
 

1 GarageBandユーザのための Logic入門
「 GarageBand」を使用して、いかに簡単に自分の音楽作品を創造できる
かお分かりになったことでしょう。もう、次のステップである、アップ
ルのプロフェッショナルレベルの音楽アプリケーション、「 Logic  Pro  7」
または「 Logic  Express  7」に進むことができます。

このチュートリアルは、「 GarageBand」に対して十分な知識があるユーザを対象として、「 Logic」（「 Logic
Pro」または「 Logic Express」）を使いはじめて頂くことを目的としています。このチュートリアルを完
了すると、「 GarageBand」と「 Logic」間の類似点および相違点を理解し、「 Logic」での基本作業の方法
を知り、楽曲の作成／編集を開始することができるようになります。

参考：このチュートリアルの内容は、相違点が明記されている場合を除いて、「 Logic Pro 7」および「 Logic
Express 7」の両方に適用されます。
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「 Logic」のインターフェイスを学習する
このセクションでは、「 Logic」で「 GarageBand」の曲を開き、「 Logic」のインターフェイスの主な機能を
「 GarageBand」と比較して学習します。「 GarageBand」と「 Logic」のアプリケーションの類似点を学習し、
「 Logic」のみに備わっている機能を見ていきます。

「 Logic」で「 GarageBand」の曲を開く
「 GarageBand」に対して十分な知識がある場合は、「 Logic」で「 GarageBand」の曲を開くことから始め
るのが最も簡単な方法です。初回に「 Logic」を開くときは、作業を進める前に「セットアップアシスタン
ト」を使用して「 Logic」を確実にセットアップしてください。「セットアップアシスタント」の使い方の
詳細については、「Logic 7 スタートアップガイド」を参照してください。

「 Logic」で「 GarageBand」の曲を開くには： 

1 「 Logic」を開きます。 
2 「ファイル」＞「開く」と選択して（またはコマンドキーを押しながら Oキーを押します）、「開く」ダイア
ログで曲の場所まで移動します。 

3 「開く」をクリックします。
  

「 Logic」で曲を開くと、基本的なレイアウトは「 GarageBand」と同じですが、多くの詳細が異なって表示
されます。メインウインドウは、「 GarageBand」と同様にトラックおよびリージョンがある「タイムライ
ン」、左側にトラックヘッダのカラム、「タイムライン」の上にビートおよび小節を示すルーラで構成されて

います。「タイムライン」領域を縦に伸びる線は、「再生」ボタンをクリックすると曲が演奏開始する位置を

示します。メインウインドウの下には、「トランスポート」コントロールおよび時間表示付きの、さらに小

さいウインドウがあります。
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「 GarageBand」の曲を「 Logic」で開くと、次の図のように「 Logic」のウインドウレイアウトが表示され
ます（お使いのディスプレイのサイズによっては、レイアウトがわずかに異なる場合があります）：
  

「 GarageBand」のインターフェイスの主な機能には次のようなものがあります： 
• メインウインドウ 
• タイムライン 
• トラック 
• トラックヘッダ 
• トランスポートコントロールと時間表示 
• ループブラウザ 
• トラックエディタ 
• 「トラック情報」ウインドウ

「 Logic」のインターフェイスには、上記のそれぞれの機能に対応するものがあります。以下のセクションで
は、「 Logic」のインターフェイスの対応する機能を説明します。「 Logic」で「 GarageBand」と異なる用語
が使用されているところでは、その用語に対して説明しています。



 

「 GarageBand」のメインウインドウ／「 Logic」の「アレンジ」ウインドウ
「 GarageBand」では、「 GarageBand」メインウインドウで音楽を作成します。「 Logic」では、主な作業領
域は「アレンジ」ウインドウです。

「 GarageBand」メインウインドウ
ソフトウェア音源

タイムライン
グリッド

メニュー

ズームスライダ

ビートルーラトラックのヘッダ

再生ヘッド

リアル音源トラック
「 Logic」の「アレンジ」ウインドウ
  

アレンジチャンネル

ストリップ

オーディオトラック

オーディオ・

インストゥルメント・トラック

トラックリスト バールーラ

横方向の

ズームスライダ

縦方向の

ズーム
スライダ  

ソング・ポジション・ライン

（ SPL）

「スナップ」メニュー
5



6

 

  

「アレンジ」ウインドウは、音楽を録音／アレンジする場所です。「アレンジ」ウインドウには「 GarageBand」
のメインウインドウと同様に、トラックが水平にアレンジされたタイムライン（「 Logic」では「アレンジ
領域」と呼びます）があります。左にはトラックのヘッダのカラム（トラックリストと呼びます）があり

ます。アレンジ領域上にはビートルーラ（バールーラと呼びます）があり、右にはタイムライングリッド

の値を設定する「スナップ」メニューがあります。再生ヘッド（ソング・ポジション・ラインまたは SPL

と呼びます）がアレンジ領域にわたって縦方向に伸び、再生している曲の現在の位置を示します。「 Logic」
には、横方向のズームスライダに加えて、縦方向のズームスライダがあり、両方向にズームインできます。

「 Logic」の「アレンジ」ウインドウには、メニューバーに加えて、このウインドウ自体のメニューが左上
隅にあります。「 Logic」では、大部分のウインドウに、そのウインドウ固有のメニューがあります。「アレ
ンジ」ウインドウの詳細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアル（「 Logic
Pro」または「 Logic Express」を使用しているかどうかに応じて、「Logic Pro 7 リファレンス・マニュア
ル」または「Logic Express 7 リファレンス・マニュアル」のいずれか）を参照してください。

トラック
「 Logic」のソングは、「 GarageBand」の曲と同じタイプのトラックを使用できます。
「 Logic」では、リアル音源トラックをオーディオトラックと呼び、ソフトウェア音源トラックをオーディ
オインストゥルメントトラックと呼びます。

