストイベントエンドバウンダリーは基本的に
プレイリストイベントの終わりであり、時間軸にそっ
たプレイリストの最終の地点です。プレイリストイベ
ントエンドバウンダリーはイベントのトリミング、移
動、ナヂッングのようなたくさんの要因によって変化
します。CDに焼くときやプレイリストをファイルと
してエクスポートする際には、1つのイベントの終わ
りは次のイベントの始めのバウンタリーという事に気
をつけて下さい。故に、サイレントのギャップが始め
の方のトラックの終わりに付け加えられ、そのデュレ
イションを延ばします。
クロスフェードオーディションコントロールを使用す
る際には、エンドイベントバウンダリーは試聴の最後
の地点として設定され、プリロールを使って試聴する
ときは、プリロールの長さが測られる地点になります。

Playlist Event Begin Time Display

イベントが選択された際に、プレイリストのビギンタ
イムがプレイリストの左下の角に現れます。プレイリ
ストのビギンタイムはライブであり、時間軸にそって

ウェーブフォームディスプレイの詳細

イベントの終点

イベント開始時間
(トラックスタート
オフセットの詳細
な値 )

トラックスター
トオフセットイ
ンジケータ

クロスフェードイン
エンベロープ

クロスフェードイン
デュレーション

ポーズ
(オーディオに含まれる )

ポーズ /ギャップインジケータ
(ポーズデュレーションの長さ
の詳細な値 )

プレイリストイベントタイムライン
プレイヘッドカーソル

ポジティブトラック
スタートオフセット
(オフセットデュレー
ションの長さの詳細
な値 )

イベントの始点

イベントネーム

イベントエンド
タイム

クロスフェードアウト
デュレーションクロスフェードアウト

エンベロープ
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イベントが動かされる際にアップデイトします。オー
ディオ CDに焼くことを前提としたプレイリストで作
業する際や、カスタムされていないトラックオフセッ
トが設定されていない際には、プレイリストのビギン
タイムはまた CDトラックのデフォルトのスタートタ
イムです。

Playlist Event End Time Display

イベントが選択された際に、プレイリストのエンドタ
イムがプレイリストの右下の角に現れます。プレイリ
ストのエンドタイムはライブであり、時間軸にそって
イベントが動かされる際にアップデイトされます。

クロスフェード・イン・エンベロープ

プレイリストイベントのクロスフェードインエンベ
ロープは選択されたインイベントとそれに先立つアウ
トイベントの間がオーバーラップしている際に現れま
す。クロスフェードインエンベロープはイベントディ
スプレイの左下の角からイベントの中央に向かって上
向きかつ内向きに延びます。このディスプレイではま
たスロウイン、ファストインなどのエンベロープの形
を表します。
新しいエンベロープの形を選択するか、もしくはカス
タムのエンベロープの形をつくりたい場所で、エンベ
ロープをダブルクリックするとイベントクロスフェー
ドインエディターが開きます。エンベロープの形は時
間につれてのオーディオの大きさのレベルを指示しま
す。急な傾斜になればなるほどより急激な音量の変化
になり、緩やかな傾斜になればなるほどよりゆっくり
としたフェードインになります。

クロスフェード・アウト・エンベロープ

リージョンのクロスフェードアウトエンベロープは
選択されたアウトイベントとそれに続くインイベント
の間がオーバーラップしている際に現れます。クロス
フェードアウトエンベロープはイベントディスプレイ
の右下の角からイベントの中央に向かって上向きかつ
内向きに延びます。このディスプレイではまたスロウ
アウト、ファストアウトなどのエンベロープの形を表
します。
新しいエンベロープの形を選択するか、もしくはカス
タムのエンベロープの形をつくりたい場所で、エンベ
ロープをダブルクリックするとイベントクロスフェー

ドアウトエディターが開きます。エンベロープの形は
時間につれてのオーディオの大きさのレベルを指示し
ます。急な傾斜になればなるほどより急激な音量の変
化になり、緩やかな傾斜になればなるほどよりゆっく
りとしたフェードインになります。

クロスフェード・イン・デュレーション

プレイリストイベントのクロスフェードインデュレー
ションを表示するには Peakのオプションメニューよ
り “マーカー時間の表示” を選択します。この機能を
オンにすると、クロスフェードインデュレーションは
イベントが選択されているときにイベントの名前の
ディスプレイの下に直接表示されます。これはライブ
ディスプレイであり、イベントが動かされたときにリ
アルタイムでアップデイトされます。

クロスフェード・アウト・デュレーション

プレイリストイベントのクロスフェードアウトデュ
レーションを表示するには Peakのオプションメ
ニューより “マーカー時間の表示” を選択します。こ
の機能をオンにすると、クロスフェードアウトデュ
レーションはイベントが選択されているときにイベン
トの名前のディスプレイの下に直接表示されます。こ
れはライブディスプレイであり、イベントが動かされ
たときにリアルタイムでアップデイトされます。

トラック・オフセット・インジケーター

トラックスタートオフセットはイベントビギンタイム
と異なったスタート時間が CDトラックインデックと
して設定したい際に使われます。トラックスタートオ
フセットはイベントのビギンバウンダリーと全く同じ
位置にそれ重なり合う、目立つ白い線でデフォルトと
して現れます。トラックスタートオフセットが使われ
ている際には、設定されたイベントの CDトラックイ
ンデックスになります。トラックオフセットをカスタ
ムするにはこのインジケーターをイベントのビギンバ
ウンダリーより前か後にドラッグします。つくられた
オフセットはイベントのビギンバウンダリーの前もし
くは後に陰となって現れます。
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トラックオフセットをカスタムするにはこのインジケーターをイベン
トのビギンバウンダリーより前か後にドラッグします

オフセットのデュレーションはオフセットの右側に現
れ、三角 (△ )で表示され、イベントの実際のビギン
バウンダリーの前か後につくられるかによります。

ギャップ /ポーズ インジケーター

ギャップとポーズは CDトラックの間に間をつくりた
いときやオーディオを含む CDトラックの間にポーズ
をつくりたいときに使われます。デフォルトでは、こ
のインジケーターはプレイリストのビギンバウンダ
リーとトラックスタートオフセットと同じ場所に現
れます。このインジケーターをイベントのビギンバウ
ンダリーより前または後にドラッグするとギャップと
ポーズをカスタムすることができます。ギャップと
ポーズはイベントのビギンバウンダリーの直前または
直後に陰の領域で表されます。
典型的なギャップの使用例として 2つの CDトラック
の間に 2秒かそこらの間を持たすことがあります。ま
た、オーディオを含むポーズの一般的な使用例として、
曲の間のオーディエンスの拍手が休止中にあるライブ
レコーディングのオーディオ CDをつくるときに使い
ます。これを使うことによって、リスナーがこの CD

トラックへ進む際に、拍手をスキップしてその曲の始
めに行くことができます。しかし CDを始めから最後
まで聴く場合は、曲の間の拍手は流れます。

タイムライン

タイムラインはタイムラインの始まり (タイムゼロ )

からどこにプレイリストが存在しているのかを明確に
します。タイムラインはウェーブフォームビューエリ
アの底に沿って水平に現れ、規則的にタイムインター
バルを印します。印されるインターバルは選択したタ
イムユニットによって変化し、そしてウェーブフォー
ムビューエリアのズームレベルによっても変化しま

す。例えば、“分 :秒 :1/1000秒”をタイムユニットフォー
マットとして選択し、最小までズームアウトした場合、
タイムラインは一分毎のインターバルで表示されま
す。ズームインをすると、タイムラインは数秒のイン
ターバルになり、最大までズームインすると、インター
バルは毎秒おきになります。

プレイヘッド カーソル

プレイヘッドカーソルはどのプレイリストの部分が
現在再生されているかを示します。その位置はカウン
ターディスプレイで示されている数的な位置と対応し
ています。タイムラインに沿ってどこでもクリックす
るとその位置へプレイヘッドカーソルを動かし、再生
がスタートします。

ホライゾンタル スクロールバー

ホライゾンタルスクロールバーはウェーブフォーム
ビューエリアのグラフ的部分の一番底に近い位置にあ
り、そのグラフの内容がその時点でのズームレベルで
スクリーン上に表示されるものより大きい場合に現れ
ます。このコントロールは視野のみを変えるのに使
用され、タイムラインもしくはそれ同士に関連するイ
ベントやプレイリストの内容を動かすことはできませ
ん。ホライゾンタルスクロールバーをキーボードで動
かすためには、コントロールバーを押しながら左もし
くは右の矢印ボタンを押します。コントロールキー +

左矢印ボタンで左にスクロールし、タイムラインの早
い時間の方へ動き、コントロールキー +右矢印ボタ
ンで右にスクロールし、タイムラインの後の時間の方
へ動きます。

ホライゾンタル スクロールの矢印ボタン

ホライゾンタルスクロールの矢印は、ホライゾンタ
ルスクロールバーの右に現れ、単にウェーブフォー
ムビューエリアの視野を変化するのに使います。スク
ロールバーが好きなだけ動かすことを可能にするのに
対し、スクロールの矢印はクリックごとに固定化され
た量だけ動きます。

トラックスタートオフ
セットインジケータ

ポーズ /ギャップ
インジケータ
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ズームレベルによってクリックごとに動かされる
ウェーブフォームの量は変化します。より低いズーム
レベルでは、一回のクリックでより高いズームレベル
よりもたくさんの量を動かします。ホライゾンタル
スクロールの矢印をキーボードで動かすには、コント
ロールキーを押したまま右もしくは左の矢印キーを押
します。

Mac OS Xでスクロールホイール対応のマウスを使
う場合、ホイールをホライゾンタルスクロールバー
を動かすのに使うことができます。

カーソル モード /ツール

プレイリスト自動的に 2つのカーソルモードの間で
切り替わります。そしてそれはプレイリスト・ビギン
/エンド・バウンダリーに関係するカーソルの位置に
よります。カーソルがバウンダリーの近くにある場合
はトリムイベントツールに変化し、そしてイベントの
ウェーブフォームディスプレイの位置の上にある場合
はムーブイベントツールに変化します。

ムーブ イベント ツール

ムーブイベントツールはリージョンをマウスを使って
プレイリストのタイムラインの前もしくは後ろに動か
すのに使われます。←→で表示されます。ムーブイベ
ントツールをキーボードで動かすにはコンマとピリオ
ドキーを使います。(コンマはイベントを左の方へ、
ピリオドは右の方へ動かします。)これはナッヂイン
イベントキーボードコマンドと同じです。

1. カーソルをプレイリストイベントウェーブフォー
ムの上に置きます。←→カーソルが現れます。

2. ウェーブフォームをクリックするとタイムライン
の中でイベントを自由にドラッグできます。

トリムイベントツール

トリムイベントツールは、イベントの始点終点の調整
および伸縮を行うために使用します。トリムツールの
カーソルは、イベントの始点および終点にて [←また
は→ ]に表示されている際に有効となります。トリム
ツールと同様の効果を得るキーボードショートカット
はありません。

トリムイベントツールは、プレイリストイベントの始
点および終点にマウスカーソルを移動する事で調整を
行う事ができます。プレイリストイベントの最も左側
である始点の調整 (伸縮 )を行う場合、そのイベント
のスタートタイムおよびイベントの長さを伸ばす事が
可能です。プレイリストイベントの最も右側である
終点の調整 (伸縮 )を行う場合、そのイベントのエン
ドタイムおよびイベントの長さを短くする事が可能で
す。プレイリストイベントの終点を左へ調整を行う
事でイベントを短くし、そのイベントのタイムスケ
ジュールをより早く終わらせます。プレイリストイベ
ントの終点を右へ調整を行う事でイベントを長くし、
そのイベントのタイムスケジュールを伸ばす事ができ
ます。

トリムイベントツールを使用する : 

1. マウスカーソルをプレイリストイベントの始点も
しくは終点の付近へ近づけて、カーソルがトリム
イベントツールカーソル -([←または→ ])の表示
に変わる位置へ移動させます。

ムーブリージョン
ツールカーソル

トリムリー
ジョンツール
カーソル
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2. プレイリストイベント上でトリムイベントツール
がアクティブになった際に、始点および終点を右
および左へクリック &ドラッグを行い、プレイリ
ストイベントの調整および伸縮を行ってください。

ハイプレシジョンエディティングモード

ムーブイベントツールやトリムイベントツール、スク
ロールリージョンモードおよびプレサーブタイミング
モードを使用する際、キーボードのコントロールキー
(Ctrl)を押しながら、より精度の高い編集を行う事を
可能とするハイプレシジョンエディティングモードを
使用する事ができます。このツールでは、上記で挙げ
た各種モードを使用する際、1msの精密な単位での編
集を行う事ができます。例えば、Ctrlキーを押し続け
たままトリムイベントツールを使用した場合、イベン
トの始点終点を 1msで調節する事ができます。

また、Audio CD modeチェックボックスがチェックさ
れている場合、ハイプレシジョンエディティングモー
ドは、1CDフレーム単位で調整する事ができます。

複数のプレイリストイベントの選択

通常、複数のリージョン (プレイリストイベント )が
プレイリストへ追加された場合、そのイベントをトリ
ム、ナッヂ、やメタデータの入力などの編集する必要
があります。実行される編集の種類に関わりなく、特
定のプレイリストイベントの編集を行うための選択を
行う方法のノウハウは重要となります。

ウェーブフォームビューエリアでプレイリストイベントを
選択する :

•  ウェーブフォームビュー上でクリックを行い選択
されたプレイリストイベントは選択されていない
プレイリストイベントと異なる色でハイライト表
示されます。(選択された際の色は、環境設定の
Colorの設定に依存します )

ウェーブフォームビューエリアで複数のプレイリストイベ
ントを選択する :

ウェーブフォームビュー上でクリックを行い選択され
たプレイリストイベントは選択されていないプレイリ
ストイベントと異なる色でハイライト表示されます。
(選択された際の色は、環境設定の Colorの設定に依
存します )

• 始めに選択を実行した後に⌘キーを押し続けたま
ま、2つめのプレイリストイベントをクリックし
て選択を行います。

• さらに他のプレイリストイベントの選択を続けて
行う場合、さらに⌘キーを押しながら選択を行い
ます。

連続したイベントの選択をすると、全てのアイテムは隣接しており -分離しているイベントを選択する場合、アイテムは隣接していません。
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⌘キーを押し選択を行う場合は、連続したプレイ
リストイベントを自動的に選択する機能を持たな
いため、隣接したプレイリストイベントを自動的
に選択する場合、始めに選択を実行した後、シフ
トキーを押しながら、最後に選択を行うプレイリ
ストイベントをクリックする事でより効率の良い
選択が行えます。

プレイリストイベントの削除

編集を行う行程で、ウェーブフォームビューもしくは
リストビューから、プレイリストイベントの削除を行
う場合があります。

ウェーブフォームビューからプレイリストイベントを削除
する :

•  ウェーブフォームビューより削除を行うプレイリ
ストイベントの選択を行い、プレイリストインター
フェース上にある Delete Playlist Eventボタンをク
リックするか、キーボードの deleteキーを押して
ください。

プレイリストイベント間にトランジッションを作
成する

隣接するプレイリスト間に作成する事ができるトラン
ジッションには、バットエディット、クロスフェード、
ギャップ、ポーズの、異なった 4つの種類あります。

複数のプレイリストイベントのバットエディット

複数のプレイリストイベントがプレイリストに追加
した場合、デフォルトのトランジッションのタイプで
バットエディットが行われます。イベントを追加する
ごとに、各イベント間に隙間を作らずプレイリスト上
へ配置されます。配置されたイベントの前のイベント
に対してバットエディットを行わない場合、この機能
は役立ちます。

ウェーブフォームビュー上でプレイリストイベントをバッ
トエディットする

1. バットエディットを行うイベントをウェーブ
フォームビューから選択します。

バットエディットを行う前

2. プレイリストインターフェースの左部分に配置さ
れているバットトゥプレヴォイスイベントエンド
ボタンをクリックし、選択されたイベントの前に
あるイベントの終点と選択されたイベントの始点
をバットエディットさせます。

バットトゥプレヴォイスイベントエンドボタン

バットエディットを行なった後

プレイリストイベントを同時にクロスフェードする 

プレイリストイベント間での異なるトランジッション
としてプレイリストイベント間のクロスフェードが挙
げられます。クロスフェードは、手前にあるイベント
が終わる前に、後ろのイベントが始まる様、2つのイ
ベントを重複させるトランジッションです。2つのイ
ベントが重なり合うエリアでは、手前にあるイベント
がフェードアウトし、その後のイベントがフェードイ
ンします。典型的なクロスフェードとして、全体的な
ボリュームレベルがある程度一定のままです。
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また、クロスフェードオプションを使用してくロス
フェードの特性を変更する事も可能です。  

2つのプレイリストイベントを重ね合わせる事によってクロスフェー
ドが行われます。

ウェーブフォームビュー上でプレイリストイベントをクロ
スフェードさせる :

1. ウェーブフォームビュー上でクロスフェードをか
けるイベントを探してください。

2. 手前 (または、後ろ )のイベントをクリックし、
そのまま右側へ (タイムラインの後ろへ )ドラッ
グして 2つのイベントが重複するようにして下さ
い。(または、後ろの )イベントをクリックし、そ
のまま左側へ (タイムラインの前へ )ドラッグし
て 2つのイベントが重複するようにして下さい

ウェーブフォームビュー上でムーブイベントツールを使用
してクロスフェードのデュレーションを変更する :

• ムーブイベントツールを使用して、フェードアウ
トしているイベントを左側 (タイムラインの前 )

へクリック &ドラッグを行いクロスフェードの長
さを短くする、または、フェードアウトしている
イベントを右側 (タイムラインの後ろ )へクリッ
ク &ドラッグを行いクロスフェードの長さを長く
する事ができます。

左側の図では、イベントのクロスフェードを長くするための例を挙げ
ていますが、右側の図イベントのクロスフェードを長くするための例
が挙げられています。

ウェーブフォームビュー上でトリムイベントツールを使用
してクロスフェードのデュレーションを変更する :

• トリムイベントツールを使用して、左側 (手前 )

のイベントの終点を右側へトリムする事で、フェー
ドアウトの長さを長くする事ができ、左側へトリ
ムする事でフェードアウトの時間を短く調整する
事が可能です。また、右側の (後ろ )のイベント
の始点を左側へトリムする事で、フェードアウト
の長さを長くする事ができ、右側へトリムする事
でフェードアウトの時間を短く調整する事も可能
です。

左側の図では、選択されたリージョンのクロスフェードを長くする例
を挙げており、右側の図では選択されたリージョンを短くする例が挙
げられています。

ウェーブフォームビューでクロスフェードのタイプを変更
する :

1. 編集を行うためのクロスフェードを選択します。
(クロスフェードインされた箇所のクロスフェー
ドイベントの選択を行う必要があります )

2. プレイリストインターフェースの左上部に配置さ
れているクロスフェードタイプボタンをクリック
し、続いて選択されているクロスフェードイベン
トにどのタイプのクロスフェードを行うかポップ
アップメニューより選択をします。選択されたク
ロスフェードは新たなフェードエンベロープとし
て双方のクロスフェードへ変化をもたらします。

Butt Splice 
(バットスプライス )

Linear (リニア )

Equal Power 
(イコールパワー )

Fast In, Slow Out 
(スローアウトファーストイン )

Slow Out, Fast In 
(スローインファーストアウト )

クロスフェードタイプポップアップメニュー
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ウェーブフォームビューでカスタムフェードエンベロープ
を作成する :

1. プレイリストイベントのフェードエンベロープ
(例えばフェードの “In” または “Out” )を直
接 Wクリックしてプレイリストイベントクロス
フェードダイアログを表示させます。

2. プレイリストイベントクロスフェードエディタで
は、ポップアップメニューからプリセットの選択
を行うかエンベロープの形を直接カスタムを行う
事ができます。

3. エンベロープのライン上でクリックを行う事で、
自在に動かす事が可能となるブレイクポイントが
作成されます。

4. エンベロープ上に作成したブレイクポイントド
ラッグして、フェードエンベロープの形をカスタ
ムします。

5. フェードエンベロープを希望する形に形成できる
までドラッグを続けてください。ブレイクポイン
トを削除したい場合、削除を行うブレークポイン
トをクリックッした後キーボードの deleteキーを
押してください。

6. 作成したエンベロープの形状を反転させたい場合、
"<- ->"ボタンをクリックしてください。この方
法で、フェードエンベロープのミラーイメージを
作成する事ができます。

7. 作成したフェードエンベロープを今後も使用する
ため、保存する場合、エンベロープエディタを終
了する前にエディタダイアログ上で Saveボタンを
クリックしてください。

8. OKボタンを押した後カスタムされたフェードが
ウェーブフォームディスプレイのイベントやリー
ジョンに適用されます。

カスタムしたフェードイン /アウトエンベロー
プは、以下の階層に保存されます。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
/MacintoshHD/ユーザー /ホームディレクトリ
/ライブラリ /Preferences/Peak Envelopes/ 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
後に、ポップアップメニューより選択可能なプリ
セットとして登録するには、上記の階層にカスタ
ムしたフェードイン /アウトエンベロープを保存
する必要があります。

プレイリストイベント間のギャップまたはポーズのカ
スタムセッティング

2つのプレイリストイベント間に短い遅れを作成する
ギャップまたはポーズは似ていますが、固有の方法に
おいてポーズの編集を行う事はできますが、ギャップ
の編集を行う事はできません。

上記の図は、2つのプレイリストイベント間の短いギャップを表して
います。
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ポーズは、同様の目的のため用いられますが、オーディ
オに含まれるスペースを作成する事に用いられます。

上記の図は、無音のポーズを表しています。

例えば、ライブコンサートのマスタリングを行う際、
曲の間に観客の歓声が長い間含まれている事がありま
す。2つの曲間にオーディオ (この例では歓声の部分
のオーディオ )が含まれているポーズを作成する事に
よって、演奏の始めから終わりまでを通して双方の
曲間に歓声が含まれたオーディオ CDを作成する事が
可能です。リスナーが CDプレーヤ上で前後のトラッ
クのコントロールを使用してナビゲートする場合、プ
レーヤは、観客の歓声の部分をジャンプして、直接曲
の始まりへスキップします。

上の図は、前のイベントからオーディオへ含まれるポーズを表してい
ます。-この例では、ポーズのオーディオは、前の曲の終わりに観客
の歓声が含まれています。

2つのプレイリストイベント間でギャップが作成さ
れると、無音の部分は前のイベントとの一部となり、
ギャップの長さ分の無音がイベントへ加えられます。
CDライティングを行った場合、CDプレーヤのカウン
ターは、ギャップを前のトラックの一部として認識し
ます。2つのプレイリストイベント間でポーズが作成
されるとポーズの長さは固有の存在として、認識され、
前のトラックへ加えられる事もなく次のトラックへも

加えられません。CDライティングを行った場合、CD

プレーヤのカウンターは、ポーズを前のトラックまた
は、次のトラックに追加されません。その代わり、前
のトラックが終わったとき、カウンターはその後の
ポーズの長さ分カウントを行います (プレイヤがポー
ズの表示をサポートしている場合 )。そしてカウント
終了後、次の曲を再生し始めトラックカウンターの値
が増加します。

ウェーブフォームビューでプレイリストイベント間の
ギャップを作成する :

1. ギャップを作成したい 2つのイベントをウェーブ
フォームビューより見つけます。

2. 2つのイベント間に希望するギャップの長さが作成
されるまで、ムーブイベントツールを使用して、右
側 (時間軸の後ろの方 )の方向へドラッグします。

3. ギャップのプレビューをするためにギャップを作
成した数秒前のタイムラインをクリックして下さ
い。(他のプレイリストイベント間にあるトラン
ジッションのプレビューを行うための方法に関し
ては、後に説明するセクションをご覧下さい )

ウェーブフォームビューでプレイリストイベント間のポー
ズを作成する :

1. ポーズを作成したい 2つのイベントをウェーブ
フォームビューより見つけます。

2. 2つのイベント間に希望するギャップの長さが作
成されるまで、ムーブイベントツールを使用して、
左側 (時間軸の後ろの方 )の方向へドラッグしま
す。

3. 前のイベントの終点に合わせられるまで左 (時間
軸の前の方 )にポーズインジケータをドラッグし
てください。

4. ポーズのプレビューをするためにギャップを作成
した数秒前のタイムラインをクリックして下さい。
(他のプレイリストイベント間にあるトランジッ
ションのプレビューを行うための方法に関しては、
後に説明するセクションをご覧下さい )
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ウェーブフォームビューでプレイリストイベント間にオー
ディオが含まれているポーズを作成する :

1. ポーズを作成したい 2つのイベントをウェーブ
フォームビューより見つけます。

2. 2つのイベント間に希望するギャップの長さが作
成されるまで、ムーブイベントツールを使用して、
左側 (時間軸の後ろの方 )の方向へドラッグし、
前のイベントの終点よりも手前まで左 (時間軸の
前の方 )にポーズインジケータをドラッグしてく
ださい。

トラックスタートオフセットの設定

トラックスタートオフセットは、スタートタイムの値
を作成するのに用いられます。次のトラックへスキッ
プさせた際のスタート位置として反転表示された位置
にCDのトラックインデックスが配置されます。トラッ
クスタートオフセットを持つオーディオ CDを CDプ
レーヤにて再生し、前後にトラックをスキップさせた
ときの配置されているオフセットポイントから再生が
行われます。オーディオの再生が行われる際、トラッ
クのコンテンツの途中でオフセットポイントを配置
し、次のトラックまたは前のトラックをコントロール
に反映させる事も可能です。

2つのプレイリストイベント間のクロスフェードでト
ラックスタートオフセットのカスタムを使用する事
は、実際のスタートタイムをクロスフェードの範囲の
いかなる場所でも配置する事を可能とします。

ウェーブフォームビューでトラックスタートオフセットを
より手前にセットする :

•  トラックスタートオフセットを希望する位置まで
にクリック &ドラッグします。

ネガティブトラックスタートオフセットマーカー (前のイベントのコ
ンテンツ )をセットする事により、スタートタイムを通常再生する前
の場所に再生開始時間のセット (デフォルトでは、通常イベントのス
タートポイントと同じ位置から再生されます )を行う事ができます。

ウェーブフォームビューでトラックスタートオフセットを
より後ろへセットする :

•  トラックスタートオフセットを希望する位置まで
にクリック &ドラッグします。

ポジティブトラックスタートオフセットマーカー (後ろのイベントの
コンテンツ )をセットする事により、スタートタイムを通常再生する
より後ろの場所に再生開始時間のセット (デフォルトでは、通常イベ
ントのスタートポイントと同じ位置から再生されます )を行う事がで
きます。

上記の図では、クロスフェードの中央より前のイベントへポジティブ
トラックスタートオフセットを配置し、ポーズを含むイベントを表し
ています。

トラックスタートオフセットは、前のイベントのス
タートオフセットより前のタイムラインまたは、イ
ベントの終点よりも後へ作成する事はできません
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List View Area

Peak Playlistの List View部分で見つけることが出来る
様々なコントロールとデータ・
フィールドはこのセクションで説明されます。
Columnと Data Fieldがデフォルトで表示される順序
で説明されているということを覚えておいて下さい。
Peakの非常にカスタマイズ可能な本質のために、あな
たは自由にカラムとフィールドを希望の順序でクリッ
クし、ドラッグすることが可能であり、機能性の違い
はありませんが、デフォルトポジションからそれらを
変更した場合、ドキュメンテーションは、同じ順序に
は表示されないことに気を付けて下さい。

List View Columns, ControlsとData Fields

このセクションは List View Areaで見ることが出来るそ
れぞれのコントロールにつ
いて説明します。

Show/Hide List View disclosure 
triangle（リストビューエリアの表示 /非表示）

この小さい黒い三角形はインタフェースに「リスト ポ
イント」ラベルの左まで現れ
ます。 これは、普段、追加情報、またはインタフェー
ス・コントロールを表示、または隠すのに使用される
MacOSの標準搭載されたコントロールです。この場
合、リストを表示する三角形が右 (位置を閉じた )を

指している場合、それは録音テープリストのインター
フェースのリストの全体を隠しています。その三角形
が下方へ (オープン・ポジション )指している場合、
表示された状態になります。表示状態、またはインター
フェースの表示部分となります。

Peak LEでは録音テープリストビュー(リスト視界)

を一つのみ使用するので、この開示三角形の機能
は搭載しません。

Program Duration Time Display(プログラム 
デュレーション タイム ディスプレイ )

ショー /ハイドリスト ビューの開示三角形と直接反対
側にプログラム持続ディスプレイを見つけることが出
来ます。このディスプレイは、プレイリストにあるす
べての内容物リストの長さ、開始時間から終了時間や
すべてのクロスフェードとギャップタイムなどを表示
します。デフォルトでは、このディスプレイが、リス
トビューから波形表示ビューを分けるインターフェー
ス・フレームに現われます。波形表示が隠される場
合、プログラム デュレーションは、リストビューの上、
ナッジコントロールの下に現われ、また、リストビュー
が隠される場合、それがちょうど波形表示エリアの下
のウィンドウフレーム内に現われます。

Track Number Column(トラック ナンバー カラム)

トラック ナンバー カラムは、それぞれのプレイリス
トイベントのトラックナンバーを表示します。プレイ
リストをオーディオ CDとして作成し、そのプレイリ

リストビューエリアの詳細

トラック
ネーム
カラム

リストビュー
エリアの
表示 /非表示

クロスフェード
イン

シェイプ
カラム

トラック
デュレーション
カラム

トラック
スタートタイム
カラム

クロスフェード
イン

デュレーション
カラム

エンファ
シス
カラム

ゲインチェンジ
アンマウント

プログラム
デュレーション
タイムディスプ

レイ
CD-TEXT
カラム

トラックスタート
オフセットタイム

カラム

トラック
ナンバー
カラム

ギャップ /ポーズ
デュレーション
カラム

トラックエ
ンドタイム
カラム

クロスフェード
アウトデュレー
ションカラム

クロスフェード
アウト

シェイプカラム

ISRCディス
プレイ
カラム

コピープロ
テクション
カラム

Vboxエフェ
クトカラム
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ストをリージョン メーカーを含む新しいオーディオ
ドキュメントにバウンスした場合、このカラムに表示
されるナンバーは、CDのトラックナンバーになりま
す。今番号の編集不可能で、トラックナンバーを変更
する唯一の方法は、プレイリストで順序を変更するこ
とです。

Track Name Column（トラックネームカラム）

トラックネームカラムではプレイリストで使用されて
いるイベントの名前を表示させます。デフォルトでは
ソースとなるオーディオドキュメント上のリージョン
の名前がトラックネームとして表示されますが、プレ
イリスト上でこれを編集する事も可能です。トラック
ネームカラム上で 1度クリックを行うと新たにテキ
スト入力が可能な状態となり、新しく名前を付け替え
る事が出来ます。プレイリスト上で名前を変更しても
ソースとなるオーディオドキュメントのリージョンの
名前に影響を及ぼす事はありません。

Track Start Offset Time Column(トラック オ
フセット タイム カラム )

ファイルが使用され、波形表示ディスプレイ エリア
の中のトラック スタート オフセットの位置に該当す
る場合にトラック オフセット タイム カラムは、録音
テープリストの中で使用されるトラックスタート オ
フセット タイム バリューを表示します。デフォルト
の場合、トラックの開始時間が、イべントの始まる境
界線に設定し、0秒の値に表示されます。(またはタ
イムユニットの中で同等な位置 )トラック スタート 

オフセットは、実際のトラックの開始時間に独立した
値を与えることを可能にします。それによりトラック
の実際の開始時間がイベントの始まる境界線の前、ま
たは後に設定することが出来ます。リストビューのト
ラック スタート オフセットを編集するために TS オフ
セット カラムの下のイベントの TS オフセット データ 

フィールドをクリックしてください。・編集トラック 

スタート オフセット ダイアログが現れます。

Track Start Time Column(トラック スタート タ
イム カラム )

このカラムは、プレイリスト イベントのための開始時
刻を示します。この値はプレイ リスト イベントの開
始する境界線の位置に一致します、またイベントのト
ラック スタート・オフセットのデフォルト位置および

休止 /ギャップ指標と同様の境界と同じでもあります。
トラック スタート タイム カラムの下のアイテム上の
シングルクリックは、値を編集可能にします。また、
新しい開始時刻が入力されるかもしれません。

Track End Time Column(トラック エンド タイ
ム カラム )

このカラムは、プレイ リスト イベントのための終了
期間を示します。この値は、イベントの終了の境界の
位置に一致します。トラック エンド タイム カラムの
下にあるアイテム上のシングルクリックは、値を編集
可能にします。また、新しい終了期間が入力されるか
もしれません。

Gap/Pause Duration Column(ギャップ /ポー
ズ デュレーション カラム )

ファイルが使用されている場合、ギャップ /ポーズ 

デュレーションのカラムはギャップ /休止ポーズ デュ
レーションの価値を表示します。そして、波形表示ディ
スプレイ・エリアのギャップ /一時停止ランプの位置
へ合致します。デフォルトの場合、トラック間のギャッ
プ /休止は 0秒 (あるいは他の時間ユニットにおいて
等しい値 )です。これはギャップ /休止カラムで表示
されます。また、(波形表示の中の )ギャップ /一時
停止ランプはイベントの開始の境界線にロックされま
す。ギャップの典型的な使用方法は 2つの CDトラッ
ク間の 2秒程度の静寂を作ることです。オーディオを
含んでいるポーズのための典型的な使用方法は、ライ
ブ録音 (ここで歌の間の聴衆賞賛は休止に置かれる )

が理解しやすい例になります。このシナリオの中で、
リスナーがこの CDトラックに向かって早送りをすれ
ば、拍手をスキップし歌に素早く移動することが出来
ます。しかし、始めからの終わりまで CDを聞く場合、
彼らは歌の間の拍手を聞かなくてはなりません。プレ
イリスト イベントのギャップ /ポーズのフィールドで
クリックすることでそれを編集可能にします。また、
新しい値が入力されるかもしれません。

Crossfade In Shape Column(クロスフェードイ
ンシェイプカラム ) 

このカラムの下に現われるフィールドは、プレイ リ
スト イベントのために使用されているエンベロープ 

シェープの中のフェードのサムネイル説明を表示しま
す。サムネイル画像上でダブルクリックすることは、
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エディター ダイアログのプレイ リスト イベント・ク
ロスフェードを開き、フェード エンベロープの形を修
正することを可能にします。多くのプリセットされた
フェード エンべロープ シェイプは、現在のエンべロー
プは、ポップアップ・メニューにおいて利用可能です。
- これらが含まれています。

 Xfade Block In-このフェード エンベロープが使用
される場合、フェードインが瞬間的に生じます。
残部の編集を行なうこと場合、そしてプレイリス
ト イベント間の推移は微調整が必要となる場合、
あるいはクロスフェードで終って行くパートが時
間と共にフェードアウトして行く間に開始され
入ってくるパートが瞬間的にフェードをする必要
がある時、この種のエンベロープは有用です。

 Xfade Equal Power Blend-このフェード エンベロー
プが使用されている場合、フェードインは時間を
掛けて生じます。クロスフェードの終って行くパー
トは同じ形のエンベロープ シェイプを使用してい
る場合、フェードの全持続に亘るオーディオの全
面的な振幅は、比較的一定のまま残されます。

 XFade Linear Blend-このフェード エンベロープが
使用される場合、振幅が増加する割合は線形で、

また振幅は、フェードのすべてのステージで滑ら
かに中へ増加します。これはデフォルトのフェー
ド・タイプで、さらに最も一般に使用されるフェー
ド・タイプです。

Cross Out Shape Column

このカラム・ディスプレイの下に現れるフィールド
は、プレイリスト イベントのために使用されている
フェード アウト エンベロープのサムネイルを表示し
ます。サムネールのグラフィック上でダブルクリッ
クすることでフェード エンヴェロープの形を修正す
ることを可能にするプレイリストイベント・クロス
フェード アウトエディター ダイアルグを開きます。
多くのプリセットされたフェード エンベロープは、現
在のエンベロープ ポップアップ・メニューにおいて利
用可能です。- 下記のものが含まれます。

 Xfade Block Out- このフェードエンベロープを使
用する場合、フェードアウトが瞬時に行なわれま
す。残部の編集を行なうこと場合、そしてプレイ
リスト イベント間の推移は微調整が必要となる場
合、あるいはクロスフェードで終って行くパート
が時間と共にフェードアウトして行く間に開始さ
れ入ってくるパートが瞬間的にフェードをする必
要がある時、この種のエンベロープは有用です。
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 Xfade Equal Power Blend-このフェード エンベロー
プが使用されている場合、フェードインは時間を
掛けて生じます。クロスフェードの終って行くパー
トは同じ形のエンベロープ シェイプを使用してい
る場合、フェードの全持続に亘るオーディオの全
面的な振幅は、比較的一定のまま残されます。

 XFade Linear Blend-このフェード エンベロープが
使用される場合、振幅が増加する割合は線形で、
また振幅は、フェードのすべてのステージで滑ら
かに中へ増加します。これはデフォルトのフェー
ド・タイプで、さらに最も一般に使用されるフェー
ド・タイプです。

カスタム フェード シェイプを作成する方法を含
むフェード エンべロープについての詳細に関して
は、この章にある” Editing Crossfade” セクション
をご覧下さい。

Crossfade In Duration Column

このカラムの下に表示されたフィールドは、クロス
フェードの入ってくるパートのフェードする長さを表
示します。

Gain Change Amount Column

このカラムの下に表示されるフィールドは、非破壊
のゲインの変化の量を表示します。- ソース オーディ
オ ドキュメントのオリジナルのレベルより。ソース 

オーディオ ドキュメントのソース リージョンではな
く、ここで適用される変化は、プレイリスト イベント
のみに影響します。プレイリスト イベントのゲイン設
定は、プレイリスト中のイベントのバランスのコント
ロールに使用されます。ボリュームレベルの適切なバ
ランスを調節するために幾つかのプレイリスト イベ
ントのボリュームを上げるか、下げる必要があります。
プレイリストを再生する時に 個々のプレイリスト イ
ベントのゲインを調節することが可能です。 

信号がオーバーロードしたり、クリッピングが起
こったりする場合があるため、プレイリストのイ
ベントのゲインをあまり高くしないように注意し
て下さい。さらに、2つのプレイリストのイベン
トのゲインの差が大きすぎる場合、プレイリスト
のイベント間のクリックを引き起こします。クロ
スフェードは、これらの推移を滑らかにすること
を可能にします。

ISRC Display Column

このカラムの下に表示されるフィールドは、それぞれ
のプレイリスト イベントのための ISRCコードを表示
します。プレイリスト イベントの ISRCデータフィー
ルドをシングル -クリックすることで ISRCコードの
みを入れるために編集することを可能にします。この
データ・フィールド上でダブルクリックすることは、
ISRCコード・フィールドを含むトラックごとの CD-

TEXTダイアログを開始します。̶トラックタイトル、
演奏者などのようなその他のトラックごとの CD-TEXT

データのフィールドも同様です。
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ISRC-フォーマットコードは、四つのセクションによ
り構成されています。-カントリーコード、オーナー
コード、リファレンス コードの年、シリアル番号です。

 カントリーコード - ISO(International Standard 

Organization)メンバー カントリーの指定。この
コードの形は、二つの大文字のアルファベットで
表示されます。

 オーナーコード - オーナー (音響録音のコピーラ
イトのオーナー )の国。このコードの形は、三つ
の英数字で表示されます。

 リファレンス コード - 録音に割り振られる ISRC

の中の年です。- 年数の一番最後の二桁が表示さ
れます。このコードの方は、二桁になります。

 シリアルナンバー - このコードは、ソフトウェア
の所有者によってトラックに振り割れられます。
このコードは、同じカレンダーの年の中では、繰
り返されません。このコードの形は、五桁の数字
で形成されます。

ISRCコードに関してそり多くの情報を知りたい場合に
は、International Federation of Phonographic Industory 

ウェブサイトを訪れてください。

http://www.ifpi.org/isrc/

プレイリスト イベント・リージョンの ISRCデー
タ フィールドをダブルクリックした際に表示され
るトラックダイアログのための CD-Textとプレイ
リストの CD info ボタンをクリックした時に表示さ
れるオーディオ CDダイアログのための CD-TEXT

との違いがあることに注意して下さい。トラック

ダイアログのための CD-TEXTは、ISRCコードの
入力とトラック対し固有のその他の情報の入力を
可能にします。この章の後ろで紹介される ISRC

コードを使用についてのより多くの情報について
は、“Adding Metadata to Disc&Tracks section” をご
覧下さい。

CD-TEXT(トラックごとの )ダイアログ

このダイアログは、入力されるであろう何種類もの
track-specific CD-TEXTデータの中にある多くのフィー
ルドを持ちます。このデータは、プレイリストの
CDTXTチェックボックスと Burn Audio CDダイアログ
にある” Burn CD-Text from Playlist” チェックボック
スの両方にチェックが入っている時のみ CDに記録す
ることが出来ます。このフィールドは、次のダイアロ
グの中で使用することが可能です。:

・ Title

・ Performer

・ Songwriter

・ Composer

・ Arranger

・ ISRC

Emphasis Colum(エンファシス コラム )

このコラムのチェックボックスは、プレイリスト イベ
ントを重要視をするかどうかの表示をします。重要視
の旗は、CDが再生する時の数多くの機能をトリガー
するために必要になる多く在る CDデータ サブコード 

コントロール バイトの一つです。使用する CDプレイ
ヤーによってこの目印は、関与され、ハイパスフィル
ターを引き起こし、トラックに含まれる高周波数帯域
を強調します。エンファシスは、一般的に使用される
機能では、ありません。

カントリー
コード

オーナー
コード

リファレンス
コード

シリアル
ナンバー

http://www.ifpi.org/isrc/
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Copy Protection Colum

このコラムのチェックボックスは、プレイリスト イ
ベントが、Serial(SCMS)copy protectionが重要視され
ているか表示します。Copy protection フラッグは、CD

が再生する時の数多くの機能をトリガーするために必
要になる多く在る CDデータ サブコード コントロール 

バイトの一つです。この旗が立っている場合、デジタ
ルコピーを防止することが可能になります。

Vbox Effect Pop-Up Menu(Vboxエフェクト 
ポップ -アップ メニュー )

Peakのプレイリストは、プレイリストイベント上で
(Vboxルーティングインターフェースを介して )VSTと
オーディオ ユニット エフェクト プラグインを使用す
ることを可能にします。それぞれのプレイリスト イベ
ントは、“Snapshot” といわれるそれらを振り分ける
ための独自のエフェクトを持つことが可能です。

CD-TEXT Colum

このカラムのチェックボックスは、トラックのための
CD-TEXT データが、CDに焼く際に有効かどうかを表
示します。

リストビューのフィールドの幾つかは、複数のプ
レイリストを同時に変更します。これを行なうた
めのフィールドは、トラック スタート オフセット、
ギャップ・ポーズ、I-XF, O-XF, I-XF-T、O-XF-Tな
どになります。複数の項目のためのこれらのフィー
ルドの値を変更するために希望するプレイリスト 

イベントを選択し、そして変更したいフィールド
をダブルクリックして下さい。値を入れるダイア
ログが表示されます。この値は、選択されたすべ
てのプレイリスト イベントのために個別のフィー
ルドに適用されます。

Vertical Scrollbar

縦のスクロールバーは、リスト ビューが表示している
時にプレイリストウィンドウの右側に沿って表示され
ます。このスクロールバーは、プレイリスト イベント
のリストを現在のウィンドウの高さでは、これ以上表
示できない場合に上下に移動し、閲覧するために使用
されます。

Vertical Scroll Arrows

縦スクロールの矢印は、バーティカルスクロールバー
の下に表示され、同じ目的を実行することが出来ます。
しかしそれらを一つのプレイリストイベントごとに縦
にスクロールします。

Horizontal Scrollbar

横スクロールバーは、リスト ビューエリアの一番下に
あるグラフィック要素の一つで、プレイリスト ウィン
ドウの幅のスクリーン上に表示することが出来ないほ
どのグラフィックの在中物がある場合に表示されます。

Horizontal Scrol Arrows

横スクロールは、横スクロールバーの右側に表示され、
スクロールバーのようにプレイリストのウィンドウの
幅がすべてのカラムを表示しきれない場合にカラムを
横に動かすために使用されます。

カラムの順序を変更する

リストビューで作業をしている場合、好きな順序でカ
ラムを整理することが可能です。これは、細いモニター
で作業をし、すべてのカラムを使用している場合に実
用的です。このシナリオの中では、カラムを再整理し、
ウィンドウをスクロールせずに使用しているすべての
データをいつでも見えるようにすることが出来ます。

リストビューの中にあるカラムの順序をカスタマイズする :

・  カラムのヘッダーをクリックし、右、または左へ
ドラッグして下さい。

プレイリストの選択

多くのリージョンがプレイリストに追加され場合、多
分それらに何らかの編集を加える必要が出るでしょ
う。この編集は、トリム、ナッジ、メタデータの入力
などがあります。これらのタイプの編集を加えるにあ
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たって、 編集過程のためにどのように特定のプレイリ
スト イベントを対象とするなどのようなどのように選
択部分を作り出す方法を知ることが大切になります。

リストビュー エリアの中でプレイリスト イベントを選択 :

・ 希望するプレイリスト イベントをクリックして下さ
い。-ハイライトされるのがわかります。(ハイラ
イトカラーは、お使いの MacOSのアピアランス プ
レファレンス セッティングによって異なります。)

