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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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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。

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。
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電子メールにてサポートを受けるには、BIASまたはエム
オーディオの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）

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：
お問い合わせ先はhttp://www.m-audio.jpでご確認下
さい。

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：
お問い合わせ先はhttp://www.m-audio.jpでご確認下
さい。

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

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	Pro、Peak	Pro	XT、Master	
Perfection	Suite、Deck、SoundSoap	Pro）を初めて購
入し、ご購入後90日（最大）以内の方が利用できます。

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

TYPE	3：BIAS製品のアップグレードパッケージを購
入し、ご購入後30日（最大）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が完了された時点で、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。
シリアル番号は、安全な場所に保管して下さい。
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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（アビッドテクノロジー株式会社）：
sales@m-audio.jp
http://www.m-audio.jp
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 1第1章：
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、Cubase™、Digital	
Performer™、GarageBand™、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、Avid	Express	DV™、iMovie™やFinal	Cut	
Pro™、Premiere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、MP2、MP3、MP4（AAC）、FLAC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

•	 CoreAudioを通して、サードパーティ（Apogee™・
DigiDesign™・M-Audio™・Mark	of	the	Unicorn™・
PreSonus™・Universal	Audio™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™、Crossfade	Loop、Perpetual	Looper、
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

•	 高度なプレイリストの編集、マスタリング、デリバリー
オプション

•	 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
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プレイリスト
•	 ユーザーインターフェイスの拡張

•	 Overlap/Gap：編集モードでのトラックの組み立て

•	 Centered：クラシカル/ナレーションの編集モード

•	 ボリュームエンベロープのカスタマイズ

•	 プレイリストイベントのマージ

•	 プレイリストイベントの分割

•	 カスタムフォーマットのPQシートの書き出し/プリント

•	 CD−TEXTを含んだDDPファイルへの書き出し

•	 拡張ASCII文字セットでのCD-TEXTを含んだRed	
Book準拠のCDライティング

•	 新しいプレイリストの書き出しオプション：iTunesへ送る

•	 プレイリストイベントのノーマライズ

•	 ステレオトラックのビュー

•	 トランスポートの早送りと巻き戻しコントロール

•	 クロスフェードの形と時間のA/B/C/Dスナップショット	

•	 サンプルレベルへズーム

•	 水平ズームボタン

•	 選択されたトランジションにズーム

•	 単純化されたVboxプラグインメニュー

•	 前のトラック名をCD-TEXTダイアログボタンへコピー

•	 ポップアップメニューのリージョンの追加ツールバー
ボタン

•	 自動でのスクロール

•	 リサイズ可能な表示

•	 クロスフェードのデフォルト

ポッドキャスティング
•	 ポッドキャスト及びエピソードの制作

•	 ローカル及び.MacとFTPサーバへの公開

•	 iTunesポッドキャストディレクトリへポッドキャストを
送信

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	6.0の新機能

Peak	6. 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：

DSPツール
•	 Perpetual	Looper：自動でモノフォニックサンプルを
ループ

•	 Voiceover	Ducking：自動でバックグラウンドオーディ
オにボイスオーバーを追加

•	 DCAT（Dither	Cloning	Audio	Technology）：リア
ルタイムにプレビュー可能なノイズ整形アルゴリズム

•	 インパルスがマッチした自動サンプルレート変換と
ターゲットファイルでのImpulseVerb

•	 Convolve	DSPのエンベロープ

•	 ピッチ変更（可変）

プラグイン
•	 改善されたプリセットとGUIを装備しクロスシンセシ
スリンクが可能なVbox	3. 0プラグインエフェクトマト
リックス

•	 プラグインメニューでのプラグインエンベロープ

•	 リアルタイムのバウンス



第 1 章： Peak について 21

 1•	 MP2ファイルのサポート

•	 FLACファイルのサポート

•	 別名で保存のテンプレート

オペレーティングシステムとオーソリゼーション
•	 キーが不要なBIASオーソリゼーションマネージャー

•	 教育研究環境のキーサーバをサポート

•	 Mac	OS	X	10. 5	LeopardとIntelプロセッサに最適化

最低システム必要環境
Peakを使用するには以下の環境が必要:

•	 G4、G5またはIntelベースのMac（500MHz以上推奨）

•	 Mac	OS	X	10. 4. 3以降

•	 最低1024	x	768のスクリーン解像度

•	 256MB	RAM（512MB以上推奨）

•	 330MBのディスクスペース

•	 18ms以上のシークタイムを持つハードディスク

•	 QuickTime	7以降

•	 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イス

その他最新の情報はBIASサイトにて：

http://www.bias-inc.com/peak/

ユーザーインターフェイス
•	 マルチシェードのグラジエントスキン

•	 マグネチックウインドウ

•	 バッチファイル処理でリージョンの書き出しが可能

•	 複数のマーカー/リージョンのリネーム/リナンバー

•	 カテゴリーまたはアルファベット順でDSPメニュー項
目を表示

•	 Frontier	TranzPortワイヤレスコントロールサーフィ
スのサポート

•	 iTunesへ送る（オーディオドキュメントとプレイリスト）

•	 解像度オプション（-12、-24、- 48、- 96、∞dB）を有し
た相対メーターとプリ/ポストオプション

•	 ⌘+オプション+クリックでスクロールとズーム

•	 波形上でダブルクリックとその地点からプレイバック
またはマーカーで設定した地点までを選択

•	 ウインドウをリセットするコマンド

•	 ツールバー内でのキーコマンドのヘルプチップス

•	 開くダイアログで自動再生のオプション

•	 CDフレームのタイムフォーマット：時間：分：秒/CDフ
レーム（オーディオドキュメントとプレイリスト）

•	 新しい「マーカーのみペースト」コマンド

編集
•	 RAMにキャッシュ：RAMにキャッシュし劇的に音声
処理の速度を上げる事が可能

•	「テンポの推測」精度を改善

•	「自動 -ウインドウを並べる/重ねる」を改善

ファイル形式
•	 ファイルフォーマット固有のメタデータ編集

•	 MP3、FLAC、AIFF、WAVE/Broadcastファイルの
メタデータ編集

•	 MP3書き出し時にID3タグの編集

•	 ポータブルレコーダーでのWAVファイル上のネームレ
スマーカーをサポート

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、互換性
があるCDバーナーが必要となります。拡張ASCII
文字セットでCD-TEXTをライティングするには、
Mac	OS	X	10. 5が必要です。
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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：

•	 第1章では、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。

•	 第2章では、Peakソフトウェアのインストール方法と
登録方法について説明します。

•	 第3章では、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。

•	 第4章では、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。

•	 第5章では、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。

•	 第6章では、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。

•	 第7章では、Peakを使用したポッドキャストの公開方
法について説明します。

•	 第8章では、PeakのネイティブDSP	機能について説
明します。

•	 第9章では、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。

•	 第10章では、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。

•	 第11章では、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。

•	 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。

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：

•	 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、FireWire 400/800、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

•	 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。
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 1•	 オーディオのエンベロープ

•	 Export	Regions（リージョンの書き出し）

•	 Find	Peak(ファインドピーク)

•	 テンポの推測

•	 Harmonic	Rotate(ハーモニックルーター )

•	 ImpulseVerb（インパルスバーブ）

•	 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3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 )

•	 マジックペンシルツール

•	 テンポからのマーカー

•	 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)

•	 新規リージョンスプリット

•	 Panner(パンナー )

•	 Perpetual	Looper（パーペチュアルルーパー）

•	 Phase	Vocoder(フェーズボコーダー )

•	 Rappify(ラピファイ)

•	 リアルタイムのバウンス

•	 Recording	Notepad(レコーディングノートパッド)

•	 オーディオファイルのリカバー

•	 Remove	DC	Offset(リムーブDCオフセット)

•	 複数のマーカー/リージョンのリネームとリナンバー

•	 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

•	 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。

Peak	LEについて

Peak	LEは、ミュージックプロダクション、ベーシックな
CDマスタリング及びノンリニアビデオ編集システムのオー
ディオ編集に必要なエッセンシャルなツールが用意され
ています。

もし、Peakの機能限定版（Limited	Edition）である
Peak	LEを使用されている場合には、以下の機能は使用
できません：

•	 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)

•	 Batch	File	Processor（バッチファイルプロセッサ）

•	 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)

•	 Cash	in	RAM（RAMでのキャッシュ）

•	 最大dBの計算

•	 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マイズ

•	 ツールバーのカスタマイズ

•	 Dither(ディザー )

•	 Duplicate（デュプリケート）

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 6 User’s Guide24

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、登録、オーサライズ」を解説します。

•	 マーカータイムの表示

•	 小説/拍、PS2、Xbox、カスタムへのスナップ

•	 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	Channels(スワップチャンネルス)

•	 テープスタイルのスクラビング

•	 Threshold(スレッショルド)

•	 Vbox	は付属しません。

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。

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。
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 2
第2章：
Peakのインストール、登録、オーサライズ

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

•	 オーサライゼーションファイル

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
Mac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.	 “インストール/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	インパルス

•	 Peak	エンベロープ

•	 ドキュメンテーション

•	 BIAS	Authorization	Manager

Peakをインストールする前に、このマニュアルの21
ページの最低システム必要環境を確認して下さい。
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登録/オーサライゼ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。

•	 コンピュータをオーサライズすることでPeakを使用す
ることができます。Peakでは最大2台のコンピュータ
をオーサライズすることができます（例えばデスクトッ
プをスタジオで使用し、ノートコンピュータで外に持
ち出したい等）。

Peakで登録 /オーサライズを行う：

1.		 Peakを起動します。オーサライズされていないコン
ピュータで初めて起動するとトライアルモードで使
用するかオーサライズを行うかを選べます。オーサ
ライズ（Authorize）ボタンをクリックします。

2.	 BIAS	Authorization	Managerが 起 動します。
Productの項目からお持ちのPeakを選択しま
す。Serial	Numberの項目にシリアルナンバー、
Email	Addressの項目にメールアドレスを入力し
Authorizeボタンをクリックします。

この時点でPeakを登録しオーサライズを行いたい場
合は、Peak（デフォルトではアプリケーションフォルダ
へインストールされています）を起動し製品に含まれる
Owner's	Certificateカードを手元に置き、説明に従って
進みます。

登録とオーサライゼーション

Peakは、使用するコンピュータでオーサライズされてい
る必要があります。オーサライズを行うためには、Peak
を登録する必要もあります。登録しオーサライズを行う
には、インターネット接続環境が必要です。Peakを使用
するコンピュータにインターネット接続環境がない場合に
は、他のインターネット接続環境を備えたコンピュータで
登録、オーサライズ作業を行うことができます。オーサラ
イズ方法は以下をご覧下さい。

オーサライゼーションシステム

Peakのオーサライゼーションシステムは以下のコンポーネ
ントで構成されています：

•	 BIAS	Authorization	Manager：BIASソフトウエア
ライセンスのマネージメントをシンプルにするアプリ
ケーションです。

•	 シリアルナンバー：Owner's	Certificateカードに記述
されています。

•	 登録アカウント：BIASサーバに登録/オーサライズ情
報が記録されます。

•	 オーサライゼーションリクエストファイル：ファイルは
コンピュータからBIASサーバへ移動します。そして、
BIAS登録アカウントにオーソライズ済みコンピュータ
を追加します。

•	 オーサライゼーションファイル：ファイルはBIASサー
バからコンピュータへ移動します。そして、Peakを起
動させるためのオーサライズを与えます。

Peakをオーサライズさせるために必ずBIASで登
録する必要があります。オーサライズしない場合、
14日間登録の後、Peakは起動しなくなります。

Peakの個々のライセンスのために次のことを忘れ
ないで下さい。ソフトウエアは、一つのシリアルナ
ンバーにつき2台のコンピュータまでオーサライズ
可能ですが、同時に2台のコンピュータで使用する
ことは出来ません。もう1台のコンピュータでBIAS
製品を使用される場合には、すでにオーサライズ
されたコンピュータ上にてデオーサライズ作業を
行った後、ご使用されるコンピュータ上にてオーソ
ライズ作業を行う必要があります。また、デオーソ
ライズ作業は3回までに制限されています。
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ハードディスクへBIAS	Authorization	Managerをコピー
する必要があります。

登録 /オーサライズをインターネット環境を備えた別のコ
ンピュータで行う方法：

1.	 	Peakを使用するコンピュータ（インターネット接続
環境が無い）でPeakを起動します。オーサライズ
（Authorize）ボタンをクリックします。

2.	 	BIAS	Authorization	Managerが 起 動します。
Productの項目からお持ちのPeakを選択します。
Serial	Numberの項目にシリアルナンバー、Email	
Addressの項目にメールアドレスを入力します。

3.	 	Alternate	Authorizationボタンをクリックすると
Alternate	Authorizationダイアログが表示されます。

4.	 	Alternate	AuthorizationダイアログのGegerate	
Authorization	Requestボタンをクリックするとシ
リアルナンバー/メールアドレスが入力されたダイ
アログが表示されます。

5.	 	シリアルナンバー/メールアドレスが適切に入力さ
れているか確認して下さい。問題がなければOK
ボタンをクリックしAuthorization	Request	Fileを
ハードディスクへ保存します。

6.	 	インターネット環境を備えたコンピュータへ
Authorization	Request	Fileを移 動（LAN、CD
に焼く、フラッシュドライバ、外部ハードディスク、
iPod、デジタルカメラ等で）します。

7.	 	インターネット環境を備えたコンピュータでBIAS	
Authorization	Managerを起動します。

8.	 	Productの項目からお持ちのPeakを選択します。

9.	 	Alternate	Authorizationボタンをクリックします。

10.	 	ステップ3のAlternate	Authorizationダイアログ
が表示されます。Open	Authorization	Requestボ
タンをクリックします。

11.	 	開くダイアログが表示されます。Authorization	
Request	Fileの場所を指定し開くをクリックします。
Authorization	Request	FileはBIASサーバへ転
送されます。

3a.	同じメールアドレスで以前に他のBIAS製品を登録
したことがある場合には、Peakは自動的にオーサ
ライズされます。ステップ4へ進んで下さい。

3b.	もしBIAS	Authorization	Managerが登録する
メールアドレスを覚えていない場合（初めBIAS製
品を登録する、または以前に違うメールアドレスで
登録した場合）には、ダイアログが起動します。そし
て、登録情報を入力する様に促します。登録情報を
入力してSubmitボタンをクリックして下さい。登録
が完了するとその旨を表す画面が表示されます。ス
テップ4へ進んで下さい。

4.	 オーサライズが完了するとその旨を表す画面が
表示されます。OKボタンをクリックすることで
Authorization	Managerが終了しPeakが使用でき
る様になります。

登録/オーサライズをインターネット環境を備えた
別のコンピュータで行う場合

この登録/オーサライズ方法を行うためには、インストー
ラー CD-ROMからBIAS	Authorization	Managerを
起動、またはインターネット環境を備えたコンピュータの

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。

もし複数のメールアドレスをお持ちの場合には、登
録したメールアドレスを忘れないで下さい。これ
は、BIASの登録アカウントを管理する上で将来的
にシンプルになります。



Peak 6 User’s Guide30

US国内：	 1- 800-775- 2427
インターナショナル：	+1-707-782-1866
日本国内：	 www.m-audio.jpでご確認下さい。

コンピュータのデオーサライズ

もしPeakを長い期間使用せずに特定のコンピュータの
デオーサライズが必要な場合には、以下の手順に従っ
て作業を行って下さい。

	

コンピュータへデオーサライズをする：

1.		 Peakを起 動します。PeakメニューからBIAS	
Authorization	Managerを起動、またはインストー
ラーCD-ROMからBIAS	Authorization	Manager
を起動します。

2.	 デオーサライズしたい製品を選択します。シリアルナ
ンバーとメールアドレスは自動的にリコールされます。

3.	 Deauthorizeボタンをクリックします。

4.	 Deauthorizeボタンをクリックすると完了したことを
表す画面が表示されます。

5.	 OKボタンをクリックします。Doneボタンをクリック
してBIAS	Authorization	Managerを終了します。

まとめ

以上でPeakのインストール、登録、オーサライズの説明
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。

12a.		以前に同じメールアドレスを用いて他のBIAS製品
を登録した場合には、BIASサーバはインターネッ
ト環境を装備したコンピュータへオーサライズファ
イルを送信します。インターネットを装備したコン
ピュータのハードディスクに保存するために保存ボ
タンをクリックしステップ13へ進んで下さい。

12b.		もしBIAS	Authorization	Managerが登録する
メールアドレスを覚えていない場合（初めてBIAS
製品を登録する、または以前に違うメールアドレス
で登録した場合）には、ダイアログが起動します。
そして、登録情報を入力する様に促します。

12c.		登録情報を入力してSubmitボタンをクリックして
下さい。登録が完了するとその旨を表す画面が表
示されます。

12d.		再度、Authorization	Request	Fileを開くのを促さ
れます。開くボタンをクリックBIASサーバはインター
ネット環境を装備したコンピュータへAuthorization	
Request	Fileを送信します。このファイルを保存する
ために保存ボタンをクリックします。

13.	 	OKボタンをクリックすることでAuthorization	
Managerを終了させます。

14.	 	Peakを使用するコンピュータへAuthorization	
Request	Fileを移動（LAN、CDに焼く、フラッシュ
ドライバ、外部ハードディスク、iPod、デジタルカメ
ラ等で）します。

15.	 	ステップ4のAlternate	Authorizationダイアログ
を開きます。Open	Authorization	Fileボタンをク
リックします。

16.	 	Authorization	Request	Fileの場所を指定し開く
をクリックします。オーサライズが完了するとその
旨を表す画面が表示されます。OKボタンをクリッ
クすることでAuthorization	Managerが終了し
Peakが使用できる様になります。

インターネットへ接続する環境がない場合の登録と
オーサライズの方法

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。

デオーサライズを行うには、Peakを使用しているイ
ンターネット接続環境を備えたコンピュータが必要
です。
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第3章：
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Macでは、音はデジタル信号と
して記憶されます。この事は、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事を意味し

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事ができま
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事で音
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。
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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
る事はありません。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事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事が
大切です。この事は、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）を防ぐ事を意味します。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つの場所に記憶されていれば、簡単にデータを探し
出し、読み取る事ができます。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事が必要になります。

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を掛ける事で求められ
ます。）

ハード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
に驚かれる事と思います。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）、読み取る事ができます。
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事ができるの
です。

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事です。ほとんどの場
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既存のオーディオドキュメントを開く

Peakでは、AIFF、Sound	DesignerII、WAVE/Broad	
cast	WAV、QuickTime、Raw、System	7Sound、Sonic	
AIFF、Paris、Jam	Image、AU、MP2、MP3、MP4/
AAC、FLAC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事ができます。

圧縮されたファイルを開く

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。

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。

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事も必要です。（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
ような作業を行う事により、Mac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
行う事が可能になります。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事と思います。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
する事も可能ですが、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
く事ができます。

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事ができます。

新しいPeakドキュメントを作成する

開くダイアログ

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、編集する事はできません。
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オーディオCDからのインポート

CD-ROMドライブ付のMacをお使いの方はオーディオ
CDから直接Peakへファイルを取り込む事が可能です。

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

Import CD Audioダイアログ

Name Trackダイアログ

オーディオCDからのインポートする方法：

1.		 オーディオCDをCD-ROMドライブへセットします

2.	 インポートするトラックをファイルメニュー、または
ツールバーのImport	CD	Trackボタンをクリックし
ます。

3.	 ダイアログが現れるので、インポートしたいCDのト
ラックにチェックマークをつけます。このマークは複
数設定可能です。全トラックをインポートしたい場
合はMark	Allボタンをクリックします。

4.	 Track	Nameを押して選択したトラックに名前をつ
けます。

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、開く事ができます。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事ができます。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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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
ノファイルを開く事ができ、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事ができま
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事になるため、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。

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、作業を開始する事ができます。

Peakはステレオファイルをデュアルモノファイルへの書き
出しも可能です。

5.	 インポートするトラックの指定した範囲をインポート
したい場合は、Set	Import	Timesボタンをクリック
します。以下のCD	Import	Track	Rangeダイアロ
グが現れます。

CD Import Track Rangeダイアログ

もしあなたのコンピューターにiTunes™がインス
トールされていればオーディオCDをCD-ROMドラ
イブにセットした後、iTunesが自動で起動する場
合があります。そして、インターネットに接続されて
いる場合にはiTunesはCDDB™のオンラインデー
タベースからトラック名を自動で取得します。取得
した各トラック名はPeakや他のアプリケーション
で使用する事が出来るので便利です。

“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
のファイルのビットレートとサンプリングレートが同
じでなければなりません。

6.	 スタートタイム、エンドタイムを設定します。タイム
ラインをクリックする事によって直接、スタートタイ
ム、エンドタイムを設定する事が可能です。Playボタ
ンを押して、設定範囲を再生してインポートしたい
範囲がちょうど良くなるように確認、調整してくださ
い。

7.		 Open	tracks	after	 importのチェックボックスを
チェックしておくと、インポートしたトラックが自動
的に開きます。

8.	 Import	CD　Audioダイアログのインポートボタン
をクリックすると選択したトラックの保存先を選択
するウインドウが現れますので、希望する保存先を
指定し、選択ボタンを押します。PeakはAIFF形式
でファイルを保存します。

デュアルモノファイルを開く

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

簡単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事ができ
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、拡張子に「.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。
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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
ディオデータの修復が成功した場合、新たなオーディオド
キュメントとして保存されます。

ファイルの修復を行う際、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修
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。）ファイルの修復には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。誤った情報の選択を行うとファイルは、再生時に
ホワイトノイズや異なったピッチなどの異常が生じます。

修復時にはハードディスクのセクター、ファイルの異常
やI/Oエラーなども考慮して修復を試みます。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。

ファイルの保存と閉じ方

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事はできません。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。

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
ロップする事も可能です。Peakは、ディスクやフォルダ
をスキャンして、Peakで開く事のできる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事ができます。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
る事ができる、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、この章の最初に説
明があります。）

破損したオーディオファイルの修復

Peakでは、オーディオファイルの修復（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

オーディオファイルの回復ダイアログ
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•	 .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。

•	 FLAC − Free	Lossless	Audio	Codec	–一般的な
“lossless”圧縮によるオーディオフォーマット。

•	 MP2 − MPEG-1	Audio	Layer	2フォーマット。

•	 MP3 − MPEG-1	Audio	Layer	3フォーマット。ポー
タブルMP3プレイヤーやwebからのダウンロードな
どに使われる標準的な圧縮フォーマット。

•	 MP4 − MPEG- 4パート14/AAC-アドバンスドオー
ディオコーデックフォーマット。MP4はAACやMP3
に似た圧縮方法ですが、よりファイルサイズが小さく、
かつオリジナルファイルの再現性の高いフォーマット
です（iTunesストアではこのフォーマットで作品が販
売されています）。

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
作業を継続する事になるため、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事ができます。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
す事ができます。“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

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、Mac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/Broadcast 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Mac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Mac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。
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ディザリングはオーディオドキュメントのビット解像度（例
えば24-bitから16-bitなど）を変換する際に生じる量子
化ノイズを目立たなくするための技術です。ディザリング
時にランダムなノイズを意図的に加える事により、オー
ディオドキュメントの変換時に切り捨てられてしまうデー
タから生じる歪みを抑えて音質変化を最小限にとどめる
事ができます。

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事で、その時の状態へ戻る事がで
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。

保存画面

ディザープリファレンス画面

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、
ディザリングを有効にしておく事をお勧めします。

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。

ディザリングを使用する

オーディオドキュメントを低いビット解像度に変更（例え
ば24-bitから16-bitなど）して保存する場合や、CD作成
のために高い解像度のファイルを16ビットフォーマットへ
変換する際にはディザリングを使用する事を強くお勧め
します。

通常、ディザリング/ノイズシェイピングはプラグイン
などのDSP処理やサンプルレートコンバートなどの
すべての作業の一番最後に行うのが理想的です。

作業中の音素材に合ったディザリングのタイプは、オー
ディオドキュメントの保存時、オーディオCDライティング
時、そしてバウンスプレイリストのダイアログ表示時に選
択する事が出来ます。デフォルトのディザリングタイプは
Peakのディザープリファレンス画面で設定できます。

PeakはBIASの 最 新 技 術 で あ るDCAT（Dither	
Cloning	Audio	Technology）を搭載しています。これは
基本的なtriangular、rectangular、truncation、POW-r
のアルゴリズムにより、各音素材にあった多彩なディザリ
ングを選択する事ができます。基本的なディザリングは
以下です；

•	 DCAT 1 − 急なカーブで高域をブーストし、ダイナ
ミックレンジの広い素材に向いています。制作の最終
段階に使用すると良いでしょう。
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•	 POW-r 2 − ややダイナミックレンジの狭い素材に向
いています。ロックミュージックなどに使用できます。

•	 POW-r 3 − ダイナミックレンジの広い素材に向いて
います。オーケストラ音楽などに使用できます。

•	 DCAT 2 − DCAT	1と同内容ですが、ディザーに使
用するノイズが異なります。

•	 DCAT 3 − 緩やかなカーブで高域をブーストし、
DCAT	1、DCAT	2よりダイナミックレンジは狭くなり
ます。いろんな音素材に対応できます。

•	 DCAT 4 − DCAT	3と同内容ですが、ディザーに使
用するノイズが異なります。

•	 DCAT 5 − DCAT	1、DCAT	2のバリエーションで、
より高域をブーストします。ダイナミックレンジの広い
素材に向いています。

•	 DCAT 6 − ハイパスのディザーです。

•	 DCAT 7 − 適度に高域をブーストします。MP3に変
換する際に向きます。量子化ノイズを6.4dB減らし、
ステレオスピーカーでの再生時に人間が聞き取りやす
い帯域に最適化されています。

•	 DCAT 8 − 高域を強くブーストします。制作の最終
段階に使用すると良いでしょう。量子化ノイズを19dB
減らします。ヘッドホンでの再生を前提とした素材に
向きます。

•	 DCAT 9 − 高域を強くブーストします。制作の最
終段階に使用すると良いでしょう。量子化ノイズを
15. 1dB減らします。大きなステレオスピーカーでの再
生を前提とした素材に向きます。

•	 DCAT 10 − ハイパスのディサーで、強く高域を強調
します。制作の最終段階に使用すると良いでしょう。
量子化ノイズを15. 3dB減らします。大きなステレオス
ピーカーでの再生を前提とした素材に向きます。

•	 DCAT 11 − プリエンファシスのカーブです。

•	 DCAT 12 − 96kHzの素材のためのディザーノイズ
シェーピングです。

•	 POW-r 1 − ダイナミックレンジの狭い素材に向きま
す。セリフ、ナレーションなどにも使用できます。

AIFFとQuickTimeファイルフォーマットについて
のみ、圧縮して保存する事ができます。

圧縮したファイル形式（mp3/mp4/AACなど）を
前提とした作業の場合、ファイルは圧縮や変換を
繰り返すたびに音質は低下してしてしまうため、圧
縮は編集作業やマスタリングが終了する最終段階
まで行わないほうが良い結果を生みます。

もし、圧縮が必要なファイルのディザリングの選択
に迷うようなら、DCATやPOW-rのディザリングプ
ロフィールを使わないで下さい。好ましくない結果
になるかもしれません。

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。

Peak	LEにはDCATとPOW-rディザリングは搭載
されていません。Peak	LEではMDAディザープラ
グインをお使い下さい。

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
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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。

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事の
できるウインドウやパレットがいくつもある事がご確認
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。

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）開いている
全てのファイルを閉じる場合は、ファイルメニューから“す
べてを閉じる”を選択します。（⌘＋Option+W）または、
オプションキーを押しながらオーディオドキュメントウイ
ンドウの左上端にある赤いクローズボタンを押します。

コンテンツドロー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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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、第5章をご覧下さい。

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事
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事が
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一般的な矢印ツールです。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。

ハンドツール

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

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。[WaveformDisplay]
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、第5章でより詳しく解
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。
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、第5章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

ブレンドオン/オフ 垂直ロックボタン ハンドツール ペンシルツール

水平ロックボタン 矢印カーソルツール 虫眼鏡 /
ズームツール

トグルドローワー
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“マジック”ペンシルツールモード

ペンシルツールには波形のクリックを自動的に修復してく
れる“マジック”モードがあります。

マジックペンシルツールの使い方：

•	 ペンシルツールを選び、オプションキーを押しながら
波形のクリック等の問題のある付近をマウスでクリッ
クして下さい。自動的に問題の波形が修復されます。

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の下の部分、コンテン
ツドローワーでは、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）、BPM（1分間
の拍数）が表示されます。X、Sel、BPMの値については、
入力する事もできます。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（⌘＋Shift＋T）。

る度に、より拡大した波形イメージを見る事ができます。
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。

Zoom Amountダイアログ

また、オプションを押しながら虫眼鏡ツールをクリックす
ると、[Zoom	Amount]ダイアログボックスが表示され、
拡大／縮小量を設定する事が可能です。

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事ができ
ます。

Pencil Toolダイアログ

カーソルオーバーレイがマウスカーソルを動かすとその場所の波形
の情報を表示します。

アローカーソル時にオプションを押しながら左右に
ファイルをドラッグするとズームツールになります。

オプションと⌘を同時に押すとハンドツールになり
ます。

オプション+コントロールではキューイングが出来
ます。

Peak	LEにはマジックペンシルツール機能はありま
せん。

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”で、各フォーマットを選択できます。

カーソルの場所から表示される各項目の意味は以下です：
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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
も表示する事ができます。

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]の設定を行う事ができます。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事ができます。[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

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事を示します。

[R]	 =	カーソルが右チャンネルの上にある事を示します。

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。

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、サイズを変更する事ができます。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

トランスポートには、タイムディスプレイ、トランスポートコントロール、メーター、マスターフェーダーが含まれています。

Metersダイアログ
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あり、どのアイテムを表示するか選択する事ができます。
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事ができます。

コンテンツウインドウ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
ウインドウのサイズを変更します。

コンテンツウインドウの列幅を変更する：
•	 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。

コンテンツウインドウで列をソート（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
ンツウインドウ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
を使用する事ができます。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で設定
します。

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事は
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第11章：
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

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。

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。

マスターフェーダー

マスターフェーダーは、カウンターディスプレイの下に配置
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。プリ/
ポストの切り替えボタンでマスターフェーダー前後のレベ
ルを確認できます。

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
ツウインドウがあります。画面下部には3つのボタンが

Peak	LEでは、Metersダイアログは使用できませ
ん。

コンテンツウインドウ
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このボックスにチェックを入れると、オーディオドキュメン
トの波形をダブルクリックするとその地点からプレイバッ
クを開始します。
チェックを外すとダブルクリックした地点からマーカーで
設定した地点までを選択する機能になります。（マーカー
がない場合は、ダブルクリックした地点からファイルの始
点あるいは終点を選択します。）

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の量を設定する事ができます。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事もできます。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）事によって短いルー
プ（10〜600ms）を再生する事ができます。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事ができま
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事が
できます。また、このダイアログでは[テープスタイル]を
選択する事もできます。Peakのスクラブ機能についての
詳細は、第5章を参照して下さい。

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。

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。

Preferencesダイアログ

Playback Preferencesダイアログ
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“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
で指定する事ができます。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、
Control＋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。

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]を選択する事
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事ができます。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事を示します。

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
心に来る事になります。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。

2.	 “波形のスクロール”機能を無効にするには、再度

Auditioningダイアログ
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クが入っている場合、機能が有効になっている事を
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
なっている事を示します。

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
する色を指定する事ができます。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
使用する事もできますが、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
択する事もできます。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
を行う事もできます。[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。

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）事ができます。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事に
よってそのような影響を緩和させる事ができます。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、切り替える事ができ
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	Blend-
ingEnvelope”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、第5章をご覧下さい。

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」で表示される事が多いようです。“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。

“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

Colorsダイアログ

“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。
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オーディオファイルのメーター、拍子、
タイムスタンプ、MIDIノートネームの設定

Edit	MIDI	&	Tempo	Infoダイアログではオーディオド
キュメントのテンポ、メーター、タイムスタンプ、そして
MIDIノートのルートキーやハイキー、ローキーの範囲、
サンプルプレバック時に使用するMIDIノートネームを設
定します。

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に知らせる事が必要にな
る場合があります。Edit	MIDI	&	Tempo	Infoダイアロ
グでオーディオドキュメントのテンポを入力して下さい。

オーディオドキュメントのメーターを入力する事もできま
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。

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
入力する事もできます。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

波形表示のカラー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事ができます。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Mac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.		 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。

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、CDフレーム、SMPTEタイムコード、小
節｜拍です。フォーマットは、作業の目的に応じて選択し
てください。

タイム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。

タイムフォーマット、タイムユニットコマンドの選択

プレイリストとオーディオドキュメントはそれぞれ
違ったタイムユニットフォーマットを使用できます。
また、全てのオーディオドキュメントは同じタイムユ
ニットフォーマットを共有します。
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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、ScratchDisks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）や高速サーバーに接続できる
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。

2.	 Scratch	Disksダイアログは、現在Mac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。

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。

RAMにキャッシュ

RAMを2GB以上搭載したMac上でRAMにキャッシュ
を使用すれば劇的に音声処理の速度を上げる事が出来
ます。RAMにキャッシュを有効にした場合、オーディオド
キュメントの編集時に編集される部分はRAMを使用し、
編集完了後にファイルを保存する際は、編集されたデー
タはRAMからハードディスクに保存されます。

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。Mac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事が
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事ができます。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

MIDI & Tempo Infoダイアログ

Scratch Disksダイアログ
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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、KeyboardShort-
cuts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。

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」を簡単に作成する事ができます（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事ができます。

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。

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。

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事ができま
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Peak	6. 0	Shortcutsという名前で以下
に保存されます：

Users/<YourUserAccount>/Library/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事に
より、ショートカットキーの一部として使用する事も
できます。

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。

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。



Chapter 3: Peak の基本 53

 3

Peakで使用可能になったMIDI入力機器をMIDI thruす
るには：

•	 MIDI	Out	Devices枠内に表示されるMIDI機器名
のチェックボックスをチェックして下さい。

MIDIコントロールサーフェイスは多くの独自のMIDIメッ
セージを使用します。その場合、ソフトウエアインストゥル
メントがMIDIデータを受信した時に予期せぬ動作を引
き起こす事があります。

この問題を避けるためにMIDIコントロールサーフェイス
のCのチェックボックスをチェックして下さい。これによ
りMDI入力をブロックする事ができます。（Cはコントロー
ルサーフェイスを意味します。）

コントロールサーフェイスからソフトウエアインストゥルメ
ントへのMIDIメッセージをブロックするには：

•	 MIDI	Input	Devices枠内のMIDIコントロールサー
フェイスのCのチェックボックスをチェックします。

PeakでFrontier	Design	Tranzportを使用する

PeakFrontier	Design	Tranzportコントローラーで使用
できるようにデザインされています。

PeakでFrontier Design Tranzportを使用するには：

1.		 MIDIインターフェイスに接続したTranzportが
MacのAudio	MIDI設定で正確に接続されている
か確認します。

2.	 PeakのMIDI	Preferencesダイアログで“Enable	
Frontier	Tranzport”のチェックボックスをチェック
します。MIDI	Input	Devices枠のTranzportの名
前のとなりのCチェックボックスもチェックします。
MIDI	Input	Devices枠のTranzportの名前のす
ぐ左のチェックボックスはマークしないでください。

3.	 OKをクリックしてPeakを再起動して下さい。再起
動後、Tranzportが使用可能になります。

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）する事ができます。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。

MIDIプリファレンス

MIDIプリファレンスダイアログはMacのOSXオーディ
オMIDI設定で登録されたMIDI機器のMIDIイン、ア
ウトを表示します。左のウインドウはMIDIイン、右側は
MIDIアウトに接続されたMIDI機器が表示されます。

MIDIデータ受信を有効にするには：

•	 MIDI	Input	Devices枠内に表示されるMIDI機器
名のチェックボックスをチェックして下さい。

FileMaker	ProはPeakには付属していません。

MIDIプリファレンスダイアログ
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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
る事ができません。

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。

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。

ツールバーのアイコンのサイズを変える：

1.		 Preferencesダイアログの[Shortcuts/Toolbar	Pre-
ferences]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。

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
する事ができます。[Shortcuts&Toolbar]メニューは、よ
く使用する機能をグループ化する事ができるので、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事ができるので、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
タマイズする事ができます。

ツールバーに項目を追加または削除したい場合は、Pre-
ferences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	6. 0Shortcuts]
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。

Mac	HD/Users/UserName/Library/Preferences/

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。

ツールバーの右下のコーナーをドラッグする事に
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事ができます。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」ピクセルの範囲で自由に調節する事がで
きます。

ツールバーのボタンサイズ、コンフィグレーション、縦、横の設定はユーザーで可変可能です。ここでは異なるボタンサイズを示しています。

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。
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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
に戻る事ができます。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'tSave]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。

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事と思います。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。

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'tSave]をクリックして下さい。
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第4章：
再生と録音

はじめに

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、Mac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、Mac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など）で行う事がで
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。

再生と録音の設定：

Macの内蔵オーディオ、またはサードパーティーのオー
ディオカードやインターフェイスを使用している場合、再
生と録音のために事前にいくつかの基本的な設定が必
要になります。この項ではいろいろな環境でのPeakの再
生と録音の設定を説明します。