リアル音源トラック／オーディオトラック
「 Logic」のオーディオトラックでの作業は、「 GarageBand」のリアル音源トラックとまったく同じです。
このトラックには、オーディオ録音またはオーディオループのいずれかを含めることができます。オーディ

オトラックを選択してその入力チャンネルを変更し、トラックの録音をオンにしたり、エフェクトを追加

できます。

「 GarageBand」のリアル音源トラック
「 Logic」のオーディオトラック
オーディオトラックに録音や追加するリージョンをオーディオリージョンと呼びます。



 

ソフトウェア音源トラック／オーディオ・インストゥルメント・トラック
「 Logic」のオーディオ・インストゥルメント・トラックでの作業は、「 GarageBand」のソフトウェア音源
トラックとまったく同じです。このトラックには、ソフトウェア音源およびソフトウェア音源ループの録

音を含めることができます。オーディオ・インストゥルメント・トラックを選択して MIDI入力チャンネル
を設定し、トラックの録音をオンにしたり、エフェクトを追加できます。

「 GarageBand」のソフトウェア音源トラック
「 Logic」のオーディオ・インストゥルメント・トラック
「 Logic」には GarageBand音源を含む高品質なソフトウェアインストゥルメンツのセットがあります。こ
れは「 GarageBand」のソフトウェア音源に相当します。お使いのコンピュータにインストールしている他
社製 Audio Units のソフトウェア音源をなど、利用可能な任意のソフトウェア音源を選択して、オーディ
オ・インストゥルメント・トラックで使用できます。 

MIDIトラック
「 Logic」のソングには、 3 番目のタイプのトラックとして、MIDIトラックも含めることができます。 MIDI
トラックを使用して、シンセサイザー、およびお使いのコンピュータに接続されたその他の外部 MIDIハー
ドウェアをコントロールできます。オーディオ・インストゥルメント・トラックと同様に、 MIDIトラック
のリージョンに録音したり編集できます。

「 Logic」の MIDIトラック 
  

MIDIトラックに録音または追加するリージョンは、オーディオ・インストゥルメント・トラックのリージョ
ンとまったく同じです。「 Logic」の用語では、このリージョンを両方とも MIDI リージョンと呼びます。

トラックおよびリージョンの詳細については、「 Logic ヘルプ」と「 Logic」リファレンス・マニュアルを
参照してください。
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トラックのヘッダ／トラックヘッダおよびアレンジチャンネルストリップ
「 Logic」では、トラックヘッダは「アレンジ」ウインドウの左側のトラックリストに表示されます。各ト
ラックヘッダには、「 GarageBand」と同様、名前、アイコン、ミュート（「 M」）ボタンおよびソロ（「 S」）
ボタンと、トラック番号およびその他のコントロールが含まれます。トラックを並べ替えたり、トラック

に様々な入／出力チャンネルを割り当てることができます。

「 GarageBand」のトラックのヘッダ
ミュートボタン 音量スライダ

レベルメーターパンホイール

ソロボタン

トラック名
「 Logic」のトラックヘッダ
ミュートボタン トラック名

ソロボタン
  

「 Logic」のトラックヘッダには、音量スライダやパンホイールがないことに気づいたかも知れません。ど
こにあるのでしょうか。「アレンジ」ウインドウの左下の領域に、アレンジチャンネルストリップと呼ばれ

る縦型のストリップがあります。アレンジチャンネルストリップは「 GarageBand」のトラックのヘッダ
と、「トラック情報」ウインドウの「詳細」の機能を組み合わせたもので、その他のコントロールもありま

す。場合によっては、アレンジチャンネルストリップを完全に表示するために、「アレンジ」ウインドウの

サイズを大きくする必要がある場合もあります。

アレンジチャンネルストリップには、ミュートボタン、ソロボタン、ボリュームコントロール、「パン」コ

ントロール、ステレオ・レベル・メーターが付いています。ポップアップメニューも付いていて、トラッ

クエフェクトを追加したり、トラックの入／出力チャンネルを選択したり、オーディオ・インストゥルメ

ント・トラックのソフトウェアインストゥルメンツを選択することができます。



 

「 Logic」のアレンジチャンネルストリップ
  

「エフェクト」ポップアップ
メニューがあるインサート

スロット

「 Input」スロットおよび
「 Output」スロット

「パン」コントロール

ボリュームフェーダー

レベルメーター

ミュートボタンおよび
ソロボタン

フォーマット用のボタン
アレンジチャンネルストリップは、「アレンジ」ウインドウで現在選択されているトラックとリンクしてい

ます。アレンジチャンネルストリップで行うすべての変更が、選択したトラックに適用されます。アレン

ジチャンネルストリップの詳細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアルを
参照してください。
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トランスポートコントロールと時間表示／「トランスポート」ウインドウ
「 Logic」では、「トランスポート」コントロールは「トランスポート」ウインドウと呼ばれるフローティン
グウインドウに表示されます。「トランスポート」ウインドウには、絶対時間および音楽の時間を表す時間

表示があります。「トランスポート」ウインドウには、拍子の変更、「サイクル」領域の開始／終了ポイン

トの設定、曲の最後の設定、 SPLの移動のためのコントロールも含まれます。

「 GarageBand」のトランスポートコントロールと時間表示
トランスポートコントロール 時間表示

テンポスライダ
「 Logic」の「トランスポート」ウインドウ
  

時間表示

サイクル領域のコントロール

テンポコントロール

ソングの最後のコントロール

トランスポートコントロール
「トランスポート」ウインドウを開くには、「ウインドウ」＞「トランスポート」と選択します（または、コ

マンドキーを押したまま 7 キーを押します）。

「トランスポート」ウインドウのサイズや形を変更したり、様々なコントロールセットを表示するレイア

ウトをいろいろ選択することもできます。異なるレイアウトを備える複数の「トランスポート」ウインド

ウを開くこともできます。「トランスポート」コントロールを「アレンジ」ウインドウの左上隅に表示さ

せることもできます。これは、小さなディスプレイを使っている場合役に立ちます。「トランスポート」ウ

インドウの詳細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンスマニュアルを参照してください。



 