リストビューエリアにある複数のプレイリストイベントの
選択 :

・  希望するプレイリスト イベントをクリックして下さ
い。- ハイライトされるのがわかります。(ハイラ
イトカラーは、お使いの MacOSのアピアランス プ
レファレンス セッティングによって異なります。)

・  始めの選択部分がアクティブになっている間に⌘
キーを押し、他のプレイリスト イベントを選択し
てください。これによって二つのプレイリスト イ
ベントを選択することが出来ます。

・  選択部分に追加のプレイリスト イベントを追加す
るためには、⌘キーを押し続け、その他のプレイ
リスト イベントをクリックして下さい。

選択を行なう間に⌘キーを下げておくことで隣接
していないプレイ リスト イベントを選択すること
を可能にします。また選択を行なう間にシフト・
キーを押しておくことで 2つの隣接していないプ
レイ リスト イベント選択することでその間にある
プレイ リスト イベントを含む全範囲を自動的に選
択します。

プレイリストを削除する

プレイリストを削除するためには、削除したいイベン
トを選択しなければいけません。前のセクションでプ
レイリストの選択の仕方を説明しています。

リストビューの中でプレイリスト イベントを消去する :

・ リスト ビュー エリアから削除したいプレイリスト
から選択し、プレイリスト インターフェースの左
上にある Delete Playlist Eventボタンをクリックし
て下さい。または、キーボードのデリートキーを
押して下さい。

プレイリスト イベントの名前を変更
プレイリスト イベントの名前を変更する :

プレイ リスト イベントの名前を変更したい時がある
かもしれません。これはリストビュー エリアでのみ行
うことができるが、これがオリジナル ソース ドキュ
メントのリージョンの名前を変更しないことに気づく
ことができます。ソースリージョンの名前を変更する
ために、5章を参照してください : 

プレイリスト イベントの名前を変更する :

1.  プレイリストのリストビューの部分の中で名前を
変更したいプレイリスト イベントの名前をクリッ
クして下さい。̶少しの遅れの後、名前が編集可
能なテキストに変更されます。

2.  プレイリストに新しい入れ、キーボードのリター
ンキーを押して下さい。

リストビューの中にある複数の隣接していない (i.e., 隣接していないセクション )選択されたプレイリスト イベント
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プレイリストの順序の変更

プレイリスト イベントの順序を変更は、リストビュー
を使用することのみで可能になります。

一つのプレイリスト イベントの順序を変更する :

1.  新しいポジションに移動したいイベントを選択し
て下さい。

2.  選択したイベントをプレイリスト イベントの中の
上、または下の希望する位置へドラッグして、選
択したイベントを前に表示するためにその後ろに
なるイベントの名前をハイライトして下さい。

プレイリストの順序を変更するためにイベントをクリックし、新しい
場所へドラッグして下さい。

例として二番目のイベントをイベントのリストの三番
目の場所に移動するためには、二番目のイベントを選
択し、クリック、ドラッグしながら三番目のイベント
に移動させて下さい。(三番目のイベントがハイライ
トされます。)、そしてマウスボタンをリリースします。
この場合、2番目と 3番目の位置が変更され、その他
のイベントには、影響しません。

個々では、エベント 2をエベント 3にドラッグし、エベント 2が三番
目のイベントになり、エベント 3は、リストの中で押されて 2番目の
エベントに変わります。

複数の隣接したプレイリスト イベントの順序を変更する :

1.  新しいポジションに移動したいイベントを選択し
て下さい。

2.  選択したイベントをプレイリスト イベントの中の
上、または下の希望する位置へドラッグして、選
択したイベントを前に表示するためにその後ろに
なるイベントの名前をハイライトして下さい。

例として一番目、二番目、三番目のイベントをイベン
トのリストの三番目、四番目、五番目の場所に移動す
るためには、一番目、二番目、三番目のイベントを選
択し、クリック、ドラッグしながら五番目のイベント
に移動させて下さい。(五番目のイベントがハイライ
トされます。)、そしてマウスボタンをリリースします。

複数のプレイリスト イべントの順序を変更するためにイベントをク
リックし新しいポジションにドラッグして下さい。

このシナリオの中では、1,2,3番目のイベントは、3,4,5
番目のイベントに変更され、4,5番目だったイベント
が 1,2番目のイベントに変更されます。

ここでは、イベント 1,2,3をエベント 5のかぶさるようにドラッグす
ることにより 3,4,5番目のポジションに動かしました。イベント 4,5は、
1,2番目のイベントになります。
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複数のプレイリストイベントは、それぞれが互い
に隣接している選択されたイベントが必要となり
ます。

プレイリスト イベント間にトランジションを作成する

近接するプレイリスト イベント間のトランジション
を可能にする 4つの異なるタイプがあります。バット
編集、クロスフェード、ギャップ、ポーズを含みます。

リストビューは、幾つものトランジションのグラ
フィカルな表示を提供しません。トランジション
の異なるタイプのより良い理解のしやすさのため
にウェイブフォーム ビュー エリアの中でのトラン
ジションの作成についてのセクションを見直した
いことでしょう。ウェイブフォーム ビュー エリア
の中でのトランジションの作成は、理解を簡単に
するためのそれぞれのトランジションのタイプの
写真を含みます。

プレイリスト イベントを一緒にリストを接合する

バット 編集は、プレイリストに追加された複数のイベ
ントとして作成された異なる種類のトランジションで
す。バット編集では、二つのイベントを合間がない連
続する場所に位置します。 

イベントが先立つイベントに対してすでに隣接されて
いない場合、この場所に戻すことは簡単です。

イベントをリスト ビューの中にある先立つイベントに接合
させる :

1.  希望するプレイリスト イベントのギャップ・ポー
ズ データフィールド-フィールドは、編集可能に
なります。

2.  0の値を入力し、リターンキーを押して下さい。-
イベントが先立つイベントの後部の境界線に対し
接合されます。

プレイリスト イベントを一緒にクロスフェードする

プレイリスト間のその他のトランジションのタイプ
は、クロスフェードです。クロスフェードは、二つの
イベントを時間の中でオーバーラップしてる場合のト
ランジションです。-前のイベントが終る前に、後に
続くイベントがすでに開始されることです。基本的な
クロスフェードの中では、全体的なボリューム、より
多く、または少なくコンスタントに残されます。典型
的なクロスフェードでは、それはオーディオ マテリ
アルに依存しますが、全面的なボリューム・レベルは
多かれ少なかれ一定のままに保たれます。Peakは実
際に希望されるどんな効力も達成することを可能にし
て、多くのクロスフェードのオプションを提供します。

リストビュー上でプレイリスト イベントをクロスフェード
するためには :

1.  リストビュー上で一緒にクロスフェードしたい隣
接するイベントを置きます。

2.  先のイベント (out event)の列の中で O-XF-Tカラ
ムをクリックして下さい。(または、Out Crossfade 

Time) -フィールドが編集可能になります。

3.  次のイベント (次のイベントの開始時刻カラムに
現われる値 )の開始時刻より初期の値を入力して、
keybaordの上でリターン・キーを押してください。

または :

1.  リストビュー上で一緒にクロスフェードしたい隣
接するイベントを置きます。

2.   先のイベント (out event)の列の中で O-XF-Tカラ
ムをクリックして下さい。(または、Out Crossfade 

Time) -フィールドが編集可能になります。

3.  前のイベント (前のイベントの終了時間カラムに
現われる値 )の終了期間より後の値を入力して、
キーボード上でリターン・キーを押してください。
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クロスフェードを編集する

クロスフェードはウェイブフォーム ビューあるいは
リスト ビューのいずれかの中で編集されるかもしれ
ません。このセクションは、特にリスト視界中の編集
するクロスフェードに対処します ? ウェイブフォーム 

ビューの中でクロスフェードすることについての詳細
に関しては、本章の初めにウェイブフォーム ビューを
説明するセクションを参照してください。

リスト ビューの中でクロスフェードの長さを変更するため
には :

1.  長さを変更したいクロスフェードを定めてくださ
い。

2.  先のイベント (out event)の列の中で O-XF-Tカラ
ムをクリックして下さい。(または、Out Crossfade 

Time) -フィールドが編集可能になります。

3.  次のイベント (次のイベントの開始時刻カラムに
現われる値 )の開始時刻より初期の値を入力して、
キーボード上でリターン・キーを押してください。

または :

1.  長さを変更したいクロスフェードを定めてください。

2.  先のイベント (out event)の列の中で O-XF-Tカラ
ムをクリックして下さい。(または、Out Crossfade 

Time) -フィールドが編集可能になります。

3.  前のイベント (前のイベントの終了時間カラム
に現われる値 )の終了期間より後の値を入力しま
す。、そしてキーボードのリターンキーを押して下
さい。

リスト ビューのクロスフェードタイプを変更する

1.  クロフェードの “I” コンポーネント イベントを選
択して下さい。(例 :フェードインするイベントで
す。)

2.  プレイリスト インターフェースの左上の部分で、
クロスフェード部分ボタンをクリックし、ポップ -

アップ メニューから希望するクロスフェード タイ

プを選択して下さい。 -選択されたクロスフェード
の両方のコンポーネントが新しいフェードエンベ
ロープを受信します。

リスト ビューのカスタム フェード エンベロープを作成す
るには :

1.  カスタム フェード エンベロープを使用したいイベ
ントを決定し、編集したいエンベロープ (i.e, “in” 
または” Out” )によって I-XF, または I-XFシェー
プ カランをダブルクリックして下さい。̶プレイ
リスト イベント クロスフェード エディター ダイ
アログが表示されます。

2.  プレイリスト イベント クロスフェード エディ
ターの中でポップアップ メニューからプリセット
選択するでしょう、またはすでにあるエンベロー
プ シェープを修正し独自のシェープを作成するで
しょう。

3.  線のどこかをクリックし、新しい移動可能なブレー
クポイントが表示されます。

Butt Splice 
(バットスプライス )

Linear (リニア )

Equal Power 
(イコールパワー )

Fast In, Slow Out 
(スローアウトファーストイン )

Slow Out, Fast In 
(スローインファーストアウト )

クロスフェードタイプポップアップメニュー
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4.  エンベロープのカーブの希望するロケーションに
ブレークポイントをドラッグして下さい。

5.  希望するエンベロープ シェープが作成出来るまで
ブレークポイントを作成、ドラッグし続けて下さ
い。

6.  作成したエンベロープのシェイプを反転したい場
合、” <->” ボタンをクリックして下さい。エンベ
ロープのミラーイメージを作成します。

7.  後々使用するためにカスタムフェードエンベロー
プをセーブしたい場合、エンベロープエディター
を閉じる前にセーブボタンをクリックして下さい。

8.  終った後、OKボタンをクリックして下さい。-カ
スタム フェードが , I-XF, または O-XFカラムの中
でイベントのサムネイル ウェイブフォーム表示に
適用されます。

カスタムフェード in/out エンベロープを :

MacintoshHD/Users/<YourAccount>/Library/

Preferences/Peak Envelopesに保存する場合、カス
タムフェード in/out エンベロープ エディターの中
にあるエンベロープ ポップ -アップメニューに自
動的に表示されます。 後々ポップ -アップメニュー
にカスタム フェード in/outを表示させるにはその
ディレクトリーに保存する必要があります。

プレイリストイベント間のギャップまたはポーズのカス
タム設定

ギャップとポーズは非常に類似しています。2つのプ
レイリストイベントの間で短い遅れを作る場合ポーズ
を使用する事となります。ギャップではこれを行う事
ができません。ギャップは 2つのプレイリストの間
に無音のスペースを作成する事に用いられます。ポー
ズでも同じ目的のために使用する事が可能でさらに、
オーディオが含まれているスペースを作成する事にも
用いる事が可能です。

例として、曲間にオーディエンスの歓声が入ってい
るライブコンサートの録音をマスタリングするとしま
す。二つの曲の間にオーディオ (この例の中では歓声
が入っているオーディオ )が入っているポーズを作る
ことにより始まりから終わり再生する時に両方の曲と
その間にある歓声を再生するオーディオ CDを作成す
ることが出来ます。もし視聴者が CDプレイヤーの次
のトラックと前のトラックのコントロールの使用を操
作した場合、プレイヤーは、曲の頭に直接ジャンプし、
そしてその前に起こっている歓声をスキップします。

二つのプレイリスト イベントでギャップが作成され
た時にそのギャップの長さは、静寂として先行するイ
ベントの終わりの部分に付け加えられます。CDを焼
いた場合、CDプレイヤーのカウンターは、先行のト
ラックのパーツとしてギャップを取り扱いします。

リストビューの中でプレイリスト イベントの間のギャップ
を作成するために :

1.  間にギャップを作成したいイベントを決定して下
さい。

2.  リストビューの後のイベントの中でギャップ・ポー
ズ カラムの下をクリックして下さい。-プレイリ
スト イベント ギャップ タイム カラムが表示され
ます。
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3.  希望するギャップタイムを記入し、OKをクリック
して下さい。-プレイリスト イベント ギャップ タ
イム ダイアログの中で入力された何らかの数によ
り後のイベントは、タイムラインの後に移動され
ます。

リストビューでプレイリスト イベント間に静寂のポーズを
作成する :

1.  ポーズの間を作成したいイベントをロケートして
下さい。

2.  リストビューの中で後のイベントでイベントの
ギャップ・ポーズのフィールドをシングルクリッ
クして下さい。-少し待つと編集可能になります。

3.  希望するポーズの長さを入力し、キーボードの
リターンキーを押して下さい。-後のイベントが
ギャップ・ポーズのフィールドの中に入力された
何らかの数によりタイムラインの後に移動されま
す。そしてポーズのインジケーターは、先行のイ
ベントのエンド バウンダリーと自動的に調節され
ます。

リストビューのプレイリスト イベントの間のオーディオを
含むポーズを作成 :

1.  ポーズの間を作成するイベントを決定して下さい。

2.  リストビューの後のイベントの行の中でイベント
のギャップ・ポーズ フィールドをクリックして下
さい。

3.  希望するポーズの長さを入力し、キーボードのリ
ターンキーを押して下さい。

4.  同じイベントのためにスタート タイム フィールド
をクリックして下さい。-編集可能になります。

5.  前のスタートタイムからポーズの長さを引いた数
字に調節されます。

例としては、イベントが本来スタートタイム 

00:10:30:000を持っており、そしてステップ 3に入力さ
れたポーズの値が、5秒間の場合、新しいスタートタイ
ムが 00:10:25:000にならなければなりません。これは、
静寂のポーズを作成し、後のイベントをウェイブフォー
ム ビューを使ってタイムラインの中で 5秒間先の場所
にドラッグすることと同じ効果があります。前のイベ
ントの最後の部分のコマンドのための切れ端は、ステッ
プ 4とステップ 5の上でも使用されるでしょう。

トラック スタート オフセットを設定

トラック スタート オフセット 仮想のスタートタイ
ムを作成するために使用されます。-それらは、次の
トラックに対して先行するカウンター ディスプレイ、
CD トラック インデックスが作られる場所をトリガー
します。トラックスタート オフセットをフィーチャー
したプレイリストから焼かれたオーディオ CDを CD

プレイヤーでプレイバックした時にこれらのオフセッ
トは、CDプレイヤーのカウンターが次のトラックに
先行する場所を決定する。

それらは、次のトラック、前のトラックのコントロー
ルが使用される際にオーディオプレイバック開始する
トラックの内容のポイントを決定します。

リストビューのトラック スタート オフセットの設定 :

1.  希望するプレイリスト イベントのトラック スター
ト オフセット (TS オフセット ) データ フィールド
の上をクリックして下さい。-少したつとフィルー
ド内容が編集可能になります。

2.  新しいトラック スタート オフセットの値を入力
し、キーボードのリターンキーを押して下さい。-
イベントの一致するウェイブフォーム画面は、そ
の新しい値を反映したトラック スタート オフセッ
ト インジケーターを持ちます。
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トラックスタートオフセットは、タイムラインの
中で先行のイベントのトラックスタートオフセッ
トよりも前にすること、または、イベントのその
もの最後の部分より後には、は出来ません。

ディスクとトラックにメタデータを加える

メタデータの多様性をディスク全体、それぞれの CD

トラックに追加されます。メタデータは、二つのフォー
マットに追加されます。- CD-Textと内蔵されたサブ
コードデータ。対応された CDプレイヤーの画面に
CD-TEXTが表示され、そしてサブコード データは、
対応しているプレイヤー上の特定の行動 (エンファシ
スやコピープロテクションなど )をトリガーします。

サブコード データは、表示されません。-対応した
CDプレイヤーによって読まれ、コピーライトやロイ
ヤリティー (ISRCコードと一緒に )を追尾、または
Apple社の iTuneのようなソフトウェアベースの CDプ
レイヤーなどに使用される Gracenoteの CDDBのよう
なオンラインサービスを通して CDの情報を取得しに
行くなどの目的の多様性のために使用されます。

オーディオ CDにあるオンライン データベースに保存されている内蔵
された ISRCコードを比較することは、自動的に CDトラックネームを
取得するためにソフトウェアベースのミュージック プレイヤーのため
にいくつかある方法の内の一つです。

Peakのプレイリストが、プレ -ディスクやパー -ト
ラック ベイシスの両方のめたデータの全体のスペク
トラムを書くことをサポートしているいますが、大抵
の CDプレイヤーはこのデータを読んだり、表示した
りすることをサポートしません。追加として、対応し
た CDプレイヤーは、それらが読み、表示するメタデー
タのタイプを変更するでしょう。

トラック -スペシフィック メタデータ

スペシフィック メタデータの多様なタイプは、プレイ
リスト プロジェクトに追加され、そしてそれから焼か
れる CDに追加されます。メタデータのこれらのタイ

プは、トラック タイトル、パフォーマー , ソングライ
ター , 作曲家、アレンジャー、IRSCコードを含みます。

トラックに CD-TEXTを追加する :

1 . 希望するプレイリスト イベントのために CDTXT

チェックボックスをチェックして下さい。- トラッ
クダイアログのための CD-TEXTを開きます。

2.  メタデータの希望する種類を入力し、OKをクリッ
クして下さい。-オーディオ CDを焼くときにメタ
データが含まれます。

3.  プレイリストを CDに焼くときにバーンオーディ
オ ダイアログにあるプレイリスト チェックボック
スから Burn CD-TEXTをチェックして下さい。

ISCRコードについて

ISCRコードは、CD-TEXT、または内蔵されたサブコー
ド チャンネル データとしてCDに焼くことが出来ます。
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CD-TEXTとしてトラックに ISRCコードを追加する :

1.  希望するプレイリスト イベントの列の中で CD-

TEXTチェックボックスをクリックし-トラックダ
イアログのための CD-TEXTが開きます。

2.  ISCRフィールドの中で ISRCコードを入力し、OK

をクリックして下さい。- CD-TEXTチェックボッ
クスがチェックされていることを確認して下さい。

3.  プレイリストを CDに焼く時にバーン オーディオ
CDダイアログプレイリストにあるプレイリスト 

チェックボックスからの Burn CD-TEXTをチェッ
クして下さい。

CD-TEXTを焼くことは、MacOSX v. 10.4以降の OS

と対応する CDバーナーを必要とします。

サブコード チャンネル データとしてトラックに ISRC
コードを追加する :

1.  希望するプレイリスト イベントの列の中で ISRC

フィールドの中で ISRCコードを入力して下さい。

2.  プレイリストを CDに焼く時にバーン オーディオ
CDダイアログにある” write ISCR code” チェック
ボックスをチェックして下さい。-プレイリスト
の ISRCコードは、サブコード データとして焼か
れます。

ISRCコードは、上記されたステップの両方に従う
ことにより同時に CD-TEXT、または内蔵されるサ
ブコード データとして焼く事が出来ます。これを
行なうには、ISRCコードを入力し、プレイリスト
の CDTXTチェックボックスをチェックする必要が
あり、またバーンオーディオ CDダイアログにあ
る Write ISRC codeチェックボックスをチェックし
て下さい。

ISRCコード CD-TEXTダイアログの中、または直
接プレイリスト イベントの ISRCデータに入力さ
れるでしょう。そして ISRCコードの入力、CDTXT

チェックボックスがチェックされていることは、
CDが再生される際に対応した CDプレイヤーに表
示される CD-TEXTデータとして ISRCコードを記
録するだけであることを認識しておいて下さい。 
ISRCコードは、コマーシャル CDのコピーライト
などに使用されるオーディオ CDサブコードデー
タとして記録するためには、ISRCコードを入力し、
Burn AudioCDダイアログに表示される Write ISR 

Code チェックボックスをチェックする必要があり
ます。サブコードデータとして ISRCコードを記録
することは、CDTXTチェックボックスを無関係に
操作します。-それがチェックされているか、され
ていないかが、ISRCコード (と CD-TEXTダイア
ログの中にあるその他のフィールド )を対応する
CDプレイヤーに表示される CD-TEXTとして記録
されることを決定しますが、コピーライトやロイ
ヤリティートラッキングには、関係しません。

CD-TEXTに対応した CDプレイヤーは、実際表示
される内部に持つ情報の点で変化します。表示さ
れる最も一般的な情報は、CDタイトル、パフォー
マー、トラックタイトルです。表示可能な CD-

TEXTデータのタイプについてのより詳しい情報に
関しては、CD-TEXTに対応している CDプレイヤー
に付属する取扱説明書をご覧下さい。

サブコード データを編集する

Peakのプレイリストは、エンファシスやコピー プロ
テクションサブコード データ ビットの編集能力を持
ちます。これらのサブコードデータは、めったに使用
されることは、ありませんが、これらのサブコードを
利用したい場合があります。これらのサブコードを使
用するより詳しい情報は、このチャプターの初めの部
分で読むことが出来ます。
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トラックにエンファシス フラッグを追加する :

・  希望するプレイリスト イベントのためにエンファ
シス チェックボックスをチェックして下さい。-
オーディオ CDを焼く時にこのトラックは、対応
する CDプレイヤーを高周波を強調するためにハ
イパスフィルターを起動するためにトリガーして
下さい。

トラックにコピー プロテクション フラッグを追加する :

・  希望するプレイリスト イベントのため、コピー プ
ロテクション チェックボックスにチェックを入れ
て下さい。̶オーディオ CDを焼く時にこのトラッ
クは、デジタル コピー プロテクションを特色とし
ます。

コピー プロテクション サブコード ビットが保護
するためにデザインされたデジタル コピー プロ
テクションは、DATテープにコピーされます。コ
ンピューターベースの CD-ROMドライブやスタン
ドアローン CDレコーダーを使用したデジタル コ
ピーに対しては、保護はしません。

インデックス

CDトラックの始めと終わりを指定するトラック デッ
クスの追加では、Peakを使用しスタンダードインデッ
クスをオーディオ CDに記録します。インデックスは、
プレイリストによって参照されるソースとなるオー
ディオ ドキュメント内の希望するロケーションの中
でマーカーを置くことにより作成されます。プレイリ
ストで作業しているときは、インデックスを見ること
は出来ませんが、CDには、記録されます。インデッ
クスは、一般的にトラックが比較的長い (例 , 20分以
上になる物 )クラッシック  ミュージック CDなどで使
用され、インデックスは、シングル CDトラックの中
で多種のインターバル、興味のポイントで現れます。
リスナーは、CDインデックスと一緒に対応する CDプ
レイヤー上のインデックス コントロールを使用する
インデックス ロケーションにナビゲートします。大抵
の CDプレイヤーは、インデックスを使用するナビゲー
ションをサポートしません。

バーン オーディオ CDダイアログで “Markers are Indexes” checkboxが
チェックされている場合、バーン オーディオ CDダイアログでマーカー
がインデックスになります。

CDバーナー コンパティビリティー

CD-TEXTを記録するために Mac OS X v.10.4以降が必
要になることに加え、マッキントッシュは、このタイ
プのデータを記録することが出来る CDバーナーを搭
載している必要があります。お使いの CDバーナーが
どのタイプのデータを記録することが出来るかを確認
するためにマニファクチャーに連絡するか、ターミナ
ル ユーティリティの中で便利な UNIXコマンドを使用
する方法があります。ターミナル アプリケーション
は、アプリケーション フォルダーの中にあるユーティ
リティー フォルダーに位置します。

ターミナルを使用し。CDバーナーのコンパティビリ
ティーをチェックします。:

1.  ターミナル アプリケーションを起動して下さい。
(from /MacintoshHD/Applications/Utilities/)

2. $プロンプトで、“drutil info” とタイプし、リター
ンを押して下さい。-下にあるようなような表示
を見ることが出来ます。

UNIXコマンドの “drutil info” は、マッキントッシュの CDバーナー
の能力を示すことが出来ます。この写真では、インデックス ポイント , 
ISRCコードと同時にクエスチョン サポート ライティング CD-TEXTを
表示します。
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プレイリスト イベントにエフェクト プラグインを使用
する

ユニークなエフェクトである” snapshots” は、それぞ
れのプレイリスト イベントに割り当てられます。これ
らのエフェクトは、プレイリストのプレビューの間、
同時にプレイリストのバウンス /エクスポート、オー
ディオ CDを焼く際にそれぞれのイベントに影響しま
す。エフェクト スナップショットは、個別のプラグイ
ンの設定と同様に Vboxマトリックスの中のエフェク
トのアレンジメントに関する情報を含みます。

それぞれのプレイリスト イベントの Vboxのエフェク
トの設定を構成する多くのコントロールがあります。
これらのコントロールは :

 Off -コントロールは、プレイリスト イベントに割
り振られたエフェクトをバイパス・機能をオフに
します。

 

 On -コントロールは、プレイリスト イベントに
割り振られたエフェクトを動作をオンにします。
Vboxがアクティブではない場合、Onコントロー
ルが、利用可能な最初のエフェクト インサートの
Vboxをアクティブにします。(i.e,アクティブなエ
フェクトがない場合、Vboxは、エフェクト インサー
ト 1をアクティブにします。もし、エフェクトが
インサート 1がすでにアクティブにされている場
合、Vboxのインサート 2をアクティブにされます。
このように続きます。)

 SET -コントロールは、選択されたプレイリスト 

イベントのために現在の Vboxの状態のスナップ
ショットを取ります。このスナップショットは、
それぞれのエフェクトの現在の設定と同様にどの
エフェクトがアクティブか、またはどのボックス
が使用されているかの情報を含みます。

 

 Make Active -コントロールは、選択されたプレイ
リスト イベントに割り振られた設定を表示しま
す。このコントロールは、同じエフェクトのスナッ
プショットを多数のプレイリスト イベントに使用
したい場合に有効です。希望するスナップショッ
トが振り分けられたプレイリスト イベントを選択
でき、そしてプレイリスト イベントのための設定
を表示する “Make Active “ メニュー アイテムを選
択して下さい。そして、まだスナップショットが
振り分けられていない他のプレイリスト イベント
にこれらの設定をターゲットのプレイリスト イベ
ントを選択し、セット メニュー アイテムを選択
することで振り分けることが出来ます。最初のプ
レイリスト イベントのスナップショットは、ター
ゲットのプレイリスト イベントに振り分けられ、
そしてそれらの両方が同じエフェクト スナップ
ショットを共有します。

 

 Clear-コントロールは、選択されたプレイリスト 

イベントに振り分けられたスナップショットをク
リアーします。

このセクションは、これらのエフェクトをどのように
設定するかを教えてくれます。Vboxやエフェクトプ
ラグインのより詳しい情報は、チャプター 8: プラグイ
ンでご覧になることが可能です。
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プレイリスト イベントのための Vbox ステイト オート
メーションを使用可能にするために :

・  Vboxポップアップ メニューから、Onを選んで下
さい。- Vboxがインアクティブの場合、このコマ
ンドが Vboxを開きます。もし Vboxがすでに開い
ている場合、このコマンドは、追加のエフェクトは、
ありません。

プレイリスト イベントのための Vbox ステイト オート
メーションを使用不可能にするために :

・  Vboxポップアップ メニューから、Offを選んで下
さい。- Vboxインターフェースが、アクティブで
表示され続けますが、Vboxがプレイリストイベン
トのために使用不可になります。

現在のプラグイン設定のスナップショットをとるために :

1. Vboxがポップアップ メニューから Vboxが、Onを
選択して下さい。すでに Vboxが開いている場合、
このコマンドは、追加のエフェクトは、ありません。

2. 希望するエフェクト プラグインと共に Vboxを設
定します。

3.  Vbox ポップアップ メニューから setを選択して下
さい。-現在の状況のスナップショットがセーブ
されます。

4.  次のプレイリスト イベントを選択して下さい。(そ
して、スナップショットのオートメーションを使
用したいすべての続いて起るイベントに対してリ
ピートして下さい。

5.  Vboxポップアップメニューから、Onを選択して
下さい。

6.  Vboxポップアップメニューから setを選択して下
さい。-現在の状況のスナップショットがセーブ
されます。

プレイリスト イベントのスナップ ショットを有効にする
ために :

1.  有効にしたいスナップショットを含むプレイリス
ト イベントを選択して下さい。

2.  Vboxポップアップ メニューから、“有効にする “を
選択して下さい。

3.  前のステップで有効化したスナップショットを振
り分けるたい異なるプレイリスト イベントを選択
して下さい。

4.  Vboxポップアップメニューから setを選択して下
さい。-ステップ 1で選択されたプレイリスト イ
ベントで使用されたスナップショットがステップ
3で選択されたイベントに振り分けられます。

プレイリスト イベントのスナップショットを消去するには :

1. 消去したいスナップショットを含むプレイリスト 

イベントを選択して下さい。

2.  Vboxポップアップメニューから Clearを選択して
下さい。-選択されたプレイリストは、セーブさ
れたスナップショットを持ちません。

エフェクトのスナップショットが、プラグインの
実例を示す、実例を示さない設定を持つ場合、ク
リック、またはポップが起こるでしょう。この原
因は、実際にメニューからプラグインを選択する
間にとても小さいディレイが起こることから起こ
ります。または実証されるプラグインから引き起
こされます。プレイリストは、一つのイベントか
らその他のイベントに素早く移る場合 (特に遅い
コンピューターの場合 )にクリック、ポップが起
こります。従って、それぞれのプレイリスト イベ
ントに異なるプラグイン設定を使用したい場合に
は、すべてのプレイリスト イベントに使用したい
プラグインと共に Vboxを設定し、ミュート、バ
イパスされたプレイリストの使用したくないプラ
グインを持つそれぞれのプレイリスト イベントの
対するスナップショットを作成して下さい。(Vbox

の使用方法に関する詳細情報は、チャプター 8:プ
ラグインをご覧下さい。)



170 Peak Users Guide

プレイリスト内で、クロスフェードを作成してエ
フェクトのスナップショットを使用する際、エフェ
クトプラグインをリージョンへ適用してからソー
スとなるオーディオドキュメントからプレイリスト
へ追加する事をお薦めします。プレイリストは、次
ぎにセットされている 1つのエフェクトをオート
メーションやスナップに使用します。もし、エフェ
クトを 1つ使用する場合他のプレイリストイベント
と大きく効果が異なるため、結果として次のイベン
トへのトランジッションに急激な変化がもたらされ
る事となります。エフェクトをオリジナルのソース
ドキュメント上で適用してからプレイリストイベン
トとして使用した場合、クロスフェード時のトラン
ジッションがより滑らかに行われ、違和感のない編
集を行う事が可能となります。

アウトプットオプション

Peakのプレイリストでは、オーディオ CDのライティ
ング以外にも多種多様な形式での書き出しを行って頂
く事が可能で、1つのオーディオドキュメントとして
書き出しを行ったり、テキストファイル、DDP(Disc 

Description Protocol)、Jam Imageファイルとしてエク
スポートする事が可能です。

バーニングオーディオ CD

オーディオ CDとしてライティングを行う方法は、
Peakで編集したデジタルオーディオプロジェクトを
出力する方法として最も一般的な方法です。CDは、
オーディオドキュメントまたは、プレイリストドキュ
メントから直接ライティングを行う事が可能です。プ
レイリストからオーディオ CDのライティングを行う
モード (Audio CDチェックボックスがチェックされて
いる状態 )で作成される CDは、Red Bookに準拠して
おり、あらゆる CDプレーヤで再生を行う事が可能で
す。(CD-Rメディアと互換性を持たないプレーヤを除
く )。Audio CDチェックボックスにチェックがされず、
オーディオ CDモードでは無い場合にライティングさ
れた CDは標準的な CDプレーヤでの再生を行う事が
可能である場合がありますが、それは、CDプレーヤ
の機能に依存します。最大限の互換性を持たせるため
にも、オーディオ CDモードを使用して CDを作成す
る事を推奨します。詳細に関しては、以前の章に記載
されているオーディオ CDモードに関するセクション
をご覧下さい。

CDバーンオプション

Burn Audio CDダイアログには、下記に記すライティ
ング時の様々なオプションが含まれています。

Burner ポップアップメニュー

このメニューでは、どの CDライティングドライブを
使用して CDを作成するかの選択を行います。(複数
の CDライティングドライブがコンピュータに接続さ
れている場合 ) 

Burn Speed ポップアップメニュー

このメニューでは、ライティングを行う際の速度を選
択する事ができます。通常、より低速でライティング
を行う事により、より信頼性の高い CDを作成する事
が可能です。また、最高速度を選択しライティングを
行う場合、使用するブランク CDメディアが、最大で
どの速度まで対応しているかに関して予め確認をする
必要があります。

Use POW-r Dither チェックボックス

このチェックボックスでは、プレイリストのライティ
ングを行う際に POW-rディザーの適用を行うかの選
択が可能です。24bitのコンテンツのライティングを
行う場合には、品質の低下を下げず、ビットデプス
を 16bitまで下げるため、このチェックボックスへ
チェックする事を推奨します。このチェックボックス
がチェックされていない状態で 24bitのコンテンツの
ライティングを行うと、単純にファイルの情報が切り
捨てられる事となります。
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Verify After Burn チェックボックス

このチェックボックスは、CDのライティング完了後
に、正確にデータが書き込まれているかを確認するた
め、プレイリストとソースとなるオーディオドキュメ
ントの情報との比較を行います。CDのライティング
が正確に行われているかを確認する場合、このチェッ
クボックスにチェックしてください。
Burn in Simulation Mode チェックボックス

このチェックボックスでは、Peakがライティングが可
能であるかのシミュレーションを行うか選択を行いま
す。シミュレーションモードを実行する事で、実際に
CDのライティングを行う事なく、Peakはプレイリス
トのライティングを行った際に生じるあらゆる問題を
事前に発見する事が可能です。シミュレーションモー
ドを事前に行う事は、ブランクメディアを無駄に消費
する事を予防する事に役立ちます。シミュレーション
モードを使用する際には、このチェックボックスに
チェックがされているかを確認し、実際にライティン
グを行う際には、このチェックを外して下さい。
Use Buffer Underrun Protection チェックボッ
クス

このチェックボックスでは、CDのライティングを行う
際に、バッファアンダーランプロテクションを使用す
るかの選択を行う事ができます。バッファアンダーラ
ンエラーは、CDのライティングを行う際にデータを十
分な速度で CDバーナードライブへ転送できないハー
ドディスクを使用している場合に生じます。ほとんど
の CDバーナーでは、このエラーの回避を行う機能を
有していますが、ライティングを行う際には、この
チェックボックスにチェックを行う事を推奨します。
Burn CD-TEXT from Playlistチェックボックス

このチェックボックスでは、ライティングを行う際に、
プレイリスト内に入力された CD-TEXTの情報を CDへ
書き込みを行うかの選択を行う事ができます。CDライ
ティング時に CD-TEXTの情報を CDへ書き込む際には、
このチェックボックスにチェックを行ってください。
Write ISRC Codes チェックボックス

このチェックボックスでは、ライティングを行う際に、
プレイリスト内に入力された ISRCコードが含まれて
いるサブコードデータの情報を CDへ書き込みを行う
かの選択を行う事ができます。CDライティング時に
ISRCコードの情報をCDへ書き込む際には、このチェッ
クボックスにチェックを行ってください。

Regions are Tracks チェックボックス

このチェックボックスでは、各イベントが別々の CD

トラックとしてライティングが行うかの選択をする事
ができます。このチェックボックスにチェックがされ
ていない場合、1つの長いトラックとしてライティン
グが行われます。

このチェックボックスは、オーディオドキュメン
トから直接ライティングを行う際にも CDへ影響
されます。オーディオドキュメントからライティ
ングを行う際、このチェックボックスがチェック
されていれば、ドキュメント上に存在するリージョ
ンは別々のトラックとして CDへライティングさ
れます。

Markers are Indexes

このチェックボックスではリージョンのソースとなっ
ているオーディオドキュメントに配置されているマー
カーがトラック内のインデックス情報として CDへラ
イティングするかの選択を行う事ができます。

プレイリストから CDライティングを行う

Peakは、オーディオドキュメントもしくはプレイリス
トからオーディオCDの作成を行う事が可能です。オー
ディオドキュメントから直接 CDの作成を行う方法に
関しては、このセクションの後半で説明します。

プレイリストからオーディオ CDの作成をする :

1. プレイリストウィンドウを最前面に表示させ編集
メニューより "すべてを選択 "( ⌘ +A)を選択しま
す。(または、必要なだけのイベントを選択します )

2. プレイリストインターフェースの左上部にある
Burn Playlist to Audio CD ボタンをクリックして、 
Burn Audio CDダイアログを表示させます。
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3. Burn Audio CDダイアログより必要となるバーニン
グオプションの選択を行ってください。

4. Burnボタンが有効になる様、ブランク CDメディ
アをドライブへ入れてください。

5.  プレイリストを CDへライティングするため、
Burnボタンをクリックしてください。

オーディオドキュメントからオーディオCDの作成をする :

プレイリストで使用可能な高度なオプションに加え
Peakでは、オーディオドキュメント上から直接 CDの
作成を行う事ができます。オーディオドキュメントか
らオーディオ CDのライティングを行う際にも、Burn 

Audio CDダイアログが表示されるため、様々なオプ
ションを選択する事が可能となります。

Peakのオーディオドキュメントからオーディオ CDの作
成をする :

1. オーディオ CDとしてライティングを行うオーディ
オドキュメントを開いてください。

2. ファイルメニューから、オーディオ CDの作成 ...を
せんたくし、Burn Audio CDダイアログを表示させ
ます。

3. Burn Audio CDダイアログで必要となるライティン
グオプションを選択します。

4. Burnボタンが有効になる様、ブランク CDメディ
アをドライブへ入れてください。

5. プレイリストを CDへライティングするため、
Burnボタンをクリックしてください。

Jam Imageファイルからオーディオ CDの作成をする :

1. Peakからエクスポートした Jam Imageファイルを
Roxio Jamで開きます。

2. Burn CD ボタンをクリックする事で Jam Imageファ
イルをオーディオ CDを作成します。

Jam Imageファイルを Roxio Jamで編集する際の
より詳細な情報は、Roxio Jamに付属されている
ユーザーズガイドを参照してください。

プレイリストから新たなドキュメントを作成する

Peakのプレイリストは、オーディオ CDのライティ
ングに加え、複数のリージョンを 1つのオーディオド
キュメントへ作成するのにも適した環境といえます。
プレイリストは、リミックスの作成を行ったり、複
数のボーカルをつなぎ合わせる事に用います。複数の
リージョンを 1つのオーディオドキュメントへ変換す
る方法は下記に説明する事項をご覧下さい。

プレイリストから新しいオーディオドキュメントを作る :

1. プレイリストウィンドウを最前面に表示させ編集
メニューより "すべてを選択 "( ⌘ +A)を選択しま
す。(または、必要なだけのイベントを選択します )

2. プレイリストインターフェースの左上部にある
Bounce Playlist ボタンをクリックして、 Bounce 

Playlist ダイアログを表示させます。

3. 表示された Bounce Playlist ダイアログで、ファ
イルの出力を行うためのオプションを選択して、
Bounce Playlist ボタン (または、ファイルメニュー
から新規 >プレイリストからドキュメント )をク
リックし、新たなファイルを作成する事が可能で
す。書き出されたファイルは、Bounce Playlist ダ
イアログで設定を行った内容が全て反映された状
態で作成されます。
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DDP Extensionファイルセット

別売の DDP Extensionオプションを使用すると、Peak

は、プレイリストから、CD製造業者へのデータの
受け渡し時に一般的に用いられている、DDP2.0(Disc 

Description Protocol)ファイルセットへの書き出し機能
が追加されます。DDPファイルは、プレイリスト内に
含まれているオーディオファイル、クロスフェード、
編集内容や、その他のデータを忠実に Peakよりエク
スポートする事を可能とします。この非常に信頼性の
高いファイルフォーマットは、Peakを使用したマス
タリングエンジニアの目的とする内容と、CD製造業
者で製造される内容と同一にする事ができます。

 DDPファイルセットとしてのエクスポートされる
時、次の 4つのファイルを含むフォルダとして出
力されます。

 DDPID-DDPIDには、DDP level identifier、Master 

ID、UPC/EAN numberが含まれます。これらの情
報は、インプットメディアへ直接アクセスする物
理的なアドレス指定のため、DDPMSマップスト
リームの位置付けをします。DDP level identifierは、
実行される DDPのレベルと他の DDPストリーム
の解釈の指定を行います。

 DDPMS-DDPMSには、TS(テキスト ) DS(サブコー
ド ) DM(メインチャンネル )に入力されたデータ
の位置と各処理の流れの情報が含まれています。
また、自動的に PQサブコードデータを作成する
のに十分な情報が含まれています。

 SUBCODES.DAT –DDPMSから参照されたサブコー
ド情報

 AUDIO.DAT –前記のファイル中の little endian 

フォーマットに属するオーディオデータ。

プレイリストからDDPファイルをエクスポートする :

1. プレイリストウィンドウを最前面に表示させ編集
メニューより "すべてを選択 "( ⌘ +A)を選択しま
す。(または、必要なだけのイベントを選択します )

2. プレイリストインターフェースの左上部にある
Bounce Playlist ボタンをクリックして、 Bounce 

Playlist ダイアログを表示させます。

3. Bounce Playlist ダイアログの File Formatメニュー
より、DDP 2.0 File Setを選択して、Bounceボタン
を押して、保存ダイアログを表示させます。

4.保存場所の指定を行い、SaveDDPボタンをクリッ
クして、DDPファイルセットのフォルダ名をつけて、
DDPファイルセットとしてエクスポートを行います。

DDPフォーマットでのエクスポートには、別売の
DDP Extensionオプションオプションが必要です。
DDP Extensionを所有しておらず、DDPファイル
フォーマットの出力が必要な場合、購入情報に関し
て、以下の方法で Biasまでお問い合わせください 

     

US:  1-800-775-2427   

International:  +1-707-782-1866   

Email  sales@bias-inc.com   

Web:  http://www.bias-inc.com

http://www.bias-inc.com
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Jam Image Fileのエクスポート

前記のプレイリストのオプションに加え、Peakでは、
Roxio社のオーディオ CDアプリケーションである Jam

を使用してのライティングを行うための Jam image

ファイルでのエクスポートも行う事が可能です。

プレイリストから Jam imageファイルをエクスポート
する :

1. プレイリストウィンドウを最前面に表示させ編集
メニューより "すべてを選択 "( ⌘ +A)を選択しま
す。(または、必要なだけのイベントを選択します )

2. プレイリストインターフェースの左上部にある
Bounce Playlist ボタンをクリックして、 Bounce 

Playlist ダイアログを表示させます。

3. Bounce Playlist ダイアログの File Formatメニュー
より、Jam image file を選択して、Bounceボタン
を押して、保存ダイアログを表示させます。

4. ファイルの保存先を指定し、保存ボタンを押す事
で、プレイリストは Jam image fileとしてのエクス
ポートされます。

ファイルをテキストとしてエクスポートする

Peakではプレイリストの詳細な情報をシンプルテキ
ストファイルとして出力を行う事が可能です。

プレイリストのテキストファイルを作成する :

1. プレイリストウィンドウを最前面に表示させ編集
メニューより "すべてを選択 "( ⌘ +A)を選択しま
す。(または、必要なだけのイベントを選択します )

2. Peakのファイルメニューから、テキストへ書き出
し ...を選択し、Text a Saveダイアログを表示させ
ます。

3. ファイルの保存先を指定し、保存ボタンを押す事
で、シンプルテキストファイルとしてのエクスポー
トされます。

まとめ

ここまでリージョンとプレイリストの作成・新規ミッ
クスの作成・複数テイクの結合・新規オーディオファ
イルとしてのプレイリストの書出し・プレイリスト
を使用した CDの作成までを学びました。次の章では
DSP（デジタル信号処理）機能について解説します。

テキストとしてエクスポートされるプレイリストは、上の図で示される様なデータベースとして書き出されます。



Chapter 7 
DSP
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Chapter 7:DSP

概要

Peakでは、さまざまなデジタル信号処理（DSP）機能
を利用した高度な処理を行うことができます。これら
のツールを使用するためには、選択範囲を設定し、DSP

メニューから任意のコマンドを選択して適用します。

DSPを利用して音を処理する

下記の一般的な手順は、オーディオドキュメントの選
択領域または全体のドキュメントを DSP機能を利用し
て処理する方法を示したものです。DSPの個々の機能
やパラメータが同じ名称でも種類によって機能が変わ
ります。

DSPを利用して音を処理する：

1. DSPで処理したいオーディオの領域を選択します。
選択されていない場合はドキュメント全体に処理
が施されます。

2. DSPメニューで使用したい項目を選択します。

3. DSP機能の設定を行うダイアログボックスが表示
されます。

4. パラメータを設定し “OK” をクリックします。
Peakは、DSPまたはプラグインを利用して選択領
域を処理します。

選択範囲を指定していない場合は、ドキュメント
全体に処理が施されます。

Peakのオーディオ処理ツール

Peakの DSP機能は、作曲家やプロのサウンドデザイ
ナーに数多くの興味深い効果やオーディオ処理ツール
を提供します。DSP機能には、追加（Add）、ビット
使用率（ビットユーセージ）、時間長変更（Duration 