PeakはデフォルトでMacのCore	Audio内蔵オーディオ
を使用するように設定されています。
もしサードパーティーのオーディオカードやインターフェイ
ス（PCI、USB、FireWireなど）を使用する場合は、その
機器のCore	Audioドライバーをインストールする必要が
あります。
Mac	OSは多種のオーディオカード、インターフェイスを
サポートしていますが、各ドライバーのインストールが必
要になります。詳しくはお使いのハードウエアの説明書を
ご覧下さい。

Core	Audio

Peakは、Apple社 のCore	Audioに 対 応しMacの内
蔵オーディオシステムやApogee™、Digidesign™、
Ediro l™、M-Aud io™、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。

ハードウエアの互換性について：

PeakはMac	OSX	Core	Audioと互換のあるハードウエ
アに対応しています。

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

Peakを最初に立ち上げたとき、Audio/MIDI	
preferencesの設定ダイアログが現れます。まずは、
手早くあなたのオーディオハードウエアを設定する
ため、Yesをクリックして下さい。

各オーディオインターフェイスの個別の設定はそれ
ぞれのコントロールパネル、ユーティリティーソフト
ウエア等をご確認下さい。
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録音、再生時に使用するハードウエアの選び方：

1.		 オーディオメニューからオーディオインターフェイス
の選択 ...を選びます。

2.	 Select	Audio	I/Oダイアログからインプット、アウト
プットに使用するオーディオハードウエアを選びます。

3.	 Buffer	Sizeメニューでは512を選びます。
これはデフォルトの設定で、一般的にいろんな機器
で使用されている値です。

4.	 Input	Levelスライダーで入力レベルを調節します。
使用するオーディオインターフェイスよっては、固有
の別画面にて設定が必要な場合もあります。

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。

Audio	MIDI設定

いつくかのオーディオインターフェイスでは、Audio	
MIDI設定でMIDI関連の設定も必要です。このAudio	
MIDI設定はアプリケーションフォルダ内のユーティリ
ティフォルダにあります。

基本的なオーディオハードウエアの設定方法
（Stereo	I/O機器）

ここでは基本的なオーディオハードウエアである、Mac
内蔵オーディオやサードパーティーのオーディオインター
フェイス（2chのオーディオイン、アウトを持つ機器）につ
いて設定方法を説明します。

Audio MIDI設定図

確実な録音をするために、Peakで設定されている
レコーディングフォーマット（ビットデプス、サンプ
ルレートなど）がきちんとAudio	MIDI設定ででも
設定されているか確認して下さい。

処理速度の遅いMacをお使いの場合、サンプ
ルレートが44. 1KHz以上での作業時では、バッ
ファーサイズを大きく設定する必要があります。
通常、バッファーサイズの値は低めに設定するのが
録音、再生時のトラブルを避ける方法なのですが、
もし録音、再生時に音が飛んだり、ドロップアウト
したような症状があれば、バッファーサイズの設定
値を見直し、正常に動作する値に変更して下さい。

オーディオインとアウトは同じオーディオハードウエ
アをお使いになる事を強くお勧めします。
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2.	 Input	Deviceメニューから希望するマルチチャンネ
ルオーディオインターフェイスを選びます。

3.	 オーディオメニューからオーディオ入力設定...を開き
ます。Audio	Input	Settingsダイアログが表示され
ます。

4.	 Record	Throughメニューから希望するインプット
を選びます。

5.	 OKを押して設定完了です。

オーディオハードウエアの詳しい設定
（マルチチャンネルI/Oの場合）

サードパーティー製のマルチチャンネルのオーディオイン
ターフェイスをお使いの場合、インプット、アウトプットの
設定が必要な場合があります。

Peakはデフォルトでインプット1、2を録音、アウトプット1、
2を再生に使用します。マルチチャンネルのオーディオイ
ンターフェイスを使用し、もしイン/アウトを1、2チャンネ
ル以外で行いたい場合は以下の設定が必要になります。

マルチチャンネルオーディオインターフェイス使用時のア
ウトプットの設定方法：

1.		 オーディオメニューからオーディオインターフェイス
の選択 ...を選びます。

2.	 Output	Deviceメニューから希望するマルチチャン
ネルオーディオインターフェイスを選びます。

3.	 オーディオメニューからオーディオ出力設定 ...を開
きます。

4.	 In	the	Audio	Output	SettingsダイアログのPlay	
Throughメニューから希望するアウトプットを選び
ます。OKを押して設定完了です。

マルチチャンネルオーディオインターフェイス使用時の
インプットの設定方法：

1.		 オーディオメニューからオーディオインターフェイス
の選択 ...を選びます。

Input	Levelスライダーは最初は3/4くらいのところ
に設定しておくのが良いでしょう。Audio	I/Oダイ
アログを閉じて、Peakの録音ボタンを押し、その際
に入力される音源のレベルがPeakのVUメーター
を確認して下さい。一番大きな音が- 6dBあたりに
なればちょうど良い入力レベルです。必要に応じて
Audio	I/Oダイアログに戻り、設定をしてください。

PeakのPlay	ThroughとRecord	Throughメニュー
は実際の入出力機器のインプット、アウト番号が
合致しない場合があるかもしれません。
もし、その場合は、ご使用になられるオーディオイ
ンターフェイスの説明書をご覧下さい。

オーディオインとアウトは同じオーディオハードウエ
アをお使いになる事を強くお勧めします。
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録音フォーマットとオプション設定

Peakで録音作業を行う際、そのレコーディング条件に応
じた各種設定を行う必要があるかもしれません。

録音時の各設定はオーディオ入力設定 ...、オーディオ出
力設定 ...、録音設定 ...メニューから行えます。

Audio	Output	Settingsダイアログ

Audio	Output	Settingsダイアログではオーディオ再生
の各設定を行います。

レコーディングディスクとフォーマットの
	設定

Peakは録音の際、AIFF、mono、16-bit、44. 1kHzフォー
マットがデフォルトに設定されています。録音時には大
容量のハードディスクをご使用下さい。PeakはAIFF、
Sound	Designer	IIフォーマットのモノ、ステレオファイル
にて使用するオーディオインターフェースが対応している
各ビットデプス、サンプルレートでハードディスクに録音
可能です。Record	Diskダイアログの“largest	drive”は
容量の多いハードディスクを見つけてくれます。

お使いのMacの内蔵ハードディスクに十分な容量がある
のであれば内蔵ハードディスクを、外付けFireWireドラ
イブを接続して、こちらのドライブの方が大きければ外付
けFireWireドライブへPeakは録音します。もちろん、録
音するハードディスク、フォルダーを設定すれば、Peakは
今後同じ場所へ録音していきます。

レコーディングディスクを設定する：

1.		 オーディオメニューから録音設定 ...を開きます。
	 	 Record	Settingsダイアログが表示されます。

2.	 Record	Diskメニューで録音するハードディスクを
しています。OKをクリックして設定完了です。

録音フォーマットを設定する：

1.		 オーディオメニューからオーディオ入力設定 ...を選
びます。Audio	Input	Settingsダイアログが表示さ
れます。

2.	 Sample	Rateメニュー、Channels、Bit	Depthボタ
ンを希望する録音フォーマットに設定します。OKを
クリックして設定完了です。
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Audio	Input	Settingsダイアログ

Audio	Input	Settingsダイアログでは録音時の各設定を
行います。

Record	Throughメニュー

ここではお使いのオーディオインターフェイスへの入力の
設定を行います。
たとえば、複数の入力のあるオーディオインターフェイス
をお使いの場合、録音すべき適切なインプットチャンネル
を選ぶ事ができます。

Sample	Rateメニュー

Sample	Rateメニューは、録音時のサンプルレートを設
定します。いくつかのサンプルレートは、お使いになる
オーディオインターフェイスやCore	Audioドライバーに対
応していないものがあるかもしれません。デジタル信号
の音源から録音する際は音源と同じサンプルレートを合
わせる必要があります。サンプルレートの詳細について
は巻末の用語集をご覧下さい。設定が“Auto”の場合、入
力されるどんなサンプルレートででも録音します。特定の
サンプルレートに設定する必要がある場合は、サンプル
レートを設定して下さい。

Clock	Sourceメニュー

デジタルシンクのためのクロックソースを設定します。

Sample	Rateメニュー

再生時のサンプルレートを設定します。デフォルトのサン
プルレートの設定は“Auto”です。特に設定の変更が必
要がない場合は“Auto”にしておけば良いでしょう。

Play	Throughメニュー

オーディオインターフェースのアウトプットチャンネルを設
定します。たとえば、マルチチャンネルオーディオインター
フェイスをお使いの場合、アウトプットの行き先をモニター
スピーカーやヘッドホンアウト等へ送る事ができます。

Sample	Rate	Converter	Qualityメニュー

Peakはオンザフライのサンプルレート変換を備えています。
（オーディオドキュメントの再生時に、そのサンプルレート
が使用するオーディオハードウエアが対応しているサンプ
ルレートと異なる際に対応します）設定が1の場合、一番
低いクオリティーのサンプルレート変換ですが、CPUの
負担は最小です。設定が5の場合は最高のクオリティー
のサンプルレート変換になりますが、CPUのパワーをよ
り必要とします。ご使用になるMacの処理速度に応じて
設定して下さい。デフォルトの設定は3です。

Audio	I/Oボタン
Audio	Output	Settings内のAudio	I/Oボタンを押すと、
Select	Audio	I/Oダイアログが表示されます。ここでは
使用中の入出力機器とバッファーサイズが表示されます。
（Input	Levelは入力機器がインプットレベル調整に対応
している場合、設定可能になります）

Sample	Rate	Converter	Qualityの設定はTape-
Style	Scrubbingのクオリティーにも影響する事に
注意して下さい。
BIASは、あなたのシステム上で可能な最も高い設
定で使用される事をお勧めます。
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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。

Record	Diskメニュー

Record	Diskメニューでは、録音に使用するハードディス
クを選択します。一つ以上のハードディスクがMacに接
続されている場合、このメニューを使って録音に使用す
るハードディスクを選択します（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）。

File	Formatメニュー

File	Formatポップメニューでは、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のデフォルトの
AIFFになります。

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。

Clock	Sourceメニュー

クロックソースが内部か外部かを選びます。

Channelsラジオボタン

録音する音源をモノかステレオか選択します。

Bit	Depthラジオボタン

ビットデプスを設定します。お使いになるオーディオイン
ターフェイスの対応しているビットレートを確認して下さ
い。ビットデプスの詳細については巻末の用語集をご覧
下さい。

Record	Settingsダイアログ

オーディオメニューから録音設定 ...（Option+R）、または
ツールバーで選ぶと、Record	Settingsダイアログが表示
されます。ここでは録音の各設定を行います。

“RecordSettings”ダイアログの中でいくつものメニュー、
ボタン、チェックボックスがあります。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

入力する音源がデジタル入力の場合はClock	
Sourceを確実に設定して下さい。

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。

Record Settingsダイアログ
録音時のフィードバックループには十分に注意し
て下さい。フィードバックはあなたの機材や耳にダ
メージを与える事があります。録音時のモニタリン
グではMonitorチェックボックスはチェックしない
事でフィードバック対策になります。
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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。

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。

Audio	Input	Settingsボタン

このボタンを押すとAudio	Input	Settingsダイアログが
開き、録音時の各設定を行えます。

Select	Audio	I/Oボタン

このボタンを押すとRecord	Settingsダイアログが開き、
入出力機器の選択を行えます。バッファーサイズやイン
プットレベルの設定も行えます。

Record	Through	Plug-Insチェックボックス

このチェックボックスをチェックすると録音の際にPeak
にインストールされているAudio	UnitsとVSTプラグイン
のエフェクトをリアルタイムに掛け録りする事ができます。
この設定はバーチャルインストゥルメントプラグインの出
力をPeakのオーディオドキュメントとして録音できます。
Record	Through	Plug-Insの詳細についてはこの項の後
方で説明します。

Select	Audio	I/Oダイアログ

インプット、アウトプットの設定を行います。
このダイアログはオーディオメニューのオーディオイン
ターフェイスの選択 ...、またはオーディオ出力設定 ...の
Select	Audio	I/Oボタンからも表示できます。

Create	Split	Stereo	Filesチェックボックス

Create	Split	Stereo	Filesチェックボックスをチェックす
ると、ステレオ入力された音源をデュアルモノフォーマッ
トで録音します。デュアルモノフォーマットは、Pro	Tools
などのアプリケーションで使用されるフォーマットでsplit	
stereoとも呼ばれます。

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
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Input	Levelスライダー

Input	Levelスライダーは、レコーディングをする前に入力
レベルを設定する事ができます。このスライダーとシステ
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。お使いのオーディオインターフェイ
スがこのインプットレベルスライダーに対応していない場
合は、このスライダーはグレイアウトします。

オーディオの再生

これまでの設定が完了していれば、オーディオドキュメン
トの再生の準備が整っています。ここではオーディオ再
生時の様々な機能や方法を説明します。

トランスポートコントロール

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、録音の両方を操作するためのツー
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。

再生のスタート/ストップ：

•	 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。オーディオドキュメントの
最初から再生を開始します。（またはカーソルで設定し
ている位置から再生します）

•	 再生をとめる場合には、スペースバーをもう一度押す

Input	Deviceメニュー

オーディオ入力機器を選択します。

Output	Deviceメニュー

オーディオ出力機器を選択します。

Buffer	Sizeメニュー

このメニューは、使われるバッファー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事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
をする事が最適です。例えば、512のバッファーサイズを
使えないシステムならば、まず1024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事を薦め
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ーサイズを試
す必要があります。

Select Audio I/Oダイアログ

録音

ループ再生を使用する早送り/最後の位置に送る停止

最初の位置に戻す 再生
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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

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/再生する機能があります。複
数のオーディオドキュメントを開き、Mac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。）

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。

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。

再生を止めてカーソルを元の場所へ戻すには：

•	 リターンキーを押してください。

巻き戻し再生：

•	 再生中に巻き戻しボタンを押して下さい。

ドキュメントの最初の位置に戻す：

•	 再生を止めたのち、巻き戻しボタンを押すか、リター
ンキーを押して下さい。

•	 再生中の場合はリターンキーを2度押して下さい。

早送り再生：

•	 再生中に早送りボタンを押して下さい。

ドキュメントの最後の位置へ：

•	 再生を止めたのち、早送りボタンを押します。

ドキュメントの特定の場所から再生：

•	 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。

波形をダブルクリックする事で再生をスタートさせ
る事も可能です。この機能はPlayback	preferences
で設定可能です。

PeakはFrontier	Design社のTranzportコントロー
ルサーフェイスに対応しています。
設定等の詳細は第3章をご覧下さい。

数字キーはMacのキーボード上段のものを使って
下さい。拡張キーボードの数字キーパッド等では
動かない事があります。

ダブルクリックによる再生が有効になっているか
環境設定...のPlayback	preferencesn内のDouble-	
click	on	waveform	to	begin	playbackチェック
ボックスを確認して下さい。
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録音を開始する：

1.		 オーディオメニューから録音を選択（⌘+R）、または
トランスポート、ツールバーから録音ボタンを押しま
す。Recordingダイアログが表示されます。

2.	 録音する音源を鳴らします。

3.	 Recordダイアログ内の録音ボタンをおして録音を開
始します。

録音を終了する：

1.		 Recordダイアログ内の停止ボタンを押します。録音
が終了し、Saveダイアログが表示されます。

2.	 録音したドキュメントに希望するファイル名を付け
ます。

3.	 保存ボタンを押します。

録音を一旦停止する：

1.		 録音中にポーズボタンを押します。

2.	 録音が一旦停止し、もう一度ポーズボタンを押すと
録音が再開します。

録音時間を設定した録音

Peakは録音時間を設定しての録音が可能です。
これはカセットテープやLPレコードなどあらかじめ録音

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。

オーディオを録音する

これまでの設定が完了していれば、オーディオドキュメ
ント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いただきます。加えて
QuickTimeムービー、マルチドキュメントの録音、プラグ
インエフェクトを使った録音も説明します。

録音を開始する前に、使用する楽器や音源のボリューム
をある程度低くしてから録音レベルを設定するのがよい
でしょう。PeakのRecordダイアログを最初に表示したと
き、録音はまだ開始されていませんがレベルメーターは
動作しています。ここで録音レベルを確認する事ができ
ます。
そしてゆっくりと音源の出力レベルを上げていき、Peak
のメーターの- 6dBあたりにくるぐらいに調整して下さい。
これはあらゆる録音素材にとっても、ちょうど良い録音
レベルといえます。ヘッドルームを- 6dBとっておけば、過
大入力によるクリッピングやデジタルディストーションか
ら逃れる事ができます。もちろん、より良い録音のために
あなた自身で適時、入力レベルを調整してください。

録音の基本

前項で述べたオーディオインターフェイスの選択と録音の
設定が出来ていれば録音は簡単に始める事ができます。

第8章のDSPの項目にあるChange	Gain、￥Gain	
Envelope、Normalization、RMS	Normali-zation
についても読んでおいて下さい。これらは録音後
にオーディオレベルを引き上げる機能です。

Recordダイアログ
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プラグインエフェクトを使った録音

PeakはAudio	UnitとVSTプラグインエフェクトを録音
時に掛け録りする事ができます。この機能は録音後にエ
フェクトを掛ける作業の必要が無くなるため時間短縮に
なります。

しかし、掛け録りの場合、録音後にエフェクトをオフにす
る事はできません。もし録音された結果が好ましくなけ
れば、再度、プラグインエフェクトを調整したのちに録音
しなければなりません。

プラグインエフェクトの掛け録りの例：

•	 録音する素材のダイナミックレンジが広い場合（突
然に音量の起伏が激しい場合など）、録音レベル
の設定は難しくなります。その際はBIAS	Sqweez	
Compressor/Limiterプラグインを使って入力レベル
をリアルタイムに調整して録音すれば効果的です。

•	 カセットテープ素材を録音する際、テープヒスノイ
ズが気になる事があります。その場合、別売のノイ
ズリダクションプラグインのBIAS	SoundSoap	2や
SoundSoap	Proを使ってノイズをリアルタイムに除去
します。

録音中にプラグインの設定を調節できるので、録音した結
果を参考に次の録音の前に設定の微調整してみましょう。

時間の解っている音源を録音する際に有効です。録音時
間を設定する事により余分なハードディスクのスペースを
消費する事がありません。

録音時間を設定する：

1.		 オーディオメニューから録音設定 ...（Option+R）を
選びます。

2.	 Use	Record	Timerチェックボックスをチェックしま
す。Recording	Timeダイアログが表示されます。

3.	 Recording	Timeダイアログで録音時間を設定し
ます。設定ができたらOKをクリックします。長さは
sec.（秒）で表示されています。たとえば10分間の
録音時間を設定する場合は、“600”に設定して下さ
い。

4.	 Record	SettingsダイアログのOKを押してダイアロ
グを閉じます。

5.	 オーディオメニューから録音（⌘+R）を選び、ダイア
ログを表示します。

6.	 録音する音源を鳴らします。

7.		 Recordダイアログ内の録音ボタンを押して録音を
開始します。

8.	 録音は設定した時間が来ると自動的に終了し、
Saveダイアログが表示されます。名前を付けて保存
ボタンを押します。

Recording Timeダイアログ

録音が終了したら、以後の録音時に問題がおこら
ないようにUse	Record	Timerチェックボックスの
チェックを外す事を忘れないでください。

録音時にプラグインを使用するのはCPUのパワー
を必要とします。
もしオーディオのドロップアウトや、意図しない問
題が起こる場合はハードウエアのバッファーサイズ
を増やす必要があるかもしれません。
お使いのシステムに十分なパワーがない場合は、
掛け録りではなく録音後にプラグインエフェクトの
処理をする事をお奨めします。
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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。

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

2.	 ムービーファイルを開きます。

3.	 Recording	Settingダイアログを開き、The	Append	
to	Documentチェックボックスをチェックします。

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録音ボタンをクリックして
下さい。

5.	 Recordダイアログでムービーアイコンをクリックして
下さい。

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作成し、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。

Recordダイアログのムービーアイコンを押すとQuicktimeムービー
と録音の時間軸が同期します。
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6.	 録音する音源を鳴らす準備をします。ナレーション
の場合はしゃべりのテストやマイクの確認等を行っ
ておきます。

7.		 録音ボタンを押して録音を開始します。

8.	 Recordダイアログの停止ボタンを押して録音を終了
します。

9.		 保存します。

10.	ファイルメニューの別名で保存...でFile	Typeを
QuickTimeに選択します。

まとめ

ここまでPeakの録音と再生について学びました。
次の章ではPeakの強力なオーディオドキュメントの編集
機能について学びます。
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第5章：
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事ができます。

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事です。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事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事で
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
戻す事ができるという事です。編集した内容は、保存す
る事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。Mac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事により、動作を連続的に取り消した
りやり直したりする事ができます。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。

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
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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事ができま
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
る事ができます。

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事です。オーディ
オを編集するためには、編集したい領域を選択する必要
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
であるという事になります。

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事も重要です。波形がゼロの

してきわめて正確な編集作業を行う事ができます。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
された音を見た事のない方は、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
音した内容を見る事は、実際には道路地図を見るのと同
じくらい簡単な事なのです。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事ができま
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。

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事ができ
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。

音の波形表示

波形表示の選択
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“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事ができます。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事
で、開始地点や終了地点を調整する事が可能です。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
果をかける事ができます。

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事
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事
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事ができます。
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。

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、終了する事で、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）を避ける事ができま
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
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ーがスナップされます。

波形表示とマーカー

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事が可能です。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）する事はできません。
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この章の後半と、「第6章：PlaylistとCDライティング」で
詳しく解説しています。）

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事ができます。
[ChangeGain]のDSP機能については、「第8章：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、Edit	Metadataダイアログが開きます。

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いくつ
かの方法があります。

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[endloop]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。

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事です。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

波形表示とループ

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

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
て選択をし、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。
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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。

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Mac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。

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。

マーカー内の音を再生する際、ダブルクリックす
る事でそこから再生する事ができます。マーカー
の作成はダブルクリックで行うのが便利かもしれ
ません。この設定を有効にするには環境設定から
Playback	Preferencesを開きます。Double-click	
on	Waveform	to	Begin	Playbackチェックボック
スをチェックして下さい。

これらの機能の詳細に関しては、付録2：Peak
Actionsを参照してください。
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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）事によって短いループ（10
〜600ms）を再生する事ができます。探している場所が
見つかったら、編集を開始する事ができます。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。

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。

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
があります。以下にその詳細を説明します。

Auditioningダイアログ

ダイナミックスクラビング機能のループ時間の設定
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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+/-2. 25倍までです。

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事によって再生
ポイントを制御する事が可能になります。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キーを押す事によって、
ジョグモードとシャトルモードを切り替える事ができます。
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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事ができます。“Editsの表示...”
コマンドは、前回保存した後で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事ができます。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事ができます。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事ができます。1つめは、
編集メニューのEditsの表示...です。

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事ができま
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。Mac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
する事により、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事
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事が
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

Editsの表示 ...

コンテンツドローワーでの“Editsの表示 ”
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重要な編集機能

Peakでは、カット、コピー、ペーストなどMac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事
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、挿入する事ができ、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
み合わせる事ができます。

スクラッチディスク

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。Mac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
用して指定する事ができます。初期設定でどのディスクに
するか、すなわち「プライマリ」をどのディスクにするかも
選択する事が可能ですが、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ーのディスクを利用する事が
できます（コネクションスピードの速いサーバーである事
が必要）。その場合は、利用可能なサーバーが[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）や、サーバーに
接続できる場合にのみ使用するようにして下さい。

“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事が
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.		 いくつかの編集動作を実行します。（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.	 リスト内で元へ戻したいアクションの記述をWク
リックして下さい。

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。

Scratch Disksダイアログ

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、やり直す事はできなくなります
のでご注意下さい。
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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
削除される事はありません。

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、Mac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＆ペーストする事に
より、自由にアレンジし直す事ができます。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、または複製する事が可能です。詳細を以下に
示します。

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事ができます。

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事ができます。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Mac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事はありません。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。

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

オーディオのデリート（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
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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）、テクスチャーといった音の「断片」をカッ
トし、ペーストして楽曲やサウンドスケープを作成する事
ができるため、手早く曲を作る場合には特に便利です。
これは手早くフレーズやリフ、簡単なテクスチャーを制作
する事ができ、コンポジションやサウンドスケープに役立
つ事でしょう。

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、第6章：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

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事ができます。
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
ドを適用する事も可能です。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事ができます。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」事がで
きるようになります。サウンドデザインのアプリケーション
としても、音をコラージュ的に組み立て、デザインする事
が可能です。

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
事なく、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事がで
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。
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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
プルや効果音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。

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て無音にします。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。

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
回数を指定する事が可能です。“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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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。

レコードから録音する際、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
面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、ノコギリ状の変化として
確認されます。

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。

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	

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、無音になります。

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
挿入する事ができ、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。

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。

Insert Silenceダイアログ
レコードの録音をデジタル化した際の例

デジタルクリックの例

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。



Peak 6 User’s Guide88

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。

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、第7章：
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、第3章：
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.	 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。

ズームイン時にクリックしている場所を簡単に見つけられるように、
できるだけクリックに近い位置にカーソルを置いてください。

クリックしている波形の上をペンシルツールで描きます。

クリックの修復が完了し、音がスムーズになりました。

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。

クリックの近くにカーソルを持っていくと、カーソ
ルが別の場所へジャンプする事があるかもしれま
せん。これはPeakのオートスナップ機能が有効に
なっているためで、カーソル近くのゼロクロッシング
位置へ自動に移動する機能です。オートスナップを
無効にしたい場合は、オプションメニューからオー
トスナップのチェックを外して下さい。
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事によってそれらの効果を緩和する事ができます。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
す事によって、ブレンドのオン／オフを切り替える事がで
きます。

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。

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
で確認する事ができます。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）事ができます。

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

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

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。
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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。

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、[EnvelopeEditor]
を閉じる前に“保存”ボタンをクリックして下さい。

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。

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事ができます。
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、

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、
[LinearBlend	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、
[EditBlending	Envelope]ボタンをクリックします。
[BlendingEnvelope	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[PeakEnvelopes]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

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]ダイアログで[Linear	Blend	Calculations]
にチェックを入れた場合には、[Equal	PowerX-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事ができます。

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。

カスタムエンベロープ以下に保存されています：

/Mac	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。

Blending Envelope Editor
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トの形を正確に指定する事ができます。これらの制御機
能は、[Preferences]ダイアログの[FadeIn	Envelope]セ
クションおよび [Fade	Out	Envelope]セクションから使
用します。

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。

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。

5.	 作成したエンベロープの形を反転したい場合は、

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事により、
フェードインやフェードアウトの正確な形を指定する事が
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

[Fade Envelope Editor]（フェードイン）
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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。

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事
により、選択、編集、再生などを実行する際に素早く目的
の場所を探し出す事ができます。

マーカーは、「ループ」として定義する事もできます。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事も、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

“<-->”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、[EnvelopeEditor]
を閉じる前に“保存”ボタンをクリックして下さい。

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。

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

カスタムエンベロープ以下に保存されています：

/Mac	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。

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。

素早くフェードのエンベロープへアクセスするには、
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
アクセスする事ができます。

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。

マーカーの表示
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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
択する事ができます。

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
を指定する事ができます。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始点にするかループの
終点にするかを、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。

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 な々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
かく調節する事ができるため、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。

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
集したりする事ができます。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ダブルクリックすると表示さ
れます。

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。

“オートスナップ”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。

一番最初に作成した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いません）

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事で
簡単に探し出す事ができます（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。

Edit Markerダイアログ
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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。

録音中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。

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.	 Mac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。

Anchor	To	Sampleチェックボックス

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
を残す事ができます。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チェックボックス

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事ができます。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。

Delete	Markerボタン

[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。

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。
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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。

マーカーの削除

以下はマーカーを削除するいくつかの方法です。

マーカーを削除する：

1.		 マーカーの三角形のベースをダブルクリックします。
[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ダブ
ル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。

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ダブルクリックします。
[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

Nudge Markersダイアログ
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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。

リージョンとCDフレーム位置について

Peakのプレイリスト使用するリージョンを作成している
場合、CDをライティングする予定であれば、レッドブック
に準拠したCDフレームに設定しておくのが確実です。（ア
クションメニューのスナップ）またオートスナップが有効
になっているか事前に確認しておいて下さい。（オプショ
ンメニューのオートスナップ）CDフレーム境界線は連続
した音素材にリージョンを作る際に重要です。DJミック
スやライブレコーディングのようにトラックと次のトラック
には曲間がありません。CDフレーム境界線を使えばト
ラックとトラックの間にクリックを発生させません。

もし既に違うスナップの設定でリージョンを作成済みの
場合やスナップ自体を無効にしている場合は、リージョ
ンのマーカー位置を簡単に手直しする事ができます。

リージョンをCDフレーム位置に合わす：

1.		 オプションメニューのオートスナップを有効にしま
す。（メニューを選択する事でチェックを入れます）

2.	 アクションメニューのスナップで、CDフレームを選
びます。

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。

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。

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事
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事が
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。

リージョン（リージョン名はMy Region）

もし繋がったリージョンをスナップをCDフレーム
に設定せずに作成していた場合（“マーカーをリー
ジョン”コマンドを使っていた場合など）、オーディ
オドキュメントのツールエリアの水平ロックボタンを
有効にする事でリージョンの始点、終点を手早く調
整する事ができます。
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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。

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ダブルクリックし
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。

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
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
前をダブル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

•	 リージョン名の最初の文字をいくつかタイプする事で
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

3.	 シフトを押しながらリージョンマーカーをドラッグす
ると、一番近い場所のCDフレーム境界線に移動で
きます。

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垂直ロックボタン
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ダブルクリックし

水平ロックモードを使ってリージョンの始点、終点をスナップします

Edit Regionダイアログ

“Region A”の終点と“Region B”の始点

“Region A”の終点と“Region B”の始点をCDフレーム位置へスナ
ップ
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Renameダイアログ（アクションメニューの名称変更 ...）は
“Find”と“Rename”のセクションがあり、複数のマーカー
やリージョンの名前を変更できます。

Findセクション

マーカー、リージョン、またはその両方を検索する事がで
きます。

リネームセクション

ここではマーカーとリージョンの名前の変更を行います。

•	 Rename	−	全てのマーカーの名前を変更できます。
たとえば、PeakProと入力すると全てのマーカーが
PeakProに変更されます。

•	 # −	#を付け加える事で、自動で数字によるナンバリ
ングができます。たとえば、“PeakPro”のあとに#を付
け加えるとマーカーとリージョンの名前はPeakPro1、
PeakPro2、PeakPro3、PeakPro 4という風に順次変
更されます。

•	 0	−	#のあとに続けて数字の0を付け加えると、マー
カー名に0を加えた数字が順次追加されます。たとえ
ばEvent	#000と入力すると、マーカーとリージョン
の名前はEvent 010、Event 011、Event 012という風
に順次変更されます。

連続した続いているマーカー /リージョンの名称を変更
する：

1.		 オーディオドキュメント内名前を変更したいマー
カー/リージョン（またはオーディオドキュメント内
のすべてのマーカー/リージョン）を選びます。

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、もうひと
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。

マーカーとリージョンの名前を変更する

Renameダイアログ

マーカーとリージョンはオーディオドキュメントの
作成日時順に表示されます。マーカーの位置を変
更した場合、その新しい位置を表示します。

数字表示は最大9ケタまでです。
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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）。

2.	 アクションメニューから名称変更 ...を選びます。

3.	 MarkersとRegionsチェックボックスを片方、または
両方チェックします。

4.	 All	Selectedラジオボタンは選択範囲内の全ての
マーカー/リージョン名を変更します。Containing	
the	Textラジオボタンは選択範囲内にある特定の文
字に関係するマーカー/リージョン名を変更します。

5.	 Rename	toに新しい名前を入力します。

6.	 もし新しい名前のうしろに数字を付け加えたい場
合は、名前に続けて#を入力して下さい。

7.		 OKをクリックします。これでマーカーの名称を変更
できました。

リージョンの書き出し

リージョンは、Export	Regionsダイアログを使ってオー
ディオドキュメントから、またはコンテンツパレット、コン
テンツドローワーからリージョンを他のアプリケーション
（たとえばiTunesなど）で使用するために書き出す事が
できます。

Export Regionsダイアログを使った書き出し

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事ができます。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事ができます。

Export Regionsダイアログ
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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事が挙げられます。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	FileProcessor]ダイアログ
で設定したDSP処理が適用されます。（「第7章：DSPと
第8章：プラグイン）」参照）

iTunesへ送る

オーディオドキュメント、またはそのリージョンをあなた
のiTunesライブラリーへ直接送る事ができます。iTunes
ライブラリーへ追加する作業をPeakは自動で行ってくれ
ます。

1.		 オーディオドキュメントを開きます。

2.	 ファイルメニューからiTunesへ送るを選びます。

3.	 オーディオドキュメントが1つのファイルの場合は
Single	Songボタンを、オーディオドキュメント内
の各リージョンを別々のトラックにしたい場合は
iTunes	Playlistボタンを押します。

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事を確認してからカッ

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。

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
する事もできますし、[Set	Path...]をクリックして別のフォ
ルダを指定する事もできます。[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。

“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。

ループを作成する
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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
事ができます。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]を使用する事も可能です。

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（ペア）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。

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事です。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。

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。

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
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。
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2.	 AIFFで保存します。これでループフラグを含めて
ファイルが保存ができました。

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
事が可能です。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：

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。

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。

ループフラグのオン/オフと保存

AIFFファイルはループフラグ情報を保存する事ができ
ます。保存されたファイルはPeak以外の他のアプリケー
ションで開いたときもループフラグ情報を維持します。

ループフラグのオン/オフ情報の保存はPeakのループ再
生の設定により決定されます。

AIFFファイルをループフラグをオンにして保存する：

1.		 オプションメニューからループ再生を選びます。（⌘
＋L）有効になると、メニューにチェックが入ります。
またはトランスポート内のループ再生ボタンを押し
ます。有効になるとボタンが光ります。

水平ロックボタン

ループ再生のオン/オフはこの2種類の方法で行います。
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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。

	 “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 な々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。

Crossfade Loopダイアログ

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。
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[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[EnvelopeEditor]
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。

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、曲のテンポ（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事ができます。

曲のテンポ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）。

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。

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、[EnvelopeEditor]
を終了する前に“保存”ボタンをクリックして下さい。

Bending Envelopeエディタ

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。

ユーザーが作ったブレンディングのエンベロープは
以下の階層に保存されます：

/MacHD/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。

Crossfade	LoopダイアログはPeak	LEにはありま
せん。
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	 	 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。

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事ができます。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
してみる事です。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事ができます。

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。

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
[TempoCalculator]を使用する事ができます。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事ができます。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。

Loop Surferダイアログ
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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AppleSoundTrack、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

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[LoopSurf]を選択
する（[Threshold]機能を利用する）事ができます。

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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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
使用する事で（アタック等の）ボリュームの差をよりはっ
きりさせる事ができます。

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事により、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事が可能になります。ループ補正の
方法は簡単です。

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。

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、第6章プレイリストと
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。

“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事ができま
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。

自動で入力された値を変更したい場合は、ループサー
ファーダイアログ（⌘+J）から手動で拍やテンポを入力す
る事もできます。

また、[Threshold]コマンド（第8章：DSPの中で詳しく
解説します。）を使用する事により、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事ができます。

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事ができます。“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

ループサーファーはPeak	LEでは使用できません。

Peak	LEでは“テンポの推測...”は使用できません。

Loop Tunerダイアログは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ダイアログはループエンドからループスタートへの急激
な移行を示しています。これは、クリックが発生します。
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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
編集する事ができます。QuickTimeの映像を編集する事
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事が可能です。この事から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。

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事ができます。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。

[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事ができます。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／縮小する事ができます。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／縮小する事ができます。“再生”
ボタンを押すと、調整した効果を実際に聴いてみる事が
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。

Perpetual	Looper

Perpetual	Looperは BIASの パ ワ フ ル なPartial	
Harmonic	Audio	Technology（PHAT）を使用していま
す。Perpetual	Looperはこれまでの時間軸ドメインでは
なく周波数ドメインによるもので、より簡単にスムーズで
シームレスなループを作成できます。

Perpetual	Looperはシングルノートや具体音のサスティン
ループの制作に向いており、フレーズのループ制作には
向きません。

詳しい使用方法は第8章：DSPで説明します。

Loop	TunerはPeak	LEでは使用できません。

Perpetual	LooperはPeak	LEでは使用できませ
ん。

Perpetual Looperダイアログ

Peakのムービーウインドウ
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タフォーマットです。Peakは、両方のフォーマットをサ
ポートしています。

残念な事に、メタデータのファイル形式や、それを保存す
る基準となる方法は、現在、まだ整っていません。実際、
異なるアプリケーションでは、それぞれ違った方法でメタ
データを収録している場合があります。