ループブラウザ
「 Logic」には、 Apple Loops を検索したり、プレビューできる「ループブラウザ」があります。ソングに
追加するためのループを見つけたら、「ループブラウザ」から「アレンジ」ウインドウにそのループをド

ラッグします。

「 GarageBand」の「ループブラウザ」
ループボタン

プレビューボリュームスライダ

結果リスト

カラム表示／ボタン表示切り替え
  
「 Logic」の「ループブラウザ」
ループボタン

プレビューボリュームスライダ

結果リスト

カラム表示／ボタン表示切り替え
「 Logic」で「ループブラウザ」を開くには、「オーディオ」＞「 Loopブラウザ」と選択します。
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エディタウインドウ
「 Logic」には、「 GarageBand」のリアル音源リージョン／ソフトウェア音源リージョン用トラックエディ
タに相当する、オーディオリージョン／ MIDI リージョン用のエディタがあります。「 Logic」では各エディ
タに、それぞれ独立した、サイズ変更可能なウインドウがあります。必要な数だけ異なるエディタを開い

たり、同じエディタのコピーを複数作成できます。「 GarageBand」のトラックエディタに相当する「 Logic」
の 2 つのエディタは以下のとおりです： 
• 「サンプルエディタ」（オーディオリージョン用） 
• 「マトリクスエディット」（ MIDIリージョン用）

リアル音源トラックエディタ／「サンプルエディタ」
「 Logic」の「サンプルエディタ」でオーディオリージョンを編集できます。より大きな領域を表示するた
めにズームアウト、または最高の精度を得るためにサンプルレベルまでズームインできます。オーディオ

リージョンでオーディオ波形を描いて、「ノーマライズ」や「フェードイン」を含む幅広いオーディオ機能

を実行できます。 Digital Factory のツールを使用して、リージョンの時間、ピッチ、リズムを変更するこ
ともできます。

「 GarageBand」のトラックエディタ（リアル音源トラック）
  
「 Logic」の「サンプルエディタ」
「サンプルエディタ」を開くには、オーディオリージョンを選択し、「オーディオ」＞「サンプルエディタ」

と選択します。



 

ソフトウェア音源トラックエディタ／「マトリクスエディット」 
MIDI リージョンの「マトリクスエディット」で音符を編集できます。「マトリクスエディット」は音符位
置、ピッチ、長さを「 GarageBand」のトラックエディタと同じように表示し、しかも色を使用して様々な
ベロシティレベルを表示します。

「 GarageBand」のトラックエディタ（ソフトウェア音源トラック）
「 Logic」の「マトリクスエディット」
  

「マトリクスエディット」を開くには、 MIDI リージョンを選択し、「ウィンドウ」＞「マトリクスエディッ
ト」と選択します（またはコマンドキーを押したまま 6キーを押します）。

「マトリクスエディット」で、ピッチベンド、モジュレーションホイール、サステイン、およびその他の 
MIDI情報などの、コントローラ情報を表示／編集することもできます。

「 Logic」には、音楽を表示／編集するためのその他のエディタウインドウが用意されています： 

• 「イベントリスト」（ MIDIリージョン用。フォルダまたは「アレンジ」ウインドウ全体用でもあります） 
• 「スコア」エディタ（ MIDI リージョン用） 
• 「ハイパーエディット」（ MIDIリージョン用）
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「イベントリスト」
「 Logic」の「イベントリスト」で音符およびその他のイベントを表示できます。「イベントリスト」は発生
順にオブジェクトをリスト表示します。「イベントリスト」は、オーディオトラックの場合はトラックの

オーディオリージョンの位置を表示し、 MIDIリージョンの場合は音符、コントローラ情報およびその他の 
MIDIイベントを表示します。また、左側のボタンを使用してイベントの表示／非表示をフィルタにかける
ことができます。グラフィックインターフェイスを使用するよりも数値編集によって精度を向上させたい

場合、「イベントリスト」は音楽編集の強力な手段になります。

「 Logic」の「イベントリスト」
「イベントリスト」を開くには、 MIDIリージョンまたはフォルダを選択し、「ウィンドウ」＞「イベントリス
ト」と選択します。

「スコア」エディタ 
MIDIリージョンの場合は、「 Logic」は「スコア」エディタで標準的な楽譜で音符を表示します。音符の編
集および歌詞、アクセントおよびフレーズのマーク、キー情報およびその他の楽譜記号の追加ができます。

「 Logic」の「スコア」エディタ
  
「スコア」エディタを開くには、 MIDIリージョンを選択し、「ウィンドウ」＞「スコア」と選択します（ま
たはコマンドキーを押したまま 3キーを押します）。



 

「ハイパーエディット」
「 Logic」の MIDI リージョンでは、「ハイパーエディット」によって別の方法でベロシティ、コントローラ情
報、およびその他の MIDIデータを編集できます。「ハイパーエディット」の「タイムライン」のトラックに、
複数のタイプのコントローラ情報を表示できます。「ハイパーエディット」を使用して、「タイムライン」の

独立したトラックにそれぞれのドラム音を表示しながらドラムトラックを作成／編集することもできます。

「 Logic」の「ハイパーエディット」
「ハイパーエディット」を開くには、 MIDI リージョンを選択し、「ウィンドウ」＞「ハイパーエディット」
と選択します（またはコマンドキーを押したまま 5キーを押します）。

音量カーブ／「トラックオートメーション」
「 Logic」の特徴は、ボリュームカーブや、エフェクトパラメータ、ソフトウェアインストゥルメントのパ
ラメータなどの、パン位置および多くのその他のパラメータのための編集可能なカーブがあることです。こ

のようなパラメータの経時的修正は、オートメーションと呼ばれます。「 Logic」では、ほとんどすべての
トラック、インストゥルメント、エフェクトの各パラメータのオートメーション化が容易に行えます。

