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新機能の概要
After Effects CC 2015 リリース（2016 年 1 月および 2016 年 6 月）

2015 年リリースの After Effects CC を使用すると、インスピレーションがひら
めいたときに、どこにいてもダイナミックで非常に美しいモーショングラフィッ
クスやビジュアルエフェクトを作成できます。After Effects から Creative Cloud
のモバイルアプリケーションおよびデスクトップアプリケーションにシームレス
に接続することによって、どこにいるときでも創造力を駆り立てることができま
す。

ページの先頭へ

After Effects CC 2015.3 での機能改良 | 2016 年 6 月
このリリースの After Effects では、キャッシュしたフレームと同期されたオー
ディオのリアルタイム再生を実現する、優れたビデオおよびオーディオプレ
ビューアーキテクチャが導入されました。新しいプレビューエンジンアーキテク
チャは、Creative Cloud アプリケーション全体での一貫した操作性のために、そ
の基盤を他のアドビビデオアプリケーションと共有しています。

ページの先頭へ

After Effects CC 2015.3 での機能改良 | 2016 年 6 月
After Effects CC は、ファイルやプロジェクトの読み込みから最終レンダリング
まで、ワークフロー全体が大幅に高速化し信頼性が向上しています。タイムライ
ンのスクラビング、複雑なマスクの使用、大量のキーフレームの編集によって、
すばやく作業できます。

新機能と変更された機能
強化されたビデオおよびオーディオの再生
インタラクティブなパフォーマンスの向上
GPU 高速処理エフェクト
MAXON 4D Cinema インポーターの改良
画像シーケンスの読み込みの高速化
Creative Cloud Libraries と Stock のエクスペリエンスの向上
Character Animator Preview 4
「再生前にキャッシュ」の機能向上
レンダーキューの開始時の自動保存
Maxon CINEWARE 3.0 の統合

強化されたビデオおよびオーディオの再生

インタラクティブなパフォーマンスの向上
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ページの先頭へ

After Effects CC 2015.3 の新機能 | 2016 年 6 月
最も一般的に使用されているエフェクトの一部（Lumetri カラーおよびブラー
（ガウス）など）で、GPU 高速処理を使用するようになりました。GPU 高速処
理されたエフェクトは最大 5 倍のパフォーマンスを実現するので、ユーザーは
変更をおこなうと結果を即座に表示できます。

ページの先頭へ

After Effects CC 2015.3 での機能改良 | 2016 年 6 月
Live 3D モーショングラフィクスのラウンドトリップワークフロー用に、アニ
メートした 3D テキストおよびシェイプレイヤーを Cinema 4D に書き出すこと
ができるようになりました。統合された Cinema 4D Lite アプリケーションを使
用して、書き出した要素を Cinema 4D でカスタマイズし、変更を保存し
て、CINEWARE を使用して After Effects で更新をライブで確認できます。
詳しくは、Cinema 4D と CINEWARE を参照してください。

ページの先頭へ

After Effects CC 2015.3 での機能改良 | 2016 年 6 月
After Effects では、画像シーケンスの読み込みが最大 10 倍高速化されました。
共有されたネットワークストレージから画像シーケンスを読み込む際に、特にパ
フォーマンスの向上を確認できます。これらの変更の一部は、最近の 13.7.1
パッチで導入されました。
詳しくは、フッテージアイテムの読み込みと変換を参照してください。

ページの先頭へ

After Effects CC 2015.3 での機能改良 | 2016 年 6 月
Adobe Stock および CC Libraries でのアセットの検索が高速化されまし
た。Adobe Stock アセットをプロジェクト（4K ビデオを含む）に追加し
て、After Effects 内で直接ライセンス登録できるようになりました。ライブラリ
内のライセンス登録された Adobe Stock アセットは、簡単に識別できるように
バッジが表示されるようになりました。ライブラリのビデオは、デュレーション
および形式情報と共に表示され、ビデオプレビューへのリンクが設定されていま
す。この Creative Cloud Libraries のアップデートにより、ライブラリオーナー
はライブラリユーザーに確実にいつも最新版のアセットを提供し、変更があった
場合には通知することができます。次の新しい機能を利用できます。

GPU 高速処理エフェクト

MAXON 4D Cinema インポーターの改良

画像シーケンスの読み込みの高速化

Creative Cloud Libraries と Stock のエクスペリエンスの向上
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フィルターされた Stock および Library 検索結果は、必要なコンテンツを
より迅速に見つけるのに役立ちます。
ライセンスされた Stock のライブラリでのバッジ表示により、Stock アセッ
トがライセンスされているかどうかを簡単に識別できます。
ライブラリ表示でのビデオのバッジ表示とプレビューへのリンクにより、検
索結果とライブラリの両方でユーザーのアセットの表示の一貫性を確保しま
す。
Stock 4k ビデオの検索により、Stock ビデオコンテンツの全容を提供
し、Stock サイトにおけるユーザーエクスペリエンスの一貫性を確保しま
す。

詳しくは、After Effects の Creative Cloud Libraries と Stock を参照してくだ
さい。

ページの先頭へ

After Effects CC 2015.3 の新機能 | 2016 年 6 月
このリリースの After Effects には、次の機能を提供する Character Animator の
Preview 4 が付属しています。
ビジュアルレイヤーのタグ付け：新しいタグベースのリグシステム
で、Character Animator 内で直接パペットを組み立てることを可能にしま
す。
Adobe Media Encoder への Dynamic Link：Adobe Media Encoder を使用
して、多彩なビデオおよび画像シーケンス形式に直接書き出します。
Syphon のサポート：任意の Syphon クライアントアプリケーションにリア
ルタイムにパフォーマンスをパイピングして、ライブプロダクション環境で
Character Animator を使用します。
アニメーションの精密な制御：録画と再生の速度を制御して、詳細なパ
フォーマンスをキャプチャおよびレビューしたり、ポーズトゥポーズワーク
フロー用にフレームを個別にキャプチャしたりします。
強化されたビヘイビアー：強化されたビヘイビアーには、ドラッグ可能なハ
ンドルのグループ化と顔のトラッキングのスムージングが含まれます。これ
により、表情豊かなキャラクターをより簡単かつ直感的に作成および操作で
きます。強化されたリップシンクにより、より正確にトラッキングでき、新
しい口形素をサポートします。
新しいモーショントリガーと自動瞬きビヘイビアー：モーショントリガーに
より、画面を横切ってキャラクターをドラッグでき、その動きに応じてアニ
メートできます。そして、自動瞬きにより、顔のトラッキングを使用せずに
簡単に瞬きを制御できます。
シンプル化されたパペットのセットアップ：キャラクターのマルチビューに
必要なのは、1 セットの顔とリップシンクビヘイビアーのみになりました。
ダングルビヘイビアーは、より簡単に適用および設定でき、パペットごとに
重力制御を含めることができます。

注意：Character Animator は、Preview 1 から大幅な進歩を遂げましたが、まだ
プレビューソフトウェアのままです。アドビでは、実際のアニメーションワーク
フローで使用できる準備はできていると考えていますが、同時に、アドビのクリ
エイティブアプリケーションから期待される完全性と品質のレベルに持って行く
には、ユーザーからのインプットが必要です。Adobe Character Animator を使
用する場合、アプリケーションから直接リンクされているフォーラムを通じて
フィードバックを送信できます。実現しうる最高のエクスペリエンスを構築する
ために、ご意見をお寄せください。
詳しくは、今日から始める Character Animator を参照してください。

Character Animator Preview 4
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ページの先頭へ

After Effects CC 13.7 の機能強化 | 2016 年 1 月
After Effects のプレビューパネルで「再生前にキャッシュ」オプションを有効に
すると、レンダリング時にフレームがプレビュー表示されます。
フレームのレンダリング時に次の処理が行われます。
新たにレンダリングされたフレームのみがプレビュー表示されます。既にレ
ンダリング済みのフレームはスキップされます。
新たにレンダリングされたフレームが最高速度で再生されます（プレビュー
の最高フレームレートは、モニターのリフレッシュレートによって制限され
ます。例：60 Hz = 60 fps）。

すべてのフレームのレンダリングが完了してから、キャッシュ済みフレームのプ
レビューが開始されます（オーディオが有効な場合はオーディオ付き）。

ページの先頭へ

After Effects CC 13.7 の新機能 | 2016 年 1 月
After Effects で環境設定／自動保存を選択して、レンダーキューを開始する際に
プロジェクトを自動的に保存するかどうかを制御できるようになりました。
新しい「レンダーキューの開始時に保存」オプションはデフォルトで有効になり
ます。この新しいオプションは、一定間隔の自動保存（「X 分ごとに保存」）と
は別の制御機能です。自動保存オプションが変更され、明確に「一定間隔の保
存」、「レンダーキューの開始時に保存」、またはこれらの両方を選択できるよ
うになりました。
After Effects 13.6 からは、レンダーキューでレンダリングが実行される際に自
動保存は行われません。After Effects 13.6 の環境設定／自動保存で「プロジェ
クトを自動保存」オプションを有効にすると、レンダーキューを開始する際に常
にプロジェクトの自動保存が行われます。After Effects 13.7 では、この動作を
制御できるようになっています。

ページの先頭へ

After Effects CC 13.7 の新機能 | 2016 年 1 月
After Effects のこのリリースでは、Maxon CINEWARE 3.0 Cinema 4D ファイル
をネイティブに操作できる機能が提供されます。この統合により、次の機能が利
用できるようになります。
ライブリンク
ライブリンクを使用すると、Cinema 4D と After Effects のタイムラインを同期
できます。ライブリンクを使用するには、CINEWARE オプションダイアログの
Cinema 4D パスで、ライブリングをサポートする Cinema 4D のバージョンを設
定する必要があります。（「ヘルプを表示」ボタンの下にある）ライブリンクの
「有効」ボタンをクリックすると、指定した Cinema 4D バージョンで現在の
ファイルが開きます。Cinema 4D でライブリンクが有効になっていない場合
は、簡潔な指示が表示されます。
注意：ライブリンクには Cinema 4D R17.048（SP2）以降が必要です。選択し

「再生前にキャッシュ」の機能向上

レンダーキューの開始時の自動保存

Maxon CINEWARE 3.0 の統合
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た Cinema 4D のバージョンでライブリンクがサポートされていない場合は、
「有効」ボタンが無効になります。
Cinema 4D でライブリンクを有効にするには、次の手順に従います。

1. 編集／環境設定／通信／ライブリンクを選択します。
2. 「起動時にライブリンクを有効にする」を選択します。After Effects と

Cinema 4D を切り替える際にタイムラインが同期されます。
3. After Effects で異なる C4D レイヤーを選択する場合は、「有効」をクリッ
クすると、そのレイヤーが同期されます。

Take System

Cinema 4D R17 Take System が CINEWARE に統合されています。C4D ファ
イルにテイクが含まれている場合は、CINEWARE エフェクトの「テイクを設
定」ボタンが有効になります。現在のレンダラーでテイクの選択がサポートされ
ていない場合は、After Effects ではメインテイクを使用します。
C4D タイムラインマーカーの抽出
After Effects で「抽出」ボタンをクリックすると、C4D ファイルのタイムライ
ンマーカーが C4D レイヤーに追加されるようになりました。
注意：以前と同様に、After Effects でシーンデータを抽出する際の問題を回避す
るには、Cinema 4D 環境設定で「Melange の多角形を保存」および「Melange
用のアニメーションを保存」を有効にします。
OpenGL レンダラ―

ハードウェアによるレンダリングの高速化のために、CINEWARE レンダラ―を
OpenGL に設定できるようになりました。
「物理」、「ハードウェア」、「スケッチ」、「トーン」のレンダラ―制限の撤
廃
CINEWARE のレンダラ―制限がなくなりました。製品版の Cinema 4D で「物
理」または「ハードウェア」レンダラ―のレンダリング設定を使用して C4D
ファイルを保存した場合、CINEWARE レンダラ―を「標準（最終）」または
「標準（ドラフト）」に設定すると、「物理」または「ハードウェア」レンダ
ラ―のレンダリング設定でレンダリングされます。CINEWARE レンダラ―を
「標準（最終）」に設定すると、「スケッチ」および「トーン」のレンダリング
が行われます。
注意：CINEWARE で「物理」、「スケッチ」、「トーン」のいずれかのレンダ
ラ―を使用してレンダリングするために製品版の Cinema 4D をインストールす
る必要はありませんが、Cinema 4D Lite ではこの変更が行われていないので、
依然として使用できるレンダラ―に制限があります。
マルチパスのアルファチャンネル
アルファチャンネルでマルチパスレイヤーが作成されるようになりました。
C4D レイヤーを同期
「Cinema 4D レイヤー」オプションを有効にすると、コンポジションに C4D レ
イヤーの複数のインスタンス（抽出されたパスを含む）がある場合は、After
Effects で新しい「C4D レイヤーを同期」オプションを使用できます。「レイ
ヤーを設定」をクリックして Cinema 4D レイヤーを有効または無効にする際
に、「C4D レイヤーを同期」を有効にした同じレイヤーのすべてのインスタン
スで変更が同期されます。
CINEWARE の 2 つの同期オプションの違いを次に示します。

AE レイヤーを同期：C4D レイヤーのすべてのインスタンスで「レンダリン
グ設定」と「カメラ」オプションが同期されます。
C4D レイヤーを同期：C4D レイヤーのすべてのインスタンスで
「Cinema 4D レイヤー」設定が同期されます。

その他の変更
「事前計算なし」オプションがデフォルトで有効化されるようになりました。こ
れによって、モーションダイナミクスまたはパーティクルシミュレーションを計
算するための事前計算が無効になります。c4d ファイルで使用されるアニメー
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ションによっては、最終レンダリングで「事前計算なし」を無効にする必要があ
る場合があります。
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ワークスペースとワークフロー
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計画と設定

ページの先頭へ

作業の計画
ストーリーボードと台本（シナリオ）
フッテージの作成、選択および準備
プロジェクト設定
コンポジション設定
パフォーマンス、メモリおよびディスク容量に関して考慮すべき点
コンピューターモニターおよびモバイルデバイスでの再生の計画
クロスプラットフォームプロジェクトに関して考慮すべき点

作業の計画

プロジェクト設定、フッテージの準備、コンポジションの初期設定を適切に行うことにより、最終出力ムー
ビーのレンダリングエラーを防ぎ、期待どおりのレンダリング結果を得ることができます。作業を開始する前
に、After Effects でどのような作業を行い、どのようなムービーを出力するかを計画することをお勧めしま
す。プロジェクトの計画を立て、プロジェクト設定に関する基本事項を決定したら、フッテージを読み込み、
そのフッテージに基づいてレイヤーを組み合わせ、コンポジションを作成します。
プロジェクトを特定のメディアに合わせて設定する最も効果的な方法は、テスト用のムービーをレンダリング
し、実際に使用する機材と同じ種類の機材で再生してみることです。早い段階で問題を発見できるよう、複雑
で時間のかかる作業を行う前にこのテストを行うことをお勧めします。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW Web サイトで、最終的な配布仕様を念頭に置いたプロジェクトの計画
に関する記事を公開しています。
エンコードと圧縮のオプションについて詳しくは、「FAQ：After Effects からのレンダリングおよび書き出し
に最適な形式」を参照してください。

ストーリーボードと台本（シナリオ）

ムービーやビデオの制作プロジェクトは、多くの場合、台本（シナリオ）執筆とストーリーボード作成のプリ
プロダクション作業から始まります。これによって、その後のプロダクション（撮影）およびポストプロダク
ション（編集、サウンドトラック、ビジュアルエフェクトなど）フェーズを効果的にガイドします。
Adobe Story を使用すると、シナリオを共同で執筆および管理し、メタデータを使用して台本から撮影台本、
撮影スケジュール、キャラクターリスト、ショットリストなどを動的に生成できます。また、編集フェーズで
は、Adobe Story から特定のメタデータベースのレポートを生成できます。Adobe Photoshop および Adobe
Illustrator は、ムービーやビデオを撮影するための台本に基づくストーリーボードを作成するのに役立ちま
す。

フッテージの作成、選択および準備

フッテージを読み込む前に、完成したムービーをどのメディアのどの形式で出力するかを決定し、ソースマテ
リアルに最も適した設定を選択します。ほとんどの場合、フッテージは、After Effects に読み込む前に準備し
た方が効率的です。
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注意：

コンポジションフレームと同じサイズのイメージを配置する場合、Adobe Photoshop を使用して、イメージ
のサイズとピクセル縦横比がコンポジションのサイズとピクセル縦横比と一致するようにあらかじめ調整しま
す。After Effects に読み込んだイメージが大きすぎる場合は、コンポジションに必要なメモリが増え、プロ
セッサーにもより高い処理能力が必要となります。また、イメージが小さすぎる場合に目的のサイズに拡大す
ると、イメージの画質が低下します。ピクセル縦横比とフレーム縦横比を参照してください。
一定した照明とカラーでフッテージを撮影できれば、あるいは、単調な処理作業をポストプロダクションで大
量にこなす必要がないよう撮影できれば、クリエイティブな作業に多くの時間を割くことができます。
可能な限り、圧縮されていないフッテージまたはロスレス圧縮でエンコードされたフッテージを使用すること
をお勧めします。非可逆圧縮が一部のデータを破棄して復元できない（生成ロス）のに対して、ロスレス圧縮
は、元に戻すことができるので、キーイングやモーショントラッキングなどの操作でより良い結果をもたらし
ます。MPEG-2 または MPEG-4 カメラ形式で使用される圧縮方法など、特定の種類の圧縮方法は、カラー
キーイングには特に不向きです。これは、ブルースクリーンやグリーンスクリーンを使用するキーイングで重
要になる、色の微妙な差異が破棄されるためです。ロスレス圧縮以外のファイルの圧縮は、最終レンダリング
で行うのが最も効果的です。キーイングの概要とリソースを参照してください。
出力時のフレームレートと同じフレームレートのフッテージを使用することをお勧めします。それによ
り、After Effects でフレームブレンドなどの方法を使用して不足分のフレームを補わずにすみます。フレーム
レートを参照してください。
After Effects で行う作業と出力するムービーの種類により、フッテージの撮影方法や作成方法も変わります。
例えば、モーショントラッキングを使用してアニメートする場合は、トラッキングマーカーを使用するなど、
モーショントラッキングに最適な方法で映像を撮影することをお勧めします。モーショントラッキングのワー
クフローを参照してください。

ポストプロダクションのための「ヘッドルーム」が必要な場合、目的が偽装パンとズームか、スタビライズか
を問わず、最終的な配布に必要なフレームサイズよりも大きなサイズで撮影することも検討してください。

プロジェクト設定

プロジェクト設定は、時間の表示形式、プロジェクトのカラーデータの処理方法および使用するオーディオの
サンプルレートの 3 つの基本カテゴリに分類されます。これらの設定のうちカラー設定は、フッテージファイ
ルを読み込むときのカラーデータの処理方法、作業時のカラーの計算方法、最終出力時のカラーデータの変換
方法に影響するため、プロジェクトの作業を本格的に始める前に設定内容をよく吟味する必要があります。カ
ラーマネジメントおよびタイムコードと時間の表示単位を参照してください。
プロジェクトのカラーマネジメントを有効にすると、作業中に表示しているのと同じ色が、ムービーにしたと
きにも再現されます。

プロジェクトパネルの下部に表示されているプロジェクトの色深度をクリックして、プロジェクト設
定ダイアログボックスを開きます。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリッ
クすると、色深度が 8 bpc、16 bpc、32 bpc と順番に切り替わります。色深度と広ダイナミックレンジカラー
を参照してください。

コンポジション設定

フッテージアイテムを準備して After Effects に読み込んだら、それらのフッテージアイテムを使用してコンポ
ジションにレイヤーを作成し、アニメーションやエフェクトの適用を行います。コンポジションを作成すると
きは、最終的なレンダリング結果に合わせて、解像度、フレームサイズ、ピクセル縦横比などのコンポジショ
ン設定を行います。コンポジションの設定は随時変更できますが、最終出力で期待どおりの結果を得るには、
新しいコンポジションを作成するときに正しく設定しておくことをお勧めします。例えば、コンポジションフ
レームのサイズは、再生メディアのイメージサイズに合わせる必要があります。コンポジション設定を参照し
てください。

コンポジションを複数のメディア形式にレンダリングする、および書き出す場合は、コンポジションのピ
クセルサイズはその中で最も高い出力ピクセルサイズに合わせて設定します。後で、レンダーキューパネ
ルで出力モジュールを使用して、各形式ごとにコンポジションをエンコードする、および書き出すことが
できます。出力モジュールと出力モジュールの設定を参照してください。
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パフォーマンス、メモリおよびディスク容量に関して考慮すべき点

大きいコンポジションで作業している場合は、パフォーマンスを改善するように、After Effects やコンピュー
ターの設定を変更してください。複雑なコンポジションをレンダリングするには大量のメモリが必要です。ま
た、レンダリングしたムービーを保存するのに大量のディスク容量が必要になる場合もあります。例えば 3 時
間のムービーをレンダリングする前には、レンダリングしたムービーを保存するのに十分なディスク容量があ
ることを確認してください。出力ファイルの保存要件を参照してください。
ソースフッテージファイルが低速のディスクドライブ上（または低速のネットワーク接続の先）にあると、パ
フォーマンスが低下します。可能な限り、プロジェクトで使用するソースフッテージファイルは高速のローカ
ルディスクドライブ上に置いてください。ドライブは、ソースフッテージファイル用、アプリケーションの実
行用および出力の書き出し用に 3 つあるのが理想的です。
詳しくは、処理速度を改善するおよびメモリとマルチプロセッサーの環境設定を参照してください。

コンピューターモニターおよびモバイルデバイスでの再生の計画

コンピューターやモバイルデバイスで再生するムービーを作成する場合、Web からダウンロードされるか、
メディアドライブから再生されるか、またはサイトからストリーミングされるかにかかわらず、意図した配信
品質を妥協することなくファイルサイズを低く維持するように、圧縮設定、レンダリング設定および出力モ
ジュール設定を指定します。高データレートのムービーは、古いデバイスでは適切に再生できない可能性があ
ることを考慮します。また、大きなムービーを低速データネットワークでダウンロードするには時間がかかり
ます。
ムービーをレンダリングする際は、最終的に再生するメディアに適したファイルの種類とエンコーダーを選択
します。そのムービーを再生するシステムには、対応するデコーダが必要です。一般的なコーデック（エン
コーダー／デコーダ）には、Flash Player、Windows Media Player、QuickTime Player などのメディアプレー
ヤとともにインストールされるコーデックがあります。
Adobe Media Encoder CC には、モバイルデバイス、放送、映画、Web ビデオなどの様々なプラットフォー
ムおよびフォーマット用に事前に定義された設定を含むプリセットが用意されています。Media Encoder のプ
リセットについて詳しくは、プリセットブラウザーの使用を参照してください。 

After Effects でのレンダリングと書き出しについて詳しくは、レンダリングと書き出しの基本を参照してくだ
さい。
Web およびモバイルデバイス向けの書き出しの記事では、Web およびモバイルデバイス向けのビデオの書き
出しに関する重要なヒントを紹介しています。
After Effects のエンコードと圧縮のオプションについて詳しくは、「FAQ：After Effects からのレンダリング
および書き出しに最適な形式」を参照してください。

モバイルデバイス

携帯電話やタブレットなどのモバイルデバイスで再生するムービーの作成時に考慮しなければならない点は、
コンピューターで再生するムービーを作成する場合と似ていますが、制限事項は厳しくなります。携帯電話に
よって容量（ディスクスペース）と処理力は異なるので、ムービーのファイルサイズとデータレートをより厳
密に設定する必要があります。
画面サイズ、ビデオフレームレートおよび色域は、モバイルデバイスの種類によって大きく異なります。 

モバイルデバイス向けのビデオを撮影する際は、次の点に注意してください。
タイトショットのほうが適しています。小さなスクリーンでは見にくいため、できる
だけ被写体に近づいて撮影してください。
被写体に十分照明を当てて背景と区別できるようにしてください。背景と被写体のカ
ラーおよび明るさの値が近すぎないようにしてください。
過度のズームと回転を避けてください。圧縮に時間がかかる場合があります。
（ぶれのない）安定したビデオは圧縮しやすいため、カメラのぶれが最小限に抑えら
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れるよう三脚を使用してビデオを撮影してください。
オートフォーカスや自動露出調整機能は使用しないでください。これらの機能を使用
すると、フレーム間でイメージ内のすべてのピクセルの外観が変わってしまうため、
フレーム間エンコード方式を使用して圧縮しても効果があまりありません。

After Effects をモバイルデバイス向けに使用する場合は、このヒントを使用してください。
モバイルデバイス用には低いフレームレートを使用してください（12 ～ 24 fps）。
最終出力をレンダリングする前に、モーションスタビライズツールとノイズ軽減エ
フェクトまたはブラーエフェクトを使って、ファイルサイズを小さくします。
対象のモバイルデバイスにカラーパレットを合わせます。一般に、モバイルデバイス
の色域は限られています。 
ズームインやズームアウトの代わりにカットやその他の高速トランジションを使用す
るか、フェードやディゾルブを使用してください。高速カットを使用すると、圧縮が
さらに容易になります。

 

 

クロスプラットフォームプロジェクトに関して考慮すべき点

After Effects プロジェクトファイルは、Mac OS と Windows の両プラットフォームに対応していますが、同
じプロジェクトを両方のプラットフォームで使用した場合、フッテージファイルやその他のファイルの場所や
命名規則などのいくつかの要素に関して問題が発生する場合があります。

プロジェクトファイルパス

プロジェクトファイルを別のコンピューターに移動して開こうとすると、After Effects では、まずプロジェク
トファイルが保存されているフォルダー、次にファイルの元のパスまたはフォルダーの場所、最後にプロジェ
クトが保存されているディレクトリのルートの順にプロジェクトのフッテージファイルが検索されます。
クロスプラットフォームプロジェクトを作成している場合は、Windows と Mac OS の両システムで同じ絶対
パスを使用すると便利です。フッテージとプロジェクトが別のボリュームに存在する場合は、プロジェクトを
開く前に適切なボリュームがマウントされ、ネットワークボリューム名が両方のシステムで一致することを確
認してください。
フッテージをプロジェクトファイルと同じフォルダーに格納したり、そのフォルダー内の別のフォルダーに格
納すると、ファイル管理が楽になります。次に階層の例を示します。
/newproject/project_file.aep

/newproject/source/footage1.psd

/newproject/source/footage2.avi

新規プロジェクトフォルダーをそのまま別のプラットフォームにコピーすると、すべてのフッテージが正しく
検索されます。

「ファイルを収集」コマンドを使用して、プロジェクト内のすべてのファイルのコピーを 1 つのフォル
ダーにまとめ、そのフォルダーを別のプラットフォームに移動することもできます。1 つの場所へファイ
ルを収集するを参照してください。

ファイル名設定規則

フッテージとプロジェクトファイルには、適切なファイル拡張子が付いた名前を設定します（例え
ば、QuickTime ムービーには .mov、After Effects プロジェクトには .aep など）。ファイルを Web で使用す
る場合は、該当する拡張子とパスの規則に従ってファイル名を設定します。

サポートされているファイル形式
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一方のプラットフォームでサポートされているファイル形式が、もう一方のプラットフォームではサポートさ
れていない場合があります。サポートされている読み込み形式およびサポートされている出力形式を参照して
ください。

リソース

フォント、エフェクト、コーデック、その他のリソースを含むすべてのリソースが両方のシステムで使用可能
であることを確認します。これらのリソースは、ほとんどの場合プラグインです。
一方のオペレーティングシステムで作成したプロジェクトにネイティブの After Effects エフェクトを使用した
場合、このプロジェクトをもう一方のオペレーシングシステムに転送してもそのエフェクトは動作します。た
だし、サードパーティ製のエフェクトやその他のサードパーティ製のプラグインは、転送先のシステムにもそ
のプラグインがインストールされている場合でも正常に動作しない場合があります。そのような場合は、それ
らのサードパーティ製のエフェクトを適用し直す必要があります。

以下も参照してください
Adobe Story のワークフロー
コンポジション設定
出力モジュールと出力モジュールの設定
レンダリング設定
プラグイン
フォント
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セットアップとインストール
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ソフトウェアのインストール
ソフトウェアのライセンス認証

ソフトウェアのインストール

Adobe After Effects ソフトウェアをインストールする前に、必要システム構成を確認してください。
フルバージョンの Adobe After Effects のほかに、追加コピーを別のコンピューターにインストールすること
で、ネットワークレンダリングをするときに After Effects のレンダリングエンジンとして使用できます。

Adobe After Effects CC のレンダリングのみのインスタンスのインストール

始める前に：
Creative Cloud アプリケーションを 2 台のコンピューターにインストールしている場合、任意のアプリケー
ションを開いて、ヘルプメニューからサインアウトを選択することで、その内の 1 台からサインアウトしま
す。
After Effects のレンダリングのみのインスタンスをインストールしたら、このコンピューターの Creative
Cloud にサインインし直すことができます。

After Effects CC のレンダリングのみのインスタンスをインストールするには、次の操作を実行します。
1. 製品ページに移動して、After Effects CC をダウンロードおよびインストールします。
2. インストールが完了したら、After Effects を起動します。
3. ヘルプメニューからサインアウトを選択します。
4. After Effects を終了します。
5. このブログ記事で説明しているとおりに、ae_render_only_node.txt ファイルを作成して
配置します。

体験版における制限

After Effects の体験版には、After Effects のフルバージョンに含まれるコーデックがすべて付属しています。
このため、体験版を使用して、サポートされているすべてのファイル形式で読み込みと書き出しをおこなうこ
とができます。

また、After Effects の体験版には、Keylight プラグイン、mocha-AE、mocha shape、Cycore（CC）エフェ
クトおよびColor Finesse が含まれています。

After Effects に一部のサードパーティ製コンポーネントがインストールされていない場合は、ライセンスされ
ているすべてのコンポーネントが正しくインストールされていることをシステム管理者に確認してもらってく
ださい。
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ソフトウェアのライセンス認証

単一ユーザーライセンスの認証で 2 台のコンピューターがサポートされます。例えば、仕事場のデスクトップ
コンピューターと自宅のラップトップコンピューターにソフトウェアをインストールできます。
製品のライセンス認証について詳しくは、「お読みください」ファイルまたはアドビ システムズ社の Web サ
イトを参照してください。

以下も参照してください
監視フォルダーとレンダリングエンジンを使用したネットワークレンダリング
プラグイン
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一般ユーザーインターフェイスアイテム

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ツールをアクティブにする
パネル、ビューア、およびコンテキストメニューを開く
列
タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの検索とフィルター
マウスホイールを使用したスクロールとズーム
変更を取り消す
After Effects ユーザーインターフェイスのヒント

ツールをアクティブにする

ツールパネルは、アプリケーションウィンドウの上の方に横長のツールバーとして表示することも、通常の
ドッキング可能なパネルとして表示することもできます。

いくつかのツールでは、ツールパネルでツールを選択したときだけ関連するコントロールが表示され
ます。

ツールのボタンをクリックします。ボタンの右下隅に小さい三角形が付いている場合は、
マウスのボタンを押したままにすると、隠れていたツールが表示されます。その後、必要
なツールをクリックしてアクティブにします。
ツールのキーボードショートカットを押します（ツールのボタン上にポインターを置く
と、ツールヒント（ツール名とキーボードショートカット）が表示されます）。
ツールカテゴリ内に表示されていないツールに切り替えるには、ツールカテゴリのショー
トカットキーを繰り返し押します（例えば、ペンツールを切り替えるには、Q キーを繰り
返し押します）。
一時的にツールをアクティブにするには、ツールのキーを押したままにします。キーを放
すと、前のアクティブなツールに戻ります（この方法が使用できないツールもありま
す）。
一時的に手のひらツールをアクティブにするには、スペースバー、H キーまたはマウスの
中央ボタンを押したままにします（マウスの中央ボタンを押したままにしても、統合カメ
ラツールがアクティブな場合などは、手のひらツールがアクティブになりません）。

コンポジション、レイヤーまたはフッテージパネルでパンするには、手のひらツールをドラッグします。
パンを高速にするには、Shift キーも押します。

アクティブなツールに関係のあるパネルの表示と非表示を切り替えるには、パネルボタン  をクリックしま
す。例えば、ペイントツールがアクティブなときに、このボタンをクリックすると、ペイントパネルとブラシ
パネルが開くか閉じます。ツールパネルで「パネルを自動的に開く」オプションを選択すると、特定のツール
をアクティブにしたときにパネルが自動的に開きます。

パネル、ビューア、およびコンテキストメニューを開く
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

パネルメニューには、アクティブなパネルやフレームに関係のあるコマンドがあります。ビューアメニューに
は、ビューアで表示できるコンポジション、レイヤー、フッテージアイテムのリスト、アイテムを閉じるコマ
ンド、およびビューアをロックするコマンドがあります。コンテキストメニューには、コンテキストクリッ
クのアイテムに関連するコマンドが含まれています。After Effects のユーザーインターフェイスの多くの項目
には、コンテキストメニューが関連付けられています。コンテキストメニューを使用すると、作業が高速かつ
簡単になります。

パネルメニューを開くには、パネルの右上隅にあるボタン  をクリックします。
ビューアメニューを開くには、ビューアのタブでアクティブなコンポジション、レイ
ヤー、またはフッテージアイテムの名前をクリックします。
コンテキストメニューを開くには、右クリックするか（Windows）、Control キーを押し
ながらクリック（Mac OS）します。この操作は、コンテキストクリックとも呼ばれま
す。

列

プロジェクトパネル、タイムラインパネル、レンダーキューパネルには、列に分かれている部分があります。

列を表示または非表示にするには、列見出しを右クリック（Windows）または Control
キーを押しながらクリック（Mac OS）して「列を表示」を選択するするか、パネルメ
ニューから「列を表示」を選択して、表示または非表示にする列を選択します。チェック
マークは、その列が表示されていることを示します。

通常、プロジェクトパネルおよびタイムラインパネルでの検索機能およびフィルター機能は、表示さ
れている列のコンテンツに対してのみ動作します。

列を並べ替えるには、列名を選択して、別の位置にドラッグします。
列のサイズを変更するには、列名の横の区切りをドラッグします。サイズを変更できない
列もあります。
プロジェクトパネルのフッテージアイテムをソートするには、列の見出しをクリックしま
す。逆順でソートするには、もう一度クリックします。

タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの
検索とフィルター

プロジェクト、タイムライン、およびエフェクト＆プリセットパネルには、パネル内のアイテムのフィルター
に使用できる検索フィールドがあります。

検索フィールドに挿入ポイントを置くには、検索フィールド内をクリックします。
アクティブなパネルの検索フィールドに挿入ポイントを置くには、ファイル／検索を選択
するか、Ctrl +F キー（Windows）または Command+F キー（Mac OS）を押します。
検索フィールドの内容を削除するには、検索フィールドでテキストの右側に表示される 
ボタンをクリックします。

検索フィールドに入力すると、パネル内のアイテムのリストにフィルターが適用され、一部のアイテムが表示
され、その他のアイテムが非表示になります。入力した検索クエリと一致するエントリを持つアイテムだけが
表示されます。コンテキストを示すため、一致したアイテムが含まれるフォルダー、レイヤー、カテゴリまた
はプロパティグループも表示されます。
通常、表示されている列内のテキストだけがフィルタリング処理で検索されます。例えば、コメントの内容で
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検索およびフィルタリングするには、コメント列を表示する必要があります（列を参照）。
コンポジションで 1 つまたは複数のレイヤーが選択されている場合、タイムラインパネル内のフィルタリング
処理は選択したレイヤーだけが対象になります。この場合、選択されていないレイヤーは、検索クエリと一致
しなくても除外されません（非表示になりません）。ただし、コンポジション内に選択されているレイヤーが
ない場合、フィルタリング処理はコンポジション内のすべてのレイヤーが対象になります。この動作は、レイ
ヤーのプロパティのショートカットキーを押すことでプロパティの表示と非表示を切り替える動作と同じです
（タイムラインパネルでプロパティの表示／非表示を切り替えるを参照）。

検索フィールドを消去して検索を終了すると、展開したフォルダーとプロパティグループが折りたたまれ
ます（閉じます）。このため、フィルタリング処理で見つかったアイテムを操作する場合は、検索フィー
ルドを消去して検索を終了する前に操作したほうが簡単です。

プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルの検索フィールドに入力するテキストにスペースが含まれる場
合、スペースはAND 演算子として処理されます。例えば dark solid と入力した場合、Dark Red Solid や
Dark Gray Solid という名前のフッテージアイテムやレイヤーが一致します。エフェクト＆プリセットパネル
の検索フィールドでは、スペースはスペース文字として処理されます。例えば、change color と入力した
場合、Change Color エフェクトは一致し、Change To Color エフェクトは一致しません。
プロジェクト、タイムラインおよびエフェクト＆プリセットパネルでは、OR 検索が許可されます。OR 検索
では、コンマは OR を表し、AND 演算子がある場合、OR 演算子よりも優先されます。例えば、ブラーエ
フェクトの量を決定するプロパティには、「量」、「ブラー」、「ブラーの半径」というプロパティがありま
す。「量, ブラー, 半径」を検索した場合、すべてのブラーエフェクトの等しい値が表示されます。
検索フィールドに入力すると、入力した内容に一致する最近の検索文字列が表示されます。
この検索方法では、検索フィールドの検索アイコンをクリックして表示されるメニューを使用して、頻繁に使
用する項目を保存することができます。検索メニューは 2 つのリストで構成されていて、分割線で区切られて
います。上部リストには、最近検索した 6 個の語句が最近のものから順に表示されます。下部リストには、保
存された検索項目が含まれます。語句を入力すると、それに合わせて上部リストがフィルタリングされて一致
する語句が表示されます。
検索項目を保存するには、Shift キーを押しながら、検索メニューの上部リストで検索項目
をクリックします。最大 10 個の項目を保存できます。
上下どちらのリストについても、保存されている検索項目をリストから削除するには、削
除する項目にマウスカーソルを合わせてハイライトし、Delete キーまたは Backspace
キーを押します。

パネルでの検索およびフィルタリングに関する機能については、Video2Brain の Web サイトのビデオを参照
してください。

プロジェクトパネルでの検索例

名前またはコメントに特定の文字列が含まれるフッテージアイテムだけを表示するには、
その文字列を入力します。
ソースファイルが見つからないフッテージアイテムだけを表示するには、不明を入力しま
す（この検索は、ファイルパス列が表示されているかどうかに関係なく機能します。これ
は、表示されている列だけが検索されるという一般的な規則の例外です）。
未使用のフッテージアイテムだけを表示するには、未使用を入力します。
使用しているフッテージアイテムだけを表示するには、使用を入力します。
Cineon のフッテージアイテムだけを表示するには、種類列を表示した状態で Cineon と
入力します。