Peakはマスターメタデータチャンク（Peakメタデータ）を
含む、以下の各形式で使用されるメタデータをサポート
しています。

MP3、FLAC、AIFF、WAVE、Broadcast	WAVE

Edit	Metadataダイアログ

特別なファイルフォーマットのメタデータはEdit	
Metadataダイアログで編集します。

Edit Metadataダイアログを表示するには5つの方法が
あります：

1.	オーディオドキュメントウインドウの一番下の部分を
クリックする。

2.	 ファイルメニューからMetaデータの編集 ...を選ぶ。

3.	 アクションメニューのオーディオ情報の編集を選
ぶ。

4.	 ファイルをMP3フォーマットで保存する際、別名
で保存を選び“Format	Options”ボタン、“Edit	
ID3v2	Tags”ボタンを押す。

5.	 ポットキャストにパブリッシングする際、ファイ
ルメニューのPodcastへ公開 ...を選ぶ。Publish	
Podcastダイアログ内のEpisode	Informationで
MP3フォーマットで選んでSettings…ボタン、Edit	
ID3v2	Tagsボタンを押す。

オーディオドキュメントを開かずにメタデータを編集する：

1.		 ファイルメニューからMetaデータの編集 ...を選ぶ。

2.	 編集したいメタデータを選ぶ。

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事ができます。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。

メタデータの編集

メタデータとはコンピューターのファイルに記録された各
情報の事で、
たとえば、アーティスト名、アルバム名、曲名などは、ダウ
ンロード販売される音楽ファイルに見られる典型的なも
のです。そしてファイル名、デュレーション、サンプルレー
ト、ビットレート、サウンドエフェクトの種類などさまざま
な情報を含みます。

多くの方はMP3フォーマットのファイルに格納される
ID3タグをご存じかと思います。MP3ファイルのための
最初のメタデータフォーマットは、ID3v1と呼ばれてい
ました。しかし、そのフォーマットには若干の厳しい限
界がありました。そして、ID3v2が作られました。現在、
ID3v2は現在MP3ファイルのために最も一般のメタデー

Movie Sound Tracksダイアログ

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事ができません。
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2.	 Settings…ボタンを押して、MP3	Encoderダイアロ
グを開きます。

3.	 Edit	ID3v2	Tagsボタンを押してEdit	Metadataダ
イアログを開きます。

4.	 メタデータを入力します。全ての項目欄にメタデー
タを正しく入力して下さい。

5.	 保存を押します。

6.	 Publishボタンを押します。

Peakのメタデータチャンクの編集

Peakのメタデータチャンクは全てのファイルフォーマット
に対応し、メタデータの全ての項目を入力する事ができ
ます。

入力されたメタデータはそれぞれのフォーマットに対応
したメタデータとしてEdit	MetadataダイアログのCopy	
from	Peak	Metadataボタンにより反映されます。
もちろん、各フォーマットが必要とするメタデータの内容
のみがPeakのメタデータチャンクから使用される事にな
ります。

PeakのメタデータチャンクのファイルはPeakのみで読み
込める形式のファイルで保存されます。

3.	 開くをクリックするとEdit	Metadataダイアログが
表示されます。

4.	 メタデータを入力します。全ての項目欄にメタデー
タを正しく入力して下さい。

5.	 保存を押して、変更したメタデータが保存されました。

MP3フォーマットで保存する際のメタデータの読み込み
と編集：

1.		 ファイルメニューから別名で保存を選びます。

2.	 ファイルタイプメニューからMP3を選びます。

3.	 Format	Optionsボタンを押してMP3	Encoderダイ
アログを開きます。

4.	 “Edit	ID3v2	Tags”ボタンを押してEdit	Metadata
ダイアログを開きます。

5.	 メタデータを入力します。全ての項目欄にメタデー
タを正しく入力して下さい。

6.	 保存を押します。

7.		 別名で保存ダイアログの保存を押します。

ポッドキャスト用にパブリッシングするMP3フォーマット
でのメタデータの読み込みと編集：

1.		 Publish	Podcastダイアログのドロップメニューで
MP3を選びます。

Edit Metadataダイアログは特別なフォーマットのメタデー
タを表示しています。記入欄にはそのファイルタイプのみに
対応したメタデータが入力可能です。

Edit Peak Metadata chunkダイアログでは全てのフォーマ
ットのメタデータに対応した記入欄があり、あらゆるファイ
ル形式に対応します。
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Edit	Peak	Metadata	Chunkダイアログは以下のコント
ロールが含まれています。

Peakのメタデータチャンクの読み込みと編集：

1.		 アクションメニューからPeakのメタデータチャンク
を選びます。Edit	Peak	Metadata	Chunkダイアロ
グが開きます。

2.	 メタデータを入力します。保存したい全てのメタ
データの項目のチェックボックスにチェックが入って
いるかを確認します。

3.	 Saveボタンを押します。

Peakのメタデータチャンクからメタデータをコピーする：

1.		 Edit	Peak	Metadata	Chunkダイアログにきちんと
メタデータが入力されている事を確認して下さい。

2	.	 Edit	Metadataダイアログを開きます。

3.	 コピーしたいメタデータの項目のチェックボックスに
チェックを入れます。

4.	 Copy	from	Peak	Metadata	Chunkを押します。

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
解して頂けた事と思います。次の章では、プレイリスト、
各オーディオフォーマット（レッドブック、CD、DDPなど）
への書き出し等をさらに詳しく説明します。

入力したメタデータはオーディオドキュメントを保
存するまで反映されません。

Copy	from	Peak	Metadata	Chunkを押すと、Edit	
Metadataのチェックボックスにチェックを入れて
いる項目は、既にメタデータを入力してあっても、
Peak	Metadataから上書きされます。コピーしたい
項目のみチェックボックスをチェックして下さい。



Peak 6 User’s Guide112



第6章：
プレイリストとCDライティング



Peak 6 User’s Guide114



Chapter 6: プレイリストと CD ライティング 115

 6

第6章：
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 な々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。
編集によって内容の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
すものです。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。

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
換性を持つプレイヤー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
成する事も可能です。さらに、プレイリストをDDP（Disc	
Description	Protocol）や、Roxio 社 JAM™のJamイ
メージへ書き出す事ができます。プレイリストをSound	
Designer	IIファイルとしてバウンスでき、またSDIIファイ
ルのリージョンを読み込む事も可能です。

Roxio社 JAM™は生産が完了しています。同機能
は同社のToast™	8以降のバージョンでサポート
されています。PeakでのJamイメージファイルは
SDIIファイルのリージョンで、JAMとToast	8以降
のバージョンと互換性があります。
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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。

クロスフェードコントロール

centeredとoverlapのクロスフェードモード、フェードイン、
アウトの長さとエンベロープ、オーバーラップ、または
ギャップの長さ、そしてそれらのスナップショットを設定します。

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。

コントロールエリア

CDオプション、クロスフェード、
ナッジ、オーディションの
コントロールを行います。

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。

プレイヘッドカーソル

プレイヘッドカーソルは
ウェーブフォームビュー
エリアでオーディオ再生する
ポジションを示します。

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
加えて更にウェーブフォーム
ビュー専用のコントロールが
含まれます。 リストビュー /データフィールド

 プレイリストのリストビューでは、1サンプル単位の正確な編集作業が行えます。
同様の作業はリストビューとウェーブフォームビューでも行えます。

CDオプション

Red BookとEnforce CD
フレームを設定します

プレイリストインターフェイス
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ISRC、Emphasis、Copy	Protection、CDTXTコラム

CD-TEXTとサブコード用のメタデータを入力、編集します。

Nudgeコントロール

プレイリストイベントをSlipまたは
Shuffleモードでナッジします。

Nudgingボタン

プレイリストイベントのナッジを
任意の値に変更します。

トランスポートコントロール

再生、停止、早送り、巻き戻しなど
CDプレイヤーを扱う感覚で使用できます。

Auditionコントロール

クロスフェードの際の
イベントのプレビューができます。
プリロール、ポストロールの
設定もできます。

Waveformディスプレイエリア

Waveformディスプレイは、
プレイリストイベントの波形を
グラフィカルに表示し、
クロスフェード、ボリューム
エンベロープ、時間軸も表示します。

Vboxコラム

このコラムコントロールは、
各プレイリストイベントに
エフェクトの設定ができます。
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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イスの左部分にある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。

リージョンに関しましては、「第5章：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。

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。

Peak	LEのプレイリストはList	View	Editingのみ
です。

開かないファイルもファインダからPeakのプレイリ
ストへドラッグする事で開く事ができるかもしれま
せん。

オーディオCD制作を前提として作業を行っている
場合、Red	BookとEnforce	CD	Framesチェック
ボックスをチェックして下さい。これらのオプション
はプレイリストのオーディオ素材をきちんとCDフ
レーム境界線へスナップし、また、Red	Bookオー
ディオCDの規定に沿う事で、最大99トラック、最
大収録時間78分などが可能になります。これらの
CDオプションはCDのマスタリング時には重要で
すが、ラジオやポッドキャストなどCD制作以外に
は特に必要ではありません。詳しくはこの章の後半
で説明します。
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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）。

リストビューエリア内で、プレイリストイベントを選択：

•	 選択したいプレイリストイベントをクリックして下さ
い。選んだプレイリストイベントはMacのシステム環
境設定のアピアランスで設定されている色でハイライ
ト表示されます。

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
ターフェイスの左上に配置さ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、キーボード上
でDeleteキーを押して下さい。

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、エンドのトリミング、ナッジング、オーディオレベル調
整、メタデータなど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。

プレイリストイベントを選択すると選択されていない部分は違う色でハイライト表示されます。
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Centered

Centeredのクロスフェードは曲やナレーションなどの素
材の組み立てに向いています。一般的にこの方法で素材
を組み立てる場合、複数のテイクの素材を編集する事に
なるでしょう。最良の結果を得るために各々のベストテイ
クをつなぎ合わせていきます。

取り消し/やり直しの使用

Peakのプレイリストでは無制限に取り消し/やり直しを
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、この章の後半で説明します。

1つずつ編集を取り消しする：

•	 編集メニューから、取り消しを選択または、キーボー
ドで⌘+Zを押して下さい。

1つずつ編集をやり直しする：

•	 編集メニューから、やり直しを選択または、キーボー
ドで⌘+Yを押して下さい。

クロスフェードモード

Peakには作業内容の特定の状況のために2つの違うスタ
イルのクロスフェードが用意されています。この異なるクロ
スフェードのタイプですが、作業するオーディオドキュメン
トの状況によっては結果が同じになる場合もあります。

Overlap/Gap

Overlap/Gapのクロスフェードは、完奏している曲（また
はリージョン）の為に使われます。短いOverlap（オーバー
ラップ・クロスフェード）、Gap、またはポーズはCDのマ
スタリングに一般的に使われています。

このクロスフェードではプレイリストイベントが重なる、ま
たは、間隔を空ける（無音部分をつくる）事ができます。

イベントの場所を動かすと、そのイベントは近くのプレ
イリストイベントと重なってより長い、または短いクロス
フェードかイベント間のギャップを作ります。

ギャップとポーズは似ていますが、異なるものです。
この章の後半で説明します。

オーバーラップ・クロスフェード

Centeredクロスフェード – 編集点がハイライト表示しています

Peak	LEではCenteredクロスフェードは使えま
せん。

複数の曲/素材が他のプレイリストにある場合、
Overlap/Gapモードを使って"アルバム”を作成しま
す。Centeredモードは、主にプレイリストで組み立
てたいろんなテイクを1曲（または完成している音素
材）にする時や、プレイリストからバウンスしてひと
つのオーディオドキュメントを作るときに使います。
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ムーブイベントツール

プレイリストイベント内の波形表示にマウスカーソルを
持って行くと、ムーブイベントモードになります。

プレイリストイベントをクリックして、左右へドラッグする
と選んでいるイベントを時間軸の前後へ動かす事ができ
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

トリムイベントツールは、Overlap/GapとCenteredモー
ドで使用できますが、機能は僅かに異なります。

どちらのモードでも、マウスカーソルをプレイリスト内の
波形表示の2、3ピクセル内側に持って行くと、トリムイベ
ントモードになり、プレイリストイベントを伸ばしたり、縮
めたりできます。

このタイプの編集で重要なのは“編集点”です。編集点
は、音素材の終わりの部分と、その次に来る音素材が始
まる部分の接点です。Centeredモードでは、その編集点
がクロスフェードするデュレーションは固定され、スムー
ズなクロスフェードを迅速かつ簡単に作る事ができます。

クロスフェードしているファイルの同士の中心を固定した
まま、クロスフェードする長さを変える事ができます。こ
の“rolling	edit”によりスムーズで自然な編集ができます。

プレイリストのツール

プレイリストには編集作業に応じた3つの特徴的なツール
があります。プレイリストでの大部分の編集作業はイベン
トの移動、音量調整、クロスフェードツールが使用されま
す。プレイリストイベントの波形表示内でカーソルを動か
すと、カーソルはこれらの機能に自動的に変わります。

rolling editでは編集点とフェードエンベロープのみが動きます。

オーディオドキュメントの時間軸は動きません。

ツールの機能は、Overlap/Gapか、Centeredモー
ドかの状況により機能が変わります。また、モディ
ファイアーが有効であるかどうかについて、これ
らのモードとモディファイアーについてはこのセク
ションで後述します。
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トリムイベントツールをCenteredモードで使用する場合、
Preserve	Timingをオフにすると、フェードエンベロープ
の長さを変更する事ができます。Preserve	Timingの詳
細については、この章の後半で説明します。

Centeredクロスフェードツール

CenteredクロスフェードツールはCenteredモード時の
み有効です。マウスカーソルをプレイリストイベントの
波形表示内に置くとクロスフェードツールを使えます。
Centeredクロスフェードツールはイベントの同士のクロス
フェードしている中心部分付近の編集点を設定できます。

Centeredクロスフェードツールを使用する：

1.		 マウスカーソルを波形表示の端ではなく中へ位置し
ます。

2.	 マウスをクリックしたまま左へドラッグすると、
centeredクロスフェードが作成されます。クロス
フェードが作成されると、その長さの変更は左右に
ドラッグする事で伸ばし縮み可能です。

トランジションの選択

トランジションの作業は編集時のいろいろな場面で必要
です。たとえば、イベントの長さやフェードエンベロープ
の調整などです。たとえば“In”イベントを選択し、フェー
ドして行くプレイリストイベントをトランジションする事が
できます。複数のプレイリストイベントを選択している場
合、最初の“In”イベントがトランジションの設定をします。

Overlap/Gapモードでトリムイベントツールを使う：

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。

トリムイベントツールをCenteredモードで使用する：

1.		 波形表示されているプレイリストの最初または最後
あたりにカーソルを持って行きます。カーソルはトリ
ムイベントモードになります。

2.	 マウスをクリックしたまま左右にドラッグします。

デフォルトでは新規プレイリストでのOverlap/Gap
モードのPreserve	Timing	modifierはオフになっ
ています。トリムイベントツールを使う際はイベント
上にカーソルを持って行って下さい。

デフォルトでは、新規プレイリストのCenteredモー
ドではPreserve	Timingがオンになります。トリム
イベントツールを使用時は“rolling	edit”は使用可
能です。“rolling	edit”は、2つのイベントの編集点
は左右に移動しますが、イベントの場所は固定され
ています。Preserve	Timingの詳細については、こ
の章の後半で説明します。
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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しリ
ターンキーを押して下さい。スタートタイムの設定
が00: 05: 00. 00で、これを“4: 55“に変更した場合、5
秒のクロスフェードが作成されます。

トランジションの再生

クロスフェードの作成中に、イベントの長さやクロス
フェードしているイベントの混ざり具合などを確認したい
事があるかと思います。ここでは簡単にその音を確認す
る方法を説明します。

クロスフェードのプレビュー方法：

•	 Audition	Crossfadeボタンを押して下さい（または
キーボードのXを押します）。

Crossfade	Auditionの詳細はこの章の後半で説明します。

ボリュームエンベロープの作成

各プレイリストイベントはボリュームエンベロープを使用
できます。これにより音量レベルを自在に調整でき、ブレ
イクポイントの追加、移動も可能です。

プレイリストイベント間のトランジションを作成する

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ションを構築する事ができ
ます。クロスフェードとは、2つのイベントの前後の重複す
る時間軸のトランジションです。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
イベントツールを使用）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、
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、ドラッグして下さい）。

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。
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2.	 プレイリストインターフェイ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ボタンを押す前に、ブランクCDを挿入して下
さい。

4.	 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。

5.	 Burnボタンを押すと、プレイリストからCDが作成
されます。

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ては、この章の後半に
記述します。

ボリュームエンベロープの変更方法：

•	 フェードの始点または終点のブレイクポイントにある赤
い点（レッドポイント）をクリックします。上下。左右にド
ラッグする事で自在に音量レベルを変更できます。

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：Red	Book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
プレイヤーでも再生可能な、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プレイヤーでの再生が可能ですが、これは、CD
プレイヤー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、Red	Book	CDモードでライティ
ングする事を推奨します。詳細は、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）して下さい。

ボリュームエンベロープによって音量を変更したプレイリストイベント

ボリュームエンベロープの詳細はこの章の後半
（Advanced	Playlist	Concepts）で説明します。

CD	Burning	Optionsについてはこの章の方半で
説明します。

Red	BookオーディオCDを作成の場合は、CDオプ
ションチェックボックスのRed	Bookチェックボック
スをオンにして下さい。詳細は、この章の後半のア
ウトプット・オプションに関するセクションをご覧下
さい。
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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。

プレイリストにリージョンを追加する

プレイリストにリージョンを追加するにはいくつかの方法
があります。リージョンはPeakのコンテンツウインドウ、
コンテンツドロー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。また、ファインダ、iTunesライブラリーからも
オーディオドキュメントをドラッグする事で追加できます。

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イ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。

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。

様々なコントロール

このセクションでは、様々な編集コントロール機能の詳
細を説明します。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。

コンテンツウインドウ、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からリージョンをプレイリ
ストへドラッグする際、コンテンツウインドウ、また
はコンテンツドローワーでリージョンが表示されて
いる事を確認して下さい。コンテンツウインドウ、ま
たはドローワーの下のボタンは、ループ、マーカー、
リージョンやエディットの履歴を表示させます。
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複数のリージョンをPeakのコンテンツウインドウからプ
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.	 コンテンツウインドウで、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。そして、プレイリストの波形表示か、リスト
ビューへドラッグして下さい。

リージョンをコンテンツドロー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ーワーを開いて下さい。

2.	 コンテンツドロー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.	 リージョン名をクリックしてプレイリストへドラッグ
します。

リージョンをPeakのコンテンツウイ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.	 コンテンツウインドウで、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リスト
ビュー（プレイリストインターフェイスの下半分に設
置されている）へクリック&ドラッグして下さい。

1つのドキュメント内にある連続しているリージョン
を全てプレイリストに加える場合、その時間軸の前
後関係を崩さないために、コンテンツウインドウの
全てのリージョンの名前を選択し、その順列のまま
プレイリスト内へドラッグして下さい。
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•	プレイリストの最後にリージョンを加える

•	リージョンを特定の場所に加える（例えば2つのプレ
イリストの間など）。新しいリージョンをプレイリスト
上の任意の場所へドラッグして下さい。

取り消し/やり直しについて

Peakのプレイリストの機能では、無制限の取り消し/やり
直しが可能です。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、無制限に行える取り消し/やり直しの
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、取り消し/やり直しは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。

取り消しを1回ごとに行う：

•		 編集メニューより取り消しを選択するか、キーボー
ドで⌘+Zを押して下さい。

やり直しを1回ごとに行う：

•		 編集メニューよりやり直しを選択するか、キーボー
ドで⌘+Yを押して下さい。

一度に編集を取り消しする：

•		 編集メニューから、取り消しを選択するか、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ィ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。

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
ドロー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ーワーを開いて下さい。

2.	 コンテンツドロー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.	 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。そして、プレイリストの波形表示か、リスト
ビューへドラッグして下さい。

リージョンをプレイリストの特定の場所へ追加する：

1つ、または複数のリージョンをプレイリストはプレイリ
ストの最後か、または特定の位置へ追加する事がありま
す。ここではいろいろな状況でリージョンをプレイリスト
へ加える際の概要について説明します。

•	空のプレイリストにリージョンを加える

オーディオドキュメントドローワーのリージョンをプレイリストへド
ラッグ

オーディオドキュメント内の全てのリージョンをプ
レイリストへドラッグする際、リージョン名ではなく
ドキュメントの名前をクリックします。そしてドラッ
グするとすべてのリージョンがプレイリストへ追加
されます。
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リージョンの追加ボタン (Add Region)

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。

プレイリストイベントの複製ボタン
(Duplicate Playlist Event)

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。

プレイリストイベントの分割ボタン
(Split Selected Playlist Event)

選択した1つのプレイリストを2つに分割します。

プレイヘッドカーソルを分割したい位置に置きます。

プレイリストが分割されると、新しくできたイベントは元
のプレイリストの後に追加されます。新しいイベントはリ
ストビューで別の名前を付ける事ができます。

プレイリストイベントの統合ボタン
(Merge Selected Playlist Events)

このボタンは、隣り合わせにある2つのプレイリストイベ
ントを統合します。

この操作は、2つのイベントを削除すると共に1つのファイ
ルとしてバウンスし、バウンス後、それを自動的に元の場
所へ配置します。新しく作成されたイベントの名前はリス
トビューで変更する事ができます。

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 な々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プレイヤーでコントロールする事が可能です。
ほとんどのCDプレイヤーではインデックスナビゲーショ
ンのサポートはされておりません。

基本のプレイリストコントロールボタン

プレイリストの基本的な操作は、カウンターディスプレイ
の両隣に配置される数々のボタンで行う事ができます。
これらのボタンは、プレイリストイベントの追加/削除、
オーディオCDの作成、クロスフェードの設定等の重要な
操作をコントロールします。

一度に編集を取り消し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
下さい。

リージョンの
追加

スプリット
プレイリスト
イベント

プレイリスト
イベントの削除

ソースリージョンの
コンフォーム

プレイリスト
のデフォルト
フェーダー
セット

プレイリスト
イベントの複製

プレイリスト
イベントの統合

前のイベントへ
バットエディット

プレイリスト
イベントの
ノーマライズ

オーディオ
CD 情報

統合されたファイルは無くさない様、保存して下さ
い。取りかかっているプロジェクトが特定のフォル
ダに保存されているのなら、統合されたファイルも
そこへ保存するといいでしょう。
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この機能は、プレイリストで編集を行い、それがソース
リージョンに正しく反映されなければならないユーザー
に最適です。

プレイリストイベントとソースリージョンのコンフォーム機
能を使うと、以前作成したプレイリストに基づいた新たな
プレイリストを作成する事ができます。また、プレイリスト
で使われたリージョンをそのままエクスポートする事もで
きます。

プレイリストイベントにソースリージョンをコンフォームす
るには：

1		 ソースリージョンの情報をコンフォームしたいプレイ
リストイベントを選択します。

2		 プレイリストインターフェイスの左上部分に配置され
ているプレイリストイベントとソースリージョンのコ
ンフォームボタンをクリックします。プレイリストで
行われた編集に基づき、ソースオーディオドキュメ
ントのリージョンマーカーが変更されます。

ソースリージョンにプレイリストイベントをコンフォームす
るには：

1.		 プレイリストインターフェイスの左上部分に配置され
ているプレイリストイベントとソースリージョンにコ
ンフォームボタンをクリックします。

2.	 オーディオドキュメントでリージョンを編集します。
編集が行われる度に、対になるプレイリストイベント
がアップデートされます。

プレイリストイベントの削除ボタン
（Delete Playlist Event Button）

このボタンは、選択されているプレイリストイベントを削除
します。キーボードのdeleteボタンと同じ操作を行います。

前のイベントへバットエディットボタン
（Butt to Previous Event）

このボタンは、選択されたイベントのビギンバウンダリー
を前のイベントのエンドバウンダリーにぴったり配置され
るよう、イベントを移動します。これをバットエディットと
呼びます。

プレイリストイベントとソースリージョンのコンフォームボタン
（Conform Playlist Event to Source Region）

このボタンは、ソースオーディオドキュメントのリージョン
マーカーを選択されたプレイリストイベントのビギンバウ
ンダリーとエンドバウンダリーに合わせます。デフォルト
の状態では、プレイリストで編集が行われてもソースリー
ジョンは変更されません。

複数のプレイリストイベントが選択されている場
合、イベントは、それぞれの前に配置されているイ
ベントへバットされます。前のイベントへバットエ
ディットするボタンは、イベントの配置情報を変更
するため、プレイリストイベント間も変更される場
合があります。バットエディットや他のトランジショ
ンについてはこの章で後述されています。

プレイリストイベントとソースリージョンのコン
フォーム機能は、ボタンをクリックする事でオン/
オフする事ができます。一度だけこの機能を使用
する場合は、ボタンをクリックしオンにし、続けて
クリックしてオフにします。これにより、選択され
たソースリージョンはそれぞれのイベントにコン
フォームされますが、その後のプレイリストの編集
に影響されません。

プレイリストイベントとソースリージョンのコン
フォーム機能を使用した場合は、Peakを終了する
前にソースオーディオドキュメントを保存して下さ
い。保存をせずに終了すると、再度開いた際のリー
ジョンマーカーが意図した位置にない可能性があ
ります。この機能が適用されなかったソースリー
ジョンは、リストビューのプレイリストイベントの名
前の前に「〜」記号が表示されます。
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プレイリストイベントとソースリージョンのコンフォームの概要

オーディオドキュメントでリージョンが作成されます（赤と白の点線がリージョンマーカーで配置され
ている場所です）。

プレイリストで表示されるリージョンです。ここでは、プレイリストイベントと呼ばれます（プレイリス
トイベントとソースリージョンのコンフォームボタンがオンの状態になっています）。

右端をトリムすると...

左端をトリムし...

ソースオーディオドキュメントのリージョンマーカーがこの編集に従って移動されます。
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クロスフェードスタイルラジオボタン

この2つのラジオボタンは、ダイアログで設定されるクロ
スフェードの種類を選択します。
•	 ギャップ/オーバーラップ・クロスフェードの設定を行
うには、Gap/Overlapボタンをクリックします。

•	 センタード・クロスフェードの設定を行うには、
Centeredボタンをクリックします。

Crossfade Shape and Duration設定

ここで表示されるコントロールでは、フェードインとフェー
ドアウトエンベロープの形状と長さを設定します。

Lock	In	&	Outチェックボックス	-	チェックすると、フェード
インとフェードアウト情報がロックされた状態になります。

Crossfade	InとCrossfade	Out	Duration欄	-	ここに入
力される値は、クロスフェードインとクロスフェードアウ
ト・エンベロープの長さを設定します。

Fade	InとFade	Out	Shape	 -	Durationフィールドの下
に表示されるサムネールは、プレイリストイベントがクロ
スフェードされた際にデフォルトで適用されるフェード
エンベロープの形状を表します。プレイリストで作業中
には、クロスフェードコントロール、もしくはリストビュー
のI-XF/O-XF欄で、Defaultを選択する事で上述の形
状を適用する事ができます。サムネールをクリックすると
フェードイン/アウトの編集ダイアログが開き、フェードエ
ンベロープを編集する事ができます。

フェードエンベロープを編集するには：

1.		 プレイリストインターフェイスの左上部分に配置され
ているデフォルトでのプレイリストのフェード設定ボ
タンをクリックしてPlaylist	Default	Fadesダイアロ
グを開きます。

選択したプレイリストイベントのノーマライズボタン
（Normalize Selected Playlist Event）

このボタンは、選択されたプレイリストイベントのレベル
をノーマライズします。プレイリストのノーマライズ機能
は、イベントのボリュームエンベロープを使用した非破
壊的な処理を行います。

イベントのレベルをノーマライズするには：

1.		 ノーマライズを行うプレイリストイベントを選択します。

2.	 選択したプレイリストイベントのノーマライズボタン
をクリックします。

3.	 ノーマライズ・ダイアログが表示されたら、ノーマラ
イズ値を入力し、「OK」をクリックします。イベントの
ボリュームエンベロープは、指定されたノーマライ
ズ値に従って修正されます。

デフォルトでのプレイリストのフェード設定ボタン
（Set Default Fades for Playlist）

このボタンをクリックすると、フェード設定ダイアログが
表示され、デフォルトのオーバーラップとクロスフェード
の設定を行う事ができます。

プレイリストイベントにソースリージョンをコン
フォームする場合とは違い、ソースリージョンにプ
レイリストイベントを1回のみもしくは断続的にコン
フォームする事はできません。リージョンの編集を
プレイリストイベントへ常に反映させるには、プレ
イリストイベントとソースリージョンのコンフォーム
ボタンが常にオンの状態である必要があります。

Playlist Default Fadesダイアログ

Lock	In	&	Outチェックボックスを外されている
状態では、フェードインとフェードアウトの形状は
別々に編集する事ができます。チェックされている
状態では、Crossfade	Inフィールドのみが編集可能
です。
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バーラップ/ギャップもしくはセンタードモードで開くかを
選択する事ができます。

オーディオCD情報ボタン（Audio Compact Disc 
Info）

オーディオCD情報ボタンは、CD-TEXT	for	Audio	CDダイ
アログを開きます。ディスクタイトル、パフォーマー、ソング
ライター、コンポーザ、アレンジャー、メッセージ、ジャンル、
ディスク・アイデンティファイア、プロダクト・コード（EAN/
UPC）等ディスクに関わる情報を入力する事ができます。

CD-TEXT	for	Audio	CDダイアログのメッセージ欄に入
力される情報は、DDPファイルセットのエクスポートで作
成されるDDPIDファイルにも表示されます。

カウンターディスプレイ

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、様々な機能を持ちます。後述で紹
介される機能以外に、カウンターディスプレイはスクラビ
ングをする際にも使われます。

トラック番号ディスプレイ

現在のトラック番号が左側に表示されます。現在再生中
もしくは選択されているトラックを表します。

タイム・ディスプレイ

プレイリストのプレイバック中は、タイム・ディスプレイに
はプレイリストの始まりからの経過時間が表示されます。
停止中は、プレイヘッドカーソルの位置が表示されます。

カウンターを使ってオーディオのスクラブを行うには：

1.		 ディスプレイエリアをクリックしている状態で、

2.	 マウスカーソルを左右へ動かします。左へドラッグ
すると前へスクラブし、右へドラッグすると後へスク
ラブします。

2.	 Fade	InもしくはFade	Outのサムネールをクリック
します。フェード編集ダイアログが表示されます。

3.	 Current	Envelopeポップアップメニューからエン
ベロープの形状を選択するか、グラフをクリックし
てブレイクポイントを追加し、自由にエンベロープ
を作成します。追加したブレイクポイントは、クリッ
ク&ドラッグで移動する事ができます。不要なブレ
イクポイントは、クリックで選択した後キーボードの
deleteボタンで削除できます。

4.	 Changeボタンをクリックして終了します。

Behavior設定

Automatically Apply Default Set t ings when 
Adding Events to Playlistチェックボックス - チェック
すると、プレイリストに追加されるイベントには、Playlist	
Default	Fadesダイアログのデフォルト設定（上で説明し
た設定）が自動的に適用されます。

Show Playlist Type Chooser When Creating a 
New Playlistチェックボックス

このチェックボックスは、新しいプレイリストの作成時に
New	Playlistダイアログを表示するかどうかを決めます。

New	Playlistダイアログでは、新しいプレイリストをオー

カスタムのエンベロープを下記のパスへ保存すると：

Macintosh	HD/Users/＜あなたのアカウント＞/
Library/Preferences/Peak	Envelopes/

Peakのフェード編集ダイアログのCurrent	Envelope
ポップアップメニューからいつでも選択可能になり
ます。

デフォルトのフェードは、そのフェードの時間より
長いプレイリストイベントにのみ適用されます。プ
レイリストイベントが自動的に適用しようとしてい
るデフォルトのフェードより短い場合、デフォルトの
フェードは追加されません。

トラック番号 経過 / 現在の時間
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の始めに移動します。また、このボタンを使うと選択されて
いるイベントも変更されます。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。

巻き戻しボタン（Rewind）

このボタンをクリックすると、ボタンを放すまで再生さ
れているオーディオを素早く逆戻し再生します。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。

停止ボタン（Stop）

このボタンをクリックすると、再生を停止します。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。

再生ボタン（Play）

このボタンをクリックすると、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。

早送りボタン（Fast Forward）

このボタンをクリックすると、ボタンを放すまで再生され
ているオーディオを素早く再生します。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。

次のトラックボタン（Next Track）

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あ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。また、このボタンを使うと選択されて
いるイベントも変更されます。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。

バーンCDボタン（Burn CD）

バーンCDボタンはBurn	Audio	CDダイアログを開き、
Red	Book規格のオーディオCDを作成するための設定
を行う事ができます。詳しくはこの章のアウトプット・オプ
ションを参照して下さい。

バウンス・プレイリストボタン（Bounce Playlist）

バウンス・プレイリストはプレイリストのコンテンツをオー
ディオCDではなくファイルとして保存する場合に使用しま
す。AIFF、Sound	Designer	II、Jamイメージ、iTunesプレ
イリスト、DDP（Disc	Description	Protocol）2.0ファイル
セットなどの書き出しオプションが備えられています。詳し
くはこの章のアウトプット・オプションを参照して下さい。

プリント/エクス ポート・テキストボタン（Print/
Export Text）

このボタンは、Print/Export	Textダイアログを開き、カ
スタムフォーマットもしくはタブ区切りテキストのプリント
とエクスポートを行う事ができます。エクスポートされた
ファイルはFileMakerやExcelなどのアプリケーションは
インポートする事ができます。

前のトラックボタン（Previous Track）

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あ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

 バーンCD 巻き戻し 次のトラック再生
プリント/エクスポート・
テキストレポート

バウンス・プレイリスト 前のトラック 早送り停止

オーディオCDのライティング、新しいドキュメントと
してのバウンス、テキストレポートの書き出し、DDP
ファイルセットの書き出しについて詳しくはこの章の
アウトプット・オプションで後述されています。
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Crossfadeコントロールズ・グループ

このエリアでは、クロスフェードやギャップなどのトラン
ジションと、フェードエンベロープを設定するための様々
なコントロールが備わっています。それぞれの使い方に
ついては下記をお読み下さい。

Crossfade Modeラジオボタン

これらのラジオボタンはOverlap/GapとCenteredモー
ドを変更するためにあります。これらの違いについては
ウェーブフォームビューエリアのセクションで詳しく解説
されています。

Fade Out Durationフィールド

このフィールドは、選択されたトランジションの「アウト」イ
ベントのフェードアウトエンベロープの長さをコントロールし
ます。ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアでの2つの赤い
ブレイクポイントやリストビューでも確認する事ができます。

Fade Out Envelopeメニュー

このメニューは、選択されたトランジションの「アウト」イベ
ントのフェードアウトエンベロープの形状をコントロールし
ます。ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアでの2つの赤い
ブレイクポイントやリストビューでも確認する事ができます。

Fade In Durationフィールド

このフィールドは、選択されたトランジションの「イン」イベ
ントのフェードインエンベロープの長さをコントロールしま

コントロールズ・エリア

プレイリストウィンドウの上部に位置するコントロールズ・
エリアには、ウェーブフォームとリストビューを操作する事
ができる様 な々コントロールが備えられています。このセク
ションでは、ここにあるコントロールの機能を説明します。

コントロールズ・エリアの表示 /非表示ボタン

Controlsと書かれた表示の横の三角形の矢印をクリック
する事により、コントロールズ・エリアを非表示にし、他の
プレイリストの画面を大きく表示する事ができます。

CD Optionsコントロールズ・グループ

CD	OptionsグループはRed	BookとEnforce	CD	Frames	
チェックボックスを備えるセクションです。それぞれの使
い方については下記をお読み下さい。

Red Bookチェックボックス

Red	Bookがチェックされている場合、プレイリストから
作成されるCDが必ずRed	Bookにも対応し、様々なCD
プレイヤーで再生できる様、いくつかの重要なルールが
強制される状態になります。

プレイリストのルールは以下です：

•	 最初のトラックの前に2秒間のポーズがなければならない
•	 各トラックの長さが4秒間以上でなければならない
•	 プレイリストには最大99トラックを含む事ができる
•	 プレイリストには最大99インデックスを含む事ができる
•	 プレイリストの最大再生時間はポーズを含め、78分で
なければならない

Enforce CD Framesチェックボックス

Enforce	CD	Framesがチェックされている場合、プレイ
リストイベントは自動的に一番近いCDフレームバウンダ
リーへ移動します。

Red	Book	CDを作成するつもりで作業するので
あれば、Red	Bookチェックボックスをチェックして
おくといいでしょう。Enforce	CD	Framesチェッ
クボックスはプレイリストの内容によって変わりま
す。ミックスCDなど、間などが発生しないコンテン
ツの場合、Enforce	CD	Framesは大変便利です。
ギャップやポーズでトラック間が分かれているCD
にはチェックボックスを外しておくといいでしょう。
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Nudgeコントロールズ・グループ

このエリアでは、プレイリストイベントやクロスフェードの
ナッジに関わるコントロールが備わっています。

Slip/Shuffle Modeラジオボタン

Slip/Shuffleモードは、Overlap/Gapモード作業時での
プレイリストイベントの動かし方を提供します。編集状況
によって異なる働きが必要になるため、大変重要なツー
ルになります。

Slipモード - Slip編集モードでは、選択されたイベント
は他のプレイリストイベントに独立して動かす事ができま
す。複数のイベントが選択されている場合、選択されたイ
ベントの間隔を保ったまま、その他のイベントに独立して
動きます。Slip編集モードは、選択したプレイリストイベ
ントのみを動かし、その他のプレイリストイベントとタイム
ラインの関係を崩さずに作業する場合に使用します。