Changing）、ゲイン変更（Gain Changing）、ピッチ
チェンジ（Change Pitch）、サンプリング周波数変換
（Sample Rate Conversion）、コンボルブ（Convolve）、
クロスフェードループ（Crossfade Loop）、インバー
ト（Invert）、フェードイン（Fade In）、フェードアウ
ト（Fade Out）、ピーク検出（Find Peak）、ゲインエン
ベロープ（Gain Envelope）、ハーモニックローテイト
（Harmonic Rotate）、インパルスバーブ（ImpulseVerb

™）、ループチューナー（Loop Tuner）、モノラルから
ステレオ／ステレオからモノラルへの変換（Mono To 

Stereo/Stereo To Mono Conversion）、ミックス（Mix）、
モジュレート（Modulate）、ノーマリゼーション
（Normalization）、パンナー（Panner）、フェーズボコー
ダ（Phase Vocoder）、ラピファイ（Rappify ™）、リペ
アクリック（Repair Click/RepairClicks）、リムーブ DC

オフセット（Remove DC Offset）、リバースブーメラ
ン（Recerse Boomerang ™）、リバース（Reverse）、ス
ワップチャンネル（Swap Channels）スレッショルド
（Threshold）があります。このセクションでは、機能
の使用方法について説明します。
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Add

Addコマンドは、クリップボードにコピーしたサンプ
ルをオーディオドキュメントの選択領域に追加しま
す。Addコマンドを使用するためには、オーディオの
選択領域をコピーする必要があります。コピーした
オーディオは、目的のオーディオとミックスされます。
Addコマンドは “Envelope...” を使用してカスタマイ
ズする事ができます。Addのレベルエンベロープの編
集をする場合には、Addダイアログ内の “Envelope...”
ボタンをクリックして下さい。

Addダイアログ

Addコマンドを使用する：

1. 別のオーディオドキュメントに追加したいオー
ディオの領域を選択し、編集メニューまたはツー
ルバーから “コピー” を選択します（または ＋
Cを押します）。

2. コピーしたオーディオとミックスしたいオーディ
オドキュメントを選択します。

3. DSPメニューまたはツールバーから “Add” を選択
します。

4. 目的のオーディオドキュメントに追加したいコピーし
た信号の量を、表示されたダイアログボックスのス
ライダを利用して指定します。量が多過ぎるとクリッ
プが発生する原因となりますので注意して下さい。

 Addのレベルエンベロープの編集をする場合には、
Addダイアログ内の “Envelope...” ボタンをクリッ
クしエンベロープエディタで編集を行い、Change

ボタンをクリックしたうえで、Addボタンをクリッ
クを行います。

5. “OK” をクリックすると、２つの信号がミックス
されます。

6. 結果を聴く場合は、スペースバーを押します。

Peak LEでは Addは使用できません。

Amplitude Fit（アンプリチュード
フィット）

Amplitude Fitは、オーディオの選択領域を個々の「粒」
ごとにノーマライズします。ここで言う「粒」とはサ
ンプルの小さなブロックのことで、しばしば 30ミリ
秒程度の時間が使用されます。一つ一つの粒は、読み
込まれると Amplitude Fitのエンベロープの設定に基づ
いてノーマライズされ、前の「粒」とクロスフェード
され、その結果が書き込まれます。Amplitude Fitは、
選択領域のボリュームを最大レベルまで上げたり、静
かなパッセージの音量をそれよりも大きな音量のパッ
セージと同じ音量にしたりする場合に利用できます。

Amplitude Fit Envelopeエディタ

Amplitude Envelopeをオーディオの選択領域に適用
する：

1. 処理したいオーディオを選択します。

2. DSPメニューで “Amplitude Envelope...” を選択し
ます。
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Auto Define Tracks ダイアログ

数曲のトラックが誤ったギャップとして解釈される可
能性が考えられるため、このツールには、より正確に
Peakが曲間のギャップの解釈を行うためのパラメー
タが設けられています。

Minimum Silence Between Tracks

このフィールドでは、オーディオドキュメント上で
曲間の無音のギャップが最小で何秒間発生しているか
の時間の入力を行うために使用されます。編集を行う
オーディオドキュメント上で各曲間のギャップが 2秒
間である場合、デフォルトの値として "2.00"に設定を
行ってください。各曲間のギャップの長さが異なる場
合、その中で最も短いギャップの時間の入力を行って
ください。

3. エンベロープエディタで、選択領域に適用したい
振幅エンベロープを作成します。0%ラインより上
および下にあるポイントは、選択領域のオーディ
オを「粒」ごとにノーマライズします。

Amplitude Fitは Peak LEでは使用できません。

Auto Define Tracks （オートディ
ファイントラックス）

Auto Define Tracksツールは、自動的にオーディオドキュ
メントの内容をリージョンに区切る事ができ、各リー
ジョンは、オーディオ CDのライティングを行った際、
個別の CDトラックになります。このツールでは、LP

やカセットから録音した素材を CDへライティングす
る事に役立ちます。この DSPツールは、リージョン
マーカーをオーディオドキュメントの音声レベルに基
づき、曲間の無音の再短時間および曲の最短時間の設
定を行う事で、自動的に動作します。Peakは、オーディ
オドキュメント上の音声レベルを分析し、自動的に各
曲ごとにリージョンマーカーを配置します。一般的に、
より音量の大きな箇所は、曲の情報と考えられ、また、
より無音に近い音は、曲間に存在する無音のギャップ
と考えられます。

Auto Define Tracksツールを LPをレコーディングしたソースに適用する前に、無音の領域が削除されていない無い状態

Auto Define Tracksを使用してレコーディングソースの無音の場所を削除した状態 (左側のピークに達した箇所はレコー
ディングは LPを裏返た場所になります )
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Audio Belowスライダーを調節する事によって、低い
レベルのオーディオが含まれている (例えばテープヒ
スまたは他のノイズ )場合でも、Peakに無音であるべ
き箇所の判断を的確に行わせる事ができます。

Number of Songsフィールド

このフィールドは、Silence is Audio Belowスライダー
の設定値と連動し、また、Minimum Silence Between 

Songs、Minimum Track Duration、Silence is Audio 

Belowの設定値に基づきレコーディングされている曲
数を Peakが自動的に検出をします。各パラメータの
設定値に従い、Peakは異なる数の曲数の検出を行いこ
のフィールド内に検出した数を表示させます。Silence 

is Audio Belowスライダーが動かして曲の数を検出し
たり、新たな値を Number of Songsフィールドへ入力
を行い Silence is Audio Belowスライダーの値を変更す
る事が可能です。一般的にトラックを規定する他のパ
ラメータに正確な設定値がセットされていれば、自動
的に検出される曲の数は正確な数になります。場合に
より、Peakは、実際にレコーディングされている曲
より多いまたは、少ない数の検出を行う事がありま
す。この場合、トラック数を規定するために、Silence 

is Audio Belowスライダーの使用もしくは、レコーディ
ングされている曲数を Number of Songsフィールドに
入力を行い調整を行います。

Auto Define Tracksを使用する :

1. カセットまたは LPからレコーディングを行って下
さい。

2.  全てを選択する ( ⌘ -A)

 3.  DSPメニューより Auto Define Tracksを選択します。

4.  表示されるダイアログ内の Minimum Silence 

Between Songsフィールドにソース内で曲間の最も
短い時間 (ギャップタイム )を入力して下さい。

5.  表示されるダイアログ内の Minimum Track 

Durationフィールドでは、ソース内で最も短い曲
の時間を入力して下さい。

各曲間のギャップの長さの値を調べる場合、オプ
ションメニューの "カーソルインフォの表示 "を
選択 ( ⌘ +シフト +T)機能を有効にして、曲間の
ギャップをクリック &ドラッグで選択する事によ
りオーバーレイ表示されているカーソルインフォ
に選択範囲の長さが表示されます。また、この方
法により選択範囲の長さを調べる場合、、オプショ
ンメニューのタイムユニットより "分 :秒 :1/1000

秒 "を選択する必要があります。

Minimum Track Duration

Peakは、正確にレコーディングされている各曲の区切
りを付けるため、各曲の長さに関する情報の入力を行
う必要があります。Minimum Track Durationパラメー
タでは、編集されているオーディオドキュメント内で
最も短い曲の長さが何秒間あるかを入力し Peakがよ
り適切な位置へリージョンマーカーを配置する事を援
助します。この事により、たとえオーディオレベルが
Silence is Audio Belowスライダー (次のセクションで
説明します )でセットされているスレッショルドの値
よりも低い場合でも曲の開始位置に初めのリージョン
が配置され、曲の終了位置に終わりのリージョンの配
置が行われます。編集を行っているオーディオドキュ
メントで最短の曲がが 4分である場合、240秒 (4分 )

このフィールドへ入力してください。

Silence is Audio Belowスライダー

このスライダーでは、リージョンとして規定したオー
ディオ素材のギャップのスレッショルドレベルのコン
トロールを行います。このスライダーを動かす事によ
り、ウェーブフォームにあるバックグラウンドノイズ
上などにリージョンマーカーが配置される事をさける
事ができます。また、この際 Number of Songsフィー
ルドの値が変更される事になります。例えばカセッ
トデッキよりレコーディングしたオーディオの編集を
行う際、ウェーブフォーム上には、非常に低いアンプ
リチュ-度のヒスノイズやその他のノイズが含まれて
いる事が多く、完全な無音が存在しないため、正確な
トラックの分割が行えない場合があります。Silence is 
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6.  Silence is Audio Belowスライダーを調整して、リー
ジョンマーカーが曲の数が実際の曲数と一致した
場所へ配置される様設定を行って下さい。(スラ
イダーを調整する際に波形を参照しながら、曲数
の数を確認する事が可能です。)

7.  OKをクリックして下さい。

Auto Define Tracksをより正確に使用する

Auto Define Tracksを実行する前に

カセットや LPのレコーディングをするとき、長いオー
ディオドキュメントが作成する事となります。そして、
Auto Define Tracksツールでより正確な結果を得るため
に以下の方法を行ってください。

・Auto Define Tracksのパラメータの設定を行った際に、
オーディオ波形に挿入されるリージョンマーカーをド
キュメントウィンドウ上で確認できる様、画面上で
オーディオドキュメントの始点から終点の全体が表示
がされるまで、ズームアウトを行ってください。

・もし、カセットまたは、LPを裏返すときに生じる、
オーディオドキュメントの終わりの長い無音の箇所ま
たは、長い休止を録音した場合、過剰な無音の箇所を
削除してください。Auto Define Tracksツールを使用す
る前にこれを行う事でより良い結果を得る事ができま
す。

・Auto Define Tracksツールを使用する前にクリック、
クラック、ポップ、ブロードバンドノイズ、およびハ
ムノイズのためにノイズリダクションを必要とする場
合があります。これらのタイプのノイズは、オーディ
オ波形の正確な位置へマーカーを配置する妨げにな
る可能性があります。Peakに付属されている一部の
ツールで特定の種類の不必要なノイズの除去を行う事
はできますが、よりよい結果を得るために Biasでは、
SoundSoapまたは、SoundSoap Proを使用する事をお
薦めいたします。

詳細な情報は、こちらからご覧頂けます :

http://www.bias-inc.com/products/soundsoap/

http://www.bias-inc.com/products/soundsoappro/

より正確な位置にリージョンマーカーが配置されるよ
う、曲と曲との間のギャップタイムがどの程度あるか
を予め調べる事をお薦めします。オプションメニュー
よりカーソルインフォの表示 (コマンド -Shift-T)を選
択する事で、選択範囲の時間情報をウェーブフォーム
上に表示します。

ウェーブフォームを使用して視覚的に調べる :

録音を行ったソースに何曲含まれているかについて
は、個々の曲に含まれる高いアンプリチュードのエリ
アを数える事で確認する事ができます。最も短い曲に
対しては、最も短い曲の選択を行った後にその場所の
長さを表示させるためのカーソルインフォの表示機能
を ONにします。より正確に範囲の選択を行うために
ズームインを行う必要がある場合もあります。最も短
い曲間のギャップの時間を知るには、曲間のギャップ
の選択を行った後にその場所の長さを表示させるため
のカーソルインフォの表示機能を ONにします。

Auto Define Tracksを実行した後

場合によって変則的な音声が原因となり、ウェーブ
フォーム上の誤った場所や、理想的ではない場所にト
ラックリージョンマーカーが配置される場合がありま
す。このため、大部分のトラックが正しい場所へリー
ジョンが配置されていても 1、2曲リージョンの微調
整を行う必要があります。リージョンマーカーは、下
にある三角形のポイントを左右へドラッグする事で移
動させる事ができます。また、Peakのバーティカルロッ
クモードによって 1つの曲のリージョンの始点と終点
を同時に動かす事も可能です。

http://www.bias-inc.com/products/soundsoap/
http://www.bias-inc.com/products/soundsoappro/
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ナッヂマーカー

オーディオドキュメントに含まれる全てのリージョン
マーカーが少しのずれで、誤って配置されている場合、
ナッヂ機能を使用して全てのリージョンを同時に調節
を行う事ができます。全てのマーカーのナッヂするた
め、ナッヂを行う箇所をウェーブフォーム上から選択
します。その後アクションメニューからナッヂ ...を選
択してください。以上が Auto Define Tracksツールを
行う際の知識になります。これらの機能を使用してお
試して下さい。この機能は様々なケースで使用する事
ができます。これまでに記述されている方法を応用し
てより迅速にパラメータのセットを行う事ができるは
ずです。

Bit Usage（ビットユーセージ）

Bit Usageは、ファイルのビットデプスの飽和状態、音
質低下の状態を視覚的にモニタすることが可能です。

Bit Usageメーター

Bit Usageを使用する：

1. メーターに表示させるオーディオの領域を選択し
て下さい。

2. DSPメニューから “Bit Usage” コマンドを選択す
ると、Bit Usageメーターが表示され、選択されて
いる領域のステータスが表示されます。

Bit Usageは Peak LEでは使用できません。

Change Duration（チェンジデュレー
ション）

Change Durationコマンドは、音の高さ（ピッチ）を
変えずに選択領域の速度を指定した分だけ速くしたり
遅くしたりする場合に使用します。速度は、秒、パー
センテージ、またはリズムを持つ音楽に対しては、1
分あたりの拍数で指定できます。機能のパラメータは、
85パーセントから 115パーセントの値が適切だと考
えられますが、200パーセントなどの極端な値に設定
すると、予想外の効果が得られることがあります。こ
の機能をドラム、リズムループ、スピーチ、サンプル
楽器、効果音などに使用すると、さまざまな効果を得
ることができます。

Change Durationダイアログ

選択領域の長さを変更する：

1. 処理したいオーディオの領域を選択します。

2. DSPメニューで “Change Duration” を選択します。
Change Durationダイアログボックスが表示されます。
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3. 次のいずれかのフィールドのラジオボタンをク
リックし、長さの変更の値を入力します。

• “Seconds” フィールドには、選択領域に適用する
新たな「時間の長さ」を秒数で入力します。

• “Percentage” フィールドには、速度を上げるまた
は下げる「割合」をパーセンテージで入力します。
たとえば、50%と入力すると時間は元の時間の半
分になり、速度は倍になります。200%と入力する
と時間は倍になり、速度は半分になります。

• “Beats per minute” フィールドは、選択領域の元の
「速度」（１分あたりの拍数）を入力したのち、新
しい速度を入力すると、Peakが２つの値を補間し
ます。このフィールドは、リズムを持つオーディ
オの長さを変更したい場合に使用します。

• また、“Advanced” ボタンをクリックすると Peakのエ
ンベロープエディタウインドウを開くことができます。 
Advanced Change Durationモードは、エンベロープ
を描いてダイナミックにスピードをアップしたり遅
くすることができます。

4. ピッチチェンジの品質を調節したい場合は、“Prefs”
ボタンをクリックします。DSP Preferencesダイア
ログが表示され、Sample Rate Convershin quality

を最も低い値である 1(CPUパワーの消費が最も少
ないです )から最も高い値 10(より多くの CPUパ
ワーを消費します )の間から選択してください。
また、処理を行う際に使用する Time Shiftingウイ
ンドウでサイズを選択します。単純な単音の場合
は低い値を、複雑な複数から成る音の場合は高い
値を入力します。設定が完了したら、“OK” ボタ
ンをクリックして DSP Preferencesダイアログを閉
じます。

DSP Preferencesダイアログ

5. 入力が済んだら “OK” をクリックします。入力し
た値に基づいて選択領域の時間長が変更されます。

Sample Rate Conversionの設定は初期値として 8に
設定をする事を推奨します。

PeakLEの機能は、チェンジデュレーションとテン
ポエンベロープを除いた Peak Proおよび Peak Pro 

XTに使用されているアルゴリズムと同じアルゴリ
ズムを基礎としています。

Change Gain（チェンジゲイン）

Change Gainは、選択領域の音量を変更するコマンド
です。ゲインの変更量は、デシベル（dB）またはパー
センテージで指定できます。音のボリュームを２倍に
したい場合は、ゲインの変更量を +約 6dBとするか
200%で追加を行って下さい。Change Gainコマンド
の Clipguard（クリップ防止）機能は、オーディオドキュ
メントまたは選択領域で最大ピークをサーチし、検出
した最大ピークに応じて変更量設定スライダの範囲を
制限することによってクリップの発生を防ぎます。
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Change Gainダイアログ

選択領域のゲインを変更する：

1. ゲインを変更したい領域を選択します。

2. DSPメニューまたはツールバーから “ChangeGain”
コマンドを選択します。Change Gainのダイアロ
グボックスが表示されます。

3. 信号ゲインの増加量または低下量をデシベル、ま
たはパーセンテージで入力します。

4. クリップの発生を防ぎたい場合は、“Clipguard” の
チェックボックスをクリックしオンにします。

5. “OK” をクリックします。指定した値に基づいて
信号のゲイン値が増加または低下します。

Change Pitch（チェンジピッチ）

Peakの Change Pitch機能は± 1オクターブのピッチ
チェンジが行えます。Change Pitchのダイアログでは
音楽的な間隔で新しいピッチを設定するためのピッチ
スライダーを使用します。

そして Fine tuneによってセント単位で細かく微調整
を行うこともできます（セントとは、音楽上のオクター
ブを数値で割ったもので、1オクターブ =1200セント
となります。従って、100セントは半音、50セントは
1/4音になります）。また、ピッチとともに選択領域の
長さ（デュレーション）も変更して、アナログテープ
を遅いスピードで再生したり、早回しで再生したりす
るような効果を得ることもできます。

あるいはアナログでは考えられなかったような、選択
領域の長さはそのままにピッチだけを変更することも
可能です。Change Pitchダイアログの下段にある“Play”
ボタンをクリックすると、Pitch Changeのプレビュー
を聴くこともできます。

Change Pitchダイアログ

選択オーディオのピッチを変更するには：

1. 処理を行いたいオーディオ部分を選択します。

2. DSPメニューまたはツールバーから “Change 

Pitch” を選びます。Change Pitchダイアログが現
れます。

3. Change Pitchのフィールドに、ピッチチェンジの
間隔を正または負の値で入力します（単位：セン
ト）。Intervalの Pitch Sliderを使用して設定するこ
ともできます。また、ピッチとともに選択領域の
長さ（デュレーション）も変更して、アナログテー
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プを遅いスピードで再生したり、早回しで再生し
たりするような効果を得ることもできます。ある
いはアナログでは考えられなかったような、選択
領域の長さはそのままにピッチだけを変更するこ
とも可能です。

4. ピッチチェンジの品質を調節したい場合は、“Prefs”
ボタンをクリックします。DSP Preferencesダイア
ログが表示され、処理を行う際に使用する Time 

Shiftingウインドウでサイズを選択します。単純
な単音の場合は低い値を、複雑な複数から成る音
の場合は高い値を入力します。設定が完了したら、
“OK” ボタンをクリックして DSP Preferencesダイ
アログを閉じます。

5. 設定が済んだら “OK” をクリックします。入力し
た値に基づいて選択領域のピッチが変更されます。

Sample Rate Conversionの設定は初期値として 8に
設定をする事を推奨します。

PeakLEの機能は、チェンジデュレーションとテン
ポエンベロープを除いた Peak Proおよび Peak Pro 

XTに使用されているアルゴリズムと同じアルゴリ
ズムを基礎としています。

Convert Sample Rate（サンプル
レートの変換）

Convert Sample Rateコマンドは、音のピッチ（高さ）
を変えずにサンプリング周波数を変換します。この機
能は、他のソフトウェアの条件に合わせてオーディオ
データのサンプリング周波数を下げたり上げたりする
のに便利です。ただし、サンプリング周波数の変換は

ドキュメント全体に適用されます。選択した一部の領
域だけに適用することはできません。一般的に使用さ
れるサンプリング周波数については、Chapters 3およ
び Chapters 4を参照して下さい。

Convert Sample Rateダイアログ

Sample rate conversion qualityは、Preferences ダイアロ
グの DSP Preferences で設定を行う事ができます。1に設
定を行う場合クオリティーは低くなる代わりに、CPUの
消費量が少なく、処理時間も最小の時間で行えます。そ
して、10に設定を行う場合、最もよいクオリティーが
得られる代わりに、CPUの消費量が最も多くなり、処理
時間も長い時間必要となります。Sample rate conversion 

qualityはほとんどの場合 8に設定する事で十分な結果を
得る事ができますが、ご利用のコンピュータで各設定を
お試し頂き CPUの処理能力に適したセッティングを行っ
てください。

ドキュメントのサンプリング周波数を変更する：

1. DSPメニューまたはツールバーから “Convert 

Sample Rate” を選択します。Convert Sample Rate

ダイアログボックスが表示されます。

2. オーディオドキュメントに適用する新たなサンプリ
ング周波数の値をタイプするか、または下向き矢印
をクリックしてポップアップメニューで値を選択し
ます。

3. “OK” をクリックします。オーディオドキュメン
ト全体が選択した周波数に変更されます。
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Macintoshに搭載されているオーディオハード
ウェアでサポートされてるサンプリングレートは
11kHzから 64kHzまでに限定されています。更に
上のサンプリングレートで録音および再生を行う
場合には、別途、CoreAudioに対応したドライバを
持つオーディオインターフェイスハードウェアを
ご利用頂く必要がございます。

Peak LEは sample rate conversionアルゴリズムを
基本的に含んでいます。

Convolve（コンボルブ）

Convolve コ マ ン ド は、1 つ の 音 の 特 性 “sonic 

character” を別のそれに適用する、ユニークで強力な
サウンドデザインツールです。

Convolverは、クリップボードに記憶された「インパ
ルス」の周波数スペクトルとターゲットのオーディオ
の周波数スペクトルとをかけ合わせ、双方に共通の周
波数を強調します。その結果は常に興味深いもので、
これまでに聞いたこともないような音が得られます。
特に、2つの音の特性が大きく異なり、クリップボー
ドのインパルスが和声的に豊かなものである場合には
その傾向が強くなります。（例えば、雨の音とピアノ
のティンクリングとをかけ合わせた音を想像してみて
下さい！）

Convolveを使用するためには、最初にオーディオの選
択領域をコピーする必要があります。コピーした音は、
ターゲットのオーディオに適用するスペクトル特性を
提供します。Convolveコマンドは、これまでに聞いた
こともないような音を作るだけでなく、音に空間的な
広がりを持たせることができます。例えば、部屋のノ
イズをクリップボードにコピーして、Convolveを適用
するとその部屋で音がなっている効果が生成されます。

クリップボードの音のスペクトルは、コンボルブ
の実行に備えて RAMに記憶しておく必要があり、
それによって大量の RAMが消費されます。した
がって、Peakに十分な量の RAMが割り当てられ
ている場合を除いては、小さいクリップボードイ
ンパルスを使用するようにして下さい。

Convolveを使用する：

1. 適用したい特性を持つオーディオを選択し、編集
メニューまたはツールバーから “コピー” を選択
します（または ＋ Cを押します）。

2. コピーしたオーディオのインパルスを使用して変
更する音（ターゲット）を選択します。

3. DSPメニューで “Convolve” を選択します。コピー
した音のスペクトル特性がターゲットの選択領域
に適用されます。

4. スペースバーを押すと結果を聴くことができます。

Convolveは Peak LEでは使用できません。

Crossfade Loop（クロスフェード
ループ）

クロスフェードループは、ループの最後から再度ルー
プの頭に戻る際の突然の変化を和らげるのに便利な
機能です。（Preferencesダイアログの Blending...ダイ
アログで設定された Blendingエンベロープが使用さ
れます。）Crossfade Loopダイアログを使用して、ミリ
秒（ms）単位でクロスフェードループの長さを設定
して下さい。

Crossfade Loopダイアログ
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クロスフェードループダイアログ上部 4つの
チェックボックスは、ループの最後から再度ルー
プの頭に戻る際のフェード方法をカスタマイズす
ることができます。これらのボックスは、クロス
フェードがどこで適用されるかについて示します。
ほとんどのループは、デフォルトにチェックされ
ている状態で使用すれば、良い結果を得ることが
できます。

クロスフェードダイアログ内でクロスフェードの種類の
選択するには

“A” , “B” , “C” “D” 左から右の順番でクロスフェード
を行う場合

“A” =  A と Cの間をクロスフェードします

“B” = Bと Dの間をクロスフェードします

“C” =Cと Aの間をクロスフェードします

“D” =Dと Bの間をクロスフェードします

クロスフェードポジショニングオプションは、ループごとに異なる設
定を必要とする場合があります。チェックされたクロスフェードポジ
ション “C” は赤い “X” で表示されます 。

これらのクロスフェードの構成方法は場合によって異
なります。ほとんどの場合、クロスフェードポジショ
ンを “C” に設定する事が一般的な方法ですが、SMDI

サンプラー等に転送する場合には、様々な方法でクロ
スフェードポジションを試す事が必要となる場合があ
ります。いくつかのサンプラーハードウェアには、ルー

プを前後へ再生させる等の様々な高度な再生機能が
搭載されています。ループクロスフェードポジション
を変えることにより、特定のサンプラーやエフェクト
のためにオーディオコンテンツをカスタマイズする
ことができます。テレビゲームのオーディオエンジン
等他のアプリケーションでオーディオループを使用す
る際、デフォルトのクロスフェードルポジション “C”
以外を選択する場合があります。また、特定のテレビ
ゲームオーディオエンジンの要求事項を満たすため、
クロスフェードポジションを適切に調整する必要もあ
ります。アプリケーションが要求するクロスフェード
に対し、ユーザーは “Loop with release” (キーを押し
た際オーディオドキュメントを最後尾まで再生させ
る )または、“Loop hold” (キーを離した後でオーディ
オを停止する )を設定します。これらの異なるモード
のために、クロスフェードを ON/OFFにする必要があ
るかもしれません。

クロスフェードループを作成する：

1. 本章の始めで解説したいずれかの方法でループを
作成します。

2. DSPメニューから “Crossfade Loop” を選択します。

3. 表示された Crossfade Loopダイアログボックスで
クロスフェードインの時間（ms）を入力し、“OK”
をクリックします。

4. 完成したクロスフェードを聴く場合は、編集メ
ニューで “ループを選択” を選択し、オプション
メニューで “ループ再生”（ +L）を選択するか
ツールバーの “Loop” ボタンをクリックし、さら
にスペースバーを押します。クロスフェードを適
用したループが再生されます。

クロスフェードループエンベロープを編集する :

1. クロスフェードループダイアログ内のエンベロー
プボタンをクリックしてブレンディングエンベ
ロープエディタを表示させます。

このダイアログはブレンディングダイアログから
アクセスされるブレンディングエンベロープと同
じである点に注意してください。

A B C D
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ブレンディングエンベロープエディタ

2. ライン上のどの場所をクリックしてもブレークポ
イントが作成され、自由に動かす事が可能になり
ます。

3. 希望する場所へブレークポイントをドラッグしま
す。

4. 希望する形状が作られるまでブレークポイントを
作成してドラッグを行ってください。ブレークポ
イントを削除したい場合、削除を行いたいブレー
クポイントをクリックし、コンピュータのキー
ボード上で Deleteキーを押してください。

5. 作成したエンベロープの形状を反転させたい場
合、“<->” ボタンをクリックしてエンベロープ
の反転を行う事が可能です。

6. 後に使用するため、カスタムエンベロープを保管
しておきたい場合エンベロープエディタを終了さ
せる前に Saveボタンを押してください。

7. 作成した新たなエンベロープの形状で決定する
場合編集内容を最終的に確認した上で、エンベ
ロープエディタを閉じるために Changeボタンを
クリックして下さい。新たに変更が行われるまで
Peakはこのエンベロープを使用します。

クロスフェードを適用した後完成したループを試聴
するには、選択して編集メニューから選択範囲をルー
プを選び、オプションメニューの選択範囲をループボ
タンを選択するか、ツールバーのループボタンをク
リックし、スペースバーを押してください。この方法
でクロスフェードを適用したループを試聴する事が
可能となります。

もし、カスタムブレンディングエンベロープを保
存する場合 :　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
/MacintoshHD/ユーザー /<YourAccount>/Library/ 

Preferences/Peak Envelopes/　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

上記の階層に保存する事で保存されたカスタムエ
ンベロープは、フェードイン /アウトダイアログ内
のポップアップメニューで表示される様になりま
す。カスタムフェードインをフェードイン /アウト
に使用する場合、ポップアップメニューから選択
して適用する必要がある点に注意してください。

クロスフェードループは、Peak LEでは使用できません。

Envelope From Audio(エンベ
ロープフロムオーディオ )

Envelope From Audioツールによって、選択された箇所
へエンベロープの情報の作成事ができます。この事に
より、例えば、特定のフェードアウトのタイプを持つ
音楽のフェードアウトエンベロープの特性を他の箇所
へ適用する事が可能です。フェードアウトされている
箇所の選択を行い、その後に Envelope From Audioコマ
ンドを使用する事により、Peakのフェードイン /アウ
トやゲインエンベロープツールなどのエンベロープと
して呼び出す事ができ、一旦エンベロープが保存され
ると、Peakのエンベロープフォルダへアクセス可能な
DSPツールのすべてで、使用する事ができます。また、
この情報は、ホームディレクトリの Preferencesフォル
ダへ保存されます。エンベロープ情報へアクセス可能
な DSPツールには、Fade In/Out, Blending, Panner, Gain 

Envelope, Amplitude Fit, Plug-In Envelopeが含まれてい
ます。

精密な変化が行われるエンベロープを作成する場合、
このツールが大変役立ちます。より多くのポイント
が必要になる精密なエンベロープの作成を行うため、
"ms"フィールドへ必要最低限の値を入力 (または、
スライダを使用して設定 )を行ってください。また、
より少ないポイントで十分な精密ではない (スムーズ
な )エンベロープの作成を行う場合には、より大きな
値の入力を行ってください。
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Fade In&Fade Out（フェードイ
ン＆フェードアウト）

フェードイン &フェードアウトコマンドはオーディ
オドキュメントの始めと終わりの音量を変化させる
ためのものです。フェードイン &フェードアウト
DSP機能と Fade Envelopeエディターダイアログにつ
いては Chapter 5に詳しく解説されています。

フェードインを作成する：

1. オーディオドキュメントの選択したい領域の先頭
をマウスでクリックし、選択したい領域の末尾ま
でドラッグします。フェードインはこの領域内の
オーディオに適用されます。

2. DSPメニューで “Fade In”を選択します。オーディ
オドキュメントの選択した領域にフェードインが
適用されます。

3. 作成したフェードインを聴くためには、 ＋ス
ペースバーを押します。選択領域のオーディオが、
フェードインを適用した状態で再生されます。

フェードアウトを作成する：

1. オーディオドキュメントの選択したい領域の先頭
をマウスでクリックし、選択したい領域の末尾ま
でドラッグします。フェードアウトはこの領域内
のオーディオに適用されます。

2. DSPメニューで“Fade Out”を選択します。オーディ
オドキュメントの選択した領域にフェードアウト
が適用されます。

3. フェードインを聴くためには、 +スペースバー
を押します。選択領域のオーディオが、フェード
アウトを適用した状態で再生されます。

フェードイン /アウト DSPツールのより詳細の情
報に関しては Chapter 5:の編集を参照して下さい。

Find Peak（ファインドピーク）

Find Peakは、選択領域内で検出された最大サンプル
値の位置に挿入ポイントを設定します。

Find Peakの検索結果

オーディオの選択領域内で振幅が最大の場所を探す：

1. Peakを検出したいオーディオドキュメントを選択
します。

2. DSPメニューで “Find Peak” を選択します。

3. ダイアログが表示され、ピークの値と場所を表示
します。挿入ポイントは振幅が最大の場所に移動
します。

4. 最大音量のピーク値が波形表示画面外にある時、
左矢印キーを押すと、挿入ポイントへ視野が移動
します。Shiftキーを押しながら左矢印キーを押す
と、サンプルレベルまで拡大した挿入ポイントが
表示されます。

Find Peakは Peak LEでは使用できません。

Gain Envelope（ゲインエンベロープ）

Gain Envelopeのオペレーションは、増幅（ゲイン）
や減衰のエンベロープを入力するための操作です。
GainEnvelopeエディターで描かれるエンベロープに
応じてオーディオの振幅が増減します。この機能を使
用した場合はサンプルでクリップが発生するおそれ
があるため、十分注意して使用する必要があります。
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選択領域にさまざまなゲインおよび減衰を適用する：

1. 処理したいオーディオを選択します。

2. DSPメニューで “Gain Envelop...” を選択します。

3. エンベロープエディタで、選択領域に適用したい
ゲインエンベロープを描きます。0%ラインより上
のポイントは選択領域を増幅させ、0%ラインよ
り下のポイントは選択領域を減衰させます。Gain 

Envelopeエディターに表示される波形は、描かれ
るエンベロープに応じて変化します。

4. “Change” をクリックし、ゲインエンベロープを
利用して選択領域の処理を実行します。

Gain Envelopeダイアログ

Harmonic Rotate（ハーモニックロー
テイト）

Harmonic Rotateは波形に実験的な効果を与える場合
などに役立てる事ができます。このコマンドは、選択
されたオーディオ内の周波数スペクトラムを水平軸を
中心に回転させ、領域内の指定した周波数帯域、また
は、特定の振幅を強調してその他の周波数帯域への割
り当てを行います。

Harmonic Rotateコマンドのプレビューはリアルタイ
ムに行うことが可能なため、時間を費やすこと無く
理想とするセッティングを行うことができます。ま
た、オプションとして Realと Imaginaryの異なるア

ルゴリズムのチェックボックスが設けられている他、
ローテーションさせる度合いを調節するためにスラ
イダーとテキストフィールドも設けられています。

Harmonic Rotateダイアログ

選択したオーディオにHarmonic Rotateを適用する：

1. 処理を行うオーディオ領域を選択します。

2. DSPメニューから“Harmonic Rotate”を選択します。

3. “Preview” ボタンをクリックおよび “Real” か
“Imaginary” の周波数スペクトラムアルゴリズム
を選択しプレビューを聞き取りながらスライダー
の調節を行います。

4. OK をクリックします。選択された領域に
“Harmonic Rotate” の処理が、適用されます。

Harmonnic Rotateは Peak LEでは使用できません。

Impulse Verb ™（インパルスバー
ブ）

Impulse Verbは、実際のホール、大聖堂、洞窟等の様々
な空間で記録されたリバーブ特性をオーディオファ
イルに対して与えることができる、非常に高品質なリ
バーブプロセッシングツールです。
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ImpulseVerbダイアログ

Peakの DSPツールである “Convolve” で使用されてい
る Convolutionテクノロジーを応用してドライなオー
ディオファイルに対して特別な空間で録音を行った
かのような自然なリバーブ効果を与えることができま
す。Impulse Verbは、リアルタイムにプレビューを行
うことが可能なため、時間を費やすこと無く理想的な
セッティングを行う事ができます。また、リバーブの
Wet/Dryを調節する事が可能なスライダーを搭載して
おり、スペースエンベロープエディタを使用してリバー
ブのレンジおよびディケイの特性をコントロールする
ことも可能とします。

Impulse Verbダイアログは、リアルタイムコンボ
ルーションツールとして使用する事も可能です。
また、クリップボードへコピーされた様々な選択
範囲も、オーディオの選択範囲に対してコンボル
ブすることができます。Impulse Verbダイアログの
スペースポップアップメニューにオーディオファ
イルを加えるには、任意のファイルを 24Bit Sound 

DesignerⅡフォーマットで以下の Peak Impulse

フォルダへ保存して下さい。   

 

ハードディスク /ライブラリ /Application Support/

BIAS/Peak/

Impulse Verbを使用する：

1. 処理を行うオーディオ領域を選択します。

2. DSPメニューから “Impulse Verb” を選択します。

3. Spaceポップアップメニューから使用するリバー
ブの種類を選択するか、クリップボードの内容を
使用するために “clipboard” を選択して下さい。

4. “Preview” ボタンをクリックして、プレビューを
聞き取りながら Wet/Dryスライダーで理想的な効
果が得られる様に調節を行います。

5. リバーブの特性を適用するために、Applyボタン
をクリックします。

リバーブ特性のエディット：

• Space Envelopeチェックボックスをクリックして、
エンベロープエディタを起動させます。

• 以下の図の例は推薦されているセッティングからリ
バーブのディケイタイムを短く設定した状態の例で
す。

スペースエンベロープエディタでリバーブのディケイタイムを短くし
た例

上記のセッティングでディケイを短く設定するこ
とを記述している一方、他のタイプのセッティ
ングはよりクリエイティブなサウンドデザインに
役立てる事も可能です。特に、ドライなファイル
に対して Impulse Verbをリアルタイムコンボルー
ションで使用する場合、スペースエンベロープエ
ディタを使用して試験を行う事をお勧めします。

Harmonnic Rotateは Peak LEでは使用できません。
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Invert（インバート）

Invertコマンドは、選択領域、あるいはドキュメント
全体の位相を反転させたい場合に使用します。

選択領域の位相を反転させる：

1. 反転させたい領域を選択します。

2. DSPメニューで “Invert” を選択します。選択領域
が反転されます。

Loop Tuner（ループチューナー）

Peakの Loop Tuner機能を使用すると、ループのスター
トとエンドポイントを視覚的に表示し、作業効果を実
際に聴いて確認することができます。この機能を使用
してループを調整したい場合は、DSPメニューかツー
ルバーから “Loop Tuner” を選択し、ダイアログを表
示させます。Loop Tunerダイアログの波形画面下の
スクローラーで、微調整を行うことができるループの
スタートとエンドポイントを表示します。スライダー
のスクロールアローは、ループマーカーをサンプル単
位で左右に移動するのに使用します。スライダの本体
部分をクリックすると、ループマーカーは次のゼロク
ロッシングポイントへ移動します。ダイアログ左側下
部の虫眼鏡アイコンで波形のズームイン /アウトを行
うことができます。“Play” ボタンを押すと、調整後
の効果を確認することができます。このダイアログを
閉じるには、変更を有効にする場合は “OK” ボタンを、
無効にする場合は “Cancel” ボタンをクリックします。

Loop Tunerダイアログ（分離点のあるループ）

Loop Tunerダイアログ（滑らかなループ）

Loop Tunerは Peak LEでは使用できません。

Mono To Stereo/Stereo To 
Mono（モノからステレオへ /ステレ
オからモノへ）

この 2つの DSPコマンドは、オーディオドキュメント
を 1チャンネルフォーマットから 2チャンネルフォー
マットに、あるいはその逆に変換する場合に使用しま
す。

オーディオドキュメントをモノラルからステレオに変換する：

1. 編集メニューの “全てを選択” を利用してオーディ
オドキュメント全体を選択します（ +A）。

2. DSPメニューまたはツールバーから “Mono To 

Stereo” を選択します。
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3. 表示されたダイアログボックスで、スライダを利
用してミックスの左チャンネルと右チャンネルの
バランスを調節します。

Mono to Stereo Conversionダイアログ

4. “OK” をクリックします。モノラルのドキュメン
トがステレオのドキュメントに変換されます。

オーディオドキュメントをステレオからモノラルに変換する：

1. 編集メニューの “すべてを選択” を利用してオー
ディオドキュメント全体を選択します（ +A）。

2. DSPメニューまたはツールバーから “Stereo To 

Mono” を選択します。

Stereo to Mono Conversionダイアログ

3. 表示されたダイアログボックスで、スライダを利
用してミックスの左チャンネルと右チャンネルの
バランスを調節します。

4. “OK” をクリックします。ステレオのドキュメン
トがモノラルのドキュメントに変換されます。

Mono To Stereo/Stereo To Monoは Peak LEでは使用
できません。

自動的に処理を行う Mono to Stereo/Stereo to Mono

の機能が、Peak LE/DVにおいて使用できませんが、
展開されているモノもしくはステレオのドキュメ
ントを手動で選択を行い空の新たなドキュメント
へペーストすることにより Mono to Stereo/Stereo to 

Monoと同じ結果を得ることができます。新しく作
成した空の Stereoのドキュメントへモノラルデー
タをペーストする際、Peakは、L/R2つのデータを
貼付ける様に促し、その後にペーストを行うこと
が可能となります。

Mix（ミックス）

Mixは、クリップボードにコピーした音をターゲット
の選択領域とミックスするためのコマンドです。こ
のコマンドは、音のトラックをミックスしたり、音
の要素をブレンドしたりするための、「音に音を重ね
る」機能として使用できます。Mixコマンドは Addコ
マンドに似ていますが、ターゲットとクリップボード
の信号はミックスする前に減衰されるのでクリップが
発生する恐れはありません。Mixコマンドを使用する
場合は、まず最初にオーディオを選択し、その上でコ
ピーした音をターゲットのオーディオにミックスしま
す。Mixコマンドはエンベロープエディタを使用して、
Mixの特性を調節することが可能です。これは、変則
的にレベルが変化するような Mixを行う際に有効な方
法となります。

Mixコマンドを使用する：

1. 別のオーディオドキュメントとミックスしたい
オーディオを選択し、編集メニューもしくはツー
ルバーで “コピー” を選択します（ ＋ C）。

2. ターゲットのオーディオを選択します。
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3. DSPメニューで “Mix” を選択します。

4. ターゲットのオーディオとミックスしたいコピー
した信号の量を、表示されたダイアログボック
スのスライダを利用して指定します。コピーし
た素材と Mixするレベルの変化を調節する場合、
Envelopeボタンをクリックし、エンベロープエディ
タで必要とする設定を行い、Changeボタンをク
リックしてから、Mixボタンをクリックします。

Mixerダイアログ

5. “OK” をクリックします。２つの信号がミックス
されます。

6. 結果を聴く場合は、 ＋スペースバーを押します。

Modulate（モジュレート）

Modulateコマンドは、２つのオーディオ信号、すなわ
ちクリップボードにコピーした信号と現在選択されて
いる信号をかけ合わせる「リングモジュレータ」とし
て機能します。得られる音は一般的に非常に複雑な音
色で、しばしば金属的な響きになります。

サイン波や矩形波・ノコギリ波などに Modulateコ
マンドを適用してみましょう。

Modulateコマンドを使用する：

1. 使用したいオーディオソースを選択し、編集メ
ニューもしくはツールバーで “Copy” を選択しま
す（ +C）。

2. 目的のオーディオを選択します。

3. DSPメニューから “Modulate” を選択します。

4. 目的のオーディオドキュメントをモジュレートする
ために使用するコピーした信号の量を、表示された
ダイアログボックスのスライダを利用して指定しま
す。

Modulatorダイアログ

5. “OK” をクリックします。２つの信号が処理されま
す。

6. 結果を聴く場合は、スペースバーを押します。

Modulateは Peak LEでは使用できません。

Normalize（ノーマライズ）

このコマンドは、選択領域またはドキュメント全体の
ボリュームを最適化し、クリップを生じない最大レベ
ルに設定します。Normalizeは、非常に低いレベルで
録音した音の音量（ラウドネス）を上げたり、複数の
オーディオドキュメントの振幅を均一にしたい場合に
利用すると便利です。
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ノーマライズは選択範囲の振幅を均一に変化させ
るために（音量の大きい部分と小さい部分との比
率は変わらない）、コンプレッサーやリミッタ-（音
量の小さい部分の振幅を持ち上げ、音量の大きい
部分の振幅を押さえる）とは別の働きをします。

選択領域をノーマライズする：

1. ノーマライズしたいオーディオを選択します。ド
キュメント全体を選択する場合は、 ＋ Aを押しま
す。

2. DSPメニューで “Normalize” を選択します。

3. 表示されたダイアログボックスで、スライダを
利用して最大レベルからのノーマリゼーションの
パーセンテージを調節します。

Normalizeダイアログ

4. OKをクリックします。選択したオーディオがノー
マライズされます。

Normalize (RMS)  (ノーマライズ
RMS)

このコマンドでは、選択されているもしくは、すべて
のオーディオドキュメントをクリップが生じない最大
のレベルまでボリュームを最適化する事ができます。
RMSノーマライゼーションは、オーディオの選択範囲
を RMS(実効値 )または、信号レベルの平均に基づき
実行されます。ファイルの RMS値は、任意に高い値
に増やされる事はありません。ユーザーによって指定
される RMSの値が高すぎる場合、オーディオにクリッ