タイムラインパネルでの検索例

名前またはコメントに特定の文字列が含まれるレイヤーとプロパティだけを表示するに
は、その文字列を入力します。例えば、パペットスターチツールで作成したピンを表示す
るには、スターチと入力します。
特定のメソッドを使用するエクスプレッションがあるプロパティだけを表示するには、そ
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

のメソッド名を入力します。
特定のラベルを持つレイヤーだけを表示するには、ラベル名を入力します。（レイヤー、
コンポジッション、フッテージアイテムのカラーラベルを参照）。

ラベル名を示すコンテキストメニューを表示するには、ラベルのサンプルをクリックします。また、ラベ
ル列の見出しの右端をドラッグして列を拡張をして、ラベル名を読むこともできます。

マウスホイールを使用したスクロールとズーム

マウスホイールを使用してタイムライン、コンポジション、レイヤーおよびフッテージパネルをズームインで
きます。マウスホイールを使用して、タイムライン、プロジェクト、レンダーキュー、フローチャート、エ
フェクトコントロール、メタデータおよびエフェクト＆プリセットパネルをスクロールできます。

パネルの中央、またはトラッキング時のターゲット領域を拡大するには、マウスホイール
を前に回します。
パネルの中央、またはトラッキング時のターゲット領域を縮小するには、マウスホイール
を後ろに回します。
ポインターを置いている領域を拡大するには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながらマウスホイールを前に回します。タイムラインパネル、フッ
テージパネル、レイヤーパネルでこの操作を行うと、タイムナビゲーターまたは時間ス
ケール上のポインターのある時間がズームされます。
ポインターを置いている領域を縮小するには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながらマウスホイールを後ろに回します。タイムラインパネル、フッ
テージパネル、レイヤーパネルでこの操作を行うと、タイムナビゲーターまたは時間ス
ケール上のポインターのある時間がズームされます。
縦にスクロールするには、マウスホイールを前後に回します。
横にスクロールするには、Shift キーを押しながら、マウスホイールを前後に回します。タ
イムラインパネル、フッテージパネル、レイヤーパネルで Shift キーを押しながらマウス
を後ろに動かすと、タイムナビゲーターまたは時間スケール上のポインターのある時間を
基点に時間が先に進みます。逆に前に動かすと、時間が前に戻ります。

パネルが現在アクティブでなくても、ポインターがパネル上にあれば、マウスホイールを動かしてスク
ロールまたはズームできます。

変更を取り消す

プロジェクトデータの変更操作だけを取り消せます。例えば、プロパティ値の変更は取り消せますが、パネル
のスクロール操作やツールのアクティブ化を元に戻すことはできません。
プロジェクトに最近加えられた 99 件の変更を順に取り消すことができます。

レイヤーの表示中に誤って内容を変更ないようにするには、変更しないレイヤーをロックします。

直前の変更を取り消すには、編集／[操作名]の取り消しを選択するか、Ctrl+Z
キーを押します。
ある時点以後の変更をすべて取り消すには、編集／ヒストリーを選択し、取り消す最初の
変更を選択します。
プロジェクトを最後に保存した状態に戻すには、ファイル／復帰を選択します。最後に保
存してから行った変更と読み込んだフッテージアイテムがすべてなくなります。この操作
を元に戻すことはできません。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

After Effects ユーザーインターフェイスのヒント

Windows では、ClearType によるテキストのアンチエイリアス機能を使用できま
す。ClearType を使うと、メニューやダイアログボックスなどのシステムテキストの輪郭
が鮮明になり、読みやすくなります。ClearType によるテキストのアンチエイリアスを有
効にする方法は、Windows のヘルプを参照してください。
ツールヒントを表示するには、「ツールヒントを表示」をオンにします（Windows では編
集／環境設定、Mac OS では After Effects／環境設定／一般設定を選択します）。
ワークスペースに情報パネルが含まれる場合、情報パネルを、可能な場合のみ、パネルグ
ループ内で常に他のパネルよりも前面に表示することができます。情報パネルには After
Effects で実行されている処理やポインターの下にあるアイテムの情報に関するメッセージ
が表示されます。
コンテキストメニューを使用します。
ショートカットキーを使うことをお勧めします。

以下も参照してください
ツールを使用するためのキーボードショートカット
エフェクト＆プリセットパネル
フッテージアイテムの整理、表示、管理、トリム
レイヤーを選択する
プレビュー用にイメージをズームする
コンポジションの時間スケールのズームインおよびズームアウト
カメラツールを使用して、カメラビューまたは作業用 3D ビューを移動または調節する
レイヤーをロックまたはロック解除する
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ワークフロー
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After Effects での全般的ワークフロー
基本的なワークフローチュートリアル：簡単なムービーの作成

After Effects での全般的ワークフロー

After Effects での全般的ワークフローの概要

Adobe After Effects を使用して、単純なタイトルをアニメートする場合も、複雑なモーショングラフィックを
作成する場合も、リアルなビジュアルエフェクトをコンポジットする場合も、通常は共通の基本的なワークフ
ローに従います。ただし、一部の手順を繰り返したり省略することはあります。例えば、すべての要素が適切
になるまで、レイヤープロパティの変更、アニメート、プレビューという手順を繰り返したり、After Effects
でグラフィック要素を作成する場合はフッテージの読み込みを省略したりします。

1.フッテージを読み込んで準備する

プロジェクトを作成したら、プロジェクトパネルでフッテージをプロジェクトに読み込みます。After Effects
は、多くの一般的なメディアフォーマットを自動的に変換しますが、フレームレートやピクセル縦横比などの
属性の変換方法を指定することもできます。フッテージパネルで各アイテムを表示し、コンポジションに合わ
せて、開始時間と終了時間を設定できます。詳しくは、フッテージアイテムの読み込みと変換を参照してくだ
さい。

2.コンポジションでレイヤーを作成、配置、コンポジットする

1 つまたは複数のコンポジションを作成します。どのようなフッテージアイテムでも、コンポジション内の 1
つまたは複数のレイヤーのソースにすることができます。レイヤーは、コンポジションパネル内で空間的に配
置できます。または、タイムラインパネルを用いて配置することもできます。レイヤーを 2 次元で重ねた
り、3 次元に配置したりできます。複数のレイヤーの画像をコンポジットすなわち合成するには、マスク、描
画モード、キーイングツールを使用します。シェイプレイヤー、テキストレイヤー、ペイントツールを使用し
て、独自のビジュアル要素を作成することもできます。詳しくは、コンポジションの基本、レイヤーの作成、
透明化、不透明化、合成、シェイプレイヤー、パス、ベクトルグラフィックの概要、およびテキストレイヤー
の作成と編集を参照してください。

3.レイヤープロパティを変更してアニメートする

サイズ、位置、不透明度など、レイヤーの任意のプロパティを変更できます。キーフレームとエクスプレッ
ションを使って、あらゆる組み合わせで時間の経過とともに変化するレイヤープロパティを作成することがで
きます。動きをスタビライズしたり、あるレイヤーを他のレイヤーのモーションに追随して動かすには、モー
ショントラッキングを使用します。詳しくは、アニメーションの基本、エクスプレッションの基本、および
モーションのトラッキングとスタビライズを参照してください。

4.エフェクトを追加してエフェクトプロパティを変更する
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エフェクトの任意の組み合わせを追加して、レイヤーの外観またはサウンドを変更できるほか、ビジュアル要
素を一から作成することもできます。何百ものエフェクト、アニメーションプリセット、およびレイヤースタ
イルを適用することができます。また、自分のアニメーションプリセットを作成し保存することもできます。
エフェクトプロパティグループに含まれるレイヤープロパティであるエフェクトプロパティをアニメートする
ことも可能です。詳しくは、エフェクトおよびアニメーションプリセットの概要を参照してください。

5.プレビュー

お使いのコンピューターモニター上または外部ビデオモニター上でのコンポジションのプレビューは、複雑な
プロジェクトであっても短時間で行えて有益です。プレビューの速度と画質は、解像度とフレームレートを指
定したり、プレビューするコンポジションのエリアとデュレーションを限定したりすることで変更できます。
カラーマネジメント機能を使って、別の出力装置でムービーがどう見えるかプレビューすることができます。
詳しくは、プレビューおよびカラーマネジメントを参照してください。

6.レンダリングして書き出す

レンダーキューに 1 つまたは複数のコンポジションを追加し、選択した画質設定でレンダリングしたり、指定
した形式のムービーを作成したりします。ファイル／書き出しまたはコンポジション／レンダーキューに追
加を使用できます。
詳しくは、 Adobe Media Encoder のレンダリングと書き出しの基本セクションを参照してください。

After Effects の使用方法

After Effects での全般的ワークフローのオンラインリソース

Classroom in a Book から抜粋された、After Effects の全般的ワークフローの概要をお読みください。
Trish と Chris Meyer による The After Effects Apprentice から抜粋された PDF で、基本的なアニメーション
を作成するための概要をお読みください。
After Effects プロジェクトナビゲーションの概要については、Jeff Sengstack と Infinite Skills によるビデオ
チュートリアル「Walking Through A Mini Project」を参照してください。

基本的なワークフローチュートリアル：簡単なムービーの作成

このチュートリアルでは、After Effects がすでに起動していて、空の初期設定プロジェクトを変更していない
ことを想定しています。このサンプルでは、フッテージの読み込みの手順はスキップして、その代わりに独自
の合成画像要素を作成する方法を紹介しています。最終ムービーのレンダリングが完了すると、ムービーを
After Effects に読み込んで、その他のフッテージアイテムと同じ方法で表示および使用できます。
After Effects では、マウスやメニューで操作したり、一般的なタスクに割り当てられたショートカットキーで

After Effects の使用を開始するために役立つ
リソースのコレクションについては、Todd
Kopriva のブログを参照してください。... 詳
細
http://blogs.adobe.com/aftereffects/2010/01/g...

提供者 Todd Kopriva
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操作したりすることができます。このサンプルでは、ひとつの操作にメニューコマンドとショートカットキー
の両方が記載されています。まずメニューコマンドの場所を紹介し、次に作業効率化のためのショートカット
キーを紹介しています。実際の作業では、ショートカットキーとメニューコマンドを自由に組み合わせてご使
用ください。

1. 新規コンポジションを作成します。

コンポジション／新規コンポジションを選択します。
Ctrl+N キー（Windows）または Command+N キー（Mac OS）を押します。

2. コンポジション設定ダイアログボックスのデュレーション値に 5.00（5 秒）を入力し、
プリセットポップアップメニューから「Web ビデオ」を選択し、「OK」をクリックしま
す。

3. 新規テキストレイヤーを作成します。

レイヤー／新規／テキストを選択します。
Ctrl+Alt+Shift+T キー（Windows）または Command+Option+Shift+T キー（Mac
OS）を押します。

4. 氏名を入力します。テンキーパッドの Enter キーを押すか、キーボードの Ctrl+Enter
キー（Windows）または Command+Return キー（Mac OS）を押して、テキスト編集
モードを終了します。

5. 位置プロパティの初期キーフレームを設定します。

タイムラインパネルでレイヤー名の左側にある三角形をクリックし、トランスフォー
ムグループ名の左側にある三角形をクリックして、位置プロパティ名の左側にあるス
トップウォッチボタン  をクリックします。
Alt+Shift+P キー（Windows）または Option+Shift+P キー（Mac OS）を押します。

6. 選択ツールを使用します。

ツールパネルで選択ツールボタンをクリックします。
V キーを押します。

7. 選択ツールを使用して、テキストをコンポジションパネルのフレームの左下隅にドラッグ
します。

8. コンポジションの最後のフレームに現在の時間インジケーターを移動します。

タイムラインパネルで現在の時間インジケーターをタイムラインの右端にドラッグし
ます。
End キーを押します。

9. 選択ツールを使用して、テキストをコンポジションパネルのフレームの右上隅にドラッグ
します。

位置プロパティの新規キーフレームがこの時間で作成されます。モーションは 2 つの
キーフレーム値の間で補間されます。

10. プレビューを使用してアニメーションをプレビューします。

プレビューパネルで「再生」ボタン  をクリックします。再生ボタンをもう一度ク
リックすると、プレビューが停止します。
スペースバーを押します。スペースバーをもう一度押すと、プレビューが停止しま
す。

11. グローエフェクトを適用します。

エフェクト／スタイライズ／グローを選択します。
エフェクト＆プリセットパネルの上部にある検索フィールドに「グロー」と入力し
て、グローエフェクトを検索します。エフェクト名をダブルクリックします。

12. レンダーキューパネルで、「出力先」の右側にある下線付きのテキストをクリックしま
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す。ムービーを出力ダイアログボックスで、出力ムービーファイルの名前と保存場所を選
択し、「保存」をクリックします。保存場所には、デスクトップなどの簡単に見つかる場
所を指定します。

13. 「レンダリング」ボタンをクリックして、レンダーキューのすべてのアイテムを処理しま
す。レンダーキューパネルには、レンダリング処理の進行状況が表示されます。レンダリ
ングが完了すると、音で通知されます。

これで、ムービーの作成、レンダリング、書き出しが終了しました。
作成したムービーを After Effects に読み込んでプレビューしたり、ムービーファイルを直接 QuickTime
Player、Windows Media Player などのムービープレーヤで再生したりできます。

以下も参照してください
ツールを使用するためのキーボードショートカット
フッテージアイテムを読み込む
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Dynamic Link と After Effects
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Dynamic Link について
Dynamic Link を使用した After Effects コンポジションの作成とリンク
After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する
動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する
Dynamic Link を使用して Adobe Premiere Pro にリンクされたシーケンスを作成する
Dynamic Link のパフォーマンス
Adobe Media Encoder への書き出し

注意：Dynamic Link 機能は、2014 リリースの After Effects CC と 2014 リリースの Premiere Pro CC のよう
に、同じメジャーバージョンのアプリケーション間でのみ動作します。Dynamic Link 機能は、After Effects
CC と Premiere Pro CS6 のように、異なるメジャーバージョンのアプリケーション間のみでは動作しませ
ん。

Dynamic Link について

これまで、ポストプロダクションアプリケーション間で編集素材を共有するには、作業内容をあるアプリケー
ションでレンダリングおよび書き出した後、別のアプリケーションに読み込む必要がありました。これは非効
率的で、時間のかかるワークフローでした。元のアセットに変更を加えるには、アセットを再度レンダリング
して書き出す必要がありました。いくつものバリエーションをレンダリングして書き出しておくとディスク領
域を消費し、さらにファイル管理の問題も発生します。
Dynamic Link は、このワークフローに替わる方法を提供しています。After Effects と Adobe Premiere Pro の
間に Dynamic Link を作成できるようにするものです。Dynamic Link の作成は、他の種類のアセットを読む込
む操作と同じ程度に簡単です。Dynamic Link を設定したアセットは、見分けやすいように独特のアイコンと
ラベル色で表示されます。Dynamic Link は、前述のアプリケーションで生成されたプロジェクトに保存され
ます。

Dynamic Link を使用した After Effects コンポジションの作成とリンク

Adobe Premiere Pro から、新しい After Effects コンポジションとこれらのコンポジションへの Dynamic Link
を作成できます。Adobe Premiere Pro から、既存の After Effects コンポジションに Dynamic Link を作成する
こともできます。

Adobe Premiere Pro 上のクリップからのコンポジション作成

Adobe Premiere Pro で選択したクリップを、それらのクリップに基づいて、Dynamic Link を設定した After
Effects コンポジションで置き換えることができます。新しいコンポジションには Adobe Premiere Pro のシー
ケンス設定が引き継がれます。

1. Premiere Pro を開いて、置き換えるクリップを選択します。

2. 選択したクリップを右クリックします。
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3. 「After Effects コンポジションに置き換え」を選択します。

After Effects が開き（まだ開いていない場合）、新しいリンクされたコンポジションが作
成されます。

Adobe Premiere Pro からのダイナミックリンクコンポジション作成

Adobe Premiere Pro から新しいダイナミックリンクコンポジションの作成操作を実行すると、After Effects が
起動します。After Effects では、実行元のプロジェクトに基づくサイズ、ピクセル縦横比、フレームレート、
オーディオサンプルレートを使用して、プロジェクトとコンポジションが作成されます（After Effects が既に
実行されている場合は、現在のプロジェクトでコンポジションが作成されます）。新しいコンポジションに
は、Adobe Premiere Pro プロジェクト名の後に「リンクコンポ [番号]」を付加した名前が設定されます。

1. Adobe Premiere Pro で、ファイル／Adobe Dynamic Link／新規 After Effects コンポジ
ションを選択します。2014 バージョンの Premiere Pro では、メディアブラウザーを使用
してコンポジションを読み込むことができます。詳しくは、Premiere Pro の次のセク
ションを参照してください。
メディアブラウザーでのファイルの読み込み
Adobe Dynamic Link

2. After Effects の別名で保存ダイアログボックスが表示された場合は、After Effects プロ
ジェクトの名前と保存場所を入力し、「保存」をクリックします。

ダイナミックリンク After Effects コンポジションを作成すると、コンポジションの
デュレーションは 30 秒に設定されます。再生時間を変更するには、AfterEffects でコ
ンポジションを選択し、コンポジション／コンポジション設定を選択します。「基
本」タブが選択されているのを確認し、「デュレーション」に新しい値を指定しま
す。

既存コンポジションへのリンク

最適な結果を得るには、コンポジション設定（画面サイズ、ピクセル縦横比、フレームレートなど）を Adobe
Premiere Pro の設定と一致させる必要があります。

次のいずれかの操作を行います。

Adobe Premiere Pro で、ファイル／Adobe Dynamic Link／After Effects コンポジショ
ンを読み込みを選択します。After Effects プロジェクトファイル（.aep）を選択し、
コンポジションを選択します。
Adobe Premiere Pro で、ファイル／読み込みを選択します。表示されるダイアログ
ボックスでコンポジションを選択し、「OK」をクリックします。
After Effects のプロジェクトパネルから、Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネル
にコンポジションをドラッグします。
After Effects のプロジェクトファイルを Premiere Pro のプロジェクトパネルにドラッ
グします。After Effects プロジェクトファイルに複数のコンポジションが含まれてい
る場合、After Effects コンポジションを読み込みダイアログボックスが表示されま
す。

Adobe Premiere Pro では、同じ After Effects コンポジションに複数回リンクすることができます。

After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する

After Effects のリンクコンポジションに変更を加えるには、Adobe Premiere Pro の「オリジナルを編集」コマ

26



注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ンドを使用します。After Effects 上でコンポジションを開いた後は、「オリジナルを編集」コマンドを再び使
用しなくても、そのコンポジションに対する変更操作ができます。

1. Adobe Premiere Pro で After Effects コンポジションを選択するか、タイムラインでその
リンクされたクリップを選択し、編集／オリジナルを編集を選択します。

2. After Effects でコンポジションに変更を加えます。その後、Adobe Premiere Pro に切り
替えて変更内容を確認します。

After Effects 上での変更内容が、Adobe Premiere Pro 上の表示に反映されます。変更以前にそのクリップに対
してレンダリングされたプレビューファイルは使用されなくなります。

Adobe Premiere Pro から After Effects のコンポジションへの Dynamic Link を作成した後に、そのコ
ンポジションの名前を変更することができます。Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルでは、リンクコ
ンポジションの名前は更新されません。ただし、Dynamic Link は維持されます。

動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する

Adobe Premiere Pro プロジェクトからダイナミックリンクコンポジションを削除する操作は、プロジェクト
で使用中の場合を含め、いつでも実行できます。
Adobe Premiere Pro シーケンスまたはタイムラインから、リンクされたクリップをいつでも削除することが
できます。

Adobe Premiere Pro で、リンクされたコンポジションまたはクリップを選択し、Delete
キーを押します。

Dynamic Link を使用して Adobe Premiere Pro にリンクされたシーケ
ンスを作成する

新規シーケンスへのリンク

After Effects から Adobe Premiere Pro シーケンスを作成すると、Adobe Premiere Pro が起動します。Adobe
Premiere Pro では、実行元のプロジェクトに基づくサイズ、ピクセル縦横比、フレームレート、オーディオサ
ンプルレートを使用して、プロジェクトとシーケンスが作成されます（Adobe Premiere Pro が既に実行され
ている場合は、現在のプロジェクトでシーケンスが作成されます）。

After Effects で、ファイル／Adobe Dynamic Link／新規 Premiere Pro シーケンスを選択
します。

既存シーケンスへのリンク

最適な結果を得るには、Adobe Premiere Pro のシーケンス設定およびプロジェクト設定（画面サイズ、ピク
セル縦横比、フレームレートなど）を After Effects プロジェクトの設定と一致させる必要があります。
次のいずれかの操作を行います。

After Effects で、ファイル／Adobe Dynamic Link／Premiere Pro シーケンスを読み込みを
選択します。Adobe Premiere Pro プロジェクトを選択し、シーケンスを選択します（複
数選択可）。
Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルから After Effects のプロジェクトパネルに、
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選択したシーケンスをドラッグします。

Dynamic Link のパフォーマンス

リンクされたクリップは、複雑なソースコンポジションを参照している可能性があります。ソースコンポジ
ションに対するアクションの実行には、複雑さに応じて、長い処理時間が必要です。After Effects は、アク
ションを適用し、グローバルパフォーマンスキャッシュおよび永続的なディスクキャッシュ機能を使用し
て、Adobe Premiere Pro で利用可能な最終データを作成します。これらの機能によって Premiere Pro がフ
レームを要求する際にキャッシュされたフレームを使用することで、After Effects のパフォーマンスが強化さ
れます。
再生の遅延時間を短くするには、次のいずれかの操作を行います：

リンクされたコンポジションをオフライン化する
リンクされたクリップを無効にして、コンポジションが参照されるのを一時的に停止する
Premiere Pro の「レンダリングして置き換え」機能（クリップ／レンダリングして置き換
え）を使用して、動的にリンクされたコンポジションをレンダリングされたファイルに置
き換えます。

複雑なソースコンポジションを頻繁に操作する場合は、RAM を増設するか、より高速なプロセッサーにアッ
プグレードすることをお勧めします。

After Effects リンクコンポジションでは、「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセッ
サーはサポートされません。メモリ、キャッシュ、マルチプロセッサーの最適化によるパフォーマンスの改
善を参照してください。

Adobe Media Encoder への書き出し

After Effects コンポジションをエンコードするには、アイテムを Adobe Media Encoder のエンコードキュー
に追加し、エンコードプリセットを選択するか、またはカスタム設定を作成する必要があります。After
Effects では、次のどちらかのオプションを使用して、Media Encoder キューにコンポジションを追加できま
す。
ファイル／書き出し／Adobe Media Encoder キューに追加
コンポジション／Adobe Media Encoder キューに追加

コンポジションまたはプロジェクトを Adobe Media Encoder キューに追加すると、After Effects は、キュー
にリストされたコンポジションと共に Adobe Media Encoder を起動します。
エンコーディング処理は、次の記事で説明しています。

Encode video or audio items in Adobe Media Encoder 
Encode using presets
Encode using custom settings

以下も参照してください
Adobe Premiere Pro と After Effects の使用
After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込み
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ショートカットキーのリファレンス
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一般
プロジェクト
環境設定
パネル、ビューア、ワークスペース、ウィンドウ
ツールのアクティブ化
コンポジションおよびワークエリア
時間のナビゲーション
プレビュー
ビュー
フッテージ
エフェクトおよびアニメーションプリセット
レイヤー
タイムラインパネルでのプロパティおよびグループの表示
エフェクトコントロールパネルでのプロパティの表示
レイヤープロパティの変更
3D レイヤー
キーフレームとグラフエディター
テキスト
マスク
ペイントツール
シェイプレイヤー
マーカー
モーショントラッキング
保存、書き出し、レンダリング
キーボードショートカットのグラフィック

一般

結果 Windows Mac OS

すべてを選択 Ctrl + A Command + A

すべて選択解除 F2 または Ctrl +
Shift + A

F2 または Command
+ Shift + A

選択したレイヤー、コンポジション、フォル
ダー、エフェクト、グループまたはマスクの名
前の変更

キーボードの
Enter

Return

選択したレイヤー、コンポジションまたはフッ
テージアイテムを開く

テンキーパッド
の Enter

テンキーパッドの
Enter
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ページの先頭へ

選択したレイヤー、マスク、エフェクト、また
はレンダーアイテムを重なり順の下（後ろ）ま
たは上（前）へ移動

Ctrl + Alt + 下向
き矢印または
Ctrl + Alt + 上向
き矢印

Command + Option +
下向き矢印または
Command + Option +
上向き矢印

選択したレイヤー、マスク、エフェクト、また
はレンダーアイテムを重なり順の一番下（後
ろ）または一番上（前）へ移動

Ctrl + Alt + Shift
+ 下向き矢印ま
たは Ctrl + Alt +
Shift + 上向き矢
印

Command + Option +
Shift + 下向き矢印ま
たは Command +
Option + Shift + 上向
き矢印

プロジェクトパネル、レンダーキューパネル、
またはエフェクトコントロールパネルで選択範
囲を次のアイテムに拡大

Shift + 下向き矢
印

Shift + 下向き矢印

プロジェクトパネル、レンダーキューパネル、
またはエフェクトコントロールパネルで選択範
囲を前のアイテムに拡大

Shift + 上向き矢
印

Shift + 上向き矢印

選択したレイヤー、マスク、エフェクト、テキ
ストセレクター、アニメーター、パペットの
メッシュ、シェイプ、レンダーアイテム、出力
モジュール、またはコンポジションを複製

Ctrl + D Command + D

終了 Ctrl + Q Command + Q

取り消し Ctrl + Z Command + Z

やり直し Ctrl + Shift + Z Command + Shift + Z

すべてのメモリを消去 Ctrl + Alt + テン
キーパッドの /

Command + Option +
テンキーパッドの /

スクリプト実行の中断 Esc Esc

現在の時間に一致するフレームのファイル名が
情報パネルに表示されます。 Ctrl + Alt + Ｅ Command + Option +

E

プロジェクト

結果 Windows Mac OS

新規プロジェクト Ctrl + Alt + N Command + Option + N

プロジェクトを開
く

Ctrl + O Command + O

前回開いたプロ
ジェクトを開く

Ctrl + Alt + Shift + P Command + Option + Shift + P

プロジェクトパネ
ルに新規フォル
ダーを作成

Ctrl + Alt + Shift + N Command + Option + Shift + N

プロジェクト設定
ダイアログボック
スを開く

Ctrl + Alt + Shift + K Command + Option + Shift + K
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ページの先頭へ

注意：

プロジェクトパネ
ルで検索

Ctrl + F Command + F

プロジェクトの色
深度を切り替え

Alt キーを押しながらプロジェク
トパネルの下部にある色深度ボタ
ンをクリック

Option キーを押しながらプロジェ
クトパネルの下部にある色深度ボ
タンをクリック

プロジェクト設定
ダイアログボック
スを開く

プロジェクトパネルの下部にある
色深度ボタンをクリック

プロジェクトパネルの下部にある
色深度ボタンをクリック

環境設定

結果 Windows Mac OS

環境設定ダイア
ログボックスを
開く

Ctrl + Alt + ;（セミコロン） Command + Option + ;（セミコロ
ン）

初期設定の環境
設定に戻す

After Effects を起動中に、Ctrl
+ Alt + Shift を押したままにす
る

After Effects を起動中に、Command
+ Option + Shift を押したままにする

パネル、ビューア、ワークスペース、ウィンドウ
（Mac OS）機能キー F9 ～ F12 を使用するショートカットは、オペレーティングシステムで使用す

るショートカットと競合することがあります。Dashboard と Expose のショートカットの再割り当ての方法に
ついては、Mac OS のヘルプを参照してください。

結果 Windows Mac OS

プロジェクトパネルを開く／閉じる Ctrl + 0 Command + 0

レンダーキューパネルを開く／閉じる Ctrl + Alt + 0 Command +
Option + 0

ツールパネルを開く／閉じる Ctrl + 1 Command + 1

情報パネルを開く／閉じる Ctrl + 2 Command + 2

プレビューパネルを開く／閉じる Ctrl + 3 Command + 3

オーディオパネルを開く／閉じる Ctrl + 4 Command + 4

エフェクト＆プリセットパネルを開く／閉じる Ctrl + 5 Command + 5

文字パネルを開く／閉じる Ctrl + 6 Command + 6

段落パネルを開く／閉じる Ctrl + 7 Command + 7

ペイントパネルを開く／閉じる Ctrl + 8 Command + 8
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注意：

ブラシパネルを開く／閉じる Ctrl + 9 Command + 9

選択したレイヤーのエフェクトコントロールパネルを開
く／閉じる

F3 または
Ctrl + Shift +
T

F3 または
Command +
Shift + T

プロジェクトのフローチャートのフローチャートパネル
を開く

Ctrl + F11 Command +
F11

ワークスペースを切り替え Shift +
F10、Shift +
F11 または
Shift + F12

Shift +
F10、Shift +
F11 または
Shift + F12

アクティブなビューアまたはパネルを閉じる（まずコン
テンツが閉じられます）

Ctrl + W Command + W

アクティブなパネル、またはアクティブなビューアと同
じ種類のすべてのビューアを閉じる（まずコンテンツが
閉じられます）。例えば、タイムラインパネルがアク
ティブな場合、すべてのタイムラインパネルを閉じます

Ctrl + Shift +
W

Command +
Shift + W

アクティブなビューアが含まれているフレームを分割
し、ロックのステータスが逆の新しいビューアを作成

Ctrl + Alt +
Shift + N

Command +
Option + Shift +
N

ポインターの下のパネルを最大化または元のサイズに戻
す

@（アット
マーク）

@（アットマー
ク）

アプリケーションウィンドウやフローティングウィンド
ウを画面の大きさに合わせる（もう一度押すと、内容が
全画面に表示されます）

Ctrl + ¥（円
マーク）

Command +
¥（円マーク）

アプリケーションウィンドウやフローティングウィンド
ウをメインモニターに移動し、画面の大きさに合わせる
（もう一度押すと、内容が全画面に表示されます）

Ctrl + Alt +
¥（円マー
ク）

Command +
Option + ¥（円
マーク）

現在のコンポジションのコンポジションパネルとタイム
ラインパネルで、アクティブなパネルを切り替える

¥（円マー
ク）

¥（円マーク）

アクティブなビューアの前または次のアイテムに移動
（例えば、開いているコンポジションの切り替えなど）

Shift + ,（コ
ンマ）または
Shift + .（ピ
リオド）

Shift + ,（コン
マ）または
Shift + .（ピリ
オド）

アクティブなフレームの前または次のパネルに移動（開
いているタイムラインパネルの切り替えなど）

Alt + Shift +
,（コンマ）
または Alt +
Shift + .（ピ
リオド）

Option + Shift +
,（コンマ）また
は Option +
Shift + .（ピリ
オド）

レイヤーの選択に影響を与えることなく、コンポジショ
ンパネルのマルチビューレイアウト内の特定のビューを
アクティブにする

マウスの中央
ボタンでク
リック

マウスの中央ボ
タンでクリック

ツールのアクティブ化
いくつかのツールは、特定の状況でのみ使用することができます。例えばカメラツールは、アクティ
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ブなコンポジションにカメラレイヤーが含まれている場合のみアクティブにできます。

1 文字のキーボードショートカットを使用してツールを一時的にアクティブにするには、キーを押したま
まにします。キーを放すと、元のアクティブなツールに戻ります。ツールをアクティブにし、アクティブ
な状態を維持するには、キーを押してすぐに放します。

結果 Windows Mac OS

ツールの切り替え Alt を押しな
がら、ツール
パネルのツー
ルボタンをク
リック

Option を押しな
がら、ツールパ
ネルのツールボ
タンをクリック

選択ツールの使用 V V

手のひらツールの使用 H H

手のひらツールを一時的に選択する スペースバー
またはマウス
の中央ボタン
を押したまま
にする

スペースバーま
たはマウスの中
央ボタンを押し
たままにする

ズームツール（拡大）の使用 Z Z

ズームツール（縮小）の使用 Alt（ズーム
ツール（拡
大）がアク
ティブな場
合）

Option（ズーム
ツール（拡大）
がアクティブな
場合）

回転ツールの使用 W W

ロトブラシツールの使用 Alt + W Option + W

エッジを調整ツールの使用 Alt + W Option + W

カメラツールの使用とツールの切り替え（統合カメラ、
軌道カメラ、XY 軸カメラおよび Z 軸カメラ）

C C

アンカーポイントツールの使用 Y Y

マスクツールとシェイプツール（長方形、角丸長方形、
楕円、多角形、スター）の使用と切り替え

Q Q

文字ツールの使用とツールの切り替え（横書きおよび縦
書き）

Ctrl + T Command + T

ペンツールおよびマスクの境界のぼかしツールの使用と
ツールの切り替え。（注意：環境設定ダイアログボック
スで、この機能をオフにすることができます。）

G G

ペンツール選択時の選択ツールへの一時的な切り替え Ctrl Command

選択ツールが選択されているときにパスにポインターを
置くと、一時的にペンツールがアクティブになります
（セグメントにポインターを置くと頂点を追加ツールに
なり、頂点にポインターを置くと頂点を切り替えツール
になります）

Ctrl + Alt Command +
Option
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ブラシツール、コピースタンプツール、消しゴムツール
の使用と切り替え

Ctrl + B Command + B

パペットツールの使用と切り替え Ctrl + P Command + P

選択ツールを一時的にシェイプを複製ツールに変換 Alt（シェイプ
レイヤーで）

Option（シェイ
プレイヤーで）

選択ツールを一時的に直接選択ツールに変換 Ctrl（シェイ
プレイヤー
で）

Command（シェ
イプレイヤー
で）

コンポジションおよびワークエリア

結果 Windows Mac OS

新規コンポジション Ctrl + N Command + N

選択したコンポジションのコンポジション設定ダイアロ
グボックスを開く

Ctrl + K Command + K

ワークエリアの開始点または終了点を現在の時間に設定 B または N B または N

ワークエリアを選択したレイヤーのデュレーションに合
わせて設定、またはレイヤーが選択されていない場合は
ワークエリアをコンポジションのデュレーションに合わ
せて設定

Ctrl + Alt +
B

Command +
Option + B

アクティブコンポジションのコンポジションミニフロー
チャートを開く

Tab Tab

現在のアクティブなコンポジションと同じコンポジショ
ン階層（ネスト化したコンポジションのネットワーク）
にある、最後にアクティブだったコンポジションをアク
ティブ化

Shift + Esc Shift + Esc

コンポジションをワークエリアにトリム Ctrl+Shift+X Command+Shift+X

複数アイテムから新規コンポジション Alt+\ Option+\

時間のナビゲーション

結果 Windows Mac OS

特定の時間に移動 Alt + Shift + J Option + Shift + J

ワークエリアの開始点または終了点に移動 Shift + Home ま
たは Shift + End

Shift + Home また
は Shift + End

時間スケールに表示されている前または次のアイ
テム（キーフレーム、レイヤーマーカー、ワーク
エリアの開始点または終了点）に移動

J または K J または K
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（注意：レイヤーパネルにロトブラシを表示して
いる場合には、ロトブラシのスパンの先端、末端
またはベースフレームにも移動します。）

コンポジション、レイヤーまたはフッテージアイ
テムの開始点に移動

Home または
Ctrl + Alt + 左向
き矢印

Home または
Command + Option
+ 左向き矢印

コンポジション、レイヤーまたはフッテージアイ
テムの終了点に移動

End または Ctrl
+ Alt + 右向き矢
印

End または
Command + Option
+ 右向き矢印

1 フレーム先に進む Page Down また
は Ctrl + 右向き
矢印

Page Down または
Command + 右向き
矢印

10 フレーム先に進む Shift + Page
Down または Ctrl
+ Shift + 右向き
矢印

Shift + Page Down
または Command +
Shift + 右向き矢印

1 フレーム前に戻る Page Up または
Ctrl + 左向き矢印

Page Up または
Command + 左向き
矢印

10 フレーム前に戻る Shift + Page Up
または Ctrl +
Shift + 左向き矢
印

Shift + Page Up ま
たは Command +
Shift + 左向き矢印

レイヤーのインポイントに移動 I I

レイヤーのアウトポイントに移動 O O

前のインポイントまたはアウトポイントに移動 Ctrl + Alt + Shift
+ 左向き矢印

Command + Option
+ Shift + 左向き矢
印

次のインポイントまたはアウトポイントに移動 Ctrl + Alt + Shift
+ 右向き矢印

Command + Option
+ Shift + 右向き矢
印

タイムラインパネルで現在の時間にスクロール D D

プレビュー

結果 Windows Mac OS

プレビューの開始または停止 スペースバー、テンキーの
0、Shift + テンキーの 0

スペースバー、テンキーの
0、Shift + テンキーの 0

プレビューの設定をリセット
して、RAM プレビューおよ
びスタンダードプレビューの
動作を複製します

Alt キーを押しながらプレ
ビューパネルで「リセッ
ト」をクリック

Option キーを押しながらプレ
ビューパネルで「リセット」
をクリック

現在の時間からオーディオの テンキーパッドの .（ピリオ メインキーボードの .または
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注意：

ページの先頭へ

みをプレビュー ド）* Control + メインキーボード
の .（ピリオド）

ワークエリアでオーディオの
みをプレビュー

Alt + テンキーパッドの
.（ピリオド）*

Option + テンキーパッドの
.（ピリオド）または Control
+ Option + メインキーボード
の . （ピリオド）

ビデオを手動でプレビュー
（スクラブ）

ライブ更新の設定に応じ
て、現在の時間インジケー
ターをドラッグまたは Alt
を押しながらドラッグ

ライブ更新の設定に応じて、
現在の時間インジケーターを
ドラッグまたは Alt を押しな
がらドラッグ

オーディオを手動でプレ
ビュー（スクラブ）

Ctrl を押しながら現在の時
間インジケーターをドラッ
グ

Command を押しながら現在
のタイマーカーをドラッグ

別のプレビュー環境設定で指
定されているフレーム数をプ
レビュー（初期設定は 5）

Alt + テンキーパッドの 0* Option + テンキーパッドの
0* または Control + Option +
メインキーボードの 0（ゼ
ロ）

Mercury Transmit ビデオプ
レビューのオン／オフを切り
替える

テンキーパッドの / テンキーパッドの /、メイン
キーボードの Control +/

スナップショット Shift + F5、Shift +
F6、Shift + F7 または Shift
+ F8

Shift + F5、Shift + F6、Shift
+ F7 または Shift + F8

アクティブなビューアにス
ナップショットを表示

F5、F6、F7 または F8 F5、F6、F7 または F8

スナップショットの削除 Ctrl + Shift + F5、Ctrl +
Shift + F6、Ctrl + Shift +
F7 または Ctrl + Shift + F8

Command + Shift +
F5、Command + Shift +
F6、Command + Shift + F7
または Command + Shift +
F8