•	 Slipモードで選択したイベントをマウスで動かしても、
タイムラインに対しての選択されていないイベントの
位置に影響する事はありません。

•	 Slipモードで選択したイベントをマウスで動かすと、
それに隣接するプレイリストイベント間のクロスフェー
ドの長さを影響します。

•	 マウスを使ってプレイリストイベントを移動した場合、
上記が必ず適用されます。ナッジコントロールを使った
イベントの移動には幾つかのバリエーションが存在し
ます。これらのバリエーションについての詳細はこの章
のナッジコントロールズのセクションをご覧下さい。

す。ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアでの2つの赤い
ブレイクポイントやリストビューでも確認する事ができます。

Fade In Durationメニュー

このメニューは、選択されたトランジションの「イン」イベン
トのフェードインエンベロープの形状をコントロールします。
ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアでの2つの赤いブレ
イクポイントやリストビューでも確認する事ができます。

Overlap Durationフィールド

このフィールドは、プレイリストイベント間のオーバーラッ
プまたはギャップの長さを数値で設定する事ができます。
マイナスの数値はオーバーラップ、プラスの数値はギャッ
プを意味します。

Transition Snapshotコントロールズ

これらのボタンは、プレイリストイベント間のスナップ
ショット（プリセット）を4つまで記憶し、いつでも使用す
る事ができます。スナップショットはエンベロープの形状
と長さ、オーバーラップとギャップの長さを記憶します。

スナップショットを記憶するには：

1.		 トランジションを作ります。

2.	 記憶したいスナップショットアルファベットの左の矢印
をクリックします（トランジションをスナップショットA
へ記憶する場合、Aの左の矢印をクリックします）。

スナップショットを呼び出すには：

•	 呼び出したいスナップショットのアルファベットをク
リックします（スナップショットAに記憶されたトラン
ジションを呼び出すには、Aをクリックします）。

Centered	crossfadeモードでは、Slip/Shuffleモー
ドは使用できません。

キーボードの「s」キーでSlipとShuffleモードを変
更する事ができます。
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ローリング編集 - 編集するトランジションのイベントを1つ
トリム編集すると、もう片方のイベントをそれと同じだけ、
反対方向へトリム編集します。これにより、トランジション
の長さ、オーディオコンテンツの関係、そしてタイムライン上
のオーディオの位置が保たれたままのローリング編集が行
われます（オーディオがタイムライン上で移動しません）。

クロスフェード作成 - フェードアウトするイベントの
O-XF-T欄、もしくはフェードインするイベントのI-XF-T欄
の値を入力すると、フェードインイベントをずらす事でイベ
ント間のクロスフェードの長さを設定する事ができます。

フェードロック - フェードエンベロープがO-XFもしくは
I-XF欄で設定された場合、それと対になるフェードの形
状と長さが自動的に合わせられます。5秒の"Fast	In"を
選択した場合、フェードアウトイベントのフェードエンベ
ロープは5秒間の"Slow	Out"になります。

カスタマイズ・フェードを選択した場合は、フェード・エン
ベロープ・エディタで作られた形状が両方のイベントに適
用されます。
トリム修正ツール - Optionキーを押しながらナッジイン
やナッジアウトボタンをクリックすると、トリムツールを
使ったナッジングを行う事ができます。

Slipモードを選択するには：

•	 Slip	Modeラジオボタンをクリックします。

Shuffle Mode - Shuffle編集モードでは、選択されたイ
ベントとその後ろに位置する全てのイベントが、その前に
配置されているイベントに独立して動かす事ができます。
選択されているイベントとその後ろに位置するイベントと
の関係は固定された状態で動かす事ができます。

•	 Shuffleモードは、プレイリストの真ん中のイベント間
の間隔を編集する際に大変重要です（最初と最後意
外のプレイリストイベント）。

•	 Shuffleモードでは、選択されたトランジションの後ろ
のトランジションに影響は与えられません。

•	 Shuffleモードでの編集は、選択されているイベントが
1つ/複数に関係なく、選択された後のイベントは、全
てグループ化されて動きます。

•	 Shuffleモードで選択したイベントをマウスで動かして
も、その前に配置されているイベントのタイムラインに
対しての位置に影響はされません。選択されたイベン
トの後のイベントは全て同じ幅の間隔を保ったまま
移動されます。

•	 Shuffleモードでイベントを動かすと、その1つ前のイ
ベントと選択したイベント間のトランジションの長さ
が変わります。

Shuffleモードを選択するには：

•	 Shuffle	Modeラジオボタンをクリックします。

Preserve Timingチェックボックス

Preserve	TimingはOverlap/GapとCenteredモードの
両方で使用する事ができ、アクティブな状態では下記の
ような操作が可能になります。

Red	Bookチェックボックスが選択されている場合、
最初のプレイリストイベントをタイムラインに表示さ
れる2秒間のポーズの前へ移動する事はできませ
ん。Red	Book規格では、最初のプレイリストイベ
ントの前に2秒間のポーズを入れなければならない
事になっています。

リストビュー（そしてリストビューのみのPeak	LE）
でRolling	Editを 行うには、Preserve	Timing
チェックボックスが選択されている状態でプレイリ
ストイベントのエンドタイムを変更します。

ローリング編集では、エディットポイントとフェードエンベロープの
みが動きます。
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•	 Scroll	Regionsがチェックされている状態でのムーブ
ツールは、必ずスクロール・リージョン修正を行います。

•	 Scroll	Regionsはムーブ修正ツールのため、ナッジイ
ン/アウトボタンを使ってトランジションのフェードイ
ンとフェードアウトのオーディオをスクロールする事が
できます。

ナッジイン/ナッジアウトボタン

これらのコントロールは、Overlap/GapやCenteredモー
ド、使われる修正ツールに応じて、異なる機能を持ちま
す。これらの機能については下記の通りです。

Overlap/Gapモードでのナッジボタンの使用

Overlap/Gapモードでのナッジボタンは、ムーブツールと
同じ働きを持ちます。修正ツールが適用されている場合、
トリムツールと同じ働きを持ちます。

タイムライン上でナッジインイベントを手前へ移動ボタン 
- このボタンをクリックすると、トランジションの「イン」イ
ベントをタイムラインに対して手前へ移動します。ムーブ
ツールで「イン」イベントを左へクリック&ドラッグする
のと同じ働きを持ちます。この操作のキーボードショート
カットは「,」キーです。

タイムライン上でナッジインイベントを後ろへ移動ボタン 
- このボタンをクリックすると、トランジションの「イン」イ
ベントをタイムラインに対して後ろへ移動します。ムーブ
ツールで「イン」イベントを右へクリック&ドラッグする
のと同じ働きを持ちます。この操作のキーボードショート
カットは「.」キーです。

Scroll Regionsチェックボックス

Scroll	RegionsはOverlap/GapとCenteredモードで使
用する事ができる修正ツールです。Scroll	Regionsがア
クティな状態でプレイリストイベントにムーブツールを使
うと、固定されたビギンとエンドバウンダリー内のオー
ディオコンテンツを動かす事ができます。タイムライン上
のオーディオは動きますが、イベントの開始時間と終了時
間に変化は起きません。

オーディオの波形はタイムライン上でロックされるため動きません。

Preserve	Timingは適用した瞬間にフェードに変
更が起こる事はありません。コンポーネントが操作
されるまで、変更が起こる事はありません。

Scroll	Regionsは、リージョンの最初と最後の幅を
超えてオーディオが存在している必要があります。

ナッジイン
イベントを
手前へ移動

ナッジイン
イベントを
後ろへ移動

ナッジアウト
イベントを
手前へ移動

ナッジアウト
イベント
を後ろへ移動
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ナッジ値フィールド

ナッジ値フィールドは、選択されたプレイリストイベントを
ワンクリックでナッジする時間を設定する事ができます。
もしプレイリストのナッジが秒で設定されていて、1秒間
隔でイベントをナッジしたい場合、このフィールドに「1」
を入力します。

ナッジ値を入力するには：

•	 ナッジ値フィールドをクリックし、新しい値を入力します。

ナッジのタイムユニットを設定するには：

•	 オプションメニューからタイムユニットを選び、希望の
形式を選択します。

Audition Transitionコントロールズ・グループ

Audition	Transitionコントロールズ・グループでは、クロ
スフェードやギャップのオーディションや、クロスフェード
の「イン」や「アウト」のソロ再生などが行えます。これら
のコントロールは、クロスフェードの微調整に有効です。

Audition Transitionボタン

Audition	Transitionボタンはトランジションの両要素を
フェードアウトの始まりからフェードインの終わりまで再
生します（クロスフェード、バットエディット、ギャップ等）。
この操作のキーボードショートカットは「x」キーです。

トランジションをオーディションするには：

•	 Audition	Transitionボタンをクリックします（「x」キー
を押します）。トランジションが再生されます。

Audition Fade Outボタン

Audition	Fade	Outボタンをクリックすると、フェードア
ウトするイベントのみを再生します。この操作のキーボー
ドショートカットは「o」キーです。

タイムライン上でナッジアウトイベントを手前へ移動ボタ
ン - このボタンをクリックすると、トランジションの「ア
ウト」イベントをタイムラインに対して手前へ移動します。
ムーブツールで「アウト」イベントを左へクリック&ドラッ
グするのと同じ働きを持ちます。この操作のキーボード
ショートカットはShift＋「,」キーです。

タイムライン上でナッジアウトイベントを後ろへ移動ボタ
ン - このボタンをクリックすると、トランジションの「ア
ウト」イベントをタイムラインに対して後ろへ移動します。
ムーブツールで「アウト」イベントを右へクリック&ドラッ
グするのと同じ働きを持ちます。この操作のキーボード
ショートカットはShift＋「.」キーです。

Centeredモードでのナッジボタン

Centeredモードでのナッジボタンの操作は下記の通りです。

タイムライン上でナッジインイベントを手前へ移動ボタン 
- このボタンをクリックすると、エディットポイントを軸に
クロスフェードを左右対象に伸ばします。「イン」と「アウ
ト」イベントは反対方向へ同じ長さをトリムされます。こ
の操作のキーボードショートカットは「,」キーです。

タイムライン上でナッジインイベントを後ろへ移動ボタン 
- このボタンをクリックすると、エディットポイントを軸に
クロスフェードを左右対象に縮めます。「イン」と「アウト」
イベントは反対方向へ同じ長さをトリムされます。この操
作のキーボードショートカットは「.」キーです。

Optionキーを押しながらタイムライン上でナッジアウトイ
ベントを手前へ移動ボタン - Optionキーを押しながらこ
のボタンをクリックすると、イベントの長さを保ったまま、
クロスフェードを手前へ移動します（ローリング編集）。
この操作のキーボードショートカットはOption＋「,」キー
です。

Optionキーを押しながらタイムライン上でナッジアウトイ
ベントを後ろへ移動ボタン - Optionキーを押しながらこ
のボタンをクリックすると、イベントの長さを保ったまま、
クロスフェードを後ろへ移動します（ローリング編集）。こ
の操作のキーボードショートカットはOption＋「.」キー
です。
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Pre-roll Presetsポップアップメニュー

プリロールのプリセットを選択します。このポップアップメ
ニューはプリロールアマウントフィールドのすぐ左にあります。

Post-roll Presetsポップアップメニュー

プリロールのプリセットを選択します。このポップアップメ
ニューはプリロールアマウントフィールドのすぐ左にあります。

トランジションをプリロール、ポストロールを含めて聴く

トランジションをプリロール、ポストロールを含めて前後
関係を聴く事は編集の出来を確認するのに良い方法で
す。タイムライン上の最初と最後のフェードのブレイクポイ
ントの位置によって、どこをオーディションするのか決定
されます。

オーバーラップクロスフェードトランシジョンの場合、最
初のフェードブレイクポイントはイベントのフェードインを
開始する地点にあり、最後のブレイクポイントはイベント
末のフェードアウトが終了する地点にあります。そしてプ
リ/ポストロールはこれらの地点から測られます。以下の
図にそれを示します。

フェードアウト部分を聴く：

•	 Audition	Fade	Outボタンをクリックするとフェードア
ウト部分が再生されます（またはキーボードのOキー
を押します）。

Audition Fade Inボタン

Audition	Fade	Inボタンをクリックするとフェードインの
みを再生します。キーボードショートカットはIキーです。

フェードイン部分を聴く：

•	 Audition	Fade	Outボタンをクリックするとフェードイ
ン部分が再生されます（またはキーボードのIキーを
押します）。

プリロールチェックボックス

オーディション時にプリロールをする場合はこのチェック
ボックスをチェックします。

ポストロールチェックボックス

オーディション時にポストロールをする場合はこのチェッ
クボックスをチェックします。

プリロールアマウントフィールド

プリロールの時間を数値入力します。単位は秒です。ま
た、すぐ右のポップアップメニューからプリセットを選ぶ
事もできます。

ポストロールアマウントフィールド

プリロールの時間を数値入力します。単位は秒です。ま
た、すぐ右のポップアップメニューからプリセットを選ぶ
事もできます。

このギャップトランジションでは、“Out”イベントの最初のフェード
アウトのブレイクポイントと“In”イベントのフェードインの最後のブ
レイクポイントからプリロール、ポストロールは計測されます。

このオーバーラップクロスフェードトランジションでは、“In”イベン
トの最初のフェードアウトのブレイクポイントと“Out”イベントのフ
ェードインの最後のブレイクポイントからプリロール、ポストロール
は計測されます。
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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、コントロールエリアの
すぐに下に配置されていて、プレイリストイベントの波形
表示とビューオプションを設定するための様々なツール
が備えられています。ウェーブフォームビューエリアでは
直感的に作業が行えるため、プレイリストイベント間のク
ロスフェードの作成や編集を行う場合に大変便利です。
ウェーブフォームビューエリアの様々なツールとオプショ
ンは、このセクションで解説されます。

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三角形
のボタンをクリックする事で、ウェーブフォームビューの
表示、非表示を設定します。三角が下向きの場合は表
示、横向きの場合は非表示になります。

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。

トランジションをプリロール、ポストロールを含めてプレ
ビューする：

1.		 Pre-roll、Post-rollチェックボックスをチェックします。

2.	 プリロール、ポストロールする時間をPre-roll、Post-
rollフィールドに入力します。またはPre-/Post-roll	
Amountポップアップメニューから選択します。

3.	 Auditionボタンをクリックしてトランジションをプリ
ロール、ポストロールを含めて聴きます。

	 •	インイベントのフェードインのみを聴きたい場合は
Audition	Fade	Inボタンをクリックします（または
キーボードのIキーを押します）。

	 •	アウトイベントのフェードアウトのみを聴きたい場
合はAudition	Fade	Inボタンをクリックします（ま
たはキーボードのOキーを押します）。

	 •	両方のトランジジョンを聴きたいときはAudition	
Transitionボタンをクリックします（またはキー
ボードのXキーを押します）。

ループ再生ボタン

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・トランジション（フェードイン/アウト）
部分のループ再生を行う事ができます。もし、ポストロー
ル、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有効にする：

•	 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：

•	 もう一度、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。

フェードインを聴くとき、最初のブレイクポイント以
前に音がない場合、プリロールは無視されます。同
じく、フェードアウトを聴くとき、最後のブレイクポ
イント以降に音がない場合、ポストロールは無視さ
れます。

Peak	LEにはウェーブフォームビューがありませ
ん。Peak	LEをご使用の際はリストビューのセク
ションをご参照下さい。
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揃える必要があるかもしれません。以下のステップとプレ
イリスト・ナビゲーションの項目ではプレイリストインター
フェイスでより効率よく編集する方法を説明します。

Lチャンネルの波形を表示するためのラジオボタン

このボタンが選択されている場合、ステレオイベントの左
オーディオチャンネルのみが表示されます。

Rチャンネルの波形を表示するためのラジオボタン

このボタンが選択されている場合、ステレオイベントの右
オーディオチャンネルのみが表示されます。

L+Rチャンネルの波形を表示するためのラジオボタン

このボタンが選択されている場合、ステレオイベントの左
右のオーディオチャンネルを足した波形が表示されます。

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
ビューはまるで1つのモノフォニック・トラックの様な表示
に切り替わります。2つのプレイリストイベントが一定の時
間重なっている場合、重なっている部分は同じ横軸上に
視覚的に表示されます。

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
フォームビューには、DAWの様に、モノフォニック・トラッ
クが上下に2つ表示されます。2つのプレイリストイベント
は別々の横軸上に表示されます。

プレイリスト・タイムラインでのイベントの表示設定はと
ても重要です。ズームアウトは、インポートされたリージョ
ンがどのように並べられているかなど、全体を把握する
場合に大変有効です。また、ビートマッチングをする場合
は、2つの異なる波形を極限までズームインしてビートを

リニア・ビュー

スタッガード・ビュー Rチャンネルの波形を表示 ステレオ波形を表示

Lチャンネルの波形を表示 L+Rチャンネルの波形を表示

L+Rチャンネルの波形を表示するためのラジオボ
タンが選択されている場合、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
いるかに見えますが、実際には左右のチャンネル
の波形を同時に表示しています。
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このズームボタンは波形を垂直方向にズームインします。
この機能のショートカットキーはキーボードの⌘+↑矢印
を同時に押します。

ズームアウトボタン（Zoom Out）

このズームボタンは波形を水平方向にズームアウトしま
す。この機能のショートカットキーはキーボードの⌘+[を
同時に押します。

ズームインボタン（Zoom In）

このズームボタンは波形を水平方向にズームインします。
この機能のショートカットキーはキーボードの⌘+]を同
時に押します。

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ビューエリアにはとても
重要な様々なビジュアルコンテンツが表示されます。この

セクションではプレイリストプロジェクトで必ず使うであ
ろうこれらのコンテンツについて詳しく解説します。

プレイリストイベント・ウェーブフォーム・ディスプレイ

プレイリストイベント・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、デフォルトの状態では青色で表示され
ます。また、選択された際には、薄い灰色に表示がかわ
ります。これらの色設定はPeakの環境設定で変更する
事が可能です。

ステレオ波形を表示するためのラジオボタン

このボタンが選択されている場合、左右のオーディオチャン
ネルの波形がステレオチャンネルとして両方表示されます。

ズームコントロール

ズームコントロールはウェーブフォームビューエリアの右
上に位置していて、ズームに関連する様 な々機能を備えて
います。

選択されたトランジションにズームするボタン（Zoom to 
Fit Transition）

このズームボタンは選択されているトランジションの幅を
プレイリストウィンドウ全体の幅になるようズームします。
この機能のショートカットキーはキーボードの⌘+Shift+]
を同時に押します。

垂直方向のズームアウトボタン（Decrease Vertical 
Zoom）

このズームボタンは波形を垂直方向にズームアウトしま
す。この機能のショートカットキーはキーボードの⌘+↓
矢印を同時に押します。

垂直方向のズームインボタン（Increase Vertical Zoom）

選択された
トランジションにズーム 垂直方向のズームイン

垂直方向のズームアウト

ズームイン

ズームアウト

ボタンとしても使えるスクロールホイール付マウス
を使って水平ズームを使用する事ができます。スク
ロールホイールボタンをクリックし、ホイールをスク
ロールする事によって、ズームイン/アウトが行えま
す。ボタンとして使えないスクロールホイール付マウ
スでは上記は行えません。
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プレイリストのビギンタイム

プレイリストのビギンタイムはプレイリストイベントが選択
されると、そのイベントの左下の角に表示されます。プレ
イリストイベントをタイムライン上で移動した場合、ビギン
タイムは自動的にアップデートされます。

プレイリストイベントのエンドバウンダリー

プレイリストイベントのエンドバウンダリーはプレイリスト
イベントの終点を定義します。

プレイリストのエンドタイム

プレイリストのエンドタイムはプレイリストイベントが選択
されると、そのイベントの右下の角に表示されます。プレ
イリストイベントをタイムライン上で移動した場合、エンド
タイムは自動的にアップデートされます。

プレイリストイベントの名前

プレイリストイベントの名前はプレイリストイベント・ディ
スプレイの左上の角に表示されます。プレイリストイベン
トの一部が画面から外れた場合でも、一部分が画面に
表示されている限り名前は表示されます。トラック・オフ
セットを適用している場合は、オフセットの開始点に名前
が表示されます。ウィンドウがスクロールされた事によっ
てオフセットが画面から外れた場合でも、イベントの一部
分が画面に表示されている限り名前は表示されます。

プレイリストイベントのビギンバウンダリー

プレイリストイベントのビギンバウンダリーはプレイリスト
イベントの始点であり、タイムライン上でのイベントの開始
点でもあります。また、オーディオCDを最終目的としてい
る場合、ビギンバウンダリーはデフォルトでCDトラックの
インデックスとして適用されます。ただし、イベントにオフ
セットが適用されている場合は、そのイベントに限り、そ
こがCDトラックのインデックスとして適用されます。

ウェーブフォームビューエリアの詳細

ポーズインジケータ

フェードイン
エンベロープ

プレイリスト
イベントの
ビギンタイム

フェードアウト
デュレーション

プレイリスト
イベント
ウエーブフォーム

フェードアウト
エンベロープ

ホライゾンタル
スクロールバー

タイムライン プレイヘッド
カーソル

ホライゾンタル・
スクロール用矢印

カスタムフェード
ブレイクポイント

プレイリスト
イベントの
エンドタイム

フェードイン
デュレーション

プレイリスト
イベントの名前

プレイリストイベントの
ビギンバウンダリー

トラックスタート
オフセット

カスタムボリューム
エンベロープ

エディットポイント
インジケータ

プレイリストイベントの
エンドバウンダリー



Peak 6 User’s Guide144

ポイントがデフォルトの位置から変更された場合、カスタ
ム・エンベロープとして認識され、自動設定は適用され
なくなりますが、プレイリストイベントのオーディオタイム
にロックされる形になり、イベントが移動されるとそれに
従ってブレイクポイントも移動します。

フェードインデュレーション

クロスフェードを使ってフェードインが自動で設定され
る場合、フェードインデュレーションは自動で設定された
フェードインエンベロープの時間と同じになります。

フェードアウトエンベロープ

フェードアウトエンベロープは時間軸に沿ったオーディオ
アンプリチュードレベルの減少の形状を表します。急な
形状はアンプリチュードの変化が早く、滑らかな形状は
アンプリチュードの変化が遅い事を意味します。

フェードアウトエンベロープはクロスフェードとして使用
するか、ほかのプレイリストイベントと重ならないイベン
トにフェードアウトとして使用する事ができます。

2つのプレイリストイベントが一定の時間重なる場合、自
動的にフェードアウトがクロスフェードの一部として作成
されます。また、そのフェードアウトの対となるフェードイ
ンも同時に作成されます。

2つのプレイリストイベントの重なりでフェードアウトが自
動的に作成された場合、フェードアウトの時間は2つの赤
いブレイクポイント（フェードアウトの始まりと終わり）に
よって定義されます。

フェードアウトエンベロープのポップアップメニューから
は、シンプルな赤いブレイクポイントのみの形状のエンベ
ロープや白いブレイクポイントがそれに追加された形状
のものなど、様々なエンベロープ・プリセットを呼び出す
事ができます。エンベロープ・プリセットは自動的にクロ
スフェード・トランジションの長さに合ったものが配置さ
れます。

エディットポイントインジケータ

エディットポイントインジケータは均等なクロスフェード
が掛かっている場合のみに表示され、2つのプレイリスト
イベント間のクロスフェードの真ん中を表します。

フェードインエンベロープ

フェードインエンベロープは時間軸に沿ったオーディオア
ンプリチュードレベルの増加の形状を表します。急な形
状はアンプリチュードの変化が早く、滑らかな形状はア
ンプリチュードの変化が遅い事を意味します。

フェードインエンベロープはクロスフェードとして使用す
るか、ほかのプレイリストイベントと重ならないイベント
にフェードインとして使用する事ができます。

2つのプレイリストイベントが一定の時間重なる場合、自
動的にフェードインがクロスフェードの一部として作成さ
れます。また、そのフェードインの対となるフェードアウト
も同時に作成されます。

2つのプレイリストイベントの重なりでフェードインが自動
的に作成された場合、フェードインの時間は2つの赤いブ
レイクポイント（フェードインの始まりと終わり）によって
定義されます。

フェードインエンベロープのポップアップメニューから
は、シンプルな赤いブレイクポイントのみの形状のエンベ
ロープや白いブレイクポイントがそれに追加された形状
のものなど、様々なエンベロープ・プリセットを呼び出す
事ができます。エンベロープ・プリセットは自動的にクロ
スフェード・トランジションの長さに合ったものが配置さ
れます。

ビギン/エンドフェードイン・エンベロープのブレイクポイント

これらブレイクポイントはデフォルトの状態では赤色で
表示され、フェードインエンベロープの始まりと終わりを
示します。エンドフェードイン・エンベロープのブレイク

カスタムのクロスフェードの場合はエディットポイン
トが中央に表示されない場合があります。
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なったスタート時間をCDのトラックインデックスとして使
用する際に使います。トラックスタートオフセットはデフォ
ルトの状態だとイベントのビギンバウンダリーと同じ位
置に太い白線で表示されます。トラックスタートオフセッ
トが使われている際には、それが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。作られたオフ
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。

オフセットの時間はオフセット・インジケータの右にデル
タ記号（△）と一緒に表示されます。ビギンバウンダリー
の後にオフセットが作られればプラスで、前に作られれ
ばマイナスで表示されます。

トラックスタートオフセットやポーズを配置する場合は正
しいインジケータを使用する様注意が必要です。両方と
もイベントのビギンバウンダリーに関わります。トラックス
タートオフセットの白色のインジケータは黄色のポーズイ
ンジケータの上に表示されます。

ポーズインジケータ

ポーズはトラックとトラックの間に一定時間オーディオを
挿入する事を言います。デフォルトの状態ではイベントの
ビギンバウンダリーとトラック・オフセットと同じ場所に配
置されます。カスタム・ポーズを適用するにはこれをビギ
ンバウンダリーの前か後ろにドラッグします。ポーズは緑
色の陰で表示されます。

ビギン/エンドフェードアウト・エンベロープのブレイクポ
イント

これらブレイクポイントはデフォルトの状態では赤色で
表示され、フェードアウトエンベロープの始まりと終わり
を示します。エンドフェードアウト・エンベロープのブレイ
クポイントがデフォルトの位置から変更された場合、カス
タム・エンベロープとして認識され、自動設定は適用され
なくなりますが、プレイリストイベントのオーディオタイム
にロックされる形になり、イベントが移動されるとそれに
従ってブレイクポイントも移動します。

フェードアウトデュレーション

クロスフェードを使ってフェードアウトが自動で設定され
る場合、フェードアウトデュレーションは自動で設定され
たフェードアウトエンベロープの時間と同じになります。

ボリュームエンベロープ

プレイリストイベントにはダイナミックかつ非破壊的に
ボリュームを変更する事のできるボリュームエンベロー
プが備わっています。ボリュームエンベロープを使うと、
6dBのブーストおよび無限値のアッテネートが行えます。

カスタムボリュームエンベロープ・ブレイクポイント

カスタムボリュームエンベロープ・ブレイクポイントは白
色で表示され、ボリュームエンベロープをダブルクリック
する事で追加できます。各ブレイクポイントのゲイン値は
dBで表示されます。

カスタムフェードブレイクポイント

カスタムフェードブレイクポイント白色で表示され、フェー
ドエンベロープをダブルクリックする事で追加できます。
各ブレイクポイントのゲイン値はdBで表示されます。

フェードブレイクポイントはプレイリストイベントのボ
リュームエンベロープの一部分です。

トラックスタートオフセット・インジケータ

トラックスタートオフセットはイベントのビギンタイムと異

ポーズインジケータ
ハンドル（黄色）

プレイリストイベント
ビギンバウンダリー

トラックスタートオフセット
インジケータハンドル（白色）



Peak 6 User’s Guide146

ドラッグします。ショートカットキーはキーボードのコント
ロールキーと左矢印キーで左にスクロールし、コントロー
ルキーと右矢印キーで右にスクロールします。

ホライゾンタル・スクロール用矢印ボタン

ホライゾンタル・スクロール用矢印ボタンはホライゾンタ
ルスクロールバー上に位置し、ウェーブフォームビューエ
リアの視野設定のみに使用します。ホライゾンタルスク
ロールバーを使用すると好きなだけ視野を動かす事が可
能ですが、矢印は1クリック毎にズームレベルに合った範
囲だけ移動します。ズームレベルが低い場合、1クリック
で大きく視野を移動できるのに対し、ズームレベルが高
い場合は1クリックで細かく視野を移動する事ができま
す。ショートカットキーはキーボードのコントロールキーと
左矢印キーで左にスクロールし、コントロールキーと右矢
印キーで右にスクロールします。

カーソルツール

プレイリストには3つのツールが備えられており、各ツー
ルを使って様々な編集作業を行う事ができます。プレイ
リストでの編集はムーブ・イベント、トリム・イベント、セン
タード・クロスフェードのツールを使ってほぼ全てが行わ
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）を基準
に、どこにプレイリストが配置されているかを明確に表示
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1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置きになります。

プレイヘッドカーソル

プレイヘッドカーソルはプレイリストのどの部分が現在再
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。

•	 タイムライン上の任意の場所をクリックすると、カーソ
ルが移動します。

•	 タイムライン上の任意の場所をダブルクリックすると、
その場所からプレイバックします。

•	 オーディオのプレイバック中にタイムライン上の任意の
場所をクリックすると、その場所からプレイバックを
続けます。

•	 プレイリストイベントを選択するとプレイヘッドカーソ
ルはそのイベントの最初に移動します。

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
エリアの下に表示され、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しきれない場合のみに表示され
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に関連するイベントやプレイ
リストの内容を動かす事はできません。ホライゾンタル・
スクロールはスクロールバーをクリックした状態で左右に

スクロールホイール付マウスもホライゾンタル・スク
ロールに使用する事ができます。また、スクロール
ホイールがボタンとしても使用できるタイプのマウ
スの場合、クリックとマウスのスクロールにより水平
方向にズームイン/アウトする事ができます。

ツールの種類とその機能はオーバーラップ/ギャッ
プモードもしくはセンタードモードを使用している
かにより、異なります。これらのモードについては
この章で説明されます。
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2.	 クリックした状態で左右へドラッグする事によりビ
ギン/エンドバウンダリーを調節（短くする、延ばす
など）する事ができます。

センタードモードでトリムイベントツールを使うには：

1.		 ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアのイベントの
ビギンもしくはエンドバウンダリーへマウスのカーソ
ルを移動する事でカーソルがトリムツールに切り替
わります。

2.	 クリックした状態で左右へドラッグする事によりそれ
に伴った変化が隣接するイベントにも適用されます。

センタードモードかつプリザーブ・タイミング・モディファイ
アが無効の状態でトリムツールを使用すると、フェードブ
レイクポイントが動き、フェードエンベロープが調節されま
すが、その他のイベントに影響を与える事はありません。

ムーブイベントツール

オーバーラップ/ギャップモードでは、マウスのカーソル
をプレイリストイベントの波形上に移動する事でムーブ・
イベントモードモードとなります。

プレイリストイベントをクリックしてから左右にドラッグす
るとそのイベント全体（とその他に選択されているイベン
ト）をタイムライン上で移動する事ができます。

ムーブイベントツールを使うには：

1.		 ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアの中央へマウ
スのカーソルを移動します。

2.	 クリックした状態で任意の場所へ左右どちらかへド
ラッグします。

トリムイベントツール

トリムイベントツールはオーバーラップ/ギャップモードと
センタードモードの両方で使用する事ができ、この2つの
モードで使用方法が若干異なります。

マウスのカーソルがプレイリストイベントの波形の端に近
づけるとカーソルがトリムツールに切り替わり、そのイベ
ントの波形の調節ができます。

オーバーラップ/ギャップモードでトリムイベントツールを
使うには：

1.		 ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアのイベントの
ビギンもしくはエンドバウンダリーへマウスのカーソ
ルを移動する事でカーソルがトリムツールに切り替
わります。

オーバーラップ/ギャップモードで新規プレイリスト
を開くと、プリザーブ・タイミング・モディファイアは
デフォルトの状態では無効になっています。この状
態でトリムツールを使うと、選択されたイベントの
みが影響されます。プリザーブ・タイミング・モディ
ファイアが有効の場合、イベント間の2つのエディッ
トポイントのみが移動し、そのトランジションの間
隔が保たれるため、タイムライン上のオーディオに
変化を加えずに編集を行う事ができます。イベント
を調節すると、それに隣接するイベントを反対方向
へ同じ幅調節します。プリザーブ・タイミング・モディ
ファイアについてはこの章で説明されます。

センタードモードで新規プレイリストを開くと、プ
リザーブ・タイミング・モディファイアはデフォルト
の状態では有効になっています。この状態でトリム
ツールを使うと、選択されたイベントのみでなく隣
接するイベントも影響されます。プリザーブ・タイミ
ング・モディファイアが有効の場合、イベント間の2
つのエディットポイントのみが移動し、そのトラン
ジションの間隔が保たれるため、タイムライン上の
オーディオに変化を加えずに編集を行う事ができ
ます。イベントを調節すると、それに隣接するイベ
ントを反対方向へ同じ幅で調節します。プリザー
ブ・タイミング・モディファイアについてはこの章で
説明されています。
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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
選択するには：

•	 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）。

プレイリストイベントの削除

ウェーブフォームビューでプレイリストイベントの削除を
行う事ができます。

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
するには：

•	 ウェーブフォームビュー上で削除を行うプレイリストイ
ベントを選択し、プレイリストインターフェイス上にあ
るDelete	Playlist	Eventボタンをクリックするか、キー
ボードのdeleteキーを押して下さい。

プレイリストイベント間にトランジションを作成する

プレイリストにはギャップ、ポーズ、バットエディット、セン
ター/オーバーラップ・クロスフェードなど、様々なトラン
ジションを加える事ができます。

下記の例ではオーバーラップ・クロスフェードを使用して
います。プレイリストでトラックをつなげる際、前のイベン
トがフェードアウトすると同時に次のイベントがフェード
インする人気の高いトランジションです。

バットエディット

デフォルトの状態で複数のプレイリストイベントをプレイ
リストに追加した場合、トランジションの種類としてバッ
トエディットが採用されます。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。プレイリストのイベント間に隙間ができ、隙間のない
状態へ戻したい場合に大変有効です。

センタード・クロスフェードツール

センタード・クロスフェードツールはセンタードモードでの
み使用できます（センタードモードについては後の章を参
照して下さい）。マウスのカーソルがプレイリストイベント
の波形の上に移動されると、カーソルがセンタード・クロ
スフェードツールに切り替わります。このツールはエディッ
トポイントを中心としたクロスフェードを作成するのに使
用します。

センタード・クロスフェードツールを使うには：

1.		 ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアでトランジショ
ンの中央にマウスのカーソルを移動します。

2.	 クリックした状態で左へドラッグする事でクロス
フェードが作成されます。クロスフェードが作成され
たら、左右どちらの方向にドラッグしてもその時間
を調節する事が可能です。

ハイプレシジョン編集モード

カーソルツールを使用する際、キーボードのコントロール
キー（control）を押しながら、より精度の高い編集を行う
事が可能です。これをハイプレシジョン編集モードと呼び
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。

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、
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
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センタード・クロスフェード

センタード・クロスフェードはプレイリストの短いイベント
を繋げ、自然にトラックからトラックへ移動するのに有効
なトランジションです。

ウェーブフォームビュー上でセンタード・クロスフェードを
作成するには：

1.		 クロスフェード・グループのセンタード（Centered）
ボタンをクリックします。

2.	 ウェーブフォーム・ディスプレイ・エリアでトランジショ
ンの中央にマウスのカーソルを移動します。

3.	 イベントをクリックし、左へドラッグする事で前の
イベントの一部分と重なる部分を作ります。クロス
フェードが作成されたら、左右へドラッグする事によ
り、クロスフェードの長さを調整する事ができます。

ウェーブフォームビュー上でイベントをその前のイベント
へバットエディットするには：

1.		 バットエディットを行いたいイベントを選択します。

2.	 プレイリストインターフェイスの左上部分に配置さ
れている前のイベントへバットエディット（Butt	to	
Previous	Event）ボタンをクリックすると、バットエ
ディットが行われ、イベントとイベントがぴったり隣
り合わせに配置されます。

オーバーラップ・クロスフェード

オーバーラップ・クロスフェードは1つ目イベントが終わる
前に、2つ目のイベントが始まる様、2つのイベントを重ね
て繋げるトランジションです。

ウェーブフォームビュー上でオーバーラップ・クロスフェー
ドを作成するには：

1.		 クロスフェードを行う2つの隣り合わせのイベントを
決めます。

2.	 2つのイベントのうち、後ろのイベントをクリックし、
左へドラッグする事で前のイベントの一部分がと重
なる部分を作ります。

バット前

バット後

イベントを左へドラッグすると自動的にクロスフェードが重なる部分
に作成されます。

センタード・クロスフェードツールでフェードインするイベントを左へ
ドラッグする事でセンタード・クロスフェードが作成されます。
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がこれです。この場合、リスナーが次のトラックへスキッ
プすると、拍手を省く事が可能ですが、CD全体を通しで
聞いた場合、トラック間の拍手が再生されます。