ピングが生じ、自動的にソフトクリップ機能が作動し、
RMS値は、ユーザーによって指定されるレベルよりも
低くなります。

ユーザーによって指定された値が、限界の範囲内で
ある場合、ファイルは、可能な限りのレベルに最適化
され処理されます。RMS Normalizeダイアログには、
RMS Level と Digital Ceilingの 2つのパラメータが用意
されています。RMS Levelには、希望する RMS(実効
値 )または、信号の平均レベルの入力を行います。そ
して、Digital Ceilingでは最大音声レベルの制限をする
事ができ、入力された値は、RMSレベルがその値を上
回る場合にソフトクリッピングを適用する値となりま
す。RMS Normalize機能は、低いレベルで録音された
素材のボリュームを上げる事に非常に役立ちます。ま
た、複数のオーディオドキュメントで使用した場合に
は、各ドキュメントのアンプリチュードの均一化を行
う事が可能となります。

RMS Normalizeの実行 :

1.      RMS Normalizeを適用するオーディオの選択を行っ
てください。オーディオドキュメントのすべての
ノーマライズを行う場合には、編集メニューから、
すべてを選択 (コマンド +A)をクリックします。

2.      DSPメニューより RMS Normalizeを選択します。

3.      表示されるダイアログ内にある、RMS Level と Digital 

Ceilingの各値を入力した後に、OKボタンをクリック
します。

Normalize (RMS)ダイアログ

4.      OKボタンを押した後、Peakは選択されたオーディ
オのノーマライズ処理を行います。 

Peak LEではRMS Normalize機能は使用できません。
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Panner（パンナー）

Pannerはダイアログ内でステレオドキュメントの波
形画面上にボリュームエンベロープを描くことで左右
チャンネルのバランスを調整する機能です。グラフの
上にあるのが左チャンネル /下にあるのが右チャンネ
ルです。

パンニングを調整する：

1. パンニングの調節をするステレオドキュメントを
選びます。選んだドキュメント全体を範囲指定す
る場合は、編集メニューから “すべてを選択” を
選択して下さい（ +A）。

2. DSPメニューから “Panner” を選びます。

3. 現れたダイアログで、パンニングエンベロープを
描いて下さい。

Pannerdエディタダイアログ

4. OKをクリックすると描いたパンニング情報が有効
になります。

Pannerは Peak LEでは使用できません。

Phase Vocoder（フェイズボコー
ダー）

Phase Vocoderは、選択したオーディオの長さやピッチ
を変更することができるオーディオスペクトラムの解
析 /リシンセス機能です。

Phase Vocoderを使用する：

1. 処理したいオーディオを選択します。ドキュメン
ト全体を選択する場合は、 ＋ Aを押します。

2. DSPメニューで “Phase Vocoder” を選択します。
Phase Vocoderダイアログボックスが表示されます。

Phase Vocoderダイアログ

3. “Change Duration” フィールドには、選択領域の
長さを秒数で入力します。

4. “Change Pitch” フィールドには、選択領域のピッ
チを入力します（単位はセント。1セントは 1オク
ターブの 1200分の 1に相当します）。よく使用す
る音程は音程（“interval”）のポップアップメニュー
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に表示されるため、3度、オクターブといった主要
な音程はこのポップアップメニューで選択できま
す。矢印の付いたポップアップメニューを利用し
て、ピッチを上げるか下げるかを指定します。

5. “Analysis Settings” フィールドでは、出力の同一性
を決定するバンド数や FFT（Fast Fourier Transform

＝高速フーリエ変換）のサイズを選択します。
Phase Vocoderは、選択したオーディオの周波数を
分析し、検出した周波数をトラックにセットしま
す。これらのトラックは、入力したピッチと時間
の修正値を利用した発振器による再合成で使用さ
れます。一般的には、小さい FFTサイズを使用し
たほうが大きい FFTサイズを使用した場合よりも
オーディオ出力の劣化の度合いは低くなります。
また、バンド設定の数が多いほど、ソースサウン
ドの和声成分をトラッキングする際の精度が高く
なります。一般的には、バンドの数よりも大きい
FFTサイズを使用した場合は良好な結果は得られ
ません。Phase Vocoderのアルゴリズムの性質上、
最適な結果が得られるのは複雑な音色（オーケス
トラの演奏など）ではなく独奏楽器や安定した音
（声やフルート独奏）に対して使用した場合です。

6. OKをクリックします。結果を聴く場合は、再生を
スタートさせます。

Phase Vocoderは Peak LEでは使用できません。

Rappify（ラピファイ）

Rappifyコマンドは、選択領域に極端なダイナミック
フィルタを適用します。あるPeakユーザーは、「Rappify

はハイファイをローファイに変える」と表現していま
す。ビートがはっきりしているサウンドは、最も本質
的なリズム成分まで低減されます。さまざまな曲でこ
のコマンドを試してみて下さい。予想もしなかった興
味深い結果が得られることと思います。

Rappifyコマンドを使用する：

1. 処理したいオーディオを選択します。ドキュメン
ト全体を選択する場合は、 ＋ Aを押します。

2. DSPメニューで “Rappify” を選択します。

Rappifyダイアログ

3. 表示されたダイアログボックスで、元のオーディ
オとミックスしたい「ラピフィケーション」の量
を指定します。100%では完全にラピファイされ、
0%では変化はありません。

4. “OK” をクリックします。音が処理されます。結
果を聴く場合は再生をスタートさせます。

Rappifyは Peak LEでは使用できません。

Repair Click（リペアクリック）

Repair Clickコマンドは、Repair Clicksダイアログ（後
述）の設定に基づいて、選択したクリックノイズやス
パイクを削除します。
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オーディオドキュメント中の 1つのクリックを修復する：

1. 修復するクリックに挿入ポイントを合わせます。

2. アクションメニューから “サンプルレベルで表示”
を選択します（Shift+左矢印キー）。

3. クリックノイズを選択します。選択範囲は 100サ
ンプル以下になるようにして下さい。

4. DSPメニューで “Repair Click” を選択します。

Repair Clickは Peak LEでは使用できません。

Repair Clicks（リペアクリックス）

Repair Clicksコマンドは、オーディオドキュメント中
でポップやクリックを検出し修復します。Repair Clicks

ダイアログボックスでは、ワープロの “検索と置換”
機能と同じように、クリック（通常は波形の急激なス
パイクで示されます）を自動的に検出し除去すること
ができます。

Repair Clicksは、サンプルとサンプルの間の「不連続」
をサーチします。例えば、- 100という値のサンプル
の後ろに 10000という値のサンプルが続いたりする
と、クリックが発生しやすくなります。クリックのあ
る場所が見つかると、スムース機能を利用して元の形
を変えずにその部分を修復します。

主にデジタルによって誘発されたクリックを修復する
場合は、かならず Repair Clicksダイアログボックスを
使用する必要があります。ビニール製のレコードのス
クラッチやポップのように極端に破壊された信号の修
復には、Repair Clicksダイアログボックスによる修復
のほかに、Chage Gain...や Deleteなどを利用したさら
に細かい作業が必要になります。ビニール製レコード
のスクラッチやポップなどによるクリックは、ADコン
バータでサンプリングすると検出は不可能になります。

Repair Clicksダイアログ

Smoothing Factor（スムース係数）

“Smoothing Factor”（スムース係数）は、クリックに
適用するスムース（緩和）の度合いを決定します。高
周波数のオーディオに対しては、本来の高周波が維持
されるようにスムース係数を小さい値に設定する必要
があります。一般的には、40～ 60%にセットすれば
大部分のクリックを修復できます。

Detection Setting（検出設定）

“Detection Setting”（検出設定）の値は、クリックの検
出方法を決定します。大きな値に設定すると極端なク
リックだけを検出し、小さい値に設定すると小さいク
リックを検出します。ただし、10%のような小さい値
に設定すると、オーディオをクリックと取り違える恐
れがあるので注意する必要があります。一般的には、
40～ 80%で良好な結果が得られます。

Repair Size（修復サイズ）

“Repair Size”（修復サイズ）は、修復で新しい波形を
作成する際にクリックの周辺のサンプルをいくつ使用
するかを決定します。この値の設定範囲は 5から 100
までですが、50に設定しておけばほとんどのケースで
正しく修復することができます。それによって正しい
波形が想定され、クリックが修復されます。

Repair Clicksダイアログボックスの下のボタンは、修
復、再生、修復取り消しに関する制御ボタンです。

• Next Clickボタンで検出した選択領域の次のクリッ
クを修復する場合は、“Repair” ボタンをクリック
します。

• 選択領域で次のクリックを検出する場合は、“Next 

Click” ボタンをクリックします。
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• 検出されたクリックの音を聴いてみたい場合は、
“Audition” ボタンを使用します。Auditionボタ
ンをクリックすると、Preferencesダイアログの
Auditioning...ダイアログボックスで設定したプレ
ロールとポストロールの値に基づいてクリックが
再生されます。

• クリックの修復結果が満足できるものでなかった
場合は、“Undo” ボタンをクリックします。

• オーディオドキュメントの選択領域の全てのク
リックを個別にではなく一括して修復したい場合
は、“Repair All” ボタンをクリックします。

Repairサイズと検索、修復するオーディオの選択
範囲のサイズとを混同しないように注意して下さ
い。Repairサイズは修復する個々のクリックのサ
イズを参照します。

オーディオドキュメント中の複数のクリックを修復する：

1. クリックを修復したいオーディオドキュメントの
全体または領域を選択します。

2. DSPメニューで “Repair Clicks” を選択します。

3. “Next Click” ボタンをクリックします。Peakは、
クリックをサーチします。クリックが検出されな
かった場合は、“Detection Setting” の値を小さくし
て再度サーチします。

4. “Audition” ボタンを利用してクリックを再生しま
す。クリックは、再生領域の中間あたりで聞こえ
ます。

5. クリックが検出されたら、“Repair” ボタンをクリッ
クします。クリックが正しく修復されているかど
うかをチェックする場合は、“Audition” ボタンを
クリックします。修復結果が思わしくなかった場
合は、“Undo” ボタンをクリックし、“Smoothing 

Factor”または“Repair Size”の値を変更したうえで、
再度 “Repair” ボタンをクリックします。

6. ステップ 3以降の手順を繰り返すか、または“Repair 

All” ボタンをクリックして全てのクリックを修復
します。Repair Allのプロセスを中止する場合は、
＋ピリオドを押します。

オーディオドキュメントの１つのクリック修復する：

1. クリックを中心としてその周辺の領域を選択します。

2. DSPメニューで “Repair Clicks” を選択します。

3. “Repair” ボタンをクリックします。クリックが正
しく修復されているかどうかをチェックする場合
は、“Audition” ボタンをクリックします。修復結
果が思わしくなかった場合は、“Undo” ボタンを
クリックし、“Smoothing Factor” または “Repair 

Size” の値を変更したうえで、再度 “Repair” ボタ
ンをクリックします。

クリックによっては、Repair Clicksダイアログボック
スの “Detection Setting” の値を小さくしないと検出で
きないものもあります。“Detection Setting” は最初か
ら小さくし過ぎず、徐々に行って下さい。

Repair Clickと Repair Clicksは Peak LEでは使用で
きません。

Remove DC Offset（DCオフセッ
トの除去）

Peakはオーディオ成分に含まれる DCオフセットをス
キャンしてそれを取り除くことができます。Peakはス
テレオドキュメントの場合、左右チャンネル独立して
スキャンを行います。通常 DC Offsetはアナログからデ
ジタルへの変換時に発生します。その結果、波形がベー
スラインの中央から上下にずれる現象が起ります。
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Remove DC Offsetを使用する：

1. 処理を行うオーディオを選択します。ドキュメン
ト全体を選択する場合は、編集メニューから “す
べてを選択” を選択して下さい（ +A）。

2. DSPメニューから “Remove DC Offset” を選択する
と Peakはオーディオのスキャンを始め、自動的に
オーディオに含まれるDCオフセットを除去します。

Remove DC Offsetは Peak LEでは使用できません。

Reverse Boomerang（リバースブー
メラン）

Reverse Boomerangコマンドは、選択したオーディオ
の反転コピーをオリジナルのオーディオとミックスし
ます。この手法を利用すると、興味深い結果が得られ
ます。Boomerangをドラムのループ、音声、サウンド
効果に使用してみて下さい。

Reverse Boomerangを使用する：

1. 処理したいオーディオを選択します。ドキュメン
ト全体を選択する場合は、 ＋ Aを押します。

2. DSPメニューで“Reverse Boomerang”を選択します。

3. 表示されたダイアログボックスで、元のオーディオ
とミックスしたい反転サウンドの量を指定します。
100%では完全な反転となり、0%では変化はありま
せん。

Reverse Boomerangダイアログ

4. “OK” をクリックします。音が処理されます。結
果を聴く場合は、スペースバーを押して再生をス
タートさせます。

Reverse（リバース）

Reverseコマンドは、現在の選択領域を反転させます。
反転した選択領域では、最後のサンプルが先頭のサン
プルになり、最後から２番目のサンプルが先頭から２
番目のサンプルになります（以下同様）。このコマン
ドでは、レコードやカセットを逆方向に再生した場合
のような効果が得られます。

選択領域を反転させる：

1. 反転させたいオーディオを選択します。ドキュメ
ント全体を選択する場合は、 ＋ Aを押します。

2. DSPメニューで “Reverse” を選択します。選択し
たオーディオが反転されます。結果を聴く場合は、
再生をスタートさせます。

Strip Silence (ストリップサイレン
ス )

Peakには Strip Silenceツールが搭載されており、オー
ディオドキュメント上に存在する無音のタイムライン
および非常に微弱なオーディオ信号を完全にオーディ
オドキュメント上から、削除を行う事が可能です。こ
の機能は、主に、不要な無音および非常に微弱なオー
ディオ信号がレコーディングされているファイルか
ら、無音の箇所を取り除く事に非常に役立ちます。様々
なストリップサイレンスパラメータの調整を行う事
で、取り除くべき信号と残すべき信号の制御を行う事
が可能です。

Strip Silenceツールは、Noise Gateと Stripperの 2つの
セクションから成り立ちます。
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Noise Gate(ノイズゲート )

Noise Gate機能は、他のノイズゲートと同様に、以下
の機能が含まれています

Threshold Slider (スレッショルドスライダー )

Threshold Sliderでは、どのレベルまでのオーディオ
を残すかのレベル設定、もしくはどのレベルまでの
オーディオを取り除くかの設定を行います。Threshold 

Sliderは 0dBから -60dBの範囲内で値を決定します。
特に指定しない場合、-20dBに設定されます。

Threshold Sliderは簡単にセットする事が可能です。声
による対話をレコーディングした素材へ適用する場
合、室内の周囲の音がさらに聞き取れる様 (一般的に
-30dB)、Threshold Sliderを -30dBにセットします。こ
のコントロールでは、どのレベルまでのオーディオを
残すか、および、どのレベルまでのオーディオを取り
除くかののレベル設定を行います。

Threshold Sliderの設定を行う際の技術として、
始めに選択する部分のオーディオとしてバッ
クグラウンドノイズ /室内の音 (削除される )
を選択します。そして、Peakの DSPツールで
正確なレベル設定の判断を行います。このレ
ベルを Threshold Sliderのセッティングとして
適用する事でより簡単に適切な設定を行う事
が可能です。

Reduction Ratio Slider

このスライダーでは、Threshold Sliderの設定に基づ
き、縮小の比例値の設定を行います。Threshold Slider

の設定値以下のオーディオが完全に無音であるか、

非常に微弱なオーディオ信号であるかに関係なく、
Reduction Ratio Sliderに依存します。Threshold Slider

の設定値以下の信号レベルのいかなるオーディオも、
Reduction Ratio Sliderに比例して縮小量の提供を行い
ます。Reduction Ratio sliderの設定値が高い場合、選
択したウェーブフォームでのアンプリチュードが低
い (アンプリチュードの低いとの判断は、Threshold 

Sliderでの設定値に依存します。)箇所を無音部分と
して処理します。Reduction Ratio sliderは、1.00から5.00
の範囲内で値を決定します。特に設定しない場合、2.00
にセットされます。

会話のレコーディングを行ったソースに対しての例と
同じく、室内の周囲の音を最小限にする際には、30dB

程度の値へ設定する事をお薦めします。Threshold 

Sliderが -30dBにセットされている場合、Reduction 

Ratio sliderの設定値にどれだけのレベルが設定されて
いるかでオーディオのレベルを下げるかの基準が決定
されます。選択範囲内の -30dB以下を完全に無音にす
るため、Reduction Ratio sliderの値で 4もしくは 5を
設定する場合がありますが、室内の若干の音声を残す
様、1から 3のより軽い設定値にする事でより自然な
編集を行う事ができます。

Attack Slider

Attack Sliderは、一旦オーディオがスレッショルドレ
ベル (Threshold Sliderで設定した値 )以下のオーディ
オの縮小がどれだけ速く開始されるかを決定します。
Attack Sliderは、10msから 500msまで設定が可能で
すが、特に指定しない場合、20msにセットされます。

Release Slider

Release Sliderは、一旦オーディオがスレッショルド
レベル (Threshold Sliderで設定した値 )より大きく
なる際に、オーディオの縮小がどれだけ速く終了さ
れるかの決定をします。Release Sliderは 50msから
1000msの間で設定が可能ですが、特に指定しない場
合、100msにセットされます。Attackおよび Release 

Sliderを効果的に使用するには、編集を行うソースの
タイプを把握する事が重要です。会話のレコーディ
ングを行ったソースに対して使用する場合、アンプリ
チュードが 0から、フルまでの変化に比較的長い時間
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がかかり、この場合には、アタックタイムの値を高く
(長いアタックタイム )に設定します。この事により、
徐々にオーディオの縮小が行われる事となります。同
様のこの種の素材では、徐々にアンプリチュードが変
化する傾向があり、リリースタイムを長く設定する事
でより適切なセットを行う事が可能です。

また、ドラムのレコーディングを行った素材の場合を
想定します。ドラムの場合、ドラムを叩いた際、アン
プリチュードが 0から、フルまでの変化に非常に短
い時間がかかるため、アタックタイムの値を低く (短
いアタックタイム )に設定します。このタイプの素材
では、リリースタイムを短く設定する事でより適切な
セットを行う事が可能です。

Stripper

Stripperは、選択範囲内から、Strip Silenceツールで設
定を行った特定のレベルおよび長さ以下のオーディオ
を削除する事を決定するセクションです。Stripperは、
以下のパラメータの設定値に依存して動作します。

Noise Floor

このスライダーの機能は、Strip Silenceツールの Noise 

Gateセクションでセットした Threshold Sliderの値が
影響されます。より低いレベルのオーディオ信号が選
択範囲内から、削除されます。また、このスライダー
でより高い値にセットしている場合、さらに高いアン
プリチュードレベルの波形が削除されます。選択範囲
内に、Noise Gateセクションにて設定を行った値以下
オーディオのみ含まれている場合、全て削除の対象
となります。Noise Floorスライダーは、0.0000から
1.0000%まで設定が可能です。

Required Silence Before Strip Slider

このスライダーは、無音のエリアの削除が行われる前
に、連続的な無音 (どのようなオーディオでもあり得る
Noise Floorスライダーの設定値よりも低い無音 )がどれ
くらいの時間 (ms)必要かに関して設定を行います。

Strip Silenceは、Peak LEでは使用できません。

Swap channelsを使用する：

1. 処理したいオーディオを選択します。ドキュメン
ト全体を選択する場合は、 +Aを選択します。
または、ステレオオーディオドキュメントの最初
の部分にインサーションのポイントを置きます。

2. DSPメニューで “Swap Channels” を選択すると、
右チャンネルが左チャンネルに、左チャンネルが
右チャンネルに反転します。

Swap Channelsは Peak LEでは使用できません。

Threshold（スレショルド）

Thresholdコマンドは、オーディオドキュメントの振
幅のレベルを分析し、カットオフすなわち振幅のシュ
レショルドを設定することによってオーディオドキュ
メントの成分を分離します。

Threshold Regionsダイアログ

例えば、オーディオドキュメントに含まれるある楽器
の連続した音を分離したり、ドラムループの成分を分
離したりする場合に使用します。ドキュメントはマー
カーやリージョンデータを含んだまま保存することが
できます。

Thresholdコマンドを使用する：

1. 処理したいオーディオを選択し、DSPメニューで
“Threshold” を選択します。Peakが選択領域の振
幅を分析し終わると、アタックとリリースのシュ



203DSP

7

レショルドを設定するための Thresholdダイアロ
グボックスが表示されます。

Threshold Regionsダイアログ

2. Thresholdインジケータを左または右にドラッグし
て、振幅のシュレショルドを設定します。インジ
ケータをドラッグすると、設定に応じてオーディ
オドキュメントにマーカーやリージョンを形成す
る新たなマーカーが現れます。Offsetスライダーは、
0から 512サンプルの単位でマーカーやリージョ
ンの位置を微調整します。

3. Create Regionsを選択し、マーカーの代わりにリー
ジョンを作成します。Release Threshold、アタック
とスラッジの設定は、リージョンのエンドポイン
トに影響するので、その部分から無音部分を除去
することができます。

4. アタックの値を調節します。この設定は新しいマー
カーかリージョンになりうるように、オーディオ
が与えられたシュレショルド値より上に滞在しな
ければならない時間の量を設定します。

5. 設定が終了したら “OK” をクリックして下さい。

6. オーディオドキュメントの処理が済んだら、分離
したリージョンをファイルメニューの “リージョ

ンの書き出し” コマンドを利用して別のウインド
ウまたはファイルに転送できます。

7. 各リージョンを左から右の順序で選択し、再生す
るためには、コンピュータのキーボードの Page 

Upキーを押します。右から左の順序で選択し、再
生するためには、Page Downキーを押します。

ヒント：Thresholdコマンドは、複数のループポイ
ントを作成する場合にも利用できます。マーカー
をループスタートポイントまたはループエンドポ
イントに変えるためには、Edit Markerダイアロ
グボックスでマーカーを Wクリックしてループ
スタートまたはループエンドに変えます。また、
Thresholdコマンドで作成したリージョンをアレン
ジし直すことによって曲に新たな効果やリズムを
適用することもできますので試してみて下さい。

ThresholdコマンドはPeak LEでは使用できません。
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まとめ

Peakの DSPコマンドの機能を利用したオーディオの
操作、処理について理解して頂けたことと思います。
次の章では、Peakでの VSTと Audio Unitプラグイン
の使用方法について説明します。



Chapter 8 
プラグイン
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Chapter 8:プラグイン

概要

Peakは、カーボナイズまたは "Mach-O"の VST 1.0お
よび AudioUnitフォーマットのプラグインをサポー
トしています。VST(Virtual Studio Technology)は独
Steinberg Media Technologis,AGが開発した標準的なプ
ラグインテクノロジーです。Audio Unitプラグインは
米 Apple Computer Incが標準的なプラグインとして新
たに提唱する規格です。

VSTおよび AudioUnitは、ホストアプリケーショ
ンのオーディオプラグインとして起動する事によ
り、外部ハードウェアオーディオ機器の無い環境下
で Arboretum、Bias、Cycling74、Steinberg、Waves、
Maxim Digital Audio等のメーカーの開発する画期的な
プラグインエフェクトによってリアルタイムに変化を
与える事ができます。

Peak5に含まれる Plug-in

Peakには Biasによって作られたプラグインと、サー
ドパーティーの開発元により作られた様々なプラグイ
ンが含まれています。以下のリストでは Peakにどの
ようなプラグインが含まれているかを示します。

Biasプラグインのための各ドキュメンテーションは以
下の階層に自動的にインストールされます。

/Macintosh HD/ライブラリ /Documentation/BIAS/ 

または、Biasユーザーズガイドは BIasの Webサイト
からもダウンロードして頂く事が可能となります。

http://www.bias-inc.com/downloads/documentation/

Peakにバンドルされているサードパーティ製プラグ
インの詳細に関しては、開発元の Webサイト (各付
属のプラグインの元にリストされている )をご参照く
ださい。

Peak 5 LEに含まれるプラグイン

• BIAS Freq-2 v.2.0 – 2 Band Paragraphic EQ 

• Dreampoint Freeverb-C – (Reverb) 

http://www.dreampoint.co.uk/ 

• MDA Ambiance – Ambiance/Reverb Processing 

• MDA AutoPan – Automatic panning left/right channel 

• MDA Bandisto – Multi-band distortion 

• MDA BeatBox  – Drum replacer 

• MDA Combo – Amp & speaker simulator 

• MDA De-ess –High frequency dynamics processor 

• MDA Degrade – Low-quality sampling 

•  MDA Delay  – Simple stereo delay with feedback tone 

control 

• MDA Detune – A low-quality stereo pitch shifter 

• MDA Dither – Range of dither types including noise 

shaping for reduction to 8- and 16-bit 

http://www.bias-inc.com/downloads/documentation/
http://www.dreampoint.co.uk/
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• MDA DubDelay – Delay with feedback saturation and 

delay time modulation 

• MDA Dynamics  – Compressor / Limiter / Gate 

• MDA Envelope – Envelope follower / VCA 

• MDA Image – Stereo image adjustment and M-S matrix 

• MDA Leslie – Rotary speaker simulator 

• MDA Limiter – Opto-electronic style limiter 

• MDA Looplex – Interesting Loop Processing effect 

• MDA Loudness – Equal loudness contours 

• MDA Re-Psycho! – Drum loop pitch changer 

• MDA RezFilter – Resonant filter with LFO and envelope follower 

• MDA Round Panner – 3D panner 

• MDA Shepard – Continuously rising/falling tone generator 

• MDA Specmeter – Spectral Analyzer 

• MDA Splitter – 2 way signal splitter 

• MDA Stereo Simulator – Haas delay and comb filtering 

• MDA Sub-Synth – Several low frequency enhancement methods 

• MDA Talkbox – A simple talkbox plug-in 

• MDA TestTone – Signal generator with pink and white 

noise, impulses and frequency sweeps 

• MDA Thru-Zero Flanger – Flange / Chorus / ADT 

• MDA Tracker – Pitch tracking oscillator / EQ 

• MDA VocInput – Pitch tracking oscillator for vocoder 

carrier input 

• MDA Vocoder – 16-band vocoder switchable to 8- band 

for low processor usage 

http://mda-vst.com/

• The Sound Guy SFX Machine LT – Creative Sound 

Design/Sound Effects 

http://www.sfxmachine.com/ 

Peak 5に含まれるプラグイン

上記にリストされたプラグインに加え :

• BIAS Freq-4 v.2.0 – 4 Band Paragraphic EQ 

• BIAS Sqweez v.1.03 – Compressor/Limiter 

• BIAS Vbox 2.0 – Effects routing matrix 

Peak Pro XT 5に含まれるプラグイン

上記にリストされたプラグインに加え :

• BIAS SoundSoap2 – “One-Click” Noise Reduction 

• BIAS SoundSoap Pro – Professional Audio Restoration/Noise 

Reduction 

• BIASMaster Perfection Suite 

– GateEx– Gate/Expander 

– PitchCraft– Pitch Correction/Transposition 

– Repli-Q– EQ Matching 

– Reveal – Advanced AnalysisTool 

– SuperFreqv.2.0 – Set of Paragraphic Equalizers (4, 6, 

8, & 10-Band versions) 

– Sqweez3 & 5 – Multiband Compressors 

BIAS GateEx, PitchCraft, Repli-Q, Reveal, SoundSoap 

2, SoundSoap Pro, SuperFreq, Sqweez 3 & 5に関し
ては、Peak Pro XTのユーザーズガイドよりご参照
頂けます。認証を行ったユーザーは、以下より電
子マニュアルを入手して頂く事が可能です。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
http://www.bias-inc.com/documentation/

http://mda-vst.com/
http://www.sfxmachine.com/
http://www.bias-inc.com/documentation/
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プラグインのインストール

Peakには様々なプラグインが含まれておりますが、
それとは別に現存する何百もの AU/VSTプラグインと
互換性を持ち使用する事が可能です。

互換性を持つプラグインに関しては、Bias
の Web サイトの FAQ をご参照ください。       
                                                                            
 http://www.bias-inc.com/support/faq/　

ほとんどのサードパーティー製プラグインでは、自動
的にプラグインをインストールするためのカスタム
インストーラプログラムが含まれており、Peakおよ
び、その他の干すとアプリケーションは、AU/VSTそ
れぞれの正しいディレクトリにアクセスされる様に
なっています。インストールを行う際には必ずメー
カーより提供されるインストールガイド等の文書を
参照して、その手順に従い行って下さい。

Peakが AudioUnitおよび VSTプラグインへアクセスを
行う事ができるディレクトリが 2つあります。より詳
しい情報に関しては、次のセクションをご覧下さい。

AudioUnitプラグイン

以下の、グローバルコンポーネンツディレクトリに
インストールされているプラグインは、いかなるユー
ザーアカウントであってもそのプラグインにアクセ
スをする事ができます。

/MacintoshHD/Library/Audio/Plug-Ins/Components/ 

以下の特定のユーザーディレクトリにインストール
されているプラグインに関してはそのユーザーに対
してのみアクセスする事が可能となります。

/MacintoshHD/Users/<YourUserAccount>/Library/ 

Audio/Plug-Ins/Components/

Biasプラグイン

Peakに含まれている Biasプラグインは VSTプラグイ
ンとして付属していますが、これらのプラグインは他
とは異なるディレクトリへインストールされます。

Biasの VSTプラグインは自動的に以下のディレクトリ
へインストールされます :

/MacintoshHD/Library/Audio/Plug-Ins/VST/

VSTプラグイン
以下の、グローバルコンポーネンツディレクトリに
インストールされているプラグインは、いかなるユー
ザーアカウントであってもそのプラグインにアクセス
をする事ができます。

/Macintosh HD/Library/Audio/Plug-Ins/VST/ 

以下の特定のユーザーディレクトリにインストールさ
れているプラグインに関してはそのユーザーに対して
のみアクセスする事が可能となります。

/MacintoshHD/Users/<YourUserAccount>/Library/ 

Audio/Plug-Ins/VST/Audio/Plug-Ins/VST/

グローバルプラグインディレクトリやご利用
のアカウントのホームプラグインディレクト
リにインストール時選択をする事は特に大き
な問題ではありません。プラグインディレク
トリの保守は簡単に行う事ができます。プラ
グインを双方のディレクトリまたは、1つの
ディレクトリへまとめるには各ディレクトリ
のウィンドウを Finder上に開き、クリックア
ンドドラッグでプラグインを移動させる事で
簡単に行えます。Macintoshの Finderでファ
イルの管理を行う詳細に関しては、Macintosh
に付属しているドキュメンテーションを参照
して下さい。

http://www.bias-inc.com/support/faq/%E3%80%80
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プラグインフォルダの管理

様々なメーカーや多くの種類のプラグインを使用する
際、特定の方法でプラグインを分類する事は役立ちま
す。例えば、EQまたはリバーブプラグインを種類ご
とに集める際に便利です。

AudioUnitプラグインは自動的にメーカーごとに分類
されます。

Bias製プラグインは自動的に Biasのプラグインとして
分類されます。

VSTプラグインはほとんどの場合、ユーザーによって
エフェクトのタイプやメーカーなどにエフェクトを分
類をする事が求められます。Peakはグローバル "VST

プラグインフォルダ "(または、ホームディレクトリ
内の VSTプラグインフォルダ )内に分類を行うための
フォルダの作成をする事が可能です。VSTプラグイン
フォルダ内に作成されたフォルダへ移動したプラグイ
ンは Peakのチャンネルインサートおよび Vboxでサブ
メニューとして表示されます。

エフェクトプラグインを使用する

Peakでは、チャンネルインサーションとしてまたは、
マトリクッス型の Vboxエフェクトを介して AudioUnit

および VSTフォーマットのプラグインへアクセスを行
う事ができます。使用する方法は、要求する処理や同
時に使用する機能によってに異なります。

インサート

Peakでプラグインをご利用頂くには、“インサート”
を使用する方法と “Vbox SE” を使用する 2つの方法
があります。インサートには単体のプラグインとし
て最大 5系統までインサートして頂く事が可能です。
オーディオ信号は、各インサーションをインサートナ
ンバーの順に通過します。例えば、インサート 1にイ
コライザープラグイン、インサート 2にリバーブプラ
グインに設定した場合、イコライザープラグインを通
過して出力された信号は次ぎに、リバーブプラグイン
に入力されます。この方法は、一般的な少数のプラグ
インを使用する場合に便利です。

Vbox

Peakでは BIAS Vbox で VSTプラグインを管理 /ミック
スを実現します。Vbox を仮想のエフェクタボックス
で、リアルタイムに各機能を組み合わせたり、ミック
スしたりする事ができます。このマトリクスを使用し
て、複数のエフェクトを組み合わせる事ができます。
Vboxを使用すれば、エフェクトのパッチングを直列に
も並列にも、あるいは直列 /並列の同時使用へ組み替
える事ができます。また、エフェクトを使用している
場合でも、自由にオン /オフする事ができます。Vbox

には、各プラグインをコントロールして、ミュート
/ソロにしたり、あるいはパラメーターを編集したり
する機能があります。また、入出力のゲインを一括又
は、個別にコントロールしたり、Wet/Dryミックスを
一括で切り替えたりする機能もあります。Vboxの A/B

比較機能を使用して、適切な設定をおこなってくださ
い。また、プリセット機能を使用して設定 (状態 )を
保存しておくと、後で使用する際に便利です。

インサートを使用してプラグインエフェクトを使
用する
インサート上でAudioUnitプラグインを開く :

1. プラグインメニューより Insert 1を選択します。

2. AudioUnitのサブメニューを選択します。

3. 次に表示されるメーカー名を選択します。

4. 次に表示されるプラグイン名を選択します。

AudioUnitプラグインを開いた状態

インサート上でBiasまたは VSTプラグインを開く :

1. プラグインメニューより Insert 1を選択します。
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2. Biasまたは VSTのサブメニューを選択します。

3. 次に表示されるプラグイン名を選択します。

VSTプラグインを開いた状態

VSTプラグインの管理をカスタマイズしている場
合、追加されたフォルダをナビゲートするサブメ
ニューが表示されます。

プラグインを適用する :

1. 展開されているオーディオドキュメントで先に記
述されている方法でエフェクトプラグインを開い
て下さい。

2. 必要なプラグインのパラーメータ (メーカーによっ
てノブ /ボタン /スライダ等様々な種類のコント
ローラが提供されています )を調節して下さい。

3. オーディオドキュメントの再生を行い、必要に応
じてプラグインのパラメータの微調整を行います。
エフェクトプラグインの処理はリアルタイムに行
われます。

プラグインのバウンス /レンダー :

1. プラグインエフェクトのプレビューを行うために
上記に記述されているステップに従って下さい。

2. プラグインメニューからバウンスを選択して下さい。

3. 処理 ( “Bouncing” )が終わるとき Peakは現在割
り当てられているプラグインの使用を停止するか
を問うダイアログを表示します。

・ YESをクリックする事で、プラグインをアクティ
ブな状態のままバイパスモードに切り替えます。
そのため、オーディオを再生してもプラグインは
処理されません。同じプラグインを使用して別の
ファイルを編集する場合このオプションを選択す
る事をお薦めしますがプラグインがバイパスモー
ドにならない様にしたい場合は以下の方法をお薦
めします。

・ NOをクリックすると、プラグインをアクティブな
ままになり、オーディオがリアルタイムで処理さ
れる事を許可します。同じプラグインを使用して
別のファイルを編集する場合このオプションを選
択する事をお薦めします。

・ Disable Allをクリックすると、全てのエフェクト
プラグインを非アクティブ /クローズにし、使用
不能にします。再びこれらのプラグインを使用す
るには、プラグインメニューから各種プラグイン
を選択し直す必要があります。

プラグインを閉じる :

1. プラグインメニューから Insert 1を選択します。

2. サブメニューより VSTを選択します。

3. 次に表示されるサブメニューから Noneを選択し
ます。

プラグインエディタのウィンドウを閉じる事でプ
ラグインの機能は非アクティブになりません。プ
ラグインを非アクティブにするためには上記のス
テップに従って下さい。

Peak LEで使用できるプラグインエフェクトは 1つ
だけです。
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Vboxでエフェクトプラグインを使用する

Peakで Vboxを開く :

　・プラグインメニューより Vboxを選択します。Vbox

マトリクスが表示されます。

Vboxエフェクトプラグイン

PeakLEには Vboxがパッケージに含まれておりま
せん。よりたくさんのプラグインを使用したい
PeakLEユーザーは BIASのアップグレードインフォ
メーションに連絡して下さい。

Vbox マトリクス

Vboxウインドウの中には、4X4行で小さなボックスが並
んでいます。Vboxマトリクスの中で AudioUnitsや VST

プラグインを通ったオーディオ信号の流れの割当て、
ルートおよび修正をする事ができます。

Vboxマトリクスの実際のサイズはウインドウ内に表示さ
れている 4X4行に加え、さらに多くのボックスが用意さ
れています。Vboxのウインドウの右下に配置された矢印
ボタンで、表示されていないボックスへスクロールさせ
る事ができます。

ボックスの操作

Vboxマトリクスは、個々の「ボックス」で構成されてい
ます。それぞれのボックスに、エフェクトプラグインを
割当てる事ができます。エフェクトプラグインが割当て
られるとアクティブとなり、割り当てられない状態では
非アクティブとなります。

アクティブなボックスでは、次のような機能が有効にな
ります。アサインされたプラグインの名前・入出力レベ
ルの調整・ソロボタン・バイパスボタン・ミュートボタン・
編集ボタン・入出力メータ・入力音源

プラグインアサインポップアップメニュー

非アクティブなボックスにエフェクトプラグインを割
当てるには、ボックスをクリックします。ポップアッ
プメニューが表示され、システムにインストールされ
たすべての AudioUnits、BIAS、VSTプラグインが表示
されます。このポップアップメニューで、使用するエ
フェクトプラグインを割当てる事ができます。

プラグインを割当てる：

1.  非アクティブなボックスをクリックして、“プラグ
インアサイン”ポップアップメニューを表示します。

2.  使用するプラグインをポップアップメニューより
選択します。

CPUの処理能力以上にプラグインを使用すると、
オーディオの再生が不安定になります。Vboxウイ
ンドウの右上に配置された CPUメーターでは CPU

への負荷をモニターする事が可能です。マトリックスアローボタン

アクティブなボックス 非アクティブなボックス
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非アクティブにする :

1. 現在割り当てられたプラグインの名前をクリック
して下さい。

2. プラグインアサインメントポップアップメニュー
から何も選ばないで下さい。

プラグインの変更 :

1.  現在割り当てられたプラグインの名前をクリック
して下さい。

2.  異なったエフェクトプラグインを選択して下さい。

プラグインを購入するとき、それらが Mac OS X

と互換性を持っているかどうか確かめて下さい。
Peakは” carbonized” と同様に AudioUnitsおよ
び、” Mac-O” フォーマット VSTのプラグインエ
フェクトのサポートをしています。

レベルコントロール

インプットとアウトプットメーターの隣にある小さな白
い三角形のインジケーターはボックスのインプットまた
はアウトプットをカットおよびブーストをさせる事がで
きます。オーディオ +/ - 6 dB (+/100%)をカットするか
ブースとさせるためにクリック &ドラッグでインジケー
ターを上下させて下さい。インジケーターの真ん中の位
置は 0dBカット /ブーストです。キーボードのオプショ
ンキーを押したままにして、インジケーターをクリック
し真ん中の位置までそれを戻して下さい。

Vbox マトリクス グラフィカルユーザーインターフェース

Vbox SE プリセットメニュー

モニターステイト A

アサインステイト A

モニターステイト B

アサインステイト B

Vbox SE プリファレンス

CPUメーター

Wet/Dryスライダー

アクティブなボックス

非アクティブなボックス

Dryボタン

マスターインプットレベルスライダー

マスターインプット VUメーター

クリップインジケーター

エフェクトアサインメントポップ
アップメニュー

インプット /アウトプットレベル
スライダー

マスターアウトプットレベルスラ
イダー

バーティカルスクロールボタン

ホリゾンタルスクロールボタン

マスターアウトプットレベル VUメーター

クリップインジケーター

クリップ
インジケータ

インプット
レベルスライダ

メータ

アウトプット
レベルスライダ
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ボックスの左側と右側は入力と出力のメーターです。
これらのメーターはオーディオレベルのプラグインへ
の入力とプラグインからのアウトプットをあらわしま
す。メーターの上部のライトはクリッピングインジ
ケーターです。オーディオがクリップする場合 (2つ
以上の連続的なサンプルによって最大レベルに達する
場合 )、クリップインジケーターはしばらくの間点灯
します。

一般的に、バーチャルインストゥルメントは
オーディオ信号を入力してスルーする機能が
ないという点で、エフェクトプラグインとは
異なります。バーチャルインストゥルメント
が受ける事のできる唯一の入力は、MIDI信号
と呼ばれる演奏情報のみとなります。この制
限のために、入力レベルスライダーがそのイ
ンストゥルメントのためにオーディオの再生
レベル以上には影響しない事は普通です。加
えて、入力レベルメーターが動かないのも普
通です。

Mute（ミュート）　

Muteボタンは、ボックスからの出力をすべてミュート
します。押すたびに、ミュートのオン／オフが切替わ
ります。

Bypass（バイパス）　

Bypassボタンを使用すると、ボックスに入力された
オーディオは処理されず、ボックスを通過してそのま
ま出力されます。

Solo（ソロ）　

Soloボタンを押すと、同じ行にある他のすべてのプラ
グインをバイパスします。この機能を使用すれば、同
じ行にある他のボックスの影響を受けない音を聞く事
ができます。

Edit（エディット）　

Editボタンを押すと、そのボックスで使用しているプ
ラグインのエディタが表示されます。エディタは、新
規ウインドウに表示されます。

エフェクトプラグインのパラメータの編集

アクティブボタンの Editボタンをクリックするとその
エディタを開く事ができます。ここで、特定のパラメー
ターにアクセスして、調節する事ができます。パラメー
ターは修正する事ができ、更にそれをプラグインのエ
ディタウィンドウの下の Load and Saveボタンを使って
プリセットファイルに保存する事ができます。プリセッ
トを切換えるには、矢印ボタンまたは Presetポップアッ
プメニューのプリセット名をクリックして下さい。

プラグインの移動
Vboxでは、アクティブなボックスのプラグインを別
のボックスに移動する事ができます。Vbox上では移
動先のボックスは、アクティブでも非アクティブでも
かまいません。

プラグインを別のボックスへ移動する：

・ カーソルが手の形になり、プラグインを別のボッ
クスにドラッグ&ドロップできるようになります。
移動先のボックスでは、プラグインを正確に境界
線に合わせる必要はありません。移動先のボック
スのおよそ中央でドラッグ &ドロップすれば、プ
ラグインは自動的にボックスにスナップされます。

プラグインを非アクティブなボックスへ移動するに
は、他のボックスへ移動させるだけです。
プラグインをアクティブなボックスへ移動させると、
プラグインを取り替える事ができます。

ファクトリープリセット
コントロール

ユーザープリセットユーザー
プリセットの保存

ユーザープリセットユーザー
プリセットのロード

プラグインをバイパス
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プラグインボックスを別の場所へ移動

入力の経路を変更する

Vboxを使用して、信号の流れを並列に変更する事が
できます。左側のボックスから入力を左上のボックス
に流す場合は、ボックスの左中央にある緑色のインジ
ケータをクリックします。

ボックスの左側の入力

ボックスの左上の入力

エフェクトを直列につなぐ
Vboxでは通常、ボックスに直列につなぎます。その行の
ボックスをアクティブにして、最初のボックスから最後
のボックスまで、非アクティブなボックスが挟まれてい
ない事を確認して下さい。

エフェクトを並列につなぐ
ボックスの左中央にある入力インジケータを使って、
エフェクトを並列に接続します。

マスターWet/Dryコントロール

Wet/Dryスライダー

Vbox SEウインドウの WET/DRYスライダを使用する
と、エフェクトをかける度合い（深さ）を設定する事
ができます。スライダのインジケータを上にドラッグ
するとエフェクトは深くなり（wet）、下にドラッグす
るとオリジナルの音源の音に近くなります（dry）。Dry

ボタンを押すと、Vbox SEのマトリクスで何も処理さ
れていないオリジナルの音を聞く事ができます。

マスター入出力レベル
  

マスター入出力レベル VUメーター

マスター入力レベルメータ、マスター出力レベルメー
タの下部にある白い小さな三角形のインジケータは、
それぞれ入力と出力のレベルをコントロールしていま
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す。インジケータを上下にドラッグすると、オーディ
オの入出力レベルを± 6dB（± 100%）の幅でカットま
たはブーストする事ができます。インジケータが中央
にある時は、カットもブーストもされません。Option

キーを押しながらインジケータをクリックすると、中
央に戻ります。

オーディオ入力がないという点でヴァーチャルイ
ンストゥルメントはエフェクトプラグインとは異
なります。ヴァーチャルインストゥルメントが
MIDIのみを入力として受ける事ができます。この
ために、Vboxの Master Inputレベルスライダーは
マトリクスの中のインストゥルメントに対して影
響する事はなく、加えてそのメーターが動く事は
ありません。

プリセットのロードと復元

Vbox SEプリセットポップアップメニュー

Vbox SEマトリクスの設定は、プリセットとして保存
しておく事ができます。また、Vbox SEマトリクスの
上部にある “PRESET” ポップアップメニューをクリッ
クして、復元する事もできます。PRESETポップアッ
プメニューには、Preetsフォルダに保存した全てのプ
リセットが表示されます。Vbox SEの Presetsフォルダ
は、以下のディレクトリにあります。