「 GarageBand」の音量カーブ
「 Logic」の「トラックオートメーション」
  
トラック、インストゥルメント、またはエフェクトの各パラメータのオートメーションカーブを表示／編集

するには、「アレンジ」ウインドウで「表示」＞「トラックオートメーション」と選択し、トラックヘッダ

にあるトラック名のすぐ下のポップアップメニューから、編集するパラメータを選択します。
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「トラック情報」ウインドウ
「 GarageBand」では、「トラック情報」ウインドウは、エフェクトの追加／調整、トラック音源の選択、リ
アル音源の入力チャンネルおよび形式の設定を行う場所です。マスタートラック用の「トラック情報」ウ

インドウでは、曲の全体的な設定を変更したり、マスターエフェクトを追加／調整します。

音源トラック情報
オーディオ、オーディオインストゥルメント、および MIDIなどに関する「トラック情報」ウインドウの機
能は、「 Logic」ではアレンジチャンネルストリップで、入力チャンネルおよび入力形式の追加／設定など、
多くの機能を実行します。

トラックに追加する各エフェクトは、プラグインウインドウと呼ばれるそれぞれのフローティングウイン

ドウを持ち、そこで、そのエフェクトのパラメータを調整します。 

• アレンジチャンネルストリップのインサートスロットにエフェクトを追加します。 
• アレンジチャンネルストリップの「 Input」スロットで、オーディオトラック用の入力チャンネルを設定
し、フォーマット用のボタンをクリックして入力形式を変更します。 

• アレンジチャンネルストリップの「 Input」スロットで、オーディオ・インストゥルメント・トラック用
のソフトウェア音源を選択します。 

• インサートスロットの上にある「チャンネルストリップ設定」メニューから、インストゥルメントとその
エフェクトを選択できます（「 GarageBand」の音源リストから楽器とそのエフェクトを選択するのと同
じです）。 

• エフェクトのプラグインウインドウで、エフェクトのパラメータを調整し、エフェクトのプリセットを
選択します。

「 GarageBand」の「トラック情報」ウインドウ（音源トラック）
  

音源リスト

入力チャンネル、形式、および

モニタの各コントロール

エフェクトのコントロール



 

「 Logic」のアレンジチャンネルストリップ
インサートスロット（エフェクト

を追加するためのポップアップ
メニュー付き）

「 Input」スロット（オーディオ
トラック時は入力チャンネル、

オーディオ・インストゥルメン
ト・トラック時はソフトウェア

音源を選択するためのポップ
アップメニュー付き）

入力形式をステレオに変更する
ためのフォーマット用のボタン

チャンネルストリップを選択／

保存するためのチャンネル
ストリップ設定メニュー
  

マスタートラック情報
「 GarageBand」では、マスタートラックの「トラック情報」ウインドウで、曲のテンポ、拍子、およびキー
の変更や、曲全体のエフェクトの追加／調整ができます。「 Logic」では、このような機能を「トランスポー
ト」ウインドウ、「アレンジ」ウインドウ、および「トラックミキサー」で行います。 
• 「トランスポート」ウインドウで、テンポおよび拍子を変更できます（ 10 ページ参照）。 
• 「拍子」トラックを表示することによって、「アレンジ」ウインドウでキーを変更できます。 
• 「トラックミキサー」で、出力チャンネルにマスターエフェクトを追加します。 
• 個々のエフェクトのプラグインウインドウで、マスターエフェクトのプリセットを選択し、エフェクト
パラメータを調整します。
17
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「 GarageBand」の「トラック情報」ウインドウ（マスタートラック）
  

テンポ、拍子、および

キーの各コントロール

マスターエフェクトの
コントロール

マスターエフェクトの
プリセットリスト
「 Logic」の「トラックミキサー」
マスターエフェクトを

追加するためのインサート
スロット

マスターボリューム・

フェーダー

マスターレベル・
メーター
「トラックミキサー」を開くには、「ウィンドウ」＞「トラックミキサー」と選択します（または、コマン

ドキーを押したまま 2 キーを押します）。



 

「 Logic」では、「トラックミキサー」の「アウトプット」トラックで、ソング全体のボリュームをコント
ロールし、出力レベルを表示します。「トラックミキサー」で、各トラックのボリュームおよびパンをコン

トロール、トラックレベルを表示、入／出力をコントロール、エフェクトを追加できます。

パラメータボックスおよびツールボックス
「 Logic」では、アレンジチャンネルストリップの上に 3つの長方形領域があります。この 3 つの長方形領
域には、「アレンジ」ウインドウでトラックおよびリージョンに使用するツールや、選択したリージョンお

よび選択したトラック用のコントロールが含まれています。

一番上の長方形はリージョンパラメータボックスです。これには、「トランスポーズ」および「クォンタイ

ズ」（「 GarageBand」の「タイミングを修正」ボタンと同じ）のような、「 GarageBand」の「トラック」エ
ディタの「詳細」領域と同じコントロールがいくつか含まれています。これには、オーディオリージョン

および MIDIリージョン用の付加コントロールが含まれます。

ツールボックスには、「アレンジ」ウインドウでリージョンに使用できる一連のツールが含まれています。

このツールには、「ハサミ」（分割）、「接着」（結合）、「消しゴム」（削除）、および「オーディオクロスフェー

ド」（オーディオリージョン間のスムーズなクロスフェードを作成するため）が含まれます。ツールのなか

には、メニュー項目およびキーボードショートカットと同じ機能のものがあります。「 Logic」では、各エ
ディタウインドウにも、そのエディタで使用できるツールが含まれるツールボックスがあります。

オブジェクトパラメータボックスには、選択したトラックのインストゥルメントタイプ用のコントロール

が含まれています。また、アレンジチャンネルストリップで表示するポップアップメニューをコントロー

ルするチェックボックスが含まれます。

「 Logic」のリージョンパラメータボックス、ツールボックス、オブジェクトパラメータボックス
  

リージョンパラメータ
ボックス

ツールボックス

オブジェクトパラメータ

ボックス
三角形の情報表示ボタンをクリックしてリージョンパラメータボックスまたはオブジェクトパラメータ

ボックスを隠し、アレンジチャンネルストリップをもっと大きく表示することができます。

リージョンパラメータボックス、ツールボックス、およびオブジェクトパラメータボックスの使い方の詳

細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアルを参照してください。
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「オーディオ」ウインドウ
「 Logic」の「オーディオ」ウインドウには、ソングのすべてのオーディオファイルおよびオーディオリー
ジョンがリスト表示されます。オーディオファイルの追加／プレビューや、オーディオトラック用のレコー