オーディオが含まれないポーズを作成するには：

1.		 無音のポーズを作成する2つのイベントを決めます。

2.	 2つ目のイベントをクリックし、右へドラッグ（遅らせ
る）してイベント間にギャップを作ります。

3.	 2つ目のイベントの黄色で表示されるポーズインジ
ケータを左へドラッグし、1つ目のイベントのエンド
バウンダリーに合わせます。

フェードの種類を変更するには：

1	.	 フェードインするイベントをクリックします。

2.	 フェードイン/アウトエンベロープのポップアップメ
ニューからフェードの種類を選択します（Fast	 in、
Slow	out、Linearなど）。

ギャップ

ギャップとはプレイリストの曲を配置する際、曲間の無音
の時間の事を言います。

ウェーブフォームビュー上でギャップを作成するには：

1.		 ギャップを曲間に作成する2つのイベントを決めます。

2.	 2つ目のイベントをクリックし、右へドラッグ（遅らせ
る）してイベント間にスペース（ギャップ）を作ります。

ポーズ

ポーズはCDトラック間でギャップの代わりに使用され、
使い方次第ではギャップの特徴と全く異なります。一般
的なポーズの使われ方は2つのCDトラックの間に無音の
状態を作る事です。しかしながら、2秒間のポーズと2秒
間のギャップをCDで聞いた場合、リスナーには違いが
わかりません。

ギャップとポーズの違いでもっとも特徴的なのが、ポーズ
ではオーディオ情報を含む事が可能な点です。ライブ録
音CDのトラック間で拍手が続いているのを聞いた事が
ありませんか？オーディオが含まれているポーズの一例

ムーブツールを使って2つ目のイベントをクリックし、右へドラッグ
するとギャップが作成されます。

ギャップとポーズは別物です。CDプレイヤーで
ギャップが再生されると、前のトラックの後に無音
が再生され、CDプレイヤーのカウンターはその前
のトラックに足した数値を表示します。CDプレイ
ヤーでポーズが再生されると、同じ様に前のトラッ
クの後に無音が再生されますが、この場合は次の
トラックまでのカウントダウンがカウンターに表示
され、カウントダウンが「0」になると同時に次のト
ラックに切り替わります。ただし、CDプレイヤーに
よってポーズの表示方法は異なり、カウントダウン
の代わりに「P」が表示されるCDプレイヤーもあり
ます。	

ポーズインジケータがギャップを含む様変更し、前のイベントのエン
ドバウンダリーとぴったり合わせます。
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スナップショットを記憶するには（例：スナップショットA）：

1.		 トランジションとフェードエンベロープを作成します。

2.	 スナップショットA記憶ボタンをクリックします。選
択されているトランジションがスナップショットAと
して記憶されます。

スナップショットを呼び出すには（例：スナップショットA）：

•	 スナップショットA呼び出しボタンをクリックします。
スナプショットAに記憶されたトランジションがプレイ
リストに表示されます。

ボリュームエンベロープの編集

プレイリストイベントのボリュームエンベロープのブレイ
クポイントは追加、削除、移動する事ができます。

ボリュームエンベロープのブレイクポイントを追加するには：

•	 ボリュームエンベロープ上でブレイクポイントを追加
する場所をクリックします。新しいブレイクポイントが
作成されます。

ボリュームエンベロープのブレイクポイントを削除するには：

•	 キーボードのオプションキー（option）を押しながら削
除するブレイクポイントをクリックする事でブレイクポ
イントの削除が行えます。

デフォルトのブレイクポイントへリセットするには：

•	 キーボードのオプションキー（option）を押しながら
デフォルトのブレークポイント（赤色で表示されます）
をクリックするとデフォルトの状態へ戻ります。この

オーディオが含まれるポーズを作成するには：

1.		 オーディオが含まれるポーズを作成する2つのぴっ
たり連なるイベントを決めます。

2.	 2つ目のイベントの黄色で表示されるポーズインジ
ケータをクリックし、左へドラッグ（早める）して任
意の時間もしくは波形が含まれる場所まで移動し
ます。

トランジション・スナップショット

トランジション・スナップショットはイベント間のトランジ
ションの設定を最大4つまで記憶する事ができます。スナッ
プショットはフェードイン/アウトエンベロープの形を時間、
そしてオーバーラップ/ギャップの設定を記憶します。

スナップショットは一時的なものでプレイリストには保存
されません。スナップショットの保存を行うには、スナッ
プショットをプレイリストイベントに呼び出した状態でプ
レイリストを保存して下さい。

ポーズインジケータを前のイベントのエンドバウンダリーより前へ
配置する事で、オーディオが含まれるポーズが作成されます。

ポーズとギャップはリストビューで時間を入力して
も作成する事ができます。詳しくはこの章の次のセ
クションをご覧下さい。

ストアースナップショットA リコールソナップショットA

スナップショットは異なるトランジションを素早く試し、ぴったりの
ものを探す場合に有効です。左に位置する矢印をクリックしトラン
ジションを記憶し、右に位置するアルファベットをクリックすると保
存したトランジションを呼び出します。

ボリュームエンベロープはプレイリストイベントのダイナミックレベ
ルをコントロールする事ができます。

デフォルトのブレークポイント（赤色で表示されま
す）は削除する事ができません。
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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。

トラック・オフセットはプレイリストイベントの始め以外の
場所にトラックのインデックスを配置する場合に有効です。

イベントのビギンバウンダリーの前にトラックスタートオ
フセットを配置するには：

•	 白色で表示されるトラックスタートオフセットをクリッ
クして左へドラッグします。

イベントのビギンバウンダリーの後にトラックスタートオ
フセットを配置するには：

•	 白色で表示されるトラックスタートオフセットをクリッ
クして右へドラッグします。

リストビューエリア

このセクションではプレイリストのリストビューにある
様々なコントロールツールが説明されます。欄とフィール
ドはデフォルトで表示される順に説明されます。

エンベロープが隣接するイベントにも適応している場
合、それらも影響されます。

ボリューム・エンベロープ・ブレークポイントのゲインを
変更するには：

•	 ボリュームエンベロープを上へクリック&ドラッグす
るとゲインは増加され、下へクリック&ドラッグすると
減少します。

または、

1.		 ボリュームエンベロープをダブルクリックすると、ブ
レイクポイントのゲイン設定のダイアログが表示さ
れます。

2.	 任意のゲイン値を入力します。

3.	 OKボタンをクリックします。ブレイクポイントが新し
いゲイン値へ移動します。

ブレイクポイント間のゲイン値を変更するには：

1.		 2つのブレイクポイントの間のエンベロープ上好きな
ところをクリックします。

2.	 クリックした状態で上または下へドラッグする事で
2つのブレイクポイントのゲイン値を変更する事がで
きます。

ブレイクポイントをタイムライン軸に沿って移動する：

•	 ボリュームエンベロープをクリックし、左右へドラッグ
する事で適用されるタイムライン上の時間を変更する
事ができます。

トラックスタートオフセット

トラックスタートオフセットは、トラックのスタートタイムの
値を決めるのに使われます。オフセットが設定された位
置が次のトラックへカウンターが進む位置であり、そのト
ラックのインデックスに使われる時間という事になります。
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

ブレイクポイントをクリック&ドラッグで移動して
いる際、キーボードのShiftキーを押した状態で操
作する事で、縦軸ではdBの値を固定する事がで
き、横軸では時間を固定する事ができます。

各イベントの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の前もしくはそのイベントの
エンドバウンダリーの後に配置する事はできません。
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リストビューエリアの詳細
リストビューエリアの
表示 /非表示

トラックスタート
オフセット

トラックナンバー トラックスタートタイムトラックネーム CD-TEXT

Vbox
エフェクト

エンファシスゲインフェードイン
デュレーション

フェードイン
エンベロープ
シェープ

トラック
デュレーション

ポーズ
デュレーション

フェードアウト
エンベロープ
シェープ

フェードアウト
デュレーション

ISRC
ディスプレイ

コピー
プロテクション

プログラム
デュレーション

トラックエンド

もしプレイリストのコンテンツが78分を超過してい
て、Red	Bookのチェックボックスが有効化されてい
る場合、プログラムデュレーションは赤色に表示さ
れ、Red	Bookの標準に準じていない事を表します。

リストビューの欄、コントロールとフィールド

ここではリストビューエリアで表示されるコントロールの
説明をします。

リストビューエリアの表示/非表示

「List	View」と書かれた左に位置するこの小さな三角は
右へ向いているとリストビュー全体を隠している状態で
ある事を示し、下へ向いていると表示している状態であ
る事を示します。

プログラムデュレーションの時間表示

リストビューエリアの表示/非表示を行える三角と反対
側にプログラムデュレーションが表示されます。これは、
ギャップやポーズを含む、プレイリストに含まれる全ての
コンテンツを足した時間を表示します。デフォルトの状
態では、このディスプレイは、リストビューからウェーブ
フォーム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。ウェーブフォームビューが非表示の場合、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、ウェーブフォームビューエリ
アの下のウィンドウフレーム内に現われます。

トラックナンバー欄

トラックナンバー欄は、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、そのプレイリストをリージョンメー
カーも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、この欄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。この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
変更する事です。

トラックネーム（Name）欄

トラックネーム欄では、プレイリストで使用されているイ
ベントの名前を表示します。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。トラックネーム欄をクリックすると
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。

トラックネームを編集するには：

1.		 編集するトラックネームをクリックして、名前を編集
可能な状態にします。

2.	 新しい名前を入力し、キーボードのReturnキーを
押します。
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この欄は、プレイリストイベントの終了時間を表示しま
す。この値はプレイリストイベントのエンドバウンダリーと
同じです。

トラック・エンド・タイムを編集するには：

1.		 編集するトラック・エンド・タイム・フィールドをクリッ
クして、編集可能な状態にします。

2.	 新しいエンドタイムを入力し、キーボードのReturn
キーを押します。

トラックデュレーション（Duration）欄

この欄は、プレイリストのビギンバウンダリーとエンドバウ
ンダリー間の時間を表示します。

トラックデュレーションの編集をするには：

1.		 編集するトラック・デュレーション・フィールドをクリッ
クして、編集可能な状態にします。

2.	 新しい時間を入力し、キーボードのReturnキーを
押します。

ポーズデュレーション（Pause）欄

ポーズデュレーション欄では、ポーズが使用されている
場合のみ、ウェーブフォームビューでのその位置を表示
します。デフォルトの場合、ポーズデュレーション欄には
トラックのポーズ時間は0秒と表示され（またはタイム
ユニットの中で同等な位置）、イベントのビギンバウンダ
リーにポーズインジケータがロックされている事を意味し
ます（詳しくは、162ページのポーズのセクションを参照し
て下さい）。

ポーズを挿入するには：

1.	編集するポーズ・フィールドをクリックして、編集可能
な状態にします。

2.	 新しいポーズデュレーション値を入力し、キーボード
のReturnキーを押します。

トラックスタートオフセット（TS Offset）欄

トラックスタートオフセット欄では、トラックスタートオ
フセットが使用されている場合のみ、ウェーブフォーム
ビューでのその位置を表示します。デフォルトの場合、ト
ラックの開始時間はイベントのビギンバウンダリーに設
定されるので、0秒の値が表示されます（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事を可
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
ントのビギンバウンダリーの前、または後に設定する事が
できます。リストビュー上でトラックスタートオフセットを
編集するには、トラックスタートオフセット欄の下のトラッ
クスタートオフセット・フィールドをクリックして下さい。
新しい値を入力する事ができます。

トラックスタートオフセットを編集するには：

1.		 編集するトラックスタートオフセット・フィールドをク
リックして、編集可能な状態にします。

2.	 新しいオフセット値を入力し、キーボードのReturn
キーを押します。

または、

1.		 編集するトラックスタートオフセット・フィールドをダ
ブルクリックすると、トラックスタートオフセットの
編集ダイアログが表示されます。

2.	 新しいオフセット値を入力し、OKをクリックします。

トラックスタートタイム（Start）欄

この欄は、プレイリストイベントの開始時間を表示しま
す。この値はプレイリストイベントのビギンバウンダリー
やデフォルトのトラックスタートオフセットやポーズインジ
ケータの値と同じです。

トラックスタートタイムを編集するには：

1.		 編集するトラックスタートタイム・フィールドをクリッ
クして、編集可能な状態にします。

2.	 新しいスタートタイムを入力し、キーボードの
Returnキーを押します。

トラック・エンド・タイム（End）欄
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フェードアウト・シェープ（O-XF）欄

この欄のフィールドは各プレイリストイベントに使用され
ているフェードアウトの形をサムネールで表示します。ド
ロップダウンメニューをクリックすると様々な使用可能な
エンベロープ・プリセットが表示されます。

Fast -	速いフェードアウトを加えます。

Slow -	遅いフェードアウトを加えます。

Linear -	アンプリチュードの増加が平均線である標準的
なフェードアウトを加えます。

フェードインデュレーション（I-XF-T）欄

この欄では、フェードインのデュレーション（持続時間）
が表示されます。

フェードインデュレーションを編集するには：

1.		 編集するI-XF-Tフィールドをクリックし、編集可能
な状態にします。

2.	 新しいデュレーション値を入力し、OKをクリックし
ます。

フェードアウトデュレーション（O-XF-T）欄

この欄では、フェードアウトのデュレーションが表示され
ます。

フェードアウトデュレーションを編集するには：

1.		 編集するO-XF-Tフィールドをクリックし、編集可能
な状態にします。

2.	 新しいデュレーション値を入力し、OKをクリックし
ます。

ゲイン・チェンジ値（Gain）欄

この欄に表示される数値はオリジナルのソースオーディ
オのゲイン値に比べた非破壊敵なゲイン値の増減を示し
ます。ここに表示されるゲイン値はプレイリストイベント
のみに影響するため、ソースオーディオには影響しませ

または、
1.		 編集するポーズ・フィールドをダブルクリックすると、
プレイリストイベントのポーズタイムダイアログが表
示されます。

2.	 新しいポーズデュレーションを入力し、OKをクリッ
クします。

フェードイン・シェープ（I-XF）欄

この欄のフィールドは各プレイリストイベントに使用され
ているフェードインの形をサムネールで表示します。ド
ロップダウンメニューをクリックすると様々な使用可能な
エンベロープ・プリセットが表示されます。

Fast - 速いフェードインを加えます。

Slow - 遅いフェードインを加えます。

Linear - アンプリチュードの増加が平均線である標準的
なフェードインを加えます。
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ISRCコードをトラックに追加するには：

1.		 トラックのISRCフィールドをクリックし、編集可能
の状態にします。

2.	 ISRCコードを入力し、キーボードのReturnキーを
押します。入力されたISRCコードはデフォルトのハ
イフン付きで自動的にフォーマットされます。

トラックCD-TEXT（CDTXT）欄

下記のダイアログは、各トラックの様々なCD-TEXTデー
タを入力する事ができます。このデータは、リストビュー
のCDTXTチェックボックスとバーン・オーディオCDダ
イアログのバーンCD-TEXTチェックボックスの両方が
チェックされている場合にのみ、CDへ書き込まれます。

ん。この値は、プレイリストのイベント同士のバランスを
調整するために有効です。ボリュームを上げたり下げた
りする事でプレイリスト全体のボリュームのバランスを保
つ事ができます。

エンファシス・サブコード（Emp）欄

この欄のチェックボックスは、イベントにエンファシス用
フラグが設定されているかどうかを表します。このフラグ
はPQ-サブコードの情報の1つで、CDプレイヤーによっ
ては、フラグが設定されているトラックにハイパスフィル
ターが適用されたりします。エンファシスは頻繁に使用さ
れるものではありません。

コピープロテクション・サブコード（CP）欄

この欄のチェックボックスは、イベントにコピープロテク
ション（コピー保護）用のフラグが設定されているかどう
かを表します。このフラグはPQ-サブコードの情報の1つ
です。

このフラグがトラックに設定されている場合、デジタルコ
ピーの作成が制御される場合があります。

ISRCディスプレイ（ISRC）欄

この欄のフィールドは、プレイリストイベントのISRCコー
ドを表示します。

ゲイン・チェンジ値欄で入力されるゲイン値は、プ
レイリストイベントのボリュームエンベロープが設
定したオーディオレベルに適用されます。

ISRCコードはトラック・ダイアログのCD-TEXTで
も入力する事ができます。詳しくは以下を参照して
下さい。クリッピングなどが発生する可能性があるため、プ

レイリストイベントのゲイン値を上げ過ぎない様注
意して下さい。また、プレイリストイベント間のゲイ
ン値の差が大きい場合、クリックなどの不要なノイ
ズが発生する場合があります。クリックが発生して
しまった場合は、ボリュームエンベロープなどを使
用してゲインの調整やクロスフェードを挿入してトラ
ンジションを滑らかにしてみて下さい。

トラックの CD-TEXTダイアログではトラックごとの CD-TEXTを
入力する事ができます。
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欄の順番の変更

リストビューで作業している場合、その欄を自由に表示
する事ができます。全ての欄を必要としない場合や狭い
画面を使用している場合に有効です。

リストビューで欄の順番を変更するには：

•	 移動する欄のヘッダーをクリックし、左右へドラッグ
し、希望の位置まで動かします。

プレイリストイベントの選択

プレイリストへリージョンが追加されたら、次はトリム、
ナッジ、メタデータの挿入などの様々な編集作業が待ち
受けます。その編集作業が適用されるプレイリストイベン
トの選択方法は覚えておかなければならない重要な作
業の1つです。

リストビューエリアでプレイリストイベントを選択するには：

•	 プレイリストイベントを選択すると、そのイベントがハ
イライトされます（ハイライトの色は環境設定により異
なります）。

リストビューエリアで複数のプレイリストイベントを選択
するには：

1.		 プレイリストイベントを選択すると、そのイベントが
ハイライトされます（ハイライトの色は環境設定によ
り異なります）。

2.	 最初に選択したイベントが選択（ハイライト）されて
いる状態のまま、キーボードのコマンド（⌘）キーを
押しながら別のイベントをクリックします。2つのイ
ベントが選択されている状態になります。

3.	 更にプレイリストイベントを同時に選択する場合は、
上記の様に最初の2つのイベントが選択されている
状態のまま、キーボードのコマンド（⌘）キーを押し
ながら別のプレイリストイベントをクリックします。

Vboxインサート（Vbox Insert）欄

Peakプレイリストでは、プレイリストイベントに対して
VboxルーティングインターフェースからAudio	Unitsと
VSTプラグインを使用する事ができます。各プレイリスト
イベントにユニークなエフェクトのスナップショットを適
用する事ができます。これらのエフェクトは、プレイバッ
ク、バウンス、オーディオCDへのライティング時に適用さ
れます。

バーティカル・スクロールバー

バーティカル・スクロールバーはリストビューエリアの下位
部分に配置されていて、リストビューの右側に表示されま
す。このスクロールバーはプレイリストウィンドウの縦幅
に表示されている以上のコンテンツがある場合にのみ表
示されます。

バーティカル・スクロール用矢印ボタン

バーティカル・スクロール用矢印ボタンはバーティカル・ス
クロールバー上に位置し、ウィンドウに全てのコンテンツ
が表示できない場合、スクロールバーの様に縦軸に沿っ
てウィンドウを上下にスクロールするために使用します。

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リストビューエリアの下
位部分に配置されています。このスクロールバーはプレイ
リストウィンドウの横幅に表示されている以上のコンテン
ツがある場合にのみ表示されます。

ホライゾンタル・スクロール用矢印ボタン

ホライゾンタル・スクロール用矢印ボタンはホライゾンタル
スクロールバー上に位置し、ウィンドウに全てのコンテンツ
が表示できない場合、スクロールバーの様に横軸に沿っ
てウィンドウを左右にスクロールするために使用します。

ISRCコードとCD-TEXTの詳しい情報はこの章の
後ろを参照して下さい。
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プレイリストイベントの順番の変更

プレイリストイベントの順番の変更はリストビューでのみ
可能です。

プレイリストイベントの順番を変更するには：

1.		 動かしたいイベントを選択します。

2.	 イベントをクリックした状態で任意の場所へ上下に
ドラッグします。動かしているイベントはハイライト
されている状態で移動します。

例えば、3番目のイベントを2番目へ移動する場合、3番目
のイベントをクリッックし、2番目のイベントの上へ移動し
ます（2番目のイベントがハイライトされます）。この場合、
プレイリストでは2番目と3番目のイベントの順序の入れ替
わりのみが行われ、その他のイベントは影響されません。

プレイリストイベント間にトランジションを作成する

隣り合わせのプレイリストイベントの間にはバットエ
ディット、クロスフェード、ギャップ、ポーズの4つの種類の
トランジションを挿入する事ができます。

リストビューではトランジションをビジュアル的に確認す
る事はできません。トランジションの形状について詳しく
は、ウェーブフォームビューでのトランジションの作成の
セクションを参照して下さい。そのセクションでは、トラ
ンジションの形状が図付きで解説されています。

プレイリストイベントの削除

リストビューでプレイリストイベントの削除を行うには2つ
の方法があります。

リストビューでプエイリスとイベントを削除するには：

•	 リストビューで不要なプレイリストイベントを全て選択
し、プレイリストインターフェイスの左上に位置するプ
レイリストイベントの削除（Delete	Playlist	Event）ボ
タンをクリックします。

•	 リストビューで不要なプレイリストイベントを全て選択
し、キーボードのdeleteボタンを押します。

プレイリストイベントの名前の変更

プレイリストイベントの名前は変更する事ができます。こ
れは、リストビューでのみ可能ですが、プレイリストイベン
トをソースリージョンにコンフォーム（従わせる）する機能
が有効にされていない限り、プレイリストイベントの名前
を変更してもソースリージョンの名前は影響されません。

プレイリストイベントの名前を変更するには：

1.		 リストビューで編集するプレイリストイベントの名前
をクリックし、編集可能な状態にします。

2.	 新しい名前を入力し、キーボードのReturnキーを
押します。

コマンド（⌘）キーを押しながらイベントをクリック
する事で、隣り合わせにないプレイリストイベント
を同時に選択する事ができます。また、Shiftキー
を押しながらイベントをクリックすると、その間に
存在する全てのイベントが選択されます。

ここではEvent 3がプレイリストの2番目になるよう、Event 2の手
前へ移動しています。
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センタード・クロスフェード

センタード・クロスフェードはプレイリストの短いイベント
を繋げ、自然にトラックからトラックへ移動するのに有効
なトランジションです。

リストビュー上でセンタード・クロスフェードを作成するには：
1.		 クロスフェード・グループのセンタードモードをクリッ
クします。

2.	 2つ目のイベントの列を選択します。

3.	 スタートタイムのフィールドを選択して、編集可能な
状態にします。

4.	 表示されている時間より早い時間を入力します（例：
編集前の時間が00: 05: 00. 00であり、4:55と入力した
場合、5秒のクロスフェードを作成され、エディットポ
イントが5秒のクロスフェードの真ん中になります）。

ギャップ

ギャップはプレイリストの曲と曲の間に無音の時間を挿
入する場合に使用されます。

リストビュー上でギャップを作成するには：

1.		 ギャップを挿入する2つの隣り合わせのイベントを
決めます。

2.	 2つ目のイベントの列を選択します。

3.	 スタートタイムのフィールドを選択して、編集可能な
状態にします。

4.	 表示されている時間より遅い時間を入力します（例：
編集前の時間が00: 05: 00. 00であり、5: 05と入力し
た場合、5秒のギャップが作成されます）。

バットエディット

デフォルトの状態で複数のプレイリストイベントをプレイ
リストに追加した場合、トランジションの種類としてバッ
トエディットが採用されます。バットエディットではイベン
トを追加するごとに、各イベント間に隙間を作らず配置さ
れます。

プレイリストのイベント間に隙間ができ、隙間のない状態
へ戻したい場合に大変有効です。

リストビュー上でイベントをその前のイベントへバットエ
ディットするには：

1.		 隙間が間にできてしまった2つの隣り合わせのイベ
ントを決めます。

2.	 2つ目のイベントを選択します。

3.	 前のイベントへバットエディット（Butt	to	Previous	
Event	End）ボタンをクリックすると、バットエディッ
トが行われ、イベントとイベントがぴったり隣り合わ
せに配置されます。

オーバーラップ・クロスフェード

オーバーラップ・クロスフェードは1つ目のイベントが終わ
る前に、2つ目のイベントが始まる様、2つのイベントを重
ねて繋げるトランジションです。

リストビュー上でオーバーラップ・クロスフェードを作成す
るには：

1.		 クロスフェードを行う2つの隣り合わせのイベントを
決めます。

2.	 2つ目のイベントの列を選択します。

3.	 スタートタイムのフィールドを選択して、編集可能な
状態にします。

4.	 表示されている時間より早い時間を入力します（例：
編集前の時間が00: 05: 00. 00であり、4: 55と入力し
た場合、5秒のクロスフェードを作成されます）。

2つのイベントがバット（隙間なく隣り合わせ）に配
置されていなかった場合、1つ目のイベントのエンド
タイムを確認し、それを基準にクロスフェードのス
タートタイムを決めるといいでしょう。クロスフェー
ドを作るには、1つ目のイベントのエンドタイム以前
に2つ目のイベントのスタートタイムが設定されてい
れば自動的に作成されます。
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オーディオが含まれないポーズを作成するには：

1.		 無音のポーズを作成する2つの隣り合わせのイベン
トを決めます。

2.	 2つ目のイベントの列のポーズ・フィールドを選択肢、
編集可能な状態にします（または、ダブルクリックす
る事でプレイリストイベント・ポーズタイムのダイアロ
グが表示されます）。

3.	 ポーズタイムを入力し（例えば、5秒）、キーボードの
Returnキーを押します（ポーズタイムダイアログの
場合はOKをクリックします）。イベントは5秒タイム
ライン上で遅らされ、ポーズインジケータは5秒タイ
ムライン上で早められ、前のイベントのエンドバウン
ダリーと重なります。

オーディオが含まれるポーズを作成するには：

1.		 オーディオが含まれるポーズを作成する2つの隣り
合わせのイベントを決めます。

2.	 2つ目のイベントの列のポーズ・フィールドを選択肢、
編集可能な状態にします（または、ダブルクリックす
る事でプレイリストイベント・ポーズタイムのダイアロ
グが表示されます）。

3.	 ポーズタイムを入力し（例えば、- 5秒）、キーボード
のReturnキーを押します（ポーズタイムダイアログ
の場合はOKをクリックします）。イベントは前のイ
ベントにバット（隙間なく隣り合わせに）され、ポー
ズは前のイベントのオーディオを最後の5秒を含む
形となります。

ポーズ

ポーズはCDトラック間でギャップの代わりに使用され、
使い方次第ではギャプの特徴と全く異なります。一般的
なポーズの使われ方は2つのCDトラックの間に無音の状
態を作る事です。しかしながら、2秒間のポーズと2秒間
のギャップをCDで聞いた場合、リスナーには違いがわ
かりません。

ギャップとポーズの違いでもっとも特徴的なのが、ポーズ
ではオーディオ情報を含む事が可能な点です。ライブ録
音CDのトラック間で拍手が続いているのを聞いた事が
ありませんか？オーディオが含まれているポーズの一例
がこれです。この場合、リスナーが次のトラックへスキッ
プすると、拍手を省く事が可能ですが、CD全体を通しで
聞いた場合、トラック間の拍手が再生されます。

ポーズがプラスの値の場合、同じ時間のギャップがイベン
ト間に作成され、ポーズインジケータはそのギャップの始
めであり前のイベントの終わりに配置されます。

ポーズがマイナスの値の場合、イベントは前のイベントの
エンドバウンダリーにバット（隙間なく隣り合わせに）さ
れ、ポーズインジケータは入力された時間早めた場所に
配置されます。これにより前のイベントのオーディオコン
テンツが含まれ、オーディオが含まれたポーズが作成さ
れます。

2つのイベントがバット（隙間なく隣り合わせ）に配
置されていなかった場合、1つ目のイベントのエンド
タイムを確認し、それを基準にクロスフェードのス
タートタイムを決めるといいでしょう。クロスフェー
ドを作るには、1つ目のイベントのエンドタイム以前
に2つ目のイベントのスタートタイムが設定されてい
れば自動的に作成されます。

ポーズインジケータが前のイベントのエンドバウン
ダリーより早い時間に設定されている場合、ポーズ
欄はマイナスの値が表示されます。

ギャップとポーズは別物です。CDプレイヤーで
ギャップが再生されると、前のトラックの後に無音
が再生され、CDプレイヤーのカウンターはその前の
トラックに足した数値を表示します。CDプレイヤー
でポーズが再生されると、同じ様に前のトラックの
後に無音が再生されますが、この場合は次のトラッ
クまでのカウントダウンがカウンターに表示され、
カウントダウンが「0」になると同時に次のトラック
に切り替わります。ただし、CDプレイヤーによって
ポーズの表示方法は異なり、カウントダウンの代わ
りに「P」が表示されるCDプレイヤーもあります。
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有効です。トラックスタートオフセットはデフォルトの状
態だとイベントのビギンバウンダリーと同じ位置に配置
されます。2つのイベント間のトランジションの場合、オフ
セットはトランジションの間、もしくは後のどの位置にで
も設定する事が可能です。

リストビュー上でトラックスタートオフセットを配置するには：

1.		 プレイリストイベントのトラックスタートオフセット
欄（TS	Offset欄）を1クリックします。少し間の後、
フィールドが編集可能な状態になります。フィールド
をダブルクリックするとトラックスタートオフセット
のダイアログが表示されます。

2.	 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Returnキーを押します（ダイアログの場合は
OKをクリックします）。これでイベントにトラックス
タートオフセットが設定されます。

プレイリストイベントにエフェクトプラグインを適用する

各プレイリストには、異なるエフェクトのスナップショッ
トを適用する事ができます。これらのエフェクトはプレ
ビュー、バウンス/エクスポート、オーディオCDのライティ
ングの際に適用されます。エフェクトのスナップショット
は個々のプラグインの設定およびVboxマトリックス内の
エフェクトのアレンジメントに関する情報を含みます。

各プレイリストイベントのVboxエフェクトセッティングを
設定するには幾つかのツールがあります。

バイパス（Bypass）

バイパスコントロールは、プレイリストイベントのVboxエ
フェクトをオフ/バイパス状態にします。

トランジション・スナップショット

トランジション・スナップショットはイベント間のトランジ
ションの設定を最大4つまで記憶する事ができます。スナッ
プショットはフェードイン/アウトエンベロープの形を時間、
そしてオーバーラップ/ギャップの設定を記憶します。

スナップショットは一時的なものでプレイリストには保存
されません。スナップショットの保存を行うには、スナッ
プショットをプレイリストイベントに呼び出した状態でプ
レイリストを保存して下さい。

スナップショットを記憶するには（例：スナップショットA）：

1.		 トランジションとフェードエンベロープを作成します。

2.	 スナップショットA記憶ボタンをクリックします。選
択されているトランジションがスナップショットAと
して記憶されます。

スナップショットを呼び出すには（例：スナップショットA）：

•	 スナップショットA呼び出しボタンをクリックします。
スナプショットAに記憶されたトランジションがプレイ
リストに表示されます。

トラックスタートオフセット

トラックスタートオフセットは、トラックのスタートタイムの
値を決めるのに使われます。オフセットが設定された位
置が次のトラックへカウンターが進む位置であり、そのト
ラックのインデックスに使われる時間という事になります。
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。

トラックスタートオフセットはプレイリストイベントの始め
以外の場所にトラックのインデックスを配置する場合に

ストアースナップショットA リコールスナップショットA

スナップショットは異なるトランジションを素早く試し、ぴったりの
ものを探す場合に有効です。左に位置する矢印をクリックしトラン
ジションを記憶し、右に位置するアルファベットをクリックすると保
存したトランジションを呼び出します。 各イベントの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の前もしくはそのイベントの
エンドバウンダリーの後に配置する事はできません。
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プレイリストイベントのVboxステートオートメーション
を有効にするには：

•	 Vboxポップアップメニューからアクティブを選択し
ます。Vboxがアクティブでない場合、このコマンドに
よってアクティブな状態にかわります。既にアクティブ
の場合、このコマンドによる変化はありません。

プレイリストイベントのVboxステートオートメーション
を無効にするには：

•	 Vboxポップアップメニューからバイパスを選択しま
す。このプレイリストイベントでVboxはアクティブで
なくなります。

複数のプレイリストイベントのスナップショットを記憶す
るには：

1.		 Vboxポップアップメニューからアクティブを選択し
ます。Vboxがアクティブでない場合、このコマンドに
よってアクティブな状態にかわります。既にアクティブ
の場合、このコマンドによる変化はありません。

2.	 Vboxに自由にエフェクトプラグインを設定し、個々
のプラグインの設定を行います。

3.	 Vboxポップアップメニューからメイク・スナップ
ショットを選択します。表示されている状態のス
ナップショットが記憶されます。

アクティブ（Active）

アクティブコントロールは、プレイリストイベントのVbox
エフェクトをオン/アクティブ状態にします。Vboxが既に
アクティブでない場合は、このコントロールによりプレイ
リストイベントのVboxをアクティブな状態にします。

スナップショットの記憶（Make Snapshot）

メイク・スナップショットコントロールは、プレイリストイベ
ントのVboxの状態のスナップショットを記憶します。

スナップショットのクリア（Clear Snapshot）

クリア/スナップショットコントロールは、プレイリストイ
ベントへ設定されているスナップショットをクリアします。

Vboxの表示（Show Vbox）

Show	Vboxコントロールを選択するとVboxウィンドウを
表示します。

このセクションではエフェクトのスナップショットの
設定方法のみを説明します。Vboxについての詳し
い解説は「第9章：プラグイン」を参照して下さい。
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 6CD-TEXTとサブコード

ディスク全体、個々のトラック、もしくはその両方に、様々
なCD-TEXTやサブコードデータを加える事ができます。
このデータはCD-TEXTもしくはサブコードデータのど
ちらかのフォーマットで加える事ができます。CD-TEXT
は対応している場合そのCDプレイヤーのディスプレイに
表示されます。サブコードデータは対応している場合そ
のCDプレイヤーで特別な制御を促します。

サブコードは商品のバーコードやISRCコード（著作権情
報を管理するために使用されるコード）を加えるために
も使われます。ソフトウェアのCDプレイヤーなどでは、
GracenoteのCDDB（TM）などのオンラインサービスが
このISRCや収録時間などを使ってCD情報を検索する
システムがあります。

Peakのプレイリストではトラックとディスクの両方にCD-
TEXTを加える事ができますが、ごく一部のCDプレイ
ヤーしかこの情報を表示する機能を持ちません。また、

4.	 新しいプレイリストイベントを選択します（スナップ
ショットオートメーションを使用する全てのプレイリ
ストイベントに対して行います）。

5.	 Vboxポップアップメニューからアクティブを選択し
ます。

6.	 Vboxポップアップメニューからメイク・スナップ
ショットを選択します。表示されている状態のス
ナップショットがそのイベントに記憶されます。

プレイリストがプレイバックされると、Vboxは上記で設
定された個々のエフェクト設定に自動で切り替わります。
プレイリストがCDへライティングされた場合も、この設
定が各トラックに適用されます。

プレイリストのスナップショットをクリアにするには：

1.		 スナップショットが記憶されているプレイリストイベ
ントを選択します。

2.	 Vboxポップアップメニューからクリア・スナップ
ショットを選択します。プレイリストイベントからス
ナップショットの記憶がクリアされます。

キーボードのShiftキーを押しながら複数のプレイ
リストイベントを選択した状態でメイク・スナップ
ショットを選択する事で、それらのイベント全てに
同じスナップショットを適用する事ができます。

エフェクトのスナップショットがプラグインの急な
適用や削除を含む場合、クリックやポップ音などが
発生する場合があります。プレイリストがイベント
からイベントへ早く切り替わる場合（特に遅いコン
ピュータの場合）、クリックやポップ音が発生する
確率が高くなります。各プレイリストイベントで異な
るプラグイン設定を使用する場合は、Vboxで使用
する全てのプラグインを設定し、個々のプレイリス
トイベントで使用しないプラグインをミュートやバイ
パスの状態にしたスナップショットを記憶する事を
お勧めします（Vboxについての詳細は第9章：プラ
グインを参照して下さい）。

プレイリストでクロスフェードとエフェクトスナップ
ショットを使用する場合は、予めソースドキュメン
トにプラグインを設定してからプレイリストへ追加
する事をお勧めします。プレイリストのステートオー
トメーションはイベントからイベントへ移った際、
エフェクト設定が瞬時に変更されます。そのため、
クロスフェードなどを使用している場合、トランジ
ションが滑らかではなくなる場合があります。ソー
スドキュメントに予め設定しておく事で、トランジ
ションが滑らかになり、エフェクトの変化もクロス
フェードによって自然になります。

ソフトウェアのCDプレイヤーがアルバム/トラック
名を自動で表示するため、一つの手段としてISRC
コードとオンラインデータベースを比較検索します。
また、AppleのiTunesなどではトラック数や収録時
間などの情報も比較します。当てはまるものが検索
された場合、その情報が読み込まれます。複数の検
索結果がヒットした場合、ユーザーがその中から正
しい選択を求められる仕組みになっています。
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パフォーマー