高速プレビュー／なし Ctrl+Alt+1 Command+Option+1

高速プレビュー／適応解像度 Ctrl+Alt+2 Command+Option+2

高速プレビュー／ドラフト Ctrl+Alt+3 Command+Option+3

高速プレビュー／高速ドラフ
ト Ctrl+Alt+4 Command+Option+4

高速プレビュー／ワイヤフ
レーム Ctrl+Alt+5 Command+Option+5

アスタリスク（*）がついているショートカットを使用するときは、Num Lock がオンになっている状
態でテンキーパッドを使用して入力する必要があります。

ビュー

結果 Windows Mac OS

アクティブなビューでモニターのカラーマネジメン
トのオンとオフを切り替え

Shift + テン
キーパッドの

Shift + テンキー
パッドの /
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/

赤、緑、青またはアルファチャンネルをグレース
ケールとして表示

Alt + 1、Alt +
2、Alt +
3、Alt + 4

Option + 1、Option
+ 2、Option +
3、Option + 4

赤、緑または青チャンネルを色付きで表示 Alt + Shift +
1、Alt + Shift
+ 2、Alt +
Shift + 3

Option + Shift +
1、Option + Shift +
2、Option + Shift +
3

ストレート RGB カラーの表示の切り替え Alt + Shift +
4

Option + Shift + 4

レイヤーパネルにアルファ境界線（透明領域と不透
明領域との間のアウトライン）を表示

Alt + 5 Option + 5

レイヤーパネルにアルファオーバーレイ（透明領域
上の色付きのオーバーレイ）を表示

Alt + 6 Option + 6

エッジ X 線を調整を表示 Alt + X Option + X

コンポジションをパネル内の中心に移動 手のひらツー
ルをダブルク
リック

手のひらツールを
ダブルクリック

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ
テージパネルでズームイン

メインキー
ボードの
.（ピリオ
ド）

メインキーボード
の .（ピリオド）

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ
テージパネルでズームアウト

,（コンマ） ,（コンマ）

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ
テージパネルで 100％表示

キーボードの
/

キーボードの /

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ
テージパネルで全体表示

Shift + キー
ボードの /

Shift + キーボード
の /

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ
テージパネルで全体表示（最大100％）

Alt + キー
ボードの /

Option + キーボー
ドの /

コンポジションパネルで解像度を「フル画質」、
「1/2画質」または「カスタム」に設定

Ctrl + J、Ctrl
+ Shift +
J、Ctrl + Alt
+ J

Command +
J、Command +
Shift +
J、Command +
Option + J

アクティブなコンポジションパネルの表示オプショ
ンダイアログボックスを開く

Ctrl + Alt + U Command +
Option + U

ズームイン時間 キーボードの
^（ハット）

キーボードの
^（ハット）

ズームアウト時間 キーボードの
-（ハイフ
ン）

キーボードの -（ハ
イフン）

タイムラインパネルを 1 フレーム単位にズームイン
（再度押すと、ズームアウトしてコンポジションの
デュレーション全体を表示）

;（セミコロ
ン）

;（セミコロン）
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タイムラインパネルをズームアウトしてコンポジ
ションデュレーション全体を表示（再度押すと、タ
イムナビゲーターで指定されているデュレーション
にズームイン）

Shift + ;（セ
ミコロン）

Shift + ;（セミコロ
ン）

ビューアパネルでのプレビューのための画像のレン
ダリングを回避

Caps Lock Caps Lock

セーフゾーンの表示／非表示の切り替え :（コロン） :（コロン）

グリッドの表示／非表示の切り替え Ctrl + :（コロ
ン）

Command + :（コ
ロン）

プロポーショナルグリッドの表示／非表示の切り替
え

Alt + :（コロ
ン）

Option + :（コロ
ン）

定規の表示／非表示の切り替え Ctrl + R Command + R

ガイドの表示／非表示の切り替え Ctrl + ;（セミ
コロン）

Command + ;（セ
ミコロン）

グリッドへのスナップのオン／オフの切り替え Ctrl + Shift +
:（コロン）

Command + Shift
+ :（コロン）

ガイドへのスナップのオン／オフの切り替え Ctrl + Shift +
;（セミコロ
ン）

Command + Shift
+ ;（セミコロン）

ガイドをロックまたはロック解除 Ctrl + Alt +
Shift + ;（セ
ミコロン）

Command +
Option + Shift +
;（セミコロン）

レイヤーコントロールの表示／非表示（マスク、
モーションパス、ライトとカメラのワイヤーフレー
ム、エフェクトコントロールポイント、およびレイ
ヤーハンドル）

Ctrl + Shift +
H

Command + Shift
+ H

フッテージ

結果 Windows Mac OS

1 つのファイルまたは静止画
シーケンスの読み込み

Ctrl + I Command + I

複数のファイルまたは静止画
シーケンスの読み込み

Ctrl + Alt + I Command + Option + I

After Effects フッテージパネ
ルでムービーを開く

プロジェクトパネルでフッ
テージアイテムをダブルク
リック

プロジェクトパネルでフッ
テージアイテムをダブルク
リック

選択したアイテムを最後に
使ったコンポジションに追加

Ctrl + キーボードの / Command + /（メインキー
ボード上）

選択したレイヤーのソース
フッテージを、プロジェクト
パネルで選択したフッテージ

Ctrl + Alt + / （メインキー
ボード上）

Command + Option + /（メ
インキーボード上）
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ページの先頭へ

注意：

アイテムと置き換え

選択したレイヤーのソースを
置換

Alt を押しながら、プロ
ジェクトパネルから選択し
たレイヤーにフッテージア
イテムをドラッグ

Option を押しながら、プロ
ジェクトパネルから選択し
たレイヤーにフッテージア
イテムをドラッグ

警告ダイアログボックスを表
示せずにフッテージアイテム
を削除

Ctrl + Backspace Command + Delete

選択したフッテージアイテム
のフッテージの変換ダイアロ
グボックスを開く

Ctrl + Alt + G Command + Option + G

フッテージの変換を記憶 Ctrl + Alt + C Command + Option + C

選択したフッテージアイテム
を、関連付けられているアプ
リケーションで編集（オリジ
ナルを編集）

Ctrl + E Command + E

選択したフッテージアイテム
の置き換え

Ctrl + H Command + H

選択したフッテージアイテム
の再読み込み

Ctrl + Alt + L Command + Option + L

選択したフッテージアイテム
のプロキシの設定

Ctrl + Alt + P Command + Option + P

エフェクトおよびアニメーションプリセット

結果 Windows Mac OS

選択したレイヤーからすべてのエフェクトを削除
する

Ctrl + Shift +
E

Command + Shift + E

選択したレイヤーに最後に使用したエフェクトを
適用

Ctrl + Alt +
Shift + E

Command + Option +
Shift + E

選択したレイヤーに最後に使用したアニメーショ
ンプリセットを適用

Ctrl + Alt +
Shift + F

Command + Option +
Shift + F

レイヤー
シャイレイヤーには適用されない操作もあります。

結果 Windows Mac OS

新規平面レイヤー Ctrl + Y Command + Y
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新規ヌルレイヤー Ctrl + Alt + Shift +
Y

Command + Option +
Shift + Y

新規調整レイヤー Ctrl + Alt + Y Command + Option + Y

レイヤー（1 ～ 999）を番号で選択（2
桁または 3 桁の番号の場合は、数字を続
けて入力します）

テンキーパッドの 0
～ 9*

テンキーパッドの 0 ～ 9*

レイヤー（1 ～ 999）を番号で選択（2
桁または 3 桁の番号の場合は、数字を続
けて入力します）

Shift + テンキー
パッドの 0 ～ 9*

Shift + テンキーパッドの
0 ～ 9*

重なり順の次のレイヤーを選択 Ctrl + 下向き矢印 Command + 下向き矢印

重なり順の前のレイヤーを選択 Ctrl + 上向き矢印 Command + 上向き矢印

選択範囲を重なり順の次のレイヤーに拡
大

Ctrl + Shift + 下向
き矢印

Command + Shift + 下向
き矢印

選択範囲を重なり順の前のレイヤーに拡
大

Ctrl + Shift + 上向
き矢印

Command + Shift + 上向
き矢印

すべてのレイヤーの選択を解除 Ctrl + Shift + A Command + Shift + A

選択した一番上のレイヤーがタイムライ
ンパネルの最上位に表示されるようにス
クロール

X X

親列の表示／非表示の切り替え Shift + F4 Shift + F4

レイヤースイッチ列とモード列の表示／
非表示の切り替え

F4 F4

選択したレイヤーのサンプリングを設定
（最高／バイリニア） Alt + B Option + B

選択したレイヤーのサンプリングを設定
（最高／バイキュービック） Alt + Shift + B Option + Shift + B

他のすべてのソロスイッチをオフにする Alt を押しながらソ
ロスイッチをク
リック

Option を押しながらソロ
スイッチをクリック

選択したレイヤーのビデオスイッチ
（目）のオンとオフの切り替え

Ctrl + Alt + Shift +
V

Command + Option +
Shift + V

選択したレイヤー以外のすべてのビデオ
レイヤーのビデオスイッチをオフにする

Ctrl + Shift + V Command + Shift + V

選択した平面レイヤー、ライトレイ
ヤー、カメラレイヤー、ヌルレイヤーま
たは調整レイヤーの設定ダイアログボッ
クスを開く

Ctrl + Shift + Y Command + Shift + Y

現在の時間にレイヤーをペースト Ctrl + Alt + V Command + Option + V

選択したレイヤーの分割（レイヤーが選
択されていない場合は、すべてのレイ
ヤーの分割）

Ctrl + Shift + D Command + Shift + D

選択したレイヤーのプリコンポーズ Ctrl + Shift + C Command + Shift + C
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注意：

選択したレイヤーのエフェクトコント
ロールパネルを開く

Ctrl + Shift + T Command + Shift + T

レイヤーパネルでレイヤーを開く（コン
ポジションパネルでプリコンポジション
レイヤーのソースコンポジションを開
く）

レイヤーをダブル
クリック

レイヤーをダブルクリッ
ク

フッテージパネルでレイヤーのソースを
開く（レイヤーパネルでプリコンポジ
ションレイヤーを開く）

Alt を押しながらレ
イヤーをダブルク
リック

Option を押しながらレイ
ヤーをダブルクリック

選択したレイヤーの時間の反転 Ctrl + Alt + R Command + Option + R

選択したレイヤーのタイムリマップの有
効化

Ctrl + Alt + T Command + Option + T

インポイントまたはアウトポイントが現
在の時間になるように、選択したレイ
ヤーを移動

[（左角括弧）また
は ]（右角括弧）

[（左角括弧）または
]（右角括弧）

選択したレイヤーのインポイントまたは
アウトポイントを現在の時間にトリム

Alt + [（左角括弧）
または Alt + ]（右
角括弧）

Option + [（左角括弧）
または Option + ]（右角
括弧）

プロパティのエクスプレッションの追加
または削除

Alt を押しながらス
トップウォッチを
クリック

Option を押しながらス
トップウォッチをクリッ
ク

エフェクト（または選択した複数のエ
フェクト）を選択したレイヤーに追加

エフェクト＆プリ
セットパネルでエ
フェクトをダブル
クリック

エフェクト＆プリセット
パネルでエフェクトをダ
ブルクリック

時間伸縮によりインポイントまたはアウ
トポイントを設定

Ctrl + Shift + ,（コ
ンマ）または Ctrl +
Alt + ,（コンマ）

Command + Shift + ,（コ
ンマ）または Command
+ Option + ,（コンマ）

インポイントがコンポジションの開始点
になるように、選択したレイヤーを移動

Alt + Home Option + Home

アウトポイントがコンポジションの終了
点になるように、選択したレイヤーを移
動

Alt + End Option + End

選択したレイヤーのロック Ctrl + L Command + L

すべてのレイヤーのロック解除 Ctrl + Shift + L Command + Shift + L

選択したレイヤーの画質を「最高」、
「ドラフト」または「ワイヤーフレー
ム」に設定

Ctrl + U、Ctrl +
Shift + U または
Ctrl + Alt + Shift +
U

Command +
U、Command + Shift +
U または Command +
Option + Shift + U

選択したレイヤーの描画モードの切り替
え

Shift + -（ハイフ
ン）または Shift +
^ （ハット）

Shift + -（ハイフン）ま
たは Shift + ^ （ハット）

タイムラインパネルで検索 Ctrl + F Command + F

アスタリスク（*）がついているショートカットを使用するときは、Num Lock がオンになっている状
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ページの先頭へ

注意：

態でテンキーパッドを使用して入力する必要があります。

タイムラインパネルでのプロパティおよびグループの表示
この表には、同じ文字が 2 回繰り返されるショートカット（例えば「LL」）が含まれています。これ

らのショートカットを使用するには、その文字を 2 回続けて押します。

結果 Windows Mac OS

タイムラインパネルで検索 Ctrl + F Command + F

選択したレイヤーを拡張してすべ
てのプロパティを表示

Ctrl + @（アットマー
ク）

Command + @（アット
マーク）

プロパティグループとすべての子
プロパティグループを拡張して、
すべてのプロパティを表示

Ctrl を押しながらプロパ
ティグループ名の左側
の三角形をクリック

Command を押しながらプ
ロパティグループ名の左側
の三角形をクリック

「アンカーポイント」プロパティ
のみを表示（ライトとカメラの場
合は「目標点」のみを表示）

A A

「オーディオレベル」プロパティ
のみを表示

L L

「マスクの境界線のぼかし」プロ
パティのみを表示

F F

「マスクパス」プロパティのみを
表示

M M

「マスク不透明度」プロパティの
みを表示

TT（T キーを 2 回押
す）

TT（T キーを 2 回押す）

「不透明度」プロパティのみを表
示（ライトの場合は「強度」のみ
を表示）

T T

「位置」プロパティのみを表示 P P

「回転」プロパティと「方向」プ
ロパティのみを表示

R R

「スケール」プロパティのみを表
示

S S

「タイムリマップ」プロパティの
みを表示

RR（R キーを 2 回押
す）

RR（R キーを 2 回押す）

不明なエフェクトのインスタンス
のみを表示する

FF（F キーを 2 回押
す）

FF（F キーを 2 回押す）

「エフェクト」プロパティグルー
プのみを表示

E E

「マスク」プロパティグループの
みを表示

MM（M キーを 2 回押
す）

MM（M キーを 2 回押す）
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

「マテリアルオプション」プロパ
ティグループのみを表示する

AA（A キーを 2 回押
す）

AA（A キーを 2 回押す）

エクスプレッションのみを表示 EE（E キーを 2 回押
す）

EE（E キーを 2 回押す）

キーフレームのあるプロパティを
表示 U U

変更されたプロパティのみを表示 UU（U キーを 2 回押
す）

UU（U キーを 2 回押す）

ペイントストローク、ロトブラシ
ストローク、パペットのピンのみ
を表示

PP（P キーを 2 回押
す）

PP（P キーを 2 回押す）

オーディオウェーブフォームのみ
を表示

LL（L キーを 2 回押
す）

LL（L キーを 2 回押す）

選択したプロパティとグループの
みを表示

SS（S キーを 2 回押
す）

SS（S キーを 2 回押す）

プロパティまたはグループを隠す Alt + Shift を押しながら
プロパティまたはグ
ループ名をクリック

Option + Shift を押しなが
らプロパティまたはグルー
プ名をクリック

特定のプロパティまたはグループ
を追加または削除

Shift + そのプロパティ
またはグループの
ショートカット

Shift + そのプロパティま
たはグループのショート
カット

現在の時間にキーフレームを追加
または削除

Alt + Shift + そのプロパ
ティのショートカット

Option + そのプロパティ
のショートカット

エフェクトコントロールパネルでのプロパティの表示

結果 Windows Mac OS

選択したエフェクトを拡張してす
べてのプロパティを表示する

Ctrl + @（アットマー
ク）

Command + @（アット
マーク）

プロパティグループとすべての子
プロパティグループを拡張して、
すべてのプロパティを表示

Ctrl を押しながらプロパ
ティグループ名の左側の
三角形をクリック

Command を押しながらプ
ロパティグループ名の左側
の三角形をクリック

レイヤープロパティの変更

結果 Windows Mac OS

初期設定の増減量の でプロパティの
値を増減

プロパティ値をドラッ
グ

プロパティ値をドラッグ
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初期設定の増減量の 10 倍でプロパ
ティの値を増減

Shift を押しながらプロ
パティ値をドラッグ

Shift を押しながらプロパ
ティ値をドラッグ

初期設定の増減量の 1/10 でプロパ
ティの値を増減

Ctrl を押しながらプロ
パティ値をドラッグ

Command を押しながら
プロパティ値をドラッグ

選択したレイヤーの自動方向ダイア
ログボックスを開く

Ctrl + Alt + O Command + Alt + O

選択したレイヤーの不透明度ダイア
ログボックスを開く

Ctrl + Shift + O Command + Shift + O

選択したレイヤーの回転ダイアログ
ボックスを開く

Ctrl + Shift + R Command + Shift + R

選択したレイヤーの位置ダイアログ
ボックスを開く

Ctrl + Shift + P Command + Shift + P

ビュー内の選択したレイヤーを中央
揃えにする（選択したレイヤーのア
ンカーポイントを現在のビューの中
央に配置するには、「位置」プロパ
ティを変更します）

Ctrl + Home Command + Home

アンカーポイントを表示されている
コンテンツの中央に配置 Ctrl + Alt + Home Command + Option +

Home

選択したレイヤーを現在の拡大率
（位置）で 1 ピクセル移動

矢印キー 矢印キー

選択したレイヤーを現在の拡大率
（位置）で 10 ピクセル移動

Shift + 矢印キー Shift + 矢印キー

選択したレイヤーを 1 フレーム前ま
たは後ろに移動

Alt + Page Up または
Alt + Page Down

Option + Page Up または
Option + Page Down

選択したレイヤーを 10 フレーム前
または後ろに移動

Alt + Shift + Page Up
または Alt + Shift +
Page Down

Option + Shift + Page Up
または Option + Shift +
Page Down

選択したレイヤーの回転（Z 回転）
を 1°増減

テンキーパッドの +
（プラス）または -（マ
イナス）

テンキーパッドの + （プ
ラス）または -（マイナ
ス）

選択したレイヤーの回転（Z 回転）
を 10°増減

Shift + テンキーパッド
の + （プラス）または
Shift + テンキーパッド
の -（マイナス）

Shift + テンキーパッドの
+ （プラス）または Shift
+ テンキーパッドの -（マ
イナス）

選択したレイヤーの不透明度（ライ
トレイヤーの場合は強さ） を 1％単
位で増減

Ctrl + Alt + テンキー
パッドの + （プラス）
または Ctrl + Alt + テン
キーパッドの -（マイナ
ス）

Ctrl + Option + テンキー
パッドの + （プラス）ま
たは Ctrl + Option + テン
キーパッドの -（マイナ
ス）

選択したレイヤーの不透明度（ライ
トレイヤーの場合は強さ） を 10％
単位で増減

Ctrl + Alt + Shift + テン
キーパッドの + （プラ
ス）または Ctrl + Alt +
Shift + テンキーパッド
の -（マイナス）

Ctrl + Option + Shift + テ
ンキーパッドの + （プラ
ス）または Ctrl + Option
+ Shift + テンキーパッド
の -（マイナス）

選択したレイヤーのスケールを 1％
拡大

Ctrl + テンキーパッドの
+ （プラス）または Alt

Command + テンキー
パッドの + （プラス）ま
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注意：

+ テンキーパッドの +
（プラス）

たは Option + テンキー
パッドの + （プラス）

選択したレイヤーのスケールを 1％
縮小する

Ctrl + テンキーパッドの
-（マイナス）または
Alt + テンキーパッドの
-（マイナス）

Command + テンキー
パッドの -（マイナス）ま
たは Option + テンキー
パッドの -（マイナス）

選択したレイヤーのスケールを 10％
拡大

Ctrl + Shift + テンキー
パッドの + （プラス）
または Alt + Shift + テ
ンキーパッドの + （プ
ラス）

Command + Shift + テン
キーパッドの + （プラ
ス）または Option + Shift
+ テンキーパッドの +
（プラス）

選択したレイヤーのスケールを 10％
縮小する

Ctrl + Shift + テンキー
パッドの –（マイナ
ス）または Alt + Shift +
テンキーパッドの
–（マイナス）

Command + Shift + テン
キーパッドの –（マイナ
ス）または Option + Shift
+ テンキーパッドの
–（マイナス）

方向または回転を 45°単位で変更 Shift を押しながら回転
ツールでドラッグ

Shift を押しながら回転
ツールでドラッグ

フッテージの縦横比を固定してス
ケールを変更

Shift を押しながら、選
択ツールでレイヤーハ
ンドルをドラッグ

Shift を押しながら、選択
ツールでレイヤーハンド
ルをドラッグ

回転角度を 0 度にリセット 回転ツールをダブルク
リック

回転ツールをダブルク
リック

スケールを 100％にリセット 選択ツールをダブルク
リック

選択ツールをダブルク
リック

選択したレイヤーをコンポジション
に合わせてスケールおよび再配置

Ctrl + Alt + F Command + Option + F

選択したレイヤーの縦横比を固定し
てコンポジションの幅に合わせてス
ケールおよび再配置する

Ctrl + Alt + Shift + H Command + Option +
Shift + H

選択したレイヤーの縦横比を固定し
てコンポジションの高さに合わせて
スケールおよび再配置する

Ctrl + Alt + Shift + G Command + Option +
Shift + G

3D レイヤー
（Mac OS）機能キー F9 ～ F12 を使用するショートカットは、オペレーティングシステムで使用す

るショートカットと競合することがあります。Dashboard と Expose のショートカットの再割り当ての方法に
ついては、Mac OS のヘルプを参照してください。

結果 Windows Mac OS

3D ビュー 1 に切り替え（初期設定ではフロント
ビュー）

F10 F10

3D ビュー 1 に切り替え（初期設定ではカスタム
ビュー 2）

F11 F11
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注意：

3D ビュー 3 に切り替え（初期設定ではアクティブ
カメラ）

F12 F12

前のビューに戻る Esc Esc

新規ライト Ctrl + Alt +
Shift + L

Command + Option
+ Shift + L

新規カメラ Ctrl + Alt +
Shift + C

Command + Option
+ Shift + C

選択した 3D レイヤーを参照するようにカメラとカ
メラの目標点を移動

Ctrl + Alt +
Shift + ¥（円
マーク）

Command + Option
+ Shift + ¥（円マー
ク）

カメラツールが選択された状態の場合、選択した
3D レイヤーを参照するようにカメラとカメラの目
標点を移動

F F

カメラツールが選択された状態の場合、すべての
3D レイヤーを参照するようにカメラとカメラの目
標点を移動

Ctrl + Shift +
F

Command + Shift +
F

選択した 3D レイヤーの「シャドウを落とす」プロ
パティのオンとオフの切り替え

Alt + Shift + C Option + Shift + C

キーフレームとグラフエディター
（Mac OS）機能キー F9 ～ F12 を使用するショートカットは、オペレーティングシステムで使用す

るショートカットと競合することがあります。Dashboard と Expose のショートカットの再割り当ての方法に
ついては、Mac OS のヘルプを参照してください。

結果 Windows Mac OS

グラフエディターモードとレイヤーバーモードの切り
替え

Shift + F3 Shift + F3

プロパティのキーフレームをすべて選択 プロパティ名
をクリック

プロパティ名を
クリック

表示されているすべてのキーフレームとプロパティを
選択

Ctrl + Alt + A Command +
Option + A

すべてのキーフレーム、プロパティおよびプロパティ
グループの選択を解除

Shift + F2 ま
たは Ctrl + Alt
+ Shift + A

Shift + F2 または
Command +
Option + Shift +
A

キーフレームを 1 フレーム後ろまたは前に移動 Alt + 右向き矢
印または Alt +
左向き矢印

Option + 右向き
矢印または
Option + 左向き
矢印

キーフレームを 10 フレーム後ろまたは前に移動 Alt + Shift +
右向き矢印ま
たは Alt +

Option + Shift +
右向き矢印また
は Option + Shift
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Shift + 左向き
矢印

+ 左向き矢印

選択したキーフレームの補間を設定（レイヤーバー
モード）

Ctrl + Alt + K Command +
Option + K

補間法を停止または自動ベジェに設定 Ctrl + Alt + H Command +
Option + H

補間法をリニアまたは自動ベジェに設定 レイヤーバー
モードで Ctrl
を押しながら
クリック

レイヤーバー
モードで
Command を押
しながらクリッ
ク

補間法をリニアまたは停止に設定 レイヤーバー
モードで Ctrl
+ Alt を押しな
がらクリック

レイヤーバー
モードで
Command +
Option を押しな
がらクリック

選択したキーフレームのイージーイーズ F9 F9

選択したキーフレームのイージーイーズイン Shift + F9 Shift + F9

選択したキーフレームのイージーイーズアウト Ctrl + Shift
+F9

Command +
Shift + F9

選択したキーフレームの速度の設定 Ctrl + Shift +
K

Command +
Shift + K

現在の時間にキーフレームを追加または削除。プロパ
ティショートカットについては、タイムラインパネル
でプロパティとグループを表示するためのキーボード
ショートカットを参照してください。

Alt + Shift +
そのプロパ
ティのショー
トカット

Option + そのプ
ロパティの
ショートカット

テキスト

結果 Windows Mac OS

新規テキストレイヤー Ctrl + Alt + Shift + T Command + Option + Shift + T

選択した横書きテキス
トを左、中央または右
に揃える

Ctrl + Shift + L、Ctrl + Shift
+ C、または Ctrl + Shift + R

Command + Shift + L、Command
+ Shift + C、または Command +
Shift + R

選択した縦書きテキス
トを上、中央または下
に揃える

Ctrl + Shift + L、Ctrl + Shift
+ C、または Ctrl + Shift + R

Command + Shift + L、Command
+ Shift + C、または Command +
Shift + R

横書きテキストの選択
範囲を 1 文字単位で
増減

Shift + 右向き矢印または
Shift + 左向き矢印

Shift + 右向き矢印または Shift +
左向き矢印

横書きテキストの選択
範囲を 1 単語単位で
増減

Ctrl + Shift + 右向き矢印また
は Ctrl + Shift + 左向き矢印

Command + Shift + 右向き矢印ま
たは Command + Shift + 左向き矢
印
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横書きテキストの選択
範囲を 1 行単位で増
減

Shift + 上向き矢印または
Shift + 下向き矢印

Shift + 上向き矢印または Shift +
下向き矢印

縦書きテキストの選択
範囲を 1 行単位で増
減

Shift + 右向き矢印または
Shift + 左向き矢印

Shift + 右向き矢印または Shift +
左向き矢印

縦書きテキストの選択
範囲を 1 単語単位で
増減

Ctrl + Shift + 上向き矢印また
は Ctrl + Shift + 下向き矢印

Command + Shift + 上向き矢印ま
たは Command + Shift + 下向き矢
印

縦書きテキストの選択
範囲を 1 文字単位で
増減

Shift + 上向き矢印または
Shift + 下向き矢印

Shift + 上向き矢印または Shift +
下向き矢印

挿入ポイントから行頭
または行末までのテキ
ストを選択

Shift + Home または Shift +
End

Shift + Home または Shift + End

挿入ポイントを行頭ま
たは行末に移動

Home または End Home または End

レイヤー上のすべての
テキストを選択

テキストレイヤーをダブルク
リック

テキストレイヤーをダブルクリッ
ク

挿入ポイントからテキ
ストフレームの始めま
たは終わりまでのテキ
ストを選択

Ctrl + Shift + Home または
Ctrl + Shift + End

Command + Shift + Home または
Command + Shift + End

挿入ポイントからク
リックポイントまでの
テキストを選択

Shift を押しながらクリック Shift を押しながらクリック

横書きテキストで挿入
ポイントを 1 文字左
または右、1 行上また
は下、1 単語左または
右、1 段落上または下
に移動

左向き矢印または右向き矢
印、上向き矢印または下向き
矢印、Ctrl + 左向き矢印また
は Ctrl + 右向き矢印、Ctrl +
上向き矢印または Ctrl + 下向
き矢印

左向き矢印または右向き矢印、上
向き矢印または下向き矢
印、Command + 左向き矢印また
は Command + 右向き矢
印、Command + 上向き矢印また
は Command + 下向き矢印

縦書きテキストで挿入
ポイントを 1 文字上
または下、1 行左また
は右、1 単語上または
下、1 段落左または右
に移動

上向き矢印または下向き矢
印、左向き矢印または右向き
矢印、Ctrl + 上向き矢印また
は Ctrl + 下向き矢印、Ctrl +
左向き矢印または Ctrl + 右向
き矢印

上向き矢印または下向き矢印、左
向き矢印または右向き矢
印、Command + 上向き矢印また
は Command + 下向き矢
印、Command + 左向き矢印また
は Command + 右向き矢印

単語、行、段落または
テキストフレーム全体
を選択

文字ツールでダブルクリッ
ク、3 回クリック、4 回ク
リックまたは 5 回クリック

文字ツールでダブルクリック、3
回クリック、4 回クリックまたは 5
回クリック

選択したテキストの
オールキャップスのオ
ンとオフの切り替え

Ctrl + Shift + K Command + Shift + K

選択したテキストのス
モールキャップスのオ
ンとオフの切り替え

Ctrl + Alt + Shift + K Command + Option + Shift + K
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選択したテキストの上
付き文字のオンとオフ
の切り替え

Ctrl + Shift + ^ （ハット） Command + Shift + ^ （ハット）

選択したテキストの下
付き文字のオンとオフ
の切り替え

Ctrl + Alt + Shift + ^ （ハッ
ト）

Command + Option + Shift + ^
（ハット）

選択したテキストの水
平比率を 100％に設定

Ctrl + Shift + X Command + Shift + X

選択したテキストの垂
直比率を 100％に設定

Ctrl + Alt + Shift + X Command + Option + Shift + X

選択したテキストに自
動行送りを設定

Ctrl + Alt + Shift + A Command + Option + Shift + A

選択したテキストのト
ラッキングを 0 に設
定

Ctrl + Shift + Q Command + Shift + Control + Q

段落を均等配置（最終
行左揃え）に設定

Ctrl + Shift + J Command + Shift + J

段落を均等配置（最終
行右揃え）に設定

Ctrl + Alt + Shift + J Command + Option + Shift + J

段落を両端揃えに設定 Ctrl + Shift + F Command + Shift + F

選択したテキストの
フォントサイズを 2
ユニットずつ増減

Ctrl + Shift + ,（コンマ）ま
たは Ctrl + Shift + .（ピリオ
ド）

Command + Shift + ,（コンマ）ま
たは Command + Shift + .（ピリオ
ド）

選択したテキストの
フォントサイズを 10
ユニットずつ増減

Ctrl + Alt + Shift + ,（コン
マ）または Ctrl + Alt + Shift
+ .（ピリオド）

Command + Option + Shift + ,（コ
ンマ）または Command + Option
+ Shift + .（ピリオド）

行送りを 2 ユニット
ずつ増減

Alt + 下向き矢印または Alt +
上向き矢印

Option + 下向き矢印または Option
+ 上向き矢印

行送りを 10 ユニット
ずつ増減

Ctrl + Alt + 下向き矢印また
は Ctrl + Alt + 上向き矢印

Command + Option + 下向き矢印
または Command + Option + 上向
き矢印

ベースラインシフトを
2 ユニットずつ増減

Alt + Shift + 下向き矢印また
は Alt + Shift + 上向き矢印

Option + Shift + 下向き矢印または
Option + Shift + 上向き矢印

ベースラインシフトを
10 ユニットずつ増減

Ctrl + Alt + Shift + 下向き矢
印または Ctrl + Alt + Shift +
上向き矢印

Command + Option + Shift + 下向
き矢印または Command + Option
+ Shift + 上向き矢印

カーニングまたはト
ラッキングを 20 ユ
ニット（20/1000 エ
ム）ずつ増減

Alt + 左向き矢印または Alt +
右向き矢印

Option + 左向き矢印または Option
+ 右向き矢印

カーニングまたはト
ラッキングを 100 ユ
ニット（100/1000 エ
ム）ずつ増減

Ctrl + Alt + 左向き矢印また
は Ctrl + Alt + 右向き矢印

Command + Option + 左向き矢印
または Command + Option + 右向
き矢印

段落コンポーザーの切 Ctrl + Alt + Shift + T Command + Option + Shift + T
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り替え

マスク

結果 Windows Mac OS

新規マスク Ctrl + Shift + N Command + Shift + N

マスクのすべてのポ
イントを選択

Alt を押しながらマスクをク
リック

Option を押しながらマスクをク
リック

次または前のマスク
を選択

Alt + @（アットマーク）また
は Alt + Shift + @（アットマー
ク）

Option + @（アットマーク）また
は Option + Shift + @（アット
マーク）

トランスフォームを
開放したマスク編集
モードを有効にする

選択ツールでマスクをダブルク
リックする、またはタイムライ
ンパネルでマスクを選択
し、Ctrl + T を押す

選択ツールでマスクをダブルク
リックする、またはタイムライン
パネルでマスクを選択
し、Command + T を押す

トランスフォームを
開放したマスク編集
モードを無効にする

Esc Esc

自由変形モードでセ
ンターポイントを中
心にスケール

Ctrl を押しながらドラッグ Command を押しながらドラッグ

選択したパスポイン
トを現在の拡大率で
1 ピクセル移動

矢印キー 矢印キー

選択したパスポイン
トを現在の拡大率で
10 ピクセル移動

Shift + 矢印キー Shift + 矢印キー

スムーズポイントと
コーナーポイントを
切り替える

Ctrl + Alt を押しながら頂点をク
リック

Command + Option を押しながら
頂点をクリック

ベジェハンドルを再
描画する

Ctrl + Alt を押しながら頂点をド
ラッグ

Command + Option を押しながら
頂点をドラッグ

選択したマスクの反
転

Ctrl + Shift + I Command + Shift + I

選択したマスクのマ
スクの境界線をぼか
すダイアログボック
スを開く

Ctrl + Shift + F Command + Shift + F

選択したマスクのマ
スクシェイプダイア
ログボックスを開く

Ctrl + Shift + M Command + Shift + M
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ペイントツール

結果 Windows Mac OS

ペイントの背景色と描画色の切り替え X X

ペイントの描画色を黒に、背景色を白に
設定

D D

描画色をペイントツールポインターの現
在の色に設定

Alt を押しながらク
リック

Option を押しながらク
リック

描画色をペイントツールポインターの 4 x
4 ピクセルエリアの平均色に設定

Ctrl + Alt を押しなが
らクリック

Command + Option を
押しながらクリック

ペイントツールのブラシサイズを設定 Ctrl を押しながらド
ラッグ

Command を押しながら
ドラッグ

ペイントツールのブラシの硬さを設定 Ctrl を押しながらド
ラッグし、ドラッグ
中に Ctrl を放す

Command を押しながら
ドラッグし、ドラッグ中
に Command を放す

現在のペイントストロークを前のスト
ロークに結合

Shift を押しながら
ストロークを開始

Shift を押しながらスト
ロークを開始

開始サンプルポイントをコピースタンプ
ツールポインターの現在のポイントに設
定

Alt を押しながらク
リック

Option を押しながらク
リック

「最後のストロークのみ」オプションを
オンにして消しゴムツールを一時的にア
クティブ化

Ctrl + Shift Command + Shift

オーバーレイを表示および変更（調整さ
れたコピースタンプツールの「オフセッ
ト」の値を変更、または未調整コピース
タンプツールの「ソース位置」の値を変
更）

Alt + Shift を押しな
がらコピースタンプ
ツールでドラッグ

Option + Shift を押しな
がらコピースタンプツー
ルでドラッグ

特定のコピースタンプツールのプリセッ
トを使用

メインキーボードの
3、4、5、6 または
7

メインキーボードの
3、4、5、6 または 7

ペイントパネルで、コピースタンプツー
ルプリセットを複製

Alt キーを押しなが
らプリセットのボタ
ンをクリック

Option キーを押しなが
らプリセットのボタンを
クリック

ペイントツールの不透明度を設定 テンキーパッドの対
応する数字（例：9
= 90％、1 =
10％）*

テンキーパッドの対応す
る数字（例：9 =
90％、1 = 10％）*

ペイントツールの不透明度を 100％に設
定

テンキーパッドの
.（ピリオド）*

テンキーパッドの .（ピ
リオド）*

ペイントツールの流量を設定 Shift + テンキーパッ
ドの対応する数字
（例：9 = 90％、1

Shift + テンキーパッド
の対応する数字（例：9
= 90％、1 = 10％）*
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= 10％）*

ペイントツールの流量を 100％に設定 Shift + テンキーパッ
ドの .（ピリオド）*

Shift + テンキーパッド
の .（ピリオド）*

ストロークのデュレーションで指定した
フレーム数だけ前後に移動

Ctrl + Page Up また
は Ctrl + Page
Down（あるいはメ
インキーボードの 1
または 2）

Command + Page Up
または Command +
Page Down（あるいは
メインキーボードの 1
または 2）

アスタリスク（*）がついているショートカットを使用するときは、Num Lock がオンになっている状
態でテンキーパッドを使用して入力する必要があります。

シェイプレイヤー

結果 Windows Mac OS

選択した複数のシェイプのグ
ループ化

Ctrl + G Command + G

選択した複数のシェイプのグ
ループ解除

Ctrl + Shift + G Command + Shift + G

トランスフォームを開放したパ
ス編集モードを有効にする

タイムラインパネルで「パ
ス」プロパティを選択
し、Ctrl + T

タイムラインパネルで「パ
ス」プロパティを選択
し、Command + T

スターの内側の丸みを増加 ドラッグしてシェイプを作
成するときに Page Up

ドラッグしてシェイプを作
成するときに Page Up

スターの内側の丸みを減少 ドラッグしてシェイプを作
成するときに Page Down

ドラッグしてシェイプを作
成するときに Page Down

スターや多角形の頂点の数を増
加、角丸長方形の丸みを増加

ドラッグしてシェイプを作
成するときに上向き矢印

ドラッグしてシェイプを作
成するときに上向き矢印

スターや多角形の頂点の数を減
少、角丸長方形の丸みを減少

ドラッグしてシェイプを作
成するときに下向き矢印

ドラッグしてシェイプを作
成するときに下向き矢印

シェイプ作成中に再配置 ドラッグしてシェイプを作
成するときにスペースキー
を押したままにする

ドラッグしてシェイプを作
成するときにスペースキー
を押したままにする

角丸長方形の丸みを 0（鋭角の
コーナー）に設定、多角形やス
ターの外側の丸みを減少

ドラッグしてシェイプを作
成するときに左向き矢印

ドラッグしてシェイプを作
成するときに左向き矢印

角丸長方形の丸みを最大に設
定、多角形やスターの外側の丸
みを増加

ドラッグしてシェイプを作
成するときに右向き矢印

ドラッグしてシェイプを作
成するときに右向き矢印

長方形を正方形に固定、楕円を
円に固定、多角形とスターの回
転を 0 に固定

ドラッグしてシェイプを作
成するときに Shift

ドラッグしてシェイプを作
成するときに Shift

スターの外半径を変更 ドラッグしてシェイプを作 ドラッグしてシェイプを作
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