ディングパスの設定、ソングのオーディオファイルおよびオーディオリージョンの管理ができます。また、

リージョンの開始、終了、およびアンカーの各ポイントを移動して、「ストリップサイレンス」などのオー

ディオ機能を実行できます。

「 Logic」の「オーディオ」ウインドウ
「オーディオ」ウインドウを開くには、「オーディオ」＞「オーディオウインドウ」と選択します（または、

コマンドキーを押したまま 9キーを押します。

「 Logic」で基本作業を行う
ここまでで、「 Logic」のインターフェイスについて十分理解したら、「 GarageBand」と同様に多くの操作
ができます。このセクションでは、「 Logic」の処理が「 GarageBand」と異なる基本作業の実行方法を簡単
に説明します。特定の操作の詳細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアル
を参照してください。

使用準備
「 Logic」でソングを作成し、テンポ、拍子、キーなどのソングの設定を変更できます。

新しいソングを作成するには： 
  

1 「ファイル」＞「新規」と選択します（またはコマンドキーを押しながら Nキーを押します）。 
2 ソング名を入力し、ソングを保存する場所まで移動します。
デフォルトでは、新規のソングはテンポが 120bpm、 4/4 拍子、キーが Cで開きます。「 GarageBand」と
は異なり、「 Logic」では、ソングを開いた後にテンポ、拍子、キーを設定します。新規のソングに、目的
のテンポ、拍子、キーをデフォルトで設定するソングのテンプレートも作成できます。



 

テンポを変更するには： 
m 「トランスポート」ウインドウで、テンポの数値を上下にドラッグします。ダブルクリックして、新規の数

値も入力できます。

ここをドラッグまたはダブルクリックして、

テンポを変更します。

ここをドラッグまたはダブルクリックして、

拍子を変更します。
拍子を変更するには： 
m 「トランスポート」ウインドウで、拍子の数値を上下にドラッグします。ダブルクリックして、新規の数値

も入力できます。
キーを変更するには： 

1 「アレンジ」ウインドウで、「表示」＞「グローバルトラックコンポーネント」と選択し、サブメニューか
ら「調号」を選択します。 

2 「調号」トラックで、三角形の情報表示ボタンをクリックし、「キー」トラックを表示します。 

3 「キー」トラックで、文字「 C」をダブルクリックし、「調号」ダイアログのポップアップメニューから新規
のキーを選択します。 

4 「 OK」をクリックします。
「 Logic」では、ソングをプロジェクトとして保存することもできます。ソングをプロジェクトとして保存
するときは、オーディオファイル、インストゥルメント、サンプル、およびソングで使用するその他のメ

ディアをすべて、 1 つのプロジェクトフォルダに保存します。これによって、簡単に、ソングを使用してい
るすべてのファイルと共に保存したり、ソングをコンピュータ間で転送できます。ソングをプロジェクト

として保存するのは、「 GarageBand」で曲をアーカイブとして保存することに相当します。

ソングをプロジェクトとして保存するには： 
  

1 ソングが開いている状態で、「ファイル」＞「プロジェクトを別名で保存」と選択します。 

2 「プロジェクトを別名で保存」ダイアログで、プロジェクトの名前を入力し、保存する場所まで移動します。
プロジェクトに各ファイルをコピーするか、移動するかを選択することもできます。
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トラックを操作する
「アレンジ」ウインドウで、トラックを作成し、トラックを並べ替えることができ、トラック入力／音源／

形式の各設定を変更することができます。

新しいトラックを作成するには： 
m 「アレンジ」ウインドウで、「トラック」＞「作成」と選択します。
新しいトラックを作成してから、トラックタイプ（オーディオ、オーディオインストゥルメント、または 
MIDI）およびトラック番号を選択できます。トラックのヘッダで、トラックタイプおよびトラックの数値
を変更できます。この機能は「 GarageBand」と異なります。「 GarageBand」では「新規トラック」ダイ
アログでトラックタイプを選択したり、トラックタイプを変更することはできません。

トラックタイプを選択するには： 

1 トラックリストで、トラックヘッダをクリックして押したままにします。
トラックタイプごとのサブメニューを備えたショートカットメニューが表示されます。「オーディオ」サブ

メニューには、ソングのオーディオおよびオーディオ・インストゥルメント・トラック用のサブメニュー

が含まれます。「 MIDIインストゥルメンツ」サブメニューには、ソングの MIDIトラックが含まれます。各
サブメニューでは、トラックはアルファベット順にリスト表示されます。 
2 適切なトラックタイプのサブメニューで、目的のトラックを選択します。
「トラック」メニューには、トラック作成用のその他のコマンドがあります。

トラックを並べ替えるには： 

1 トラックのヘッダにあるトラックの数値にポインタを合わせます。ポインタが手の形に変わります。 
2 クリップを上または下にドラッグして、新しい位置に移動します。

ここをドラッグして、
トラックを並べ替えます。



 

オーディオトラックの入力チャンネルを設定するには： 

1 「アレンジ」ウインドウで、トラックを選択します。 
2 アレンジチャンネルストリップまたは「トラックミキサー」で、「 Input」スロットポップアップメニュー
から入力チャンネル（またはチャンネルペア）を選択します。