このフィールドでは、ディスクの全てのトラックの演奏者
が同じ場合、その演奏者を入力するのに使います。

ソングライター

このフィールドでは、ディスクの全てのトラックのソングラ
イターが同じ場合、そのソングライターを入力するのに使
います。

コンポーザ

このフィールドでは、ディスクの全てのトラックの作曲者
が同じ場合、その作曲者を入力するのに使います。

アレンジャー

このフィールドでは、ディスクの全てのトラックの編曲者
が同じ場合、その編曲者を入力するのに使います。

メッセージ

このフィールドでは、プレイリストのDDPアウトプットに
表示されるオプショナルなメッセージを入力します。この
メッセージはCD複製機などに表示されます。

ジャンル

このフィールドでは、ディスクに収録されている内容の
ジャンルを入力するのに使います。

ディスク・アイデンティファイア

このフィールドでは、レコードレーベルなどが独自のカタ
ログ番号などを入力するのに使います。

プロダクト・コード

このフィールドでは、EAN、UPCバーコードなどのプロダ
クト・コード（MCNやMedia	Catalog	Numberとも呼ば
れる）を入力するのに使います。

どのCD-TEXTが表示されるかも、そのCDプレイヤー
によって異なります。

ディスク全体のCD-TEXT

ディスク全体のCD-TEXTは、オーディオCDのCD-
TEXTダイアログから入力する事ができます。これをアク
セスするには、プレイリストの左上部分に位置するオー
ディオコンパクトディスクインフォをクリックします。

タイトル

このフィールドでは、ディスクのタイトル（アルバム名）を
入力するのに使います。

ディスクとトラック両方に適用されるCD-TEXT
フィールドがあります。パフォーマ（演奏者）の
フィールドがこの一例です。作成するディスクに
よってこれは使い分ける事ができます。例えば、パ
フォーマーが1人（もしくは1グループ）の場合、ディ
スク全体のパフォーマーをCD-TEXTで入力する
のが最適です。コンピレーションの場合は、各ト
ラックのパフォーマーをCD-TEXTで入力します。

オーディオCDの CD-TEXTダイアログでは、ディスク全体の CD-
TEXTを加えられます。
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アレンジャー

このフィールドでは、トラックの編曲者を入力するのに使
います。

ISRCコード

このフィールドでは、トラックのISRCコードを入力する
のに使います。

ISRCコードについて

ISRC（International	Standard	Recording	Codes）は、
シリアルナンバーに良く似ていて、レコーディング特有の
番号です。リストビューのISRC欄には、各プレイリストイ
ベントのISRCコードが表示されます。

ISRCコードは、上記から直接フィールドへ入力する事も
可能ですし、プレイリストイベントのCD-TEXTチェック
ボックスをクリックする事によって表示される、トラック
のCD-TEXTダイアログからも入力できます。このダイア
ログではISRCコードのフィールドが用意されているほか、
その他のCD-TEXTデータ（トラックタイトル、パフォーマ
など）のフィールドに情報を入力する事ができます。

ISRCコードは4つの情報によって構成されています。国
名コード、登録者コード、年次コード、そしてレコーディン
グ番号となります。

国名コード - ISOメンバーの国を識別するコードです。こ
のコードは、英字2文字で構成されます（日本の国名コー
ドはJPです）

登録者コード - 登録者に割り当てられるコードです。こ
のコードは英数字3桁で構成されます。

年次コード - レコーディングに対してISRCが割り当てら
れた年を識別するコードです。このコードは、西暦年の
下2桁によって構成されます。

EAN（European Article Number）

EANは、13桁の数字から成るバーコードスタンダードの1
つです。

UPC（Universal Product Code）

UPCは、古くから使われる12桁の数字からなるバーコー
ドスタンダードです。現在、UPCは13桁のEANの省略
版として考えられています。

個々のトラックのCD-TEXT

個々のトラックのCD-TEXTは、トラックのCD-TEXTダ
イアログから入力する事ができます。これをアクセスする
には、リストビューエリアのCDTXTチェックボックスを
クリックします。

タイトル

このフィールドでは、トラックのタイトル（アルバム名）を
入力するのに使います。

パフォーマー

このフィールドでは、トラックの演奏者を入力するのに使
います。

ソングライター

このフィールドでは、トラックのソングライターを入力する
のに使います。

コンポーザ

このフィールドでは、トラックの作曲者を入力するのに使
います。

12桁のUPCコードがプロダクト・コードに入力さ
れた場合、Peakは自動的に0を最後に付け加え、
13桁に変換します。詳しくは、次のホームページを
ご覧下さい。http://www.ean-int.org及びhttp://
www.uc-council.org

レコーディング番号年次コード登録者コード国名コード
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タイトル・フィールドではリージョンからコピー（Copy	
from	Region）ボタンが備えられています。このボタンを
クリックする事でソースリージョンの名前をプレイリスト
イベントに設定する事ができます。

パフォーマー、ソングライター、コンポーザ、アレンジャー
は前のトラックからコピー（Copy	from	Previous）ボタン
によって前のトラックの情報をプレイリストイベントに設
定する事ができます。製作中のCDの全てのトラックの
アーティストが同じ場合、この機能によって作業時間の
大幅な短縮が可能です。

サブコードデータの編集

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
ンのPQサブコードを設定する事ができます。通常、これ
らのサブコードは使われませんが、稀に使われるケース
があります。これらのサブコードについて詳しくはこの章
の前のセクションを参照して下さい。

トラックにエンファシスを設定するには：

•	 プレイリストイベントのエンファシス（Emp）のチェック
ボックスをクリックします。この情報がオーディオCD
に書き込まれると、対応しているCDプレイヤーで再生
すると、トラックにハイパスフィルターが適用されます。

トラックにコピープロテクションを設定するには：

•	 プレイリストイベントのコピープロテクション（CP）
チェックボックスをクリックします。この情報がオー
ディオCDに書き込まれると、そのトラックにデジタル
コピー保護が掛かります。

レコーディング番号 - このコードはレコーディングに割り
当てられるコードです。同じ年に同じ番号が付与される
事はありません。このコードは、数字5桁で構成されます。

ISRCコ ード に つ い て の 詳 細 は、International	
Federation	of	Phonographic	Industryのホームページ
をご覧下さい：http://www.ifpi.org/isrc

CDTXTのチェックボックスをクリックする事で表示され
るトラックのCD-TEXTダイアログと、オーディオコンパク
トディスクインフォ（Audio	Compact	Disc	Info）ボタンを
クリックする事で表示されるオーディオCDのCD-TEXT
ダイアログでは、異なるフィールドがあります。トラック
のCD-TEXTダイアログはISRCコードなど、トラック独
自の情報に関わるフィールドがあるのに比べ、オーディ
オCDのCD-TEXTダイアログはディスク全体に関わる
フィールドのみが表示されます。ISRCコードについての
詳細はこの前のセクションを参照して下さい。

ISRCコードを入力するには：

1.		 プレイリストのISRCフィールドをクリックして、編集
可能な状態にします。

2.	 ISRCコードを入力して、キーボードのReturnキー
を押します。

または、

1.		 プレイリストイベントのCD-TEXTチェックボックス
をクリックすると、トラックのCD-TEXTダイアログ
が表示されます。

2.	 ISRCフィールドにISRCコードを入力して、OKをク
リックします。

CD-TEXTの読み込み（コピー）

トラックのCD-TEXTを入力する場合、ソースリージョン
や前のトラックで入力したCD-TEXT情報をコピーする
事ができます。

CD-TEXTのトラックタイトルがソースリージョンや前のトラックと
同じ場合、そのトラックに情報をコピーする事ができます。

このフラグが設定されている場合、一部の機器で
そのトラックのデジタル複製を防止します。
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情報など、CDライティングに関連する様々な情報を確認
する事ができます。

ターミナルは通常、Macintosh	HD/アプリケーション/
ユーティリティから起動する事ができます。

下記のコマンドを使って豊富な情報の確認ができます。

下記のUNIXコマンドを使うには：

1.		 下記の太字で記載されるテキストをターミナルアプ
リケーションに入力します。

2.	 キーボードのReturnキーをおします。コマンドに
よってリクエストされたデータがターミナルウィンド
ウに表示されます。

drutil cdtext - オーディオCDのCD-TEXTデータを
XML形式で表示します。

drutil info - 接続されているCDドライブに関する情報を
表示します。

インデックス

トラックの始まりや終わりを設定するトラックインデック
スに加え、Peakでは標準のインデックスをオーディオCD
に設定する事ができます。インデックスはプレイリストイ
ベントのソースオーディオドキュメントにマーカーを設定
しておく事で適用されます。インデックスはプレイリスト
での作業中にビジュアル的に確認する事はできません
が、CDへのライティングの際に適用されます。インデック
スは20分などの長い曲を収録するクラシック音楽CDな
どで良く使われ、トラック内の一定の間隔や曲が変化す
るポイントに設定されています。インデックスが設定され
ている場合、リスナーは対応しているCDプレイヤーのイ
ンデックスコントロールで聞きたい場所を楽に探す事が
できます。しかしながら、市販のCDプレイヤーの多くは
この機能を備えていません。

CDトラックにインデックスを作成するには：

1	.	 プレイリストで使用するソースリージョンの任意の場
所へマーカーを設定します。

2.	 マーカーが設定されているリージョンをプレイリスト
へ追加します。

3.	 バーン・オーディオCD（Burn	Audio	CD）ボタン
をクリックします。バーン・オーディオCD（Burn	
Audio	CD）ダイアログが表示されます。

4.	 マーカーをインデックスとして使用する（Markers	
are	Indexes）チェックボックスをチェックします。

5.	 空のCDを挿入し、Burnボタンをクリックします。ラ
イティングされたディスクにはリージョンのマーカー
通りのインデックスが設定されます。

Mac	OS	ターミナル

Mac	OS	XのユーティリティであるターミナルはPeakで
使用するCDバーナー情報やライティングしたディスクの

マーカーはライティングする前の段階であればいつ
でも設定する事ができます。プロジェクト作業中に
マーカーを設定する場合は、その変更を保存する
事を忘れないで下さい。

「drutil cdtext」のUNIXコマンドは、その CDに書き込まれたCD-
TEXTデータを表示します。
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CDのライティングです。CDのライティングはプレイリス
トイベントから行うか、オーディオドキュメントから直接
行う事ができます。Red	Bookモードで（プレイリストの
Red	Bookチェックボックスにチェックが入っている状態）
ライティングを行う場合、書き出されたCDはRed	Book
規格のオーディオが書き込まれたOrange	Book規格
CDとなります（コンピュータでライティングしたCD-Rは
全てOrange	Book規格です）。

この様にして作られたマスターCDは、純粋なRed	Book
規格ディスクに後で変換する事ができます。Peakでライ
ティングされたディスクはCD-Rの再生に対応している
どんなCDプレイヤーでも再生する事ができます。Red	
BookモードでライティングされなかったCDも一般的な
CDプレイヤーで再生する事ができますが、これは使う
CDプレイヤーの機能に大きく左右されます。互換性の
問題を発生させないためには、Red	Bookモードでライ
ティングする事をお勧めします。詳細についてはこの章の
Red	Bookのセクションを参照して下さい。

プレイリストからオーディオCDのライティングを行う

Peakはプレイリストからもオーディオドキュメントからも
CDを作成する事ができます。このセクションでプレイリ
ストからライティングを行う方法を説明します。このセク
ションの後にドキュメントから直接ライティングする方法
が説明されています。

プレイリストからオーディオCDのライティングを行うには：

1.		 プレイリストの編集と保存が完了したら、プレイリス
トウィンドウで編集メニューからすべてを選択コマ
ンド（キーボードショートカットは⌘A）を選択しま
す（全てのイベントをライティングしない場合は、任
意のイベントを選択します）。

2.	 プレイリストの右上部分に位置するオーディオCD
へライティングボタン（Burn	Playlist	to	Audio	CD）
をクリックします。バーン・オーディオCD（Burn	
Audio	CD）ダイアログが表示されます。

drutil discinfo - メディアが挿入されている場合、その
ディスク関連の情報が表示されます。

drutil list - 接続されているCD/DVDデバイスを表示し
ます。

drutil status - メディアが挿入されている場合、そのメ
ディアの状態を表示します。

drutil subchannel - メディアが挿入されている場合、サ
ブチャンネル情報（MCNやISRC）を表示します。

drutil trackinfo - メディアが挿入されている場合、その
トラックの情報を表示します。

書き出しオプション

PeakのプレイリストはRed	Book規格のオーディオCD、
AIFF/Sound	Designer	IIファイル、DDP（Disc	Image	
Protocol）ファイルセット、iTunesプレイリスト、Jamイメー
ジファイル、タブ区切りテキストなど、様 な々書き出しオプ
ションを備えています。

Red	Book規格のオーディオCDのライティング

Peakで編集したデジタルオーディオプロジェクトの書き
出しで最も一般的なのがRed	Book規格のオーディオ

｢drutil cdinfo｣のUNIXコマンドは、CDドライブの機能とコンパチ
ビリティを表示します。

Red	BookやOrange	BookなどのCDデータ規格
について詳しくは、次のホームページをご覧下さ
い。http://www.cdrfaq.org/
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4.	 バーン・オーディオCDダイアログで自由にオプショ
ンを選びます。

5.	 Burnボタンをクリックします。ドキュメントがCDへ
ライティングされます。

CDライティングオプション

バーン・オーディオCDダイアログには様々なCDライティ
ングオプションが備えられています。

バーナー（Burner）ポップアップメニュー

このメニューは、複数のCDドライブがコンピュータに接
続されている場合、どのドライブを使用するかを選択す
る事ができます。

バーン・スピード（Burn Speed）ポップアップメニュー

このメニューは、ライティングの速度を選択する事ができ
ます。一般的にはより遅い速度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。ラ
イティングに使う空CDの最大書き込み速度を確認する
のもお勧めです。

ディザー（Dither）チェックボックス

このチェックボックスは、ライティング中にディザーを適用
するかどうかを決めます。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
る事をお勧めします。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、単純にファイル情報が切り捨てられてしまいます。

3.	 空のCDを挿入します。Burnボタンがクリックでき
る状態になります。

4.	 バーン・オーディオCDダイアログで自由にオプショ
ンを選びます。

5.	 Burnボタンをクリックします。プレイリストがCDへ
ライティングされます。

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

Peakは、プレイリストでの数々の機能に加え、オーディオ
ドキュメントから直接ライティングする機能を持ちます。
オーディオドキュメントからライティングする場合も同じ
バーン・オーディオCDダイアログが表示されるので、ライ
ティングオプションはプレイリストからライティングする時
と同じものが選択できます。

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：

1.		 ライティングを行うオーディオドキュメントを開きます。

2.	 ファイルメニューからバーン・オーディオCDを選びま
す。バーン・オーディオCDダイアログが表示されます。

3.	 空のCDを挿入します。Burnボタンがクリックでき
る状態になります。

オーディオドキュメントからCDを作成する場合、
リージョンをトラックとして使用チェックボックス
（Regions	are	Tracks）について覚えておく必要が
あります。リージョンをトラックとして使用オプショ
ンはオーディオドキュメントの各リージョンが個々
のトラックとしてライティングされるかを決めます。
この機能についての詳細は、次のCDライティング
オプションのセクションを参照して下さい。
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ティングを行う際にデータを十分な速度でCD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。一般的なCDドライブでは、このエラーを回避する
機能を備えていますが、念のためこのチェックボックスを
有効にしておく事をお勧めします。

プレイリストのCD-TEXTを書き込む（Burn CD-TEXT 
from Playlist）チェックボックス

このチェックボックスは、プレイリストに入力したCD-
TEXTデータを一緒にCDへライティングするかどうかを
選択します。CD-TEXTデータをライティングする際には
チェックします。使用しているCDドライブがCD-TEXT
の書き込みをサポートしていない場合、このオプションは
選択できない状態になります。

ISRCコードを書き込む（Write ISRC Codes）チェック
ボックス

このチェックボックスでは、入力されたISRCコードがサ
ブコードデータとして一緒にCDへライティングされるかど
うかを選択します。CDライティング時にISRCコード情報
をCDへ書き込む際はチェックします。使用しているCD
ドライブがISRCコードの書き込みをサポートしていない
場合、このオプションは選択できない状態になります。

リージョンをトラックとして使用（Region are Tracks）
チェックボックス

このチェックボックスは、各イベントが個々のトラックとし
てライティングされるかどうかを選択します。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。

ライティング後確認（Verify After Burn）チェック
ボックス

このオプションを有効にすると、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
めに、プレイリストの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を
チェックして下さい。

シミュレーション・ライティング（Burn in Simulation 
Mode）チェックボックス

このチェックボックスは、Peakがライティングのシミュ
レーションを行うかどうかを選択します。シミュレーショ
ンモードでは、実際にCDのライティングを行う事なく、
ライティングの過程を全てシミュレーションし、問題がな
いかどうかを事前に確かめる事ができます。シミュレー
ションモードを事前に行う事で、空のメディアの無駄な消
費を予防する事ができます。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
いるかどうかを確認し、実際にメディアへライティングす
る準備ができたら、このチェックを外します。

バッファアンダーランプロテクションを使用（User 
Buffer Underrun Protetion）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どうか
を選択します。バッファアンダーランエラーは、CDのライ

ディザーオプションは24bitのコンテンツでのみ使
用する事ができます。32bitのコンテンツを使用して
いる場合、プレイリストで使用する以前に24bitへ
変換/ディザーされている必要があります。

ライティング確認の機能を持たないCDドライブも
あります。ライティングされたCD後の確認ができ
なかった場合、CDに問題があるのではなく、CDド
ライブにその機能が備わっていないため確認が行
えない場合があります。

アクセントの付いたアルファベットが含まれるCD-
TEXTを一緒にライティングするには、Mac	OS	X	
10. 5以降のコンピュータが必要です。また、CD-
TEXTのライティングをサポートするCD-ドライブ
が必要です。Mac	OS	Xのターミナルユーティリティ
を使ってお使いのドライブの機能を確認する事が
できます。詳しくはCD-TEXTとISRCについて記
載してある前のセクションを参照して下さい。
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3.	 バウンス・プレイリストダイアログで必要なオプショ
ンを選び、Bounceボタンをクリックします。

他の方法として、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作成を選択する事により、プレイリスト
で行った全ての編集作業やエフェクトの追加、バウンスの
設定などがすべて保存されているファイルが作成されます。

ファイルフォーマット

プレイリストでドキュメントを作成する場合（プレイリスト
のバウンス）、様々なファイルフォーマットで書き出す事が
できます。

AIFF

このオプションは、一般的なMacオーディオフォーマット
の標準AIFFファイルを作成します。

SDII（SoundDesigner II）

このオプションは、Pro	Tools、PeakなどのMacベースの
オーディオアプリケーションの標準フォーマットでもある
Sound	Designer	II（SDII）ファイルを作成します。

JAMイメージファイル

このオプションは、Roxio	JAMで開く/編集/ライティング
する事のできるJAMイメージファイルを作成します。JAM
イメージファイルはSDIIファイルと基本的には同じです。

プレイリストからJAMイメージファイルを書き出すには：

1.		 プレイリストウィンドウで編集メニューからすべてを
選択コマンド（キーボードショートカットは⌘A）を
選択します。全てのイベントをライティングしない場
合は、任意のイベントを選択します。

2.	 プレイリストの右上部分に位置するバウンス・プレ
イリスト（Bounce	Playlist）ボタンをクリックします。
バウンス・プレイリストダイアログが表示されます。

マーカーをインデックスとして使用（Markers are 
Indexes）チェックボックス

このチェックボックスはリージョンのソースオーディオド
キュメントのマーカーがインデックスとしてCDへライティ
ングされるかどうかを選択します。

プレイリストの情報で新しいドキュメントを作成

オーディオCDのライティングに加え、Peakのプレイリス
トは複数のリージョンを繋げ、1つのオーディオドキュメン
トを作成する場に最適です。オリジナルのリミックスを作
る場合や、複数のボーカルの録音を1つのポッドキャスト
として保存する場合など、プレイリストは様々な使い方が
あります。複数のリージョンを1つのオーディオドキュメン
トにするには、下記の通り行って下さい。

プレイリストを新しいドキュメントとして保存するには：

1.		 プレイリストウィンドウで編集メニューからすべてを
選択コマンド（キーボードショートカットは⌘A）を
選択します。全てのイベントをライティングしない場
合は、任意のイベントを選択します。

2.	 プレイリストの右上部分に位置するバウンス・プレ
イリスト（Bounce	Playlist）ボタンをクリックします。
バウンス・プレイリストダイアログが表示されます。

このチェックボックスは、オーディオドキュメントか
らライティングをする際にも重要なオプションです。
オーディオドキュメントからライティングを行う場
合、このチェックボックスが有効にされていると含
まれているリージョンが全て個々のトラックとして
ライティングされます。チェックがない場合、1つの
長いトラックとしてライティングされます。

Roxio	JAMは生産が完了していますが、Toast	8に
JAMの機能が多く備わっており、Peakから書き出され
たJAMイメージファイルを同じ様に扱う事ができます。
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iTunesプレイリストにも取り込むと考えている場合、その
CD-TEXTデータを自動的にiTunesプレイリストが読め
る状態にして保存する事ができます（iTunesは現在CD-
TEXTの読み込みに対応していません）。これを行うに
は、バウンス・プレイリストダイアログのCD-TEXTを使
用チェックボックスが有効になっている必要があります。

DDPファイルセット

別売のDDP	extensionがインストールされていて尚かつ
アクティブである場合、Peakは、DDP（Disc	Description	
Protocol）2. 0フォーマットでプレイリストを書き出す事が
できます。DDPとはプリマスター用ファイル規格であり、
CDをプレス工場に出す際に頻繁に使用されます。DDP
は、オーディオファイル、クロスフェードファイル、編集、
その他すべてのデータが書き出す前の状態に保たれる
事を保証します。

非常に高い信頼性を誇るフォーマットを使うと、Peakで
作業していたマスタリングエンジニアが意図したオーディ
オを忠実にプレスする事ができます。DDPファイルセット
で書き出しを行うと、5つのファイルが含まれるフォルダ
が作成されます。

DDPID - DDPIDには、DDP	level	 identifier、Master	
ID、UPC/EAN番号が含まれます。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

3.	 バウンス・プレイリストダイアログのファイルフォー
マットメニューでJAM	Image	Fileを選択します。
Bounceボタンをクリックすると、セーブダイアログ
が表示されます。

4.	 保存場所を決め、セーブボタンをクリックします。プレ
イリストがJAMイメージファイルとして保存されます。

iTunesプレイリスト

このオプションを使うと、PeakプレイリストからiTunesプ
レイリストを作成します。

プレイリストからiTunesプレイリストを書き出すには：

1.		 プレイリストウィンドウで編集メニューからすべてを
選択コマンド（キーボードショートカットは⌘A）を
選択します。全てのイベントをライティングしない場
合は、任意のイベントを選択します。

2.	 プレイリストの右上部分に位置するバウンス・プレ
イリスト（Bounce	Playlist）ボタンをクリックします。
バウンス・プレイリストダイアログが表示されます。

3.	 バウンス・プレイリストダイアログのファイルフォー
マットメニューでiTunes	Playlistを選択します。
Bounceボタンをクリックすると、iTunesプレイリス
トダイアログが表示されます。

4.	 iTunesプレイリストの名前を入力して、OKをクリッ
クします。プレイリストがiTunesプレイリストとして
書き出されます。

iTunesプレイリストのトラックにCD-TEXTを加える

CD-TEXTが設定されているプレイリストをオーディ
オCD（Red	Book規格のオーディオCD）だけではなく
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サンプルレート

プレイリストから新しいドキュメントを作成する場合、出
力ファイルのサンプルレートを選択する事ができます。

ビットデプス

プレイリストから新しいドキュメントを作成する場合、出
力ファイルのビットデプスを選択する事ができます。

ディザー /ディザープリファレンス（Dither Preference）

このチェックボックスは、ライティング中にディザーを適
用するかどうかを決めます。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
クする事をお勧めします。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、単純にファイル情報が切り捨てられてしまいま
す。ディザープロファイルについての詳細は第3章：Peak
の基本を参照して下さい。

BIAS DCAT

ディザープリファレンスダイアログでBIAS	DCAT

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から参照されるサブコー
ド情報が含まれています。

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が含まれています。

CDTEXT.BIN	-	DDPファイルセットから書き出された
CDにCD-TEXTデータが設定されるよう、Peakプレイリ
ストで入力されたCD-TEXT情報が含まれています。

プレイリストからDDPファイルセットを書き出すには：

1.		 プレイリストウィンドウで編集メニューからすべてを
選択コマンド（キーボードショートカットは⌘A）を
選択します（全てのイベントをライティングしない場
合は、任意のイベントを選択します）。

2.	 プレイリストの右上部分に位置するバウンス・プレ
イリスト（Bounce	Playlist）ボタンをクリックします。
バウンス・プレイリストダイアログが表示されます。

3.	 バウンス・プレイリストダイアログのファイルフォー
マットメニューでDDP	2. 0	Filesetを選択します。
Bounceボタンをクリックすると、DDPファイルセッ
トへ書き出す（Export	Playlist	to	DDP	Fileset）ダ
イアログが表示されます。

4.	 保存場所を指定し、Save	DDPボタンをクリックし、
フォルダの名前を入力すると、DDPファイルセットと
してプレイリストが書き出されます。

DDPフォーマットの書き出しは別売のPeak	DDP	
Extensionが必要になります。DDP	Extensionを
お持ちでなく、このファイルフォーマットが必要な
場合は、購入方法に関して輸入代理店または下記
よりBiasへご連絡下さい。

US：1- 800-775- 2427
International：+1-707-782-1866
Email：sales@bias-inc.com
Web：http://www.bias-inc.com

ファイルをオーディオCDとして書き出す予定があ
る場合は、サンプルレートをデフォルトの44. 1kHz
にしておく事をお勧めします。サンプルレートの変
更は、取りかかっているプロジェクトが具体的なサ
ンプルレートを必要とする場合にのみ変更する事
をお勧めします。

ファイルをオーディオCDとして書き出す予定があ
る場合、ビットデプスをデフォルトの16-bitにしてお
く事をお勧めします。ビットデプスの変更は、取りか
かっているプロジェクトが具体的なビットデプスを
必要とする場合にのみ変更する事をお勧めします。

ディザーは24-bitのコンテンツでのみ使用する事が
できます。
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フォーマットテキストリポートをPDFで書き出すには：
1.		 プレイリストウィンドウで編集メニューからすべてを
選択コマンド（キーボードショートカットは⌘A）を
選択します。全てのイベントのレポートを必要とし
ない場合は、任意のイベントを選択します。プレイ
リストの左上部分に位置するExport/Print	Text	
Reportボタンをクリックします。テキストの書き出し
ダイアログが表示されます。

2.	 レポートに必要な情報のフィールドをチェックします。

3.	 プリント/PDFボタン（Print/Export	PDF）をクリッ
クします。

4.	 プリントダイアログでPDFメニューをクリックし、
PDFとして保存を選択します。

5.	 保存ダイアログが表示されたらテキストレポートの
名前を入力し、保存をクリックします。

6.	 テキストの書き出しダイアログでキャンセルをクリッ
クします。

PDFフォーマットのテキストレポートを印刷するには：

1.		 プレイリストウィンドウで編集メニューからすべてを
選択コマンド（キーボードショートカットは⌘A）を
選択します。全てのイベントのレポートを必要とし
ない場合は、任意のイベントを選択します。プレイ
リストの左上部分に位置するExport/Print	Text	
Reportボタンをクリックします。テキストの書き出し
ダイアログが表示されます。

2.	 レポートに必要な情報のフィールドをチェックします。

3.	 プリント/PDFボタン（Print/Export	PDF）をクリッ
クします。

4.	 プリントダイアログで任意のプリンタとプリセットを
選び、プリントをクリックします。

5.	 テキストの書き出しダイアログでキャンセルをクリッ
クします。

タブ区切りテキストレポート

テキストの書き出し（Print/Export	Text	Report）ダイ
アログで、タブ区切りテキストに表示したい情報を選択
する事ができます。タブ区切りテキストは他のプログラム
に読み込んでフォーマットするためのファイルです。その

（Dither	Cloning	Audio	Technology）のアルゴリズム
を選択する事で、ライティング中にプロフェッショナルな
ディザリングとノイズシェーピングが行われます。周波数
とアテニュエーションを確認し、ぴったりのノイズシェー
ピングが行われる様微調整する事もできます。

Truncate/Triangle/Rectangle

ディザ ープリファレンスでTruncate、Triangle、
Rectangleを選ぶと標準的なディザーや単純なビットデ
プスをライティング中に加える事ができます。

POW-r

ディザープリファレンスダイアログでPOW-rのアルゴリズ
ムを選択する事で、ライティング中に高品質なPOW-rディ
ザーとノイズシェーピングがライティング中に適用されます。

マーカーとリージョンをバウンスファイルに適用する

Playlist	Events	Appear	asラジオボタンは、書き出され
るファイルにマーカーやリージョンが含まれるかどうかを
決めます。

CD-TEXTの名前を使う（Use CD-TEXT for Naming）

このチェックボックスを有効にすると、プレイリストに入
力されたCD-TEXTを作成するiTunesプレイリストの
個々のトラックに適用します。トラックの名前の入力が一
度で済む上、自動的にiTunesプレイリストのトラック名の
メタデータが入力されるので大変便利です。

プレイリストテキストレポートの書き出し/プリント

あらゆるオーディオ形式の書き出しに加え、Peakは
フォーマットテキストファイルとタブ区切りテキストファイ
ルの書き出しにも対応しています。

プレイリストのフォーマットテキストレポート

テキストの書き出し（Print/Export	Text	Report）ダイ
アログで、フォーマットテキストに表示したい情報を選択
する事ができます。また、レポートをテキスト、PDF、プリ
ントの書き出しオプションから選ぶ事ができます。
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ままの状態で使われるものではありません。一般的には
FileMaker	ProやMicrosoft	Excelなど、タブ区切りテキ
ストの読み込みが行えるアプリケーションを使用します。

タブ区切りテキストレポートを書き出すには：

1.		 プレイリストウィンドウで編集メニューからすべてを
選択コマンド（キーボードショートカットは⌘A）を
選択します。全てのイベントのレポートを必要とし
ない場合は、任意のイベントを選択します。プレイ
リストの左上部分に位置するExport/Print	Text	
Reportボタンをクリックします。テキストの書き出し
ダイアログが表示されます。

2.	 レポートに必要な情報のフィールドをチェックします。

3.	 テキストの書き出しボタン（Export	Text）をクリッ
クします。保存ダイアログが表示されます。

4.	 レポートの名前を入力し、保存場所を選択し、保存
をクリックします。レポートが書き出されます。

タブ区切りテキストレポートをみるための一例：

•	 保存されたファイルをファインダからMicrosoft	Excel
のアイコンの上へドラッグします。Excelはタブ区切り
テキストの情報をエクセルで開きます。

まとめ

以上で、プレイリストドキュメントの作成と編集、そして
あらゆる形式への書き出しについて理解して頂けた事と
思います。次の章では、Peakのポッドキャストパブリッシ
ングツールについて解説します。
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第7章：
ポッドキャスティング

概要

パワフルなレコーディングと編集ツールに加え、Peak
は .Mac、FTP、ローカルサーバへの配信が行えます。
ポッドキャストの配信を行うには、まずポッドキャストコ
ンテンツとなるプログラムをまとめることが必要です。

ポッドキャストはどんなコンテンツも含むことができます。
一般的なポッドキャストは声、音楽、サウンドエフェクトな
どで構成されていますが、著作権を侵害するものが含ま
れていなければ、その内容は自由です。

Peakを使うとプログラムのコンテンツである音楽や声の
録音、デジタルオーディオファイルのインポートそしてそ
れらの編集を行うことができます。プログラムが完成し、
編集を終えたら、Peakからそれの公開と配信を単純な
作業で行うことができます。

ポッドキャスティングとは何か？

ポッドキャスティングとは、オーディオプログラムをサー
バーへアップロードし、登録したリスナーが新しい番組
が更新される度にそれを自動的にダウンロードする仕組
みを総合して呼びます。ポッドキャストはシリーズ化され
ていることから、テレビやラジオの番組にとても似ていま
す。ポッドキャストとは、幾つかのエピソードに分けられ
て更新されるシリーズ番組のことを言います。

ポッドキャスティングの仕組み

ポッドキャスターがプログラムを作成する際、まずコンテ
ンツの録音と編集を行います。ポッドキャストプログラム
には音楽、会話、インタビューなどさまざまな内容があり
ます。Peakはポッドキャスト制作に最適な環境と言えま
す。録音と編集、マスタリングと完成形が最高の音質で
届けられるよう、数多くのツールを搭載しています。ポッ
ドキャストのコンテンツが完成したら、ファイル形式、サ
ンプルレートやビットレートなど、ポッドキャストを公開す
るための様々なオプションも兼ね備えています。

ポッドキャスト配信の次のステップはRSS（Really	
Simple	Syndicationの略）フィードの作成であり、実際
のポッドキャストと一緒にサーバーへアップロードされま
す。PeakのPublish	Podcastダイアログは、新しいポッド
キャストに対し、入力された情報を基にRSSフィードを
自動的に作成します。

Peakはオーディオのポッドキャストの録音、編集、
配信を行うことしかできませんが、ビデオポッドキャ
ストのオーディオコンテンツを編集するにも使うこと
ができます。この場合、ビデオポッドキャストの配信
には違うアプリケーションが必要になります。
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ピソードのオーディオコンテンツが保存されている場所の
リンクです。

コンテンツとRSSフィードが作成されたら、この２つを
サーバーへアップロードします。Peakは.Mac、FTP、ロー
カルサーバーへのアップロードをサポートしています。

アップロード（公開）が完了したら、ポッドキャストの配信
を行います。リスナーが簡単に検索できるよう、下記のよ
うなウェブサイトが多数存在します。

•	 http://www.podcastalley.com/
•	 http://www.podcastingnews.com/forum/links.
php

•	 iTunes	Music	StoreのPodcast	ディレクトリ	（iTunes
から行えます）

PeakのPublish	Podcastダイアログはポッドキャストを自
動的にiTunes	Music	StoreのPodcastディレクトリに配
信するオプションが備えられています。この作業はウェブ
サイトからでなく、iTunesのアプリケーションから行われ
ます。

RSSフィードはXMLコードを含むテキストファイルであ
り、配信を行う際に使われます。RSSフィードはポッド
キャストの総合的な情報と各エピソードの具体的な内容
の2つの情報が含まれます。

RSSフィードの最初の情報はポッドキャストの総合的な
説明であり、名前、テーマ、キーワード（リスナーの検索を
助けるため）、ポッドキャスターのウェブサイトなどの情報
が含まれます。2つ目の情報は個々のエピソードや番組
の内容が含まれます。配信された各エピソードは、RSS
フィードにHTMLコードに良く似ている”<item>”タグと
して随時追加されます。このタグの最も重要な部分はエ

RSSフィードは、新しいポッドキャストにのみ作成
されます。既に公開されているポッドキャストを更
新（新しいエピソードの追加）した場合、RSSフィー
ドに新しいXMLタグが加えられ、更新されます。
新しいエピソードを説明するXMLタグには新しい
エピソードの説明とサーバーに置かれている場所
へのリンクが含まれます。

RSSフィードの情報ー Channelレベルのタグはポッドキャスト全体についての情報が含まれ、複数存在することのできるItemタグはポッドキャ
ストの個々のエピソードの情報が含まれます。

http://www.podcastingnews.com/forum/links.php
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ポッドキャストの作成

このセクションでは、ポッドキャストを公開可能な状態に
するまでの作業を説明します。Peakをポッドキャスト配
信ツールとして使う前に、Peakのパワフルな録音、編集、
処理、マスタリングツールを理解することをお勧めしま
す。

ユーザーズガイドの第3、4、5、6、8、9章ではPeakを初
めて使うユーザーに対して有効な情報が記載されていま
す。

録音とコンテンツの収集

ポッドキャストのテーマが決まったら、コンテンツを集め
ることから始めます。これを行うには、声／音楽／環境
音の録音、CDトラックのインポートやハードディスクに保
存されているデジタルオーディオファイルの追加などが可
能です。

編集とマスタリング

ポッドキャストのコンテンツ収集が完了したら、それを
編集します。Peakのパワフルな編集とデジタル信号処理

iTunes	Music	Storeでポッドキャストの配信を行うだけ
でなく、お持ちのウェブサイトにRSSフィードへのリンク
を貼るのも有効な手です。最近では、ウェブサイトに”
RSS"のアイコンを頻繁に見るようになりました。登録する
には、そのようなアイコンを右クリック（もしくはControl+
クリック）してからコピーをし、ポッドキャストの登録と受
信を行えるアプリケーションにペーストします。

ポッドキャストに登録をしたら、アグリゲータアプリケー
ションが定期的にRSSフィード確認します。RSSフィード
が更新されていたら、その新しいエピソードが自動的に
ダウンロードされます。この状態になると、そのままコン
ピュータで再生するか、iPodなどのメディアプレーヤへコ
ピーして楽しむことができます（ポッドキャスティングの名
はこのiPodに由来しています）。

図　iTunes Music StoreのPodcastディレクトリはポッドキャスト
の配信と検索を行える最適な場所です。

ウェブサイトのRSSフィードアイコンをご覧になったことはありませ
んか ？これは登録することができるかもしれないRSSフィードが
存在していることを表します。

RSSフィードが全てポッドキャストの様なオーディ
オコンテンツにリンクしているとは限りません。
RSSフィードはビデオ（ビデオポッドキャスト）、テキ
スト（ブログ）、画像（フォトキャスト）などにもリン
クされます。