成するときに Ctrl 成するときに Command

マーカー

結果 Windows Mac OS

現在の時間にマーカーを設定
（プレビュー中またはオーディ
オのみのプレビュー中）

テンキーパッドの
*（乗算記号）

テンキーパッドの *（乗算記
号）または Control + メイン
キーボードの 8

現在の時間にマーカーを設定
し、マーカーダイアログボック
スを開く

Alt + テンキーパッドの
*（乗算記号）

Option + テンキーパッドの
*（乗算記号）または Control +
Option + メインキーボードの 8

現在の時間にコンポジション
マーカーを設定して番号
（0～9）を付ける

Shift + キーボードの
0～9

Shift + キーボードの 0～9

コンポジションマーカー
（0～9）に移動する

キーボードの 0 ～ 9 キーボードの 0 ～ 9

情報パネルに 2 つのレイヤー
マーカーまたはキーフレーム間
のデュレーションを表示する

Alt キーを押しながら 2
つのマーカーまたは
キーフレームをクリッ
ク

Option キーを押しながら 2 つ
のマーカーまたはキーフレーム
をクリック

マーカーの削除 Ctrl キーを押しながら
マーカーをクリック

Command キーを押しながら
マーカーをクリック

モーショントラッキング

結果 Windows Mac OS

ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを現
在の拡大率で 1 ピクセル移動

矢印キー 矢印キー

ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを現
在の拡大率で 10 ピクセル移動

Shift + 矢印
キー

Shift + 矢印キー

ターゲット領域と検索領域を現在の拡大率で 1 ピクセル
移動

Alt + 矢印
キー

Option + 矢印
キー

ターゲット領域と検索領域を現在の拡大率で 10 ピクセ
ル移動

Alt + Shift +
矢印キー

Option + Shift +
矢印キー

保存、書き出し、レンダリング
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結果 Windows Mac OS

プロジェクトの保存 Ctrl + S Command + S

プロジェクトに番号をつけて保存 Ctrl + Alt + Shift +
S

Command + Option +
Shift + S

別名で保存 Ctrl + Shift + S Command + Shift + S

レンダーキューにアクティブなコンポジ
ションまたは選択したアイテムを追加

Ctrl+Shift+ / （メイ
ンキーボード上）

Command+Shift+ / （メ
インキーボード上）

レンダーキューに現在のフレームを追加 Ctrl + Alt + S Command + Option +
S

レンダリングアイテムを元のファイル名と
同じ出力ファイル名で複製

Ctrl + Shift + D Command + Shift + D

Adobe Media Encoder のエンコーディン
グキューにコンポジションを追加 Ctrl + Alt + M Command + Option +

M

Mac OS の場合、オペレーティングシステムと相互作用する一部のキーボードコマンドは、After
Effects と相互作用するキーボードコマンドと競合します。Mac OS のキーボードコマンドとの競合が発生す
る場合は、一般環境設定の「システムのショートカットキーを使用」をオンにして、After Effects のキーボー
ドコマンドを無効にします。

キーボードショートカットのグラフィック

下のリンクをクリックすると、一般的に使用されている使用頻度の高い 50 個のキーボードショートカットの
PDF をダウンロードできます。

 AE_KeyboardShortcuts.pdf 
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Adobe Bridge と After Effects の使用
Photoshop と After Effects の使用
Animate CC と After Effects の使用
Adobe Premiere Pro と After Effects の使用
Adobe Media Encoder と After Effects の使用
Adobe Audition で編集

Adobe Bridge と After Effects の使用

Adobe Bridge を使用すると、アニメーションプリセットの実行、別の製品とのワークフローを自動化するス
クリプトの実行、ファイルとフォルダーの表示と管理、キーワードやラベル、レーティングを使用したファイ
ルの整理、ファイルやフォルダーの検索、メタデータの表示、編集、追加ができます。

Adobe Bridge を After Effects から起動するには、ファイル／Bridge で参照を選択しま
す。
Adobe Bridge でファイルを表示するには、プロジェクトパネルでファイルを選択し、
ファイル／Bridge で表示を選択します。
Adobe Bridge でアニメーションプリセットを参照するには、アニメーション／アニメー
ションプリセットを参照を選択します。

Adobe Bridge は Creative Cloud アプリケーションスイートの一部であり、Creative Cloud を介してダウン
ロードおよびインストールできます。詳しくは、ヘルプドキュメントおよびAdobe Bridge CC製品ページを参
照してください。
Adobe Bridge CC の概要については、このビデオをご覧ください。

Photoshop と After Effects の使用

Photoshop で作成した静止画は、After Effects を使用して動画にすることができます。After Effects では、レ
イヤーおよび Photoshop 画像全体をアニメーションにすることができます。例えば、レイヤースタイルのプ
ロパティなどの Photoshop 独自のプロパティをアニメーション化することができます。After Effects で作成し
た動画は、Photoshop を使用してフレームごとの修正をすることができます。

実作業での利点

After Effects の特長は、アニメーション機能とモーションの自動計算機能にあります。これは After Effects が
フレーム間の変化を分析する機能が優れていることを意味しています。例えば、After Effects のモーショント
ラッキング機能を使用してマイクロホンブームの動きをトラッキングし、同じ動きをコピースタンプツールで
作成した線に適用できます。これにより、手作業で各フレームのマイクロホンを塗りつぶさなくても、ムー
ビーの各フレームからマイクロホンを削除できます。
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一方、Photoshop はペイントと描画のツールとして非常に優れています。
ペイント作業に使用するアプリケーションは、目的によって選択します。Photoshop でのペイントストローク
では、レイヤーのピクセルが直接書き替えられます。After Effects でのペイントストロークはエフェクトの一
種であるため、いつでもオンとオフを切り替えることができ、変更も可能です。適用したペイントストローク
のプロパティを後で変更する場合またはペイントストロークそのものをアニメーション化する場合は、After
Effects のペイントツールを使用します。ペイントストロークを将来変更する必要がない場合は、Photoshop
のペイントツールを使用します。画像中のゴミを取り除く目的でペイントストロークを手作業で適用したい場
合も、Photoshop のペイントツールの方が便利です。
Photoshop のアニメーション機能およびビデオ機能には、キーフレームベースの簡単なアニメーションが用意
されています。一方、After Effects にも同様のインターフェイスがありますが、Photoshop のものに比べ、は
るかに高い機能性と柔軟性を持っています。

また、After Effects では、Photoshop の Vanishing Point 機能で作成した面をシミュレートした 3D レイヤー
を自動的に作成することもできます。

静止画像の相互利用

After Effects では数多くのファイル形式で静止画像の読み込みと書き出しが可能ですが、After Effects と
Photoshop の間で個々のフレームや静止画像のシーケンスを交換するときは、Photoshop の PSD 形式を使用
することが普通です。
After Effects による PSD ファイルの読み込みまたは書き出しでは、各レイヤー、マスク、レイヤースタイル
など、ほとんどの属性を保持できます。After Effects に PSD ファイルを読み込むときには、統合した画像と
して読み込むか、レイヤーを保持したコンポジションとして読み込むかを選択できます。
素材が静止画像である場合は、After Effects に読み込む前に Photoshop で処理することをお勧めします。この
ような準備作業の例としては、カラー補正、画像サイズの調整、画像の切り抜きなどがあります。この処理を
After Effects で実行すると、プレビューや最終出力の際に各フレームを描画するごとに、同じ処理を毎秒何回
も実行することになり、処理速度が低下するため、Photoshop を使用してソース画像に必要な処理を事前に完
了しておく方が効率的です。
Photoshop の新規ダイアログボックスで「フィルムとビデオ」プリセットを指定して新規の PSD ドキュメン
トを作成することで、特定の種類のビデオ出力用に正しく設定されたドキュメントの作成を始めることができ
ます。既に After Effects で作業している場合は、ファイル／新規作成／Adobe Photoshop ファイルを選択す
ることで、コンポジションとプロジェクトの設定に適した新規の PSD ドキュメントを作成できます。

ムービーの相互利用

QuickTime ムービーなどのビデオファイルも、Photoshop と After Effects の間で相互利用できま
す。Photoshop でムービーを開くと、ソースの映像ファイルを参照するビデオレイヤーが作成されます。ビデ
オレイヤーは、After Effects でムービーをソースとしてレイヤーで作業する場合とまったく同様に、ムービー
のフレームに影響を与えずにペイント作業を進めることができます。ビデオレイヤーを含んだ PSD ファイル
を保存すると、ソースの映像そのものに対する編集内容ではなく、ビデオレイヤーに対する編集内容が保存さ
れます。
Photoshop からムービーを直接レンダリングすることもできます。例えば、Photoshop で QuickTime ムー
ビーを作成し、After Effects で読み込むことが可能です。

カラー

After Effects では、カラーが内部的に RGB（赤、緑、青）カラーパレットで扱われます。After Effects では
CMYK 画像を RGB に変換できますが、ビデオやアニメーションに対する作業は Photoshop を使用して RGB
で進める必要があります。
最終的な出力に関連する画像については、After Effects に画像を読み込む前に、その画像のカラーがブロード
キャストセーフであることを Photoshop で確認しておくことをお勧めします。確認方法としては、Photoshop
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で SDTV（Rec.601）などの適切な出力先カラースペースをドキュメントに割り当てると便利です。After
Effects では、読み込んだ PSD ファイルなどのドキュメントに埋め込まれたカラープロファイルに従ってカ
ラーが管理されています。

Animate CC と After Effects の使用

Adobe Animate（以前の Flash Professional）で作成したビデオやアニメーションを After Effects に読み込ん
で編集や処理をおこなうことができます。例えば、Adobe Animate から、QuickTime ムービー、.mp4 および
その他の標準的なビデオ形式でアニメーションおよびアプリケーションを書き出すことができます。次
に、After Effects を使用してこのビデオを編集、処理します。
After Effects で編集、合成したビデオを、Animate を使用してパブリッシュすることができます。

Animateと After Effects では、共通の概念の一部に対して別々の用語を使用します。次の表に、これらの 2 つ
のアプリケーションで使用される用語の相違点を示します：

After Effects Animate

コンポジション ムービークリップ
コンポジションフレーム（コンポジションパネル） ステージ
プロジェクトパネル ライブラリパネル
プロジェクトファイル FLA ファイル
ムービーのレンダリングと書き出し SWF ファイルをパブリッシュ

その他のリソース

以下の記事では、Animate と After Effects を一緒に使用する方法に関するその他の情報を紹介しています。

Richard Harrington 氏と Marcus Geduld 氏は、共著『After Effects for Flash | Flash for
After Effects』から抜粋した記事「Flash Essentials for After Effects Users」（英語）を
Peachpit Web サイトに掲載しています。この章は、After Effects ユーザーが理解しやすい
用語を使用して、Animate について説明したもので
す。http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1350895

また、『After Effects for Flash | Flash for After Effects』から別に抜粋した「After Effects
Essentials for Flash User」（英語）もあります。この章は、Animate ユーザーが理解しや
すい用語を使用して、After Effects について説明したもので
す。http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1350894

Robert Powers 氏によるビデオチュートリアルが Slippery Rock NYC Web サイト（英
語）に公開されています。このビデオチュートリアルでは、After Effects の使用に関する
基礎知識について Animate を使い慣れているユーザーの観点から説明しています。

Animate からの QuickTime ビデオの書き出し

Animate を使用してアニメーションまたはアプリケーションを作成すると、Animate のファイル／書き出し／
ムービーの書き出しコマンドを使用して、QuickTime ムービーとして書き出すことができます。Animate アニ
メーションでは、アニメーションのビデオ出力を最適化できます。Animate アプリケーションでは、アプリ
ケーションのビデオが実行時にレンダリングされるので、ユーザーがビデオを操作することができます。この
結果、ビデオファイルに含めるアプリケーションのブランチや状態をキャプチャできます。
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Animate でのビデオの読み込みとパブリッシュ

ムービーファイルを Animate に読み込むと、スクリプトや Animate コンポーネントなどの様々な手法を使用
して、ビデオ周辺の視覚的なインターフェイスを制御できます。例えば、再生コントロールやその他のグラ
フィックも含めることができます。また、合成結果のムービーの上にグラフィックレイヤーを追加することも
できます。

グラフィック、アニメーション、およびビデオの合成

Animate と After Effects には、ビデオやグラフィックの複雑な合成を実行するための多くの機能が含まれま
す。使用するアプリケーションは、個人的な好みや作成する最終出力によって異なります。
Animate は、After Effects より Web 指向のアプリケーションで、最終的なファイルサイズを小さくすること
ができます。また、Animate を使用すると、アニメーションを実行時に制御することもできます。After
Effects はビデオやフィルムの制作に適しており、幅広い視覚効果を提供できます。通常は、最終出力として
ビデオファイルを作成するために使用されます。
いずれのアプリケーションも、オリジナルのグラフィックやアニメーションの作成に使用できます。いずれも
タイムラインを使用し、アニメーションをプログラムで制御するためのスクリプト機能を備えていま
す。After Effects には多数のエフェクトのセットが含まれています。
いずれのアプリケーションでも、合成時に画像を別々のレイヤーに配置することができます。これらのレイ
ヤーは、必要に応じてオンとオフを切り替えることができます。また、いずれのアプリケーションでも、各レ
イヤーの内容にエフェクトを適用することができます。
Animate では、合成内容はビデオコンテンツに直接影響を与えず、Flash Player での再生時にのみビデオの外
観を変化させます。これに対し、After Effects では、読み込んだビデオを編集してビデオファイルを書き出す
際に、画像とエフェクトを実際に合成します。
After Effects でのすべての描画とペイントは、読み込まれたビデオには影響を与えずに実行されるので、常に
非破壊的です。Animate には、破壊的な描画モードと非破壊的な描画モードの両方があります。
 

SWF ファイルの After Effects への読み込み

Animate には、After Effects や Adobe® Illustrator® では表現できない、様々な描画ができる独自のベクトル
アートツールがあります。SWF ファイルを After Effects に読み込み、他のビデオと合成したり、クリエイ
ティブなエフェクトを使用してビデオとしてレンダリングしたりできます。インタラクティブな内容とスクリ
プトによるアニメーションは保持されません。キーフレームで定義されたアニメーションは保持されます。
After Effects に読み込まれた SWF ファイルは単一の連続ラスタライズされたレイヤーに分割・統合されま
す。この SWF ファイルのアルファチャンネルは保持されます。連続ラスタライズとは、画像を徐々に拡大す
るときに鮮明度が維持される機能のことです。この機能により、SWF ファイルのルートレイヤーやオブジェ
クトを、After Effects 内でスムーズにレンダリングされる要素として使用できるので、各ツールの機能を十分
に使用することができます。

Adobe Premiere Pro と After Effects の使用

Adobe Premiere Pro では、ムービーのキャプチャ、読み込み、編集を行います。After Effects では、モーショ
ングラフィックの作成、ビジュアルエフェクトの適用、ビジュアル要素の合成、カラー補正、およびムービー
のポストプロダクション作業を実行できます。
After Effects と Adobe Premiere Pro 間で、プロジェクト、コンポジション、シーケンス、トラックおよびレ
イヤーを簡単に交換できます。

Premiere Pro のソーステキストを編集できる After Effects で、テキストテンプレートコン
ポジションを作成できます（ライブテキストテンプレートを参照）。

58



ページの先頭へ

ページの先頭へ

Adobe Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込むことができます（Adobe
Premiere Pro プロジェクトを読み込むを参照）。
After Effects プロジェクトを Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出すことがで
きます（After Effects プロジェクトを Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出し
を参照）。
After Effects と Adobe Premiere Pro 間でレイヤーやトラックをコピー＆ペーストするこ
とができます（After Effects と Adobe Premiere Pro 間でのコピーを参照）。
コンポジションのレンダリング時間を短縮するために、Premiere Pro で After Effects コン
ポジションをレンダリングおよび置換できます（Adobe Premiere Pro での After Effects
コンポジションのレンダリングと置換を参照）。

Adobe Premiere Pro をインストールしている場合は、次のことを実行できます。

Adobe Dynamic Link を使用すると、Adobe Premiere Pro で After Effects コンポジション
を使用できます。動的にリンクされたコンポジションは、Adobe Premiere Pro のクリッ
プとして表示されます。
Adobe Dynamic Link を使用すると、After Effects で Adobe Premiere Pro シーケンスを使
用できます。動的にリンクされたシーケンスは、フッテージとして After Effects に表示さ
れます。
After Effects を Premiere Pro から起動して、Premiere Pro プロジェクトの設定と一致す
る設定で新しいコンポジションを作成できます。
Adobe Premiere Pro で一連のクリップを選択して、After Effects でそれらをコンポジショ
ンに変換できます。

After Effects および Premiere Pro での Dynamic Link の使用について詳しくは、Dynamic Link と After Effects
および Adobe Premiere Pro のヘルプのDynamic Link を参照してください。

Adobe Media Encoder と After Effects の使用

Adobe Media Encoder を使用して、After Effects からビデオを書き出すことができます。H.264、MPEG-2 お
よび WMV 形式をエンコードするには、Adobe Media Encoder を使用します。その他の形式は、Adobe
Media Encoder では使用できますが、After Effects では使用できません。例えば、DNxHD 形式は Adobe
Media Encoder では使用できますが、After Effects では使用できません。
After Effects プロジェクトのファイルを Adobe Media Encoder の監視フォルダーに追加でき、コンポジショ
ンが自動的に Adobe Media Encoder のエンコーディングキューに追加されます。詳しくは、Adobe Media
Encoder の監視フォルダーでファイルを読み込みセクションを参照してください。
Adobe Media Encoder と After Effects の使用について詳しくは、Adobe Media Encoderを参照してくださ
い。
Adobe Media Encoder を使用して After Effects コンポジションを書き出す方法について学習するには、この
チュートリアルを参照してください。

Adobe Audition で編集

After Effects で作業中に、Adobe Audition のより優れたオーディオ編集機能を使用して、オーディオを調整す
ることができます。「Adobe Audition で編集」コマンドを使用して、After Effects から Adobe Audition を開
始できます。
オーディオのみのファイル（WAV ファイルなど）を Adobe Audition で編集すると、元のファイルが変更され
ます。オーディオとビデオの両方を含むレイヤー（AVI ファイルなど）を編集すると、ソースオーディオファ
イルのコピーが変更されます。
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注意：

1. 編集するオーディオを含むレイヤーを選択します。アイテムは、Adobe Audition で編集
可能な形式である必要があります。

2. 編集／Adobe Audition で編集を選択して、Adobe Audition の編集ビューでクリップを開
きます。

3. ファイルを編集して、次のいずれかの操作を行います。

オーディオのみのレイヤーを編集している場合は、ファイル／保存を選択して、編集
内容を元のオーディオファイルに適用します。または、ファイル／名前を付けて保
存を選択して、編集内容をオーディオファイルのコピーに適用することもできま
す。ファイル／名前を付けて保存を選択した場合は、ファイルのコピーを After
Effects に読み込みます。
オーディオとビデオの両方を含むレイヤーを編集している場合は、ファイル／名前を
付けて保存を選択します。ファイルを保存したら、そのファイルを After Effects に読
み込みます。読み込んだファイルをコンポジションに追加し、タイムラインパネル
のオーディオスイッチの選択を解除して、オーディオとビデオが含まれるクリップの
元のオーディオをミュートします。

After Effects でオーディオに適用されたエフェクトは、Adobe Audition に送信さ
れるコピーには含まれません。

After Effects から Adobe Audition を使用してオーディオを変更する方法についての投稿が、After Effects
Region of Interest ブログにあります。

以下も参照してください
Adobe Bridge
テンプレートプロジェクトとサンプルプロジェクト
アニメーションプリセットの概要とリソース
Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み
Photoshop の 3D オブジェクトレイヤー
ビデオとアニメーションの概要
消滅点
Web リンク、チャプターリンク、キューポイントおよびマーカー
Adobe After Effects からの読み込み
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注意：
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Dynamic Link について
Dynamic Link のパフォーマンス
Dynamic Link を使用した After Effects コンポジションの作成とリンク
動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する
After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する
Premiere Pro 内のクリップからの After Effects コンポジションの作成
オフラインコンポジションと Dynamic Link

Dynamic Link について

これまで、ポストプロダクションアプリケーション間で編集素材を共有するには、作業内容をあるアプリケーションでレンダリングおよび書き出
した後、別のアプリケーションに読み込む必要がありました。これは非効率的で、時間のかかるワークフローでした。元のアセットに変更を加え
るには、アセットを再度レンダリングして書き出す必要がありました。いくつものバリエーションをレンダリングして書き出しておくとディスク
領域を消費し、さらにファイル管理の問題も発生します。
Dynamic Link は、このワークフローに替わる方法を提供しています。After Effects と Premiere Pro の間に Dynamic Link を作成できるようにする
ものです。Dynamic Link の作成は、他の種類のアセットを読む込む操作と同じ程度に簡単です。Dynamic Link を設定したアセットは、見分けやす
いように独特のアイコンとラベル色で表示されます。Dynamic Link は、前述のアプリケーションで生成されたプロジェクトに保存されます。

Dynamic Link のパフォーマンス

参照クリップは、複雑なソースコンポジションを参照している可能性があります。複雑なソースコンポジションに対するアクションの実行には長
い処理時間が必要です。アクションが After Effects で実行され、その結果のデータが Adobe Premiere Pro に反映されるまでに時間がかかると、プ
レビューや再生がスムーズに動作しないことがあります。
再生の遅延時間を短くするには、次のいずれかの操作を行います：

リンクコンポジションをオフライン化する
参照クリップの有効を一時的に解除して、コンポジションが参照されるのを防ぐ
コンポジションをレンダリングし、ダイナミックリンクコンポジションをレンダリング済みファイルで置き換える

複雑なソースコンポジションを頻繁に操作する場合は、RAM を追加するか、より高速なプロセッサーを使用することをお勧めします。

After Effects リンクコンポジションでは、After Effects マルチプロセッサーの「複数のフレームを同時にレンダリング」はサポートされま
せん。詳しくは、メモリ、キャッシュ、マルチプロセッサーの最適化によるパフォーマンスの改善を参照してください。

Dynamic Link を使用した After Effects コンポジションの作成とリンク

Adobe Premiere Pro から、After Effects コンポジションとこれらのコンポジションへの Dynamic Link を作成できます。Adobe Premiere Pro か
ら、既存の After Effects コンポジションに Dynamic Link を作成することもできます。

Adobe Premiere Pro 上のクリップからのコンポジション作成
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Adobe Premiere Pro で選択したクリップを、それらのクリップに基づいて、Dynamic Link を設定した After Effects コンポジションで置き換えるこ
とができます。新しいコンポジションには Adobe Premiere Pro のシーケンス設定が引き継がれます。

1. コンポジションに置き換えるクリップをシーケンス内で選択します。

2. 選択したクリップを右クリックします。

3. 「After Effects コンポジションに置き換え」を選択します。

Adobe Premiere Pro からのダイナミックリンクコンポジション作成

Adobe Premiere Pro から新しいダイナミックリンクコンポジションの作成操作を実行すると、After Effects が起動します。After Effects では、実
行元のプロジェクトに基づくサイズ、ピクセル縦横比、フレームレート、オーディオサンプルレートを使用して、プロジェクトとコンポジション
が作成されます（After Effects が既に実行されている場合は、現在のプロジェクトでコンポジションが作成されます）。新しいコンポジションに
は、Adobe Premiere Pro または Encore プロジェクト名の後に「リンクコンポ [番号]」を付加した名前が設定されます。

1. Adobe Premiere Pro で、ファイル／Adobe Dynamic Link／新規 After Effects コンポジションを選択します。

2. After Effects の別名で保存ダイアログボックスが表示された場合は、After Effects プロジェクトの名前と保存場所を入力し、
「保存」をクリックします。

ダイナミックリンク After Effects コンポジションを作成すると、コンポジションのデュレーションは 30 秒に設定されま
す。再生時間を変更するには、After Effects でコンポジションを選択し、コンポジション／コンポジション設定を選択しま
す。「基本」タブが選択されているのを確認し、「デュレーション」に新しい値を指定します。

既存コンポジションへのリンク

最適な結果を得るには、コンポジション設定（画面サイズ、ピクセル縦横比、フレームレートなど）を Adobe Premiere Pro のプロジェクトの設定
と一致させる必要があります。

次のいずれかの操作を行います。

Adobe Premiere Pro で、ファイル／Adobe Dynamic Link／After Effects コンポジションを読み込みを選択します。After
Effects プロジェクトファイル（.aep）を選択し、コンポジションを選択します。
Adobe Premiere Pro で、ファイル／読み込みを選択します。表示されるダイアログボックスでコンポジションを選択し、
「OK」をクリックします。
After Effects のプロジェクトパネルから、Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルまたは Encore のプロジェクトパネル
にコンポジションをドラッグします。
After Effects のプロジェクトファイルを Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルにドラッグします。After Effects プロ
ジェクトファイルに複数のコンポジションが含まれている場合、After Effects コンポジションを読み込みダイアログボック
スが表示されます。

Adobe Premiere Pro プロジェクトでは、同じ After Effects コンポジションに複数回リンクすることができます。
 

ダイナミックリンクとして使用されている After Effects コンポジション

動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する

Adobe Premiere Pro プロジェクトからダイナミックリンクコンポジションを削除する操作は、プロジェクトで使用中の場合を含め、いつでも実行
できます。また、Adobe Premiere Pro シーケンスのタイムラインから、リンクされたクリップをいつでも削除することができます。
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Adobe Premiere Pro で、リンクされたコンポジションまたはクリップを選択し、Delete キーを押します。

After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する

After Effects のリンクコンポジションに変更を加えるには、Adobe Premiere Pro または Encore の「オリジナルを編集」コマンドを使用しま
す。After Effects 上でコンポジションを開いた後は、「オリジナルを編集」コマンドを再び使用しなくても、そのコンポジションに対する変更操作
ができます。

1. Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルで After Effects コンポジションを選択するか、タイムラインでそのリンクされたク
リップを選択し、編集／オリジナルを編集を選択します。

2. After Effects でコンポジションに変更を加えます。その後、Adobe Premiere Pro に切り替えて変更内容を確認します。

After Effects 上での変更内容が、Adobe Premiere Pro 上の表示に反映されます。変更以前にそのクリップに対してレンダリングされたプレビュー
ファイルは使用されなくなります。

Adobe Premiere Pro から After Effects のコンポジションへの Dynamic Link を作成した後に、After Effects のコンポジションの名前を変更
することができます。Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルでは、リンクコンポジションの名前は更新されません。ただし、Dynamic Link は
維持されます。

Premiere Pro 内のクリップからの After Effects コンポジションの作成

Premiere Pro で、シーケンス内の選択したクリップを、これらのクリップを含む After Effects コンポジションに置き換えることができます。コン
ポジションでは Premiere Pro のシーケンス設定が継承され、After Effects への Dynamic Link が維持されます。コンポジションは Premiere Pro ま
たは After Effects で編集できます。

1. コンポジションに置き換えるクリップをシーケンス内で選択します。

2. 選択したクリップを右クリックします。

3. 「After Effects コンポジションに置き換え」を選択します。

オフラインコンポジションと Dynamic Link

Adobe Premiere Pro では、次のいずれかの場合にはダイナミックリンクコンポジションがオフラインで表示されます：

コンポジションを含む After Effects プロジェクトの名前の変更、移動または削除を行った場合。
ユーザーが意図的にコンポジションをオフラインにした場合。
Adobe Premiere Pro プロジェクトマネージャーでトリミングしたプロジェクトで作業している場合。プロジェクトマネー
ジャーでは、After Effects のプロジェクトをトリミングしたプロジェクトフォルダーに移動されません。手動でファイル／メ
ディアをリンクを選択して再リンクしてください。

Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルでは、オフラインコンポジションはオフラインアイコン  付きで表示されます。オフラインコンポジ
ションで作業している場合は、元の After Effects コンポジションに再リンクすることができます。リンクコンポジションを別のソースコンポジ
ションに再リンクすることもできます。

ダイナミックリンクコンポジションのオフライン化

再生がスムーズでない場合、ダイナミックリンクコンポジションをオフライン化すると状況が改善する可能性があります。コンポジションをオフ
ライン化すると、After Effects との Dynamic Link が切断されます。プロジェクトパネル上のリンクコンポジションは、オフラインコンポジション
で置き換えられます。
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Adobe Premiere Pro でリンクされたクリップを一時的に無効化できます。クリップを選択し、クリップ／有効を選択して有効を解除します。ク
リップを再度有効にするには、もう一度クリップ／有効を選択します（コマンド名の横に表示されるチェックマークはクリップが有効であるこ
とを示します）。

1. Premiere Pro で、プロジェクトパネルのコンポジションを選択します。

2. プロジェクト／オフラインにするを選択します。

ダイナミックリンクコンポジションの再リンク

Adobe Premiere Pro でコンポジションを右クリックし、メディアをリンクを選択します。表示されるダイアログボックスで、After Effects プロ
ジェクトを選択します。Adobe Premiere Pro で自動的にコンポジションが再リンクされます。
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注意：

注意：

After Effects でキーボードショートカットを変更するには、次の操作を行います。

1. After Effects で次のいずれかを選択します。
編集／環境設定／一般（Windows）
After Effects／環境設定／一般（Mac OS）

2. 環境設定ダイアログボックスで、「環境設定をエクスプローラーで表示」ボタン
（Windows）または「環境設定を Finder で表示」ボタン（Mac OS）をクリックしま
す。

3. インストールディレクトリが開き、環境設定ファイルが選択されています。オペレーティ
ングシステムに応じて、次のいずれかのファイルを開きます：

Adobe After Effects <バージョン> Win en_US Shortcuts.txt

または

Adobe After Effects <バージョン> Mac en_US Shortcuts.txt

このテキストファイルでキーボードショートカットを変更できます。

キーボードショートカットを既に存在している組み合わせに変更すると、競合が
発生します。入力した新しい組み合わせがまだ存在していないことを確認してください。

Mac OS の場合、オペレーティングシステムと相互作用する一部のキーボードコマンドは、After
Effects と相互作用するキーボードコマンドと競合します。Mac OS のキーボードコマンドとの競合が発生す
る場合は、一般環境設定の「システムのショートカットキーを使用」をオンにして、After Effects のキーボー
ドコマンドを無効にします。
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設定の同期
別のアカウントから設定を同期
同期の管理

複数のコンピューターで作業する場合、環境設定、プリセット、ライブラリ間の管理と同期には時間がかか
り、複雑で、エラーが起こりやすくなります。
After Effects の設定の同期機能では、Creative Cloud を介して環境設定と設定を同期できます。例えば、2 台
のコンピューターを使用している場合は、設定を同期機能を使用して、これらの 2 台のコンピューター間で設
定の同期を簡単に保持できます。
同期は Adobe Creative Cloud アカウントを介して実行されます。設定が Creative Cloud アカウントにアップ
ロードされ、他のコンピューターにダウンロードして適用できます。また、別の Creative Cloud アカウント
から設定を同期することもできます。After Effects によってお使いのコンピューターにユーザープロファイル
が作成され、これを使用して関連付けられた Creative Cloud アカウントと設定を同期します。
同期は手動で開始します。自動的に行われることはなく、スケジュールを設定することもできません。

設定の同期

同期を開始するには、編集／[お客様の Adobe ID]／今すぐ同期（Windows）または After Effects／[お客様の
Adobe ID]／今すぐ同期を選択します。

また起動画面の設定も同期できます。起動画面の同期の設定／今すぐ同期 [お客様の Adobe ID] をクリックし
て、同期を開始します。

設定をダウンロード：Creative Cloud からお使いのコンピューターへ設定を同期し、設定
のローカルバージョンを Creative Cloud バージョンで上書きします。
設定をアップロード：ローカルコンピューターから Creative Cloud へ設定を同期します。

同期の進捗と詳細は、情報パネル（ウィンドウ／情報）に表示されます。

設定を同期を使用した後で、ダウンロードした環境設定を適用するには、After Effects を再起動します。
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別のアカウントから設定を同期

デフォルトでは、製品のライセンスに割り当てられた Adobe ID が環境設定の同期に使用されます。別の
Adobe ID を使用して設定を同期するには、編集メニュー（Windows）または After Effects メニュー（Mac
OS）から [お客様の Adobe ID]／別のアカウントの設定を使用を選択します。Adobe ID およびパスワードを
入力します。
または、起動画面で、同期の設定／別のアカウントの設定を使用をクリックします。

同期の管理

設定を消去

編集／[your Adobe ID]／設定を消去（Windows）あたは After Effects [your Adobe ID]／設定を消去（Mac
OS）を選択して、すべての設定を消去し、デフォルトの状態にリセットします。また、「設定を消去」で
は、設定の同期に使用されたユーザーの設定を示すために使用されるトークンもリセットされます。

「終了」をクリックすると、現在の環境設定が消去され、After Effects が終了します。アプリケーションが再
起動されると、デフォルトの環境設定が設定されます。

設定の同期を管理

設定の同期機能の設定を変更するには（Windows）：
編集／[Adobe ID]／同期の設定を管理をクリックします。
編集／環境設定／設定を同期をクリックします。

設定の同期機能の設定を変更するには（Mac OS）：
After Effects／[Adobe ID]／同期の設定を管理をクリックします。
After Effects／環境設定／設定を同期をクリックします。 
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アプリケーション終了時にユーザープロファイルを自動的に消去

注意：

注意：

注意：

設定ダイアログボックスでは、次の設定を変更できます。

このオプションを有効にすると、After
Effects を終了するたびにユーザープロファイルが消去されます。次回の起動時に、環境設定が製品のライセ
ンス認証に使用されたデフォルトの Adobe ID からフェッチされます。

同期する環境設定を選択します。
1. 同期可能環境設定
2. キーボードショートカット
3. コンポジション設定のプリセット
4. フッテージの自動変換ルール
5. レンダリング設定テンプレート
6. 出力モジュール設定のテンプレート

同期可能な環境設定とは、コンピューターやハードウェアの設定に依存しない環境設定のことです。

Windows 用に作成されたキーボードショートカットでは Windows のみで同期を行い、Mac OS の
キーボードショートカットは Mac OS のみで同期を行います。

ドロップダウンメニューから次のいずれかのオプションを選択し、After Effects にいつ設定を同期するかを指
示します。
常に確認
常に設定をアップロード
常に設定をダウンロード

同期設定機能では、環境設定フォルダーに手動で保存されたファイルを同期しません。
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環境設定
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次のセクションでは、環境設定ダイアログボックスと、実行できる様々なタスクについて説明します。

環境設定ダイアログボックス

環境設定ダイアログボックス

環境設定ダイアログボックスを開くには、次のように選択します。
編集／環境設定／[カテゴリ名]（Windows）
After Effects／環境設定／[カテゴリ名]（Mac OS）

次のキーボードショートカットを使用して、環境設定／一般設定メニューを開きます。
Ctrl + Alt + ;（セミコロン）（Windows）
Command + Option + ;（セミコロン）（Mac OS）

環境設定をリセット
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注意：

初期設定の環境に戻すには、次のキーを押しながらアプリケーションを起動します。
Ctrl + Alt + Shift キー（Windows）
Command + Option + Shift キー（Mac OS）

キーボードショートカットを初期設定に戻すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながら「OK」をクリックします。

環境設定を表示

キーボードショートカットやワークスペースなどの環境設定は次の場所にファイルとして保存されます。
（Windows）\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<バージョン>
（Mac OS）/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After Effects/<バージョン>

After Effects で環境設定を表示するには、次のように選択します。
編集／環境設定／一般設定を選択し、「環境設定を Finder で表示」ボタンをクリックし
ます（Windows）。
After Effects／環境設定／一般設定を選択し、「環境設定をエクスプローラーで表示」ボ
タンをクリックします（Mac OS）。

このディレクトリのファイルを手動で変更することはお勧めできません。環境設定を変更するには、環境設
定ダイアログボックスを使用します。キーボードショートカットの変更については、キーボードショートカッ
トの変更を参照してください。ワークスペースの管理については、ワークスペースとパネルを参照してくださ
い。

Mac OS X のライブラリフォルダーは非表示です。Mac OS で非表示のユーザーファイルにアクセス
する方法については、次の記事を参照してください。
http://helpx.adobe.com/x-productkb/global/access-hidden-user-library-files.html

次のリストでは、編集／環境設定メニューの下に表示される様々なオプションのうち、特に説明が必要なオプ
ションについて簡単に説明しています。

一般環境設定

パスポイントとハンドルサイズ：マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点、モー
ションパスの方向ハンドル、およびその他の同様のコントロールのサイズを指定します。
ツールヒントを表示：After Effects ユーザーインターフェイスのヒント
レイヤーをコンポジションの開始時間に作成：レイヤーの概要
ネスト化したコンポジションにスイッチを適用：プリコンポーズとネスト化について
初期設定の空間補間法にリニアを使用：キーフレームの空間補間および時間補間について
マスク編集時に一定の頂点数とぼかしポイント数を保持：最初の頂点をベジェパスに指定
する
ペンツールショートカットはペンツールとマスク境界のぼかしツールを切り替えます：可
変幅のマスクの境界のぼかし
すべての関連アイテムの時間を同期：ネスト化したコンポジションに適用される環境設定
とコンポジション設定
エクスプレッションピックウイップによる簡潔な英語を記述：ピックウイップを使ってエ
クスプレッションを編集する
元のレイヤーの上に分割したレイヤーを作成：レイヤーを分割する
スクリプトによるファイルへの書き込みとネットワークへのアクセスを許可：スクリプト
の読み込みと実行
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JavaScript デバッガーを使用：アドビ システムズ社の Web サイトの Adobe After Effects
Developer Center の After Effects スクリプティングガイド
システムのカラーピッカーを使用：カラーピッカーを選択する
最高画質で新規レイヤーを作成：レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング
システムのショートカットキーを使用（Mac OS のみ）：ショートカットキー
After Effects の Dynamic Link は最も大きい番号のプロジェクトファイル名を使
用：Dynamic Link と After Effects
レンダリングの終了時にサウンドを再生：レンダーキューの最後のアイテムが処理された
際のサウンドの再生を有効または無効にします。
プロジェクトに式のエラーが含まれている場合に警告バナーを表示：エクスプレッション
の基本 
スタート画面を表示 (起動時)：After Effects を起動したときに起動画面を表示する場合に
選択します。
プロジェクトを開くときに起動画面を表示：After Effects プロジェクトを開いたときに起
動画面ダイアログを表示する場合に選択します（このオプションはデフォルトで有効に
なっていません）。画面には、プロジェクトのリストが表示されます。
レイヤーをダブルクリックで開く (逆で開く場合は Option / Alt キーを押す)：
フッテージレイヤーを開く：フッテージレイヤーをダブルクリックしたときにレイ
ヤーパネルを開く（デフォルト）かソースフッテージアイテムを開くかを選択しま
す。
コンポジションレイヤーを開く：プリコンポジションレイヤーをダブルクリックした
ときにレイヤーのソースコンポジションを開く（デフォルト）かレイヤーパネルを開
くかを選択します。
ペイントツール、ロトブラシツール、エッジを調整ツールをダブルクリックした
ときにレイヤーパネルを開く：このオプションを選択すると、ペイントツール、
ロトブラシツール、エッジを調整ツールがアクティブなときにプリコンポジショ
ンレイヤーをダブルクリックすると、レイヤーパネルのレイヤーを開きます。