このポップアップメニューから、
トラックの入力チャンネルを選択

します。

クリックして、トラックの

入力形式を変更します。
デフォルトでは、追加の新しいトラックはそれぞれモノラル入力形式に設定されます。アレンジチャンネ

ルストリップまたは「トラックミキサー」で、トラックの入力形式をステレオに変更できます。

オーディオトラックの入力形式を変更するには： 

1 「アレンジ」ウインドウで、トラックを選択します。 

2 アレンジチャンネルストリップまたは「トラックミキサー」で、トラックのレベルメーターの下にある

フォーマット用のボタンをクリックします。フォーマット用のボタンは円形から、形式がステレオになっ

たことを表す連結円に変化します。フォーマット用のボタンを再度クリックすると、入力形式はモノラル

に戻ります。
オーディオインストゥルメントトラック用のソフトウェア音源を変更するには： 
  

1 「アレンジ」ウインドウで、トラックを選択します。 

2 アレンジチャンネルストリップまたは「トラックミキサー」で、「 Input」スロットポップアップメニュー
から新しい音源を選択します。

このポップアップメニューから、

トラックのソフトウェア
インストゥルメントを選びます。
トラックの操作の詳細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアルを参照して
ください。
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オーディオを録音する
「 Logic」では「 GarageBand」と異なり、複数のオーディオトラックを同時に録音できます（マルチチャン
ネルのオーディオインターフェイスをコンピュータに接続した場合）。録音のサンプルレートおよびビット

深度も選択できます。さらに、オーディオ録音の保存先ディスクの場所も選択できます。

「 GarageBand」と同様に、サイクルモードで録音できます。「 Logic」の特徴は、オートドロップモードや
パンチモードなどの、その他の録音モードが複数あるところです。サイクルモードを使用して、各テイク

に新しいトラックを作成し、複数のテイクを録音できます。

オーディオトラックに録音するには： 

1 録音を開始する前に、録音するオーディオトラックを選択します。それから、アレンジチャンネルストリッ

プまたは「トラックミキサー」で、適切な 1 つまたは複数のオーディオ入力チャンネルを選択します。 
2 バールーラの録音を開始するポイントに SPLを設定します。または、レコーディングモードの 1つをオンに
して、録音を開始する場所に開始ポイントを設定します。 

3 トラックのヘッダで録音待機ボタン（「 R」）をクリックするか、トラックミキサーでトラックの録音待機ボ
タン（「 REC」）をクリックするかのいずれかによって、録音するトラックをオンにします。
はじめて録音する前に、レコーディングパスと呼ばれる、「 Logic」で録音を保存する場所を設定する必要
があります。レコーディングパスを設定してない場合、録音を開始する前に、レコーディングパスの設定

を求めるダイアログが表示されます。レコーディングパスは後で変更できます。 

4 「トランスポート」ウインドウで、「録音」ボタンをクリック、またはアスタリスク（ *）キーを押します。 
5 楽器を演奏するか、マイクに向かって歌います。 
6 終了したら、「トランスポート」ウインドウの「停止」ボタンをクリックして（またはスペースバーを押し

て）、録音を停止します。
  

「 Logic」には、録音中に鳴るメトロノームがあります。「 GarageBand」と同様に、メトロノームの入／切
の設定や、録音を開始する前のカウントインを変更できます。メトロノームの使い方の詳細については、

「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアルを参照してください。



 

ソフトウェアインストゥルメントを録音する
「 Logic」では、 MIDI キーボード、またはお使いのコンピュータに接続されたその他の MIDI コントローラ
を使用して、オーディオ・インストゥルメント・トラックで「 GarageBand」の音源などのソフトウェア音
源を録音できます。

オーディオ・インストゥルメント・トラックに録音するには： 

1 録音を開始する前に、録音するオーディオ・インストゥルメント・トラックを選択します。次に、アレン

ジチャンネルストリップの「 Input」スロットポップアップメニュー（または「トラックミキサー」にある
トラックのチャンネルストリップ）で、録音する音源を選択します。 

2 バールーラの録音を開始するポイントに SPLを設定します。または、レコーディングモードの 1つをオンに
して、録音を開始する場所に開始ポイントを設定します。 

3 トラックを選択して、レコーディングをオンにします。トラックを選択すると、トラックのヘッダの録音

待機ボタン（「 R」）が赤く点灯します。 
4 「トランスポート」ウインドウで、「録音」ボタンをクリック、またはアスタリスク（ *）キーを押します。 
5 コンピュータに接続された MIDI音源を再生します。 
6 終了したら、「トランスポート」ウインドウの「停止」ボタンをクリックし（または、スペースバーを押

し）、録音を停止します。   
  

MIDIを録音する 
MIDIトラックへの録音は、オーディオ・インストゥルメント・トラックへの録音と同じです。 MIDIトラッ
クに録音する前に、以下の作業を必ず行ってください： 
• 外部 MIDI装置がコンピュータに接続され、動作していることを確認します。 
• 標準的な MIDI音源（かつ USB MIDI音源以外）を使用している場合、音源は MIDIインターフェイスに接
続し、その MIDIインターフェイスが、使用するコンピュータに接続されている必要があります。 

•
 

MIDIトラックが、正しい MIDIインストゥルメントに設定されていることを確認します。トラックリスト
のヘッダをクリックして押したままにして、「 MIDI インストゥルメンツ」サブメニューから新しい音源
を選択し、 MIDI音源を変更します。 

• マルチティンバーの MIDI音源で録音する場合は、音源が、使用するサウンド用の正しいバンクおよびプ
ログラムに設定されていることを確認します。「オブジェクトパラメータ」ボックスで、バンクおよびプ

ログラムを変更できます。 
•

 
MIDI 音源をオーディオ入力またはオーディオインターフェイスに接続しないと、「 Logic」からのオー
ディオ出力と、音源の音を一緒に聞くことができません。音源の出力を聞くためには、音源がオーディ

オインターフェイス、またはスピーカやヘッドフォンに接続されていることを確認します。
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リージョンを操作する
「 GarageBand」の「タイムライン」と同様に、「 Logic」では「アレンジ」領域で、リージョンをアレンジ
します。次の方法を利用できます： 
• リージョンのカット、コピー、ペースト（ Optionキーを押しながらドラッグするコピーを含みます） 
• リージョンのループおよびサイズの変更 
• リージョンの分割と結合 
• リージョンのトランスポーズ（オーディオリージョンは +/–1オクターブまで、 MIDIリージョンは +/–8オ
クターブまで）