/Macintoshハードディスク /ユーザー /<ユーザーア
カウント >/ライブラリ /Preferences

A/Bの比較

A/B比較コントロールボタン

異なった Vbox SEのマトリクス間で、A/B比較機能を
使用する事ができます。現在使用している Vbox SEの
マトリクスは、左矢印ボタンを押すと Aのロケーショ
ンに、右の矢印ボタンを押すと Bのロケーションに保
存されます。保存したマトリクスを復元するには、a

または bボタンを押して下さい。

Vbox SEプリファレンス

Vbox SEプリファレンスボタン

Vbox SEマトリクスの上部にある Preferencesボタンを
押して、マトリクスの高さと幅を入力すると、マトリ
クスの大きさを変更する事ができます。ただし、マト
リクスのサイズは次回 Vbox SEを起動するまで変更さ
れません。マトリクスのサイズは、最大 99x99まで拡
大する事ができます。

Vbox SEプリファレンスダイアログ

エフェクトプラグインで処理をしながらレコー
ディング

既存のオーディオファイルを処理する事に加えて、
Peakはまたエフェクトプラグインで処理させながら
レコーディングする事もできます。これは、特に既知
の環境でのレコーディング、または正確に同じエフェ
クトのセットが必要とされるとき、非常に役に立って
時間の節約になります。プラグインでレコーディング
する間、プラグインパラメータを調節する事ができま
す。しかし、一度録音されたマテリアルを変更すると、
その調節を元に戻す事はできません。

プラグインでレコーディングをする事は時間の節
約になりますが、その設定を戻す事はできない事
に気をつけて下さい。使う設定が定かでないとき
は、まずドライなオーディオシグナルをレコーディ
ングし、エフェクトは後で掛けて下さい。この方
法では自由にエフェクトのセッティングを試す事
ができます。
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チャンネルインサートもしくは Vboxの中のどちらの
エフェクトプラグインを使う事に関係なく、レコー
ディングの過程は同じです。

プラグインを経由して録音を設定する :

1.  プラグインメニューより、レコーディングに使い
たいプラグインを開き、設定します。

2.  Audioメニューより録音設定 ...を選択します。
Record Settingダイアログが現われます。

3.  Record Through Plug-InsをチェックしOKをクリッ
クします。

4.  Audioメニュー (コマンド -R)もしくは Transport

より Recordを選択します。これでプラグインで
オーディオを録音する準備ができました。

5.  録音した後は、必ずアクティブプラグインを無効に
して下さい。プラグインを無効、バイパスしない場
合、レコーディングを再生する際に二重のエフェク
トが掛かっているように聞こえてしまいます。

Peakは CoreAudioを使用する際にはプラグインでの
みホスト (録音 )されます。

Plug-Ins エンベロープ
Peakは編集可能なプラグインエンベロープを特徴と
し、オーディオの波形の選択した部分の上に可変的な
wet/dryの編集を施す事ができます。例えば、リバー
ブを掛けたいダイアログがあるがそのリバーブの量を
ダイナミックに変化させたい場合、自動的にリバーブ
の量を変化させる事のできるカスタムエンベロープを
作成する事ができます。

エフェクトプラグインをダイナミックに使う

1.  処理したいオーディオドキュメントを選択します。

2.  Peakの環境設定ダイアログより Plug-Ins Evelope

を選択します。

3.  ダイアログが現われ、どのぐらいのエフェクトを
時間にそって掛けたいかをコントロールする事の
できるブレイクポイントエンベロープを描く事が
できます。グラフの一番上の点は 100%wetで、グ
ラフの一番下の点は dryです。

プラグインエンベロープダイアログ

4.  エンベロープを描き終えたら、Changeをクリック
して下さい。

5.  使用したいプラグインを設定して下さい。

6.  Plug-insメニューより Bounceを選択します。

プラグインの遅れと補正

プラグインは処理のために使用されているオーディオ
に対してレイテンシーを生じさせる事があります。プ
ラグインがする処理のタイプによって、レイテンシー
の量は変化します。よってレイテンシーの量はプラグ
インの種類によって変化するのが一般的です。
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レイテンシーはドキュメントのタイムラインと関連し
てサンプルの変動によってバウンスした後にオーディ
オドキュメントに一般的に現われます。

Peakは Auto Adjust Bounce for Latencyと呼ばれる自動
のプラグインレイテンシー補正機能を特徴としてお
り、そしてそれは処理された信号に導入されるレイテ
ンシーを自動的に補正します。

自動のレイテンシー補正機能は Peakのオプションメ
ニューよりオン、オフの切り替えができます。

レイテンシー補正機能をオン、オフする :

・ Peakのオプションメニューより、” 自動-レイテン
シーのバウンス” を選択します。

“自動-レイテンシーのバウンス” の隣のチェックマー
クはこの機能が作動中である事を表しています。もし
このチェックがなければ作動中ではありません。

プラグインのレイテンシーの補正は手動で使う事もで
きます。選択したエフェクトをバウンスさせるときに
プラグインレイテンシーを補正するためには、Bounce

を選択する際にオプションキーを押したままにしま
す。そして Bounce Effectダイアログのサンプルのディ
レイの補正を入力して下さい。

バウンスエフェクトダイアログ

“自動-レイテンシーのバウンス “機能が作動しない場合、
マニュアルのディレイの補正を使用して下さい。作動して
いる場合はオプションキーを押したままにし、Plug-Insメ
ニューより Bounceを選択しても Bounce Effectダイアログ

にはアクセスできません。

レイテンシの補正を手動で行うには :

1. エフェクトのバウンスを行います。

2. バウンス後に作成される無音の箇所を選択して、
選択範囲の長さをサンプルレベルで確認します。
選択範囲の長さに関しては、オプションメニュー
で選択されているタイムユニットでオーバーレイ
表示されるカーソルインフォまたは、トランスポー
トに表示されます。この過程のために、タイムユ
ニットとして、Sampleを選択して下さい。

3. バウンスを Undoして下さい。

4. オプションキーを押したまま、プラグインメニュー
からバウンスをクリックして下さい。

5. 表示されるダイアログの Delay compensationにス
テップにで確認したサンプル数を入力します。

6. OKボタンをクリックします。

エフェクトプラグインを使用したバッ
チ処理

Peakでは、AudioUnitsと VSTエフェクトプラグイン
を使用したバッチ処理が可能です (Chapter 9 「バッチ
処理と Appleイベント」参照 )。複数のオーディオファ
イルに同じプラグインを使用する場合には、処
理時間が大幅に軽減されます。

バッチファイル処理でプラグインを使用する :

1. オーディオドキュメントを開きます。

2. バッチ処理で使用したい AudioUnitsもしくは VSTプ
ラグインを開いて設定します。(詳しくはこの章
の初めの方の Using Effect Plug-Insを見て下さい )。
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3.  ファイルメニューより “バッチファイルプロセッ
サー ...” を選択します。

4.  必要に応じて他のバッチファイル処理の設定を行
い、バッチ処理のアウトプットのディレクトリを
指定します。

5.  Selected Processes for Batchの一覧に “Available 

Processes” から “Bounce” を追加します。

6.  Batch file Processorを有効にして、“OK” をクリッ
クします。

7.  ファインダ画面に戻り、ファイル (またはフォル
ダ )を Peakのアイコンにドラッグ &ドロップし
ます。

8.  バッチ処理が開始され、設定したディレクトリに
処理を行ったファイルが保存されます。

Peak LEではバッチ処理は使用できません。

ヴァーチャルインストゥルメントプラグインを使
用する
Peakでは AudioUnitsと VSTフォーマットのバーチャ
ルインストゥルメントを使用する事ができます。Peak

でのバーチャルインストゥルメントの使用は録音を素
早く、簡潔にし、そして Peakのサウンドデザインの
可能性の範囲を大きく広げます。

バーチャルインストゥルメントは Peakで様々な方法
で使う事ができます。1つのバーチャルインストゥル
メントはチャンネルインサートにロードされ、複数の
バーチャルインストゥルメントは Vboxにロードされ、
同時に演奏する事ができます。インストゥルメントは
Peakのオーディオドキュメントに直接録音するのと
同様に再生のためにもロードされます。

バーチャルインストゥルメントはまたその後に直列に
つながれたエフェクトプラグインをつなぐ事もできま
す。エフェクトプラグインはインストゥルメントのアウ
トプットされた音をコントロールするのに使われます。

バーチャルインストゥルメントプラグインを使用する
前に、最初にインプットの設定をしなければなりません。

バーチャルインストゥルメントの再生のために
Peakを設定する

バーチャルインストゥルメントを使用するために、キー
ボードの入力を有効にする必要があります。Peakの
MIDIキーボードウィンドウの鍵盤をクリックするか、
キーボードMIDIコントロール (コンピューターのキー
ボードをMIDIインプットとして使用する )を有効にす
るかもしくは、外部接続のMIDIキーボードを使ってバー
チャルインストゥルメントを使用する事ができます。

PeakのMIDIキーボードウィンドウを使用する

・ ウィンドウメニューより MIDIを選択します。
Peakの MIDIキーボードウィンドウが現われます。

鍵盤をクリックすると、アクティブなバーチャルインス
トゥルメントは MIDI信号の入力を受けます。

コンピュータのキーボードを使用する :

・ オプションメニューより、キーボード MIDI入力
を選択します。

コンピュータのキーボードを押すと、アクティブな
バーチャルインストゥルメントは入力を受けます。

外部接続のMIDIコントローラーを使用する :

1.  MIDIインターフェイスを Macintoshに接続しイン
ストールとセットアップの指示に従って設定しま
す。MIDIインターフェイスの設定が終わったら、
Peakを開始して下さい。

2.  Peakの環境設定より MIDI Preferencesを開きます。 
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3.  使用する MIDIディバイスを選択し “OK” をクリッ
クします。

MIDIコントローラーの鍵盤が押されるとアクティブ
なバーチャルインストゥルメントは入力を受けます。

使用する MIDIインターフェイスによって、各メーカーのド
ライバをインストール必要がある場合があります。またコ
ンピュータがキーボードが接続されているのを認識する前
に、Peakとコンピュータ (または一方 )を再起動する必要
がある場合があります。Peakが MIDIインターフェイスを
MIDI入力として使う前に、コンピュータがインターフェイ
スに接続されている事を認識する必要があります。

インプットが設定され、システムにインストールされ
た AudioUnitsもしくは VSTフォーマットのバーチャル
インストゥルメントプラグインを開いて演奏します。

エフェクトプラグインを使用するときと同様に、バー
チャルインストゥルメントもチャンネルインサートも
しくは Vboxマトリクスの中で使用されます。下記の
ステップは様々な方法でのバーチャルプラグインの使
い方を記してあります。

ヴァーチャルインストゥルメントプラグインを使
用する

チャンネルインサートにAudioUnitsインストゥルメ
ントをロードする :

・  プラグインメニューより、インサート 1>AudioUnits>

メーカー>使いたいインストゥルメント、を選択し
ます。

チャンネルインサートに VSTインストゥルメントをロード
する :

・  プラグインメニューより、インサート 1>VST>使
いたいインストゥルメント、を選択します。

バーチャルインストゥルメントを演奏
する

MIDIインプットが一度設定されると、Peakの中でバー
チャルインストゥルメントを演奏するのはとても簡単
です。

1.  使いたいインストゥルメントプラグインをロード
します。

2.  Peakの MIDIキーボードウィンドウの鍵盤をク
リックするか、コンピュータのキーボードを使用
するか、MIDIコントローラを使って下さい。

バーチャルインストゥルメントを録音
する

Peakはバーチャルインストゥルメントのオーディオ
出力を直接、Peakのオーディオドキュメントに録音
する事ができます。

バーチャルインストゥルメントの録音の設定はエフェ
クトプラグインを通した録音と同じです。

バーチャルインストゥルメントを使った録音の設定 :

1. プラグインメニューより録音したいバーチャルイン
ストゥルメントプラグインを開いて設定します。

2. オーディオメニューより録音設定を選択します。
Record Settingsダイアログが現われます。
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レコーディングをモニターしたい場合、Record 

Settingダイアログを開き、Monitor On/Offチェッ
クボックスにチェックを入れます。オーディオイ
ンターフェイスを通してダイレクトモニタリング
をしている場合、Peakのソフトウェアモニタリン
グを有効にする必要はありません。

3.  Record through Plug-insのチェックボックスに
チェックを入れ、OKをクリックします。

4.  オーディオメニュー ( コマンド R) もしくは
Toolbarより“録音”を選択します。Peakでバーチャ
ルインストゥルメントプラグインからのオーディ
オ出力を録音する準備ができました。

5.  Recordダイアログの録音ボタンをクリックします。
録音が始まります。

6.  録音された物を再生する前に、必ずアクティブな
プラグインを無効にして下さい。プラグインを無
効にしない限り音声は聞かれません。

CoreAudioを使用する場合、Peakはプラグインで
のみホスト (録音 )します。

バーチャルインストゥルメントプラグインを無効
にする
インストゥルメントの使用を終えたとき、以下の手順
に従って閉じて下さい。

チャンネルインサートよりVSTプラグインを無効にする:

・  プラグインメニューより、インサート 1>VST>None

を選択します。

チャンネルインサートでAudioUnitsインストゥルメ
ントを無効にする :

・  プ ラ グ イ ン メ ニ ュ ー よ り、 イ ン サ ー ト
1>AudioUnits>Noneを選択しクリックしますます。

バーチャルインストゥルメントをオーディオド
キュメントと共に使用する

例えば、曲の一部を練習したいときなどの様に、バー
チャルインストゥルメントをオーディオドキュメント
と同時に使用する必要がある場合があります。

このためには、インストゥルメントを Vboxの中で使
用し、以下のセットアップを行う必要があります。

バーチャルインストゥルメントをオーディオドキュメント
と共に設定し使用する :

1.  オーディオドキュメントを開いた状態で、プラグ
インメニューより Vboxを選びます。

2.  Vboxインターフェイスの中で、使用したいバー

 チャルインストゥルメントを選択します。

3.  並列にエフェクトプラグインを選択します。

4.  プラグインのサムネールの Bボタンをクリック

 をクリックしてエフェクトプラグインをバイパス
します。
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5.  オーディオドキュメントの再生を始めます。

6.  MIDI入力をインストゥルメントへ送ります。(Peak

の MIDIキーボードウィンドウ、コンピュ̶タの
キーボードもしくは MIDIコントローラ̶を使い
ます。)

まとめ
ここまでで、Peakで AudioUnitや VSTプラグインを使
用してオーディオ編集を行う方法を学びました。また、
バーチャルインストゥルメントプラグインの開き方お
よび演奏方法に関しても説明しました。次の章では、
Peakでアップルイベントを使用し強力なファイル管
理を行う事が出来るバッチファイルプロセッサについ
て学びます。
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Chapter 9 
バッチ処理とAppleイベント
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Chapter 9: 
バッチ処理と Appleイ
ベント

概要

Peakはオーディオの編集処理をいくつでも、また適
用するファイル数にも制限なくバッチ処理を行うこと
が可能です。Peakは、Appleイベントに対応している
ので、FileMaker Proのようなデータベースソフトを使
用することで、オーディオファイルのライブラリーの
管理が容易になります。

バッチファイルプロセッサ

Peakのバッチ処理は非常に優れた機能で、様々な用
途に使用できます。Peakに用意された編集処理は、全
てバッチスクリプトと呼ばれるプログラムによって統
括され無制限のオーディオファイルに適用することが
できます。

現在開いているオーディオドキュメントや、その
選択範囲はバッチスクリプトによる一連の処理を
プレビューするために使用されます。

バッチ処理を使用するためには、ファイルメニューか
ら “バッチプロセッサー ...” を選択して、Batch File 

Processorダイアログを表示させます。

Peakの Batch File Processorダイアログは Input・
Process・Save Changesの 3つの欄に区分されていま
す。“Process”の欄では繰り返し実行する処理を選択し、
“SaveChanges” の欄では処理後のファイルのディレク
トリを指定します。

バッチファイルプロセッサ

バッチ処理の設定が完了したら、Inputの欄で Batch 

File Processorを “On” にセットします。

バッチ処理の設定が完了後は、Peakのアプリケーショ
ンのアイコン上（またはエイリアス上）にドロップさ
れたファイルは、設定に準じた処理の適用が開始され
ます。Peakのアイコンの上に、フォルダや、ディスク
ごとドロップすることも可能です。対応しているオー
ディオフォーマットのファイルは全てバッチ処理の対
象となります。バッチ処理が開始してからでも更に
フォルダや、ディスクを Peakのアイコンの上にドロッ
プすることもできます。フォルダや、ディスクの全て
のサブフォルダの中のデータも、指定したアウトプッ
トのディレクトリに元と同じファイル構成を残しなが
ら、処理を適用して再作成されます。ファイルメニュー
の“開く”コマンドを使用して開いたオーディオドキュ
メントに対してはバッチ処理は適用されません。
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Peakやその他のアプリケーションで作業を行ってい
る時でも、バッチ処理はバックグラウンドで処理を続
けることが可能です。スクリーン上部左のアイコンの
点滅がバッチ処理の実行中を意味します。

AIFF、Sound DesignerⅡ、WAVE、QuickTime、Raw、
JAM imageファイル、System 7 Sound、AU、MP3、
AAC/MP4など、Peakは数多くのフォーマットに対応
しています。

バッチ処理によって作成されたオーディオドキュメント
は、処理適用前の元のドキュメントと同一のファイル名、
同一のファイル名に接尾辞が付いた名称となります。

Input欄

Input欄

Input欄では、バッチ処理機能のオン /オフを設定し
ます。バッチ処理の設定が完了したら、Inputの欄で
Batch File Processorを Onにセットします。バッチ処
理が終了した後、バッチ処理の必要がなければ、ここ
で Offに切り替えて処理機能を停止します。

Process All Files、Only Mono Files、Only Stereo Filesの
3つのラジオボタンを使用して、モノラルかステレオ
のファイルを除外したり、適用することが可能です。
Process All Filesが初期設定では選ばれています。バッ
チ処理をモノラルファイルにのみ適用したい場合は、
Only Mono Filesボタンをチェックします。同様にステ
レオのみの場合（モノラルファイルを除外）は Only 

Stereo Filesボタンをチェックします。

モノラルとステレオのドキュメントの両方に処理
を適用したい場合は、ステレオのオーディオドキュ
メントを開いてバッチ処理の前に選択範囲を設定
します。これによってモノラルとステレオの両方
のファイルにバッチ処理を適用する際にプロセッ
サーが適格な対処を行うことができます。

Process欄

Process欄

Process欄には 2つのリストが表示されています。左
側の Available Processesリストには、バッチスクリプ
トに使用可能な処理がリストアップされています。
Peakで使用できるほとんど全ての編集処理がここに
表示されています。右側の Selected Processes For Batch

リストにはバッチ処理を適用するために選択された処
理が表示されます。

左側の Available Processesリストから右側の Selected 

Processes for Batchリストへ処理を移動するためには任
意の Available Processesリストの項目を Wクリックす
るか、シングルクリック後、Add>>ボタンをクリッ
クします。Selected Processes for Batch listから項目を
削除するためには、項目をクリックして <<Remove

ボタンをクリックします。

右側の Selected Processes for Batchリストへ処理を追
加する際には、パラメータの設定が必要になる場合が
あります。通常の読み込みによって開くオーディオド
キュメントに適用可能な処理はほとんどここで追加可
能です。1つの処理を複数回適用することも可能です。

また、ファイルのどの部分へ処理を適用するかを指
定することができます。Selected Processes for Batchリ
ストへ処理を追加後、Entire File, Apply Just To First x 

Secondsまたは Apply Just To Last x Secondsの 3つのラ
ジオボタンで適用する位置を指定します。
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ファイルの属性を保存する

ファイルの形式、ビットデプスなどの様々な特性の
異なるファイルを編集したのちに、ファイルをもとの
属性を保持したまま保存を行う場合このチェックボッ
クスをクリックしてください。このオプションはバッ
チファイルプロセッサで使用できる全ての DSPプロ
セスのうち、特にファイルフォーマットの変換に焦点
を合わせた機能です。もし、複数のファイルを処理
し、その上全て同じファイルのフォーマットに出力す
る場合、このチェックボックスからチェックをオフに
して下さい。また、バッチファイルプロセッサの Save 

Changes areaで希望する出力フォーマットを選択して
ください。

ファイルネーム

バッチ処理後のファイルに .WAV等の接尾辞を付けた
い場合は、File Name Suffixに付けたい接尾辞を入力し
て下さい。処理後のファイル全てにここで設定した接
尾辞が追加されます。

バッチ処理の入力元となるディレクトリと出力先
のディレクトリを別のものに指定して下さい。同
一のフォルダに指定すると、処理が何度も繰り返
されてしまいます。

例えば、フェードイン処理をオーディオドキュメント
の最初の 3秒間に適用する場合は、Selected Processes 

for Batchリストの Fade Inをクリックして、Apply Just 

to First x Secondsのテキストフィールドに 3を入力し
ます。ここでの設定が無い限りは全ての処理はオー
ディオファイル全体に適用されます。

Save Changes欄

Save Changes欄

Save Changes欄では、バッチスクリプトによってオー
ディオドキュメントがどのように保存されるかを設定
します。Set...ボタンをクリックして出力先のフォー
マットと詳細の設定を行います。

“Set...” ボタンをクリックすると Chapter 3で解説し
た別名で保存 ...ダイアログが表示され、ファイルの
フォーマットとビット解像度、圧縮方法の設定を行い
ます。保存先のフォルダを指定します。

ログファイル

バッチファイルが処理を行う際に、テキストによるロ
グファイルを作成することが可能です。これは長い処
理を適用して処理のエラーによる中断が予測される場
合などに役立ちます。Log File...チェックボックスに
チェックを入れて、ログファイルの保存先を指定する
ダイアログで設定を完了すれば、ログファイルが作成
されます。ログファイルはテキストエディタ等のテキ
ストを開くことが可能なアプリケーションで読むこと
ができます。エラーメッセージはログファイルに記録
されスクリーンには表示されなくなります。これによ
り、処理途中に発生したエラーのためにその都度対処
する必要がなくなり便利であると言えるかも知れませ
ん。但し、この場合もシステムビープ音は鳴ります。ビー
プが鳴った場合は、ログファイルを参照して下さい。



229バッチ処理と Appleイベント

9

8. Finder画面でオーディオドキュメントの入った
フォルダを、Peakのアイコンの上にドラッグして
ドロップします。

9. Peakのアイコンの上にドロップされたオーディオ
にバッチ処理が適用されます。

10. ファイルの処理が完了したら、オーディオドキュ
メントを開き、ファイルメニューから “バッチプ
ロセッサー ...” を選択します。Batch Processingダ
イアログでバッチ処理を Offにセットします。

バッチ処理のエラーとキャンセル

バッチ処理を実行中にエラーが生じた場合はシステム
ビープ音が鳴ります。処理の実行中にエラーが生じて
もエラーのメッセージは表示されず、処理は続行され
ます。ログファイルを作成するように設定すると、エ
ラーメッセージによって警告される内容がログに記録
されます。

バッチ処理が開始されると、処理は最短時間で実行さ
れます。バッチ処理を中断したい場合は、 キーとピ
リオドを同時に押します。ダイアログが表示され、処
理の中断が可能になります。“cancel” ボタンをクリッ
クすると、処理中のファイルの処理が終了後、残りの
ファイルの処理を中止します。バッチ処理が中断され
ると、Batch File Processorは Offにセットされます。

バッチ処理は Peak LEでは使用できません。

Save Script（スクリプトの保存）

バッチスクリプトは、後で再使用ができるようにその
設定を保存することが可能です。同一の処理をしばし
ば適用する場合には便利です。バッチ処理の設定が完
了した後、Save Script...ボタンをクリックして、保存先
と名称をダイアログで指定すると、バッチスクリプト
が保存されます。バッチスクリプトには処理の設定や
出力するファイルフォーマットなどが保存されます。

Load Script（スクリプトの読み込み）

前述の Save Scriptボタンで保存したバッチスクリプ
トの設定を読み込むためには、このボタンをクリック
します。

フォルダ内のファイルを 95パーセントのノーマライズ処
理を適用し、IMA 4:1で圧縮したAIFFにコンバートし
てログファイルを残す場合：

1. ファイルメニューから “バッチプロセッサー ...”
を選択します。

2. Available Processesリストで Normalizeを Wクリッ
クして normalization settingsダイアログで 95を
入力します。

3. Batch File Processorダイアログで Save Changes欄
の Set...ボタンをクリックして、AIFFをファイル
フォーマットポップアップで選択します。圧縮
ポップアップからは IMA 4:1を選択します。

4. 出力先のフォルダを選択して “Save” ボタンをク
リックします。

5. Batch File Processorダイアログに戻って、Log...ボ
タンをクリックしてログファイルの保存先を選択
します。

6. Input欄の Onボタンをクリックしてバッチ処理の
準備を完了します。

7. Batch File Processorダイアログの “OK” ボタンを
クリックしてダイアログを閉じます。
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Audio Librarian Tools（オーディ
オライブラリアンツール）

Peakの Audio Librarian Toolsは、数多くのサウンド
エフェクトやオーディオファイルを所有している場
合に便利です。Appleイベントを使用することで、
FileMaker Proのような（既製のテンプレートを使用で
きる）一般的なデータベースアプリケーションで目録
を作成し、音を試聴することができます。また、ファ
イルメニューの “リージョンの書き出し ...” コマンド
で使用する Batch Region Processingの機能も備えられ
ています。

Appleイベント

Peakは Appleイベントに対応しています。Appleイベ
ントを使用すれば、オーディオドキュメントの試聴等
を自動化することが可能です。

Appleイベントの標準的仕様は odoc（open document）
イベントの処理が可能な “savvy” アプリケーション
によって実行することが可能です。例えば、Microsoft 

Word のドキュメントを W クリックした場合、
Macintoshのファインダは、“odoc” Appleイベントを
Microsoft Wordに送ります。その際に “odoc” は開き
たいドキュメントの完全なパスが必要となってしまい
ます。Peakでも “odoc”を使用することはできますが、
全てのパスを保持することなくドキュメントをより簡
単に開くことのできる別の方法が用意されています。
以下にこの違いを説明します。

ドキュメントのパスが全て必要な場合：

John’ s HD:Sounds:Brass:Trombones:With Mutes:C5-A6.aiff

より簡単なドキュメントのパスの表わし方：

ディスクの名称：John’ s HD:

ドキュメント名：C5-A6.aiff

より簡単なドキュメントのパスの表わし方を使用すれ
ば、Peakはボリューム名から検索（ファインド・ファ
イル・オペレーション）することができ、該当ドキュ

メントが見つかればすぐにそれを開き、再生する準備
が整います。

“Savvy” Core Suite of Apple Events
（event class = ‘aevt’）

odoc（ドキュメントを開く）

“odoc” イベントは、イベントに続くデータにドキュ
メントパスを定義することで Peakにオーディオド
キュメントを開くように指示します。

quit（Quit Peak）

“quit” イベントで Peakを終了します。

Peakは、“furp.” という IDを持ったイベントクラス
を持ち、このクラスが送ったイベントを Peakが理解
できるように記述されています。

Peak events(event class= ‘FURP’ )

sff（ボリュームの検索）

“sffv”イベントは、Peakにイベント以降に続くボリュー
ム名（テキストストリング）によってより簡単なドキュ
メントのパスの表わし方を使用した時にボリュームを
検索するように命令します。ボリューム名にはコロン
を使用しないで下さい。

sfff（ファイルの検索）

“sfff” イベントは、Peakにイベント以降に続くドキュ
メント名によってより簡単なドキュメントのパスの表
わし方を使用した時にドキュメントを検索するように
命令します。

offf（FindFile Fileを開く）

“offf” イベントは、Peakに対して、最も最近開いた
“sfff”、や“sffv”イベントをによって検索されたボリュー
ムを検索するように命令します。ドキュメントが見つ
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かると、ウインドウに表示されます。見つからない場
合はビープ音が鳴ります。

stop（再生中のオーディオを停止する）

“stop” イベントには追加データは無く、Peakに対し
て再生中のオーディオを停止するように命令します。

clos（最前面のウインドウを閉じる）

“clos” イベントには追加データは無く、Peakに対し
て最前面のウインドウを閉じるように命令します。

play（最前面のウインドウのデータを再生）

“play” イベントは、Peakに対して最前面のウインド
ウのデータを再生するように命令します。停止するた
めには “clos” イベントを使用するかドキュメント全
体の再生が終わるのを待ちます。

Example Scripts

   

Peak Extrasフォルダにある FileMaker Proドキュメン
トは、オーディオドキュメントのデータベースを作成
するのに適しています。スクリプトを実行するため
に、FileMaker Proのドキュメントの 1つを開きます。
ボリューム名（オーディオドキュメントのあるハード
ディスクの名称）とハードディスク内のどれか 1つの
オーディオドキュメント名を入力して enterキーを押
し、Playボタンをクリックします。ドキュメントが
検索されたらオーディオが再生されます。 キーと n

キーを同時に押して空の新規レコードを作成すること
もできます。

以下は FileMaker Proで再生ボタンを作成するための
スクリプトの例です。6つの手順を解説します。

1. 再生中のオーディオを停止します（STOP）。

2. デジタルオーディオのウインドウを閉じます
（CLOS）。

3. FileMaker Proのフィールドからボリューム名の検
索を Peakに指示します（SFFV）。

4. FileMaker Proのフィールドからファイル名の検索
を Peakに指示します（SFFF）。

5. 手順 3と 4で検索したドキュメントを開くように
Peakに指示します（OFFF）。

6. Peakに対して最前面のウインドウのデータを再生
するように命令します（PLAY）。（手順 5で開いた
ファイルである可能性が大）

FileMaker Proは Peakに同梱されていません。

Appleイベントは Peak LEでは使用できません。

まとめ

バッチ処理機能と Appleイベントを使用したオーディ
オライブラリーの管理方法についての解説を終わりま
す。次のセクションでは、サンプラーを使用した編集
とサンプルの送信方法を解説します。



Chapter 10
サンプラー
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Chapter 10: 
サンプラー

概要

Peakは、互換性のあるサンプラーから直接サンプル
をインポートし、Peakの強力な編集機能を利用して
音を編集 /処理したサンプルをサンプラーに戻す作業
を、全てデジタルで行うことができます。Peakは通
常のサンプラーで使用できる機能よりもはるかに高
度な機能を備え、サンプル編集やサウンドデザインの
優れたツールとして利用されるのは、このようなデジ
タル技術を採用しているためです。

Peak LEではサンプラー機能は使用できません。

以下のセクションでは、サンプラーと Macintoshとの
間での、オーディオドキュメントの転送方法について
説明します。

いくつかのサンプラーは Peakとは異なるループ
情報を持っています。これを補うために Sampler 

Preferenceダイアログを使用してループポイント
の調整（プラス /マイナス）を行って下さい。ルー
プスタート /ループエンドのオフセットと合わせ
て、送信 /受信をそれぞれのループポイントの設
定を入力することも可能です。ループポイントオ
フセットを調整するために Preferencesダイアログ
から “Sampler Preference” を選択して下さい。

SMDIサンプラーを使用する

Peakは SMDIサンプラーをサポートしており、SMDI

サンプラーとの間で複数のオーディオドキュメント
を同時に送受信することができます。

Peakがサポートする SMDIサンプラー：

• E-mu-E-IV・ESI-32・ESI-4000・E-64・E5000

• KURZWEIL-K2000・K2500・K2600

• PEAVEY-SP/SX

• YAMAHA-A3000・A4000・A5000

SMDIサンプラー

E-mu EIVや Kurzweil K2500は、SCSIを利用してサン
プルを送受信することができます。Macintoshとサン
プラーの間で SMDIを通してサンプルを送受信するた
めには、Macintoshとサンプラーを SCSIケーブルで接
続する必要があります。Macintoshへの SCSIケーブル
の正しい接続方法については、サンプラーのマニュア
ルをお読み下さい。データの伝送エラーを防ぐため、
SCSIケーブルは必ず高品質のものをご使用下さい。

Peakは Preferencesダイアログの “Sampler Preference”
ダイアログで Asynchronous SCSI転送のオン /オフ
を行うことができます。SMDIサンプラー使用時に
不具合が生じる場合もしくは使用中の Macintoshが
Asynchronous SCSI転送をサポートしていない場合、
Asynchronous転送を “off” に設定して下さい。

SMDI Samplerダイアログを使用する：

• サンプラーメニューから “SMDI Sampler” を選択
するか、使用するサンプラーの名前を選択して下
さい。SMDI Sampler Transferダイアログが表示さ
れます。
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SMDI Sampler Transferダイアログ

サンプルリスト

このダイアログボックスには、SMDIデバイスに保存
されているサンプルのリストが表示されます。SMDI

デバイスのサンプルの保存場所は多岐に渡るため、表
示するサンプルの正確な範囲が使用されます。リスト
でサンプルをクリックすると、そのサンプルに関する
データが SMDI Sampler Transferダイアログボックスの
“Info” のセクションに表示されます。また、Shift+ク
リック、あるいは +Shift＋クリックで、サンプルリ
ストにて複数のサンプルを選択することも可能です。

Update

Updateボタンは、SMDI Sampler Transferダイアログボッ
クスに表示されるサンプルリストを更新します。Peak

は、“Start:” のテキスト入力フィールドに表示されて
いる番号のサンプルから “#Items” のテキスト入力
フィールドに表示されている数だけサンプルをスキャ
ンします。

SMDI Device

このポップアップメニューには、Peakが検出した
Macintoshに接続されている全ての SMDIデバイスが

表示されます。Peakはデバイスをスキャンし、サン
プル情報を読み取ります。スキャンは、“Start:” のテ
キストのフィールドに表示されている番号のサンプ
ルからスタートします。

Start

サンプラーに保存されているサンプルのうちのサン
プルリストに表示したい最初のサンプルの番号を入
力します。この値を変更した場合は、“Update” ボタ
ンをクリックしてサンプルリストを更新する必要が
あります。SMDIサンプラーの中には、サンプル番号
がゼロからスタートするものと、200からスタートす
るものがあります。（それぞれのデバイスのサンプル
の保存方法については、SMDIサンプラーのマニュア
ルを参照して下さい。）

#Items

“#Iitems” のテキスト入力フィールドは、サンプルリ
ストに表示するサンプルの数を指定します。この値を
変更した場合は、“Update” ボタンをクリックしてサ
ンプルリストを更新する必要があります。

Send

Peakの最前列のオーディオドキュメントを SMDIサ
ンプラーに転送するためには、サンプルリストの転送
したいサンプルをクリックし、“Send” ボタンを押し
ます。SMDIサンプラーの選択した場所にすでにサン
プルが存在する場合は、差し替えられます。

開いている複数の Peakのオーディオドキュメン
トを SMDIに転送したい場合は、サンプルリスト
で Shiftキーを押しながら複数の転送先をクリッ
クして選択し、“Send” ボタンをクリックします。
オーディオドキュメントが Peakのウインドウメ
ニューに表示された順序で選択した転送先に転送
されます。



236 Peak Users Guide

Receive

 

SMDIサンプラーからサンプルを受け取るためには、
サンプルリストで受け取りたいサンプルをクリック
し、“Receive” ボタンを押します。

SMDIサンプラーから複数のサンプルを受け取る
ためには、シフトキーを押しながらサンプルリス
トで複数の転送先をクリックし、“Receive” ボタ
ンをクリックします。

オーディオドキュメントを SMDIサンプラーに転送する：

1. ファイルメニューで “開く” を選択し、SMDIサ
ンプラーに転送したいオーディオドキュメントを
開きます。あるいは、ファインダでオーディオド
キュメントを Wクリックします。

2. サンプラーメニューで “SMDI Sampler” コマン
ドを選択します。Macintoshに接続されている
SMDIサンプラーが検出されると、SMDI Sampler 

Transferダイアログボックスが表示されます。

3. SMDI Deviceのポップアップメニューで、正しい
SMDIデバイスが選択されていることを確認しま
す。

4. サンプルリストで差し替えたいサンプルをクリッ
クします。

5. “Send” をクリックします。サンプルが SMDIサン
プラーに転送されます。

6. SMDI Transferダイアログボックスでの作業が終了
したら、ダイアログボックスのクローズボックス
をクリックするか、または“Cancel”ボタンをクリッ
クします。

SMDIサンプルを Peakに転送する：

1. サンプラーメニューで “SMDI Sampler” コマンドを
選択します。SMDIサンプラーがMacintoshの SCSI

回路に正しく接続されていると、SMDI Sampler 

Transferダイアログボックスが表示されます。

2. SMDI Samplerのポップアップメニューで、正しい
SMDIデバイスが選択されていることを確認します。

3. サンプルリストでサンプラーから受け取りたいサ
ンプルをクリックします。

4. “Receive” ボタンをクリックします。指定したサン
プルがMacintoshに転送され、新しいオーディオド
キュメントウィンドウに表示されます。SMDIデバ
イスからの転送によって作成されたオーディオド
キュメントは、ファイルメニューの “保存” コマ
ンドを使用するまでディスクには保存されません。

5. 転送が済んだら、SMDI Sampler Transferダイアロ
グボックスのクローズボックスをクリックするか、
または “Cancel” ボタンをクリックします。

SMDIデバイスに保存されているサンプルを見る：

• サンプルリストでサンプルをクリックします。
SMDIデバイスにこの番号の場所に保存されている
サンプルが存在する場合、Peakがそのサンプルの
サンプリング周波数、サイズ、ビットの深さ、ス
テレオ／モノラルのフォーマット、ループポイン
トを検索し、検索したデータを SMDI Transferダイ
アログボックスの Infoエリアに表示します。選択
したサンプル番号のサンプルが SMDIデバイスに
保存されていない場合は、SMDI Transferダイアロ
グボックスの Infoエリアに “(empty)” と表示さ
れます。

SMDIサンプラーのエラーメッセージ、
およびトラブルの解決方法

Macintoshに接続されている SMDIデバイスが見
つからなかった場合は、“No SMDI devices could be 

foundconnected to this Macintosh.”（このMacintoshには
SMDIデバイスが接続されていません）というメッセー
ジが表示されます。SMDIデバイスが SCSIケーブルを
通じてMacintoshに接続されているのにこのメッセー
ジが表示された場合は、下記の作業を実行して下さい。
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• SCSIケーブルが正しく接続されていることを確認
します。SCSIケーブルは、ケーブルコネクタの
ネジが締まっていないと外れる恐れがあります。
SCSIケーブルの接続は、必ず Macintoshの電源を
切った状態で接続して下さい。

• Macintoshに SMDIデバイスと同じ SCSI IDを持つ
別の SCSIデバイスが接続されていないことを確認
します。SMDIデバイスの SCSI IDの変更方法につ
いては、SMDIデバイスのマニュアルをお読み下さ
い。

• SCSIデバイスは、所定の順序で電源を入れるこ
とが要求される場合があります。まず最初に、
Macintoshに接続したすべての SCSIデバイスの電
源を入れ、次に Macintoshの電源を入れたうえで
Peakを立ち上げます。

Yamaha A3000での注意点

Peakは Yamaha A3000サンプラーに対応しています。
Peakのサンプラーメニューにある Yamaha A3000メ
ニュー、または SMDIメニューを通して A3000にアク
セスすることができるようになっています。A3000は
現在読み込まれているサンプルの入れ替えを行うこと
ができません。したがって A3000に転送されるサンプ
ルは次々新しいサンプルとして扱われることになりま
す。“BulkProtect” が有効になっている場合 A3000は
SMDIメッセージを無視するように設計されています。
“BulkProtect” は A3000の Utilityモード、MIDIファン
クション、Bulkページにあります。“BulkProtect” は、
A3000が起動した時は onに設定されているので、SMDI

転送を行う前に offに設定を変更する必要があります。

Sampler Preferencesダイアログ

Peakの Preferencesダイアログから Sampler Preferences

ダイアログを表示さることができます。ここでループ
のオフセットや、SCSI転送の同期や、SCSIマネジャー
の設定を行います。

Sampler Preferencesダイアログ

まとめ
 

以上で、（Peakの機能を利用してオーディオを編集、
処理するために）互換のサンプラーからサンプルを直
接インポートする方法と、修正したサンプルをサンプ
ラーに戻す方法について理解して頂けたことと思いま
す。次のセクションでは、Peakのメニュー項目につい
て説明します。



Chapter 11
Peakのメニュー 
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Chapter 11: 
Peakのメニュー

この Chapterは、Peakの各メニューに表示される個々
のコマンドについて説明します。これらのコマンドを
使用する場合の細かい手順については、検索機能を使
用して使用手順について説明した Chapterをお読み下
さい。各 Chapterには、コマンドの使用方法が記載さ
れています。

Peakメニュー

Peak Proメニューには、次のアイテムとコマンドが含
まれます。

Peakについて ...

このメニューでは、Peakのバージョンの詳細な情報を
確認するために使用します。Peakの正確なバージョン
やシリアルナンバーを確認するにはこのコマンドをご利
用下さい。

ヘルプ

このメニューを実行すると Webブラウザが起動し、米
国 Bias社の Webサイトへアクセスします。マニュア
ルのダウンロード、チュートリアル、オンラインテク
ニカルサポート（英語のみ）等のサービスを受けて頂
くことができます。

Authorize Peak ™ ...