詳しくは、レイヤーの作成およびプリコンポーズ、ネスト化およびプリレンダリングを参照してくださ
い。

プレビュー環境設定

適応解像度の制限：プレビューモードと高速プレビューの環境設定
また、高速プレビュー（CS6）も参照してください。
GPU 情報ダイアログボックスは、GPU のテクスチャメモリをチェックしたり、GPU で
レイトレース環境設定を利用できる場合に設定したりするために使用できます。OptiX
バージョン番号と、ダイアログボックスの上部にある一般情報をシステムクリップボード
にコピーするための「コピー」ボタンがあります。
ビューアの画質（ズームの画質とカラーマネジメント品質）：ビューアの画質の環境設定
内部ワイヤーフレームを表示：コラップスプリコンポジションや文字ごとの 3D テキスト
レイヤーのコンポーネントについてバウンディングボックスワイヤーフレームを表示しま
す。
プレビューがリアルタイムではない場合にオーディオをミュート：プレビュー時のフレー
ムレートがリアルタイムよりも低速な場合に、オーディオを再生するかどうかを選択しま
す。フレームレートがリアルタイムよりも低速な場合、同期を保つためにオーディオは口
ごもったような不明瞭な再生になります。

表示環境設定

モーションパス：モーションパス
サムネールをプロジェクトパネルに表示しない：コンポジションサムネールイメージ
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情報パネルとフローチャートにレンダリングの進行状況を表示：ビデオとオーディオのプ
レビュー
ハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッテージパネルの高速化：処理速度の
改善
タイムラインパネルにタイムコードとフレームを表示：時間の表示単位を変更する

環境設定を読み込み

静止画フッテージ：フッテージアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソース
を変更する
シーケンスフッテージ：単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む
フッテージの自動再読み込み：別のアプリケーションから戻ると、変更されたフッテージ
が自動的に再読み込みされます。
自動再読み込み：デフォルトで、画像シーケンス以外のフッテージが自動的に再読込
されます。「すべての種類のフッテージ」を選択する（画像シーケンスフッテージも
含める）か、「オフ」を選択する（フッテージの自動再読み込みをオフにする）こと
で、この動作を変更できます。

ラベルのないアルファを変換：アルファチャンネル変換：合成またはストレート
複数アイテムのドラッグ読み込みの初期設定：ドラッグでフッテージアイテムを読み込む
読み込み設定パネルの「明確でないメディア NTSC」ドロップダウンリストに、ドロップ
フレームタイムコードとノンドロップフレームタイムコード用のメニューが用意されてい
ます。これは、タイムコード値がないか不明の静止画シーケンスなどの読み込みに適用さ
れます。

出力環境設定

シーケンスを [ファイル数] ファイルでセグメント、ムービーファイルを [サイズ] MB でセ
グメント、オーディオブロックのデュレーション：セグメントの設定
デフォルトのファイル名とフォルダーを使用：出力ファイル名を自動的に生成する

グリッド＆ガイド環境設定

セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規

ラベル環境設定

レイヤー、コンポジション、フッテージアイテムのカラーラベル

メディア＆ディスクキャッシュ環境設定

「ディスクキャッシュを有効にする」および「最大ディスクキャッシュサイズ」：キャッ
シュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、メディアキャッシュ
「最適化されたメディアキャッシュ」および「データベースとキャッシュをクリーン」：
メディアキャッシュ
「フッテージの XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」と「読み込み時に XMP
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ID をファイルに書き込む」：After Effects の XMP メタデータ

ビデオプレビューの環境設定

外部ビデオモニターでプレビューする

アピアランス環境設定

レイヤーハンドルとパスにラベルカラーを使用、ラベルカラーを関連するタブに使用：レ
イヤー、コンポジション、フッテージアイテムのカラーラベル
新規マスクに別のカラーを使用：マスクパスのカラーを切り替える
グラデーションを使用：ユーザーインターフェイスでグラデーションを使用します。
輝度：ユーザーインターフェイス（UI）の色を明るくまたは暗くします。

自動保存環境設定

プロジェクトの保存とバックアップ（After Effects）

メモリの環境設定

メモリ環境設定

「オーディオハードウェア」と「オーディオ出力マッピング」環境設定

オーディオハードウェア環境設定
 

設定の同期

設定の同期機能では、Creative Cloud を使用して環境設定と設定を同期することができます。詳しくは、設定
の同期を参照してください。

以前のバージョンから設定を移行

以前のバージョンの環境設定フォルダーと現在のバージョンの環境設定フォルダーが見つかった場合、After
Effects で、以前のバージョンから設定を移行するように指示するプロンプトが表示されます。これは、After
Effects を最初に起動したときと、環境設定フォルダー全体を削除したときに発生します。
以前のバージョンの After Effects から設定を移行する場合は、 以前のマイナーバージョンの After Effects か
らの設定の移行セクションを参照してください。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ワークスペース、パネルおよびビューア

ページの先頭へ

ワークスペースとパネル
ワークスペースのカスタマイズ
ビューア

ワークスペースとパネル

アドビ システムズ社のビデオおよびオーディオアプリケーションには、共通のカスタマイズ可能なユーザー
インターフェイスが用意されています。各アプリケーションには固有のパネルセットがありますが、パネルの
移動やグループ化はどのアプリケーションでも同じ方法で行えます。
プログラムのメインウィンドウはアプリケーションウィンドウと呼ばれます。このウィンドウでは、ワークス
ペースと呼ばれる構成でパネルが表示されます。
各アプリケーションには、特定のタスクのためにパネルのレイアウトを最適化した定義済みのワークスペース
がいくつか用意されています。また、特定タスクの作業スタイルに最も適したレイアウトでパネルを配置する
ことで、固有のワークスペースを作成およびカスタマイズすることもできます。
パネルを新しい位置にドラッグしたり、グループの外に移動したり、並べて配置したり、パネルのドッキング
を解除してアプリケーションウィンドウ上に新しいウィンドウとしてフローティング表示することができま
す。パネルを再び整列すると、他のパネルはウィンドウに収まるように自動的にサイズ変更されます。

ワークスペースの例

A. アプリケーションウィンドウ B. グループ化されたパネル C. 個々のパネル 

マルチモニターを使用することにより、利用可能な画面領域を増やすことができます。マルチモニターを使用
する場合、アプリケーションウィンドウをメインモニターに表示し、フローティングウィンドウをセカンドモ
ニターに配置します。モニターの構成はワークスペースに保存されます。
ワークスペースは、XML ファイルとして環境設定フォルダーに保存されます。モニターサイズとレイアウト
に関するいくつかの注意事項がありますが、これらのワークスペースは別のコンピューターに移動してそこで
使用することができます。

（Windows）<ドライブ>:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Adobe\After
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Effects\<バージョン>\ModifiedWorkspaces

（Mac OS）<ドライブ>/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After
Effects/<バージョン>/ModifiedWorkspaces

詳しくは、Creative Cow の Web サイトでAndrew Devis が公開しているワークスペースに関するビデオ
チュートリアルを参照してください。

重なった状態のパネルレイアウト

好きなようにパネルをグループ化することでワークスペースをカスタマイズします。パネルグループでは、パ
ネルを重なった状態やタブの状態に配置できます。
パネルヘッダーをクリックして、重なった状態のパネルを展開したり折りたたんだりできます。詳しくは、重
なった状態のパネルグループの使用を参照してください。

ワークスペースのカスタマイズ

ワークスペースの選択

新しいワークスペースバーでシングルクリックするだけで、カスタムワークスペースまたはデフォルトワーク
スペースにアクセスできます。ワークスペースバーは、ツールパネルの右側を占めています。ツールとワーク
スペースバーとの間にある垂直の境界線をドラッグすることで、バーの幅をカスタマイズできます。

利用可能なスペースに収まらないワークスペースでは、ワークスペースバーにシェブロンメニュー（>>）が表
示されます。

ツールパネルを表示位置から移動すると、ワークスペースバーにワークスペースメニューが表示されます。
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注意： ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースを編集を選択するか、またはワークスペースバーの
シェブロンメニュー（>>）をクリックして、ワークスペースを編集ダイアログボックスを表示します。ワーク
スペースを選択して、ワークスペースを並べ替えることができます。

ワークスペースを編集ダイアログボックス
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注意：

注意：

ワークスペースの選択

ウィンドウ／ワークスペースを選択して、任意のワークスペースを選択します。
ツールパネルのワークスペースメニューからワークスペースを選択します。
ワークスペースにショートカットキーが割り当てられている場合は、Shift + F10
キー、Shift + F11 キーまたは Shift + F12 キーを押します。

現在のワークスペースにショートカットキーを割り当てるには、ウィンドウ／[現在のワークスペース
名]ワークスペースにショートカットを割り当てを選択します。

ワークスペースの保存、リセット、削除

カスタムワークスペースの保存

ワークスペースを変更すると、その変更内容がトラッキングされ、最新のレイアウトが保存されます。特定の
レイアウトを長期的に保存するには、カスタムワークスペースとして保存します。保存したカスタムワークス
ペースはワークスペースメニューに表示され、それを選択すればワークスペースをそのレイアウトに再設定で
きます。

必要に応じてフレームやパネルを整列した後、ウィンドウ／ワークスペース／新規ワーク
スペースを選択します。ワークスペースの名前を入力して、「OK」をクリックします。

（After Effects、Premiere Pro）カスタムワークスペースと共に保存したプロジェクトを他のシステム
で開くと、名前が一致するワークスペースが検索されます。一致するワークスペースが見つからない場合、ま
たはモニターの設定が一致しない場合は、現在のローカルワークスペースが使用されます。

ワークスペースのリセット

元の保存されているパネルレイアウトに戻すには、現在のワークスペースをリセットします。

ウィンドウ／ワークスペース／<ワークスペース名> をリセットを選択します。

ワークスペースの削除

1. ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースを削除を選択します。

2. 削除するワークスペースを選択して、「OK」をクリックします。

現在使用しているワークスペースは削除できません。

パネルのドッキング、グループ化、フローティング

パネルをドッキングしたり、グループの中または外に移動したり、パネルのドッキングを解除してアプリケー
ションウィンドウ上にフローティング表示することができます。パネルをドラッグすると、パネルの移動先と
することができる場所がドロップゾーンとしてハイライトされます。選択するドロップゾーンによって、パネ
ルの挿入位置、およびパネルが他のパネルとドッキングされるか、グループ化されるかが決まります。

ドッキングゾーン

ドッキングゾーンはパネル、グループまたはウィンドウの端にあります。パネルをドッキングすると、既存の
グループに隣接して配置され、新しいパネルを表示するためにすべてのグループがサイズ変更されます。
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パネル（A）をドッキングゾーン（B）にドラッグしてドッキングします（C）

グループ化ゾーン

グループ化ゾーンは、パネルまたはグループの中の、パネルのタブ領域に沿った場所にあります。パネルをグ
ループ化ゾーンにドロップすると、そのパネルは他のパネルと重なります。

パネル（A）をグループ化ゾーン（B）にドラッグして既存のパネルとグループ化します（C）

パネルのドッキングまたはグループ化

1. ドッキングまたはグループ化するパネルが表示されていない場合は、ウィンドウメニュー
でそのパネルを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

個々のパネルを移動するには、パネルのタブの左上にあるグリッパー部分をドロップ
ゾーンにドラッグします。
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パネルグリッパーをドラッグして単一のパネルを移動

グループ全体を移動するには、右上にあるグループグリッパーをドロップゾーンにド
ラッグします。

グループグリッパーをドラッグしてグループ全体を移動

ドロップゾーンのタイプに応じて、パネルがドッキングまたはグループ化されます。

パネルのドッキングを解除してフローティングウィンドウ化

パネルのドッキングを解除して、フローティングウィンドウにすると、そのウィンドウにパネルを追加した
り、アプリケーションウィンドウの場合と同様にウィンドウを変更したりできます。フローティングウィンド
ウを使用すると、セカンドモニターを利用したり、以前のバージョンの Adobe アプリケーションと同様の
ワークスペースを作成したりできます。

ドッキングを解除するパネルを選択し（パネルが表示されていない場合は、ウィンドウメ
ニューから選択します）、次のいずれかの操作を行います。

パネルメニューから「パネルのドッキングを解除」または「フレームのドッキングを
解除」を選択します。「フレームのドッキングを解除」は、パネルグループのドッキ
ングを解除します。
Ctrl キー（Windows®）または Command キー（Mac OS®）を押しながらパネルまた
はグループを現在の場所からドラッグします。マウスのボタンを放すと、パネルまた
はグループが新しいフローティングウィンドウとして表示されます。
パネルまたはグループをアプリケーションウィンドウの外側にドラッグします（アプ
リケーションウィンドウを最大化している場合は、パネルを Windows のタスクバーに
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ドラッグします）。

パネルグループの最大化またはリストア

パネルグループを最大化またはリストアするには、アクティブなパネルタブをダブルクリックするか、パネル
グループの空の領域をダブルクリックします。マウスポインターをそのパネルグループの上に置いて
@（アットマーク）キーを押し、パネルグループを最大化またはリストアすることもできます。

パネルグループのサイズ変更
ポインターの下にあるパネルを最大化するには、@（アットマーク）キーを押します（アットマークキー
は、標準米国キーボードの ~ 記号の下にあります）。パネルを元のサイズに戻すには、もう一度アット
マークキーを押します。

パネルフレーム間の境界線をドラッグする場合、その境界線を共有するすべてのフレームのサイズが変更され
ます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

縦方向または横方向のいずれか一方向にサイズを変更するには、2 つのパネルグルー
プの間にポインターを置きます。ポインターが二重矢印  に変わります。
両方向に同時にサイズを変更するには、3 つ以上のパネルグループが交差する部分に
ポインターを置きます。ポインターが四重矢印  に変わります。

2. マウスボタンを押してドラッグし、パネルグループのサイズを変更します。

パネルフレーム間の境界線をドラッグしてサイズを水平方向に変更

A. 元のグループとサイズ変更ポインター B. サイズが変更されたグループ 

パネルとウィンドウの開閉と表示

パネルが開いていても、他のパネルの下に置かれていて見えない場合があります。ウィンドウメニューからパ
ネルを選択すると、パネルが開いてグループの前面に表示されます。
アプリケーションウィンドウでパネルグループを閉じると、画面上の空いた領域を使用して、他のグループの
サイズが変更されます。フローティングウィンドウを閉じると、そのウィンドウ内のパネルも閉じます。

パネルを開閉するには、ウィンドウメニューからパネルを選択します。
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パネルまたはウィンドウを閉じるには、閉じるボタン  をクリックします。誤ってパネル
を閉じた場合、ウィンドウメニューからパネルを選択すると、パネルが再び表示されま
す。
パネルを開閉するには、ショートカットキーを使用します。
フレームに複数のパネルが含まれる場合、タブの上にポインターを置き、マウスのスク
ロールホイールを前または後ろに回してアクティブなパネルを変更します。
フレームにあるグループパネルが多すぎて一度に表示できない場合は、タブの上にあるス
クロールバーをドラッグします。
 

その他のパネルのタブを表示するスクロールバー

ビューア

ビューアは、複数のコンポジション、レイヤー、フッテージアイテム、または 1 つのアイテムの複数のビュー
を含むパネルです。コンポジション、レイヤー、フッテージ、フローチャート、およびエフェクトコントロー
ルの各パネルはビューアに相当します。
ビューアをロックすると、別のアイテムを開いたり選択したりしても、現在表示しているアイテムは変わりま
せん。新しく開いたり選択したりしたアイテムは、新しいビューアパネルに表示されます。ロックされている
ビューアのビューアメニューからアイテムを選択した場合、新しいビューアは作成されず、既存のビューアが
使用されます。
1 つのビューアで複数のアイテムを表示してビューアメニューでアイテムを切り替える代わりに、コンポジ
ション、レイヤーまたはフッテージのアイテムごとに別々のビューアを開くことができます。複数のビューア
を開いた場合は、他のパネルと同様に、ドッキングしたりグループ化したりできます。
例えば、3D のビュー（上、下、後ろ、前、カスタムビュー）ごとにコンポジションビューアを 1 つずつ開い
た場合は、アットマーク（@）キーを押して、ポインターがあるビューを最大化したり元のサイズに戻したり
できます。

複数のビューアのあるカスタムワークスペースを作成する場合は、ワークスペースを保存する前に、すべ
てのビューアのロックを解除していることを確認してください。ロックしたビューアは、プロジェクトの
特定の内容に関連付けられるので、環境設定ファイルに保存されません。

新しいビューアを作成するには、ビューアメニューで「新規」を選択します（パネル、
ビューアおよびコンテキストメニューを開くを参照）。
ビューアをロックまたはロック解除するには、ビューアメニューで「ロック」を選択する
か、ビューアのロックを切り替えボタン  をクリックします。
現在のビューアをロックして、現在のフレームを分割し、新しいフレームに同じ種類の新
しいビューアを作成するには、Ctrl + Alt + Shift + N キー（Windows）または Command
+ Option + Shift + N キー（Mac OS）を押します。
アクティブなビューアのメニューのリストにあるアイテムを切り替えていくには、Shift +
ピリオド（.）（正順）または Shift + コンマ（,）（逆順）を押します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

Edit this, look at that（ETLAT）とロックされたコンポジションビューア

コンポジションビューアがロックされ、別のコンポジションのタイムラインパネルがアクティブで、アクティ
ブなコンポジションのコンポジションビューアが表示されていない場合、ビューやプレビューに影響するほと
んどのコマンドが、ビューアが表示されているコンポジションに作用します。
例えば、テンキーの 0 を押すと、アクティブなタイムラインパネルに関連付けられているコンポジションで
はなく、ロックされているコンポジションビューアに表示されているコンポジションのプレビューが開始しま
す。
この動作によって、edit-this-look-at-that（ETLAT）と呼ばれる作業環境が実現します。この動作は、例えばネ
スト化した（アップストリーム）コンポジションをタイムラインパネルで変更し、そのコンテナ（ダウンスト
リーム）コンポジションでの変更の結果をプレビューしたい場合に役立ちます。

ETLAT 動作は、ズーム、フィッティング、プレビュー、スナップショットの撮影と表示、チャンネル
の表示、グリッドとガイドの表示と非表示、ビデオプレビューデバイスでの現在のフレームの表示用のキー
ボードショートカットで機能します。

この動作を無効にするには、コンポジションビューアのロックを解除するか、表示またはプレビューするコン
ポジションのコンポジションビューアを表示します。
ETLAT（edit-this-look-at-that）ワークフローに関する機能の向上については、Video2Brain の Web サイトの
ビデオを参照してください。

以下も参照してください
パネル、ビューア、ワークスペースおよびウィンドウのキーボードショートカット
初期設定のプレビューするビューアを選択する
プレビューのキーボードショートカット
ビューのキーボードショートカット
プリコンポーズとネスト化について
重なった状態のパネルグループの使用
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Adobe Color テーマ拡張機能の使用

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Adobe Color サービスは、After Effects コンポジションで調和の取れた魅力的な色の組み合わせを選択するた
めに役立ちます。Adobe Color は拡張機能という形で After Effects 内に直接統合されており、カラーテーマの
作成、保存、アクセスを可能にします。また、Adobe Color で提供される数多くのパブリックカラーテーマを
参照して、複数の方法でフィルター処理できます。「人気の高い順」、「使用回数の多い順」、「ランダ
ム」、自分でパブリッシュしたテーマ、これまでに気に入ったテーマでフィルター処理できます。気に入った
テーマを見つけたら、これを編集して各自のテーマに保存したり、After Effects のスウォッチに追加したりで
きます。
Adobe Color テーマ拡張機能は現在、After Effects の他に、Adobe InDesign と Adobe Photoshop の 2 つの
Creative Cloud デスクトップアプリケーションで利用できます。これらのデスクトップアプリケーション
や、Capture CC などのモバイルアプリ内から、または Adobe Color Web サイトを使用して、Creative Cloud
ライブラリに保存したテーマテーマには、After Effects からシームレスにアクセスできます。

Adobe Color テーマパネルへのアクセス
カラーテーマの参照
カラーテーマの作成と保存
ライブラリに保存されたテーマへのアクセス
関連項目

Adobe Color テーマパネルへのアクセス

After Effects でウィンドウ／拡張機能／Adobe Color テーマを選択します。

カラーテーマの参照
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テーマの参照

1. Adobe Color テーマパネルで「探索」タブをクリックします。デ
フォルトでは、「探索」タブにすべてのパブリックカラーテーマ
が表示されます。

2. 必要に応じて、カテゴリーやタイムフレームでカラーテーマを
フィルター処理します。特定のテーマを探している場合は、検索
バーを使用します。

ページの先頭へ

類似色

カラーテーマの作成と保存

1. Adobe Color テーマパネルで「作成」タブをクリックします。
2. テーマの基盤となるカラールールとして、「類似色」、「モノクロ」、「トライアド」、
「補色」、「複合色」、「シェード」、「カスタム」のいずれかを選択します。

カラーホイールで隣接するカラーを使用します。類似色では通常、相互に上手くブレンドさ
れ、調和が取れて、見栄えがします。

例：類似色のカラールール
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モノクロ

トライアド

単一色の彩度と明度のバリエーションを使用します。このカラールールを使用すると、同じ
色相（例：H:182）を共有し、彩度と明度の値が異なる 5 色が表示されます。モノクロのカラーは組
み合わせると見栄えが良く、やすらぎをもたらす効果があります。

例：モノクロのカラールール

カラーホイールで等間隔にある 3 つの点にあるカラーを使用します。このカラールール
を使用すると、カラーホイールの最初の点と色相が同じで、彩度と明度の値が異なる 2 色
（例：HSB：182、90、45 および HSB：182、100、75）、カラーホイールの第 2 の点から 2 色
（例：HSB：51、90、55 および HSB：51、95、45）、第 3 の点から 1 色（HSB：321、90、79）
が表示されます。トライアドでは、補色ほどではないものの、コントラストのあるカラーが表示され
ますが、組み合わせて使用すると調和の取れた印象になります。
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補色

例：トライアドのカラールール

カラーホイールで相対する位置にあるカラーを使用します。このカラールールを使用すると、基
本色と同じ色相の 2 色（例：HSB：182、100、45 および HSB：182、90、100）、基本色自体
（HSB：182、100、75）、カラーホイールの反対側の点と同じ色相の 2 色（HSB：23、100、45 お
よび HSB：23、100、75）が表示されます。補色はコントラストの高いカラーになり、組み合わせ
て使用すると目立つ傾向があります。
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複合色

例：補色のカラールール

補色とアナログのカラーを組み合わせて使用します。このカラールールを使用すると、基本色
に隣接（類似）した同じ色相の 2 色（例：HSB：214、90、95 および HSB：214、60、35）、基本
色自体（HSB：182、100、75）、基本色の反対側にあり（補色）、相互に隣接した 2 色
（HSB：15、75、78 および HSB：6、90、95）が表示されます。複合色では、補色同様に視覚的な
コントラストの高いカラーテーマになりますが、圧迫感が少なくなります。
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シェード

例：複合色のカラールール

色相（例：H：182）と彩度（S：100）がすべて同じで、明度の値が異なる 5 色が使用さ
れます。

シェードのカラールール
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カスタム ルールを適用することなく、パレットのカラーホイールで手動でカラーを選択できます。

カスタムのカラールール

3. 次に、編集中のテーマのカラーに対応する小さな三角形のアイコンをクリックして、基本
色を選択します。選択したカラールールに従って、基本色に基づき、カラーテーマが自動
的に作成されます。

基本色の選択

カラーを選択したら、カラーホイールを使用するか、CMYK、RGB、LAB、HSB、HEX のいずれかのカ
ラーシステムで値を変更して、カラーを調節できます。

4. 新しいカラーテーマの名前を入力します。「保存」をクリックします。
5. テーマを保存する対象の Creative Cloud ライブラリを選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

ページの先頭へ

テーマへのアクセス

1. Adobe Color テーマパネルで「マイテーマ」タブをクリックしま
す。

2. カラーテーマにアクセスする先の Creative Cloud ライブラリを選
択します。

3. 必要であれば、一覧表示されたテーマにソートパラメーターとし
て「日付順」、「名前順」、「数量」のいずれかと、順序として
「昇順」または「降順」を選択します。

ページの先頭へ

ライブラリに新しいテーマを保存します。

6. 「保存」をクリックします。

各自の Adobe ID または企業の認証情報を使用してログインしているかによって、テーマの保存用に
異なるライブラリのセットが提供される場合があります。ヘルプ／マイアカウントを管理…を選択して、ログ
インに使用した認証情報を確認してください。このオプションを選択した際に、組織用の認証画面が表示され
た場合は、企業の認証情報を使用してログインしています。
同じメール ID が Adobe ID と Enterprise ID に関連付けられている場合があります。

ライブラリに保存されたテーマへのアクセス

関連項目

Adobe Capture CC よくある質問
Adobe Color CC でインスピレーションをかき立てるカラーテーマを作成する
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プロジェクトとコンポジション
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プロジェクト

ページの先頭へ

注意：

プロジェクトの概要
XML プロジェクトファイル
QuickTime、Video for Windows ファイルに埋め込まれているプロジェクトリンク
プロジェクトを作成して開く
テンプレートプロジェクトとサンプルプロジェクト
テンプレートプロジェクトを開く
テンプレートプロジェクトを作成する
プロジェクトの保存とバックアップ（After Effects）
フローチャートパネル

プロジェクトの概要

After Effects プロジェクトとは、プロジェクト内のフッテージアイテムで使用するコンポジションとすべての
ソースファイルへの参照を保存する 1 つのファイルです。コンポジションはレイヤーの集まりです。多くのレ
イヤーでは（ムービーや静止画などの）フッテージアイテムをソースとして使用しますが、シェイプレイヤー
やテキストレイヤーなどのいくつかのレイヤーでは、After Effects 内で作成されたグラフィックを使用しま
す。
プロジェクトファイルは、ファイル名に拡張子 .aep または .aepx が付きます。ファイル名に .aep 拡張子
が付いたプロジェクトファイルはバイナリのプロジェクトファイルで、.aepx 拡張子が付いたプロジェクト
ファイルはテキストベースの XML プロジェクトファイルです。
作業中のプロジェクトの名前は、アプリケーションウィンドウの上部に表示されます。
テンプレートプロジェクトファイルには、ファイル名に拡張子 .aet が付きます。（テンプレートプロジェク
トとサンプルプロジェクトを参照）。

XML プロジェクトファイル

テキストベースの XML プロジェクトファイルには、プロジェクト情報の一部が 16 進数にエンコードされた
バイナリデータとして含まれていますが、プロジェクトの大部分の情報はわかりやすい文字列要素にテキスト
として表示されます。XML プロジェクトファイルはテキストエディターで開けるので、After Effects でプロ
ジェクトを開かずにプロジェクトの内容を編集することができます。自動ワークフローの一部として XML プ
ロジェクトファイルの情報を変更するスクリプトを記述することもできます。
XML プロジェクトファイルで変更できるプロジェクトの要素：

マーカー属性（コメント、チャプターポイントパラメーターおよびキューポイントパラ
メーターを含む）
ソースフッテージアイテムのファイルパス（プロキシを含む）
コンポジション、フッテージアイテム、レイヤー、フォルダー名およびコメント

フッテージアイテム名は、名前がカスタマイズされている場合にのみ、文字列要素として XML プロ
ジェクトファイルに保存されます。ソースファイル名と単色名から自動的に生成されたフッテージアイテム名
は文字列要素として保存されません。
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注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

ワークスペースやビュー名などの一部の文字列は、認識可能な文字列で表示されますが、文字列を変更しても
After Effects でプロジェクトファイルを開いたときに適用されません。

XML プロジェクトファイル形式をメインのファイル形式として使用しないでください。After Effects
の主要なプロジェクトファイル形式はバイナリプロジェクトファイル (.aep) 形式です。XML プロジェクト
ファイル形式は、プロジェクトのコピーの保存用、また自動化ワークフローの中間の形式として使用してくだ
さい。

XML プロジェクト（.aepx）ファイルをバイナリプロジェクト（.aep）ファイルとして保存するには、
ファイル／別名で保存を選択し、拡張子が.aep（x なし）のファイル名を入力します（プロジェクトの保
存とバックアップ（After Effects CS5）を参照）。

QuickTime、Video for Windows ファイルに埋め込まれているプロジェクトリン
ク

ムービーをレンダリングしてコンテナ形式で書き出す場合、After Effects プロジェクトへのリンクをコンテナ
ファイルに埋め込むことができます。
プロジェクトを読み込むには、コンテナファイルを読み込み、ファイルの読み込みダイアログボックスの読み
込みの種類メニューで「プロジェクト」を選択します。別の場所に移動したプロジェクトへのリンクがコンテ
ナファイルに含まれている場合は、プロジェクトを検索して参照できます。

プロジェクトを作成して開く

一度に開くことのできるプロジェクトは 1 つだけです。あるプロジェクトを開いているときに、別のプロジェ
クトを開いたり、新規プロジェクトを作成しようとすると、開いているプロジェクトの変更を保存するかどう
かを確認するメッセージが表示され、そのプロジェクトは閉じられます。プロジェクトを作成したら、プロ
ジェクトにフッテージを読み込めます。

プロジェクトを作成するには、ファイル／新規／新規プロジェクトを選択します。
プロジェクトを開くには、ファイル／プロジェクトを開くを選択し、プロジェクトを選択
して「開く」をクリックします。

また、起動画面からプロジェクトを作成して開くこともできます。
プロジェクトを作成するには、新規プロジェクトをクリックします。
プロジェクトを開くには、プロジェクトを開くをクリックし、プロジェクトが保存されて
いる場所に移動します。

Jeff Almasol が、redefinery Web サイトで、現在のプロジェクトで選択された各コンポジションについて新し
いプロジェクトを作成および保存するスクリプトを公開しています。

テンプレートプロジェクトとサンプルプロジェクト

テンプレートプロジェクトは、ファイル拡張子が .aet のファイルです。プロジェクトに基づいて新しいテン
プレートを作成できます。

After Effects CC では、テンプレートプロジェクトはインストールされません。

テンプレートプロジェクトを開くと、そのテンプレートに基づく、名称未設定の新規プロジェクトが作成され
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ページの先頭へ

ます。新しいプロジェクトへの変更内容を保存しても、テンプレートプロジェクトは変更されません。

熟練したユーザーが After Effects をどのように使用しているかを確認するには、After Effects に含まれて
いるテンプレートプロジェクトの 1 つを開き、コンポジションを開いてアクティブにして U または UU と
入力します。これにより、アニメートまたは変更されたレイヤープロパティだけが表示されます。アニ
メートまたは変更されたプロパティを表示すると、テンプレートプロジェクトのデザイナーがテンプレー
トを作成するためにどのような変更を加えたかを確認できます。

多くの場合、変更するべきではないレイヤーはロックされ、変更を加えてもかまわないレイヤーはロックが解
除されています。ロックされている部分をそのままにしておくことで、誤って不適切な変更を加えることを防
ぐことができます。
After Effects のプロジェクトやテンプレートプロジェクトのサンプルのソースについては、アドビ システムズ
社の Web サイトである After Effects コミュニティリソースを参照してください。
After Effects に含まれているテンプレートプロジェクトおよびサンプルエクスプレッションが保存されている
場所の情報について詳しくは、Andrew Devis が Creative Cow の Web サイトで公開しているビデオチュート
リアルを参照してください。

テンプレートプロジェクトを開く

テンプレートプロジェクトを開くには、ファイル／プロジェクトを開くを選択します。
ファイルの種類メニューから「Adobe After Effects Project Template」を選択します
（Windows の場合）。

テンプレートプロジェクトを作成する

プロジェクトファイルをテンプレートプロジェクトに変換するには、ファイル名の拡張子
を .aep から .aet に変更します。
プロジェクトのコピーをテンプレートプロジェクトとして保存するには、ファイル／コ
ピーを保存を選択し、保存されたコピーのファイル拡張子を .aet に変更します。

プロジェクトの保存とバックアップ（After Effects）

プロジェクトを保存するには、ファイル／保存を選択します。
プロジェクトのコピーを自動生成される名前で保存するには、ファイル／番号をつけて保
存を選択するか、Ctrl + Alt + Shift + S キー（Windows）または Command +
Option + Shift + S キー（Mac OS）を押します。
現在のプロジェクトのコピーが、元のプロジェクトと同じフォルダーに保存されます。コ
ピーには、元のファイル名に番号を加えた名前が付けられます。元のプロジェクト名の最
後に既に番号が付いている場合は、その番号に 1 を足した番号が付きます。
プロジェクトを別の名前で保存したり、別の場所に保存するには、ファイル／名前を付け
て保存／別名で保存を選択します。現在開いているプロジェクトに、新しい名前と場所が
設定されます。元のファイルはそのまま残ります。
プロジェクトのコピーを XML プロジェクトファイル形式で保存するには、ファイル／名
前を付けて保存／XML 形式でコピーを保存を選択します。（プロジェクトの概要を参
照）。
プロジェクトのコピーを別の名前で保存したり、別の場所に保存するには、ファイル／名
前を付けて保存／コピーを保存を選択します。現在開いているプロジェクトは、元の名前
と場所のまま維持され、コピーが新しい設定で保存されます（保存したコピーは開きませ
ん）。
プロジェクトのコピーを保存して以前のメジャーバージョンで開くことができるようにす
るには、ファイル／別名で保存／コピーを保存<以前のメジャーバージョン番号> を選択
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注意：

ページの先頭へ

注意：

注意：

します（詳しくは、このブログを参照）。

プロジェクト内で使用されている現在のバージョンの After Effects の新機能は、以前のバージョンの
After Effects の形式で保存されたプロジェクトでは無視されます。

プロジェクトのコピーおよびプロジェクトで使用したアセットのコピーをディスク上の 1 つのフォルダーに保
存するには、「ファイルを収集」コマンドを使用します（詳しくは、1 つの場所へファイルを収集するを参
照）。

フローチャートパネル

各プロジェクトまたはコンポジションのフローチャートパネルには、コンポジション、フッテージアイテムお
よびレイヤーが、それぞれボックス（タイル）で表示されます。タイルは方向を示す矢印で結ばれ、コンポー
ネント間の関係を表します。

フローチャートパネルには、既存の関係のみが表示されます。フローチャートを使用して要素間の関
係を変更することはできません。

コンポジションタイルを開くと、そのコンポジションを構成しているネスト化されたコンポジションや、その
他の要素が表示されます。
フローチャート内のタイル同士を結ぶグレーの線は、そのアイテムのビデオまたはオーディオスイッチがタイ
ムラインパネルで選択解除されていることを示します。黒または薄いグレー（アピアランスの環境設定の明る
さの設定によって色が異なります）で表示される線は、スイッチが選択されていることを示します。

プロジェクトのフローチャートを開くには、Ctrl + F11 キー（Windows）または
Command + F11 キー（Mac OS）を押すか、プロジェクトパネル右端の垂直スクロール
バーの上部にあるプロジェクトフローチャート  ボタンをクリックします。
コンポジションのフローチャートを開くには、コンポジションを選択して、コンポジショ
ン／コンポジションフローチャートを選択するか、コンポジションパネル下部にあるコン
ポジションフローチャート  ボタンをクリックします。
アイテムをアクティブにする（選択する）には、フローチャートパネルでそのアイテムの
タイルをクリックします。
フローチャートでコンポジションをクリックすると、そのコンポジションがプロジェクト
パネルとタイムラインパネルでアクティブになります。レイヤーをクリックすると、その
レイヤーがタイムラインパネルでアクティブになります。フッテージアイテムをクリック
すると、そのフッテージアイテムがプロジェクトパネルでアクティブになります。
フローチャートの外観をカスタマイズするには、フローチャートパネル下部のメニューや
ボタンを使用します。

フローチャートパネルの各ボタンのツールヒントを表示するには、ボタンの上にポインターを置きます。

要素を削除するには、要素を選択して Delete キーを押します。フッテージアイテムまた
はコンポジションを選択した場合は、プロジェクトから削除され、タイムラインパネルと
プロジェクトパネルに表示されなくなります。レイヤーを選択した場合は、そのレイヤー
が表示されていたコンポジションから削除されます。
選択した要素のコンテキストメニューにアクセスするには、要素タイルの名前の左にある
アイコンをマウスの右ボタンでクリック（Windows）または Control キーを押しながらク
リック（Mac OS）します。アイコンの外観は、レイヤー  やコンポジション  など要
素の種類によって異なります。例えば、レイヤーのコンテキストメニューを使用して、マ
スクとエフェクトの操作、スイッチの変更、トランスフォームの適用およびレイヤーイ
メージの品質の調整を行うことができます。

フローチャートパネルで要素のプロパティを変更する場合は、要素の名前ではなくタイルのアイコン
をコンテキストクリックしてください。要素のアイコンに関連付けられているコンテキストメニューは、要素
の名前から開いたメニューと異なります。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Rich Young が、After Effects Portal の Web サイトで、フローチャートパネルとコンポジションミニフロー
チャートの詳細情報を公開しています。

以下も参照してください
自動化
After Effects プロジェクトを読み込む
レイヤーをロックまたはロック解除する
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりする
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コンポジションの基本
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コンポジションについて
コンポジションを作成する
タイムラインパネル
コンポジション設定
コンポジションサムネールイメージ