「 Logic」の「サンプルエディター」で、オーディオリージョンをサンプルレベルで編集できます。オーディ
オリージョンのカット、コピー、ペースト、移動に加えて、「 Logic」には、さらに進んだ編集ができるよ
うに、「ノーマライズ」や「ストリップサイレンス」などの幅広いオーディオ機能が含まれます。

参考：「サンプルエディター」の機能によって、元のオーディオファイルを恒久的に変更できます。「アレ
ンジ」ウインドウでの編集は、元のオーディオファイルを変更しません。

「マトリクスエディット」、「スコア」エディタ、または「イベントリスト」の MIDI リージョンで、音符を
編集できます。「ハイパーエディット」または「イベントリスト」で、コントローラ情報およびその他の 
MIDIデータも編集できます。「ハイパーエディット」を使用して、ドラムトラックも作成できます。

オーディオリージョンおよび MIDIリージョンでの操作の詳細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」
リファレンス・マニュアルを参照してください。

グリッドを使用する
「 GarageBand」では、「タイムライン」およびトラックエディタに、タイムライングリッド・メニューが含
まれます。「 Logic Express」および「 Logic Pro」の特徴は、「 GarageBand」のグリッドメニューの自動設
定と同様に、ズームイン／アウトによってグリッド値をコントロールできる、「スマート」スナップ機能が

あることです。「 Logic Pro」では、「アレンジ」ウインドウの右上隅の「スナップ」メニューおよび各エディ
タのウインドウを使用して、グリッドをコントロールすることもできます。「スナップ」メニューでは、

「 GarageBand」のグリッドメニューと同様に、オブジェクトをグリッドにスナップする値を選択します。
  
キーボードショートカットを使って、グリッド値を調整することもできます。  
m Controlキーを押して、グリッド値を分解能設定（「 Logic」ではフォーマットと呼びます）に変更します。 

m

 

Controlキーを押したまま Shiftキーを押して、グリッド値を最高分解能（ 1/4音符の 1/3840、「 Logic」では
ティックスと呼びます）に変更します。
グリッドの使用およびスナップ設定の詳細については、「 Logic ヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マ
ニュアルを参照してください。



 

エフェクトを操作する
「 Logic」は、プロ品質のオーディオエフェクトを完備しており、エフェクトパラメータを完全にコントロー
ルできます。エフェクトパラメータにリアルタイムで変更を加え、変更したエフェクトのかかったサウン

ドを聞くことができます。

エフェクトをトラックに追加するには： 

1 「アレンジ」ウインドウでトラックを選択します。 
2 アレンジチャンネルストリップで、インサートスロットポップアップメニューの 1つからエフェクトを選択
します。コンピュータの処理能力に応じて、トラック 1つにエフェクトを最大 15 個まで追加できます。ア
レンジチャンネルストリップの一番上にある「 EQ」という表示の黒っぽい四角をダブルクリックして、汎
用のチャンネル EQエフェクトを追加できます。

インサートスロットポップアップ

メニューからエフェクトを選択します。

ダブルクリックして、トラックに

チャンネル EQを追加します。
「 Logic」では、各エフェクトにそれぞれフローティング・プラグイン・ウインドウがあります。フローティ
ング・プラグイン・ウインドウには、スライダ、ポップアップメニュー、テキストフィールド、およびそ

の他のコントロールなどの、エフェクトのコントロールが含まれます。各コントロールは、コントロール

するパラメータでラベル表示されています。プラグインウインドウは、エフェクトをトラックに追加する

とき、またはエフェクトのインサートスロットをダブルクリックすると表示されます。

エフェクトパラメータを調整するには： 
m スライダまたはコントロールを動かすか、フィールドに値を入力します。
各 Logic エフェクトには、 GarageBand エフェクトと同様、幅広いプリセットが含まれます。「 Logic」の
用語では、プリセットはエフェクト設定と呼ばれます。既存のエフェクト設定を選択したり、カスタムエ

フェクト設定を保存できます。

エフェクト設定を選択するには： 
m エフェクトウインドウの左上にある下向き三角形をクリックし、ショートカットメニューからエフェクト

設定を選択します。
カスタムエフェクト設定を保存するには： 
  
1 目的のサウンドを得るためにエフェクトパラメータを調整します。 
2 プラグインウインドウの左上にある下向き三角形をクリックし、保存設定を選択します。 
3 「保存」ダイアログで、カスタムエフェクト設定の名前を入力します。
エフェクト設定が保存され、ショートカットメニューに表示されます。
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「 GarageBand」と同様に、「 Logic」も Audio Units エフェクトをサポートします。 Audio Units エフェク
トをインストールすると、エフェクトポップアップメニューの「 Audio Units」サブメニューの下に表示さ
れます。 Audio Unitsのトラックへの追加や、エフェクトパラメータの調整、エフェクト設定の選択、カス
タム設定の保存が可能です。

エフェクトの操作の詳細については、「 Logic ヘルプ」および「Logic Pro 7 プラグイン・リファレンス」
／「Logic Express 7 プラグイン・リファレンス」（使用しているのが「 Logic Pro」か「 Logic Express」
かに応じて）を参照してください。

オートメーションを操作する
「 Logic」では、ボリューム、パン、エフェクト、およびソフトウェアインストゥルメントのパラメータに
対して経時的に自動で変更を行うことができます。トラックのボリュームカーブがトラックの下に表示さ

れる「 GarageBand」と異なり、「 Logic」では、オートメーションカーブが「アレンジ」ウインドウのト
ラックに重なって表示されます。複数のパラメータをオートメーション化する場合は、最初のカーブの後