このメニューを実行すると、Mac OS Xのアドレスブッ
ク情報を読み取り、Peakのオーソライゼーションス
クリーンが起動します。起動したスクリーンにシリア
ルナンバーを入力し送信することにより、登録情報が
米国 Bias社へと送信されます。その後、e-mailにて
Product Authorization Codeが送られます。返信された
Product Authorization Codeをオーソライゼーションス
クリーンへ入力してオーソライズを行って下さい。詳
しくは、輸入代理店の Webサイトをご覧下さい。

環境設定 ...（Preferencesダイアログ）

“環境設定 ” メニューをクリックすると Peakの
Preferencesダイアログが起動します。Peakのカスタマ
イズを行うための様々な機能が、カテゴリごとにリス
ト表示されています。

Colors（カラー）

Peakでは、オーディオドキュメントのエレメントを
表示する色を指定することができます。ダイアログを
使用して、背景の色や波形の色、マーカーやループの
色を指定して下さい。あらかじめ設定された色の組合
せを使用することもできますが、カラーパレットのカ
スタムカラーを選択してウインドウの各エレメントに
個別の色を使用することもできます。また、波形表示
に 3-D効果を与えるオプションもあります。Colorsダ
イアログボックスで設定した内容は、現在のオーディ
オドキュメントの色、およびこれから作成する新たな
オーディオドキュメントの色に反映されます。この機
能の詳細については、Chapter 3をお読み下さい。
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Colorsダイアログ

Scratch Disks（スクラッチディスク）

オーディオデータの中にはとてもサイズの大きいもの
があるので、Peakは取り消しコマンドを使用する場合
に備え、ハードディスクの空き容量の一部にカットま
たはコピーしたデータや、一時ファイル（スクラッチ
ファイル）を保存します。ハードディスクの空き容量
が少ない場合には、広い範囲でのカットやコピー、変
更をすることができません。Macintoshに複数のハー
ドドライブが接続されている場合は、これらの一時
ファイルを保存するドライブ（あるいは「スクラッチ
ディスク」）を Preferencesダイアログの Scratch Disk

コマンドを利用して選択することができます。初期設
定では、現在 Macintoshに接続されているディスクの
うち、最も空きスペースが多いディスクが使用されま
す。ファイルサーバに接続しているときには、Allow 

Serversのチェックボックスをクリックすれば、サーバ
のメモリの利用が可能になり、Scratch Disksのポップ
アップメニューに利用可能なサーバが表示されます。
この機能は、高速のイーサネット（Ethernet）やメディ
アネット（Media Net）、あるいはその他の高速サーバ
に接続できる場合にのみ使用するようにして下さい。

Scratch Disksダイアログ

Blending（ブレンディング）

Blendingは、ユーザーによる編集が可能なエンベロー
プを利用した自動クロスフェード機能です。カット、
ペースト、その他の編集機能で修正した領域に対して
は、波形の振幅の急激な変動を緩和するためにブレン
ドをかける（適用する）ことができます。ブレンドは、
音の突然の変化をもたらすような編集の効果を滑らか
にするのに適しています。オーディオをカット、ペー
スト、あるいはドキュメントに挿入したときには、ブ
レンドをオンにすることによって急激な移行を緩和す
ることができます。ブレンド機能のオン／オフは、オー
ディオドキュメントウインドウの上部一番左にあるボ
タンよって切り替えることができます。ブレンド機能
の使用方法や、ブレンドのクロスフェードエンベロー
プの編集方法については、詳しくは Chapter 5：編集
をお読み下さい。

Blendingダイアログ

Auditioning（オーディショニング）

Peakの “Auditioningコマンドを利用すると、選択領
域にプリロールまたはポストロールを付けて再生する
ことができます。選択領域を再生するときのプリロー
ルまたはポストロールの長さは、Auditioningダイアロ
グボックスで指定することができます。

Auditioningダイアログ
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Fade In Envelope（フェードインエンベロープ）

“Fade In Envelopeコマンド（ +スペースバー）は、
Peakのフェードインエンベロープを編集する場合に使
用します。フェードインやフェードアウトは、オーディ
オドキュメントにスムーズにフェードインしたり、あ
る種の音から別の種類の音にフェードアウトしたりす
る場合に便利な機能です。非常に短いフェードインを
利用すれば、録音した音のクリックやポップを取り除
くこともできます。フェードインの曲線は、Fade In 

Envelopeダイアログボックスでユーザーによる設定が
可能なエンベロープの制御機能を利用して細かく調節
することができます。フェードインの作成方法および
エンベロープの編集方法については、Chapter 5：編集
をお読み下さい。

Fade In Envelope

Fade Out Envelope（フェードアウトエンベロープ）

“Fade Out Envelopeコマンドは、Peakのフェードアウ
トエンベロープを編集する場合に使用します。フェー
ドアウトは、オーディオドキュメントからスムーズに
フェードアウトしたり、ある種の音から別の種類の音
にフェードアウトしたりする場合に便利な機能です。
フェードアウトの曲線は、Fade OutEnvelopeダイアロ
グボックスでユーザーによる設定が可能なエンベロー
プの制御機能を利用して細かく調節することができま
す。フェードアウトの作成方法およびエンベロープの
編集方法については、Chapter 5：編集をお読み下さい。

Plug-Ins Envelope（プラグインエンベロープ）

このコマンドは、エンベロープエディタを使用して
VSTプラグインが適用されるレベルを変動させること
を可能にします。時間によってエフェクトのかかり具
合が変化するような編集を行う場合に大変役立ちます。

Sampler Preferences（サンプラープリファレンス）

“Sampler Preferences” コマンドは対応するサンプラー
の中から 1つを選択して使用することができます。ま
た、SCSIの初期設定も行います。この機能の使用方法
について、詳しくは Chapter 10を参照して下さい。

Sampler Preferencesダイアログ

DSP Preferences（DSPプリファレンス）

Peakの “DSP Preference” は、タイムシフトで使用さ
れるウインドウのサイズとサンプルレートコンバート
の品質の度合いを設定します。

DSP Preferencesダイアログ

Playback Preferences（プレイバックプリファレンス）

Peakの “Playback Preferences” ダイアログでは以下の
コントロールを行う事が可能です。
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メニュー項目のカスタマイズを行うことができます。
キーボードショートカットの変更は、Preferencesダイ
アログからShortcuts/Toolbar Preferencesを選択します。
Peakのキーボードショートカットは、ユーザー /ユー
ザーアカウント /ライブラリ /Preferenceに格納されま
す。また、Peakのデフォルトのキーボードショートカッ
トは付録 1に一覧で掲載されています。

Peakのツールバーも Shortcuts & Toolbarダイアログを
使用してカスタマイズすることができます。ダイアロ
グリストをスクロールして、ツールバーに加えたい（削
除したい）機能を選択します。チェックボックスを使っ
てそのアイコンの on/offを行います。これによって日
頃頻繁に使用する機能だけをツールバーに割当てるこ
とができます。

Shortcuts & Toolbarダイアログ

ショートカットとツールバーのカスタマイズは
Peak LEでは使用できません。

Window Preferences（ウインドウプリファレンス）

Peakの “Window Preferences” では、特定のウインドウ
をフローティングウインドウとして動作させる様に設定
を行う事が可能です。Floatersダイアログを使用して、
どのウインドウ (Transport、Contents、Movie、VSTプラ
グイン )をフローティングさせるかを設定します。

更に、Window Preferencesダイアログに設けられた “Audio 

Document Live Document Resizing” チェックボックスを
ONにすると、ドキュメントウインドウからコンテンツ
ウインドウをポップアップさせた際に、ウェイブフォー
ムウインドウの表示サイズを自動的に調節される様に設
定されます。Audio Document Live Document Resizing機

Playback Preferencesダイアログ

Playback Master Volume（プレイバックマスター
ボリューム）

Peakには、オーディオ再生のマスターボリューム調
節機能が用意されています。Peakの出力ボリュームは、
Playback Preferencesダイアログボックスのスライダで
調節するか、または 0（無音）～ 7（最大）の値を入
力して設定します。再生ボリュームを再生システムの
ボリュームを利用して調節する場合、出力レベルは 7
にセットしておきます。

Playback Buffer（プレイバックバッファー）

Peakでは、オーディオドキュメントを再生する際に
プログラムが使用する RAMの量を設定することがで
きます。一般的には小さい数値ほど良好な結果が得ら
れます。32kが調節を開始するのにほどよい数値だと
言えるでしょう。再生中にクリックが発生する場合、
断片ファイルを使用する場合、リアルタイム DSP機能
を使用する場合、あるいは処理速度の遅いハードドラ
イブを使用している場合は、再生バッファのサイズを
大きな値に設定する必要があります。

Window Buffer（ウインドウバッファー）

Peakでは、オーディオドキュメントを RAMに溜めて
おくためにプログラムが使用する RAMの量を設定す
ることができます。非常に大きなサイズのオーディオ
を使用する場合は大きい数値を設定して下さい。小さ
なサイズのオーディオをいくつも使用する場合は小さ
な数値を設定します。あなたのシステムや環境に適切
な数値を見つけて下さい。

Shortcuts/Toolbar Preferences（ショー
トカット /ツールバープリファレンス）

Peakは、キーボードショートカットを使用した Peak
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能はチェックボックスにチェックを入れることで機能が
ONになり、チェックボックスを外すことで機能を停止
させます。

Floatersダイアログ

pow-r ™ Dither Settings

Preferencesダイアログから “pow-r ™ Dither Settings”
を選択して pow-r ™ Ditherの設定を行います。

オーディオドキュメントを低いビット解像度にして別
名で保存する場合は（例：24-bitから 16-bitへ変換）、
pow-r Ditherチェックボックスにチェックを入れて下
さい。ドキュメントは pow-r ™ Dither Settingsダイア
ログで指定した pow-r ™ Ditherを使用して、指定し
たビット解像度で保存されます。

pow-rTMDitherは Peak LEには含まれていません

Peakを隠す

Peakを一時的にバックグラウンドへ移動させ全ての
ウインドウを隠します。再び、ウインドウを表示され
るには、Dockから Peakのアイコンをクリックして下
さい。

ほかを隠す

Peak以外の起動しているアプリケーションを一時的
にバックグラウンドへ移動させます。これは、Peakの
ウインドウのみで表示させる場合に役立つコマンドで
す。再び、アプリケーションのウンドウを表示される
には、Dockから表示させるアプリケーションのアイ
コンをクリックして下さい。

ファイルメニュー

このメニューには、ファイルを開いたり、閉じたり、
保存したりするための Macintoshの標準的な全てのコ
マンドや Peak固有のコマンドが含まれています。

新規

このコマンドは、Peakで新たなオーディオドキュメ
ントを作成するために使用します。このコマンドを選
択すると、オーディオドキュメントで使用するフォー
マット（ステレオまたはモノラル）を選択したり、プ
レイリストドキュメントを作成したり、開いているプ
レイリストから新たなオーディオドキュメントを作成
したりするためのサブメニューが表示されます。

モノドキュメント

“モノドキュメント” を選択すると（ +N）、モノラ
ル（１チャンネル）のオーディオドキュメントが作成
されます。
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ステレオドキュメント

“ステレオドキュメント” を選択すると（Shift+

+N）、ステレオ（2チャンネル）のオーディオドキュ
メントが作成されます。

選択範囲からドキュメント

“選択範囲からドキュメント ” を選択すると
（Option+N）、現在開いているオーディオドキュメン
トの選択範囲から新規オーディオドキュメントを作成
します。

プレイリストドキュメント

“プレイリストドキュメント” を選択すると（Shift+

+P）、新たなプレイリストドキュメントが作成され
ます。

プレイリストからドキュメント

“プレイリストからドキュメント” を選択すると（
+B）、開いているプレイリストドキュメントから新た
なオーディオドキュメントが作成されます。

開く

“開く” コマンド（ +O）は、オーディオドキュメン
トを検索し開くために使用します。Peakでは、AIFF、
Sound Designer II、WAVE、QuickTime、DV、Raw、
System 7 Sound、Sonic AIFF、Paris、JAM Image、AU、
MP3、MP4といったフォーマットのオーディオドキュ
メントを開くことができます。Peakは、RAM容量が
多い程多数のオーディオドキュメントを開くことがで
きます。

開くダイアログ

閉じる
“閉じる” コマンドは（ +W）、アクティブな Peakの
オーディオドキュメントを閉じます。変更した内容が
まだ保存されていない場合は、ドキュメントを閉じる
前に変更内容を保存するためのダイアログボックスが
表示されます。複数のドキュメントが開かれていてど
れも保存したくない場合は、ダイアログボックス内の
“Don't Save” ボタンを Optionキーを押しながらクリッ
クして下さい。

すべてを閉じる
“すべてを閉じる” コマンドは（Option+ +W）、開
いている全ての Peakのオーディオドキュメントを閉
じます。変更した内容がまだ保存されていない場合は、
ドキュメントを閉じる前に変更内容を保存するため
のダイアログボックスが表示されます。どれも保存し
たくない場合はダイアログボックス内の “Don't Save”
ボタンを Optionキーを押しながらクリックして下さ
い。

保存

“保存” コマンド（ +S）はオーディオドキュメント
を保存します。Peakでは、オーディオドキュメント
を下に示すさまざまなフォーマットで保存することが
できます。

• AIFF：Appleのオーディオ交換ファイルフォーマッ
ト。Peakの初期設定のファイルフォーマットもこ
のフォーマットで、Macintoshの多くのソフトウェ
アがこのフォーマットをサポートしています。

• Sound DesignerⅡ：Digidesignのデジタルオーディ
オ製品を対象としたオーディオファイルフォーマッ
ト。Digidesignのソフトでオーディオファイルを使
用したい場合は、このフォーマットを使用して下さ
い。

• WAVE：マイクロソフトWindowsのオーディオファ
イルフォーマット。多くの Windows用ソフトや一
部の Macintosh用ソフトがサポートしています。
WAVEフォーマットのファイルをサポートまたは必
要とするソフトウェアでオーディオファイルを使
用する場合は、WAVEフォーマットが最も適してい
ます。
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• QuickTime：QuickTime対応のマルチメディアの
ための Appleのオーディオファイルフォーマッ
ト。QuickTimeをサポートする Macintosh用ソフ
トは全てこのフォーマットをサポートしています。
QuickTimeをサポートしているマルチメディアソ
フト（Adobe Premiere ™や Macromedia Director

™など）でオーディオドキュメントを使用する場
合は、このフォーマットが最も適しています。

• Raw：ヘッダ情報を含まないフォーマット。ゲー
ムプラットフォームで多く用いられます。

• System 7 Sounds：Appleのオーディオファイル
フォーマット。Macintosh Operating Systemサウン
ドで使用されます。

• Sonic AIFF：Sonic Solutionsオーディオワークステー
ションで使用されるファイルフォーマット。

• .pa：Ensoniq Parisオーディオシステムで使用され
るファイルフォーマット。

• JAM image files：Peakと Roxio JAM（オーディオ
CDライティングソフトウェア）上で作成されるイ
メージファイルフォーマット。

• .au：World Wide Webと Javaオーディオアプレット
で広く使用されているフォーマット。多くのアプ
リケーション、プラットフォームによってサポー
トされています。

• MP3：Peakは MP3エンコードファイルを作成する
ことができます。

ファイルに保存できる情報は、それぞれのフォーマッ
トによって異なります。Peakの初期設定フォーマット
である AIFF以外のフォーマットで作成されたファイ
ルを開いた場合、そのファイルを別のフォーマットで
保存しない限りはファイルのフォーマット固有情報は
保持されます。一方、ファイルを元のフォーマットと
は別のフォーマットで保存すると、情報の一部が破棄
される場合があります。例えば、Sound Designerのリー
ジョンは、QuickTime、.au、System 7、MP3には保存
できません。また、著作権や作者に関する情報、およ
びファイルフォーマット固有の情報は、それらの情報
をサポートしていないフォーマットで保存することは
できません。

別名で保存

“別名で保存” コマンド（Shift+ +S）は、現在の
オーディオドキュメントをハードディスクの別の場所
に別名で保存したり、別のファイルフォーマットで保
存したりする場合に使用します。保存されたファイル
は開かれてアクティブな状態になります。また、ファ
イルは様々なオーディオ圧縮技術を利用して保存する
ことができます。このコマンドの使用方法については、
Chapter 3をお読み下さい。

保存ダイアログ

複製を保存

“複製を保存” コマンド（Option+ +S）は、現在の
オーディオドキュメントの複製を別の名前で保存しま
す。その際に、開いているドキュメントとの入れ替え
は行わず、新たにドキュメントを作成します。

CDトラックの読み込み

“CDトラックの読み込み” コマンドは、オーディオ
CDからオーディオを読み込みます。Peakに読み込ん
だドキュメントは AIFFファイル形式で保存されます。
オーディオの読み込みに関する詳細は、Chapter 4「再
生と録音」を参照して下さい。

CDトラックの読み込みダイアログ
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デュアルモノの読み込み

“デュアルモノの読み込み” コマンドは、2つのモノラ
ルファイルを読み込んで、インターリーブ・ステレオ
ファイルを作成します。BIAS Deckなどのアプリケー
ションでは、ステレオインターリーブファイルを直接
使用せず、左右のチャンネルを構成するデュアルモノ
ファイルを使用します。Peakではデュアルモノファ
イルを開き、それを元に新規ステレオファイルを作成
します。そのため、元のファイルと同じ容量のディス
クスペースが必要となります。デュアルモノファイル
についての詳細は、Chapter 3「Peakの基本」を参照
して下さい。

デュアルモノの読み込みは、Peak LEでは使用でき
ません。

Recover Audio File(リカバーオーディオ
ファイル )

リカバーオーディオファイルダイアログ

Peak 5では、オーディオファイルの回復 (Recover 

Audio Fileリカバーオーディオファイル )と呼ばれる
新たなツールが含まれています。この機能では、破損
したファイルを開き、それに含まれるオーディオデー
タの修繕をする事ができます。このツールでは、ルー
プポイント、マーカー、リージョンマーカーなどのファ
イルのヘッダーに含まれている情報を無視し、オー
ディオデータのみを抜き取ります。

オーディオデータの回復が成功した場合、新たなオー
ディオドキュメントとして保存されます。ファイルの
回復を行う際 Peakでは、ファイルのチャンネル数、
ビットデプス、サンプルレート、オーディオデータの
場所、ファイルの種類を設定する必要があります。こ
れらの情報を指定する事で Peakは、オーディオファ
イルの回復をする事ができる可能性があります。(正

し、破損の程度に依存します。)ファイルの回復をさ
せるため、そのファイルが録音された元々のフォー
マットに関する正しい情報が必要となります。謝った
情報の選択を行うとファイルは、再生時ホワイトノイ
ズやピッチ誤った速度などの異常が生じます。

メディアやファイルの異常または I/Oエラーなど、オー
ディオファイルの回復機能で生じる、どのようなオー
ディオファイルでも回復を続ける事を試みます。そし
て、エラーを含んだ部分を無音にして、新たなオーディ
オファイルの作成を行います。

リカバーオーディオファイルは Peak LEでは使用
できません

デュアルモノの書き出し

“デュアルモノの書き出し” コマンドは、ステレオの
オーディオドキュメントを 2つのモノラルオーディオ
ファイルとして保存するために使用します。この機能
を利用すると、オーディオドキュメントを BIAS Deck

や Pro Toolsのようにステレオのオーディオファイル
を直接サポートしていないマルチトラックオーディオ
編集ソフトで使用することが可能になります。このコ
マンドを選択すると、左と右のチャンネルの名前を入
力するためのダイアログボックスが表示されます。

リージョンの書き出し

オーディオドキュメントにマーカー（またはリージョ
ン）がセットされている場合は、Peakの “リージョン
の書き出し” コマンドを利用してドキュメントを各成
分のリージョンに分割し、それぞれリージョンを別々
のオーディオドキュメントとして保存することができ
ます。この機能を利用すると、大きなドキュメントを
いくつかのリージョンに分け、それらをサンプルとし
てサンプル再生装置に転送したり、別々のファイルに
保存したりすることができます。更にバッチ処理機能
を使用して、Peakの DSP処理や、他社製のプラグイ
ンを適用してリージョンから新規ドキュメントを作成
することも可能です。リージョンの書き出しについて
の詳細は、Chapter 5「編集」を参照して下さい。
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リージョンの書き出しダイアログ

リージョンの書き出しは、Peak LEでは使用できま
せん。

テキストへ書き出し

このコマンドは、開いているプレイリストを新しいテ
キストドキュメントへ書き出しする場合に使用します。
テキストドキュメントには、プレイリストイベント・
時間・クロスフェードの時間、およびゲインレベルが
表示されます。

バッチプロセッサー
Peakのバッチファイルプロセッサは、非常に強力で
多機能です。Peakのプロセスをあらゆる形で組み合
わせたスクリプト（バッチスクリプト）を作成でき、
またこれらのスクリプトを無制限の数のファイルに適
用することができます。

バッチファイルプロセッサを使用するには、ファイ
ルメニューの “バッチプロセッサー” を選択します。
Batch File Processorダイアログが表示されます。

Batch File Processor

Peakのバッチファイルプロセッサの画面は、Input

（入力）・Process（処理）・SaveChanges（変更を保存）
の３つのエリアに分かれています。Processエリアで
は Peakに実行させる一連のステップを指定し、Save 

Changesエリアでは出力ファイルのパラメータを設定
します。バッチファイルプロセッサの設定が済んだら、
Inputエリアでバッチファイルプロセッサをオンにし
ます。

バッチファイルプロセッサの設定が完了しオンになっ
ていると、Peakのアイコン（またはエイリアス）にド
ロップしたファイルは設定した内容に基づいて処理さ
れます。Peakのアイコンにはフォルダやディスクも
ドロップでき、バッチ処理の実行中もドロップするこ
とが可能です。ドロップされたフォルダはサブフォル
ダも含めてサポートされる全てのオーディオデータが
処理されます。処理後は、ドロップした元のファイル
構成を保った状態で出力されます。ファイルメニュー
から “開く” を選択する通常の方法にはバッチ処理は
適用されません。

バッチファイルプロセッサは Peak LEでは使用で
きません。

オーディオ CDの作成

“オーディオ CDの作成” コマンドを実行すると、最
前面に表示されているオーディオドキュメントデータ
が CDへ書き込まれます。オーディオドキュメントが、
リージョンで区切られている場合、各リージョンは異
なるオーディオトラックとして CDへ書き込まれます。

最近開いたドキュメント

Peakは、最近開いたドキュメント名のリストをファ
イルのダイアログボックスの下に表示します。このリ
ストを利用すると、ファイルを探さなくても簡単にド
キュメントを選択し、開くことができます。Peakは、
ハードディスクドライブでファイルの保存場所を変更
した場合でも、そのファイルを探し出し開くことがで
きます。ファイルの名前を変更すると、次に Peakを
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起動したときに内部リストのファイル名が自動的に更
新されます。

編集メニュー

このメニューには、Macintoshの標準コマンドのカッ
ト・コピー・ペーストと Peak固有のコマンドが表示
されます。

取り消し

“取り消し” コマンドは（ +Z）、最後に実行した動
作を取り消します。Peakは、取り消しや再実行を無
制限に実行できる機能を備えているため、このコマン
ドを続けて選択すると、オーディオドキュメントに対
して実行した個々の動作を順次遡って取り消すことが
できます。必要な場合には、全ての動作を取り消し、
元の状態のオーディオドキュメントに戻すことも可能
です。取り消し可能な動作を全て取り消すと、取り消
しコマンドはグレーで表示されます。

やり直し

“やり直し” コマンドは（ +Y）、取り消しコマンド
（Undo）を取り消します（すなわち、取り消したコマ

ンドを再実行します）。必要な場合は、取り消した全
てのコマンドを順次再実行することもできます。最後
のコマンドまで再実行すると、やり直しは再実行の対
象となるコマンドがないことを示すグレーの表示に変
わります。但し、やり直しコマンドが実行可能なとき
に新たな動作を挿入すると、再実行は不可能になりま
す。すなわち、取り消し以外の編集動作を実行すると、
その時点でやり直しは使用不能となります。

Edits

“Edits” コマンドは、ユニークな「無制限の取り消し」
機能です。このコマンドでは、前回ドキュメントを保
存して以来実行した編集動作のリストで任意の動作を
選択し、取り消すことができます。このリストを使用
すると、特定の編集動作を実行した時点まで遡り、必
要な場合はその動作を取り消すことができます。過去
のある時点まで戻ったあとは、必要に応じて自由に編
集を再開することができます。

Editsダイアログ

但し、過去のある動作まで戻り、その時点で別の動作
を実行すると、最初に実行したその時点以降の動作は
無効となり、無効になった動作を再実行することはで
きなくなります。

カット

“カット” コマンド（ +X）は、選択したデータをオー
ディオドキュメントから切り取り、Peakのクリップ
ボードメモリに一時記憶します。オーディオドキュメ
ントからカットしたデータは、同じドキュメントの別
の場所や別のドキュメントにペーストまたは挿入する
ことができます。
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コピー

“コピー” コマンド（ +C）は、選択したデータをコ
ピーし、Peakのクリップボードメモリに一時記憶しま
す。オーディオドキュメントの中からコピーしたデー
タは、同じドキュメントの別の場所や別のドキュメン
トにペーストまたは挿入することができます。

ペースト

“ペースト” コマンドは（ +V）、クリップボードに記
憶されているデータをオーディオドキュメントの挿入
ポイントにペーストします。選択していた部分は削除
されます。

リプレース

このコマンドは、オーディオドキュメントの挿入ポイ
ントにデータを上書きします。データを挿入する場合
とは異なり、挿入ポイントのデータが右に（すなわち
時間的に後ろに）ずれることはありません。

デュプリケート
デュプリケートコマンドは、オーディオドキュメント、
または、プレイリストで異なった動作をします。この
コマンドに関する詳細に関しては、Chapter 5と 6を
参照して下さい。

このコマンドを使用する際に選択を行っていない場
合、オーディオドキュメント上のインサーションポ
イントへ既存のデータへ上書きを行う事なく、何度も
ペーストを行う事を可能とします。デュプリケートコ
マンドでデータをペーストすると、インサーションポ
イントから右側のデータが押し出す形で新たにペース
トしたオーディオデータが挿入されます。

デュプリケートコマンドは、特定の箇所を繰り返す長
いオーディオドキュメントを作成する事に非常に役立
ちます。例えば、1小節のドラムループから 4小節の
ドラムループを作成する事を可能とします。

選択範囲を指定している場合デュプリケートコマンド
は、自動的に選択範囲へクリップボード内のデータを
貼付けます。

Peakではクリップボード内のデータを何度複製する
かについて指定する事が可能です、選択範囲が均一に
クリップボード内のデータで割り切れない場合、Peak

は、元の選択範囲へ、クリップボードのデータを一部
含むよう複製をします。

インサート

“インサート” コマンド（ +D）は、クリップボード
に記憶されているデータをオーディオドキュメントの
挿入ポイントに挿入します。挿入ポイントより後ろの
データは、挿入したデータだけ右に移動します。

インサートサイレンス

“インサートサイレンス” コマンドは、オーディオド
キュメントの挿入ポイントに任意の長さの「無音」の
スペースを挿入する場合に使用します。このコマンド
を選択すると、挿入する無音スペースの長さを指定す
るためのダイアログボックスが表示されます。長さは、
サンプル・ミリ秒（ms）、または秒単位で指定できます。
挿入ポイントの右の音は、指定した無音スペースの長
さ分だけ時間的に後ろに移動します。

インサートサイレンスダイアログ

サイレンス

“サイレンス” コマンドは（ +E）、オーディオドキュ
メントの選択した領域を「無音」に差し替えます。
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削除

“削除”コマンド（Deleteキー）はクリップボードへデー
タを転送しないで選択範囲を削除します。
オーディオ以外を削除

“オーディオ以外を削除”（Option+Delete）コマンド
は、オーディオ情報はそのままに全てのマーカー・リー
ジョン・マーカー＆ループ情報を削除します。

選択範囲以外を削除

“選択範囲以外を削除” コマンド（ +`）は、トラッ
クで領域を選択し、選択した領域以外の音をトラック
から削除する場合に使用します。

クリップボードのクリア

Peakは、カットあるいはコピーしたオーディオデー
タをハードディスクの空きスペースの一部を利用して
記憶します。クリップボードのクリアコマンドは、ク
リップボードのデータが不要になった場合にクリップ
ボードをクリアし、ディスクのメモリを解放するため
に使用します。

すべてを選択

“すべてを選択”コマンドは（ +A）、オーディオドキュ
メントの全ての音を選択します。

挿入ポイントを始点 /終点へ配置

“挿入ポイントを始点へ配置”コマンドは（上矢印キー）、
選択範囲の先頭に挿入ポイントを移動します。“挿入ポ
イントを終点へ配置” コマンドは（下矢印キー）、は選
択範囲の終点に挿入ポイントを移動します。

セットセレクション

“セットセレクション” コマンドは、Set Selectionダイ
アログでオーディオの長さ・スタート・エンドタイム
を数値で入力することにより正確な設定を行うことが
できます。このダイアログの上部にあるポップアップ
メニューを使用して時間を好みの単位に変更すること
ができます。また、ラジオボタンを使用して選択範囲
のスタートとエンドどちらに対し変更を与えたいかを
選択します。

セットセレクションダイアログ

ループを選択

ドキュメントでループが設定されていると “ループを
選択” コマンドは（ + -）、ループスタートマーカー
とエンドマーカーに挟まれたリージョンを自動的に選
択します。

前の選択範囲 /元の選択範囲

オーディオドキュメント内で選択を行っている場合、
このオプションを使用することで直前に選択していた
範囲に戻ることができます（ +左矢印キー）。また、
元の選択範囲に再度戻ることが可能です（ +右矢印
キー）。
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垂直に拡大

“垂直に拡大” コマンド（Control+上矢印）は、波形
の表示を縦方向に拡大します。静かな（振幅の弱い）
波形の編集に便利です。

垂直に縮小

“垂直に縮小” コマンド（Control+下矢印）は、波形
の表示を縦方向に縮小します。

選択範囲をウインドウに合わせる

“選択範囲をウインドウに合わせる” コマンド（Shift+

+]）を選択すると、現在選択している範囲がオー
ディオドキュメントいっぱいに拡大されます。

波形の全体表示

“波形の全体表示”（Shift+ +[）コマンドは、オー
ディオドキュメントの全体が見えるようにオーディオ
ドキュメントウインドウをズームアウトします。

サンプルレベルで表示

“サンプルレベルで表示” コマンド（Shift+左矢印）
はオーディオドキュメントウインドウを波形の 1サイ
クルレベルまでズームします。特にペンシルツールを
使用して波形を修正する場合やループの微調整を行う
場合に便利な機能です。

サンプルレベルで表示（終点）

“サンプルレベルで表示（終点）” コマンド（Shift+右
矢印）はオーディオドキュメントウインドウを波形の
1サイクルレベルまでズームし選択範囲の最後に挿入
ポイントを置きます。

アクションメニュー

このメニューには、オーディオの録音・オーディオド
キュメントウインドウのズームイン・ズームアウト・
ループ・マーカー・リージョンの作成・オーディオド
キュメントの特定の場所への移動といった動作を実行
するためのコマンドが含まれています。

縮小

“縮小” コマンド（ +[）は、波形全体が見えるよう
に波形表示を縮小します（表示精度は低くなります）。
このコマンドは、オーディオの「全体図」を見たいと
きに使用すると便利です。より大きな領域を見るため
には、このコマンドを繰り返し選択するか、またはコ
ンピュータのキーボードで +[を繰り返し押します。

拡大

“拡大” コマンドは（ +]）、オーディオデータの細
かい部分が見えるように波形の表示を拡大します。拡
大コマンドは、正確な精度でのオーディオの選択、編
集には不可欠な機能です。波形を高倍率に拡大するた
めには、このコマンドを繰り返し選択するか、または
コンピュータのキーボードで ＋ ]を繰り返し押しま
す。Optionキーを押しながら領域を選択すると、波
形表示が拡大され、マウスボタンを離すと選択領域が
オーディオドキュメントいっぱいに表示されます。
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始点にスナップ
このコマンドでは、選択範囲の始点が Snap Toユニッ
トに基づきスナップされます。

終点にスナップ
このコマンドでは、選択範囲の終点が Snap Toユニッ
トに基づきスナップされます。

選択範囲をループ

“選択範囲をループ” コマンドは（Shift+ +̶）、現
在の選択領域の両端にループマーカーをセットして自
動的にループを作成します。Peakでは、オーディオド
キュメント１つにつき１つのループしか作成できない
ため、既にループが設定されているオーディオドキュ
メントでこのコマンドを選択すると、ループマーカー
が現在の選択領域の両端に移動します。

ループを後方へナッジ

“ループを後方へナッジ” コマンド（Option+左矢印）
は、ループポイントをより以前の時間方向へ移動しま
す。ループ作成の微調整に有効です。

ループを前方へナッジ

“ループを前方へナッジ” コマンド（Option+右矢印）
はループポイントをより以後の時間方向へ移動しま
す。ループ作成の微調整に有効です。

新規マーカー

“新規マーカー”コマンド（ +M）は、オーディオドキュ
メントの現在の挿入ポイントに新たにマーカーをセッ
トします。マーカーは、オーディオドキュメントの重
要な場所がわかるようにセットするマークです。録音
したデータ中にマーカーをセットしておくと、その場
所を選択、編集、あるいは再生したい場合にすばやく
その場所に移動することができます。

スナップ
このコマンドは、ウェーブフォームで新たに選択範囲
を設定する場合に、Snap Toユニットで適切な選択を
行いより精密な選択を行う事が可能となります。Snap 

Toのユニットとしては、以下の物があります。

・ ゼロクロッシング

・ 小節 /拍

・ CDフレーム (588サンプルまたはその倍数 )

・ Sony PS2(28サンプルまたはその倍数 )

・ Microsoft Xbox (64サンプルまたはその倍数 )

・ カスタム ...(ユーザーがサンプル数を定義 )

選択すべきスナップの単位は、編集するオーディオの
タイプに依存します。一般的な編集では、様々なオー
ディオアプリケーションのためにゼロクロッシングま
たは、小節 /拍を使用します。

特定のプラットフォームのオーディオ編集を行う必要
がある、マルチメディア /テレビゲームサウンドデザ
イナーは特にこれらの新しいオプションが役立ちま
す。例えば、テレビゲームの Sony Playstation 2のため
に音声ループとサウンドエフェクトを作成する際、編
集されたオーディオは、PS2のオーディオエンジン上
で滑らかなループ /再生を行うため 28サンプル単位
で適切に編集する必要が有ります。スナップメニュー
で Sony PS2を選択する事によって PS2のオーディオ
エンジンで滑らかに再生が可能な編集が自動的に行わ
れるようになります。

始点と終点にスナップ
このコマンドでは、選択範囲の始点と終点が Snap To

ユニットに基づきスナップされます。
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マーカーを設定したら、マーカーを Wクリックして
Edit Markerダイアログボックスを呼び出し、属性の数
を割当てたり、属性の数を変更したりすることができ
ます。このダイアログボックス、および属性について
の詳細は、Chapter 5「編集」をお読み下さい。

Edit Markerダイアログ

テンポからマーカー

“テンポからマーカー” コマンドは、テンポに基づき自
動的に規則的な間隔でオーディオドキュメント上へマー
カを配置してゆきます。テンポからマーカーコマンドを
使用する際には、編集を行っているファイルのテンポを
Peakの Guess Tempo機能を使用する等してあらかじめ把
握しておく必要があります。テンポに従ってマーキング
を行う領域の選択を行い、小節または拍でマーカーをつ
ける基準の指定およびマーカをつけてゆく間隔の指定を
します。かく指定を行った後に、OKをクリックする事
により、Peakは選択領域に指定した間隔でマーカーを作
成します。テンポからマーカーの機能の詳細に関しては
Chapter 5：編集を参照して下さい。
　

はっきりとしたビートを備えたオーディオドキュ
メントの場合、より正確にマーキングを行うため
に、選択したビートの直前からの拍の前から選択
範囲を指定する事をお勧め致します。

新規リージョン

“新規リージョン” コマンド（Shift+ +R)は、選択
領域を新たなリージョンとして定義し、リージョンメ
ニューに追加します。コンテンツパレットでリージョ
ンの名前を Wクリックしてリージョンを選択して下
さい。オーディオドキュメントが自動的にそのリー
ジョンの位置にスクロールされ、選択したリージョン
がオーディオドキュメントの現在の選択領域となりま
す。リージョンの使用の詳細については Chapter 6「プ
レイリストと CDライティング」を参照して下さい。

リージョンをプレイリスト

“リージョンをプレイリスト”コマンド (コマンド+K)は、
オーディオドキュメント上で選択した領域を自動的に、
リージョンに設定すると共に、作成したリージョンをプ
レイリストへ追加します。選択した領域を直ちにプレイ
リストへ追加させたい場合に使用します。

マーカーをリージョン

“マーカーをリージョン” コマンドは選択範囲に含ま
れたマーカーを全てリージョンに変換します。2つの
マーカーを含んだ選択範囲に適用した場合は、始めの
マーカーの名称が付いた 1つのリージョンに変換され
ます。3つ以上のマーカーが選択範囲に含まれていた
場合は連続したリージョンに変換されます。例えば、
“Foo 1”、“Foo 2”、“Foo3” という名称の 3つのマーカー
にマーカーをリージョンコマンドを適用した場合、
“Foo 1”マーカーと “Foo 2”マーカーの間が 1つのリー
ジョンとなり、“Foo 2” マーカーと “Foo3” マーカー
の間が 2つ目のリージョンとなり、結果として“Foo 1”、
“Foo 2” という 2つのリージョンに変換されます。

Optionキーを押しながら、マーカーをリージョンコマ
ンドを選択すると、各マーカーは次のマーカーまでを
範囲とするリージョンを作成します。
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Nudgeダイアログ

移動

“移動” コマンド（ +G）は、オーディオドキュメ
ント中の選択領域やループのスタートポイント／エン
ドポイント、指定したマーカー、あるいはある特定の
時間まで、すばやく正確に移動するためのコマンドで
す。データ量の多いオーディオドキュメントでこれら
の重要なポイントにすばやく移動するためには、この
コマンドが不可欠となります。移動＞タイムコマンド
では、移動先の正確な場所を入力することができます。
ロケーションサブメニューには全てのマーカーやリー
ジョン・ループがリスト表示されます。

移動＞タイムダイアログ

ループサーファー™

Peakのループサーファー機能（ +J）は、ループポ
イントを設定する際のある種のプロセスを自動化し、
迅速かつ容易に音楽的にわかりやすい方法でループ
サーフィン（再生中のループの調節）を実行できるよ
うにします。

曲を編集する場合、曲の速さ（１分間の拍数）がわかっ
ていれば、ループサーファーでリズムをくずさない正
しい長さのループを作成することができます。この
ループサーファーについての詳細は Chapter 5をお読
み下さい。

“Foo” マーカー

“Foo” リージョン

ナッジ

“ナッジ” コマンドは、Nudge Markerダイアログで入
力された秒数分だけ選択範囲内の全マーカー・ループ・
リージョンを移動します。このダイアログは +/̶の
両数値が有効です。
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ループサーファーダイアログ

Loop Surferは Peak LEでは使用できません。

テンポの推測

音楽ファイルを使用していてテンポがわからない場合
でも、ファイルにビート感がある場合は “テンポの推
測” コマンド機能を用いて Peakに選択範囲のテンポ
を推測させることができます。アクションメニューか
ら “テンポの推測” を選択します。Peakが選択範囲を
テンポを算出している間は動作が一時停止します。ダ
イアログが現れ、BPM（Beat Per Minutes)で予測した
テンポを知らせます。Loop Surferダイアログの Tempo

欄や、Audio Informationダイアログの Tempo欄で
BPMの予測を入力して使用できます。または Loop It

ボタンをクリックして、現在の挿入ポイントに検知し
た BPMによってループを作成することも可能となり
ます。

オーディオメニュー

オーディオメニューでは、オーディオの録音／再生や
録音設定、ハードウェアの設定、メーターなどの設定
を行います。

停止+巻き戻し

“停止 +巻き戻し” コマンド（Returnキー）は、再生
中のオーディオを停止して、挿入ポイントをオーディ
オドキュメントの先頭に移動します。

再生+一時停止

“再生 +一時停止” コマンド（スペースバー）は、挿
入ポイントからオーディオドキュメントの再生を行い
ます。ドキュメントの再生中にこのコマンドを実行す
ると、オーディオは一時停止します。

選択範囲の再生

“選択範囲の再生” コマンド（Option+スペースバー）
は、オーディオドキュメントの選択範囲のみを再生し
ます。

オーディショニングの再生

“オーディショニングの再生” コマンド（ +スペー
スバー）は、プリロール、ポストロールを含めたオー
ディオドキュメントの選択範囲を再生します。プリ
ロール、ポストロールの時間の設定は、Preferencesダ
イアログの “Auditioning” ダイアログで行います。

停止と選択範囲の拡大

“停止と選択範囲の拡大” コマンドは、再生中のドキュ
メントを停止し再生する範囲を拡大します。また、挿
入ポイントの位置、または選択範囲の先頭からの再生
にも使用できます。
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早送り

“早送り” コマンドは、挿入ポイントをオーディオド
キュメントの終点に移動します。

録音

“録音” コマンドを選択（ +R）すると、Recordダイ
アログが開きます。このダイアログで録音を開始した
り、モニタリングしたりすることができます。

オーディオメニュー、トランスポートまたはツール
バーから “録音” を選択（ +R）すると、Recordダ
イアログが表示されます。このダイアログ下部には、
録音設定・一時停止・停止・録音などのトランスポー
トボタンが表示されています。また、Audio Source 

display（録音を行うソースの波形が表示されます）や
Notepadが表示されたり、サンプル周波数やビット解
像度、選択したディスクに録音できる残りの時間など
の情報も表示されます。

録音ダイアログ

Recordダイアログの Notepadでは、録音するデータ
の詳細を書き込んだり、オーディオのレコーディン
グ時に任意のポイントに記録する Notepad Cueと呼
ばれるコメントを書き込んだりすることができます。
Notepadは、録音中でも使用することができます。
NotepadCues機能の詳細に関しては Chapter4を参照し
て下さい。

Notepad Cueは Peak LEでは使用できません。

録音設定

オーディオメニュー、またはツールバーから “録音設
定” を選択（Option+R）すると Record Settingsダイア
ログが表示されます。ここで録音時の設定を行います。

録音設定ダイアログ

ここでの設定はコントロールパネルのサウンドで行っ
た設定を書き換えます。Record Settingsダイアログの
ポップアップメニューやチェックボックスを使用し
て、録音先のハードディスクドライブ・ファイルフォー
マット・サンプル周波数・録音ソースのインプットな
どを設定します。VSTプラグインをリアルタイムで使
用する場合もここで設定します。次に Record Settings

ダイアログでのパラメーターの設定について解説しま
す。
Record Disk（レコードディスク）

“Record Disk” ポップアップでは録音先のハードディ
スクドライブを設定します。コンピューターに複数の
ハードディスクドライブが接続されている場合は、こ
のポップアップで録音データの保存先を設定します
（初期設定では、最も空き容量の大きいハードディス
ク “Largest” が選択されます）。

File Format（ファイルフォーマット）

“File Format” ポップアップメニューは、オーディオ
入力を AIFF/Sound Designer IIのどのフォーマットで
取り込むかを設定することができます（録音したファ
イルを上記と異なるファイル形式に変えたい場合は、
録音終了後に別名で保存 ...コマンドを使用して下さ
い）。ファイルフォーマットを選択しない場合は、デ
フォルトの AIFFが選択されます。
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Auto Gain Control（オ－トゲインコントロール）

このチェックボックスを使用すると、Mac OS X 

CoreAudio HAL（Macintoshのマイクロフォン入力）で
使用する Auto Gain Control機能を無効にすることがで
きます。Auto Gain Controlは自動的にインプットのゲ
インを調節し、録音レベルを最大にします。使用して
いる機器が Auto Gain Control機能をサポートしている
場合は、この欄にチェックを入れて下さい。

Monitor（モニター）

“Monitor” チェックボックスをクリックすることで入
力された信号のモニタ出力が行えます。

Split Stereo Files（スプリットステレオファイル）

“Split Stereo Files” チェックボックスは、入力された
ステレオオーディオをステレオドキュメントではな
く、デュアルモノドキュメントとして記録します。デュ
アルモノドキュメントは ProToolsや BIAS DECK等で
使用されています。これらのプログラムと一緒に使用
する場合に大変便利な機能の 1つです。

Append to document（アペンドトゥードキュメ
ント）

“Append to document”チェックボックスは、既存のオー
ディオドキュメントに録音を追加します。既存のオー
ディオドキュメントの中で、新規オーディオを挿入し
たい場所に挿入ポイントを設定します。それがドキュ
メントの先頭であれば、新規に挿入されるオーディオ
は先頭に来ます。ドキュメントの最後であれば、新規
に挿入されるオーディオは、既存のオーディオドキュ
メントの最後に追加されます。ドキュメントの途中に
設定すれば、そこに新規オーディオが挿入されます。
オーディオの領域を選択した場合は、その領域の先頭
から終わりまで（あるいは録音を停止した場所まで）
が、新規に録音したオーディオと置き換えられます。

Record timer（レコードタイマー）

“Record timer” チェックボックスは録音時間を設定
します。ここで設定された時間が経過すると、録音
が終了して保存ダイアログが表示されます。Record 

timer...チェックボックスにチェックを入れて、表示さ
れる Record timeダイアログで録音時間を秒数で設定
し、“OK” ボタンをクリックします。

Recording Timeダイアログ

Open after saving（オープンアフターセービング）

このチェックボックスでは、録音の終了後、そのドキュ
メントを Peakで開くかどうかを設定します。

Device and Sample Format（デバイスアンドサ
ンプルフォーマット）

“Device and Sample Format” ボタンをクリックすると、
ダイアログが開きます。このダイアログは、Peakが使
用しているドライバ（CoreAudio）によって異なります。

Hardware Options（ハードウェアオプション）

Record Settingsダイアログで “Hardware Options” ボ
タンをクリックすると、Sourceダイアログで選択した
オーディオハードウェアのダイアログが開きます。多
くの場合（Appleに標準装備されているサウンドを含
めて）、選択したデバイスの設定はありません。サウ
ンドカードの中にはコントロールパネルが表示される
ものや、“Hardware Options” ボタンをクリックすると
ユーティリティソフトが起動するものもあります。他
社製のダイアログの表示内容は、使用するオーディオ
インターフェースによって異なります。
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Record Through VST Plug-In（レコードスルー
VSTプラグイン）

VstPlugInsフォルダに VSTプラグインがインストール
されている状態で CoreAudioのドライバを使用してい
る場合は、リアルタイムにプラグインを使用して録音
を行うことができます。ノイズリダクション・イコラ
イザ・ダイナミクスエフェクト等を使用して録音する
場合には便利です。

使用方法については Chapter 4をご覧下さい。

ハードウェア設定
“ハードウェア設定” コマンドを選択すると、Source

ダイアログで選択したオーディオハードウェアのダイ
アログが開きます。多くの場合（Appleに標準装備さ
れているサウンドを含めて）、選択したデバイスの設
定はありません。オーディオインターフェースの中に
はコントロールパネルが表示されるものや、“Hardware 

Options” ボタンをクリックするとユーティリティソフ
トが起動するものもあります。他社製のダイアログの
表示内容は、使用するオーディオインターフェースに
よって異なります。
メーター
“メーター” コマンドを使用して Metersダイアログを
開き、Metersディスプレイの設定を行います。Meters

ダイアログでは、Peak Hold timeや Clip Indicator Hold 

Timeの設定を行います。ピークホールドインジケー
タは、バーグラフの右側に黄色で示されます。Peak 

Hold timeを選択することで、再生時にインジケータ
がピークに達した時に表示が停止し、確認が容易にな
ります。クリップインジケータはバーグラフの最も右
側に赤色で示されます。Clip Indicator Hold Timeを設
定すると、オーディオが歪んだり、クリップを起こし
た時に表示が停止し、確認が容易になります。どちら
の場合も “None” を選択すると上記の機能が無効とな
ります。

メーターダイアログ

DSPメニュー
このメニューには、DSPを利用した Peakのオーディ
オ処理機能と上級編集ツールが含まれています。Peak

の DSP機能に関する説明および使用方法についての詳
細は、このユーザーズガイドの Chapter 7をお読み下
さい。

Add

“Add” コマンドは選択位置のオーディオドキュメント
にクリップボードにコピーされているサンプルを追加
します。Addコマンドを使用するには選択したオーディ
オのコピーを行います。コピーされたオーディオは目
的のオーディオとミックスされます。Addのレベルエ
ンベロープの編集をする場合には、Addダイアログ内
の “Envelope...” ボタンをクリックしエンベロープエ
ディタで編集を行い、Changeボタンをクリックした
うえで、Addボタンをクリックを行います。極端に高
いレベルで適用するとクリップが発生する可能性があ
るのでご注意下さい。
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Addダイアログ

Addは Peak LEでは使用できません。

Amplitude Fit

“Amplitude Fit”は、オーディオの選択領域を個々の「粒」
ごとにノーマライズします。ここでいう「粒」とはサ
ンプルの小さなブロックのことで、しばしば 30ミリ
秒程度の時間が使用されます。一つ一つの粒は、読み
込まれると Amplitude Fitのエンベロープの設定に基
づいてノーマライズされ、前の「粒」とクロスフェー
ドされ、その結果が書き込まれます。AmplitudeFitは、
選択領域のボリュームを最大レベルまで上げたり、静
かなパッセージの音量をそれよりも大きな音量のパッ
セージと同じ音量にしたりする場合に利用できます。