インタビューなどはSkypeや iChat	AVを介して
頻繁に行われます。Peak	6は、プロフェッショナル
なCore	Audio対応のオーディオインターフェース
からの録音用にデザインされており、その他のア
プリケーションのオーディオ出力（Skypeや iChat	
AV）は録音することができません。しかしなが
ら、PeakにはAmbrosia	Software社のWire	Tap	
Proが含まれており、そのアプリケーションを使って
インタビューの録音とデジタルオーディオファイル
化を行うことができ、ポッドキャストコンテンツとし
て利用することができます。
Peakには、Skypeや iChat	AVの出力を仮想ハー
ドウェア入力としてPeakへ直接録音することので
きる、Cycling	74社のSoundflowerも含まれます。

バンドルアプリケーションについて詳しくは、Peak	
Pro	Production	Packディスクに含まれるドキュメ
ントを参照してください。
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既存のポッドキャストに新しいエピソードを追加するには：

1.	コンテンツの作成、編集、処理を必要に応じて行い、
1つのオーディオドキュメントとして保存します。

2.	 ファイルメニューからPodcastへ公開を選択します。

3.	 Publish	Podcastダイアログが表示されたら、New	
Podcast	RSSのチェックボックスのチェックを外し
ます。これを外すと、Podcast	Information（ポッド
キャスト情報）とiTunes	Extensionsのフィールドが
入力できない状態になります。これらのChannelレ
ベルの情報は、既存のRSSフィードの情報がそのま
ま使われるため、入力する必要がありません。

4.	 Episode	Informationフィールドに新しいエピソー
ドに関する情報を入力します。Audio	File	Name	
on	Server（サーバー上のオーディオファイル名）と
Linkフィールドは間違えないよう注意してください。

5.	 Publishボタンをクリックすると、Peakからはポッド
キャストのRSSフィードの保存場所を求められます。

ツールはBGM、インタビューなどのコンテンツをアレンジ
する際に大変有効です。

最終編集が完了したら、PeakのDSPツールとプラグイン
を使ってマスタリングを行います。ノーマライズ、イコライ
ズ、コンプレションなどのマスタリング処理を行うと良い
でしょう。

ポッドキャストの公開

ポッドキャストの編集が完了し、１つのオーディオドキュ
メントとして保存されたら、公開する準備が整いました。
ポッドキャスティングを理解されている方であれば、下記
の手順に従って簡単にこの作業を行うことができます。

ポッドキャストの公開には2通りあります：

•	 新しいポッドキャストと新しいRSSフィードを作成し、
オーディオファイルをアップロードします（最初のエピ
ソードを公開します）。

•	 既存のRSSフィードに新しいXMLタグを追加し、新
しいオーディオファイルをアップロードすることによ
り、作成済みのポッドキャストに新しいエピソードを
追加します。

新しいポッドキャストを公開するには：

1.		 コンテンツの作成、編集、処理を必要に応じて行
い、１つのオーディオドキュメントとして保存します。

2.	 ファイルメニューからPodcastへ公開を選択します。

3.	 ポッドキャスト、エピソード、iTunesエクステンショ
ン、オーディオエンコーディングやサーバーの詳細を
入力します。

4.	 Publishボタンをクリックします。ポッドキャストが公
開されます。

5.	 Peakは自動的にポッドキャストのRSSフィード
のURLをクリップボードへコピーします。お使い
のアグリゲータアプリケーション（iTunes、Juice、
NewsFireなど）を開き、登録機能を使ってあなた
の新しいポッドキャストをテストしましょう。

既存のポッドキャストに新しいエピソードを追加す
る場合、RSSフィードのファイルがローカルな場所
に保存されている必要があります。このファイルに
新しいエピソードの情報のタグを加え、サーバーに
置かれているファイルとの置き換えを行います。こ
れには、2つのやり方があります。

・サーバーへアップロードする前に、Save	to	Disk
オプションを使用して、ローカルコピーを作成する
ことができます。Publishing	to	Diskについてはこ
の章で説明されます。

・Finderのサーバへ接続コマンド、ターミナルユー
ティリティ、もしくは他社製のファイル転送ユーティ
リティなどを使って、サーバーからRSSフィードの
コピーをダウンロードします。

Audio	File	Name	on	ServerとLinkフィールドに
間違えがないよう注意しましょう。間違えてしま
うと既存のエピソードを書き換えてしまい、RSS
フィードが誤った情報で更新されてしまう可能性
があります。
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Publish	Podcastダイアログ

Peakを使ったポッドキャストの公開は、ファイルメニュー
からPodcastへ公開を選択して重要な情報を幾つか入力
するのみの単純な作業で行われます。このコマンドが選
択されると、Peakは選択されているオーディオドキュメン
トを公開します。このセクションでは、Publish	Podcast
ダイアログのフィールドについて説明します。

6.	 Openダイアログが表示されたら、ローカルディスク
に保存されているRSSフィードのコピーを選択し、
Openボタンをクリックします。

7.		 サーバー上に保存されている既存のRSSフィードを
置き換える（上書き）すること確認するウィンドウが
開きます。Replaceボタンをクリックし、公開作業を
進めます。

8.	 お使いのアグリゲータアプリケーション（iTunes、
Juice、NewsFireなど）を開き、ライブラリのポッド
キャストからあなたのポッドキャストを選択します。
更新ボタンをクリックして新しいエピソードをダウン
ロードしましょう。

登録作業を行っていない場合、Peakは自動でポッドキャ
ストのURLをクリップボードへコピーしていることを忘れ
ないでください。お使いのアグリゲータアプリケーション
への登録機能を使い、URLをペーストするだけで、あなた
のポッドキャストの全エピソードがダウンロードされます。

ポッドキャスティングを初めて行う方は、まずは
PeakのPublish	Podcastダイアログに必要な情報
を理解するため、この章を全てお読みになることを
お勧めします。

PeakのPublish Podcastダイアログーこの章で例として使われるポッドキャストの情報と設定が表示されています。
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only)

Peakで入力された情報がiTunesのどの場所に表示されるか

下記の図では、Peakに入力した情報がiTunesのどの部分に表示されるかを表しています。図の各注釈は、
PeakのPublish	Podcastダイアログのフィールド名であり、iTunesのどこにその情報が表示されるかを表し
ています。iTunesの複数の箇所に表示されるフィールドの情報も存在します。

(searchable here)

iTunes 

iTunes 

(mp3 

iTunesの詳細を見るダイアログの概要タブ iTunesの詳細を見るダイアログの情報タブ

エピソードの名前

キーワード

イメージ

ポッドキャストの名前

ポッドキャストの説明

ポッドキャストの状況エピソードの状況ポッドキャストの名前

エピソードの名前

ポッドキャストの
名前

フォーマット/設定

ジャンル

作者名

サブタイトル

情報

のみ
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Author（作成者）

Authorフィールドには、ポッドキャストと個々のエピソー
ドの総合的な作成者が入力されます。

PeakのPublish	PodcastダイアログのAuthorフィールド
に入力したテキストは、iTunesの情報を見るウィンドウの
概要タブの2行目、ポッドキャストアートワークの右側、そ
して情報タブのアーティストフィールドに表示されます。

Authorフィールドに入力される情報は、channelとitem
レベル両方の情報としてRSSフィードに記憶されます。

Website Link（ウェブサイトリンク）

Website	LinkのコンテンツはiTunesのPodcastディレク
トリに実際には表示されませんが、WEBSITEボタンを
クリックすることで作成者のウェブサイトへアクセスする
ことができます。

Website	Linkフィールドに入力される情報は、channelレ
ベルの情報としてRSSフィードに記憶されます。

Podcast Description（ポッドキャストの説明）

Podcast	Descriptionフィールドに入力されるテキストは、
iTunesの説明欄に表示され、ポッドキャストの概要が表
示されます。

ポッドキャスト全体の情報が表示される列（これらの列
には小さな三角形が名前の隣に表示されます）の説明欄
には、PeakのPublish	PodcastダイアログのDescription

ポッドキャストの情報

ポッドキャストの情報枠のフィールドは、”channel”と”
item”レベルでのXMLタグを作成するのに使われます。
Channelレベルのタグはポッドキャストの概要など総合
的な内容が含まれますが、個々のエピソードについての
情報は含まれません。Itemレベルのタグはそのエピソー
ドのみについての情報が含まれます。

New Podcast RSSチェックボックス

このチェックボックスは、新しいポッドキャストが作成さ
れるか（最低1つのエピソードが必要）、もしくは既存の
ポッドキャストにエピソードが追加されるかを判断しま
す。新しいポッドキャストを作成する場合、このチェック
ボックスをチェックします。エピソードを追加する場合
は、チェックを外します。

Podcast Title（ポッドキャストの名前）

Podcast	Titleフィールドは、全体のポッドキャストの名前、
もしくはシリーズの名前が入力されます。例えば、Peakを
使ってデジタルオーディオ編集を学ぶポッドキャストを作
成した場合、「Peakを学ぼう！」というポッドキャスト名を
付け、エピソードの名前は「Hand、Zoom、Pencilツールを
使おう」と言ったものになるかもしれません。

PeakのPublish	PodcastダイアログのPodcast	Titleフィー
ルドに入力したテキストは、iTunesのメインウィンドウの
Podcast欄に表示されます（この欄は名前欄とよばれる
場合もあります）。Podcast	Titleフィールドのコンテンツ
は、iTunesの情報を見るウィンドウの概要タブの3行目、
ポッドキャストアートワークの右側、そして情報タブのア
ルバムフィールドに表示されます。

Podcast	Titleフィールドに入力される情報は、channelと
itemレベル両方の情報としてRSSフィードに記憶されます。

上記の例では、エピソードの名前はPodcast	
Titleフィールドではなく、Episode情報枠の中の
Episode	Titleフィールドに入力します。

iTunesの説明欄には、見ている列によってポッド
キャスト全体の情報もしくはエピソードの情報のど
ちらかが表示されます。

Website Link

ポッドキャストの作成者のウェブサイトはiTunes Podcastディレク
トリのWEBSITEボタンをクリックすることでアクセスできます。
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前欄はPodcastと表示されます）、そのエピソードの名前
しか影響されません。

Episode Description（エピソードの説明）

Episode	Descriptionフィールドの情報は、iTunesでは表
示されませんが、Juice、NewsFireなどのアグリゲータア
プリケーションでエピソードの説明として使われます。

iTunes Subtitle（iTunesサブタイトル）

iTunes	Subtitleフィールドの情報は、iTunesの説明欄に
表示され、個々のエピソードの説明が表示されます。

個々のエピソードの情報が表示される列の説明欄には、
PeakのPublish	PodcastダイアログのiTunes	Subtitle
フィールドに入力した情報が表示されます。

iTunes	Subtitleフィールドに入力される情報は、itemレ
ベルの情報としてRSSフィードに記憶されます。

iTunes Summary

iTunes	Summaryフィールドに入力された情報は、
iTunesの説明欄の"i"アイコンをクリックした際に表示
されるウィンドウに表示されます。この情報は、iTunes	
Music	Storeの iTunes	Podcastディレクトリの説明の欄
にも表示されます。

フィールドに入力した情報が表示されます。

Podcast	Descriptionフィールドに入力される情報は、
channelレベルの情報としてRSSフィードに記憶されます。

Keywords（キーワード）

Keywordsフィールドに入力される情報は、iTunesでポッ
ドキャストを検索するのに利用されますが、iTunesに実
際に表示されることはありません。例えば、”Peak"のキー
ワードを入力した場合、iTunesに表示はされませんが、
iTunesの検索フィールドに"Peak"と入力することで、Peak
に関連したポッドキャストを検索することができます。

最高12個のキーワード（カンマで区切ってください）を入
力できます。

Keywordsフィールドに入力される情報は、channelレベ
ルの情報としてRSSフィードに記憶され、個々のエピソー
ドを検索するためではなく、ポッドキャストの検索用とし
て使われます。

Filename on Server （xml）（サーバー上のファイル名）

Filename	on	Serverフィールドは、Peakが公開の作業
で作成するXMLファイル（ポッドキャストのRSSフィード）
の名前を指定します。

このフィールドの情報はRSSフィードのXMLコードに含
まれることはなく、単純にファイル名として使用されます。

エピソードの情報

エピソードの情報枠のフィールドは、”item”レベルの
XMLタグを作成します。これらのタグは個々のエピソー
ドの情報を含みます。

Episode Title（エピソードの名前）

Episode	Titleフィールドの情報は、iTunesの名前欄に表
示されますが（iTunesライブラリを使用している場合、名

Peakの Episode DescriptionフィールドはiTunesのサブタイトル
フィールドに似た役割を果たしますが、iTunesでは表示されません。
この図ではNewsFireが使用されています。

iTunesの説明欄には、見ている列によって、ポッド
キャスト全体の情報もしくはエピソードの情報のど
ちらかが表示されます。
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•	 出力のサンプルレート	−	任意のサンプルレートを選
択します。

•	 エンコーダの品質	−	このメニューは、エンコーディン
グの品質を選択し、ファイルサイズに大きく関わりま
す。高い品質は大きなファイルサイズを意味します。

MP3

•	 Mono	−	この項目がチェックされていると、強制的に左
と右チャンネルを融合し、Monoファイルを作成します。

•	 ビットレート	−	ビットレートは8kbpsと320kbpsの間
で設定できます。

•	 品質	−	このスライダはエンコーディングの品質を設
定し、ファイルサイズに大きく関わります。

• ID3タグの編集	−	このボタンをクリックすると、メタ
データエディタウィンドウが表示され、タイトル、アーティ
スト、アルバム、コメント、ジャンル、年など様 な々ファイ
ル情報を入力することができます。この情報はファイル
のメタデータで、RSSフィードに影響はされません。

Audio Filename on Server（サーバー上のオーディオファイル名）

このフィールドの情報は、サーバーにアップロードされる

Episode Advisory

Episode	Advisoryのポップアップメニューは、そのエピ
ソードのみに対するレーティングを設定することができま
す。iTunesでは、エピソードの列のPodcast欄と詳細を
見るウィンドウの概要タブにも表示されます。

Format（形式）

Formatポップアップメニューは、ポッドキャストのオー
ディオコンテンツのファイル形式を設定することができま
す。AACやmp3が選択可能です。Formatメニューの横
に配置されているSettingsボタンをクリックするとそれ
ぞれの形式に対して細かい設定を行うことができます。

Settings（設定）

Settingsダイアログで設定可能なオプションは、AACも
しくはmp3を設定することでかわります。設定可能なオ
プションは下記の通りです：

AAC

•	 圧縮プログラム	−	このメニューはAACファイルのコ
ンプレッションレベルを設定します。

•	 ターゲット出力	−	このメニューは指定されたビッ
トレートに必ず従う必要があるのか、ビットレートメ
ニューで選択されたビットレートの可変ビットレートも
許容されるかを選択します。

•	 ビットレート	−	任意のビットレートを選択します。

iTunesでエピソードが表示される列の"i"アイコンをクリックすると、
PeakのPublish PodcastダイアログのiTunes Sumaryフィールド
で入力した情報が表示されます。

ポッドキャスト全体と個々のエピソードに異なった
レーティングを設定することは可能です。

このメニューをターゲット出力メニューと使用した
場合、ターゲット出力ビットレートを決めた上で、可
変ビットレートを適用することができます。ここで
選択したビットレートは基本ビットレートとして設
定され、可能な場合（オーディオコンテンツに依存
します）ビットレートを下げます。

ポッドキャストにiTunes	Podcastディレクトリで表
示されるイメージを加える場合、72dpiの.jpgもしく
は.pngファイルで、600x600ピクセル以上の正方形を
使用することをお勧めします。mp3で出力された場
合のみ、イメージはメタデータとしてファイルに加えら
れます。これらはRSSフィードに影響されません。
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（Earthlinkと.Mac）を使ったポッドキャストのオーディ
オコンテンツのリンクの例です。それぞれのケースであ
なたのアカウント名を＜アカウント>と置き換えて使用し
てください。これらの例で使うオーディオのファイル名は
"audio.mp3”であり、サーバーのルートレベル（第一階層）
に保存されていることとします。

Earthlink：
•	 http://home.earthlink.net/~<アカウント>/audio.mp3

.Mac：
•	 http://homepage.mac.com/<アカウント>/audio.mp3

iTunes	Extensions（iTunesエクステンション）

iTunes	Extensionsは、ポッドキャストの公開に必ず必
要なものではないので、任意で使用してください。但し、
iTunes	Podcastディレクトリに表示され、フィーチャー
ポッドキャストの対象となるには、この項目を入力する必
要があります。

Name（名前）

ポッドキャストの所持者を入力するフィールドです。

Email Address（メールアドレス）

ポッドキャストの保持者のメールアドレスを入力する
フィールドです。

オーディオファイル（ポッドキャストコンテンツ）の名前と
して使われます。

Link（リンク）

このフィールドの情報は、サーバー上のオーディオファイル
（ポッドキャストの実際のコンテンツ）へ直接リンクするた
めに使われます。このリンクはPeakが作成するRSSフィー
ドにも保存されます。各エピソードに（各<item>タグ内）
にユニークなリンクが設定され、アグリゲータアプリケー
ションがそのエピソードを検出できるようにします。

リンクは正しく記載する必要があります。リンクは下記の
3つの要素から作られます。

•	 サーバー名/パス名	+	ファイル名	+	ファイル形式の
拡張子

例えば、
•	 http://www.myserver.com/podcasts/	＋Audio	＋	.mp3

もしくは：
•	 http://www.myserver.co/podcasts/Audio.mp3
と記載します。

実際の例

下記は、有名なインターネットサービスプロバイダ

このフィールドで使うリンクは、アップロードする
ためのパスとは別物だと言うことに注意してくださ
い。視聴者がアグリゲータアプリケーションを使っ
てRSSフィードをアクセスするために使用するリン
クではありませんが、RSSフィードに実際に記載さ
れる情報のため、リンクが正しい必要があります。
ファイル転送アプリケーション（TransmitやFetch
など）を使って、ファイルを自分のサーバーへアップ
ロードし、そのリンクをブラウザにペーストすること
で、リンクをテストすることができます。ペーストし
たリンクが正しい場合、ブラウザでそのオーディオ
ファイルの再生が始まります。Linkフィールドで使
用するリンクが分からない場合は、ご使用中のイン
ターネットサービスプロバイダへご相談ください。

名前とメールアドレスのフィールドはAppleがあな
たのポッドキャストに関しての連絡手段にのみ使用
される情報です。これらはiTunes	Music	Storeの
Podcastディレクトリに表示されることはありません
が、RSSフィードに含まれる情報のため、そのポッド
キャストに登録した人であれば簡単に閲覧すること
のできる情報だということを理解してください。

iTunes	Music	Storeのスタッフは随時、プログラ
ムの内容とテクニカルコンテンツに基づき、面白い
ポッドキャストを選んでフィーチャーしています。
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Podcast Advisory 

Podcast	Advisoryのポップアップメニューの設定は各エ
ピソードのレーティングを設定します。iTunesでは、レー
ティングはエピソード列のPodcast欄と詳細を見るウィン
ドウの概要タブで表示されます。

Publish	Settings

Publish	PodcastダイアログのPublish枠では、オーディ
オとRSSフィードをサーバーへ接続し、アップロードする
際の設定を行えます。

Preset（プリセット）

Presetポップアップメニューはサーバー接続設定の保存
と呼出しができるので、サーバー名が長い場合に便利で
す。サーバープリセットは下記に保存されます：

/MacHD/Users/<アカウント>Library/Preferences/
Peak	Server	Presets/

Server Type（サーバーの種類）

Server	Typeのポップアップメニューはポッドキャスト
をアップロードするサーバーの種類を設定します。FTP
や.Macサーバー、そしてホームディレクトリのSitesフォル
ダのオプションから選択することができます。

FTP

•	 Host Name	−	FTPサーバーの名前を入力します。

Categories（カテゴリ）

このカテゴリは、作成したポッドキャストをiTunes	
Podcastディレクトリの適した場所に配置するために設定
します。

iTunes	Podcastディレクトリの昔ながらのブラウズシス
テムでは、最初の3つのカテゴリが使用されます。この
テキストベースのブラウズシステムをアクセスするには、
iTunes	Storeインターフェースの右上に配置されるクイッ
クリンクのブラウズを選択します。

iTunesの新しいブラウズシステムでは１つ目のカテゴリ
のみがブラウズの対象となります。このブラウズシステム
は、iTunes	Storeの iTunes	STOREからPodcastsを選
ぶことでアクセスすることができます。この最新のブラ
ウズシステムではアートワーク、視聴者のレビューなどの
リッチメディアコンテンツで満載です。

iTunes Extensionsの Categoriesを 入 力 し て お くと、iTunes 
Podcastディレクトリのクイックリンクからテキストベースでブラウ
ズすると、作成したキャストがそのカテゴリ内に表示されます。

新しいPodcastsセクションからもブラウズすることができます。

ポッドキャスト全体と個々のエピソードに異なった
レーティングを設定することは可能です。

セキュリティ面の懸念から、サーバープリセットに
パスワードは保存されません。
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•	 Password	−	.Macのパスワードを入力します。

•	 Path	−	ポッドキャストをアップロードするディレク
トリのパスを入力します。.Macアカウントの特性上、
SitesディレクトリもしくはSitesディレクトリ内のディレ
クトリにしかアップロードすることができません。

Sitesディレクトリ内の違うディレクトリを使用する場
合は、そのパスを特定する必要があります。例えば、
"Podcasts"のディレクトリを"Sites"ディレクトリに作成し
た場合、Pathフィールドには"/Sites/Podcasts/"と入力し
ます。

Save to Disk（ディスクに保存）

サーバーへアップロードする前にローカルフォルダに保存
することにより、ポッドキャスティングの理解を深めたりコ
ンテンツをテストしたりすることができます。ローカルフォ
ルダへのアプロードはウェブページをローカルに保存する
のと良く似ています。iTunesやその他のアグリゲータア
プリケーションと使用するには、オーディオコンテンツと
RSSフィードが下記の場所へ保存してください：

/MacHD/Users/<アカウント>/Documents/Sites

•	 Username	−	FTPアカウントのユーザー名を入力し
ます。

•	 Password	−	FTPアカウントのパスワードを入力し
ます。

•	 Path	−	ポッドキャストをアップロードするディレクト
リのパスを入力します。空欄の場合、サーバーのルー
トレベルにアップロードされます。

FTPサーバーの特定の場所へアップロードする場合、そ
のディレクトリのパスを入力する必要があります。例え
ば、FTPサーバーの名前が"ftp.myserver.com"であり、
"Podcasts"のディレクトリを作成した場合、Pathフィール
ドには"/Podcasts/"と入力します。

.Mac

•	 Use Default .Mac Account checkbox	 −	Mac
アカウントへアップロードする場合、Peakではデフォ
ルトでシステム環境設定に入力済みの.Macアカウン
ト情報を使用しします。この設定の変更を行うには、
Appleメニューからシステム環境設定を開き、.Macプ
リファレンスを開き、アカウント情報の変更を行ってく
ださい。

•	 Username	−	 .Macのアカウント名を入力します（自
分のアカウントへアップロードする場合は、上記で説
明された手順でMacのシステム環境設定から変更す
ると簡単です）。

FTP情報が不確かな場合、お使いのインターネッ
トサービスプロバイダにご相談ください。この情報
は通常、一般的なFTPクライアントを使って接続
する場合と同じ情報になります。

使用するドメインのホストが違う会社の場合、ホス
ト名とパスを正確に入力されているか注意が必要
です。サーバー情報が不確かな場合は、お使いの
インターネットサービスプロバイダへ相談し、正し
いホストとパス名を入手してください。

上記のUsernameとPasswordのフィールドは
User	Default	.Mac	Accountのチェックボックスが
外されている場合のみ表示されます。

ローカルフォルダで公開されているポッドキャストを視聴するには、
そのコンテンツがホームディレクトリの"Sites"フォルダに公開され
ている必要があります。
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iTunes Music StoreのPodcastディレクトリに公開す
るには：

1.		 Peakの録音、編集、処理ツールを使って、ポッドキャ
ストを用意します。

2.	 ファイルメニューからPodcastへ公開を選択します。

3.	 作成したポッドキャストに適切なフィールドを入
力します。Submit	to	 iTunes	Music	Store	after	
Publishingのチェックボックスにチェックが入ってい
ることを確認してください。

4.	 Publishボタンをクリックします。公開されると、
PeakはポッドキャストのRSSフィードのURLをク
リップボードへコピーし、iTunesのiTunesディレク
トリにPodcastsを送信するページも同時に開きま
す。ポッドキャストフィードURLをクリップボードか
らペーストし、Continueをクリックします。

Sitesディレクトリ内の違うディレクトリを使用する場
合は、そのパスを特定する必要があります。例えば、
"Podcasts"のディレクトリを"Sites"ディレクトリに作成し
た場合、Pathフィールドには"/Sites/Podcasts/"と入力し
ます。

また、Macのシステム環境設定からWeb共有が選択され
ている必要があります。

Submit to iTunes Music Store after 
Publishingチェックボックス

このチェックボックスは、ポッドキャストをiTunes	Music	
StoreのPodcastディレクトリへ登録するかどうかを決め
ます。誰もが設定したキーワードなどからの検索がかけ
られることから、これはより多くの視聴者に聞いてもらう
ための有効な手段です。

Mac OSの共有プリファレンスでは、ウェブ共有のプリファレンスを
変更することができます。

ホームディレクトリの"Sites"フォルダに保存する場
合、RSSフィード（RSSフィード名は"rssfeed.xml"
とします）用のURLは下記となります：

http://localhost/〜 <アカウント>/rssfeed.xml

オーディオファイル（ファイル名は"audio.mp3"とし
ます）へのリンクは下記となります：
http://localhost/〜 <アカウント>/audio.mp3

iTunesディレクトリへ公開するのはURLをペーストするだけの単純
な作業で行えます。

ローカルに公開されているRSSフィードをiTunes	
Podcastディレクトリに公開することはできません。
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まとめ

Peakを使ってオーディオポッドキャストの公開と配信方
法を学びました。Peakはポッドキャストを作成し編集す
るための様々なツールを搭載しています。Peakのツール
の更なる詳細については、ユーザーズガイドの第3、4、5、
6、8と9章をご覧ください。ポッドキャスト作成に適した
ツールとテクニックが説明されています。

ポッドキャスティングについて詳しい情報は数多くありま
す。Michael	Geoghaganの著書、“Podcast	Solutions"は
総合的なリファレンスとして最適ですし、Appleのウェブ
サイトからも技術的な情報が多く掲載されています。

http://www.apple.com/itunes/store/podcaststechspecs.
html

Peakのデジタル信号処理ツールについては次の章へ進
んでください。

http://www.apple.com/itunes/store/podcaststechspecs.html


第8章：
DSP
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第8章：
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範囲を選択します。
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範囲を処理し
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
ナーへ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、Add（追加）、Amplitude	
Fi	（アンプリチュード・フィット）、Auto	Define（オート・
ディファイン）、Bit	Usage（ビットユーセージ）、Change	
Duration（デュレーション変更）、Change	Duration（デュ
レーション変更）（Variable）、Change	Gain（ゲイン変更）、
Change	Pitch（ピッチ変更	）、Change	Pitch	（ピッチ変
更）	（Variable）	、Convert	Sample	Rate（サンプリング
周波数変換）、Convolve（コンボルブ	）、Crossfade	Loop
（クロスフェードループ）、Envelope	From	Audio（エ
ンベロープ・フロム・オーディオ	）、Fade	In（フェードイ
ン）、Fade	Out（フェードアウト）、Find	Peak（ピーク検
出）、Gain	Envelope（ゲインエンベロープ）、Harmonic	
Rotate（ハーモニックローテイト）、ImpulseVerb（イ
ンパルスバーブ	）、Loop	Tuner（ループチューナー）、
Mono	To	Stereo/Stereo	To	Mono	Conversion（モノ
ラルからステレオ／ステレオからモノラルへの変換）、
Mix（ミックス）、Modify	Sample	Rate（サンプルレート
修正）、Modulate（モジュレート）、Normalize（ノーマ
ライズ）、Normalize（ノーマライズ）	（RMS）、Panner
（パンナー	）、Perpetual	Looper（パペチュアルルー
プ）、Phase	Vocoder（フェーズボコーダ）、Rappify（ラ
ピファイ）、Remove	DC	Offset（DCオフセット削除）、
Repair	Click/RepairClicks（リペアクリック）、Reverse	
Boomerang（リバースブーメラン）、Reverse（リバース）、
Strip	Silence（ストリップサイレンス	）、Swap	Channel
（スワップチャンネル）、Threshold（スレッショルド）、
Voiceover	Ducking（ボイスオーバー・ダッキング）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。

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。
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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
をクリックした上で、Addボタンをクリックします。

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。

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 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。

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。

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。

PeakのDSPツールは、デフォルトの状態だとDSP
メニューにアルファベット順に表示されます。DSP
ツールをその機能によってグループ分け（分析、変
換、ゲイン等）するには、プリファレンスからDSPメ
ニューをサブカテゴリにする（Use	Subcategories	
in	DSP	Menu）オプションを使用してください。詳
細は、第12章：	Peakメニューを参照してください。

Addダイアログ

Peak	LEではAddは使用できません。

Amplitude Fit ダイアログ
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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、自動的に曲毎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。

トラック間のギャップを最小にする

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。

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。

Amplitude	FitはPeak	LEでは使用できません。

Auto Define Tracksダイアログ

LP 録音にAuto Define Tracksツールを使用する前に、波形に無音のセクションが存在していないかどうか確認します。

無音の部分をカット（Peakが録音の状態のままLPを裏返しにした場合などに発生する無音等）してから、Auto Define 
Tracksを使用すると上記のようにトラックが設定されます。
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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します。

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。

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。

Minimum	Track	Duration（最短トラックの長さ）

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、例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ードの
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

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。
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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（⌘ -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：

 The number of songs in the recording −	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。

 The shortest song −	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。

 The shortest gap time between songs −	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。

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する事
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

Auto	Define	Tracksをより正確に使用する

Auto	Define	Tracksを使うと、オーディオドキュメントを
効率よくトラックに分けることができますが、下記を実行
することにより、この機能を最大限に活用することができ
ます。

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
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
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Bit	Usageメーターは本当のビットデプスを表示します。
例えば、16ビットで録音されたファイルが24ビットファイ
ルとして保存された場合、当然そのファイルサイズは大き
くなりますが、空のビットが含まれることになります。Bit	
Usageのグラフでは、00−15ビットが黒と緑のブロック
で埋められ、16−31ビットには真っ白の何も表示されな
い状態になります。

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ます。

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。

Change	Duration（デュレーション変
更）

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

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ダイアログのグラフには、選択されているビットを
縦軸、そしてその長さを横軸に表示します。

グラフに表示されるブロックは、黒、白、緑のいずれかの
色に分類されます。これらは選択された時間内に使われ
ているビット数を表します。濃い色のブロックは多いビッ
ト使用率を表し、薄い色のブロックは少ないビット使用
率を表します。ブロックはサンプルの数を表示し、その
色は選択された波形を表します。このグラフを使用する
ことにより、選択したオーディオコンテンツが様々なプロ
セスによった劣化が生じていないかどうかを確認するこ
とができます。

例えば、上記の図では01−07ビット（グラフ上部）と29−
31ビット（グラフ下部）に著しい劣化が見られる32ビット
のファイルが表示されています。この劣化は縦に続く白
いブロックで表示されています。

Bit Usageメーター

Bit	UsageはPeak	LEでは使用できません。

Change Durationダイアログ
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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。

Change	Duration	（Variable）
	（デュレーション変更（可変））

変化を伴うChange	Duration機能は、オーディオドキュ
メントの選択した箇所に、Peakのエンベロープエディタダ
イアログを使ってデュレーションを時間軸に沿って変更
することができます。

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。

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。

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、新しい値を入力します。

•	 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）から最も高い値である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、複雑で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

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。

このDSPメニューは、Peakのデュレーションエン
ベロープダイアログへの素早いアクセスを提供し
ます。DSPメニューの標準のChange	Duration
（デュレーション変更）から選択することができる、
Duration	Envelope（デュレーションエンベロープ）
と同じウィンドウが開きます。
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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（ピッチ変更）

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

選択領域の長さをエンベロープで変更する：

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	（Variable）を選
択します。

3.	 選択したオーディオに適用したいテンポエンベロー
プを描きます。表示される線をクリックすると、ブ
レークポイントが随時追加されます。0％のラインよ
り上のポイントはデュレーションを長くすることを
表し（プレイバックが遅くなります）、下のポイント
はデュレーションを短くすることを表します（プレイ
バックが速くなります）。

4.	 選択したオーディオにエンベロープを適用するに
は、Changeをクリックします。

Change	Gain（ゲイン変更）

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。

Duration Envelopeダイアログ

Change Gainダイアログ

Change Pitchダイアログ
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Change	Pitch	（Variable）
（ピッチ変更（可変））

変化を伴うChange	Pitch機能は、オーディオドキュメン
トの選択した箇所に、Peakのエンベロープエディタダイ
アログを使ってピッチ（音程）を時間軸に沿って変更する
ことができます。

選択領域のピッチをエンベロープで変更する：

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	Pitch	（Variable）を選択
します。

3.	 選択したオーディオに適用したいピッチエンベロー
プを描きます。表示される線をクリックすると、ブ
レークポイントが随時追加されます。0％のラインよ
り上のポイントはピッチを上げることを表し、下のポ
イントはピッチを低くすることを表します。

4.	 選択したオーディオにエンベロープを適用するに
は、Changeをクリックします。

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。

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。

Pitch Envelopeダイアログ
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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。

Convolve機能は、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
ハーモニックスに豊かなものである場合にはその結果に
強く現れます（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。

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、第3章および第4章を参照して下さい。

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。

Convert Sample Rateダイアログ

Macに搭載されているオーディオハードウェアでサ
ポートされているサンプリングレートは11kHzから
96kHzまでに限定され、そのMacのモデルによっ
て違います。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
ハードウェアを利用する必要があります。

Peak	LEは基本的なsample	rate	conversionアル
ゴリズム使用しています。

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。
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4.	 選択したオーディオにエンベロープを適用するに
は、Changeをクリックします。

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。

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。

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。

可変Convolveを使用する：

1.		 Convolveを行うオーディオをクリップボードにコ
ピーします。

2.		 Optionキーを押しながら、DSPメニューでConvolve
を選択します。

3.		 選択したオーディオに適用したいピッチエンベロープ
を描きます。表示される線をクリックすると、ブレー
クポイントが随時追加されます。デフォルトの状態だ
と、Convolveは100％選択されたオーディオに適用さ
れます。ブレークポイントを追加することで、少ない
比率でConvolveを適用することができます。Y軸の
スケールを参考にして設定してください。

Optionキーを押しながらConvolve	DSPを選択す
ると、エンベロープエディタウィンドウが表示され、
２つのオーディオソースの可変Convolveを設定す
ることができます。

Convolve Envelopeダイアログ

ConvolveはPeak	LEでは使用できません。

Crossfade Loopダイアログ
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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。

Crossfadeエンベロープを編集する：

1.		 Crossfade	Loop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。

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。

クロスフェードバリエーション

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

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

A B C D

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 。

ブレンディングエンベロープエディタ

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す。
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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）してください。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。

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。

クロスフェードループは、Peak	LEでは使用できま
せん。

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/<アカウント>/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。

Envelope from AudioのEnvelope Resolutionダイアログ
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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。

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。

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。

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エディタダイアログについては第5章に詳しく解
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、キーボードの
Control＋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、キーボードの
Control+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
に関しては第5章：編集を参照して下さい。

Find Peakの検索結果

Find	PeakはPeak	LEでは使用できません。
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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。

ImpulseVerb（インパルスバーブ）

ImpulseVerb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。

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。

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の水平軸を中心に
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。

Gain Envelopeダイアログ

Harmonic Rotateダイアログ

Harmonnic	RotateはPeak	LEでは使用できません。

ImpulseVerbダイアログ
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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。

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。

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

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	Designer
Ⅱ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

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。

ImpulseVerbはPeak	LEでは使用できません。
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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。

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。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。

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。

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。

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。

Loop	TunerはPeak	LEでは使用できません。

Loop Tunerに表示されているループは、始まりと終わりが滑らかに
トランジションしています。

Mono to Stereo Conversionダイアログ

Stereo to Mono Conversionダイアログ

Loop Tunerに表示されているループは、始まりと終わりが揃ってい
ないため、ループが繰り返される度にクリック音が生じます。
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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。

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。

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。

Modify	Sample	Rate（サンプルレー
ト修正）

Modify	Sample	Rateコマンドは、単純にファイルヘッダ
のメタデータのサンプルレート値を書き換えることができ
ます。この値を書き換えることで、ファイルを強制的に速
くもしくは遅く再生させることができます。

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。

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、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。

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。

Mixerダイアログ

Modify Sample Rateダイアログ

このコマンドはファイルのサンプルレートを実際に
変換するためのものではありません。サンプルレー
トを変換するには、PeakのConvert	Sample	Rate
（サンプルレート変換）コマンドを使用してください。
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

Modulatorダイアログ Normalizeダイアログ

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はPeak	LEでは使用できません。

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ー（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。
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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。	