コンポジションについて

コンポジションは、ムービーを構成するためのもので、各コンポジションには、それぞれのタイムラインがあ
ります。通常は複数のレイヤーから成ります。レイヤーには、ビデオやオーディオのフッテージアイテム、テ
キストアニメーションやベクトルグラフィック、静止画、ライトなどが含まれます。コンポジションにフッ
テージアイテムを追加するには、そのフッテージアイテムをソースとするレイヤーを作成します。次に、コン
ポジション内で複数のレイヤーを空間的・時間的に配置し、透明度機能を使って、下になっているレイヤーの
どの部分が上に重なっているレイヤーを透過して表示されるかを合成します（レイヤーとプロパティおよび透
明度と合成を参照）。
After Effects のコンポジションは、Flash Professional のムービークリップまたは Premiere Pro のシーケンス
に似ています。
コンポジションをレンダリングして最終出力ムービーのフレームを作成します。作成されたムービーはエン
コードされ、さまざなな形式に書き出されます（レンダリングと書き出しの基本を参照）。
簡単なプロジェクトは 1 つのコンポジションだけで作成できますが、複雑なプロジェクトでは、大量のフッ
テージやエフェクトを整理するために、何百ものコンポジションが含まれる場合もあります。
After Effects ユーザーインターフェイスの中では、コンポジションがコンポと略される場合があります。
プロジェクトパネル内には各コンポジションのエントリが表示されます。プロジェクトパネルでエントリをダ
ブルクリックすると、コンポジションがタイムラインパネルに表示されます。プロジェクトパネルでコンポジ
ションを選択するには、コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで右クリック（Windows）または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューで「プロジェクト内のコンポジ
ションを表示」を選択します。
コンポジションパネルを使用して、コンポジションをプレビューしたり、内容を手動で変更したりできます。
コンポジションパネルにはコンポジションフレームがあり、そのフレームの外側にはレイヤーをフレームの内
外に移動できるペーストボード領域があります。コンポジションフレームの外側にあるレイヤー部分は、長方
形のアウトラインで表示されます。プレビュー用および最終出力用にレンダリングできるのは、コンポジショ
ンフレーム内の領域だけです。
After Effects のコンポジションパネルのコンポジションフレームは、Flash Professional のステージに似てい
ます。
複雑なコンポジションを使って作業するときに、1 つまたは複数のコンポジションを他のコンポジションに追
加して、プロジェクトを簡単に整理できます。この方法はネスト化と呼ばれます。複数のレイヤーをプリコン
ポーズすることによって、ひとつのコンポジションを作成することができます。コンポジションのレイヤーへ
の変更作業を終了した場合は、変更したレイヤーをプリコンポーズして、作成されたプリコンポジションをプ
リレンダリングすると、レンダリングしたムービーが置き換えられます（プリコンポーズ、ネスト化およびプ
リレンダリングを参照）。
ネスト化されたコンポジションの階層内は、コンポジションナビゲーターとコンポジションミニフローチャー
トを使用して移動できます（ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりするを参照）。
フローチャートパネルでは、複雑なコンポジションやコンポジションのネットワークの構造を表示できます。
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タイムラインボタン

コンポジションボタン

フローチャートボタン

ページの先頭へ

注意：

注意：

 コンポジションパネルの下部にあるタイムラインボタンをクリックすると、現在のコ
ンポジションのタイムラインパネルがアクティブになります。

¥（円マーク）キーを押すと、現在のコンポジションのコンポジションパネルとタイムラインパネルが切り
替わります。

 タイムラインパネルの右上隅にあるコンポジションボタンをクリックすると、現在
のコンポジションのコンポジションパネルがアクティブになります。

 コンポジションパネルの下部にあるフローチャートボタンをクリックすると、現在
のコンポジションのフローチャートパネルがアクティブになります。

チュートリアルで学習する

次のチュートリアルで、コンポジションについて詳しく学習してください：
コンポジションを作成する
コンポジションを追加する
レイヤーをコンポジションに追加する

コンポジションを作成する

コンポジションの設定はいつでも変更することができます。コンポジション作成時に、最終出力を考慮してフ
レームの縦横比やサイズなどを設定しておくことをお勧めします。After Effects では、一部の計算がコンポジ
ション設定に基づいて行われるので、ワークフローの後の段階で設定を変更すると、最終出力に影響が出るこ
とがあります。

最終出力としてレンダリングするときに上書きできるコンポジション設定もあります。例えば、1 つ
のムービーを異なるフレームサイズで出力できます。詳しくは、レンダリング設定と出力モジュールと出力モ
ジュールの設定を参照してください。

新しいコンポジションを設定するとその設定が初期設定となり、次のコンポジション作成時に同じ設定が使用
されます。

「ネスト時またはレンダーキューでフレームレートを保持」と「ネスト時に解像度を保持」オプショ
ンの設定は、新しいコンポジションに継承されません。

Jeff Almasol が、redefinery Web サイトで、現在のプロジェクトで選択された各コンポジションについて新し
いプロジェクトを作成および保存するスクリプトを公開しています。新しいコンポジションを作成するときに
プロジェクトパネルでフォルダーを選択した場合、新しいコンポジションは選択されたフォルダーに配置され
ます。

コンポジションを作成して設定する
コンポジション／新規コンポジションを選択するか、Ctrl + N キー（Windows）または
Command + N キー（Mac OS）を押します。

1 つのフッテージアイテムから 1 つのコンポジションを作成する
フッテージアイテムをプロジェクトパネルの下部にある新規コンポジションを作成ボタン 

 にドラッグするか、ファイル／複数アイテムから新規コンポジションを選択します。
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このアイテムのサイズを適用

静止画のデュレーション

レンダーキューに追加

シーケンスレイヤー、重なり、デュレーションおよびトランジション

静止画のデュレーション

レンダーキューに追加

ページの先頭へ

コンポジション設定は、フレームサイズ（幅と高さ）とピクセル縦横比も含め、フッテー
ジアイテムの特性に合わせて自動的に設定されます。

複数のフッテージアイテムから 1 つのコンポジションを作成する
1. プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択します。

2. 選択したフッテージアイテムをプロジェクトパネルの下部にある新規コンポジションボタ
ン  にドラッグするか、ファイル／複数アイテムから新規コンポジションを選択しま
す。

3. 複数アイテムから新規コンポジションダイアログボックスで、「1 つのコンポジション」
を選択し、次の各オプションを指定します。

作成されるコンポジションに適用する、フレームサイズ
（幅と高さ）やピクセル縦横比などの設定値を参照するフッテージアイテムを選択しま
す。

追加される静止イメージのデュレーションを指定します。

新規コンポジションをレンダーキューに追加します。

レイヤーをシーケ
ンスに配置します。また、レイヤーを時間的にオーバーラップさせ、トランジションの
デュレーションと種類を指定することもできます。

複数のフッテージアイテムから複数のコンポジションを作成する
1. プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択します。

2. 選択したフッテージアイテムをプロジェクトパネルの下部にある新規コンポジションボタ
ン  にドラッグするか、ファイル／複数アイテムから新規コンポジションを選択しま
す。

3. 複数アイテムから新規コンポジションダイアログボックスで、「複数のコンポジション」
を選択し、次の各オプションを指定します。

静止イメージから作成するコンポジションの、デュレーション
を指定します。

新規コンポジションをレンダーキューに追加します。

コンポジションを複製する
1. プロジェクトパネルでコンポジションを選択します。

2. 編集／複製を選択するか、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac
OS）を押します。

タイムラインパネル
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ページの先頭へ

注意：

各コンポジションには、それぞれのタイムラインパネルがあります。タイムラインパネルでは、レイヤープロ
パティのアニメート、時間上でのレイヤーの配置、描画モードの設定など、様々な作業が可能です。タイムラ
インパネルでのレイヤーの順序で、下にあるレイヤーから先にレンダリングされます。また、2D のレイヤー
の場合、それらはコンポジションパネルおよび最終的な合成画像では背面に配置されます。

タイムラインパネルの選択を前方に移動するには、Alt+Shift+ピリオド（.）キー（Windows）または
Option+Shift+ピリオド（.）キー（Mac OS）を押します。タイムラインパネルの選択を後方に移動するに
は、Alt + Shift + コンマ（,）キー（Windows）または Option + Shift + コンマ（,）キー（Mac OS）を押
します。

コンポジションの現在の時間は、現在の時間インジケーター（タイムグラフ内の赤い縦棒）によって示されま
す。また、タイムラインパネルの左上隅にある現在の時間表示にも表示されます。現在の時間インジケーター
の移動について詳しくは、現在の時間インジケーター（CTI）を移動するを参照してください。
タイムラインパネルの左側には、レイヤーを制御する列があります。タイムラインパネルの右側はタイムグラ
フで、時間スケール、マーカー、キーフレーム、エクスプレッション、レイヤーのデュレーションバー（レイ
ヤーバーモードの場合）、グラフエディター（グラフエディターモードの場合）が表示されます。

¥（円マーク）キーを押すと、現在のコンポジションのコンポジションパネルとタイムラインパネルが切り
替わります。

コンポジション設定

コンポジション設定は個々に入力することも、プリセットを使ってフレームサイズ（幅と高さ）、ピクセル縦
横比、フレームレートを自動的に設定することもできます。プリセットは、一般的な出力形式に合わせて多数
用意されています。また、独自のコンポジション設定をカスタムプリセットとして保存しておくこともできま
す。「解像度」、「開始タイムコード」（または「開始フレーム」）、「デュレーション」および「高度」の
設定は、コンポジション設定のプリセットには保存されません。

コンポジションのデュレーションは最長で 3 時間です。3 時間以上のフッテージアイテムを使うこと
もできますが、3 時間以降は正しく表示されません。コンポジションの最大サイズは 30000 x 30000 ピクセル
です。30000 x 30000 8bpc イメージには約 3.5 GB が必要ですが、オペレーティングシステムと使用可能な
RAM によっては、コンポジションの最大サイズが 3.5 GB より小さい場合があります。

コンポジション設定の使用

コンポジション設定ダイアログボックスを開いて、コンポジション設定を変更するには、
次のいずれかの操作を行います。
プロジェクトパネルでコンポジションを選択するか、コンポジションのタイムライン
パネルまたはコンポジションパネルをアクティブにし、コンポジション／コンポジ
ション設定を選択するか、Ctrl+K キー（Windows）または Command+K キー（Mac
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注意：

注意：

開始タイムコードまたは開始フレーム

背景色

OS）を押します。
プロジェクトパネルまたはコンポジションパネル（レイヤー上ではない）でコンポジ
ションを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）し、コンテキストメニューから「コンポジション設定」を選択します。

コンポジション設定のカスタムプリセットを保存するには、コンポジション設定ダイアロ
グボックスで「幅」、「高さ」、「ピクセル縦横比」、「フレームレート」の値を設定し
て、保存ボタン  をクリックします。
コンポジション設定のプリセットを削除するには、コンポジション設定ダイアログボック
スのプリセットメニューでプリセットを選択し、削除ボタン  をクリックします。
コンポジション設定のプリセットに戻すには、コンポジション設定ダイアログボックスで
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、削除ボタン  または
保存ボタン  をクリックします。

コンポジション設定のカスタムプリセットは環境設定ファイルに埋め込まれているため、システム間
で移動できません。

コンポジション全体をスケールするには、ファイル／スクリプト／Scale Composition.jsx
を選択します。

選択したコンポジションで、すべてのレイヤーのロックが解除されていることを確認してください。
そうでない場合、スクリプトが失敗します。

Jeff Almasol が、redefinery Web サイトで、現在のコンポジションとそこにネスト化されて含まれているすべ
てのコンポジションのフレームレートとデュレーションを設定するスクリプトを公開しています。
Christopher Green が、自身の Web サイトで、プロジェクトパネルで選択したコンポジションのコンポジショ
ン設定を変更するスクリプト（Selected_Comps_Changer.jsx）を公開しています。

基本的なコンポジション設定

コンポジションの最初のフレームに割り当てるタイムコードまたはフ
レーム番号。この値は開始点のカウントを指定するだけで、レンダリングに影響しません。

カラーサンプルまたはスポイトツールを使用して、コンポジションの背景色を選択します（カラーの
選択とグラデーションの編集を参照）。
注意：あるコンポジションを別のコンポジションに追加（ネスト化）すると、追加先のコンポジションの背景
色が維持され、追加したコンポジションの背景色は透明になります。追加するコンポジションの背景色を保持
するには、追加するコンポジションに新しい平面レイヤーを作成して、背景レイヤーとして使用します。

ここで触れていない特定の基本的なコンポジション設定について詳しくは、関連するセクションを参照してく
ださい。

ピクセル縦横比とフレーム縦横比
フレームレート
解像度

高度なコンポジション設定

After Effects では詳細設定セクションが更新されていて、レイトレース 3D レンダラーオプションが使用でき
ます。ここではコンポジションに使用するレンダラーを選択するため、これらのオプションでは 3D レンダ
ラープラグインは「レンダラー」と名前が変更されています。

102

http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffcompsetter_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffcompsetter_jp
http://www.crgreen.com/aescripts/
http://www.crgreen.com/aescripts/
http://www.crgreen.com/aescripts/
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WSB48B246A-E34D-4d3f-A0A4-B932FD3F12E6a.html#WS4842D59C-9433-4ce8-98FA-F822F9D9B6E8a
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WSB48B246A-E34D-4d3f-A0A4-B932FD3F12E6a.html#WS4842D59C-9433-4ce8-98FA-F822F9D9B6E8a
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7f86a.html#WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7f3aa
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7f86a.html#WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7f3ea
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7eafa.html#WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7f0ea


注意：

アンカー

ページの先頭へ

コンポジションのタイプを選択するには、レンダラーメニューで次のいずれかを選択します。
クラシック 3D 
レイトレース3D

「オプション」ボタンをクリックして、レイトレース 3D レンダラーのオプションダイアログボックスを起動
します。また、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらコンポジションパネル
の右上にある「現在のレンダラーインジケーター」ボタンをクリックしてこのダイアログボックスを起動する
こともできます。
次のオプションを選択できます。
レイトレース画質：「レイトレース画質」設定をクリックすると、ワークフローに応じて
設定を変更できます。
「レイトレース画質」の値を高くするとノイズは減少しますが、レンダリングにかか
る時間が長くなります。
「レイトレース画質」は 1 ピクセルあたりに発射されるレイ数を制御します（例え
ば、4 に設定するとレイ数は 16（4 × 4）、8 に設定するとレイ数は 64 になりま
す）。
値を大きくすると精度の高いピクセルが得られますが、計算時間が長くなります。
値を 1 に設定するとパフォーマンスは向上しますが、反射ぼかし（つねにシャープな
状態となります）、ソフトシャドウ、フィールドの深さ、モーションブラーは発生し
ません。

「レイトレース画質」の値を増やしても、シャープネスは向上しません。ただし、ポイントサンプリング特有
のノイズが低下します。ノイズが許容可能な範囲にとどまるか、ノイズが発生しないように、最低限の値を使
用するようにしてください。
アンチエイリアスのフィルター：ピクセルに発射するレイを平均化する方法を制御しま
す。「なし」を選択すると、ピクセルの領域内のすべてのレイが発射されますが、他のオ
プションは発射されるレイのグリッドを隣接するピクセルにまたがって部分的に拡大し、
より正確な平均を生成します。品質の高い方からボックス、テント、立方体（バイキュー
ビックではありません）の順で選択肢が並んでいます。
なし
ボックス
テント
立方体

「アンチエイリアスのフィルター」はブラーの量を制御します。「なし」を選択するともっともシャープにな
りますが、投影キャッチャーのエッジがエイリアス処理されているように見えます。ボックス、三角形、立方
体を選択するとブラーの量が多くなります。

レイトレース 3D レイヤーではレイトレース画質を使用してモーションブラーの外観を制御します。
レイトレース 3D のフィールドの深さの計算は、クラシック 3D（および、従来の 高度 3D）より正確になり
ます。

コンポジションのサイズを変更するとき、コンポジション内のコーナーやエッジにレイヤーを固定
させるには、矢印ボタンをクリックします。

ここで触れていない特定の高度なコンポジション設定について詳しくは、関連するセクションを参照してくだ
さい。

シャドウのレンダリングに使用する解像度を指定する
ネスト化したコンポジションに適用される環境設定とコンポジション設定
モーションブラー

コンポジションサムネールイメージ
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

プロジェクトパネルにコンポジションのサムネールイメージ（ポスターフレーム）として表示するコンポジ
ションのフレームを選択できます。初期設定では、サムネールイメージにはコンポジションの最初のフレーム
が表示され、透明部分が黒で表示されます。

コンポジションのサムネールイメージを設定するには、タイムラインパネル内で現在の時
間インジケーターをそのコンポジションの任意のフレームに移動し、コンポジション／サ
ムネールのフレームを設定を選択します。
透明グリッドをサムネールビューに追加するには、プロジェクトパネルのメニューから、
「透明グリッドをサムネールに表示」を選択します。
プロジェクトパネルでサムネールイメージを非表示にするには、編集／環境設定／ディス
プレイ設定（Windows）または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）
を選択して、「サムネールをプロジェクトパネルに表示しない」をオンにします。
レイヤーの作成
ビデオとオーディオのプレビュー
フローチャートパネル
レンダリングと書き出しの基本
プリコンポーズとネスト化について
タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える
グラフエディター
列
ショートカットキー
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プリコンポーズ、ネスト化およびプリレンダリング

ページの先頭へ

プリコンポーズとネスト化について
レイヤーをプリコンポーズする
ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりする
ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングする
レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス

プリコンポーズとネスト化について

コンポジションに既に含まれている複数のレイヤーをグループ化する場合は、それらのレイヤーをプリコン
ポーズできます。プリコンポーズしたレイヤーは、新しいコンポジションに配置され、元のコンポジションの
レイヤーと置き換わります。このネスト化した新しいコンポジションは、元のコンポジションの単一レイヤー
のソースになります。プロジェクトパネルに表示され、レンダリングしたり、他のコンポジションで使用でき
るようになります。ネスト化は、フッテージアイテムをコンポジションに追加する場合と同じように、コンポ
ジションに既存のコンポジションを追加して行うことができます。単一レイヤーのプリコンポーズは、レイ
ヤーにトランスフォームプロパティを追加したり、コンポジション内の要素をレンダリングする順序を調整し
たりする場合に便利です。
ネスト化とは、コンポジションを別のコンポジションの中に含めることです。ネスト化されたコンポジション
は、追加先のコンポジション内でレイヤーとして表示されます。
このコンポジションはプリコンポジションとも呼ばれ、プリコンポと省略形で呼ばれることもあります。ソー
スフッテージアイテムとしてプリコンポジションを使用するレイヤーは、プリコンポジションレイヤーとも呼
ばれます。
レンダリングの実行中、イメージデータおよびその他の情報は、ネスト化したコンポジションからネスト元の
コンポジションへのフローとも呼ばれます。このため、ネスト化したコンポジションはネスト元のコンポジ
ションのアップストリームと呼ばれ、ネスト元のコンポジションはネスト化したコンポジションのダウンスト
リームと呼ばれます。ネスト化によって接続されたコンポジションの集合を、コンポジションネットワークと
いいます。 コンポジションネットワーク内は、コンポジションナビゲーターとミニフローチャートを使用し
て移動できます（ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりするを参照）。
After Effects のプリコンポジションは、Adobe Photoshop のスマートオブジェクトに似ています。

プリコンポーズとネスト化の用途

プリコンポーズとネスト化の機能は、複雑なコンポジションの管理や整理を行うときに便利です。プリコン
ポーズとネスト化により、以下の操作が可能になります。
コンポジション全体に複雑な変化を適用する - 複数のレイヤーが含まれるコンポジション
を作成し、そのコンポジションを親となるコンポジションの中にネスト化して、ネスト化
したコンポジションでアニメートしたりエフェクトを適用できます。これにより、すべて
のレイヤーが同じ時間、同じ方法で変化するようになります。
作成したものを再利用する - アニメーションを専用のコンポジションに作成して、何度で
も他のコンポジションにドラッグして再利用することができます。
1 つのステップで更新する - ネスト化されたコンポジションのいずれか 1 つを変更する
と、そのコンポジションが使われているすべてのコンポジションにその変更が反映されま
す。これは、ソースフッテージアイテムに変更を加えると、そのフッテージアイテムを含
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むすべてのコンポジションに影響するのと同じです。
レイヤーの初期設定のレンダリング順序を変更する - エフェクトをレンダリングする前
に、トランスフォーム（回転など）をレンダリングするよう指定できます。その結果、回
転されたフッテージにエフェクトが適用されます。
トランスフォームプロパティの別のセットをレイヤーに追加する - コンポジションを表す
レイヤーには、そのレイヤーが含むレイヤーのプロパティのほか、そのレイヤー独自のプ
ロパティもあります。これを使用すると、1 つまたは複数のレイヤーにトランスフォーム
プロパティのセットを適用できます。

ネスト化したコンポジションに適用される環境設定とコンポジション設定

プリコンポジション自体はレイヤーなので、タイムラインパネルのレイヤースイッチやコンポジションスイッ
チを使用して設定を制御することができます。その場合は、プリコンポジションを含むコンポジション内でス
イッチを使って加えた変更をネスト化したコンポジションにも反映させるかを選択できます。ネスト化したコ
ンポジションにレイヤースイッチを使った変更が反映されないようにするには、編集／環境設定／一般設定
（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、「ネスト化したコンポジ
ションにスイッチを適用」オプションの選択を解除します。
コンポジション設定ダイアログボックスの「高度」タブ（コンポジション／コンポジション設定）で、「ネス
ト時に解像度を保持」または「ネスト時またはレンダーキューでフレームレートを保持」を選択すると、追加
するコンポジション独自の解像度またはフレームレートが保持され、追加先のコンポジションの設定は継承さ
れません。例えば、物体を手で動かして作ったアニメーションのような、ぎくしゃくした動きを出すため
に、1 つのコンポジションで低いフレームレートを選択した場合は、ネスト化する時にそのコンポジションの
フレームレートを維持する必要があります。同様に、ロトスコーピングを使用した場合なども、異なるフレー
ムレートや解像度に変換すると、意図した結果が得られなくなります。この設定は、「ポスタリゼーション時
間」エフェクトを使うよりも効果的なので、この設定を使用することをお勧めします。

Jeff Almasol が、redefinery Web サイトで、環境設定の「ネスト時に解像度を保持」と「ネスト時または
レンダーキューでフレームレートを保持」を便利に切り替えるスクリプトを公開しています。

1 つのパネルで現在の時間を変更すると、そのコンポジションに関連付けられている他のパネルでも現在の時
間が更新されます。初期設定では、ネスト化すると、現在のコンポジションに関連付けられたすべてのコンポ
ジションで現在の時間が変わります。ネスト化により、1 つのコンポジションで現在の時間を変更したときに
関連付けられたコンポジションで現在の時間が更新されないようにするには、編集／環境設定／一般設定
（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、「すべての関連アイテムの
時間を同期」オプションの選択を解除します。

プリコンポーズとネスト化に関するオンラインリソース

Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、プロジェクトでの変更をより簡単におこなう
ことができるようにする、コンポジション階層の設定に関するヒントを公開しています。
プリコンポジションからレイヤーを抽出する Un-Precompose スクリプトについて詳しくは、AE スクリプ
トの Web サイトのページを参照してください。
リコンポーズではなくタグを使用してコンポジションのレイヤーをグループ化できる Zorro-The Layer Tagger
スクリプトについて詳しくは、AE スクリプトの Web サイトのページを参照してください。

レイヤーをプリコンポーズする

プリコンポーズしたレイヤーは、新しいコンポジションに配置され、元のコンポジションのレイヤーと置き換
わります。新しいコンポジションはプリコンポジションとも呼ばれます。単一レイヤーのプリコンポーズは、
レイヤーにトランスフォームプロパティを追加したり、コンポジション内の要素をレンダリングする順序を調
整したりする場合に便利です。
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すべての属性を「[コンポジション名]」に残す

すべての属性を新規コンポジションに移動する

ページの先頭へ

注意：

1. タイムラインパネルでレイヤーを選択して、レイヤー／プリコンポーズを選択する
か、Ctrl + Shift + C キー（Windows）または Command + Shift + C キー（Mac OS）を
押します。

2. 以下のいずれかを選択します。

プリコンポーズするレイヤーのプロパ
ティとキーフレームを元のコンポジションに残し、プリコンポジションを構成する新しい
レイヤーにそれらを適用します。新規コンポジションのフレームサイズは、選択したレイ
ヤーのフレームサイズと同じになります。このオプションは、複数のレイヤー、テキスト
レイヤー、またはシェイプレイヤーを選択した場合には使用できません。

プリコンポーズするレイヤーのプロパ
ティとキーフレームを、現在のコンポジションに作成されたプリコンポジション内に移動
します。このオプションを選択すると、レイヤーのプロパティで適用した変更が、プリコ
ンポジションの各レイヤーでも保持されます。新規コンポジションのフレームサイズは、
元のコンポジションのフレームサイズと同じになります。

ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりする

ネスト化したコンポジションはネスト元のコンポジションのアップストリームと呼ばれ、ネスト元のコンポジ
ションはネスト化したコンポジションのダウンストリームと呼ばれます。ルートコンポジションが最もダウン
ストリームにあります。最もネスト化されたコンポジションが最もアップストリームになります。コンポジ
ションのフローパスは、別のコンポジションを含むか、別のコンポジションにネスト化されていることで相互
に関連する一連のコンポジションです。コンポジションネットワークは、ネスト化によって相互に関連するコ
ンポジションの集合です。
After Effects では、次のいずれかの方法でネスト化されたコンポジション（プリコンポジション）を開くこと
ができます。

プロジェクトパネルで、コンポジションのエントリをダブルクリックします。
タイムラインパネルでプリコンポジションレイヤーをダブルクリックします。Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプリコンポジションレイヤーを
ダブルクリックすると、プリコンポジションがレイヤーとしてレイヤーパネルで開きま
す。

ペイントツールまたはロトブラシツールがアクティブになっているときにプリコンポジションレイ
ヤーをダブルクリックすると、レイヤーがレイヤーパネルで開きます。

現在アクティブなコンポジションと同じコンポジションネットワーク内で最近アクティブ
だったコンポジションを開くには、Shift+Esc キーを押します。
コンポジションナビゲーターを使用します。
コンポジションミニフローチャートを使用します。

コンポジションナビゲーター

コンポジションナビゲーターは、コンポジションパネルの上辺に沿って表示されるバーで、ビューアでアク
ティブになっているコンポジションと、同じコンポジションネットワーク内の他のコンポジションの関係を示
します。表示されるコンポジションは、現在アクティブなコンポジションのフローパスで最近アクティブだっ
たコンポジションです。
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A. アクティブな（現在の）コンポジション B. コンポジションミニフローチャートを開く矢印 C. パネルメ
ニューボタン D. すべてのフローパスを表示ボタン 

コンポジション名の間の矢印は、このフローパスでのピクセル情報のフロー方向を示します。初期設定では、
コンポジションナビゲーターバーの左側にダウンストリームコンポジションが、右側にアップストリームコン
ポジションが表示されます。この初期設定は、コンポジションパネルメニューの「右から左にフロー」オプ
ションです。逆方向にコンポジションを表示するには、「左から右にフロー」を選択します。この設定はグ
ローバル環境設定であり、すべてのコンポジションと、コンポジションミニフローチャートビューに適用され
ます。
ダウンストリームコンポジションは、その内容がアクティブなコンポジションで使用または表示されていない
ことを示すため名前がグレー表示されます。

コンポジションナビゲーターバーの表示と非表示を切り替えるには、コンポジションパネ
ルメニューから「コンポジションナビゲーターを表示」を選択します。
コンポジションナビゲーターバーに表示されているコンポジションをアクティブにするに
は、そのコンポジションの名前をクリックします。
コンポジションパネルで表示するにはフローパスが長すぎる場合は、すべてのフローパス
を表示  ボタンがコンポジションナビゲーターバーの左端または右端に表示されます。
フローパス全体を一時的に表示するには、すべてのフローパスを表示ボタンをクリックし
ます。

長いフローパスをスクロールするには、コンポジションナビゲーターのコンポジションボタンにポイン
ターを合わせて、マウスのスクロールホイールを回します。

コンポジションミニフローチャート

コンポジションミニフローチャートは、コンポジションネットワーク内を簡単に移動するために使用できる一
時的なコントロールです。コンポジションミニフローチャートを開くと、選択したコンポジションのすぐアッ
プストリームまたはダウンストリームにあるコンポジションが表示されます。
コンポジションフローチャート内の色は、プロジェクトパネルでコンポジションに割り当てられているラベル
の色に基づきます。1 つのコンポジション内でコンポジションが複数回使用されている場合、ネスト化された
コンポジションの複数のインスタンスが 1 つのエントリとして表示され、インスタンス数がかっこで囲んで表
示されます。
コンポジションミニフローチャートを開くには、次のいずれかの操作を行います。

A. コンポジションが他のコンポジションにフローしないことを示すインジケーター B. フローの方向 C. アク
ティブな（現在の）コンポジション 

コンポジション、レイヤーまたはタイムラインパネルがアクティブ状態のときに Tab キー
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注意：

注意：

ページの先頭へ

を軽く押します。

コンポジションナビゲーターバー内でコンポジション名の右側の矢印をクリックします。
コンポジションメニュー、コンポジションパネルメニューまたはタイムラインパネルメ
ニューから「コンポジションミニフローチャート」を選択します。

タイムラインパネルの上部にあるコンポジションミニフローチャート  ボタンをク
リックします。

コンポジションナビゲーターと同様に、フローの方向を左から右に表示するか、右から左に表示するかを選択
できます。矢印がフローの方向を示します。コンポジションの横に矢印ではなく  がある場合は、そのコ
ンポジションをフロー先またはフロー元とするコンポジションがありません。
コンポジションミニフローチャート内のアップストリームコンポジションは、アルファベット順またはレイ
ヤー順で上から下にソートされます。ソート順を切り替えるには、コンポジションミニフローチャートが開い
ているときに S キーを押します。レイヤー順でソートする場合、複数回使用されているコンポジションは重
なり順での一番上のインスタンスでソートされます。ダウンストリームコンポジションは常にアルファベット
順でソートされます。
コンポジションミニフローチャート内でコンポジション間を移動し、コンポジションを選択するには、矢印
キーを使用するか、コンポジションの横にある矢印または  ボタンをクリックします。選択したコンポジ
ションをアクティブにするには、スペースバー、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押
します。何も行わずにコンポジションミニフローチャートを閉じるには、Esc キーを押すか、Shift キーを軽
く押すか、コンポジションミニフローチャートの外をクリックします。
Rich Young が、After Effects Portal の Web サイトで、フローチャートパネルとコンポジションミニフロー
チャートの詳細情報を公開しています。

ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングする

複雑にネスト化されたコンポジションは、プレビューや最終出力のレンダリングに時間がかかる場合がありま
す。これ以上作業をする予定がないネスト化したコンポジションがある場合は、ムービーをプリレンダリング
して、コンポジションと置き換えると、レンダリング操作のたびにかかる時間を節約できます。元のネスト化
されたコンポジションはプロジェクトパネルに残っているので、必要があれば変更することもできます。大き
な変更を加えた場合は、レンダリングし直してください。
ネスト化されたコンポジションをプロジェクト内で何度も使用する場合は、プリレンダリングしておくと大変
便利です。

ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングするときには、最終出力設定を適用します。

1. プロジェクトパネルまたはコンポジションパネルでコンポジションを選択します。

2. コンポジション／プリレンダリングを選択します。

「プリレンダリング」コマンドにより、コンポジションがレンダーキューに追加され、レ
ンダリング後の処理に「読み込み＆使用の置き換え」が設定されます。その結果、コンポ
ジションがレンダリングされたムービーに置き換わります。

3. レンダーキューパネルで、必要に応じて設定を変更して「レンダリング」ボタンをクリッ
クし、コンポジションをレンダリングします。

After Effects でプリレンダリングとプロキシを使用して作成時間を短縮する方法については、Video2Brain の
Web サイトのビデオチュートリアルを参照してください。

コンポジションをムービーで置き換える代わりに、レンダリングされたムービーをネスト化されたコ
ンポジションのプロキシとして使用することもできます。
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注意：

注意：

注意：

レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス

コンポジションは、タイムラインパネルでレイヤーを重ねることにより構成されています。プレビューでも最
終出力でも、コンポジションのレンダリング時には、下のレイヤーから先に処理されます。ラスターレイヤー
（ベクトルレイヤーではないもの）では、マスク、エフェクト、トランスフォーム、レイヤースタイルの順で
要素がレイヤー内に適用されます。ベクトルレイヤーを連続ラスタライズするため、初期設定のレンダリング
順序は、マスク、トランスフォーム、エフェクトの順になっています。
トランスフォームにより、タイムラインパネルの「トランスフォーム」カテゴリに含まれる、アンカーポイン
ト、位置、スケール、回転、不透明度などのプロパティが変更されます。レイヤーパネルには、トランス
フォームが実行される前にレンダリングした結果が表示されます。

トランスフォームの実行時期を調整するため、「トランスフォーム」エフェクトを適用して、エフェ
クトを並べ替えることができます。

エフェクトまたはマスクのグループのアイテムは、上から順に処理されます。例えば、「円」エフェクトを適
用した後に「ズーム」エフェクトを適用すると、円が拡大されますが、エフェクトコントロールパネルまたは
タイムラインパネルで「円」エフェクトの上（前）に「ズーム」エフェクトを移動すると、拡大後に円が描画
されるため、円は拡大されません。
1 つのレイヤーのレンダリングが終了すると、次のレイヤーのレンダリングが開始します。下のレイヤーがレ
ンダリングされると、それが上のレイヤーをレンダリングするための入力レイヤーとして使われることがあり
ます。例えば、描画モードの結果は下のレイヤーによって決まります。
コンポジションに他のコンポジションがネスト化されて含まれている場合、ネスト化したコンポジションは、
追加先のコンポジションの他のレイヤーの前にレンダリングされます。

一部のエフェクトでは、適用対象のレイヤーでマスクが無視されます。マスクレイヤーでそのような
エフェクトを機能させるには、マスクが適用された状態でレイヤーをプリコンポーズして、プリコンポーズし
たレイヤーにエフェクトを適用します（プリコンポーズとネスト化についてを参照）。

コラップストランスフォーム

ネスト化されたコンポジションでコラップストランスフォームスイッチ  を選択すると、追加先のコンポジ
ションでマスクとエフェクトがレンダリングされるまで、ネスト化されたコンポジションのトランスフォーム
は実行されません。このレンダリング順序では、ネスト化されたコンポジションと追加先コンポジションのト
ランスフォームが合成（コラップス）され、同時に実行されます。連続ラスタライズされていないベクトルレ
イヤーについても同様です。

ベクトルレイヤーでは、コラップストランスフォームスイッチではなく連続ラスタライズスイッチを
使います。ベクトルレイヤーとは、シェイプレイヤー、テキストレイヤー、またはベクトルグラフィックファ
イルをソースフッテージとするレイヤーのことで、シェイプレイヤーとテキストレイヤーは常に連続ラスタラ
イズされます。

コラップストランスフォームを使用すると、例えば、ネスト化されたコンポジションでレイヤーを 1/2 に縮小
し、追加先のコンポジションで再び 2 倍に拡大した場合でも、解像度を維持することができます。この場合、
トランスフォームを 2 回実行して途中でイメージデータを失っていくのではなく、トランスフォームが 1 回
だけ実行されます。ただし、実際には何も行われません。これは、トランスフォーム同士で操作が相殺される
ためです。
トランスフォームをコラップスしないと、ネスト化されたコンポジションに 3D レイヤーが含まれている場合
は、初期設定のコンポジションカメラを使用して、3D 構成の 2D イメージとしてレンダリングされます。こ
のレンダリングにより、ネスト化されたコンポジションが、3D レイヤーと交差したり、3D レイヤーにシャド
ウを落としたり、追加先のコンポジションの 3D レイヤーのシャドウを受けたりできなくなります。また、追
加先のコンポジションのカメラとライトによって制御することもできません。
トランスフォームをコラップスすると、ネスト化されたコンポジションのレイヤーの 3D プロパティを追加先
のコンポジションで柔軟に操作できるようになります。つまり、ネスト化されたコンポジションが 3D レイ
ヤーと交差したり、3D レイヤーにシャドウを落としたり、追加先のコンポジションの 3D レイヤーのシャド
ウを受けたりできるようになります。また、追加先のコンポジションのカメラとライトによってネスト化され
たコンポジションを制御することもできます。
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基本的に、ネスト化されたコンポジションのコラップストランスフォームを使用することは、After Effects に
対して、プリコンポジションのレイヤーを統合したりクロップしたりしないよう指示することに相当します。
調整レイヤーは、同じコンポジション内でその下位にあるすべてのレイヤーのコンポジションに対して機能し
ます。このため、コラップストランスフォームを使用するネスト化されたコンポジション内の調整レイヤー
は、普通ならコラップストランスフォームによって回避される統合やクロップを強制します。
コラップストランスフォームがオンになっている場合、ネスト化されたコンポジションにクローズパスのマス
ク（「なし」以外のマスクモード）、レイヤースタイル、またはエフェクトを適用すると、ネスト化されたコ
ンポジション内のレイヤー自体がまずレンダリングされ、次にマスクとエフェクトが適用され、最後にメイン
コンポジションに結果が合成されます。つまり、このレンダリング順序では、ネスト化されたレイヤーの描画
モードは、メインコンポジションで下になっているレイヤーには適用されません。また、コラップスレイヤー
の上または下の 3D レイヤーを交差させたり、レイヤー間でシャドウを落としたりすることはできません。

オンラインリソース

Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、トランスフォームのコラップスと連続ラスタ
ライズに関する記事を公開しています。

以下も参照してください
フッテージアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する
3D レイヤー間のインタラクション、レンダリングの順序、コラップストランスフォーム
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
親レイヤーと子レイヤー
レンダリング後の処理
プレースホルダーとプロキシ
レンダリングと書き出しの基本
選択しているレイヤーの重なり順を変更する
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タイムコードと時間の表示単位

注意：

ページの先頭へ

時間の表示単位を変更する
時間表示単位のオプション
ソースタイムコード
タイムコードに関するオンラインリソース

現在の時間、レイヤーのインポイントとアウトポイント、またはレイヤー、フッテージアイテム、コンポジ
ションのデュレーションなど、After Effects の要素の多くは、時間上の点か時間の長さで示されます。
初期設定では、時間は Society of Motion Picture and Television Engineers（SMPTE）タイムコードに従っ
て、時、分、秒、フレームで表示されます。フレーム、16mm または 35mm フィルムのフィートとフレーム
など、別の表示単位に変更することもできます
例えば、フィルムに出力するムービーを準備する場合は、フィート + フレーム形式で表示します。一
方、Flash などのアニメーションプログラムで使用する場合は、単純なフレーム番号で表示します。選択した
表示形式は、現在のプロジェクトだけに適用されます。

時間の表示形式を変更しても、アセットや出力のフレームレートは変わりません。After Effects で表
示するフレームの番号の付け方が変わるだけです。

ビデオ編集ワークステーションは、通常、参照用としてビデオテープに記録される SMPTE タイムコードを使
用します。SMPTE タイムコードを使用するビデオと同期するビデオを作成する場合は、初期設定のタイム
コード表示形式を使用します。
After Effects CS5.5 以降では、様々なファイル形式のソースファイルからのタイムコードを表示できます。
ソースタイムコードは、プロジェクトパネル、プロジェクト設定ダイアログボックス、コンポジション設定ダ
イアログボックスおよび環境設定ダイアログボックスを含むインターフェイスの複数のエリアにあります。詳
しくは、ソースタイムコードを参照してください。

時間の表示単位を変更する

「タイムコードベース」、「フレーム」、「フィート + フレーム」（プロジェクト設定ダ
イアログボックスの「フィート + フレームを使用」がオンの場合）を順に切り替えるに
は、現在の時間表示を、Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）または Command
キーを押しながらクリック（Mac OS）します。現在の時間表示は、タイムラインパネル
の左上と、レイヤーパネル、コンポジションパネル、およびフッテージパネルの下部にあ
ります（タイムラインパネルを参照）。
プロジェクト設定で選択されていないオプションは、下部に小さいテキストで表示されま
す。プロジェクト設定（タイムコードまたはフレーム）で選択したオプションのみを表示
するには、次の操作を実行します。