Amplitude Fit Envelopeエディタ

Amplitude Fitは Peak LEでは使用できません。

Auto Define Tracks 

Auto Define Tracks

Auto Define Tracksツールは、自動的にオーディオドキュ
メントの内容をリージョンに区切る事ができ、各リー
ジョンは、オーディオ CDのライティングを行った際、
個別の CDトラックになります。このツールでは、LP

やカセットから録音した素材を CDへライティングす
る事に役立ちます。この DSPツールは、リージョン
マーカーをオーディオドキュメントの音声レベルに基
づき、曲間の無音の再短時間および曲の最短時間の設
定を行う事で、自動的に動作します。Peakは、オーディ
オドキュメント上の音声レベルを分析し、自動的に各
曲ごとにリージョンマーカーを配置します。一般的に、
より音量の大きな箇所は、曲の情報と考えられ、また、
より無音に近い音は、曲間に存在する無音のギャップ
と考えられます。数曲のトラックが誤ったギャップと
して解釈される可能性が考えられるため、このツール
には、より正確に Peakが曲間のギャップの解釈を行
うためのパラメータが設けられています。

Minimum Silence Between Tracks

このフィールドでは、オーディオドキュメント上で
曲間の無音のギャップが最小で何秒間発生しているか
の時間の入力を行うために使用されます。編集を行う
オーディオドキュメント上で各曲間のギャップが 2秒
間である場合、デフォルトの値として "2.00"に設定を
行ってください。各曲間のギャップの長さが異なる場
合、その中で最も短いギャップの時間の入力を行って
ください。
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各曲間のギャップの長さの値を調べる場合、オプ
ションメニューの "カーソルインフォの表示 "を
選択 (コマンド +シフト +T)機能を有効にして、
曲間のギャップをクリック &ドラッグで選択する
事によりオーバーレイ表示されているカーソルイ
ンフォに選択範囲の長さが表示されます。また、
この方法により選択範囲の長さを調べる場合、、
オプションメニューのタイムユニットより "分 :

秒 :1/1000秒 "を選択する必要があります。

Minimum Track Duration

Peakは、正確にレコーディングされている各曲の区切
りを付けるため、各曲の長さに関する情報の入力を行
う必要があります。Minimum Track Durationパラメー
タでは、編集されているオーディオドキュメント内で
最も短い曲の長さが何秒間あるかを入力し Peakがよ
り適切な位置へリージョンマーカーを配置する事を援
助します。この事により、たとえオーディオレベルが
Silence is Audio Belowスライダー (次のセクションで
説明します )でセットされているスレッショルドの値
よりも低い場合でも曲の開始位置に初めのリージョン
が配置され、曲の終了位置に終わりのリージョンの配
置が行われます。編集を行っているオーディオドキュ
メントで最短の曲がが 4分である場合、240秒 (4分 )

このフィールドへ入力してください。

Silence is Audio Belowスライダー
このスライダーでは、リージョンとして規定したオー
ディオ素材のギャップのスレッショルドレベルのコン
トロールを行います。このスライダーを動かす事によ
り、ウェーブフォームにあるバックグラウンドノイズ
上などにリージョンマーカーが配置される事をさける
事ができます。また、この際 Number of Songsフィー
ルドの値が変更される事になります。例えばカセッ
トデッキよりレコーディングしたオーディオの編集を
行う際、ウェーブフォーム上には、非常に低いアンプ
リチュ-度のヒスノイズやその他のノイズが含まれて
いる事が多く、完全な無音が存在しないため、正確な
トラックの分割が行えない場合があります。Silence is 

Audio Belowスライダーを調節する事によって、低い
レベルのオーディオが含まれている (例えばテープヒ
スまたは他のノイズ )場合でも、Peakに無音であるべ
き箇所の判断を的確に行わせる事ができます。

Number of Songsフィールド
このフィールドは、Silence is Audio Belowスライダー
の設定値と連動し、また、Minimum Silence Between 

Songs、Minimum Track Duration、Silence is Audio 

Belowの設定値に基づきレコーディングされている曲
数を Peakが自動的に検出をします。各パラメータの
設定値に従い、Peakは異なる数の曲数の検出を行いこ
のフィールド内に検出した数を表示させます。Silence 

is Audio Belowスライダーが動かして曲の数を検出し
たり、新たな値を Number of Songsフィールドへ入力
を行い Silence is Audio Belowスライダーの値を変更す
る事が可能です。一般的にトラックを規定する他のパ
ラメータに正確な設定値がセットされていれば、自動
的に検出される曲の数は正確な数になります。場合に
より、Peakは、実際にレコーディングされている曲
より多いまたは、少ない数の検出を行う事がありま
す。この場合、トラック数を規定するために、Silence 

is Audio Belowスライダーの使用もしくは、レコーディ
ングされている曲数を Number of Songsフィールドに
入力を行い調整を行います。

Auto Define Tracksに関する詳細は、Chapter 7:DSPに
てご参照いただけます。

Bit Usage

“Bit Usage” は、ファイルのビットデプスの飽和状態や
音質低下の状態を視覚的にモニタすることが可能です。

Bit Usageメーター

Bit Usageは Peak LEでは使用できません。
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Change Duration

“Change Duration” コマンドを使用すると、オーディ
オデータに対して、音程を変更することなく、スピー
ドを速めたり遅くしたりすることができます。秒数に
よる指定や、オリジナルの長さに対する比率や、テン
ポによって長さを設定できます。85パーセントから
115パーセントの変更が無理のない範囲でしょう。200
パーセント以上に設定すると粗い、不思議なサウンド
になります。ドラムリズムループ・スピーチ・サウン
ドエフェクト等に試してみることをお勧めします。

Change Durationダイアログ

Change Gain

“Change Gain” 機能は、選択箇所の音量を変化させる
ために使用します。デシベル（dB）またはパーセント
によって音量変化の幅を決めることができます。音量
を倍にしたい場合は約 6dBまたは 200%に設定して下
さい。Change Gainダイアログの “Clipguard” チェッ
クボックスを有効にして、オーディオドキュメントま
たは選択範囲を Clipguardが検索しドキュメント内の
最大値を元にGain Changeスライダーの範囲を制限し、
クリッピングを回避します。

Change Gainダイアログ

Change Pitch

Peakの “Change Pitch” 機能は、± 1オクターブの範
囲内で選択されたオーディオのピッチを変更するこ
とができます。Change Pitchダイアログは音階にそっ
てピッチ変更が可能なスライダを使用します。“fine 

tune” は “Cents” という単位を用いて、より細かく
ピッチを補正するために使用されます。（1オクターブ
は 1200centsに相当します。）デュレーションの調節に
よって、アナログテープのように速めたり遅くする効
果を得ることも、元の長さを維持して音程を変化させ
ることも可能です。

Change Pitchダイアログ
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Convert Sample Rate

“Convert Sample Rate” コマンドは、音のピッチ（高さ）
を変えずにサンプリング周波数を変換します。この機
能は、他のソフトウェアの条件に合わせてオーディオ
データのサンプリング周波数を下げたり上げたりする
のに便利です。但し、サンプリング周波数の変換はド
キュメント全体に適用されます。したがって、選択し
た一部の領域だけに適用することはできません。この
機能の使用方法については Chapters 3と 4をお読み下
さい。

Peak LEでは最大 96kHzまでしか使用できません。

Convolve

“Convolve” コマンドは、1つの音の特性（“sonic 

character”）を別のそれに適用する、ユニークで強力
なサウンドデザインツールです。Convolveは、クリッ
プボードに記憶された「インパルス」の周波数スペク
トルとターゲットのオーディオの周波数スペクトル
とをかけ合わせ、双方に共通の周波数を強調します。
Convolveを使用するには、最初にオーディオの選択領
域をコピーしておく必要があります。コピーした音は、
ターゲットのオーディオに適用するスペクトル特性を
提供します。

Convolveは Peak LEでは使用できません。

Crossfade Loop

“Crossfade Loop” 機能は、Peakオーディオドキュメン
ト内で作成されたループに “スムーズ” な効果を与え
ます。Crossfade Loopはループの終わりの部分とはじ
めの部分を重ねて滑らかに繋ぎます。（ここでは Peak

の Preferencesダイアログにある Blending...ダイアロ
グで設定される Blendingエンベロープが使用されま
す。Crossfade Loopダイアログはミリ秒（ms）単位で
クロスフェードの長さを選択することができます。

Crossfade Loopダイアログ

Crossfade Loopは Peak LEでは使用できません。

Envelope From Audio(エンベロープフロ
ムオーディオ )

Envelope From Audioツールによって、選択された箇所
へエンベロープの情報の作成事ができます。この事に
より、例えば、特定のフェードアウトのタイプを持つ
音楽のフェードアウトエンベロープの特性を他の箇所
へ適用する事が可能です。フェードアウトされている
箇所の選択を行い、その後に Envelope From Audioコ
マンドを使用する事により、Peakのフェードイン /ア
ウトやゲインエンベロープツールなどのエンベロープ
として呼び出す事ができ、一旦エンベロープが保存さ
れると、Peakのエンベロープフォルダへアクセス可能
な DSPツールのすべてで、使用する事ができます。ま
た、この情報は、ホームディレクトリの Preferencesフォ
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ルダへ保存されます。エンベロープ情報へアクセス可
能な DSPツールには、Fade In/Out, Blending, Panner, 

Gain Envelope, Amplitude Fit, Plug-In Envelopeが含ま
れています。

Envelope from Audioダイアログ

精密な変化が行われるエンベロープを作成する場合、
このツールが大変役立ちます。より多くのポイント
が必要になる精密なエンベロープの作成を行うため、
"ms"フィールドへ必要最低限の値を入力 (または、
スライダを使用して設定 )を行ってください。また、
より少ないポイントで十分な精密ではない (スムーズ
な )エンベロープの作成を行う場合には、より大きな
値の入力を行ってください。
Fade In & Fade Out

“Fade In/Fade Out” は、オーディオドキュメントに音
量のエンベロープを適用します。この DSP機能の使用
方法については Chapter 5をお読み下さい。

Find Peak

“Find Peak”  のオペレーションは、挿入ポイントを選択
領域の最大音量となっているサンプル値の場所に設定し
ます。

Find Peakは Peak LEでは使用できません。

Gain Envelope

“Gain Envelope” のオペレーションは、増幅（ゲイン）
や減衰のエンベロープを入力するための操作です。選
択したオーディオに対し、Gain Envelopeエディタで
設定したエンベロープに基づいて音量が増減します。

Gain Envelopeダイアログ

Harmonic Rotate

“Harmonic Rotate” は波形に実験的な効果を与える場
合などに役立てる事ができます。このコマンドは、選
択されたオーディオ内の周波数スペクトラムを水平軸
を中心に回転させ、領域内の指定した周波数帯域、ま
たは、特定の振幅を強調してその他の周波数帯域へ
の割り当てを行います。Harmonic Rotateコマンドの
プレビューはリアルタイムに行うことが可能なため、
時間を費やすこと無く理想とするセッティングを行
うことができます。また、オプションとして Realと
Imaginaryの異なるアルゴリズムのチェックボックス
が設けられている他、ローテーションさせる度合いを
調節するためにスライダーとテキストフィールドも設
けられています。

Harmonic Rotateダイアログ

Harmonic Rotateは Peak LEでは使用できません。
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Impulse Verb

“Impulse Verb”は、実際のホール、大聖堂、洞窟等の様々
な空間で記録されたリバーブ特性をオーディオファイ
ルに対して与える事ができる、非常に高品質なリバー
ブプロセッシングツールです。

Peakの DSPツールである “Convolve” で使用されている
Convolutionテクノロジーを応用してドライなオーディ
オファイルに対して特別な空間で録音を行ったかのよう
な自然なリバーブ効果を与えることができます。“Impulse 

Verb” は、リアルタイムにプレビューを行う事が可能な
ため、時間を費やすこと無く理想的なセッティングを行
う事ができます。また、リバーブの Wet/Dryを調節する
事が可能なスライダーを搭載しており、スペースエンベ
ロープエディタを使用してリバーブのレンジおよびディ
ケイの特性をコントロールする事も可能とします。

Impulse Verbダイアログ

Impulse Verbダイアログは、リアルタイムコンボ
ルーションツールとして使用する事も可能です。
また、クリップボードへコピーされた様々な選択
範囲も、オーディオの選択範囲に対してコンボル
ブすることができます。Impulse Verbダイアログの
スペースポップアップメニューにオーディオファ
イルを加えるには、任意のファイルを 24Bit Sound 

DesignerⅡフォーマットで以下の Peak Impulse

フォルダへ保存して下さい。   

 

ハードディスク /ライブラリ /Application Support/

BIAS/Peak/

Impulse Verbは Peak LEでは使用できません。

Invert

“Invert” コマンドは、選択領域、あるいはドキュメン
ト全体の位相を反転させたい場合に使用します。

Loop Tuner

Peakの “Loop Tuner” は、使用するループのスタート
とエンドポイントを視覚的に表し、調整したその結果
を同時に聴くことができます。Loop Tunerダイアログ
の波形ディスプレイにはループのスタートとエンドポ
イントが表示され、ウインドウ下部のスクロールバー
を使用して調整することができます。ループの各ポイ
ントが自然に（滑らかに）移行できるよう、注意して
設定を行って下さい。スライダの矢印を使用すると、
ループのマーカーをサンプル単位で移動します。スラ
イダ上をクリックすると、次のゼロクロッシングポイ
ントへ移動します。Loop Tunerダイアログの左上部に
ある 2つの虫眼鏡アイコンを使用すると、波形を垂直
方向にズームすることができます。また、左下部のズー
ムボタンを使用すると、サンプルレベルまでズームイ
ンしたりズームアウトしたりすることができます。調
整した結果を聴くには “Play” ボタンを押して下さい。
その調整でよい場合は “OK”ボタンをクリックします。
元のループ状態にする時は “Cancel” をクリックして
下さい。

Loop Tunerダイアログ

Loop Tunerは Peak LEでは使用できません。
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Mono To Stereo/Stereo To Mono

この２つの DSPコマンドは、ドキュメントの録音
フォーマットを変換する場合に使用します。

Stereo to Mono Conversionダイアログ

Mono To Stereo/Stereo To Monoは Peak LEでは使用
できません。

自動的に処理を行う Mono to Stereo/Stereo to Mono

の機能が、Peak LE/DVにおいて使用できませんが、
展開されているモノもしくはステレオのドキュメ
ントを手動で選択を行い、空の新たなドキュメン
トへペーストすることにより Mono to Stereo/Stereo 

to Monoと同じ結果を得ることができます。新し
く作成した空の Stereoのドキュメントへモノラル
データをペーストする際、Peakは、L/R2つのデー
タを貼付ける様に促し、その後にペーストを行う
ことが可能となります。

Mix

このコマンドは、クリップボードにコピーした音を
ターゲットの選択領域とミックスします。この機能は、
音のトラックをミックスしたり音の要素をブレンドす
るための、「音の上に音をのせる」機能として利用す
ることができます。Mixコマンドは Addコマンドとよ
く似た性格を持っていますがクリップすることはあり
ません。なぜならターゲットドキュメントとクリップ
ボードの内容はミックスされる前に減衰されるされる
からです。Mixコマンドを使用するには選択したオー
ディオをコピーします。オーディオドキュメント上の
目的のオーディオを選択し、その上にミックスします。

Mixerダイアログ

Modulate

“Modulate” コマンドは、リングモジュレーターと呼ば
れる 2つのオーディオ信号をミックスする機能です（ク
リップボードへコピーされたオーディオと選択範囲の
オーディオ）。2つのオーディオ信号の変調による周波
数の和と差異が発生します。一般的には「金属的な」
響きの非常に複雑な（倍音を多く含んだ）音になります。

Modulatorダイアログ

Modulateは Peak LEでは使用できません。
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Normalize

このコマンドは、選択領域あるいはオーディオドキュ
メント全体のボリュームを、クリップを発生させない
最大限のレベルに調節するために使用します。ノーマ
リゼーション機能は、非常に低いレベルで録音した音
の音量を上げたり、複数のドキュメントの振幅を同じ
にしたい場合に使用すると便利です。

Normalizeダイアログ

Normalize (RMS)  (ノーマライズ RMS)

このコマンドでは、選択されているもしくは、すべて
のオーディオドキュメントをクリップが生じない最大
のレベルまでボリュームを最適化する事ができます。
RMSノーマライゼーションは、オーディオの選択範囲
を RMS(実効値 )または、信号レベルの平均に基づき
実行されます。ファイルの RMS値は、任意に高い値
に増やされる事はありません。ユーザーによって指定
される RMSの値が高すぎる場合、オーディオにクリッ
ピングが生じ、自動的にソフトクリップ機能が作動し、
RMS値は、ユーザーによって指定されるレベルよりも
低くなります。

Normalize (RMS)ダイアログ

ユーザーによって指定された値が、限界の範囲内で
ある場合、ファイルは、可能な限りのレベルに最適化
され処理されます。RMS Normalizeダイアログには、
RMS Level と Digital Ceilingの 2つのパラメータが用意
されています。RMS Levelには、希望する RMS(実効
値 )または、信号の平均レベルの入力を行います。そ
して、Digital Ceilingでは最大音声レベルの制限をす
る事ができ、入力された値は、RMSレベルがその値を
上回る場合にソフトクリッピングを適用する値となり
ます。RMS Normalize機能は、低いレベルで録音され
た素材のボリュームを上げる事に非常に役立ちます。
また、複数のオーディオドキュメントで使用した場合
には、各ドキュメントのアンプリチュードの均一化を
行う事が可能となります。

Normalize(RMS)は Peak LEでは使用できません。

Panner

“Panner” はダイアログ内でステレオドキュメントの
Left/Rightそれぞれのボリュームラインを描くことで
パンニングに動きを持たすことができます。画面上部
は Leftチャンネル、下部が Rightチャンネルです。

Panner editorダイアログ

Pannerは Peak LEでは使用できません。



Peak Users Guide268

Phase Vocoder

“Phase Vocoder” はオーディオスペクトラムを解析／
再構築するツールの一種で、オーディオの選択領域の
長さやピッチを変更するのに使用します。

Phase Vocoderダイアログ

Phase Vocoderは Peak LEでは使用できません。

Rappify

“Rappify” コマンドは、選択領域に極端なダイナミッ
クフィルタを適用します。Peakのユーザーのひとり
は “Rapifyは Hi-Fiサウンドを Lo-Fiに変えてしまう。”
と表現しています。適用対象の音のビートがはっきり
している場合は、最も本質的なリズム成分まで低下さ
せる効果が得られます。この機能を様々なオーディオ
ドキュメントに使用してみて下さい。想像もできない
ような効果が得られるかもしれません。

Rappifyダイアログ

Rappifyは Peak LEでは使用できません。

Repair Click

“Repair Click”コマンドは、Repair Clicksダイアログ（後
述）での設定に基づいて波形から 1つのクリックノイ
ズを削除します。

Repair Clickは Peak LEでは使用できません。

Repair Clicks

“Repair Clicks” コマンドは、オーディオドキュメン
ト中でポップやクリックを検出し修復します。Repair 

Clicksダイアログボックスでは、ワープロの “検索と置
換” 機能と同じように、クリック（通常は波形の急激
なスパイクで示されます）を自動的に検出し除去する
ことができます。

Repair Clicksダイアログ
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Repair Clicksは、サンプルとサンプルの間の「不連続」
をサーチします。たとえば、- 100という値のサンプ
ルの後ろに 10000という値のサンプルが続いたりする
と、クリックが発生しやすくなります。クリックのあ
る場所が見つかると、スムース機能を利用して元の形
を変えずにその部分を修復します。

主にデジタルによって誘発されたクリックを修復する
場合は、かならず Repair Clicksダイアログボックスを
使用する必要があります。ビニール製のレコードのス
クラッチやポップのように極端に破壊された信号の修
復には、Repair Clicksダイアログボックスによる修復
のほかに、Chage Gain...や Deleteや鉛筆ツールなどを
利用したさらに細かい作業が必要になります。ビニー
ル製レコードのスクラッチやポップなどによるクリッ
クは、ADコンバータでサンプリングすると検出は不
可能になります。

Bias SoundSoapまたは、SoundSoap Proを使用す
ると、バイナルをレコードしたオーディオのクリッ
クやクラックを修復する事が可能となります。詳
細に関しては、Peakメニューのリンクより参照で
きる SoundSoapまたは、SoundSoap Proの webを
ご覧下さい。

Smoothing Factor

“Smoothing Factor” では、クリックをどの程度滑らか
にするかを設定します。高い周波数帯域の音は高周波
を残すために Smoothingを低く設定します。一般的に
は 40～ 60パーセントの設定でほとんどのクリックが
取り除けるでしょう。

Detection Setting

“Detection Setting” では、クリックの検知基準を設定
します。高い値を入力すると、大きいクリックのみを
検知します。低い値の場合は、より小さいクリックも
検知します。10パーセント程度の低い値の場合は、オー
ディオデータと誤認してしまう可能性があります。40
パーセントから 80パーセント程度が適量でしょう。

Repair Size

“Repair Size” は、クリックの修正範囲として、クリッ
クの前後にどの程度のサンプル数を含めるかを設定し
ます。5から 100サンプルを適用できます。50サンプ
ル程度が最も良く修正できるでしょう。

Peakは適当な波形を挿入することでクリックを修正
します。
Repair Clicksダイアログの下部にあるボタンで修正の
コントロールや試聴、取り消しなどが行えます。

• Next Clickボタンによって検出されたクリックを
“Repair” ボタンをクリックして修正します。

• Next Clickボタンによってオーディオの選択範囲か
ら次のクリックを検出します。

• クリックが検出されたら、“Audition” ボタンで
試聴することができます。Auditionボタンは、
Preferencesダイアログの Auditioning...ダイアログ
で設定したプリロール、ポストロールを使用する
ことができます。

• 修正したクリックは “Undo” ボタンで元に戻すこ
とができます。

• 選択範囲の全てのクリックを修正したい場合は、
“Repair All” ボタンをクリックします。

クリックを検出するために、detection settingを低く設
定する場合は、始めから低い値に設定せずに、徐々に
低くした方が良い結果が得られます。

Repair Clicksは Peak LEでは使用できません。
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Remove DC Offset

オーディオドキュメントに含まれる DC Offsetを削除す
る機能です。Peakは DC Offsetをオーディオから摘出
し、それを排除します。ステレオドキュメントの Left/

Rightを個別にスキャンします。DC Offsetは通常オー
ディオをアナログからデジタルに変換する際に発生す
る問題で、波形データがセンターから上下にずれてし
まう現象です。

Remove DC Offsetは Peak LEでは使用できません。

Reverse Boomerang

“Reverse Boomerang” コマンドは、選択領域をその反
転コピーとミックスします。この機能によって様々な
効果を得ることができます。Reverse Boomerangをド
ラムループ・ボイス・効果音に使用してみて下さい。

Reverse Boomerangダイアログ

Reverse

“Reverse”コマンドは、現在の選択領域を反転させます。
反転させた選択領域では、最後のサンプルが先頭のサ
ンプルになり、最後から２番目のサンプルが先頭から
２番目のサンプルになります（以下同様）。このコマ
ンドの効果は、レコードやテープを逆に再生した場合
とよく似ています。

Strip Silence

Peakには Strip Silenceツールが搭載されており、オー
ディオドキュメント上に存在する無音のタイムライン
および非常に微弱なオーディオ信号を完全にオーディ
オドキュメント上から、削除を行う事が可能です。こ
の機能は、主に、不要な無音および非常に微弱なオー
ディオ信号がレコーディングされているファイルか
ら、無音の箇所を取り除く事に非常に役立ちます。様々
なストリップサイレンスパラメータの調整を行う事
で、取り除くべき信号と残すべき信号の制御を行う事
が可能です。

Strip Silenceダイアログ

Strip Silenceの各パラメータの調整により、オーディ
オとして残すべき音と削除すべき音の指定、完全な無
音への変換およびオーディオの削除を行う事が可能で
す。Strip Silenceツールは、Noise Gateと Stripperの 2
つのセクションから成り立ちます。Strip Silenceにつ
いての詳細の情報に関しては、Chapter 7 DSPを参照
してください :

Swap Channels

“Swap Channels” コマンドを使用すると、ステレオの
右チャンネルと左チャンネルが入れ替わります。

Swap Channelsは Peak LEでは使用できません。
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Threshold

“Threshold” コマンドは、オーディオドキュメントの
振幅のレベルを分析し、カットオフすなわち振幅の
シュレショルドを設定することによってオーディオド
キュメントの成分を分離します。例えば、オーディ
オドキュメントに含まれるある楽器の連続した音を
分離したり、ドラムループの成分を分離したりする場
合に使用します。セグメントはマーカー、リージョン
とともに保存することができます。詳細については
Chapter 7：DSPを参照して下さい。

Threshold Regionsダイアログ

Thresholdは Peak LEでは使用できません。

サンプラーメニュー

このメニューは、（Peakの機能を利用して音を編集、
処理するために）互換性のあるサンプラーから直接サ
ンプルをインポートしたり、修正したサンプルをサン

プラーに返すしたりする場合に使用します。Peakは、
SMDIサンプラーをサポートしています。この機能の
使用方法についての詳細は、このユーザーズガイドの
Chapter 10をお読み下さい。

SMDI Sampler Transferダイアログ

サンプラーへ送信

“サンプラーへ送信コマンドは、Samplerダイアログを
使用して、以前に受信” したサンプルを Peakからサ
ンプラーに送信します。

サンプラーから受信

“サンプラーから受信” コマンドは、Samplerダイアロ
グを使用して、以前に受信したサンプルを Peakから
サンプラーに戻します。

サンプラーへすべてを送信

“サンプラーへすべてを送信” コマンドは、Samplerダ
イアログを使用して、以前受信した全てのサンプルを
Peakからサンプラーに送信します。

サンプラーからすべてを受信

“サンプラーからすべてを受信” コマンドは、Sampler

ダイアログを使用して、以前受信した全てのサンプル
を Peakからサンプラーに戻します。
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E-mu・Ensoniq ASR-X・Kurzweil・Peavey・Yamaha等
多数のサンプラーが SMDIサンプルトランスファーに
対応しています。サンプラーメニューから SMDIサン
プラーを選択すると、SMDI Samplerダイアログが開
きます。
 

Kurzweil K2500や E-mu E-IVなどの SMDI Samplerは、
SCSIを使用してディバイス間のサンプルの送受信を
行います。Macintoshとサンプラーの間で SMDIを通
してサンプルを送受信するには、Macintoshとサン
プラーを SCSIケーブルで接続する必要があります。
Macintoshへの SCSIケーブルの正しい接続方法につい
ては、サンプラーのマニュアルをお読み下さい。詳細
については Chapter 10を参照して下さい。

サンプラーは Peak LEでは使用できません。

プラグインメニュー

プラグインメニューではシステム内にインストールさ
れている様々な VSTや Audio Unitプラグインへアクセ
スします。

Peakは、VSTプラグインをインサートとして使用する
方法と Vbox SEをスルーさせる方法の異なる 2つの利
用方法があります。Peakでは最大 5つまでのプラグ
インをインサーションエフェクトとして使用する事が
可能です。オーディオ信号は、各インサーションをイ
ンサートナンバーの順に通過します。例えば、インサー
ト 1にイコライザープラグイン、インサート 2にリバー
ブプラグインに設定した場合、イコライザープラグイ
ンを通過して出力された信号は次ぎに、リバーブプラ
グインに入力されます。この方法は、一般的な少数の
プラグインを使用する場合に便利です。

Vbox SE

Peakでは統合された BIASの Vbox SEで VSTプラグイ
ンを管理／ミックスを実現します。Vboxを仮想のエ
フェクタボックスと考えれば、リアルタイムに各機能

を組み合わせたり、パッチを組み直したり、またはミッ
クスしたりする事が可能です。このユニークなマト
リックスを使用して、複数のエフェクトを組み合わせ
る事ができます。Vboxを使用すれば、エフェクトのパッ
チングを直列にも並列にも、あるいは直列／並列の同
時使用にも組み替える事ができます。また、エフェク
トを使用している場合でも、自由に抜き差し (オン／
オフ )する事ができます。Vboxには、各プラグインを
コントロールして、ミュート／ソロにしたり、あるい
はパラメーターを編集したりする機能があります。ま
た、入出力のゲインを一括又は、個別にコントロール
したり、Wet/Dryミックスを一括で切り替えたりする
機能もあります。Vboxの A/B比較機能を使用して、適
切な設定をおこなってください。また、プリセット機
能を使用して設定 (状態 )を保存しておくと、後で使
用する際に便利です。

Vbox SEを使用して多数 VSTプラグインを適応す
る場合には、Peakのインサートエフェクトとして
Vbox SEを選択するか、プラグインメニューから
Vboxコマンドを選択して、インサート 1へ Vbox SE

を割り当ててください。他の VSTプラグインは別
のインサートで割り当てる事ができます。Vbox SE

で複数の VSTプラグインをマトリックス上に読み
出して様々なコントロールおよび柔軟な組み合わ
せをお試し頂く場合には、この方法を推薦します。

インサート (1-5)

“インサート 1～ 5” では、インストールされている
VSTや Audio Unitプラグインを割り当てることができ
ます。1から 5までの各インサートには一つのプラグ
インエフェクトを割り当てる事ができます。オーディ
オ信号は、インサート 1からインサート 2へ、インサー
ト 2からインサート 3へ ...、とインサートへ割り当て
た VSTや Audio Unitプラグインへ入力されてゆきます。
Vbox SEマトリックスを使用するには、1つのインサー
トを使用する必要があります。Vbox SEを 1つインサー
トに割り当てる事で、事実上、無制限に多くの VSTプ
ラグインをマトリックス上で展開させる事ができま
す。実際に展開する事のできる VSTプラグインは CPU

の速度に依存します。

Peak LEではインサートを 1つしかサポートしてお
りません。
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Bounce

VSTプラグインの設定が完了したら、オーディオドキュ
メントに適用する事ができます。これを「バウンス」
するとよんでいます。オーディオドキュメントをバウ
ンスすると、アクティブな VSTプラグインを使用して
処理を行う事ができます。バウンスしたオーディオは
ディスク上のデータを書き換えます。保存コマンドを
使用すれば、VSTプラグインを適用した状態で結果を
保存する事ができます。(保存を実行する前であれば
バウンスを取り消すことができます。)

BIAS

インサートのサブメニューから “Bias” を選択すると

VST

インサートのサブメニューから “VST” を選択すると
現在インストールされている VSTフォーマットのプ
ラグインが全て表示されます。このメニューから、希
望するプラグインを選択すると、そのプラグインのエ
ディタウインドウが表示されます。

Audio Unit

インサートのサブメニューから “Audio Unit” を選択
すると現在インストールされている Audio Unitフォー
マットのプラグインが全て表示されます。このメ
ニューから、希望するプラグインを選択すると、その
プラグインのエディタウインドウが表示されます。

サードパーティー製のプラグインについてのより詳し
い説明は、各メーカーから提供されるマニュアルを参
照して下さい。Peak上でプラグインおよび Vbox SEを
使用する際のより詳しい説明に関しては、Chapter 8：
プラグインを参照して下さい。

オプションメニュー

オプションメニューには、Peakのタイムユニット、
ダイナミックスクラブタイム等の様々なユーザープリ
ファレンスパラメータが含まれています。

タイムユニット

“タイムユニット” コマンドを使用して、Peakのオー
ディオドキュメントでオーディオの時間軸に使われる
フォーマットを選択します。選択できるフォーマット
は、サンプル、分：秒：：1/1000秒、SMPTEフレーム、
小節｜拍のいずれかです。フォーマットは作業の目的
に応じて選択して下さい。

サンプルユニット

“サンプルユニット”コマンドは、サンプルを数値、パー
センテージ、dBの内どの単位で表すかを選択します。

ループ再生

オーディオドキュメントにループ（ループマーカーで
定義）が含まれている場合は、“ループ再生” コマン
ドを利用してループを聴くことができます（ +L）。
再生ポイントがループのリージョンに達すると、ルー
プのリピートがスタートします。このコマンドの横に
チェックマークが表示されている場合は、コマンドが
オンになっていることを示します。ループの再生をオ
フにするためには、再度コマンドを選択します。
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画面のスクロール

この機能が有効になっている場合、Peakは波形の進行
に合わせて画面をスクロールします。この機能は波形
の変化を視覚的に確認したい場合にとても便利です。
このコマンド名の左側にチェックマークある場合は、
機能が有効になっていることを示します。機能を無効
にする場合は、再度このコマンドを選択して下さい。

波形のスクロール

この機能が有効になっている場合、Peakは再生時に
再生ポイントを示すカーソルを中央に固定し、波形を
連続的に右から左に走らせます。このコマンド名の左
側にチェックマークがある場合は、機能が有効になっ
ていることを示します。

最大 dBの計算

“最大 dBの計算” コマンドは、オーディオドキュメン
トの最大ボリュームを探し出し、その場所と値を掲示
します。この機能を使用するには時間がかかるため、
編集しながら音量のバランスの調整が必要な、サイズ
の小さなドキュメントに有効です。サイズの大きなド
キュメントの場合には、この機能を無効にして、ウイ
ンドウ左側の “Max” の文字列を Optionキーを押しな
がらクリックして下さい。ウインドウの左側にある現
在のオーディオの最大ボリュームを示すインジケータ
が更新されます。

編集済み範囲の表示

“編集済み範囲の表示”コマンドがオンになっていると、
Peakはオーディオドキュメントで編集した領域を破線
で囲って表示します。それにより、実行した編集動作
で変更された部分を画面で確認することができます。
ドキュメントを保存すると編集内容は保存され、破線
は消えます。

マーカーの時間表示

“マーカーの時間表示” が有効になっている場合全ての
マーカー・ループ・リージョンは名前と一緒に時間値を
示します。

オーバービューの表示

このコマンド（ +,）は、画面上のメニューバーの下
にオーディオドキュメント全体の波形を表示します。
それにより、オーディオドキュメントウインドウでオー
ディオドキュメントのある部分だけを編集している場
合でも、画面でドキュメント全体の波形を見ることが
できます。

カーソルインフォの表示

“カーソルインフォの表示” コマンド (コマンド +T)は、
マウスカーソルと共に移動する半透明のウインドウをさ
せ、現在地の情報を表示させます。この機能を OFFにす
るには、カーソルインフォの表示のチェックボックスを
OFFにしてください。

自動 -デュアルモノの読み込み

オーディオ編集ソフトのなかには、ステレオフォー
マットのファイルを直接サポートせず、左チャンネル
と右チャンネルを２つのファイルに収めた「デュアル
モノファイル」使用するソフトもあります（Digidesign

の Pro Toolsなど）。“自動 -デュアルモノの読み込み”
コマンドをオンしておくと、“開く” コマンドでデュ
アルモノファイルを開く際に、これらのファイルをス
テレオフォーマットの１つのオーディオファイルに自
動的に変換するよう Peakに命令することができます。
Peakは、新しいステレオフォーマットのオーディオ
ファイルを実際にディスクに書き込むため、この変換
プロセスを実行するためにはハードディスクで元の２
つのモノラルファイルを合わせたサイズに相当するス
ペースが必要となります。（Import Dual Monoコマン
ドを使用する場合は、両方のファイルがモノラルで、
サンプリング周波数が同じで、同一の名称に “L”、“R”
の接尾辞が付いた状態でなければなりません。）
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自動 -レイテンシーのバウンス
プラグインを使用する際、オーディオに対してプラグ
インの処理が行われるため、短いレイテンシが生じる
場合があります。プラグインの実行する処理の種類に
よりプラグインの処理時間が変わる事と同様に、レイ
テンシの時間は異なります。レイテンシは、オーディ
オドキュメントのバウンスを実行した後、ドキュメン
ト内にサンプルの時間的な遅れが生じます。

自動的に処理された信号に発生するレイテンシの修復
を行うため、Peakでは、自動 -レイテンシーのバウン
スと呼ばれるプラグインによるレイテンシ補正機能が
搭載されています。Peakの自動レイテンシ補正機能
は、オプションメニューより ON/OFFの切り替えを行
う事ができます。自動 -レイテンシーのバウンスの隣
にチェックが表示されている場合この機能がアクティ
ブになっている事を示します。また、チェックが表示
されていない場合この機能が非アクティブになってい
る事を示します。

プラグイン使用時のレイテンシの補正をおこなうた
め、選択されたエフェクトプラグインのバウンスを実
行する前にキーボードのオプションキーを押しながら
Bounce...をクリックする事によりエフェクトをかけ
る事によって生じるレイテンシの補正を行う事が可能
です。Plug-inのレイテンシに関する詳細に関しては
Chapter8;の Plug-Insにてご覧下さい。

オーディオインフォ
“オーディオインフォ” コマンド（ +I）は、オーディ
オドキュメントの長さ、サンプリング周波数、基音、
低いキー、高いキーのパラメータを変更する場合に使
用します。このコマンドを選択すると、サンプルの合
計時間、サンプリング周波数、およびキーマッピング
情報を示すダイアログボックスが表示されます。オー
ディオインフォダイアアログボックスが表示されま
す。オーディオインフォダイアログボックスでは、サ
ンプリング周波数、長さ、基音（サンプル再生装置で
使用）、高いキーと低いキーの範囲を指定することが
できます。ただし、サンプリング周波数を変更すると、
サンプルの長さや音の高さも変わるので注意する必要
があります。（音の高さを変えずに長さを変えたい場
合は、DSPメニューの SampleRate Conversionコマン
ドを使用します。）

オーディオインフォダイアログ

（サンプル再生装置で使用する）キーの範囲も、この
ダイアログボックスに表示されたキーボードをクリッ
クすることによって変更することができます。キーの
範囲の下限を指定する場合は、キーボードのキーをク
リックします。キーの範囲の上限を指定する場合は、
Shiftキーを押しながらキーボードのキーをクリック
します。オーディオドキュメントのキーの範囲の基音
を指定する場合は、Optionキーを押しながらキーボー
ドのキーをクリックします。これらのキーは、それぞ
れのフィールドに値を入力して指定することもできま
す。

ダイナミックスクラブの時間

Peakには、ダイナミックスクラビングと呼ばれるユ
ニークなオーディオ再生機能があります。この機能は、
オーディオドキュメントの特定の場所を正確に探し出
したい場合には非常に便利な機能です。ダイナミック
スクラビングでは、波形に沿ってマウスを前後にド
ラッグする（波形をなぞる、すなわちスクラブする）
ことによって短いループ（10～ 600ミリ秒）を再生
することができます。再生の速度や方向（前または後
ろ向き）は、マウスを動かす速さと向きで調節するこ
とができます。探している場所が見つかったら、編集
あるいは再生を開始できます。“ダイナミックスクラ
ブの時間” コマンドでは、この再生ループの長さを指
定することができます。オーディオドキュメントの内
容にもよりますが、40～ 80ミリ秒に設定すると良い
結果が得られます。ダイナミックスクラビング機能を
使用する場合の詳しい手順については、Chapter 5：編
集をお読み下さい。
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自動的にスナップ

“ゼロポイントにスナップ” コマンドは、オーディオ
ドキュメント内で範囲を選択した後に、波形のゼロク
ロスポイントに自動的に選択場所を合わせます。

キーボードMIDI 入力

キーボード MIDI 入力コマンドが選択されていると、
MIDI入力装置から出力される MIDI信号を、Peakが、
ホストアプリケーションとしてし、バーチャルインス
トゥルメントへ MIDI信号を送信する事を可能としま
す。バーチャルインストゥルメントに関する詳細の情
報は、Chapter 8 Plug-insを参照してください :

ムービーサウンドトラック

“Movie Sound Tracks” コマンドは、ムービーファイル
に含まれるサウンドトラックを有効にするか無効にす
るかの選択を行うダイアログを表示します。複数のサ
ウンドトラックが含まれるムービーファイルで使用す
るトラックを有効にまたは使用しないトラックを無効
にして Setボタンをクリックして下さい。

ムービーメニュー

半分のサイズ

このメニューを選択すると、QuickTimeムービーをオ
リジナルの半分のサイズで表示させます。

通常のサイズ

このメニューを選択すると、QuickTimeムービーをオ
リジナルのサイズ表示させます。

2倍のサイズ

このメニューを選択すると、QuickTimeムービーをオ
リジナルの 2倍のサイズ表示させます。

自動 -バルーンヘルプ
“自動 -バルーンヘルプ”が有効になっている場合、カー
ソルがツールバーの項目上に 3秒以上静止すると、そ
の項目のバルーンヘルプが自動的に表示されます。

起動時に “Open” ダイアログを表示
“起動時に “Open” ダイアログを表示” を選択すると、
Peakの起動時に自動的に開くダイアログが表示されま
す。メニューアイテムのチェックをすると、この機能は
アクティブになり、チェックを外すと、この機能は停止
します。

ウインドウメニュー

このコマンドによってトランスポートウインドウや
ツールバー、カーソルパレット、コンテンツパレット、
ムービーウインドウ、プレイリスト等を含む Peakの
ウインドウの表示をコントロールします。また、アク
ティブな VSTプラグインの表示もコントロールしま
す。

トランスポート

“トランスポート” ウインドウは、サイズの変更が可能
なフローティングウインドウです。ここには次の 3つの
エリアがあります。時間表示：経過時間を表示、トラン
スポートコントロール：ゼロへ戻る /停止 /再生 /終点
へ移動 /録音 /ループ再生、オーディオレベルメーター：
クリップ /ピークインジケーター付きメーター
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ツールバー

Peakのほぼ全てのコマンドを、ツールバーのアイ
コンとして割当てることができます。ツールバーメ
ニューは、頻繁に使用するコマンドをこのウインドウ
にグループ化することを可能にするので、いちいちメ
ニューから選択する必要がなくなりました。例えば
ノーマライズとピッチチェンジを頻繁に使用する場
合、ツールバーにそれらのアイコンを設定しておけば、
ツールバーのアイコンをクリックするだけでそれぞ
れのコマンドにアクセスすることができます。ツール
バーは、それぞれの使用者が自分にあった環境を作れ
ることでそれぞれの仕事をより早く、効果的にすすめ
るための機能です。
ツールバーから項目を追加、または削除するには、
Preferencesダイアログから Shortcuts and Toolbarを使
用します。

コンテンツ

“コンテンツ” パレットでは、開いているオーディオ
ドキュメントの全てのリージョン、マーカー、ループ
を表示します。パレットの上部にはリージョン、マー
カー、ループの 3つのタブがあり、どの項目を表示す
るかを選択します。Optionキーを押しながら、任意の
項目を Wクリックすると、Edit Region、または Edit 

Markerダイアログが表示されます。

ムービー

“ムービー”コマンドは現在開いている QuickTimeムー
ビーのウインドウを開閉します。

MIDI

MIDIコマンドは、Peakの MIDIキーボードウィンド
ウを起動します。Peakは、ホストアプリケーション
として機能し、バーチャルインストゥルメントへこの
キーボードウィンドウからの MIDI信号を送信する事
が可能です。
MIDIキーボードウィンドウに関する詳細の情報は、
Chapter 8 Plug-insを参照してください :

プレイリスト

“プレイリスト” コマンド（ +P）は、現在のプレ
イリストウインドウを表示します。詳細については
Chapter 6「プレイリストと CDライティング」を参照
して下さい。

ドキュメントを並べて表示

“ドキュメントを並べて表示” コマンド（ +T）は、
開いているウインドウをスクリーン上に並べます。複
数のオーディオドキュメントを一度に表示さる場合に
便利です。また複数のドキュメントの間でカットや
ペーストなどの編集作業を行う場合に役立ちます。開
いているドキュメントに該当する数字を キーと同時
に押すと、そのドキュメントがアクティブな状態にな
ります。また、 キーと同時に押すナンバーキーごと
にアクティブになるウインドウが切り替える事ができ
ます（ドキュメントに割り当てられた数字はウインド
ウメニューで確認できます）。

ドキュメントを重ねて表示

“ドキュメントを重ねて表示” コマンドを使用すると、
複数のウインドウが順番に重なるようにスタック表示
します。沢山のドキュメントを開いて、最小限のスク
リーンのスペースに表示させる場合に使用します。ウ
インドウメニューを使用してドキュメントを選択、表
示させることができます。または、開いているドキュ
メントに該当する数字を キーと同時に押すと、その
ドキュメントがアクティブな状態になります（ドキュ
メントに割り当てられた数字はウインドウメニューで
確認できます）。

全てのオーディオドキュメントウィンドウをしまう

このコマンドは展開されている全てのオーディオド
キュメントを隠します。プレイリストの編集を行っ
ている場合このコマンドは特に役立ちます。このコマ
ンドを実行する事でプレイリストウィンドウを拡大
表示する事が可能となります。 このモードではプレイ
リストの機能を使用して隠れているドキュメントの
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リージョンを選択します。より詳細な情報に関しては
Chapter 6のプレイリストと CDライティングを参照し
て下さい。

コンテンツドローワーの表示

コンテンツドローワーは、個々のドキュメントウインド
ウからコンテンツドロワーの表示 /非表示を行います。
このコマンドを実行するとドキュメントの右側にコンテ
ンツドロワーが展開されます。また、既にコンテンツド
ロワーが展開ている場合コンテンツドロワーの表示を取
り消します。また、オーディオドキュメントウインドウ
の右上隅にあるボタンを押す事でこのコマンドと同様の
結果を得る事ができます。

コンテンツドローワーは Peak LEでは使用できま
せん。

Linksメニュー

“Links” メニューでは、Peakのオンラインレジストレー
ションページ、BIAS Webサイト、Peakアップデータのペー
ジ、テクカルサポートのページ、オンラインドキュメン
テーションのページおよび、BIASの製品情報のページな
どへの BIASのウェブサイトへのリンクを提供します。

まとめ

ここまでで Peakを使用する際の全ての機能の使用方法
に関して説明を行いました。今後追加される点に関して
は、Biasの webにて Peakのチュートリアル、FAQにて
公開します。以下の Webをご参照ください。

http://www.bias-inc.com

http://www.bias-inc.com
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付録 1: 
キーボードショートカット

キーボードショートカット

このセクションでは、Peak であらかじめ設定されているキーボード ショートカットの一覧表を示します。Chapter 

3「Peak の基本」で述べたように、これらのキーボード ショートカットは別のキー（あるいはキーの組み合わせ）
またはツールバーにアイコンとして割り当てることもできます。 

ショートカット　　　  メニューコマンド　　　　　　    備考

ファイル
　　　　　　 -N　　　　 

　　　　　　 -Shift-N　　 

　　　　　　Option-N　　 

　　　　　　 -Shift-P 

　　　　　　 -Shift-B 

　　　　　　 -O 

　　　　　　 -W  

　　　　　　 -Option-W 

　　　　　　 -S 

　　　　　　 -Shift-S

　　　　　　 -Option-S

 

　　　　　　 -Q 

編集 

　　　　　　 -Z

  

　　　　　　 -Y

  

　　　　　　 -X  　
　　　　　　 -C

新規モノドキュメント
新規ステレオドキュメント
新規選択範囲からドキュメント
新規プレイリストドキュメント
新規プレイリストからドキュメント
開く
閉じる
すべてを閉じる
保存
別名で保存
複製を保存

Peakを終了

モノラルの空ドキュメントの作成
ステレオの空ドキュメントの作成
選択範囲から空ドキュメントの作成
Playlistの空ドキュメントを作成
Playlistからドキュメントを作成
ディスクからドキュメントを開く 

現在選ばれているドキュメントを閉じる
全てのドキュメントを閉じる
現在選ばれているドキュメントを保存する
現在選ばれているドキュメントを別名で保存する
現在選ばれているドキュメントの複製を別名で
保存する
Peakを終了する

作業ごとにアンドゥする（保存後はそれ以前の
作業まで戻ることはできません）
作業ごとにリドゥする保存後はそれ以前の作業
まで戻ることはできません）
選択範囲のカット
選択されたオーディオをクリップボードへコ
ピーする（Convolve や Mix など、クリップボー
ドを使用するエフェクトをかける際に便利です）

取り消し

やり直し

カット
コピー
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A1

ショートカット　　　  メニューコマンド　　　　　 　   備考

編集（続き）

　　　　　　 -V

  

　　　　　　 -D

       

　　　　　　 -E  

　　　　　　Delete

　　　　　　Option-Delete

　　　　　　 -`

 

　　　　　　 -A 

　　　　　　上矢印
 

　　　　　　下矢印 

　　　　　　 - - 

　　　　　　 -Shift-左矢印 

　　　　　　 -Shift-右矢印  

アクション 

　　　　　　 -] または +

　　　　　　 -[ または -
　　　　　　Control-上矢印
　　　　　　Control-下矢印
　　　　　　 -Shift-]

　　　　　　 -Shift-[ 

　　　　　　Shift-左矢印

　　　　　　Shift-右矢印
  

ペースト

インサート

サイレンス
削除

オーディオ以外を削除
選択範囲以外を削除

すべてを選択 

挿入ポイントを始点へ配置
 

挿入ポイントを終点へ配置 

ループを選択 

前の選択範囲 

元の選択範囲  

拡大
縮小
垂直に拡大
垂直に縮小
選択範囲をウインドウに合わせる
波形の全体表示
サンプルレベルで表示
 

サンプルレベルで表示（終点）

挿入ポイントにクリップボード上の音を貼り付
ける
挿入ポイントにクリップボード上の音を貼り付
ける（後ろの音は右に移動します）

選択範囲を無音にする
選択範囲を削除する（クリップボードにはコ
ピーしません）

マーカー・ループ・リージョンを削除する
選択したオーディオを摘む

オーディオとイベント情報をすべて選択する
選択範囲の始めに挿入ポイントを移動

選択範囲の最後に挿入ポイントを移動
ループを選択する
選択範囲やビューを前に戻す
選択範囲やビューを次に移動

ズームイン
ズームアウト
波形を高くする
波形を低くする

サンプルレベルまでズームインを行い、最初の
位置を表示する
サンプルレベルまでズームインを行い、最後の
位置を表示する
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ショートカット　　　  メニューコマンド　　　　　　    備考

アクション（続き）

　　　　　　 -Shift- - 

　　　　　　Option-左矢印 

　　　　　　Option-右矢印 

　　　　　　 - - 

　　　　　　 -M 

　　　　　　 -Shift-R 

　　　　　　 -G 

　　　　　　 -J

　　　　　　 -K 

オーディオ
　　　　　　Spacebar

　　　　　　 -Spacebar

 

　　　　　　Return 

　　　　　　Shift-Return  

　　　　　　 -R 

　　　　　　Option-R 

オプション 

　　　　　　 -L 

　　　　　　 -, 

　　　　　　 -I

　　　　　　 -Shift-T 

ウインドウ 

　　　　　　 -P

　　　　　　 -T

　　　　　　 -1, -2, -3....