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。

Pannerは、左右へパンを行うさい、ボリュームを維持す
る機能を持ちます。Keep	Volume	Constantのチェック
ボックスが有効にされている場合、Peakは計算計算を
行い、ボリュームレベルを検出します。これにより、全体
のボリュームを維持することができます。このオプション
が無効にされている場合、Peakはリニア計算を行い、ボ
リュームレベルは維持されません。無効にされていると
パンが適用されている箇所でオーディオレベルが下がる
場合があります。

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.	 Pannerダイアログが表示されたら、パンニングエン
ベロープを描いて下さい。

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（⌘+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

RMS	NormalizeはPeak	LEでは使用できません。
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を作ります。従来のループテクノロジでは時間ドメインで
作業を行ったのに対し、Perpetual	Looperは周波数ドメ
インで作業を行うことでその効果を発揮します。PHAT
は、分析／加算方式シンセシスエンジンを搭載している
ので、それがもたらす結果はただの滑らかなループを
遥かに超える強力なサウンドデザインです。Perpetual	
Looperは、単一音に使用される様設計されており、フ
レーズやオーディオの１セクションに使っても、良い結果
は得られません。

PHATは、Fast	Fourier	Transform（高速フーリエ変換）
を利用してオーディオシグナルを時間ドメインから周波数
ドメインへ変換し、そのハーモニクス構成を分析します。
１つ１つのハーモニクスに対してPerpetual	Looperは手
を加えられるため、PartialとPartialの間の波形の違い
によって生じるループの違和感（時間ドメインで作業され
たループによくみられるクリックなど）、ループの始めと
終わりのスペクトル構成の違い（高い周波数は一般的に
減衰するのが早いなど）、ループの始めと終わりのピッチ
モジュレーションの違いなどを滑らかにつなぐことがで
きます。ビブラートなどのピッチとアンプリチュードモジュ
レーションの違いまでも個々に調整を加え、美しく繋げる
ことができます。

Perpetual	Looperは選択されたオーディオを２つの要素
にわけます。まず、Partialという主にハーモニクスのコン

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。

Perpetual	Looper（パペチュアルル
ーパー）

Perpetual	Looperは、BIASの パ ワ フ ル なPartial	
Harmonic	Audio	Technology	（PHAT）に基づいて作
られたツールです。Perpetual	Looperは、モノフォニック
かつ調性のある音に対して滑らかでシームレスなループ

PannerはPeak	LEでは使用できません。

Pannerエディタダイアログ

Perpetual Looperダイアログ
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くものとして、波形の周期の3−4倍ぐらいを含む長さを
目安にするといいでしょう（周期を秒で計算するには1
／周波数です）。低いピッチの音をループする場合は、
Analysis	Window	Durationを長めに設定するといいで
しょう。

Choose	an	Item	to	generate	（生成する要素
の選択）

Perpetual	Looperは音をPartialsとResidualと呼ばれ
る２つの要素に分けます。Partials+Residualのラジオボ
タンが選択されている場合、PHATは両方の要素を生成
し、一番自然な結果を出します。Partialsラジオボタンが
選択されていると、Residual要素を省き、Partials（ハー
モニクス）の要素のみを生成します。Residualが選択され
ていると、Partials要素を省き、Residual要素のみを生
成します。

Use	Loop	in	Playback（プレイバックでループ
を使用する）

この項目が選択されていると、ループをプレイバックで再
生することができます。ただ、Perpetual	Looperはルー
プのすぐ後に続くオーディオにも影響するため、この項目
のチェックを外すことで、プレイバックをループの後も続
いて再生することにより、ループのすぐ後に続くオーディ
オの確認を行うことができます。

Frequency	Smoothing	（フリーケンシスムージ
ング）

Frequency	Smoothingはビブラートなどで見られる周波
数の揺らぎを補正します。スライダーを左（0％）へ動かす
と、スムージング（滑らかにする）は適用されません。スラ
イダーを右（100％）へ動かすと、スムージングが最大限に
適用され、揺らぎは全て取り除かれた不自然に完璧な音
になります。例えば、ビブラート（周波数とアンプリチュー
ドの揺らぎ）をトレモロ（アンプリチュードの揺らぎのみ）
に変えてしまうことができます。

Amplitude	Smoothing（アンプリチュードスムー
ジング）

Amplitude	Smoothingはビブラートやトレモロで見ら

テンツと、Reisidual	Signalと呼ばれるPartial以外の全
て（ノイズ要素、ハーモニクス以外の要素など）を指す要
素に分かれます。ユーザーは任意でこれら両方の要素を
使用するか、１つを使用するかを選ぶことができます。こ
のオプションに秘められるサウンドデザインの可能性は
計り知れません。

Perpetual	Looperのパラメータは下記の通りです。

Preset（プリセット）

Perpetual	Looperは、ハーモニクス構成を抽出するため、
まずファンダメンタルフリーケンシ（基礎周波数）を探し
ます。Presetは、ファンダメンタルフリーケンシの領域を
決め、それに基づいて分析を行うための設定です。ルー
プに使うピッチ（音程）が含まれるファンダメンタルフリー
ケンシ領域をここで決めます。

ほとんどの場合、100Hz	-	600Hzの領域で納得の結果が
得られますが、稀に、領域を狭くすることで更に良い結
果が得られる場合があります。狭い虜域を選ぶには、そ
のピッチが含まれるPresetのメニューを選ぶか、Min/
Max	Pitchパラメータに手動で入力することができます。

Minimum	（Min）	Pitch（ミニマムピッチ）

これは、分析されるファンダメンタルフリーケンシ領域の
最低値を表します。Presetによってこのパラメータは設定
されますが、手動で入力することでさらに絞って分析を
行うことができます。

Maximum	（Max）	Pitch（マクシマムピッチ）

これは、分析されるファンダメンタルフリーケンシ領域の
最高値を表します。Presetによってこのパラメータは設定
されますが、手動で入力することで更に絞って分析を行
うことができます。

Analysis	Window	Duration（アナリシスウィン
ドウデュレーション）

Analysis	Window	DurationはFFT分析に使用される
時間幅を指します。ほとんどの場合、デフォルト設定の
40msで納得の結果が得られますが、基本的に覚えてお
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で希望する効果が得られているかどうか確認し
ます。必要があれば、狭い領域のFundamental	
Frequenciesを選んだりMin/Max	Frequencyの
値を変更します。低い音程のオーディオをループす
る場合は、Analysis	Duration	Windowの値を長く
してみます。

4.	 ダイアログの右側のパラメータを希望の音が得られ
る様、変更します。

5.	 全てのパラメータが設定されたら、Applyをクリック
して、ファイルに変更を適用します。

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。

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。

れる音のレベルの揺らぎを補正します。スライダーを左
（0％）へ動かすと、スムージング（滑らかにする）は適用
されません。スライダーを右（100％）へ動かすと、スムー
ジングが最大限に適用され、レベルの揺らぎが取り除か
れます。ビブラートに使用した場合、アンプリチュードの
揺らぎのない周波数の揺らぎのみの音に調整された自然
ではあり得ない効果を得ることができます。

Loop	Morph	Out	Time	（ループモルフアウトタ
イム）

Perpetual	Looperは、PartialsとResidual両方を補正し
ます。Loop	Morph	Out	Timeはループ適用領域の後、
PartialsとResidualを補正される前のアンプリチュードと
周波数とクロスフェードし、補正が行われる前のレベル
へ戻す作業を行います。

Residual	Gain（リズィジュアルゲイン）

このパラメータを使うと、Partialsのゲインを変更せずに、
ループのResidiual要素だけをコントロールすることがで
きます。

Residual	Gain	Morph	In	Time（リズィジュア
ルゲインモルフインタイム）

Residual	Gainを変更した場合、Loop	Morph	Out	Time
はループの終わりに音色を元に戻すための補正を行い
ます。Residual	Gain	Morph	In	Timeは、これと似た
作業をループの始めに行い、ループ前のオーディオの
Residual要素をResidual	Gainで設定されたゲインへ徐々
に移つる様補正します。

Perpetual Looperを使ってループを作成する：

1.		 ファイルを開き、選択した領域をループするため、ア
クションメニューのLoop	This	Selectionボタンをク
リックします。ループの始まりと終わりのマーカーを
細かく設定する要はありませんが、ループに適した
サステインされたオーディオの領域を選択してくだ
さい。

2.	 DSPメニューからPerpetual	Looperを選びます。

3.	 まず、Previewをクリックして、デフォルトの設定

Perpetual	LooperはPeak	LEでは使用できません。

Phase Vocoderダイアログ
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

Phase	VocoderはPeak	LEでは使用できません。

RappifyはPeak	LEでは使用できません。

Rappifyダイアログ
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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。

•	 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。

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	ClickはPeak	LEでは使用できません。

Repair Clicksダイアログ

BIAS	SoundSoapまたはSoundSoap	Proはヴァイ
ナルから録音されたクリックやカチカチ音を取り除
き、補正するために有効なツールです。更なる詳細
については、PeakのLinksメニューからアクセスで
きるSoundSoapとSoundSoap	Proのホームペー
ジをご覧ください。
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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。

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。

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。

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

•	 クリックの修復結果が満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。

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、	
⌘+ .	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、

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。 Repair	ClickとRepair	ClicksはPeak	LEでは使

用できません。

Remove	DC	OffsetはPeak	LEでは使用できません。
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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

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。

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 Boomerangダイアログ

Reverse Boomerangダイアログ
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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

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。

Noise	Gate	（ノイズゲート）

Noise	Gate機能には、以下の機能が含まれています。

Threshold Slider 

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レベル設
定を行います。

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

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。



Chapter 8: DSP 223

 8

Swap	Channel（スワップチャンネル）

Swap	Channelコマンドは、選択されたステレオ領域の左
と右チャンネルを入れ替えます。

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。

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。

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。

長い時間がかかり、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はPeak	LEでは使用できません。
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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。

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。

Threshold Regionsダイアログ

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
マーカーをダブル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 DSPツールは、マーカーやリージョンをオーディオのアンプリチュードに基づいて挿入することができます。
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Hold（ホールド）

Holdフィールドはダッキングを持続させるための機能で
す。例えば、ボイスオーバーに3秒間の無音が存在してい
るとして、その間もバックグラウンドオーディオのダッキン
グを有効にしていたい場合、Holdフィールドに「3」と記
入します。これにより、3秒間の無音状態もバックグラウ
ンドオーディオはダッキングされていたままになります。

Preroll Voiceover（プリロールボイスオーバー）

ボイスオーバー（クリップボードにペーストされているオー
ディオ）が、フェードインする時間を設定することができ
ます。

Postroll Voiceover（ポストロールボイスオーバー）

ボイスオーバーがフェードアウトする時間を設定すること
ができます。

Voiceover Duckingを使用する：

1.		 ボイスオーバーを追加するオーディオドキュメントを
開きます。

2.	 ボイスオーバーが含まれているオーディオドキュメン
トを開きます。（もしくは録音します。）

3.	 ボイスオーバーが含まれているオーディオドキュメン
トから、追加する領域を選択し、クリップボードへ
コピーします。

4.	 バックグラウンドオーディオが含まれるドキュメント
に、ボイスオーバーを追加したい箇所へプレイヘッ
ドカーソルを配置します。

5.	 DSPメニューからVoiceover	Duckingを選択する
と、Voiceover	Duckingダイアログが表示されます。

6.	 パラメータを自由に設定し、OKをクリックして、ク
リップボードにあるボイスオーバーをバックグラウン
ドオーディオに追加することができます。

Voiceover	Ducking（ボイスオーバ
ーダッキング）

Voiceover	Duckingツールは、BGMなどのバックグラウン
ドオーディオにボイスオーバー（ラジオやポッドキャストの
イントロ、ニュース、コマーシャルなど）を加える際に大変
便利な機能です。Voiceover	Duckingは、普通のペースト
コマンドに似ていますが、バックグラウンドに流れるオー
ディオをコントロールするための設定が含まれます。

Attack（アタック）

バックグランドオーディオが、Ducking	Amountフィール
ドで設定されたレベルに到達するまで（フェードアウト）
の時間を設定することができます。

Decay（ディケイ）

バックグラウンドオーディオが、Ducking	Amountフィー
ルドで設定されたレベルから元のレベルに到達するまで
（フェードイン）の時間を設定することができます。

Ducking Amount（ダッキングアマウント）

バックグラウンドオーディオのダッキングのレベル（ボ
リュームを下げる）を設定することができます。

Voiceover Duckingダイアログ

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。



第9章：
プラグイン



Peak 6 User’s Guide228



Chapter 9: プラグイン 229

 9

第9章：
プラグイン

概要

Peakは、AudioUnit、VSTフォーマットのプラグインと
バーチャルインストゥルメント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BIAS、
Cycling 74、Korg、Maxim	Digital	Audio、Native	
Instruments、Steinberg、Waves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。

Peakに含まれるプラグイン

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。

/Mac	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	LEに含まれるプラグイン

•	 BIAS	Freq- 2	−	2	Band	Paragraphic	EQ	

•	 Dreampoint	Freeverb-C	−	（Reverb）	

	 http://www.dreampoint.co.uk/	

•	 MDA	Ambiance	−	Ambiance/Reverb	Processing	

•	 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	

•	 MDA	DubDelay−Delay	with	feedback	saturation	
and	delay	time	modulation	
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•	 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/

Peak	Pro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	−	4	Band	Paragraphic	EQ	

•	 BIAS	Sqweez	−	Compressor/Limiter	

•	 BIAS	Vbox	3. 0	−	Effects	routing	matrix	

Peak	Pro	XT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	SoundSoap	Pro−Professiona l	Audio	
Restoration/Noise	Reduction	

•	 BIAS　Master	Perfection	Suite：

	 GateEx−	Gate/Expander	

	 PitchCraft−	Pitch	Correction/Transposition	

	 RepliQ−	EQ	Matching	

	 Reveal−	Advanced	AnalysisTool	

	 SuperFreq- 4、6、8、10−	Paragraphic	Equalizers

	 Sqweez- 3 &- 5−	Multiband	Compressors	

•	 MDA	Dynamics	−	Compressor	/	Limiter	/	Gate	

•	 MDA	ePiano	−	Virtual	Piano	Instrument

•	 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	RingMod	−	Ring	Modulator

•	 MDA	Round	Panner	−	3D	panner	

•	 MDA	Shepard	−	Continuously	rising/falling	tone	
generator	

•	 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	

Peak	ProにはFreq.の4バンドEQ版が含まれます。

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。
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Biasプラグイン

Peakに含まれているBiasプラグインはVSTプラグインで
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：

/MacHD/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。

/MacHD/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。

/MacHD/Users/<アカウント>/Library/	Audio/Plug-
Ins/VST/

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/

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。

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、その他のホスト
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。

/MacHD/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。

/MacHD/Users/<アカウント>/Library/	Audio/Plug-
Ins/Components/

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。MacのFinderでファイルの管理を行う詳
細に関しては、Mac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。
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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。

インサート上でAudioUnitプラグインを開く：

1.		 プラグインメニューよりインサート	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。

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ができます。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を作成する事
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”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

AudioUnitプラグインを開いた状態
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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。

•	 Remove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インサート	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。

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インサート	1を選択します。

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。

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。

•	 Bypass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。

•	 Keep	Active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

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。

Plug-InsメニューからReal	Time	Bounceを選択
することにより、プラグインはリアルタイムでバウン
スすることができます。
Real	Time	Bounceオプションは付属のJackプラグ
インを使用する際に大変便利です。このオプション
を使用すると、処理前のオーディオ信号はPeakが
起動されているコンピュータから外部のハードウェ
アで処理され、コンピュータへ再びルートされ、
ハードディスクへ保存されます。

Real	Time	Bounceを外付けハードウェアと使用す
るには、最低4つのMono入力とMono出力（もしく
は2つのStereo入力と出力）を搭載したオーディオ
インターフェースが必要です。

プラグインエディタのウィンドウを閉じるだけではプ
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では2つのインサートが使用でき、一度に
使用できるプラグインエフェクトは2つです。
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ボックスの操作

アクティブなボックスでは、次の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

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。

Vboxマトリックス

Vboxはプラグインのルート用ツールであり、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マトリックスは、Vboxインターフェースの真ん中に
配置され、プラグインが配置できる4x4の小さな箱のグ
リッド状に表示されます。

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。

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。

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。

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、アップグレード方法について、
BIASまたは輸入代理店へご連絡下さい。

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

非アクティブなボックスアクティブなボックス
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プラグインを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
ます。

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
Noneを選択します。

プラグインの変更：

1.		プラグインアサインメントポップアップメニューをク
リックしてます。

2.		別のエフェクトプラグインを選択して下さい。

ファクトリープリセットアサイメントメニュー

このメニューは、Vboxで使うAudio	Unit ／ VSTプラグ
インのファクトリープリセットを呼び出すことができます。

プラグインプリセットを選択する：

1.		 ファクトリープリセットアサイメントポップアップメ
ニューをクリックします。

2.	 希望のプリセットを選択しますープリセットの設定
がロードされます。

Vboxインターフェースの概要

モニター・ステイト“B”

アサイン・ステイト“B” Vbox プリファレンス

CPU メーター

クリップ

マスター
出力レベル
メーター

マスター
出力レベル

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

インジケーター

Vbox プリセット・メニュー

Box ボックス・ハンドル

MIDI
マッピング
ボタン

Wet/Dry ミックス
スライダー

マスター入力
レベル・メーター

シグナル・フロー

シグナル・フロー
ルーティング
スイッチ 入力/出力

レベル・スライダー
入力/出力
レベル・スライダー

プラグイン・アサイン
メニュー

バイパス・ボタン

ソロ・ボタン

ミュート・ボタン

編集ボタン

ファクトリー・
プリセット
メニュー

クロスシンセシス
リンク・ボタン

マスター入力
レベル・スライダー

モニター・ステイト“A”

アサイン・ステイト“A”
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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：

•	 アクティブボックスのボックスハンドルをクリックする
と、カーソルが手の形になり、プラグインを別のボック

ボックスレベルコントロール＆メーター

Vboxマトリックスの各ボックスにはそれぞれインプット／
アウトプット用のメーターとスライダーが備えられ、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ト
させるためにクリック&ドラッグでスライダーを上下させ
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Option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。

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表します。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。

プリセットフィールドと上下の矢印ボタンはファクト
リープリセットにのみ使用できます。ユーザープリ
セットはここに保存されません。

プラグインをバイパスファクトリー・プリセット・コントロール

ユーザー・プリセット・コントロール
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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

Vbox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）。スライダをいっぱいまでDry
へ動かすと、Vboxのマトリクスで処理される前のオリジ
ナルの音を聞く事ができます。

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。

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。

プラグインボックスを別の場所へ移動

ボックスの左上の入力

ボックスの左側の入力 マスター Wet/Dryスライダー

グラビング・ハンド・アイコンボックス・ハンドル

移動先のボックス
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く事ができます。また、Vbox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、Presets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の
Presetsフォルダは、以下のディレクトリに保存されます：

/MacHD/Users/<アカウント>/Library/Preferences/

A/B比較

Vboxは異なるマトリックス設定のスナップショットを作成
し、比較することができます。

現在使用しているVboxのマトリクスは、左側の矢印ボタ
ンを押すとAのロケーションに、右側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プリファレンス

Vboxマトリックス上部にあるPreferencesボタンを押し
て、マトリックスの高さと幅を入力することができます。

高さと幅を入力すると、マトリックスの大きさを変更す
る事ができます。ただし、マトリックスのサイズは次回
Vboxを起動するまで変更されません。マトリックスのサ
イズは、最大99x99まで拡大する事ができます。

マスターレベルコントロール＆メーター

マスターインプット／アウトプットレベルスライダーコント
ロールは、それぞれ入力と出力のレベルをコントロールし
ています。スライダー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。

スライダの横にそのレベルメーターが表示されます。この
メーターはVboxマトリックス全体に対しての入力と出力
レベルを表しています。メーターの最上部のライトは、ク
リッピングインジケータと言い、オーディオがクリップ（連
続して2サンプルが最大レベルに到達した場合）した場
合に点灯し、しばらく点灯された状態に保たれます。ク
リップインジケータをリセットするにはインジケータをマ
ウスでクリックしてください。

Vbox	プリセットのロードと復元

Vboxマトリクスの設定は、プリセットとして保存してお

マスター入出力レベル

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は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そ
のメーターが動く事はありません。

Vboxプリセットを保存するには、インターフェース
の上部のVboxプリセットメニューのみを使用する
様注意して下さい。インターフェースの下の部分に
あるプリセットストリップはファクトリーやそれぞ
れのプラグインのユーザー設定を保存するもので、
Vboxマトリックスで使用するためのものではあり
ません。
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プラグインエンベロープ

Peakは編集可能なプラグインエンベロープを特徴とし、
オーディオの波形を選択した部分上に可変的な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.		プラグインメニュー（もしくはPeakの環境設定ダイ
アログ）から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。

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.		プラグインメニューよりBounceを選択します。

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
はエフェクトプラグインで処理し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、非常に役立ち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。

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。

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ので気
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。

プラグインエンベロープダイアログ
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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（第10章：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

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。

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、プラグインメニューより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。
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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。

初めの方のUsing	Effect	Plug-Insを見て下さい）。

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。

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。

Peak	LEではバッチ処理は使用できません。
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（もしくはVST）>使用する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ことが
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ダイアログが現れます。

3.	 Record	Through	Plug-insのチェックボックスに

3.	 MIDIデバイスを選択し、OKをクリックします。Save	
ボタンをクリックしてPeakの環境設定パネルを閉じ
ます。

MIDIコントローラ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。

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マトリッ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。

インサートにバーチャルインストゥルメントをロードする

バーチャルインストゥルメントプラグインをロードする方法
は、AudioUnitsとVSTに関係なく一緒です。

チャンネルインサートにバーチャルインストゥルメントを
ロードするには：

•	 プラグインメニューから、インサート	1>Audio	Units

使用するMIDIインターフェースによって、各メー
カーの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。また、コンピュータがキーボードに接続
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インターフェースをMIDI入力
として使う前に、コンピュータがインターフェースに
接続されている事を認識する必要があります。

レコーディングをモニターしたい場合、Record	
Settings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
ターフェー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。
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メニューよりVboxを選びます。

2.	 Vboxインターフェースの中から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Bypassボタンをクリック
してエフェクトプラグインをバイパスします。

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、コンピュータのキー
ボードもしくはMIDIコントローラを使います。）

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もしくはツールバーよりRecord
を選択します（Command+R）。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ください。プラグインを無効に
しない限り音声は再生されません。

バーチャルインストゥルメントプラグインを
非アクティブにする

バーチャルインストゥルメントプラグインを非アクティブに
する方法は、AudioUnitsとVSTに関係なく一緒です。

チャンネルインサートのバーチャルインストゥルメントを
非アクティブにするには：

•	 プラグインメニューから、インサート	1>Audio	Units
（もしくはVST）>None、を選択します。

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

 

バーチャル・
インストゥルメント・
プラグイン

バーチャル・
インストゥルメント・
プラグイン

エフェクト・プラグイン

 
バイパスした
エフェクト・プラグイン
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2.	 モジュールのcarrier信号を立ち上げます。まずは、
Vboxの上のモジュールに配置されているソフトシン
セサイザーを立ち上げます。豊富な周波数スペクト
ラルを持つ持続する音色が良いでしょう。

3.	 Carrierの下に配置されているモジュールを有効に
します。もし声のサンプルをcarrierとして使用して
いる場合、これにFreq- 4を使うのもいいかもしれ
ません。

4.	 Shift+クリックすることで、上記の２つのモジュール
を両方選択します。

5.	 Vboxウィンドウの左下のLinkボタンをクリックしま
す。Linkダイアログが表示されます。

6.	 クロスシンセシスのタイプを選択します。

7.		 クロスシンセシスをモジュレーションホイールにてコ
ントロールしている場合、"Controller	Thru"チェッ
クボックスをクリックするとPeakへ送信されるモ
ジュレーションホイール信号はそのまま他のアプリ
ケーションへ送信することができます。

8.	 OKをクリックします。クロスシンセシスが有効な状
態になりました。

モジュレーションホイールを使ってクロスシンセシス
をコントロールする

モジュレーションホイールは簡単に使用できます。必要な
のは、きちんとPeakでモジュレーションホイールが設定
されているかを確かめるだけです。

Cross-Synthesis（クロスシンセシス）

クロスシンセシスとは、強力なサウンドモジュレーション
ツールであり、"program"もしくは"modulator"と呼ばれ
るサウンドソースの信号が"carrier"の音を影響させる仕
組みを言います。最も一般的に知られるクロスシンセシス
はvocodingであり、１つの音のスペクトルを違う音に適
用すると言うものです。有名な例として、オルガンコード
のサステインされた音を声によって変換することにより、
喋るオルガンの様なエフェクトが得られます。

Peakでは2つのソースの単純なミックスに加えて、4種類
のクロスシンセシスが提供されます。Vbox3がクロスシ
ンセシスのホストの役割を担い、オーディオファイルとソ
フトウェア楽器（シンセサイザーやサンプラーなど）をソー
スとするか、2つの楽器をソースとして使用することがで
きます。クロスシンセシスのモジュレーションの度合い（ミ
クシングの場合は2つの信号のバランス）は、MIDIモジュ
レーションホイールを使って操作することができます。
（continuous	controller	1）

クロスシンセシスを使用するには、Vboxが起動されてい
て、２つのモジュールが上下に重なっていなければなり
ません。上のモジュールがcarrierとなり、下のモジュー
ルがprogram/modulatorとなります。オーディオファイ
ルをVbox経由で再生する場合、EQなどのプロセッサを
起動しなければなりません。使用する必要がない場合は
Bypassを選択してください。

クロスシンセシスを使用する：

1.		 オーディオファイルが開いている状態で、プラグイ
ンメニューまたは、インサートにアサインすることで
Vboxを立ち上げます。

Vboxの Linkダイアログでは、クロスシンセシスの種類を選択する
ことができます。

Vboxクロスシンセシスを使うためのヒント

1.　Mixer以外の種類の場合、Modulation	depth
を0にするとcarrierの音のみが再生されます。

2.　クロスシンセシスを聞くためには、Vboxの
wet/dryスライダーは"wet"に設定されている必要
があります。wetからdryへ向かって移動するに
あたり、dryな信号が再生されます。声などを使用
している場合は、その特性を生かすためにも少し
dry要素を入れるのも有効かもしれません。
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Convolution

Convolutionはスペクトラムマルチプライヤの一種で、１
つがソース、もう1つがフィルタとして機能する仕組みを
言います。周波数ドメインで作業はおこなわれ、ソース
の周波数帯域のマグニチュード（レベル）がフィルタの同
じ周波数帯域のマグニチュードと掛け算され、その周波
数のソースのフェーズがフィルタのフェーズに足されます。
すなわち、特定の周波数でソースのレベルがすごく高く、
フィルタは0であった場合、出力される信号も0になります
（0と掛け算すると結果はいつも0になります）。ただし、
特定の周波数でソースとフィルタ両方のレベルが高かっ
た場合、出力される信号はとても大きなものになります。

Magnitude Multiplication

Magnitude	MultiplicationはConvolutionとほぼ同じで
すが、出力信号のフェーズがソースのフェーズと同じに保
たれます。出力信号がフィルタのフェーズに影響されるこ
とはありません。

Vocoder

本来のアナログボコーダーでは、バンドパスフィルタに
programの信号を通し、各バンドの出力レベルを分析し、
そのスペクトル情報を使って異なるフィルタバンクを通っ
た信号の出力レベルを制御することで、carrier信号にス
ペクトル情報を強制的に適用することができました。

デジタルの世界では、ボコーダーはMagnitude	Multipli-
cationに良く似ていていますが、ソース（carrier）のマグ
ニチュードをフィルタ（program）のマグニチュードと掛
け算するのではなく、フィルタのスペクトラル情報に基
づいてスペトラルエンベロープが作成され、そのエンベ
ロープが掛け算に使用されます。信号が複雑であれば
ある程、この作業の方がmagnitude	multiplicationや
convolutionよりも適していると言えます。また、Magni-
tude	Multiplicationと同様、出力信号のフェーズはソース
のフェーズと同じに保たれます。

コントローラがアクティブな状態の場合、モジュレーショ
ンホイールはモジューレションデプスのコントローラの役
割を果たします。0（ホイールが下の状態）はモジュレー
ションが掛かっていない状態で、127（ホイールが上の状
態）はフルモジュレーションが掛かっている状態です。モ
ジュレーションデプスが0の場合、carrerの音のみが再
生されます。ホイールを上へまわすと、クロスシンセシス
が適用されます。クロスシンセシスのMixerを使用する
場合、ホイールが0の状態は100％dryであることを表し、
127の状態は100％wetであることを表します。

Controller	Thruチェックボックスが有効の場合、モジュ
レーションホイールの信号はPeakを経由して他のアプリ
ケーションへ送信されます。

Peakのクロスシンセシスの種類について

各クロスシンセシスの種類は異なった効果をもたらしま
す。個々についての説明は下記をご覧ください。

Mixer

Mixerはその名の通り、2つの信号をミックスする働きを
します。このMixer機能とVboxによって2つのモジュー
ルをミックスすることとの違いは、この機能ではMIDIコ
ントローラを使ってクロスフェードを作れることです。

Modulation

Peakのモジュレーションはリングモジュレーションとい
う、４象現マルチプライヤを使ったアンプリチュードモ
ジュレーションを使用しています。リングモジュレーショ
ンはハーモニクスにほぼ関連しないサイドバンドを作り
出すことにより、人気の高い機械的な声などを作成する
ことができます。

クロスシンセシスを使用するのにモジュレーション
ホイールは必須ではありませんが、無い状態だとク
ロスシンセシスは常にフルモジュレーションの状態
に保たれ、Mixerでのバランスを調整することがで
きません。
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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で
きるバッチファイルプロセッサについて学びます。



第10章：
バッチ処理とAppleイベント
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第10章：
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 な々用途に
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。

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。

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。

バッチファイルプロセッサ
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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。

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。

Input欄

Process 欄

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。
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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。

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。

Save Changes 欄

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。
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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。

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。

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。

バッチ処理はPeak	LEでは使用できません。
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“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。

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。
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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）

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。

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。

AppleイベントはPeak	LEでは使用できません。

FileMaker	ProはPeakに同梱されていません。
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第11章：
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。

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。

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-K 2000・K2500・K2600

•	 PEAVEY-SP/SX

•	 YAMAHA-A3000・A4000・A5000

SMDIサンプラー

E-mu	EIVやKurzweil	K 2500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。

Peak	LEではサンプラー機能は使用できません。

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。
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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。

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。

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。

SMDI Sampler Transferダイアログ

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。
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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。

•	 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

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

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。
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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。

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	Preferen-
ces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
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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 新規モノドキュメント モノラルの空ドキュメントの作成
 ⌘ -Shift-N 新規ステレオドキュメント ステレオの空ドキュメントの作成
 Ctrl -N 新規選択範囲からドキュメント 選択範囲から空ドキュメントの作成
 ⌘ -Shift-P 新規プレイリストドキュメント Playlist の空ドキュメントを作成
 ⌘ -Shift-B 新規プレイリストからドキュメント Playlist からドキュメントを作成
 ⌘ -O 開く ディスクからドキュメントを開く
 ⌘ -W 閉じる 現在選ばれているドキュメントを閉じる
 ⌘ -Option-W すべてを閉じる 全てのドキュメントを閉じる
 ⌘ -S 保存 現在選ばれているドキュメントを保存する
 ⌘ -Shift-S 別名で保存 現在選ばれているドキュメントを別名で保存する
 ⌘ -Option-S 複製を保存 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
 
 ⌘ -Q Peak を終了 Peak を終了する

編集 

 ⌘ -Z 取り消し 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）
 ⌘ -Y やり直し 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）
 ⌘ -X カット 選択範囲のカット
 ⌘ -C コピー 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）
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ショートカット メニューコマンド 備考

編集（続き）

	 ⌘ -V	 ペースト	 挿入ポイントにクリップボード上の音を貼り付ける
	 	
	 ⌘ -D	 インサート	 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）
	 	 		 	 	 	

	 ⌘ -E	 サイレンス	 選択範囲を無音にする
	 Delete	 削除	 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）

	 Option-Delete	 オーディオ以外を削除	 マーカー・ループ・リージョンを削除する
	 ⌘ -`	 選択範囲以外を削除	 選択したオーディオを摘む
	
	 ⌘ -A	 すべてを選択	 オーディオとイベント情報をすべて選択する
	 上矢印	 挿入ポイントを始点へ配置	 選択範囲の始めに挿入ポイントを移動
	
	 下矢印	 挿入ポイントを終点へ配置	 選択範囲の最後に挿入ポイントを移動
	 ⌘ -	−	 ループを選択	 ループを選択する
	 ⌘ -Shift-左矢印	 前の選択範囲	 選択範囲やビューを前に戻す
	 ⌘ -Shift-右矢印	 元の選択範囲	 選択範囲やビューを次に移動

アクション 

	 ⌘ -]	または	+	 拡大	 ズームイン
	 ⌘ -[	または	−	 拡大	 ズームアウト
	 Control-上矢印	 垂直に拡大	 波形を高くする
	 Control-下矢印	 垂直に縮小	 波形を低くする
	 ⌘ -Shift-]	 選択範囲をウインドウに合わせる
	 ⌘ -Shift-[	 波形の全体表示
	 Shift-左矢印	 サンプルレベルで表示	 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

	 Shift-右矢印	 サンプルレベルで表示（終点）	 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
	 ⌘ -Shift-	−	 選択範囲をループ
	 Option-左矢印	 ループを後方へナッジ
	 Option-右矢印	 ループを前方へナッジ
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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）

	 ⌘ -	−	 ループを選択
	 ⌘ -M	 新規マーカー
	 ⌘ -Shift-R	 新規リージョン
	 ⌘ -G	 タイム
	 ⌘ -J	 ループサーファー™
	 ⌘ -K	 リージョンをプレイリスト
	 ⌘ -I	 オーディオ情報の編集
	 Shift-⌘ -I	 Peakのメタデータチャンクの編集

オーディオ
	 Spacebar	 再生+一時停止	 再生／一時停止
	 ⌘ -Spacebar	 再生（オーディショニング）	 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。
	
	 Return	 停止+巻き戻し	 停止／巻き戻し
	 Shift-Return	 停止と選択範囲の拡大	 停止／選択領域の拡大
	 ⌘ -R	 録音	 録音
	 Option-R	 録音設定	 録音の設定

オプション 

	 ⌘ -L	 ループ再生
	 ⌘ -,	 オーバービューの表示	 オーバービュー画面のオン/オフ
	 ⌘ -Shift-T	 カーソルインフォの表示

ウインドウ 

	 ⌘ -P	 プレイリスト	 プレイリストドキュメントを開く
	 ⌘ -T	 ドキュメントを並べて表示	 開いているオーディオドキュメントを並べて
	 	 	 表示する

	 ⌘ -1,	- 2,	- 3....	 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。

	 ⌘ -Option-1,	- 2,	- 3....	 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。

メニュー以外
	 <	 	 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
	 Option-<	 	 プレイヘッドカーソルを少し左へ移動する
	 Option->	 	 プレイヘッドカーソルを少し右へ移動する
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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	
	 Spacebar	
	 ⌘ -	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
	 L
	 Tab
	 Return/Enter
	 Comma(<)
	 Period(>)
	 Shift	-	Comma(<)
	 Shift	-	Period(>)
	 Control	+	Move	Event	Tool
	 Control	+	Trim	Event	Tool
	 Ctrl	+	Crossfade	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
クロスフェードのループを行う
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
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
精密なクロフフェードエディティ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（⌘+Shift+-）。

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。

プラグイン

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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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：

•	 シリアルナンバーを入力する時にはダブルチェックを
行って下さい。もし、シリアルナンバーをメールからコ
ピー/ペーストする場合には、不要なスペース等が含
まれていないことを確認して下さい。

•	 登録カードに記述されている製品のバージョンと、イ
ンストールされるコンピュータがマッチしているかを
確認して下さい。

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。

付録 3:
トラブルシューティング
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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。

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。

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.		 Mac	OSの最新版へアップデートして下さい。

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。

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」

「図 C」

「図 A」

「図 D」

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。

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。
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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)

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。

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	P6	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。
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。

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 E」

「図 F」

「図 G」
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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を参照して下さい)この場

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。
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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。

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。

•	 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：

•	 オプションメニュー＞ダイナミックスクラブの時間で
テープスタイルを選んで下さい。
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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。

Peak 6でMP3やMP2形式で書き出すことができます
か？：

•	 PeakでMP3へ の 書 き出しを 行 う場 合 に は
LameLib、MP2への書き出しを行う場合には
twolameをインストールする必要があります。

MP3、MP2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。

•	 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://www.
bias-inc.com/downloads/updates/archive/MP3_
MP2_encoders_inside.zip	

•	 Peak	6アイコンを選択してファイルメニューから“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“+”ボタンをクリック
して下さい。

•	 表示されたダイアログからダウンロードしたLameLib
とtwolame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/MP2オプションが有効になり
ます。

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://www.bias-inc.com/downloads/updates/archive/MP3_MP2_encoders_inside.zip


付録 3: トラブルシューティング 275

 A3

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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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。

用語集
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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。

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

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。
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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。

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

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
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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。

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。

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。
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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。

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。

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
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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。

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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