1. After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）または編集／環境設定／ディ
スプレイ設定（Windows）を選択して、ディスプレイ設定を開きます。

2. 「タイムラインパネルにタイムコードとフレームを表示」オプションの選択を解除し
ます（このオプションはデフォルトで選択されています）。

時間の表示単位を変更するには、ファイル／プロジェクト設定を選択し、「時間の表示形
式」でオプションを選択します。
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ページの先頭へ

タイムコード

注意：

フレーム

フィート + フレーム

フレーム数

タイムコード変換

0 から開始

1 から開始
注意：

ページの先頭へ

プロジェクトパネル

プロジェクト設定

コンポジション設定ダイアログボックス

時間表示単位のオプション

タイムライン、レイヤーおよびフッテージの各パネルの時間スケールに、時間をタイムコード
で表示します。「メディアのデータを使用」（ソースタイムコードを使用）または「00:00:00:00」（ゼロか
ら開始）を選択できます。フレームの代わりにタイムコードを使用するには、「タイムコード」オプションを
選択します。ソースタイムコードが検出されて使用されるので、フレームレートやドロップフレーム／ノンド
ロップフレームを選択するオプションはありません。

プロジェクト内のあらゆるコンポジションでドロップフレームおよびノンドロップフレームタイム
コードを使用することができます。

時間ではなくフレーム番号を表示します。Flash や SWF などのフレーム基準のアプリケーションま
たは形式に出力する場合に便利です。フレームを使用するには、「フレーム」を選択し、「フィート + フレー
ム」の選択を解除します。

16mm または 35mm のフィルムのフィート数とフレームの端数を表示します。フィート
+ フレームを使用するには、「フレーム」を選択し、「フィート + フレーム」を選択します。

「フレーム」の時間の表示形式の開始番号を指定します。

アイテムのタイムコード値が開始番号として使用されます（アイテムにソースタイ
ムコードがある場合）。タイムコード値がない場合は、値は 0 から開始します。タイムコード変換を
行うと、After Effects が以前のバージョンのように機能し、すべてのアセットのフレームカウントお
よびタイムコードカウントが数学的に同値になります。

フレームの値は 0 から開始します。

フレームの値は 1 から開始します。
新しいオプションの「0 から開始」および「1 から開始」を使用すると、「フレーム」と「タイム

コード」で異なるフレームカウント方法を指定できます。例えば、フッテージアイテムでソースタイムコード
を使用しつつ、カウントフレームを 0 または 1 から始めることも可能です。

ソースタイムコード

ソースタイムコードでサポートされているファイル形式After Effects では、ほとんどの形式
（QuickTime、DV、AVI、P2、MPEG-2、MPEG-4、H.264、AVCHD、RED、XDCAM EX、XDCAM
HD、WAV および DPX イメージシーケンスインポーターを含む）のタイムコードの読み込みおよび使用が可
能です。

ソースタイムコードは、プロジェクトパネルの「メディア開始」、「メディア終了」、
「メディアデュレーション」、「テープ名」の各列に表示されます。これらはソースの開始時間、終了時間、
トータルデュレーションを表します。「イン」、「アウト」、「デュレーション」の列があり、フッテージパ
ネルでフッテージアイテムに、ワークエリアでコンポジションに設定されたインポイントとアウトポイントが
反映されます。

プロジェクト設定ダイアログボックスには、ソースタイムコードの機能セットが含まれま
す。詳しくは、時間表示単位のオプションを参照してください。

コンポジション設定ダイアログボックスには、ソースタイムコード
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環境設定ダイアログボックス

ページの先頭へ

の機能セットが含まれます。詳しくは、フレームレートを参照してください。

環境設定ダイアログボックスの読み込み設定パネルは、ソースタイムコード機
能に対応しています。詳しくは、環境設定を読み込みを参照してください。

タイムコードに関するオンラインリソース

Trish と Chris Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、ドロップフレームタイムコードとノンドロッ
プフレームタイムコードの違いについて説明している記事を公開しています。
Chris Pirazzi が、Lurker's Guide to Video の Web サイトで、タイムコードに関する技術的な詳細情報を公開
しています。
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フッテージの読み込み
After Effects CS6 における RED ファイルに関する Mac OS X 10.10 （Yosemite） 問題
トラブルシューティング (2015/06/07)
Mac OS X 10.10 （Yosemite）問題を解決します。 RED ファイルがインポートされないことがあります。また、インポートが行われる場合は、しばら
くしてフレームの表示が停止します
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読み込まれたファイルおよびフッテージアイテムについて
サポートされている読み込み形式
フッテージアイテムを読み込む
フッテージアイテムを変換する
アルファチャンネル変換：合成またはストレート
フレームレート
ピクセル縦横比とフレーム縦横比

読み込まれたファイルおよびフッテージアイテムについて

フッテージアイテムを基にしてソースファイルをプロジェクトに読み込み、レイヤーのソースとして使用しま
す。同じファイルを、変換設定がそれぞれ異なる複数のフッテージアイテムのソースとして使用できます。各
フッテージアイテムは 1 つまたは複数のレイヤーのソースとして使用できます。コンポジションではレイヤー
のコレクションを使用します。
プロジェクトパネルでは主にフッテージアイテムを使用します。フッテージパネルを使ってフッテージを検討
しフッテージアイテムのデュレーション調整を行うなど、簡単な編集作業を実行することができます。
個別のフッテージアイテムのソースとして、動画ファイル、静止画ファイル、静止画シーケンスやオーディオ
ファイルなど、種類の異なるたくさんのファイル、ファイルのグループ、ファイルのコンポーネントを読み込
むことができます。After Effects 内で、平面やプリコンポジションなど、フッテージアイテムを作成すること
もできます。フッテージアイテムはいつでもプロジェクトに読み込むことができます。
ファイルを読み込むと、画像データ自体がプロジェクトにコピーされるのではなく、フッテージアイテムの
ソースへの参照リンクが作成されます。これにより、プロジェクトファイルのサイズが比較的小さく保たれま
す。
読み込んだソースファイルを削除したり、ファイル名を変更したり、移動したりすると、そのファイルへの参
照リンクが壊れます。リンクが壊れると、ソースファイル名がプロジェクトパネル内に斜体で表示され、ファ
イルパス欄にはリンクが失われたことが示されます。フッテージアイテムが存在する場合は、通常、アイテム
をダブルクリックしてファイルを選択し直すだけで、リンクを再設定することができます。

ソースアイテムがないフッテージアイテムを検索するには、プロジェクトパネルの検索フィールドに不
明と入力します。詳しくは、タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの検索
とフィルターを参照してください。

レンダリング時間を短縮して処理速度を上げるには、After Effects に読み込む前にフッテージを準備しておき
ます。例えば、After Effects で静止画のスケールやクロップを行うよりも、After Effects に読み込む前に
Adobe Photoshop でスケールやクロップを行います。After Effects で、画像が含まれているフレームの数だけ
毎秒何度も同じアクションを行うよりも、Adobe Photoshop で一括して作業する方がはるかに効率がよくな
ります。
作業時間を節約し、プロジェクトのサイズと複雑さを最小限に抑えるには、ソースアイテムをフッテージアイ
テムとして一度だけ読み込んで、コンポジション内でそれを何度も使用します。ただし、フッテージアイテム
を複製し、それぞれを異なる方法で変換すると便利な場合もあります。例えば、同じフッテージを 2 つの異な
るフレームレートで使用できます。
他のアプリケーションを使用して、プロジェクトで使用されているフッテージアイテムを変更した場合、それ
らの変更点は、次回プロジェクトを開いたときか、フッテージアイテムを選択してファイル／フッテージの再
読み込みを選択したときに After Effects で表示されます。
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レイヤープロパティに対して行った変更に影響を与えることなくレイヤーのソースフッテージアイテムを
別のフッテージアイテムに置き換えるには、タイムラインパネルでレイヤーを選択し、その上に新しい
フッテージアイテムを Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグしま
す。

選択されているフッテージアイテムを別のフッテージアイテムで置き換えるには、プロジェクトパネルで
フッテージアイテムを選択し、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、新し
いフッテージアイテムをプロジェクトパネル内の選択されているフッテージアイテムにドラッグします。

ある形式のビデオやオーディオを読み込むと、After Effects ではこれらを処理してキャッシュを作成し、プレ
ビューを作成するときにすばやくアクセスできるようにします。キャッシュによりビデオおよびオーディオア
イテムをプレビューごとに再処理する必要がなくなるので、プレビューの処理速度は大いに改善されます。詳
しくは、メディアキャッシュを参照してください。
アセットの読み込みについて詳しくは、Andrew Devis が、Creative Cow の Web サイトで公開しているビデ
オチュートリアルを参照してください。

QuickTime ファイルのネイティブ形式でのエンコーディングおよびデコーディン
グ

After Effects では、Mac OS X システムと Windows システムで GoPro CineForm コーデックを使用し
て、QuickTime ファイル（.mov）をデコードおよびエンコードできます。これは、このようなファイルを使
用したり作成したりするために、追加のコーデックをインストールする必要がないことを意味します。

MOV では、After Effects は、次の非圧縮形式について、ネイティブでの読み込みをサポートしています。
DV、IMX、MPEG2、XDCAM、h264、JPEG、DNxHD、DNxHR、Apple ProRes、AVCI
および GoPro CineForm

ネイティブでの書き出しのサポートは、次の非圧縮形式で利用できます。
DV および GoPro CineForm

After Effects は多くのコーデック（上記）をネイティブに読み込みおよび書き出しできるた
め、Windows では QuickTime は必要ありません。互換性の問題について詳しくは、Windows の QuickTime
のブログ記事を参照してください。

サポートされている読み込み形式

MOV、AVI、MXF、FLV、F4V などの一部のファイル拡張子は、特定のオーディオ、ビデオまたは画像データ
形式ではなく、コンテナファイル形式を表します。コンテナファイルは、さまざまな圧縮設定およびエンコー
ド設定でエンコードしたデータを含むことができます。After Effects はこれらのコンテナファイルを読み込む
ことができますが、それらに含まれているデータを読み込むことができるかどうかは、インストールされてい
るコーデック（特にデコーダ）によって決まります。
追加のコーデックをインストールすることで、それに対応するファイルタイプを After Effects で読み込めるよ
うになります。多くのコーデックはオペレーティングシステム（Windows または Mac OS）にインストール
する必要があり、QuickTime または Video for Windows 形式の内部コンポーネントとして機能させる必要があ
ります。特定のデバイスまたはアプリケーションによって作成されるファイル用のコーデックについて詳しく
は、ハードウェアまたはソフトウェアの製造元にお問い合わせください。
一部のファイルを読み込んで使用するには、追加のインポートプラグインをインストールする必要があります
（プラグインを参照）。
Adobe Premiere Pro は、After Effects がネイティブで読み込むことができない数多くの形式をキャプチャする
か読み込むことができます。Adobe Premiere Pro のデータは、さまざまな方法で After Effects に取り込むこ
とができます（Adobe Premiere Pro と After Effects の使用を参照）。
P2、RED、XDCAM、AVCCAM および DSLR の各カメラとフッテージのワークフローガイドと更新について
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オーディオ形式

Adobe サウンドドキュメント（ASND：統合さ
れた 1 つのトラックとして読み込まれたマルチ
トラックファイル）
Advanced Audio Coding（AAC、M4A）
Audio Interchange File Format（AIF、AIFF）
MP3（MP3、MPEG、MPG、MPA、MPE）
Video for Windows（AVI、；Mac OS では
QuickTime が必要）
Waveform（WAV）

静止画形式

Adobe Illustrator（AI、AI4、AI5、EPS、PS；連
続ラスタライズ）
Adobe PDF（PDF；最初のページのみ；連続ラ
スタライズ）
Adobe Photoshop（PSD）
Bitmap（BMP、RLE、DIB）
Camera
Raw（TIF、CRW、NEF、RAF、ORF、MRW、DC
）
Cineon/DPX（CIN、DPX（8、10、12 および 16
bpc の DPX ファイル、アルファチャンネルおよ
びタイムコード付きの DPX ファイルを含む））
Discreet RLA/RPF（RLA、 RPF; 16bpc; カメラ
データを読み込む)
EPS
GIF
JPEG（JPG、JPE）
Maya カメラデータ（MA）
Maya IFF（IFF、TDI; 16bpc）
OpenEXR（EXR、SXR、MXR; 32bpc）

PICT（PCT）
Portable Network Graphics（PNG；16 bpc）
Radiance（HDR、RGBE、XYZE；32 bpc）
SGI（SGI、BW、RGB；16 bpc）
Softimage（PIC）

注意：

注意：

ビデオとアニメーションの形式

アニメーション GIF（GIF）
Avid DNxHR
HEVC（H.265）MPEG-4
ARRI ALEXA または ARRIFLEX D-21 カメラか
らの ARRIRAW ファイルのサポート
ARRIRAW ファイルについて詳しくは、ARRI
Group Web サイトの ARRIRAW FAQ を参照し

プロジェクト形式

Adobe Premiere Pro
1.0、1.5、2.0、CS3、CS4、CS5、CS6 および
CC（PRPROJ; 1.0、1.5 および 2.0 Windows の
み）、および以降のプロジェクト
Adobe After Effects CS5 の After Effects 6.0 以
降のバイナリプロジェクト（AEP、AET）
After Effects 7 は、After Effects 3.0 から After

は、アドビシステムズ社の Web サイトを参照してください。

OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェアの
「3D チャンネル」エフェクトプラグインが After Effects に含まれています（OpenEXR ファイルのチャンネ
ルの使用を参照）。

After Effects は、読み込んだ PIC ファイルに対応する ZPIC ファイルも読み取ることができます詳し
くは、別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用を参照してください。

Targa（TGA、VDA、ICB、VST）
TIFF（TIF）

どの形式の静止画ファイルでも、シーケンスとして読み込めます。詳しくは、静止画の準備と読み込みを
参照してください。
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てください。
CinemaDNG

注意：CinemaDNG は、CameraRAW のサブセット
です。Camera Raw 設定のサブセットには、フッ
テージを変換ダイアログボックスの「詳細」オプ
ションからアクセスできます。CinemaDNG のカ
ラーマネジメントには、After Effects の既存の
Camera Raw と同じカラースペースが含まれていま
す（Adobe RGB、sRGB IEC619662.1、ColorMatch
RGB、および ProPhoto RGB）。

DV（MOV または AVI コンテナ、またはコンテ
ナのない DV ストリーム）
Electric Image（IMG、EI）

FLV、F4V

QuickTime（MOV; 16bpc、ネイティブデコー
ダーを持たないコーデックのみ）

Video for Windows（AVI、WAV；Mac OS では
QuickTime が必要）
Windows Media File
（WMV、WMA、ASF；Windows のみ）
XDCAM HD および XDCAM EX

RED（R3D）

Media eXchange Format（MXF）
MXF はコンテナ形式です。After Effects に
は、MXF ファイルに含まれる一部の種類の
データだけを読み込めます。After Effects に読
み込める形式は、Panasonic ビデオカメラで
Panasonic P2 メディアへの記録に使用される
MXF ファイルの一種である Op-Atom 形式で
す。After Effects では、AVC-Intra 50、AVC-
Intra
100、DV、DVCPRO、DVCPRO50、
DVCPRO HD コーデックを使用してこれらの
MXF ファイルからビデオを読み込めま
す。After Effects では、XDCAM HD 形式に準
拠している MPEG-2 ビデオが含まれる、MXF
形式、MXF OP1形式の XDCAM HD ファイル
を読み込むこともできます。

MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 形
式：MPEG、MPE、MPG、M2V、MPA、MP2、M2A、MPV、M2P、M2T、M2TS（AVCHD）、AC3、MP
M4A

SWF（連続ラスタライズ）

Effects 7 までのプロジェクトを開くことができ
ます。
Adobe After Effects CS4 以降の XML プロジェ
クト（AEPX）

Duck Pro の AE 自動読み込みプラグインがバンドル
されるようになり、Pro の After Effects 読み込みと
いう名前になりました。これを使用すると、Avid
system の AAF および OMF ファイル、Final Cut
Pro 7 以前の XML ファイル、Motion 4 以前のプロ
ジェクトファイルを読み込むことができます。Pro
Import After Effects の使用について詳しくは、ユー
ザーガイドを参照してください。ユーザーガイド
は、ファイル／読み込み／Pro Import After Effects
読み込みを選択し、「ヘルプ」ボタンをクリックす
ると表示できます。
また、Final Cut Pro プロジェクトを Premiere Pro に
読み込み、そのプロジェクトのコンポーネントを
After Effects で利用することもできます。
Todd Kopriva と video2brain によるこのビデオで
は、Pro Import After Effects を使用してプロジェク
トを読み込む方法について説明します。Final Cut
Pro プロジェクトを使用する方法について説明して
いますが、他の形式（XML、AAF、OMF など）でも
同様の手順を利用できます。

注意：  

After Effects は、読み込んだ EI ファイルに対応する EIZ ファイルも読み取ることができ
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ます（別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用を参照）。
一部の MPEG データ形式は、After Effects が認識しないファイル拡張子（.vob や .mod
など）の付いたコンテナ形式内に格納されています。場合によっては、これらのファイル
のファイル拡張子を認識できるいずれかのファイル拡張子に変更して、After Effects に読
み込むことができます。これらのコンテナ形式の実装方法は多種多様であるため、互換性
については保証いたしません。
MPEG 形式については、MPEG の Web サイトと、Wikipedia の Web サイトの MPEG
ページを参照してください。
QuickTime を使用する前に、2016 年 4 月に 合衆国コンピューター緊急事態対策チームが
発した警告をお読みください。ここでは、Windows ユーザーはコンピューターから Apple
QuickTime をアンインストールすることが推奨されています。
R3D ファイルは、ノンリニア HDTV（Rec.709）カラースペースに 32 bpc カラーを含ん
でいると解釈されます。RED R3D のソース設定内のカラー調整では、輝度が高い値は保
持されません。After Effects では、32 bpc（bit/チャンネル）カラーでカラー調整を行った
場合、輝度が高い色は保持されます。輝度が高い色がクリップされないようにするには、
フッテージ変換段階で RED R3D Source Settings ダイアログボックスで露出を調整する
のではなく、After Effects で露出を調整します（R3D ファイルの使用方法について詳しく
は、RED の Web サイトとアドビシステムズ社の Web サイトを参照してください）。
After Effects には、MXF ファイルに記録された Sony XDCAM HD のアセットを読み込む
ことができます。IMX 形式の XDCAM HD アセットは読み込めません。After Effects に
は、BPAV ディレクトリに拡張子 .mp4 で本質的なファイルとして保存されている Sony
XDCAM EX アセットを読み込むことができます。XDCAM 形式について詳しくは、Sony
の Web サイトに掲載されている PDF ドキュメントを参照してください。
SWF ファイルはアルファチャンネルとともに読み込まれます。オーディオは保持されま
せん。インタラクティブな内容とスクリプトによるアニメーションは保持されません。最
上位のメインムービー内でキーフレームで定義されているアニメーションは保持されま
す。

フッテージアイテムを読み込む

プロジェクトにメディアファイルを読み込むには、読み込みダイアログボックスを使用するか、ファイルをド
ラッグ＆ドロップします。読み込んだフッテージアイテムがプロジェクトパネルに表示されます。
フッテージアイテムを読み込んだ後にフッテージを変換ダイアログボックスが開いたときは、そのフッテージ
アイテムにラベルのないアルファチャンネルが含まれているので、アルファチャンネルの変換方法を選択する
か、「自動設定」をクリックして After Effects にアルファチャンネルの変換方法を判断させます（アルファ
チャンネル変換：合成またはストレートを参照）。

ダイアログボックスを使ってフッテージアイテムを読み込む
1. ファイル／読み込み／ファイル、またはファイル／読み込み／複数ファイルを選択する
か、プロジェクトパネルの空いているエリアをダブルクリックします。

「複数ファイルの読み込み」を選択した場合は、そのあと読み込みコマンドを何回も選択
することなく次のステップを複数回実行することができます。

サポートされているフッテージファイル（プロジェクトファイル以外）だけを表示す
るには、ファイルの種類（Windows）または選択対象（Mac OS）メニューから「す
べてのフッテージファイル」を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

ファイルを選択して「開く」をクリックします。
Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリックして
複数ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
ファイルの範囲を選択するには、始めのファイルをクリックして Shift キーを押しな
がら終わりのファイルをクリックし、「開く」をクリックします。
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注意：

（Windows のみ）フォルダー全体を選択し、「フォルダーの読み込み」をクリックし
ます。

「シーケンス」オプションを選択した場合は、フォルダーにある複数ファイルが
静止画のシーケンスとして読み込まれます。

ドラッグでフッテージアイテムを読み込む
レイヤーのある静止画ファイルをドラッグして After Effects に読み込む際に常にコンポジションとして読
み込みたい場合は、編集／環境設定／読み込み設定（Windows）または After Effects ／環境設定／読み込
み設定（Mac OS）を選択し、複数アイテムのドラッグ読み込みの初期設定ポップアップメニューから「コ
ンポジション」または「コンポジション - レイヤーサイズを維持」を選択します（詳しくは、静止画シー
ケンスをコンポジションとして読み込むを参照）。

1 つのファイルを読み込むには、Windows エクスプローラー（Windows）または
Finder（Mac OS）からプロジェクトパネルにファイルをドラッグします。
フォルダーの中身を静止画のシーケンスとして読み込み、1 つのフッテージアイテムとし
てプロジェクトパネルに表示するには、Windows エクスプローラー（Windows）または
Finder（Mac OS）から、フォルダーをプロジェクトパネルにドラッグします。
フォルダーの中身を個々のフッテージアイテムとして読み込み、プロジェクトパネルの
フォルダー内に表示するには、Windows エクスプローラーから Alt キーを押しながら
（Windows）、または Finderから Option キーを押しながら（Mac OS）、フォルダーを
プロジェクトパネルにドラッグします。
レンダリングした出力ファイルをレンダーキューパネルから読み込むには、該当の出力モ
ジュールをレンダーキューパネルからプロジェクトパネルにドラッグします。

レンダリングする前に出力モジュールをレンダーキューパネルからプロジェクトパネルにドラッグす
ると、プレースホルダーフッテージアイテムが作成されます。プレースホルダーフッテージアイテムへの参照
は、出力モジュールのレンダリング時に自動的に置換されます。プレースホルダーフッテージアイテム自体は
置換されません。

フッテージアイテムを変換する

After Effects は読み込んだフッテージに一連の内部ルールを適用し、ソースファイルのピクセル縦横比、フ
レームレート、カラープロファイルおよびアルファチャンネルの種類を最適な予測値に基づいて変換しま
す。After Effects の予測値が間違っている場合、またはユーザーがそのフッテージを別の方法で使いたい場
合、フッテージ変換規則ファイル（interpretation rules.txt）を編集して、ある種類のすべてのフッテージアイ
テムの変換方法を変更するか、またはフッテージを変換ダイアログボックスを使用して、指定したフッテージ
アイテムの変換方法を変更することが可能です。
この変換設定では、それぞれのフッテージアイテムについて次の情報が決定されます。

別のチャンネルに作用するアルファチャンネルの変換方法（アルファチャンネル変換：合
成またはストレートを参照）。
そのフッテージに設定されるフレームレート（フレームレートを参照）。
フィールドを分割するかどうか、分割する場合はそのフィールド順（インターレースビデ
オとフィールドの分割を参照）。
3:2 または 24Pa プルダウンを削除するか（ビデオから 3:2 または 24Pa プルダウンを削
除するを参照）。
フッテージのピクセル縦横比（ピクセル縦横比とフレーム縦横比を参照）。
フッテージのカラープロファイル（入力カラープロファイルの割り当てによるフッテージ
アイテムの変換を参照）。

ほとんどの場合、その情報は読み込まれたフッテージアイテムのデータ変換方法の決定に使われ、入
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注意：

力フッテージは After Effects に認識されます。フッテージを変換ダイアログボックスの変換設定は、ソース
フッテージファイルを作成するのに使用した設定と一致させる必要があります。変換の設定を使用して、最終
的なレンダリング出力の設定を指定しないでください。

通常は、これらの設定を変更する必要はありません。ただし、フッテージアイテムの種類が一般的でないとき
は、それを正確に変換するために追加情報が必要になる場合があります。
フッテージを変換ダイアログボックスのカラーマネジメントセクションで、フッテージアイテムのカラー情報
の変換方法を設定することができます。この操作は、フッテージアイテムにカラープロファイルが埋め込まれ
ていない場合にのみ必要です。
フッテージパネル内でプレビューすると、フッテージ変換処理の結果が表示されます。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、3:2 プルダウン、24Pa プルダウンまたはアルファチャンネル
変換の自動設定をさらに便利にするスクリプトを公開しています。

変更を適用する前にこのダイアログボックスで行った設定の結果をプレビューするには、フッテージ
を変換ダイアログボックスで「プレビュー」を選択します。

フッテージを変換ダイアログボックスを使って個別のフッテージアイテムを変換
する
プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択し、次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルの下部にあるフッテージを変換  ボタンをクリックします。
フッテージアイテムをフッテージを変換ボタンまでドラッグします。
ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。
Ctrl+Alt+G キー（Windows）または Command+Option+G キー（Mac OS）を押しま
す。

フッテージを変換ダイアログボックスを使ってプロキシを変換する
プロジェクトパネルで元のフッテージアイテムを選択し、次のいずれかの操作を行いま
す。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、プロジェクトパ
ネルの下部にあるフッテージを変換  ボタンをクリックします。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、フッテージアイ
テムをフッテージを変換ボタンまでドラッグします。
ファイル／フッテージを変換／プロキシを選択します。

フッテージの変換設定を複数のフッテージアイテムに適用する

複数のフッテージアイテムの変換設定をすべて同じにする場合は、1 つのアイテムの設定をコピーして他のア
イテムに適用します。

1. プロジェクトパネルで、適用する変換設定を持つアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／変換を記憶を選択します。

3. プロジェクトパネル内の 1 つまたは複数のフッテージアイテムを選択します。

4. ファイル／フッテージを変換／変換を適用を選択します。

特定のアイテムの変換規則を編集する
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変換規則ファイルには、After Effects でフッテージアイテムを変換する方法を指定する規則が含まれていま
す。ほとんどの場合、変換規則ファイルをカスタマイズする必要はありません。フッテージアイテムを読み込
むと、変換規則ファイルで一致するものが検索され、そのフッテージアイテムの変換設定が決定されます。
フッテージを変換ダイアログボックスを使用して、読み込み後にこれらの設定を上書きすることができます。
通常、変換規則ファイルの名前は interpretation rules.txt ですが、After Effects の一部の更新では、最新のバー
ジョン番号を示す名前の付いた新しい変換規則ファイルがインストールされ、更新後のアプリケーションでは
新しいファイルが使用されます。古い変換規則ファイルを変更した場合は、新しいファイルにも変更の適用が
必要になる場合があります。

After Effects CC の変更規則ファイルは次の場所にあります：
（Windows）<ドライブ名>¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming¥Adobe¥After
Effects <13.0>
（Mac OS）<ドライブ名>/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After Effects
<13.0>

以前のバージョンの After Effects CC の変更規則ファイルは次の場所にあります：
（Windows）<ドライブ名>¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming¥Adobe¥After
Effects <12.x>
（Mac OS）<ドライブ名>/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After Effects
<12.x>

1. After Effects を終了します。

2. 変換規則ファイルのバックアップコピーを作成します。初期設定では、このファイルは
After Effects アプリケーションと同じ場所にあります。

3. テキストエディターで変換規則ファイルを開きます。

4. ファイルにある指示に従って、設定を変更します。

各フッテージの種類またはコーデックに半角英数 4 文字のファイルタイプコード
を指定する必要があります。プロジェクトのファイルコードまたはコーデックコードがわ
からない場合は、プロジェクトパネルでファイルを選択する際に、Alt キー（Windows）
または Option キー（Mac OS）を押します。プロジェクトパネルの最上部にあるファイ
ル説明の最後の行に、そのファイルのファイルタイプコードとコーデックコード（ファイ
ルが圧縮されている場合）が表示されます。

5. Interpretation Rules.txt を保存します。

アルファチャンネル変換：合成またはストレート

アルファチャンネルが設定されたイメージファイルには、ストレートまたは合成のいずれかの方法で、透明情
報が保存されています。どちらも、アルファチャンネルは同じですが、カラーチャンネルが異なります。
ストレート（またはマットなし）チャンネルでは、透明情報はアルファチャンネルにのみ保存され、表示され
るカラーチャンネルには保存されません。ストレートチャンネルを使うと、ストレートチャンネルをサポート
するアプリケーションでイメージを表示するまで、透明に関する結果は表示されません。
合成（またはマットあり）チャンネルでは、透明情報はアルファチャンネルと共に、表示されるカラーチャン
ネルにも保存され、背景色と合成されます。合成チャンネルのことをカラーマットともいいます。ぼかした
エッジなどの半透明部分のカラーは、透明度により背景色に近づくように変更されます。
ソフトウェアによっては、チャンネルが合成される背景色を指定することができますが、そうでない場合は、
通常、背景色は黒または白になります。
ストレートチャンネルは、合成チャンネルよりも正確なカラー情報を保持します。合成チャンネルは、Apple
QuickTime Player など、様々なプログラムと互換性があります。通常、画像でストレートチャンネルと合成
チャンネルのどちらを使用するかは、編集または合成する素材を読み込む前に行います。Adobe Premiere Pro
と After Effects はストレートチャンネルも合成チャンネルも認識しますが、複数のアルファチャンネルを含む
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自動設定

無視

ストレート - マットなし

合成チャンネル - カラーマット

ファイルでは、最初のアルファチャンネルのみを認識します。
アルファチャンネルの変換を正しく設定することによって、ファイルを読み込むときにイメージのエッジに不
要なカラーが表示されたり、アルファチャンネルのエッジで画質が劣化したりする問題を回避できます。例え
ば、合成チャンネルのアルファがストレートとして変換された場合、半透明の領域に、わずかに背景色が含ま
れます。コンポジション内のアルファチャンネルのエッジにハロー現象が生じるなど、カラーが不正確に表示
される場合は、別の変換方法を試してください。

合成チャンネルのあるフッテージアイテム（上）をストレート - マットなし（左下）として変換された場合、
黒いハローが現れます。フッテージアイテムがカラーのあるストレート - マットなしとして変換され、背景色
が黒で指定されている場合は、ハロー現象は生じません（右下）。

「カラーマット削除」エフェクトを使用して、レイヤーを非合成化して、レイヤーの半透明領域からフリンジ
を除去することができます。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、「カラーマット削除」エフェクトの使用方法と、
どのような場合にそれを使用するかを示すビデオチュートリアルを公開しています。

フッテージアイテムに対してアルファチャンネルの変換方法を設定する
1. プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. イメージの透明部分と不透明部分を切り替えるには、「アルファを反転」を選択します。

4. 「アルファ」セクションで、アルファチャンネルの変換方法を選択します。

画像で使用されるアルファチャンネルの種類を判別します。判別できなかった
場合はビープ音が鳴ります。

アルファチャネルに含まれている透明情報を無視します。

チャンネルをストレートとして変換します。

チャンネルを合成チャンネルとして変換します。スポイ
トまたはカラーピッカーを使ってチャンネルが合成される背景色を指定します。

アルファチャンネルの初期設定を設定する
1. 編集／環境設定／読み込み設定（Windows）または After Effects／環境設定／読み込み設
定（Mac OS）を選択します。

2. ラベルのないアルファを変換メニューからオプションを選択します。このメニューのオプ
ションは、フッテージを変換ダイアログボックスのオプションと同様です。ユーザー定義
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注意：

注意：

は、ラベルのないアルファチャンネルのフッテージアイテムを読み込むたびにフッテージ
を変換ダイアログボックスが開くよう指定されています。

フレームレート

コンポジションのフレームレートは、1 秒間に表示されるフレーム数を示します。また、タイムスケールと時
間表示内で、時間をフレームに分割する方法を示します。つまり、コンポジションフレームレートは、1 秒間
にソースフッテージアイテムから画像をサンプリングする回数、またキーフレームを設定できる時間区分を指
定します。

After Effects では、コンポジション設定ダイアログボックス内に、ドロップフレームまたはノンド
ロップフレームのタイムコード用メニューがあります。以前のリリースでは、このオプションはプロジェクト
ごとのグローバル設定でした。

一般に、コンポジションフレームレートは現在の作業が対象とする出力の種類によって決まります。NTSC ビ
デオのフレームレートは 29.97 フレーム/秒（fps）、PAL ビデオのフレームレートは 25 fps、映画のフレーム
レートは 24 fps です。DVD ビデオの場合、放送システムに応じて、NTSC ビデオや PAL ビデオと同じフ
レームレート、または 23.976 フレームレートに設定できます。 一般に、CD-ROM または Web 用のアニメー
ションやビデオのフレームレートは、10 ～ 15 fps です。

コンポジションフレームレートを出力形式のレートの 2 倍に設定すると、インターレースされたソース
フッテージの各フィールドが単独で、コンポジションパネルの別のフレームとして表示されます。この処
理により、個々のフィールドにキーフレームを設定することができ、より詳細にマスクをアニメートする
ことができます。

最終出力にムービーをレンダリングする場合は、コンポジションフレームレートを使用するか、別のフレーム
レートを使用するか選択することができます。出力モジュールごとにフレームレートを設定する機能は、同じ
コンポジションで複数のメディア用の出力を作成する際に使うと便利です。
コンポジション内の各モーションフッテージにもフレームレートを設定できます。フッテージアイテムとコン
ポジションの両フレームレートの関係によって、レイヤーを再生したときの滑らかさが決まります。例えば、
フッテージアイテムのフレームレートが 30 fps でコンポジションのフレームレートが 30 fps の場合は、レイ
ヤーが 1 フレーム進むごとに、フッテージアイテムの次のコンポジションフレームが表示されます。フッテー
ジアイテムのフレームレートが 15 fps でコンポジションのフレームレートが 30 fps の場合は、フッテージア
イテムのフレームレートはコンポジションの連続した 2 つのフレームとして表示されます（これは、レイヤー
に時間伸縮やフレームブレンドを適用しない単純な例を想定したものです）。
最も効率的に処理するには、フレームレートをプロジェクトの最終出力のフレームレートと同じ値に設定しま
す。最終出力と同じフレームレートにすると、After Effects では各フレームがレンダリングされ、最終出力で
フレームが抜けたり重複や補間が生じたりすることがありません。ただし、フッテージが 30 fps で最終出力
が 29.97 などのように、ソースフッテージと出力のフレームレートが少しだけ異なる場合は、フッテージのフ
レームレートを調整して、コンポジションのフレームレートと同じにすることができます。
フッテージのフレームレートを変更しても、元のフッテージは変わらず、After Effects で使う参照のみが変わ
ります。フレームレートを変更すると、フレームの内部デュレーションが変更され、フレームの内容は変更さ
れません。変更後、フッテージは異なる速度で再生されます。例えば、フレームレートを 15 fps から 30 fps
に変更すると、フッテージは 2 倍の速度で再生されます。ほとんどの場合、フレームレートの調整は、フッ
テージフレームレートと出力フレームレート間の差が小さい場合にのみ行います。

フレームレートを変更すると、ビデオのデュレーションは変更されますが、オーディオはそのままな
ので、この調整操作によってオーディオトラックを含むビジュアルフッテージの同期を変更することができま
す。オーディオとビデオの両方を伸ばす場合は、「時間伸縮」コマンドを使います（レイヤーの時間伸縮を参
照）。ソースフッテージに適用されたキーフレームは、元の場所に残ります（レイヤーのビジュアルな内容で
はなく、コンポジション内で同期が保持されます）。フッテージアイテムの変更後は、キーフレーム位置の調
整が必要な場合があります。

ムービーや静止画シーケンスのフレームレートを変更できます。例えば、10 個の静止画からなるシーケンス
を読み込んでフレームレートを 5 fps に指定することができます。このシーケンスでは、コンポジションで使
われる際のデュレーションは 2 秒ということになります。
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静止画のシーケンスを読み込むときは、環境設定ダイアログボックスの「読み込み設定」にある
「シーケンスフッテージ」で指定したフレームレートが使用されます。初期設定のフレームレートは 30 fps
です。読み込んだ後に、「フッテージを変換」ダイアログでフレームレートを変更することができます。
（フッテージアイテムを変換するを参照）。

フレームレートが低いと、非現実的な印象を与えるので、一般にクリエイティブな作業のときは、NTSC ビデ
オの標準である 29.97 fps よりも、24 fps などの低いフレームレートが好まれます。

インターレースされたビデオフッテージで 3:2 プルダウンを解除すると、フレームレートは元の 5 分
の 4 のレートに自動的に調整されます。NTSC ビデオで 3:2 プルダウンを解除すると、フレームレートは 24
fps になります。

コンポジションのフレームレートは最終出力形式のフレームレートと一致させる必要があります。ほとんどの
場合、コンポジション設定のプリセットを選択するだけです。これに対して、各フッテージアイテムのフレー
ムレートは、元のソースフッテージのフレームレートに一致させます。
Trish と Chris Meyer が、Artbeats の Web サイト上の記事（PDF）で、フッテージアイテムを特定のフレー
ムレートに一致させるときのヒントとテクニックを公開しています。

フッテージアイテムのフレームレートを変更する
1. プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. 「次のフレームレートに調整」を選択し、「フレーム/秒」に新しいフレームレートを入
力し、「OK」をクリックします。

「フッテージを変換」を使用してフッテージアイテムのフレームレートを変更する代わりに、フッテージ
アイテムに基づいてレイヤーを時間伸縮できます。例えば、レイヤーを 100.1％時間伸縮して 30 fps と
29.97 fps の間に変換できます。時間伸縮を行うと、オーディオとビデオの速度が変わります（レイヤーの
時間伸縮を参照）。

コンポジションのフレームレートを変更する
1. コンポジション／コンポジション設定を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

プリセットメニューからコンポジション設定のプリセットを選択します。
「フレームレート」の値を設定します。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、現在のコンポジションと、その中にネスト化されてい
るすべてのコンポジションのフレームレートとデュレーションを設定するスクリプトを公開しています。

ピクセル縦横比とフレーム縦横比

ピクセル縦横比（PAR）とは、イメージ内の 1 つのピクセルの幅に対する高さの割合のことです。フレーム縦
横比とは、イメージフレームの幅に対する高さの割合のことで、イメージ縦横比（IAR）とも呼ばれます。