　　
　 -Option-1, -2, -3.... 

メニュー以外 

　　　　　　　<

　　　　　　　>

　　　　　　Option-<

　　　　　　Option->

プレイリスト
ドキュメントを並べて表示

プレイリストドキュメントを開く
開いているオーディオドキュメントを並べて表
示する

再生 +一時停止
再生（オーディショニング）

停止 +巻き戻し
停止と選択範囲の拡大 

録音
録音設定

再生／一時停止
オーディショニングプリファレンスで設定した
再生時間のオーディショニング再生を行います。
停止／巻き戻し
停止／選択領域の拡大
録音
録音の設定

ループ再生
オーバービューの表示
オーディオインフォ
カーソルインフォの表示

オーバービュー画面のオン /オフ

選択範囲をループ
ループを後方へナッジ
ループを前方へナッジ
ループを選択
新規マーカー
新規リージョン
タイム
ループサーファー™

リージョンをプレイリスト

プラグインウインドウ 選択する番号ごとに割り当てられたプラグイン
のウインドウを表示させます。

プレイヘッドカーソルを左へ移動する
プレイヘッドカーソルを右へ移動する
プレイヘッドカーソルを少し左へ移動する
プレイヘッドカーソルを少し右へ移動する

ドキュメントウインドウ 選択する番号ごとに割り当てられたドキュメン
トウインドウを表示させます。
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A1

ショートカット　　　  メニューコマンド　　　　　　    備考

プレイリスト

　　　　　　 -Shift- - P 

　　　　　　Spavebar 

　　　　　　 - S 

　　　　　　 - W 

　　　　　　 - Z 

　　　　　　 - Y 

　　　　　　 - ] 

　　　　　　 - [

　　　　　　 - Shift -] 
　　　　　　上矢印
　　　　　　下矢印
　　　　　　左矢印
　　　　　　右矢印
　　　　　　Control - 左矢印
　　　　　　Control - 右矢印 

　　　　　　 - A  

　　　　　　Delete 

　　　　　　Tide(~) or S
　　　　　　I

　　　　　　O

　　　　　　X

　　　　　　Control - I

　　　　　　Control - O

　　　　　　Control - X

　　　　　　L

　　　　　　Shift - Tab

　　　　　　Shift - Tab(x2)

　　　　　　Shift - Tab(x3)

　　　　　　Tab

　　　　　　Return/Enter

　　　　　　Comma(<)

　　　　　　Period(>)

　　　　　　Shift - Comma(<)

　　　　　　Shift - Period(>)

　　　　　　Option+Move Event Tool

　　　　　　Option+Trim Event Tool

　　　　　　Control + Option + Move Event Tool

　　　　　　Control + Option + Trim Event Tool

　　　　　　Control + Move Event Tool

　　　　　　Control + Trim Event Tool

新しいプレリストドキュメント
再生 /停止
プレイリストの保存
プレイリストを閉じる
アンドゥ
リドゥ
ズームイン
ズームアウト
選択範囲にウィンドウを合わせる
前のトラックを選択する
次のトラックを選択する
選択範囲の始点へ移動する
選択範囲の終点へ移動する
タイムラインの始めへスクロールする
タイムラインの最後へ移動する
全てを選択する
選択範囲を削除する
スリップモードとシャッフルモードの切り替えをする
クロスフェードインの再生を行う
クロスフェードアウトの再生を行う
クロスフェードの再生を行う
クロスフェードインのプリ /ポストロール再生を行う
クロスフェードアウトのプリ /ポストロール再生を行う
クロスフェードのプリ /ポストロール
クロスフェードのループを行う
ナッヂフィールドの編集を行う
ポストロールフィールドの編集を行う
プリロールフィールドの編集を行う
次のフィールドへ移動する (編集可能フィールド )

編集可能なフィールドから出る
タイムライン上のナッヂインイベントの最初へ移動
タイムライン上のナッヂインイベントの最後へ移動
タイムライン上のナッヂアウトイベントの最初へ移動
タイムライン上のナッヂアウトイベントの最後へ移動
スクロールリージョンモードへの切り替え
プレサーブタイミングモードへの切り替え
精密なムーブイベントモードへの切り替え
精密なトリムイベントモードへの切り替え
精密なスクロールリージョンモードへの切り替え
精密なプレサーブタイミングモードへの切り替え
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付録 2: 
Peakの動作

このセクションでは、Peakメニューに表示されない
一般的な Peakの動作の実行方法を示します。

便利な Peakの機能

時間のかかる作業、保存、再計算を途中で止めたい場合：

• -ピリオド（.）を同時に押して下さい。

オーディオドキュメントウィンドウ一般

オーバービューのMax Level Indicatorの再計算を行う：

• Max Leve Indicator（オーディオドキュメントウイ
ンドウの左側上部）を Option+クリックします。

オーディオインフォダイアログを表示させる：

• オーディオドキュメントウィンドウの左下のオー
ディオインフォエリアをクリックする。

再生しないでオーバービューを移動させる：

• オーバービュー内で Option+ドラッグしてカーソ
ルを移動させる。

再生

ドキュメントの最初またはカーソル /挿入箇所から再生する：

• スペースバーを押すか、ツールバーの再生ボタン
をクリックする。

再生を停止する：

• スペースバーを再度押すか、ツールバーの停止ボ
タンをクリックする。

任意のポイントから再生する：

• カーソルをトラック上の再生を開始したいポイン
トに合わせてマウスボタンをクリックしたのち、
スペースバーを押すか、ツールバーの再生ボタン
をクリックする。または、トラック上の再生を開
始したいポイントを Wクリックします。

スクラビング

ダイナミック “シャトル” スクラブを実行する：

• Controlキーを押しながら、スクラッブしたい場所
をマウスでドラッグします。

ダイナミック “ジョグ” スクラブを実行する：

• Controlキーと Optionキーを押しながらマウスを
ドラッグします。

選択

領域を選択する：

• マウスでクリックしドラッグします。

全てを選択する：

• -A.
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選択領域を拡張または縮小する：

• Shiftキーを押しながら選択領域の末尾をクリック
し、拡張または縮小方向にマウスをドラッグしま
す。

選択領域の先頭／末尾を切替える：

• shiftキーを使用します。

選択の開始／終了位置を、波形のゼロクロスポイントに移
動する：

• 選択を行う時に +Optionを押す。 

ビュー
徐々にズームアウトする：

• -[

徐々にズームインする：

• -]

オーディオの表示を左右にスクロールする：

• Controlキーを押しながら右矢印キーまたは左矢印
キーを使用します。

マーカー・ループ・リージョン

オーディオドキュメント内のすべてのマーカーを表示する：

• オーディオドキュメントウィンドウのタイトル
バーを +クリックする。

マーカーを名前で探す：

• マーカー名の最初の数文字を入力する。

マーカーを編集する：

• マーカーの三角マークを Wクリックして Editダイ
アログを開く。

マーカーに名前をつける：

 

• マーカーの三角マークを Wクリックして名前を入
力する。

2つのマーカー間のオーディオを選択する：

• マーカー間のオーディオを +クリックするか
Tabキーをクリックする。

マーカー間のオーディオを追加する：

• Shift+ を押しながら異なるマーカー間のオー
ディオを選択するか Tabキーをクリックする。

マーカーを移動する：

• マーカーの三角マークをクリックして移動する。

• または、三角マークを Wクリックして時間を打ち
込む。

通常のマーカーをループマーカーへ変更する：

• 三角マークを Wクリックして、Loop Startまたは
Loop Endラジオボタンをクリックする。

ループマーカーのペアを同時に移動する：

• Optionキーを押しながら、ループマーカーの 1つ
を移動位置までドラッグする。または、ループマー
カーのエリアの選択を行い Horizontal Lockボタン
を Onにしてマーカーを移動させます。

マーカーをゼロクロッシングポイントへ移動する：

• マーカーの三角マークをクリックして、Shiftキー
を押しながらマーカーをドラッグする。

複数のループエンドまたはリージョンマーカーの終了位置
を同時に移動する：

• Optionキーを押しながらマーカーを移動させます。

 
マーカーを削除する：

• 三角マークを Wクリックして、Deleteボタンを押
す。またはマーカーが含まれているエリアを選択
して Option+Deleteを押す。
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すべてのマーカー・ループ・リージョンを削除する：

• すべてを選択して Option+Deleteを押す。

マーカー・ループ・リージョンのみをペーストする：

• すべてを選択して Option+ +Vを押す。

Playlist

再生しながら Playlistオーディオをスクラブする：

• タイムディスプレイをクリックするとカーソルが
スクラブカーソル（<-->）に変わります。後ろに
スクラブするには左へドラッグし、前にスクラブ
するには右へドラッグします。ドラッグの距離を
長くすると、スクラブの速度が速くなります。

ループ

選択範囲からループを作成する：

• 範囲を選択したらアクションメニューから選択範
囲をループを選択します。

ループを聴く：

• Preferenceダイアログまたはツールバーから
UseLoop in Playbackを選択し、スペースバーを押
して再生を開始します。

VSTプラグイン

VSTの遅れ補正を設定する：

• Optionキーを押しながら Bounceを選択します。

オーディオドキュメントウインドウ（ツール）

ツールの切り替え：

• esc（Escape）キーを押します。

Blendingのオン /オフを選択する：

• Caps Lockキーを押します。

ズーム量を確認する：

• カーソルパレットのズームツールボタン上で
Option+クリック

ペンシルツールのスムージングダイアログを表示させる：

• カーソルパレットのペンシルツールボタン上で
Option+クリック

Contextualメニューを表示させる：

• ウェーブフォーム上を Control+shift+clic

コンテンツパレット

コンテンツパレットのマーカー、ループ、リージョンを編
集する：

• コンテンツパレット内の名前を Option+Wクリッ
クします。
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Movieウィンドウ

Movieウィンドウの表示サイズを小さくする：

• QuickTimeムービーの growボタン (ムービーウィ
ンドウの左上にあるボタン )をクリックすると
ムービーウィンドウは 2倍のサイズになります。

• QuickTimeムービーの growボタン (ムービーウィ
ンドウの左上にあるボタン )を Control+Option+

クリックすると、ムービーウィンドウは半分のサ
イズになります。

• オプションメニュー >ムービーから希望するサイ
ズ (original・half・double)を選択して頂く事も可
能です。
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付録 3: 
トラブルシューティング

テクニカルサポートにご連絡いただく前に、Peakと
ともにインストールした Read Meファイルの内容をお
読み下さい。このファイルには、ユーザーズガイドに
記載されていない新しい情報が含まれています。

システムプロファイラを使用してコンピュータの設定
に関する情報を収集しておいて下さい。弊社のテクニ
カルサポートにお電話いただく際に、とても役に立つ
情報です。

また、BIAS社のウェブサイトにアクセスして、最新の
テクニカルサポート情報、サポートファイル、アップ
グレードの情報もご確認下さい。(英語のみ )

http://www.bias-inc.com

以下の事項を確認して下さい：

• BIASより発行されるオーソライゼーションコード
の入力を行う場合には以下の事項に注意して下さ
い。1と Iや Bと 8の見間違いが無いかをご注意
下さい。また、オーソライズコードに 0が含まれ
る事はありますが、アルファベットの Oは使用さ
れる事はございませんのでご注意下さい。

• BIASより発行されたオーソライズコード発行の知
らせに記載された製品名とオーソライズを行うお
手元の Peakのバージョンが一致しているかをご確
認下さい。

もし、問題が解決されない場合以下のBiasテクニカルサ
ポート宛までお問い合わせ下さい。(英語のみ )：

Email：support@bias-inc.com

Phone：+1-707-782-1865

共通の問題および解決策

FireWireやUSB接続のオーディオインターフェースデ
バイスのセットアップ例：

1. ハードウェアメーカーの webサイトから最新版の
FireWire/USBドライバをダウンロードして下さい。

2. FireWireまたは USBハブを使用しないで、必ず、
直接コンピュータの FireWireもしくは USB端子へ
オーディオインターフェースを接続して下さい。

3. システムを起動して、Peakアプリケーションを実
行して下さい。

4. Peakのオーディオメニューから、“ハードウェア
設定 ...”を選択して下さい。使用可能なハードウェ
アを確認する事ができます。(図 A)

• USBまたは FireWireオーディオインターフェース
から入力を行う場合には、Input Deviceで使用する
デバイスを選択して下さい。

• USBまたは FireWireオーディオインターフェースお
よび built in audio controller(Macに内蔵されている
オーディオシステム )から出力を行う場合、Output 

Deviceで使用するデバイスを選択して下さい。

http://www.bias-inc.com
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[図 A]

5. 録音を行う外部オーディオ機器と USBまたは
FireWireオーディオインターフェースを適切に接
続した後にオーディオソースの再生を行い、Peak

のトランスポーズから録音ボタン (図 Bの赤く
チェックされた箇所 )を押して下さい。

「図 B」

正確に信号の入力が行われていれば、トランスポー
ズウインドウで確認する事ができます。

「図 C」

6. ポップアップ表示されたレコードダイアログ (図
C)の録音ボタン (図 Cの赤くチェックされた箇所 )

をクリックすると、トランスポーズバーで確認さ
れる信号がウィンドウ上に波形として表示され録
音が開始されます。

もし、USBまたは FireWireオーディオインター
フェースが “ハードウェア設定 ...” で選択できな
い場合、ハードディスク /アプリケーション /ユー
ティリティーにある、Audio&MIDI設定アプリケー
ションを起動して下さい。

7. 使用する USBまたは FireWireオーディオインター
フェースが図 Dで赤くチェックされた箇所にセッ
トされているかをご確認下さい。ここでセットで
きない場合、ハードウェアの製造元のサポートへ
お問い合わせ下さい。

「図 D」

USBオーディオインターフェースを使用した場合に発生す
るクリックおよびポップノイズ：

1. OSを最新のバージョンへ更新して下さい。特に
Mac OS X 10.2.3から CoreAudioに主な改良が加えら
れたため、それ以降の OSへ更新する事を推奨しま
す。

2. USBオーディオインターフェースの最新のドライ
バが最新のバージョンである事を確認して下さい。
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3. ハードディスク /Users/<ユーザーアカウント >/

Library/Preferences内にある、"ACA Preference"ファ
イルを削除して下さい。ファイルの削除を行うと
Audio&MIDI設定およびオーディオアプリケーショ
ンで、ハードウェアおよびレコーディングの設定
を再び行う必要があります。

4. Audio&MIDI設定でセットアップを行って下さい。
(この機能は Mac OS X 10.2以降に搭載されていま
す。図 Eの赤くチェックされた箇所で設定を行い
ます )Audio&MIDI設定は、ハードディスク /アプ
リケーション /ユーティリティーにあります。

「図 E」

また、オーディオインターフェースがサポートするサン
プリングレートに設定されているかも確認して下さい。

5. Peakのオーディオメニューから “ハードウェア設
定 ...”ダイアログを起動し、“Input”および“Output”
で USBデバイスを選択します。さらに、CoreAudio

バッファサイズの設定を行います。(通常バッファ
サイズを増やす事で症状が改善されます )

「図 F」

6. 以上をお試し頂いても再生 /録音時のポップおよ
びクリックノイズが改善されない場合、オーディ
オ >録音設定 >Device and Sample Formatでご利
用の USBデバイスでサポートされているサンプリ
ングレートおよびビットデプスを指定して下さい。
(図 Gを参照して下さい )

「図 G」

7. システム環境設定 >省エネルギーで、各機能 (特
にハードディスクの省エネルギー設定 )が OFFに
なるよう設定して下さい。

8. これらの方法でも症状が回避されない場合、Peak

のオーディオメニューからサウンド出力を選択
して、使用するオーディオエンジンに Mac OS X 

Audio HALを選択して下さい。(図 Hを参照して下
さい )
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USBドライバを必要としないタイプのデバイスを
使用する場合 Mac OS X Audio HALをオーディオエ
ンジンに選択する事で録音が可能になるとの報告
もあります。

「図 H」

Peakが起動しない場合：

• Peakを起動させるには少なくとも 265MBの RAM

が搭載されている必要がございます。さらに安定
した動作を行わせるには、512MBの RAMを搭載
する事を推奨します。Macintoshにどれだけのメモ
リが搭載されているかを確認する場合、ファイン
ダのアップルメニューから、“この Macについて”
を選択して表示されるウィンドウを参照して下さ
い。Peakを実行するのに十分なメモリが搭載され
ていない場合、コンピュータに RAMを増設して頂
く必要があります。

Peakが急に起動しないまたは動作に不具合がある場合：

• 今まで使用できていた Peakが急に起動しない
場合や、動作に不具合が発生した場合、Peakの
Preferencesファイルに異常がある可能性が考えら
れます。Peakを終了して、ホームディレクトリの
ライブラリフォルダ内の Peak Preferencesファイル
をゴミ箱にクリック &ドラッグし、Peakを再び起
動して下さい。

ウェーブフォーム上へカーソルをおいた時、カーソルが自
動的に左右にずれてしまう場合：

• Peakの “ゼロポイントにスナップ” 機能 (自動的
に０ポイントにスナップさせる機能 )が動作して
いる事が原因と考えられます。この症状は、オプ
ションメニューから “ゼロポイントにスナップ”
のチェックを外す事で回避されます。

ハードディスク内に “AFM.temp” という名の　Peak
ファイルアイコンが作成される事について：

• オーディオの編集を行った際に Peakが作成したテ
ンポラリファイルです。セッションの終わりにス
クラッチディスクのプリファレンスを変更した場
合、または Peakがクラッシュにより中断された場
合、このテンポラリファイルの削除が行われない
場合があります。この場合、手動でゴミ箱に移動
するかあるいは Peakを再起動して正常に終了させ
る事でこのファイルは削除されます。

Peakの個別のチャンネルごとに異なった編集を行う方法：

• この場合、編集を行うステレオファイルをデュア
ルモノファイルとして書き出し、各チャンネルを
開き個別の編集を行い保存します。次に、編集を
行った各チャンネルのファイルをデュアルモノの
読み込みを行う事で左右チャンネルで違う編集が
行われたステレオファイルを制作する事が可能と
なります。

Peakで録音または再生を行う際、停止してしまうことが
ある場合：

• ハードディスクのアクセスタイムが遅い事が原因
と考えられます。直接ハードディスクへの録音お
よびハードディスクからの再生をおおなう場合
18msまたはそれ以上の性能のハードディスクをご
利用頂く必要があります。ご利用のハードディス
クの性能を把握されていない場合、お買い上げ頂
いたディーラーか製造元へお問い合わせ下さい。

• ディスクのフラグメントが大きいことによるアク
セスタイムの低下が考えられます。(フラグメン
テーションの詳細に関しては Chapter 3を参照して
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下さい )この場合、Norton Speed Disk ™または、
TechToolPro ™などのハードディスクメンテナン
スプログラムを使用して、ハードディスクのデフ
ラグメントを行って頂く必要があります。

• Peakの Playback Bufferが低い事が考えられま
す。この場合、Peakの Preferenceダイアログ＞
Playback Preferenceを起動し、Playback Bufferを
128kまたはそれ以上に設定して頂く必要がありま
す。

• Peakのメーターダイアログを起動して各設定を
“None” にして下さい。

• AppleTalkが ONになっている場合、Appleメニュー
から AppleTalkを OFFにして下さい。

• Peakの Playback Preferencesダイアログで Window 

Bufferの設定値を増やして下さい。(オーディオド
キュメントウインドウの設定を行います )

テープスタイルのスクラビングが選択できない：

• Peakのオーディオエンジンに Mac OS X Audio HAL

が選択されているかを確認して下さい。もし、選
択されていない場合、オーディオメニューからサ
ウンド出力を選択し、Mac OS X Audio HALをクリッ
クして下さい。

Change Pitchウィンドウ上でリアルタイムピッチチェ
ンジが行えない場合：

• Peakのオーディオエンジンに Mac OS X Audio HAL

が選択されているかを確認して下さい。もし、選
択されていない場合、オーディオメニューからサ
ウンド出力を選択し、Mac OS X Audio HALをクリッ
クして下さい。

DSPメニューにグレイアウトしたメニューがある場合：

• オーディオドキュメントウィンドウを開いた後に
DSPエフェクトが使用可能な状態になります。

• Peak LEまたは Peak DVでは全ての DSPメニュー
をご利用頂けないため、一部のエフェクトはグレ
イアウトします。

Peakと SMDI対応サンプラーを併用する際の回避方法：

• できるだけ短い高品質の SCSIケーブルを使用して
接続を行って下さい。

• SCSI IDの競合が発生しないよう、全ての SCSIデ
バイスにそれぞれ固有の IDを設定して下さい。

• SCSIのターミネーションに問題が無いかを各 SCSI

デバイスの製造元より提供されるマニュアルに従
いチェックして下さい。一つのターミネータは
Macintoshに搭載されています。(通常の場合 )そ
してもう一つは、SCSIデイジーチェーン接続され
ている終端のデバイスです。

• Peak の Samplers Preferences ダ イ ア ロ グ で
“Asynchronous transfers” のチェックを外してみて
下さい。

• Macintoshに接続する SCSIデバイスの数を減らして
下さい。特に、サンプラーとMacintoshの間に接続
されているデバイスが動作に影響を与える可能性が
あるため、このデバイスを使用しない状態でお試し
下さい。

• Macintoshへ接続する SCSIデバイスの順序を変え
てみて下さい。サンプラーを含めた全ての SCSIデ
バイスを接続の始端に接続してお試し下さい。こ
の方法でも症状が回避されない場合、SCSIデイジー
チェーンの終端にサンプラーを接続した状態で症
状が回避されるかをお試し下さい。

リージョンとマーカーが同じ時間に配置されている箇所で、
リージョンの移動を行う際、誤ってマーカーが移動してし
まう場合：

• リージョンとマーカーが同じ場所に配置されてい
る場所でクリック &ドラッグでリージョンの位置
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A3

を変更する際には、マーカーが優先して移動する
様になっているため。マーカーの移動を先に行う
かマーカーの削除を行い、次にリージョンの移動
を行って下さい。

MP3フォーマットでファイルの保存を行う際に、MP3
オプションがグレイアウトしている場合：

• Peakで MP3のコンバートを行う場合、LameLibエ
ンコーダをインストールする必要があります。

LameLibエンコーダのインストール方法：

• Peakが起動されていない状態にします。

• LameLibエンコーダを以下の Webサイトや輸入代
理店の Webサイトよりダウンロードして下さい。
http://homepage.mac.com/awk/lame/

• Peak 4を選択してファインダメニューから “情報
を見る” を選択して下さい。

• 情報のダイアログウィンドウから “プラグイン”
タブを開いて下さい。

• “プラグイン” タブ内に表示される “追加” ボタン
をクリックして下さい。

• 表示された Finderウインドウからダウンロードし
た LameLibをクリックして選択ボタンを押して下
さい。

• 次回の起動以降 MP3オプションが有効になりま
す。

インサート上で VSTプラグインを挿入する際に、既に
Vbox SEが挿入されている場合：

• “Vbox...” メニューを選択すると、自動的に Vbox 

SEが起動しインサートに割り当てられます。恐ら
く誤って “Vbox...” を実行したために、自動的に
インサートに割り当てられたと考えられます。こ
の場合、Vbox SEが割り当てられているインサート
のサブメニューから “None” を選択して Vboxを
無効にして下さい。

スクラッチディスクを作成するには：

1. ファイルの保存先としてドライブ /ボリュームに
“Peak Scratch Disk” と呼ばれるフォルダを作成し
て下さい。オペレーティングシステムがインストー
ルされているドライブに作成して頂いても同様の
結果は得られますが、利便性を考慮してこのフォ
ルダをパーティションで分けられたドライブか外
付けドライブへ作成して頂く事を推奨します。

2. Peakの Preferenceダイアログを開きます。

3. Scratch Disksをクリックして下さい。

4. 1で作成した Scratch Diskフォルダが存在するド
ライブの “Primary” ラジオボタンをクリックして
チェックされている状態にして下さい。また、ド
ライブが複数のパーティションで分割されている
場合、使用しないドライブのラジオボタンを OFF

にして下さい。

5. 1で作成した Scratch Diskフォルダが存在するドラ
イブの “Folder” ラジオボタンをクリックして作成
した Scrach Diskを選択して下さい。

6. OKボタンをクリックして Scratch Diskダイアログ
を終了して下さい。

7. Peakのオーディオメニューをクリックして下さ
い。

8. 録音設定をクリックして下さい。

9. “Record Disk” ポップアップメニューから作成した
スクラッチディスクを選択し OKボタンをクリッ
クして下さい。

Record Diskセッティングでスクラッチディスク
の設定後、レコーディングを行ったファイルを
スクラッチディスクドライブへの保存が有効にな
ります。他のドライブへレコーディングファイル
を保存する際には、“You must save the new audio 

recording to the volume that you recorded onto”とメッ
セージが表示される様になります。

http://homepage.mac.com/awk/lame/
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CD-RWメディアのライティング：

Peakは CD-RWメディアへのライティングをサポートを
していますが、既にライティングされているコンテンツ
データを削除する事ができません。

CD-RWメディアの削除：

• バンドルされている Roxio Toast Liteをインストー
ルして、“Full Erase” を使用します。もし、Quick 

Eraseを使用したい場合には、CD-RWメディアへ
のライティングに Roxio Toast Liteを使用して頂く
必要があります。また、他のライティングソフト
でライティングを行った場合にも “Quick Erase”
はご利用頂けませんのでご注意下さい。
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用語集

AAC

AAC（Advanced Audio Coding）は、ファイルサイズを
減らすために音響心理学モデリングを使用した圧縮
オーディオファイルフォーマットで、非圧縮なオー
ディオ CDに匹敵する音質を誇ります。AACは、一般
的に MP4や MPEG 1 Audio Layer 4とも呼ばれており、
インターネットでの音楽配信やパーソナルミュージッ
クプレーヤーで採用されています。Peakでは AACファ
イルの読み込み /書き出しをサポートしています。

AIFF

Apple社が開発した録音とデジタルオーディオの保存
のためのファイルフォーマット（Audio Interchange 

File Format）。Peakの初期設定ファイルフォーマット。
数多くの Macintoshのアプリケーションでサポートさ
れます。

AU

“AU” または “.au” は主に Sun Unixワークステーショ
ンで使用されるオーディオファイルフォーマット。
World Wide Webで最もよく使用されます。

Audio Unit

Audio Unitは、Apple社標準のリアルタイムネイティブ
プラグイン規格です。Audio Unitプラグインは、Audio 

Unit互換のホストアプリケーションからアクセスする
ことができます。Mac OS Xでは、標準でいくつかの

Audio Unitプラグインを装備し Peakや他の Audio Unit

互換のホストアプリケーションからアクセスすること
ができます。Audio Unitは、AUプラグインとも呼ばれ
ますが、Sun Unixワークステーションで使用される
AUとは異なります。

オーディオカード /インターフェース

Macintoshの PCIまたは PCMCIAスロットに差して使
用する拡張カード。外付けのボックスがあるタイプも
あります。USBや FireWireを使用してコンピュータに
接続されたオーディオインターフェースを指すことも
あります。オーディオカードは、コンピュータの録音
と再生機能を強化します。Appleの CoreAudioを使用
すると、Peakは Digidesign、Digigram、Echo、Korg、
Mark of the Unicorn、M-Audioなど、さまざまなオーディ
オカードを使用して動作します。サードパーティ各社
から提供される CoreAudio、ASIOのドライバソフトは
Peakでも適切に動作する必要があります。

オーディオドキュメント

Peakによって作成される Macintoshのオーディオ
データファイル。Peakでは様々なオーディオファイ
ルフォーマットのファイルの作成、読み込みが可能で
す。初期設定では AIFFファイルフォーマットが選択
されています。AIFF、.au、WAVE、Sound DesignerⅡ、
QuickTime参照。
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ビット解像度（ビットレートまたはビットデプス）

デジタル録音を行う際に、1秒間に使用するビット数。
ビット解像度は音のダイナミックレンジを決定し、サ
ンプルレートは周波数帯域を決定します。24ビット
はプロのレコーディングや編集で使用される高解像度
な音質です。16ビットはコンパクトディスクに使用さ
れる標準的な仕様です。8ビットはマルチメディアプ
レゼンテーション等、それほど高品質な音質を要求さ
れないアプリケーションで使用されます。ビット数が
多いほど高音質になりますが、ハードディスクの容量
も多く必要とします。ダイナミックレンジ、フリケン
シー、サンプルレート参照。

ブレンディング

ブレンディングは Peakでカットやペーストによる
波形の編集によって発生する音量のばらつきを自動
的に滑らかにする機能。Preferenceダイアログから
Blendingコマンドを使用するか、カーソルパレットで
ボタンをクリックしてオン /オフを切り替えます。

クリッピング

過大な入力信号（オーディオ CDプレーヤー等）によ
るオーディオの歪み。ミキシングコンソールからパ
ワーアンプへ音声信号が入力される時など、許容レベ
ルを超えてオーディオ信号がソースから入力先へ再生
される場合に発生します。ソースと入力先との音量レ
ベルの不適当によるデジタル録音時などで、デジタル
クリップが発生すると、音声が途切れたりガリガリと
いうノイズが発生します。Peakを使用する場合、入
力されるオーディオの最大音量が入力レベルの許容範
囲内に収まるようにレコードインジケーターやプレイ
バックメーターで確認することができます。Peakの
レコードインジケーターではクリッピングを容易に確
認できます。ヘッドルーム参照。

dB（デジベル）

オーディオレベルを表わす最も標準的な単位。高い値
程大きな音量となります。Peakではデシベル単位によ
る録音と再生のメーターが表示されます。デシベルの
目盛りには多様な表示方法がありますが、Peakでは
“dB” を使用し、オーディオのゲインの差、または録
音時のヘッドルームの領域に基づいて表示されます。

DSP

DSP（digital signal processing（デジタル信号処理））は、
レベルチェンジ・リバーヴ・ディレイ、その他のエフェ
クトによるオーディオ信号処理です。Peakでは、DSP

メニューまたはツールバーから様々な DSPによるオー
ディオ処理が使用できます。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジはオーディオ録音技術における
オーディオの任意の領域内の音量レベルの大きさを指
します。通常デシベルによって表されます。ビット解
像度は録音時のダイナミクスを決定します。8ビット
の録音では 48dBのダイナミクスレンジに 256段階の
音量レベルで記録されます。アプリケーションによっ
ては十分な音質である場合がありますが、音の大きい
部分と静かな部分とのゲインの差が小さくなるため、
ヒスノイズなどが入り音質が劣化します。16ビットの
録音では 96dBのダイナミクスレンジに 65,536段階の
音量レベルで記録されます。ビットレートに 6を掛け
ることでダイナミックレンジのデシベルが算出できま
す。ビット解像度、dB、ゲイン参照。
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フェードイン /フェードアウト

オーディオ信号のゲインが、ゼロ（サイレンス）から
最大音量まで増幅する変化がフェードイン、最大音量
からゼロ（サイレンス）まで減衰する変化がフェード
アウトです。Peakでは、選択範囲に対してDSPメニュー
またはツールバーから Fade In/Fade Outコマンドを適
用することでこの効果が得られます。Preferenceダイ
アログの Fade In Envelope/Fade Out Envelopeコマンド
でエンベロープの形を編集することができます。

フリーケンシー

音声の周期的な波の振幅。フリーケンシーはこの波の
周期が一定時間（一般的には 1秒間）に反復する回数
で決定します。フリーケンシーの値が高くなる程、音
程が高くなります。ヘルツ（Hz)、または 1秒間のサ
イクル数を単位とします。おおよそ人間は 20Hzから
20,000Hz（20kHz）までが知覚可能です。

ゲイン

1)音声信号の音量変化　2)相対的な比率に基づく音
声信号レベル。例えば音声信号が 6デシベル増加した
場合、2倍の音圧を知覚します。

ヘッドルーム

クリッピングやディストーションを引き起こすまでの
ゲインの許容範囲。Peakでの録音では、レコードメー
ターによってクリッピングが起るまでどの程度ヘッド
ルームが残っているかを表示します。再生時にはスク
リーン下部のメーターストリップによって同様に表示
されます。一般的にプロフェッショナルなオーディオ
エンジニアは、最小限にするために 3dBから 12dBの
ヘッドルームを残して録音します。ヘッドルームが大
きすぎると録音レベルが過小となりノイズやヒスの原
因となります。

Hz（ヘルツ）

フリーケンシーの単位。1秒間に生成される音声の周
波数で決定します。高い値となる程フリーケンシーの
値も高くなり、知覚する音程が高くなります。1000Hz

は 1kHz（1キロヘルツ）、20000Hzは 20kHz。

loop（ループ）

オーディオのある領域を持続、または繰り返すこと。
サンプラーに送信するための素材として用いたり、単
に Peakでの再生に使用します。Peakでは 1つのオー
ディオファイルに 1つのループが設定可能です。選択
範囲を設定して Actionsメニューまたはツールバーか
ら Loop this Selectionコマンドを選択（ -L）するか、
任意の開始地点と終了地点にマーカーを設定してルー
プマーカーとして定義することで作成できます。
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Loop Tuner（ループチューナー）

Peakではループチューナーによって、ループの開始
地点と終了地点に “ファインチューン” を適用するこ
とが可能です。

Loop Surfing（ループサーフィン）

Peakでの再生中のループ調整を行う機能。

Loop Surfer ™（ループサーファー）

Peak独自の“ループサーフ”を行うための数多いステッ
プの自動処理機能。

マーカー

オーディオドキュメント内の重要箇所を定義するため
の目印。“メモリーロケーション” でもある。録音時
に任意の場所にマーカーを記すことで、再生編集の際
に容易にその部分を探し当てることができます。再生
が停止している状態で +M、またはツールバーのボ
タンをクリックしてマーカーを作成します。

MP3

MP3は、ファイルサイズを減らすために音響心理学
モデリングを使用した圧縮オーディオファイルフォー
マットです。MP3は、一般的にMPEG 1 Audio Layer 3

とも呼ばれており、インターネットでの音楽配信やパー
ソナルミュージックプレーヤーで採用されています。

MP4

MP4は、ファイルサイズを減らすために音響心理学
モデリングを使用した圧縮オーディオファイルフォー
マットで、非圧縮なオーディオ CDに匹敵する音質を
誇ります。AACは、一般的に MPEG 1 Audio Layer 4と
も呼ばれており、インターネットでの音楽配信やパー
ソナルミュージックプレーヤーで採用されています。
Peakでは AACファイルの読み込み /書き出しをサポー
トしています。

playlist（プレイリスト）

プレイリストは特定の目的で関連付けられたオーディ
オイベントまたはリージョンのリスト。リージョン参照。

プラグイン

BIASやその他の会社から販売されている、Peakの機
能を強化するための補助的なソフトウェア。Peakの
VstPlugInsフォルダにインストールすると、フィルタ
やリバーブ、コーラス、フランジャ、ノイズリダクショ
ン、空間系エフェクトなどを使用して、オーディオの
編集／処理を行うことができます。

QuickTime（クイックタイム）

Appleによって開発されたオーディオフォーマット。
QuickTimeに対応している全ての Macintoshのソフ
トウェア・アプリケーションで使用可能です。Adobe 

Premiereや Macromedia Directorなど、QuickTime対
応のマルチメディア・アプリケーションでオーディオ
を扱う場合には最適なフォーマットです。
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リージョン

リージョンマーカーによってバウンスされたオーディ
オドキュメントの領域。アクションメニューまたは
ツールバーから選択される新規リージョンコマンド（

-Shift-R）によって作成されます。Peakでは AIFF、
または Sound DesignerⅡとして保存可能です。プレイ
リスト参照

サンプル「動詞」

サンプリングマシンやその他のデジタル録音器機に
よってオーディオ素材をデジタルで録音することサン
プラー、サンプルレート参照。

サンプル「名詞」

サンプリングマシンやその他のデジタル録音器機に
よってデジタルで録音されたオーディオ素材。ループ
の無い末尾までの再生で終了する “スナップショット”
と呼ばれるものもある。サンプラー、サンプルレート
参照。

サンプラー

キーボードやその他のコントローラーから再生可能な
サンプルをデジタル録音することが可能な電子楽器。レ
コーディング、パフォーマンス、映画製作、サウンドデ
ザインなど広範囲にわたるオーディオプロダクション
の現場で使用されています。サンプルレート参照。

サンプルレート

アナログオーディオ信号がデジタル信号に数値変換
される際の一定時間の切り出し回数。サンプルレー
トは直接的に音質に影響を与えます。サンプルレート
が高い程、フリーケンシーレスポンスが高くなりま
す。正確な音の取り込みを行う基本的原則は、サンプ
ルレートを音のフリーケンシーの最大値の 2倍以上に
設定することです。オーディオ CDのサンプルレート
は 44.1kHzです。多くの Macintosh用ソフトウェアや
Peakで対応している一般的なサンプルレートを以下
に示します。

192.000kHz

HD（High Definition）オーディオハードウェア /プロ
ダクションの標準仕様です。このレートは知覚範囲以
上である 96kHzのフリーケンシー値を持ちます。

96.000kHz

デジタルビデオディスクオーディオ（DVD）の標準仕
様です。DVDのポストプロダクションの音声編集にし
ばしば使用されます。このレートは知覚範囲以上であ
る 48kHzのフリーケンシー値を持ちます。

48.000kHz

デジタルオーディオテープレコーダー（DAT）で標準
仕様となっている 2つのレートの内の 1つです。ビ
デオや映画のポストプロダクションの音声編集にしば
しば使用されます。このレートは知覚範囲以上である
24kHzのフリーケンシー値を持ちます。
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44.100kHz

コンパクトディスクや、デジタルオーディオテープレ
コーダー（DAT）、Macintoshや PCコンパティブルコ
ンピューターで使用される 16ビット再生可能な高音
質オーディオアプリケーションの標準的な仕様です。
俗に “fortyfourone（44.1kHz）” と呼ばれます。音楽プ
ロダクションの多くのエンジニアや CDで配布される
すべての製作現場でこのレートが使用されています。
このレートは知覚範囲以内である 22,050Hzのフリー
ケンシー値を持ちます。

22.050kHz&11.025kHz

これらのサンプルレートは Macintoshや PC互換コン
ピュータで使用される高音質を要求されないゲームや
ウェブサイトやその他のマルチメディアプロダクショ
ンで使用されます。22.050kHz（或いはその以下）、8
ビットオーディオは CDクオリティーオーディオの
半分の容量しか必要としません。22,050Hzの場合は
12.025kHzのフリーケンシー値を持ちます。音は小さ
くなります。知覚範囲よりかなり小さい値です。ビッ
ト解像度、フリケンシー、Hz参照。

SCSI

Small Computer System Interfaceの略称。様々なコン
ピューターや、ハードディスク、CDレコーダー、スキャ
ナーなどの周辺器機とのデータの送受信を行うための
規格。Macintoshで使用できる外部ハードディスクの
多くは SCSIポートによって接続されます。SCSIは 7
台までの SCSI器機をデイジーチェーン方式で接続可
能です。

SMDI

SCSI Musical Data Interchange Protocolの略称。SMDI

サンプラーは SCSIを使用して MIDIよりも高速にサン
プルデータを転送します。Macintoshとサンプラーと
の間で SMDIによる転送を行うためには、SCSIケーブ
ルで両者を接続します。

Sound Designer Ⅱ™

Digidesign社によって開発されたオーディオフォー
マット。Peakを含めた Macintoshで使用される多く
のオーディオ編集やマルチメディアソフトウェア」で
サポートされています。オーディオドキュメントを
Digidesignのオーディオアプリケーションで読み込む
ためにはこのフォーマットに変換します。

VST ™

VST（Virtual Studio Technology）は、Steinberg社によっ
て開発されたリアルタイムネイティブプラグイン規格
です。VSTプラグインは、VST互換のホストアプリケー
ションからアクセスすることができます。Peakは、カー
ボナイズまたはMach-Oの VST 1.0エフェクトプラグイ
ンフォーマットをサポートしています。
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WAVE

Microsoft Windowsオーディオファイルフォーマット。
多くの Windowsや Macintoshのソフトウェアアプリ
ケーションがこのフォーマットに対応しています。
WAVEフォーマットを必要とするアプリケーションで
読み込むためにはこのフォーマットに変換します。

ゼロクロッシング

ゼロクロッシングは波形がゼロクロッシングライン、
または中心線と重なっている場所。波形の音量がゼロ
のポイント。
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