のオートメーションカーブがすべてトラックの下の行に表示されます。

トラックにオートメーションを追加するには： 

1 「アレンジ」ウインドウで、オートメーションを追加するトラックを選択します。 
2 「アレンジ」ウインドウメニューで、「表示」＞「トラックオートメーション」と選択します。

「アレンジ」ウインドウのトラックは、オートメーションが見やすいように高さが広がります。 
3 トラックのヘッダで、トラック名の下のポップアップメニューからオートメーション化するパラメータを

選択します。
ポップアップメニューには、トラックに追加された各エフェクト／ソフトウェアインストゥルメントのた

めにサブメニューが表示されます。このサブメニューからエフェクト／ソフトウェアインストゥルメント

のパラメータを選択できます。 

4 オートメーションポイントを追加する場所で、オートメーションラインをクリックします。 
5 オートメーションポイントを上下にドラッグしてその値を変更します。または左右にドラッグしてオート

メーションラインがポイントの値に到達する位置を変更します。
「 Logic」では、オートメーションを追加／編集する方法は他にもあります。オートメーションの詳細につ
いては、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアルを参照してください。

オーディオファイルに書き出す
ソングをオーディオファイルに書き出すことができます。「 Logic」の用語では、オーディオファイルに書
き出すことをバウンスと呼びます。「 Logic」で曲をバウンスするときは、オーディオファイルの形式（ AIFF、 
WAV、 MP3、 AAC の各形式を含む）を選択します。バウンスしたオーディオファイルを「 iTunes」や他の
アプリケーションに読み込んだり、 iPodにダウンロードしたり、 CD や DVDに記録できます。トラックま
たはトラックのグループを、編集または再録音する前にサブミックスを保存するためにバウンスすること

も可能です。



 

曲をバウンスするには：  

1 1つのトラックまたはトラックのグループをバウンスする場合、トラックリストまたはトラックミキサーで、
バウンスするトラックの「ソロ」ボタンをクリックします。 

2 「トランスポート」ウインドウで、「サイクル」ボタンをオンにします。 
3 ソングの全長、またはバウンスする部分を囲むためのサイクル領域を設定します。
（バールーラの上部でポインタをドラッグするか、または「トランスポート」ウインドウで開始／終了ポイ

ントを設定することも可能です） 

4 「ファイル」＞「バウンス」と選択します。 
5 「バウンス」ダイアログで、書き出しファイルの、出力形式、サンプルレートとビット深度、およびその他
のプロパティを設定できます。 

6 「バウンス」をクリックします。
「バウンス」ダイアログでは、複数の形式を同時にバウンスできます。また、 CD に曲を記録することも可
能です。

「 Logic」では、「エクスポート」メニュー項目（「ファイル」メニュー）のサブメニューに、エクスポート
のオプションを用意しています。バウンスおよびエクスポートの詳細については、「 Logic ヘルプ」および
「 Logic」リファレンス・マニュアルを参照してください。

キーボードショートカット
「 Logic」では、多くの機能およびコントロールに対して、キーボードショートカットを用意しています。
「 Logic」の用語では、キーボードショートカットを「キーコマンド」と呼びます。「キーコマンド」ウイン
ドウで、操作に合わせて「 Logic」のキーコマンドをカスタマイズできます。

キーボードショートカットをカスタマイズするには： 

1 「 Logic」＞「環境設定」と選択し、サブメニューから「キーコマンド」を選択します。 
2 「キーコマンド」ウインドウの「コマンド」カラムで変更するキーコマンドを見つけます。右上の検索フィー
ルドに入力することによって、検索することができます。 

3 「キーラベルで登録」ボタンをクリックして、コンピュータキーボードでショートカットのためのキーを押
します。このキーと一緒に修飾キー（ Shift キー、 Optionキー、 Commandキーなど）を押して、キーシー
ケンスを登録することができます。 

4 「キーラベルで登録」ボタンを再びクリックします。
  

キーボードショートカットのカスタマイズの詳細については、「 Logicヘルプ」および「 Logic」リファレン
ス・マニュアルを参照してください。
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スクリーンセット
「 Logic」では、自由に作業領域をカスタマイズできます。複数のウインドウを開いたり、同一ウインドウ
の複数のインスタンスを異なるズームレベルで開くことができます。さらに、ウインドウレイアウトを作

成し、「スクリーンセット」として保存できます。スクリーンセットは、いつでも呼び出して、現在のソン

グまたは異なるソングに使用できます。

「 Logic」には、 1 ～ 9 に番号付けされた 9 つのデフォルトの「スクリーンセット」が用意され、それぞれ
が単独のウインドウを表示します。コンピュータキーボードで 1 ～ 9 の任意のキーを押して、デフォルト
の「スクリーンセット」を表示してみてください。 

1～ 9のスクリーンセットに切り換えるには、コンピュータキーボードで「スクリーンセット」に対応する
数値キーを押します。 10 番目以降の「スクリーンセット」に切り換えるには、 Control キーを押したまま
最初の桁を押し、 Controlキーを放して 2番目の桁を押します。現在のスクリーンセットに行った変更は保
存され、次回その「スクリーンセット」に切り換えるときに表示されます。

スクリーンセットの使い方の詳細については、「 Logic ヘルプ」および「 Logic」リファレンス・マニュアル
を参照してください。

まとめ
このチュートリアルでは、よく知っている「 GarageBand」における機能やコントロールに相当する「 Logic」
の機能やコントロールについて学習しました。「 Logic」に含まれるその他の機能についてもいくつか学習
し、ソングの作成／編集の基本的な操作方法も学習しました。

次は、思い切ってやってみる番です。一歩踏み出せば、自分自身の音楽観を実現する道が開けます。「 Logic」
の機能および特定の操作方法の詳細については、作業を行いながら「 Logic ヘルプ」および「 Logic」のマ
ニュアルで参照することができます。  
©2004 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Apple、 Apple ロゴ、 iPod、 iTunes、および Logic は米国およびその他の国で登録された Apple Computer, Inc.の商標です。 
GarageBand は Apple Computer, Inc.の商標です。 
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