4:3 フレーム縦横比（左）と幅の広い 16:9 フレーム縦横比（右）
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ほとんどのコンピューターモニターでは正方形ピクセルが使用されますが、ITU-R 601（D1）や DV を含む多
くのビデオ形式では非正方形ピクセルを使用します。
ビデオの形式によっては、出力のフレーム縦横比は同じでも、異なるピクセル縦横比を使用する場合がありま
す。例えば、ある NTSC デジタイザは、正方形ピクセル（1.0 ピクセル縦横比）を使用する 4:3 のフレーム縦
横比で、ピクセルサイズ 640 x 480 のフレームで出力します。D1 NTSC は、同じ 4:3 のフレーム縦横比で出
力しますが、非正方形ピクセル（0.91 ピクセル縦横比）を使用し、ピクセルサイズ 720 x 486 のフレームに
なります。D1 のピクセルは常に非正方形で、NTSC ビデオを出力するシステムでは垂直方向、PAL ビデオを
出力するシステムでは水平方向で使用されます。
非正方形ピクセルを変更せずに正方形ピクセルモニターで表示すると、円が楕円になるなどイメージやモー
ションが歪みます。ただし、ビデオモニターではイメージは正しく表示されます。D1 NTSC または DV の
ソースフッテージを After Effects に読み込むと、D1 システムや DV システムで表示するときより、イメージ
が少し幅広に見えます（D1 PAL フッテージアイテムの場合は、少し幅が狭く見えます）。D1/DV NTSC ワイ
ドスクリーンや D1/DV PAL ワイドスクリーンを使用してアナモルフィックフッテージを読み込むと、反対の
結果になります。ワイドスクリーンビデオ形式のフレーム縦横比は 16:9 です。

コンピューターモニターで非正方形ピクセルをプレビューするには、コンポジションパネル下部のピ
クセル縦横比補正ボタン  をクリックします。プレビューのピクセル縦横比補正の画質は、プレビューカテ
ゴリのズームの画質環境設定の影響を受けます（ビューアの画質の環境設定を参照）。

正方形ピクセルと非正方形ピクセル

A. 正方形ピクセルと 4:3 フレーム縦横比 B. 非正方形ピクセルと 4:3 フレーム縦横比 C. 正方形ピクセルモニ
ターに表示された非正方形ピクセル 

非正方形ピクセルを使用したフッテージアイテムの場合、プロジェクトパネルのフッテージアイテムのサム
ネールの横にピクセル縦横比が表示されます。フッテージ変換ダイアログボックスで、個別のフッテージアイ
テムに対し、ピクセル縦横比変換を変更することができます。すべてのフッテージアイテムが正しく変換され
ていることを確認することにより、同一のコンポジションの中でピクセル縦横比の異なるフッテージアイテム
を組み合わせることができます。
After Effects は、ピクセル縦横比を直接 QuickTime ムービーから読み書きします。例えば、ワイドスクリーン
（16:9 DV）としてキャプチャしたムービーは、読み込むと自動的に正しいタグが付けられます。同様
に、AVI ファイルと PSD ファイルにはその画像のピクセル縦横比を明示する情報が含まれます。
フッテージアイテムにその画像のピクセル縦横比を明示する情報が含まれていない場合は、フッテージアイテ
ムのピクセルサイズを使用して推測が行われます。ピクセルサイズが 720x486 の D1 フッテージアイテム、
またはピクセルサイズが 720x480 の DV フッテージアイテムを読み込むと、ファイルのピクセル縦横比は、
自動的に D1/DV NTSC に設定されます。また、ピクセルサイズが 720 x 576 の D1 または DV フッテージア
イテムを読み込むと、ファイルのピクセル縦横比は、自動的に D1/DV PAL に設定されます。ただし、プロ
ジェクトパネルまたはフッテージを変換ダイアログボックスで、すべてのファイルが正しく変換されているこ
とを確認することをお勧めします。

ピクセルサイズが 720 x 480 の非 DV イメージなど、D1 や DV のピクセルサイズを持つ正方形ピクセ
ルファイルを読み込むときは、必ずピクセル縦横比を「正方形ピクセル」に再設定してください。

コンポジションのピクセル縦横比の設定は最終出力形式のピクセル縦横比と一致させる必要があります。ほと
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注意：

んどの場合、コンポジション設定のプリセットを選択するだけです。これに対して、各フッテージアイテムの
ピクセル縦横比は、元のソースフッテージのピクセル縦横比に一致させます。
Trish Meyer と Chris Meyer が、Artbeats の Web サイトで、ピクセル縦横比に関するヒントとテクニックを 2
つの PDF ドキュメントで提供しています。

Pixel aspect ratio, part 1

Pixel aspect ratio, part 2

Chris Pirazzi が、Lurker's Guide to Video の Web サイトで、縦横比の技術的な詳細情報を公開しています。

ピクセル縦横比を適切な値にアップグレードする

After Effects CS3 以前では、標準精細形式のビデオに、正しい絞り値の概念を無視するピクセル縦横比が使用
されていました。標準精細形式のビデオでは、正しい絞り値が生成時の絞り値と異なることを考慮していな
かったので、After Effects CS3 以前で使用されていたピクセル縦横比はわずかに間違っていました。ピクセル
縦横比が間違っていたため、イメージがわずかに歪んで見えることがありました。

正しい絞り値とはイメージのエッジに現れる不具合やゆがみがない部分のことで、生成時の絞り値と
はイメージ全体のことです。

Todd Kopriva が、アドビ システムズ社の Web サイトに掲載した記事の中で、補正したピクセル縦横比の概要
について説明しています。
次の表に、After Effects のピクセル縦横比の詳細を示します。

形式 After Effects CS4 以降での値 前の値

D1/DV NTSC 0.91 0.9

D1/DV NTSC ワイドスクリーン 1.21 1.2

D1/DV PAL 1.09 1.07

D1/DV PAL ワイドスクリーン 1.46 1.42

この違いは、正しい絞り値が生成時の絞り値と異なる以前の標準精細形式でのみ発生し、新しい形式では発生
しません。
After Effects CS4 以降で作成する新しいプロジェクトとコンポジションには、初期設定で正しいピクセル縦横
比が使用されます。
After Effects CS3 以前で作成されたプロジェクトとコンポジションは、After Effects CS4 以降で開いたときに
正しいピクセル縦横比を使用するようにアップグレードされます。

カスタムの変換規則ファイルがある場合は、変換規則ファイルを更新して正しいピクセル縦横比を反
映する必要があります。

フレーム全体に表示される正方形ピクセルフッテージアイテムを非正方形ピクセルのコンポジションで使用し
た場合、ピクセル縦横比の変更によって異なる動作になります。例えば、以前に PAL D1/DV コンポジション
で使用する 768 x 576 の正方形ピクセルフッテージアイテムを作成した場合は、それらのアイテムを 788 x
576 の正方形ピクセルサイズで作成する必要があります。
標準精細形式の正方形ピクセルに相当するコンポジション設定のプリセットは、次のように変更されました。

128

http://www.adobe.com/go/learn_ae_trishchrispar1_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_trishchrispar2_jp
http://www.lurkertech.com/lg/pixelaspect/
http://www.lurkertech.com/lg/pixelaspect/
http://www.lurkertech.com/lg/pixelaspect/
http://www.lurkertech.com/lg/pixelaspect/
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/pixel-aspect-ratios-in-after-e.html
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/pixel-aspect-ratios-in-after-e.html
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/pixel-aspect-ratios-in-after-e.html
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/pixel-aspect-ratios-in-after-e.html
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/pixel-aspect-ratios-in-after-e.html


形式 After Effects CS4 以降でのピ
クセルサイズ

以前のピクセル
サイズ

NTSC D1 正方形ピクセル相当 720x534 720x540

NTSC D1 ワイドスクリーン正方形
ピクセル相当

872x486 864x486

PAL D1/DV 正方形ピクセル相当 788 x 576 768 x 576

PAL D1/DV ワイドスクリーン正方形
ピクセル相当

1050 x 576 1024 x 576

フッテージアイテムのピクセル縦横比の変換を変更する
1. プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. ピクセル縦横比ポップアップメニューで比率を選択し、「OK」をクリックします。

コンポジションのピクセル縦横比を変更する
1. コンポジション／コンポジション設定を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

プリセットメニューからコンポジション設定のプリセットを選択します。
ピクセル縦横比ポップアップメニューで値を選択します。

一般的なピクセル縦横比（アスペクト比）

ピ
ク
セ
ル
縦
横
比

使用する状況

正方形ピクセ
ル

1.0 フッテージのフレームサイズが 640 × 480 または 648 × 486 であ
る場合、1920 × 1080 HD（HDV や DVCPRO HD を除く）である
場合、1280 × 720 HD または HDV である場合、または非正方形ピ
クセルをサポートしていないアプリケーションから書き出された場
合。この設定は、フィルムから転送されたフッテージや、カスタマ
イズしたプロジェクトに適している場合もあります。

D1/DV NTSC 0.91 フッテージのフレームサイズが 720 × 486 または 720 × 480 で、
フレーム縦横比を 4:3 にする場合。この設定は、3D アニメーショ
ンアプリケーションなど、非正方形ピクセルで動作するアプリケー
ションから書き出したフッテージの場合にも適しています。

D1/DV NTSC
ワイドスク

1.21 フッテージのフレームサイズが 720 × 486 または 720 × 480 で、
フレーム縦横比を 16:9 にする場合。
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リーン

D1/DV PAL 1.09 フッテージのフレームサイズが 720 × 576 で、フレーム縦横比を
4:3 にする場合。

D1/DV PAL ワ
イドスクリー
ン

1.46 フッテージのフレームサイズが 720 × 576 で、フレーム縦横比を
16:9 にする場合。

アナモル
フィック 2:1

2.0 フッテージがアナモルフィックレンズを使用して撮影された場合
や、または 2:1 の縦横比のフィルムフレームからアナモルフィック
転送された場合。

HDV
1080/DVCPRO
HD 720、HD
アナモル
フィック 1080

1.33 フッテージのフレームサイズが 1440 × 1080 または 960 × 720
で、フレーム縦横比を 16:9 にする場合。

DVCPRO HD
1080

1.5 フッテージのフレームサイズが 1280 × 1080 で、フレーム縦横比
を 16:9 にする場合。

以下も参照してください
フッテージアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する
フッテージのキーボードショートカット
Camera Raw
サポートされている出力形式
Panasonic P2 形式のアセットの読み込み
非テープ方式の形式のアセットの読み込み
Final Cut Pro からの XML プロジェクトファイルの読み込み
単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む
フッテージのキーボードショートカット
フッテージのキーボードショートカット
カラーマット削除エフェクト
レンダリング設定
ムービーの変換
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ビデオとオーディオの読み込みと変換

ページの先頭へ

インターレースビデオとフィールドの分割
ビデオフィールドを分割する
元のフィールド順を判別する
フィールドとインターレースビデオに関するオンラインリソース
ビデオから 3:2 または 24Pa プルダウンを削除する
Panasonic P2 形式のアセットの読み込み

インターレースビデオとフィールドの分割

インターレ－スとは、限られた帯域幅を使用してテレビ信号を送信するために開発された技法です。インター
レースシステムでは、一度に送信される各ビデオフレームの水平走査線の数は半分です。送信速度、表示の残
光および残像のため、視聴者には各フレームが最大解像度で表示されているように見えます。すべてのアナロ
グテレビ規格ではインターレースが使用されます。デジタルテレビ規格では、インターレースとノンインター
レースの両方が使用されています。通常、インターレース信号はインターレーススキャンで生成され、ノンイ
ンターレース信号はプログレッシブスキャンで生成されます。
インターレースビデオの各フレームは 2 つのフィールドで構成されています。各フィールドには、フレーム内
の水平走査線の数の半分が含まれています。奇数フィールド（または上位フィールド）には奇数ラインが、偶
数フィールド（または下位フィールド）には偶数ラインが含まれています。インターレースビデオモニターで
は、最初に一方のフィールドのラインをすべて描画した後、もう一方のフィールドのラインをすべて描画する
ことによって、各フレームを表示します。フィールドオーダーは、どちらのフィールドを先に描画するかを指
定します。NTSC ビデオでは、新しいフィールドは 1 秒間に約 60 回画面に描画されます。これは、約 30 フ
レーム/秒のフレームレートに相当します。
ノンインターレースビデオのフレームはフィールドに分割されません。プログレッシブスキャンモニターで
は、すべての水平走査線を、上から下に 1 パスで描画することによって、ノンインターレースビデオのフレー
ムを表示します。ほとんどすべてのコンピューターモニターがプログレッシブスキャンモニターで、コン
ピューターモニターで表示されるほとんどのビデオがノンインターレースです。
プログレッシブとノンインターレースの 2 つの用語はこのように密接な関係があり、多くの場合置き換えて使
用できますが、プログレッシブスキャンがカメラやモニターによる走査線の記録や描画を指すのに対して、ノ
ンインターレースはビデオデータ自体がフィールドに分割されていないことを指します。

インターレースビデオのフィールドのインターレーススキャンと、ノンインターレースビデオのフレームのプ
ログレッシブスキャンの比較
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A. インターレースビデオでは、最初に、上位フィールド全体（奇数番線）が上から下に、1 パスで画面に描画
されます。 B. 次に、下位フィールド全体（偶数番線）が上から下に、1 パスで画面に描画されます。 C. ノン
インターレースビデオでは、フレーム全体（計数順のすべての線）が上から下に、1 パスで画面に描画されま
す。 

ビデオフィールドを分割する

インターレースフッテージやフィールドレンダリングフッテージ（NTSC ビデオなど）を After Effects プロ
ジェクトで使用する場合は、フッテージを読み込むときにビデオフィールドを分割すると最良の結果が得られ
ます。After Effects では、各フィールドから完全なフレームを作成することによって、ビデオフィールドが分
割されます。このとき、元のフッテージのイメージデータはすべて保持されます。
フィールドの分割は、イメージに大幅な変更を加える場合に特に重要です。インターレースビデオを拡大／縮
小、回転したり、またはエフェクトを適用すると、フィールドが交差するなどの不具合が生じることがよくあ
ります。After Effects では、フィールドを分割することによって、最高画質を保ちながら、ビデオ内の 2 つの
インターレースフレームをノンインターレースフレームに正確に変換できます。ノンインターレースフレーム
を使用すると、一貫した高品質で編集やエフェクトの適用ができます。
After Effects は、1 つのインターレースフレームを 2 つの独立したフレームに分割して、フィールド分割され
たフッテージを作成します。新しいフレームにはそれぞれ元のフレームの半分の情報しか含まれないので、ド
ラフト画質で表示した場合に、他のフレームより解像度が低く見える場合があります。最終コンポジションを
レンダリングすると、出力用の高画質なインターレースフレームが再作成されます。最高画質でムービーをレ
ンダリングすると、フィールドの走査線間が補間されて最高画質になります。
出力にインターレース処理を行わない場合は、ノンインターレースのソースフッテージを使って、フィールド
分割の必要を回避するのが最善の策です。ノンインターレースのソースフッテージを利用できない場合は、イ
ンターレースされたフッテージでも十分代わりになります。
インターレースされたフッテージは必ずフィールド分割します。ノンインターレースのフッテージアイテムは
フィールド分割しないでください。
プルダウンは、フィールド分割後にのみ削除できます。
フィールド分割されたフッテージを含むコンポジションをレンダリングするときは、フィールドレンダリング
オプションを使用するビデオ機器と同じフィールド順に設定する必要があります。コンポジションのフィール
ドをレンダリングしない場合、または不適切な設定でフィールドをレンダリングした場合は、最終ムービーが
スムーズに再生されなかったり、歪んで表示されたりすることがあります。

ビデオフッテージにすばやくフィルムのような外観を与えるには、フッテージを 2 回読み込み、それぞれ
のフッテージアイテムを異なるフィールド順で変換します。それからそれぞれに同一のコンポジションを
追加し、それらをブレンドします。誤変換されたレイヤーにはフィルムのようなブラーが追加されます。

After Effects は、D1 ビデオフッテージや DV ビデオフッテージのフィールドを自動的に分割します。その他
すべての種類のビデオフッテージのフィールドについては、フッテージを変換ダイアログボックスを使って手
動で分割できます

1. プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. フィールドを分割ポップアップメニューのオプションを選択します。

4. 「エッジを保持（最高画質のみ）」を選択して、イメージが最高画質でレンダリングされ
るときの静止部分の画質を高くします。「OK」をクリックします。

フッテージを変換ダイアログボックスのフィールド設定の入力フッテージおよびレンダリング設定ダ
イアログボックスのフィールド設定の出力装置が適切に設定されている場合は、コンポジション内でフィール
ド順が異なるフッテージアイテムをミックスすることができます。ただし、いずれかの設定が不適切な場合
は、フレーム順は正しくなりますがフィールド順が反転されるので、結果的にイメージが不自然で不適切なも
のになる場合があります。
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元のフィールド順を判別する

インターレースビデオのフィールド順は、2 つのビデオフィールド（奇数と偶数）が表示される順序を定義し
ます。奇数の線を描いてから偶数の線を描く方法を奇数フィールド順、偶数の線を描いてから奇数の線を描く
システムを偶数フィールド順と呼びます。多くの標準精細形式（DV NTSC など）は偶数フィールドからであ
り、一方、多くの高精細形式（1080i DVCPRO HD など）は奇数フィールドからです。
フィールドを表示する順序は、フィールドにモーションを含む場合に特に重要です。不適切なフィールド順で
ビデオフィールドを分割すると、モーションがスムーズに表示されません。
After Effects を含む一部のプログラムでは、インターレースビデオファイルをレンダリングするときに、
フィールド順を示すラベルを付けます。ラベル付きのビデオファイルを読み込むと、フィールド順ラベルに
従ってフィールドが自動的に処理されます。異なるフッテージ変換設定を適用することによって、このフィー
ルド順を上書きすることができます。
ファイルにフィールド順ラベルが含まれていない場合は、フッテージの元のフィールド順に一致させることが
できます。インターレースのフッテージアイテムのフィールド順が不明な場合は、次の手順を実行して判別し
ます。

1. プロジェクトパネルでアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. フッテージを変換ダイアログボックスのフィールドを分割ポップアップメニューで、「奇
数フィールドから」を選択し、「OK」をクリックします。

4. プロジェクトパネルで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しなが
らフッテージをダブルクリックして、フッテージパネルに表示します。

5. プレビューパネルが表示されていない場合は、ウィンドウ／ プレビューを選択します。

6. フッテージパネルで、1 つ以上のモーション部分を含むセグメントを検索します。

7. プレビューパネルの「次のフレーム」ボタン  を使って、フッテージパネルの少なくと
も 5 つのフレームを先送りします。モーション部分は、常に一定方向に移動する必要が
あります。その他すべてのフレームでモーション部分が逆方向に移動する場合は、フッ
テージに適用したフィールド分割のオプションが適切ではありません。

フィールドとインターレースビデオに関するオンラインリソース

Chris Pirazzi が、Lurker's Guide to Video の Web サイトで、フィールドとインターレースに関する技術的な
詳細情報を公開しています。
Trish と Chris Meyer が、各 Web サイトで、インターレース、フィールドオーダー、フィールドドミナンス
（優位性）、フィールドレンダリング、フィールドの分割に関する様々な情報を公開しています。

articleインターレースとフィールドオーダーの概要に関する記事（ProVideo Coalition の
Web サイト）

ビデオから 3:2 または 24Pa プルダウンを削除する

24 fps のフィルムを 29.97fps のビデオに変換するときは、3:2 プルダウンと呼ばれる処理を実行します。この
処理では、フィルムフレームは 3:2 のパターンを繰り返してビデオフィールドに分配されます。フィルム
の1番目のフレームは、ビデオの 1 番目のフレームのフィールド 1 とフィールド 2 、およびビデオの2番目の
フレームのフィールド 1 にもコピーされます。次に、フィルムの 2 番目のフレームは、ビデオの次の 2 つの
フィールド、つまりビデオの 2 番目のフレームのフィールド 2 とビデオの 3 番目のフレームのフィールド1に
コピーされます。この 3:2 のパターンは、フィルムの 4 つのフレームがビデオの 5 つのフレームに分配され
るまで繰り返されます。
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3:2 プルダウン処理を実行すると、全フレーム（図中の W）と分割フィールドフレーム（図中の S）が作成さ
れます。3 つの全フレームは、同じフィルムフレームからのフィールドを 2 つ含みます。残りの 2 つの分割
フィールドフレームは、2 つの異なるフィルムフレームからのビデオフレームを 1 つずつ含みます。2 つの分
割フィールドフレームは、常に隣り合っています。3:2 プルダウンのフェーズは、2 つの分割フィールドフ
レームがフッテージの最初の 5 フレームに収まる位置を示します。
フェーズは、3:2 プルダウン中に発生する次の 2 つの変換の結果です。24 fps のフィルムを 30 fps ビデオを
介して再分配した場合、24 fps フィルムは 4 フレームごとに、30（29.97）fps ビデオの 5 フレームに分配さ
れます。まずフィルムの速度を 0.1 ％遅くして、29.97 fps と 30 fps との速度の差を一致させます。次に各
フィルムフレームを特定のパターンで繰り返して、ビデオのフィールドに統合します。

フッテージに 3:2 プルダウンを適用する場合は、フィルムのフレーム（A）が 2 つまたは 3 つのインターレー
スビデオフィールド（B）に分割されます。これらのフィールドは、それぞれ 2 つのフィールドからなるビデ
オフレームにグループ化されます。

フィルムから変換されたインターレースビデオを読み込む場合、After Effects で適用したエフェクトが歪まな
いよう、フィルムからビデオへの変換中にフィールドの分割によってされた 3:2 プルダウンを削除することが
できます。
オリジナルがフィルムであるビデオのフッテージでは、オリジナルのフィルムのフレームレートに対して
After Effects の処理を完全に同期できるように、3:2 プルダウンの効果を除去する必要があります。3:2 プルダ
ウンを削除すると、フレームレートが 5 分の 1 まで低下し、30 fps の場合は 24 fps に、29.97 fps の場合は
23.976 fps になります。したがって、変更するフレームの数も少なくなります。3:2 プルダウンを削除するに
は、3:2 プルダウンのフェーズを示す必要もあります。
After Effects は、24P Advance（24PA）という Panasonic DVX100 24p DV カメラプルダウンもサポートし
ています。このフォーマットは、標準の DV テープを使用して 23.976 プログレッシブスキャンイメージを
キャプチャするためのフォーマットで、一部のカメラで採用されています。
3:2 プルダウンを削除する前に、奇数フィールドと偶数フィールドのどちらが先かを指定してからフィールド
を分割します。フィールドを分割すると、フッテージが分析されて、適切な 3:2 プルダウンフェーズとフィー
ルド順が決定されます。既にフェーズとフィールド順が分かっている場合は、フッテージを変換ダイアログ
ボックスのフィールドを分割メニューと削除ポップアップメニューでそれを選択します。

1. プロジェクトパネルで、3:2 プルダウンを削除するフッテージを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. 「フィールドとプルダウン」セクションのフィールドを分割ポップアップメニューで、
「奇数フィールドから」または「偶数フィールドから」を選択します。

4. 次のいずれかの処理を行ってから、「OK」をクリックします。

3:2 または 24PA プルダウンのフェーズが分かっている場合は、削除ポップアップメ
ニューからフェーズを選択します。
正しい設定が自動的に判断されるようにするには、「3:2 プルダウン自動設定」また
は「24PA プルダウン自動設定」をクリックします。

フッテージファイルに異なるソースからのフレームが含まれる場合は、フェーズ
が一定でないことがあります。フェーズが一定でない場合、各フェーズにつき 1 回、そ
のフッテージを複数回読み込んで各フッテージを異なる設定で変換します。それから各
フッテージアイテムをコンポジションに追加し、それぞれのレイヤーを適切なフレームで
のみ使うためにトリムします。つまり、複数のプルダウンフェーズが含まれたアセットが
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ある場合、そのアセットをカットして小片にし、それぞれの小片からプルダウンを個別に
削除する必要があります。アセットが、複数のソースから NLE で一括して編集された
ムービーの場合に、このようなことが生じる場合があります。

Panasonic P2 形式のアセットの読み込み

P2 カードは、Panasonic P2 ビデオカメラの PCMCIA スロットに挿入する半導体メモリデバイスです。ビデ
オカメラで記録したデジタルビデオおよびオーディオデータは、MXF（Media eXchange Format）という構
造化されたコーデック非依存の形式で記録されます。Adobe Premiere Pro と After Effects では、AVC-Intra
50、AVC-Intra 100、DV、DVCPRO、DVCPRO 50 および DVCPRO HD 形式のビデオで、MXF の一種であ
る Panasonic の Op-Atom 形式をサポートしています。オーディオとビデオが Panasonic Op-Atom MXF ファ
イルに含まれている場合、クリップは P2 形式とみなされ、これらのファイルは特定のフォルダー構造に配置
されます。
P2 フォルダー構造のルートフォルダーは、CONTENTS フォルダーです。各本質的要素（ビデオやオーディ
オの要素）は、個別の MXF ラッパーファイルに含まれています。ビデオ MXF ファイルは VIDEO サブフォル
ダー、オーディオ MXF ファイルは AUDIO サブフォルダーに含まれています。本質的なファイルとそれらに
関連付けられているメタデータの関係は、CLIP サブフォルダー内の XML ファイルによって追跡されます。

Adobe Premiere Pro と After Effects は、Panasonic P2 ビデオカメラで録画された、P2 カードの
PROXY フォルダーにあるプロキシをサポートしていません。

P2 カード上のビデオおよびオーディオは、ハードディスクの場合と同様に既にデジタル形式であるため、P2
カードからメディアを読み込む際にキャプチャ手順を実施する必要はありません。カードからデータを読み
取って、プロジェクトで使用可能な形式に変換する手順のことをインジェストともいいます。
お使いのコンピューターで P2 カードを読み取るためには、適切なドライバーをインストールする必要があり
ます。このドライバーは、Panasonic の Web サイトからダウンロードできます。また、Panasonic は、P2
カードに保存されているメディアを参照および再生することが可能な P2 ビューアアプリケーションも提供し
ています。
Panasonic P2 カードは FAT32 ファイルシステムを使用するため、各ファイルの容量は最大 4 GB に制限され
ます。4 GB を上回る容量が必要なショットを録画するとき、P2 ビデオカメラは別のファイルを作成して、そ
のショットを中断なしにその新しいファイルに録画し続けます。この動作は、ショットが複数のファイルまた
はクリップにわたる（スパンする）ことから、クリップのスパンと呼ばれています。同じように、P2 カード
が複数枚装填されている場合、ビデオカメラはショットを複数の P2 カード上のクリップにスパンすることが
あります。ビデオカメラは、1 枚目の P2 カードの空き容量がなくなるまで録画すると、次の P2 カードの空
き容量を使用して新しいファイルを作成して、ショットをそこに録画し続けします。このように、1 つの
ショットを複数のスパンドクリップのグループに録画することができます。ただし、このような複数のファイ
ルにスパンされたショットは、ビデオ編集アプリケーションで 1 つのクリップまたはフッテージアイテムとし
て扱われます。After Effects が自動的にスパンドクリップのグループを同時に読み込んで、それらを 1 つの
フッテージアイテムとして組み立てるためには、すべてのスパンドクリップが同じカード上に録画されてい
て、関連付けられている XML メタデータファイルを含むすべてのファイルが揃っている必要があります。

1. （オプション）P2 カードのすべての内容をハードディスクにコピーします。

P2 カードから Adobe Premiere Pro や After Effects に直接アセットを読み込むこともで
きますが、読み込みを行う前に、P2 カードの内容をハードディスクにコピーしたほうが
効率的です。

2. ファイル／読み込みを選択します。

3. CONTENTS フォルダーに移動します。

4. MXF ファイル（複数可）を選択します。

ビデオデータとそれに関連付けられているオーディオデータを読み込むには、VIDEO
フォルダーから MXF ファイルを選択します。
オーディオデータのみを読み込むには、AUDIO フォルダーから MXF ファイルを選択
します。
同じ P2 カードに記録されたショットのスパンドクリップのグループを読み込むに
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は、VIDEO フォルダーから、そのグループに属する MXF ファイルを 1 つだけ選択し
ます。グループは、含まれているすべてのスパンドクリップの合計デュレーションに
等しいデュレーションの 1 つのフッテージアイテムとして読み込まれます。これらの
スパンドクリップを複数選択すると、スパンドクリップのグループ全体が重複して読
み込まれ、プロジェクトパネルに重複するフッテージアイテムとして表示されます。

2 つのカードにスパンされたショットのスパンドクリップを 1 つのフッテージアイテムと
して読み込むことはできません。この場合は、各カードから、ショットに属している 1
つの MXF ファイルを選択して、各カードに録画された部分の個別のフッテージアイテム
を作成する必要があります。例えば、1 つのショットのスパンドクリップのグループ自体
が 2 つのカードにスパンされている場合、カード 1 のグループとカード 2 のグループの
それぞれからスパンドクリップを選択する必要があります。これにより、ショットの内容
が読み込まれ、プロジェクトパネルに 2 つのフッテージアイテムが表示されます。

プロジェクトパネルの日付列に、各ソースクリップが取得された日付が表示されます。スパンドクリップの読
み込み後は、「日付」の値を基に、ショット内のクリップの正しい順序を時間によって判断できます。

After Effects では、P2 形式に直接書き出せません。P2 形式にレンダリングして書き出すに
は、Adobe Media Encoder または Premiere Pro を使用してください。

Panasonic P2 形式とアドビのデジタルビデオソフトウェアでのワークフローについて詳しくは、アドビ シス
テムズ社の次の Web サイトを参照してください。

P2、RED、XDCAM、AVCCAM および DSLR の各カメラとフッテージのアドビワークフ
ローガイド
アドビ·システムズ社のビデオ製品に関する P2 ワークフローガイド
After Effects での P2 ワークフローを紹介する Dave Helmly のビデオ

以下も参照してください
フッテージアイテムを変換する
3:2 プルダウンを導入する
非テープ方式の形式のアセットの読み込み
Panasonic P2 形式への書き出し
書き出しでサポートされているファイル形式
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Photoshop および Illustrator から 3D 画像を読み込む
別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用
RLA または RPF データをカメラレイヤーに読み込む
Maya データの bake 処理
Cinema 4D および Cineware の使用

Photoshop および Illustrator から 3D 画像を読み込む

PSD ファイル内の 3D オブジェクトレイヤー

Adobe Photoshop では、いくつかの汎用形式で 3D モデル（3D オブジェクト）の読み込みと操作が可能で
す。また、Photoshop では基本図形で 3D オブジェクトを作成することもできます。
After Effects では、PSD ファイルから 3D オブジェクトを読み込むことはできません。
詳しくは、学習チュートリアルのページにある working with 3d layers ビデオを参照してください。

Vanishing Point exchange

Photoshop Extended で Vanishing Point 機能を使用する場合は、ファイル／After Effects 用に書き出し
（.vpe）コマンドを使用して、結果を PNG ファイル（平面ごとに 1 ファイル）とシーンのジオメトリを記
述する 1 つの .vpe ファイルの集まりとして保存できます。.vpe ファイルを After Effects に読み込むと、
.vpe ファイルの情報から、1 つのカメラレイヤーと、それぞれの PNG ファイルの遠近を補正して作成され
た 3D レイヤーを含むコンポジションとしてシーンが再作成されます。
カメラは z 軸の負の領域で、(x,y)=(0,0) の位置にあります。カメラの目標点はコンポジションの中心です。カ
メラのズームは、Vanishing Point シーンの視界に従って設定されます。
シーンの平面の 3D レイヤーには、コンポジションの中心にアンカーポイントを持つ親レイヤーがあるので、
シーン全体をトランスフォームできます。
Vanishing Point exchange は、Photoshop の正方形ピクセルを持つ画像にのみ適しています。

Bob Donlon が、ブログで、Vanishing Point Exchange の使用方法を示すチュートリアルを公開しています。
Lester Banks が、彼自身の Web サイトで、Photoshop Extended の Vanishing Point を使用して、3D シーン
を After Effects に .vpe ファイルとして読み込む方法および PSD ファイルを 3D オブジェクトとして読み込む
方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、Vanishing Point Exchange の使用方法を示すビデオ
チュートリアルを公開しています。

PSD ファイルを 3D シーンとして読み込む

Paul Tuersley が、AE Enhancers の Web サイトで、レイヤーのある PSD ファイルを After Effects で 3D
シーンに変換するスクリプトを公開しています。このスクリプトは、コンポジションを作成し、PSD ファイ
ルのレイヤーにエクスプレッションを追加します。Z 軸に沿ってレイヤーを移動すると、シーンは、アクティ
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ブカメラビューを通して見た元のアートワークとまったく同じようになります。シーンでカメラをアニメート
して、レイヤーが 3D スペースの異なる深度にあることを確認できます。

Illustrator の 3D エフェクト

Adobe Illustrator の 3D カテゴリの効果（押し出し・べベル、回転体および回転）は、テキストや描画などど
んなベクトルグラフィックオブジェクトにも 3 次元の外観を与えます。ベクトルアートやテキストに深度を加
えたい場合は、Adobe Illustrator で 3D エフェクトを使ってそれらを作成し、After Effects に読み込んでくだ
さい。

別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用

After Effects では、Softimage PIC、RLA、RPF、OpenEXR、および Electric Image（EI）形式で保存された
3D イメージファイルを読み込むことができます。これらの 3D イメージファイルには、赤、緑、青、および
アルファ（RGBA）の各チャンネル、さらに Z 深度、オブジェクト ID、テクスチャ座標などのオプション情
報からなる補助チャンネルが含まれています。
3D 情報と合成したファイルを After Effects に読み込むことはできますが、 After Effects で直接 3D モデルを
変更したり作成したりすることはできません。
After Effects は、別のアプリケーションで合成された各 3D ファイルを 1 つの 2D レイヤーとして処理しま
す。このレイヤーは、全体に 3D 属性を指定でき、After Effects の 3D レイヤーと同じように処理できます。
ただし、この 3D ファイル内のオブジェクトは 3D 空間で個別の操作はできません。3D 画像ファイルで 3D 深
度情報やその他の補助チャンネル情報にアクセスするには、3D チャンネルエフェクトを使います（3D チャン
ネルエフェクトを参照）。
OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェアの「3D チャ
ンネル」エフェクトプラグインが After Effects に含まれています（OpenEXR ファイルのチャンネルの使用を
参照）。
After Effects は、焦点距離、フィルムサイズ、トランスフォームデータなどの「bake」されたカメラデータを
Maya プロジェクトファイルから 1 つまたは 2 つのコンポジションとして読み込むことができます（Maya
データの bake 処理を参照）。
After Effects では、RLA/RPF シーケンスファイルに保存されているカメラデータを読み込むことができま
す。（RLA または RPF データをカメラレイヤーに読み込むを参照）。
Softimage PIC ファイルには対応する ZPIC ファイルがあり、これには Z 深度に関するチャンネル情報が含ま
れています。ZPIC ファイルを読み込むことはできませんが、読み込んだ PIC ファイルと同じフォルダーに
ZPIC ファイルが置かれていれば、追加チャンネル情報にアクセスすることができます。
同様に、Electric Image（EI）ファイルも、Z 深度チャンネルデータを使って EIZ ファイルに関連付けること
ができます。ZPIC ファイルの場合と同じく、After Effects に EIZ ファイルを読み込むことはできないので、
これらのファイルを EI ファイルと同じフォルダーに保存します。EIZ ファイルを作成する方法について
は、Electric Image のマニュアルを参照してください。

3D モデルアプリケーションで作業する場合によく見られる技法は、After Effects で画像を合成する位置にヌ
ルライトやヌルロケーターノードなどのヌルオブジェクトを挿入することです。After Effects に 3D ファイル
を読み込んだ後、他のビジュアル要素を置き換えるリファレンスとしてこれらのヌルオブジェクトを利用する
ことが可能です。

別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用に関するオンラインリ
ソース

Lutz Albrecht は、Adobe の Web サイトで、After Effects と 3D アプリケーションとの統合に関する、2 つの
パートからなる記事を公開しています。この記事には、Maxon 社の Cinema 4D、NewTek 社の Lightwave お
よび Luxology 社の modo を含む、様々な 3D アプリケーションから、UV マップ、マットおよびチャンネル
を作成する方法が記載されています。さらに、After Effects でそのデータを使用するための RE:Vision Effects
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RE:Map プラグインおよび fnord ProEXR プラグインの使用方法について説明しています。
Tyson Ibele が、彼自身の Web サイトで、3ds Max（3D Studio MAX）の出力を After Effects で使用する方法
を示すチュートリアルを公開しています。
Dave Scotland が、CG Swot Web サイトで、3D アプリケーションで RPF ファイルを作成する方法と、After
Effects で RPF ファイルを使用する方法に関するチュートリアル（2 部構成）を公開しています。第 1 部で
は、RPF 形式の概要と、3DS Max で RPF ファイルを作成する方法について説明しています。 第 2 部では、
「ID マット」、「被写界深度」、「デプスマット」、「フォグ 3D」エフェクトを使用して、After Effects で
RPF ファイル内のオブジェクト ID と Z 深度情報を使用する方法について説明しています。
3D トラッキングを使用して、追加の要素をシーンに合成してカメラと同じ動きになるようにして、カメラの
動きを仕上げます。3D カメラトラッカーエフェクトは、ビデオシーケンスを分析し、カメラモーションと 3D
シーンデータを抽出します。3D カメラモーションにより、2D フッテージに 3D 要素を正確に合成できま
す。3D カメラトラッカーエフェクトについて詳しくは、Learn by Video の Angie Taylor によるこのビデオ
チュートリアルを参照してください。3D カメラトラッカー機能についてさらに詳しく知るには、3D カメラの
移動のトラッキングを参照してください。
Bartek Skorupa が、自身の Web サイトで、Blender の使用と After Effects へのアニメーションの書き出しに
関するチュートリアルを公開しています。レンズディストーションの問題に焦点を絞った Blender でのカメラ
トラッキングのチュートリアルも参照できます。

Harrison Ambs が、CGTUTS+ の Web サイトで、Cinema 4D から After Effects にデータを読み込む方法を示
す 2 部構成のビデオチュートリアルを公開しています。
ビデオ第 1 部
ビデオ第 2 部

After Effects のカメラおよびライトでの Cinema 4D Lite の使用のチュートリアルで、カメラ、ライトおよび
平面レイヤーを使用して After Effects コンポジションを作成する方法と、Cinema 4D Lite で開いて 3D オブ
ジェクトを追加する方法を説明しています。

RLA または RPF データをカメラレイヤーに読み込む

After Effects では、RLA/RPF シーケンスファイルに保存されているカメラデータを読み込むことができま
す。そのデータは、After Effects がタイムラインパネルで作成するカメラレイヤーに、シーケンスの各カメラ
に 1 つずつ組み込まれます。読み込んだ RLA/RPF シーケンスのカメラデータにアクセスし、このデータを含
むカメラレイヤーを作成できます。

1. シーケンスをコンポジションに追加して、タイムラインパネルでそのレイヤーを選択しま
す。

2. アニメーション／キーフレーム補助／RPF カメラ読み込みを選択します。

3D Studio Max でカメラデータを含む RLA/RPF ファイルを作成するには、範
囲、Z 深度およびアルファチャンネルを有効にして、レンダリング結果を RPF 形式で保
存します。

Maya データの bake 処理

After Effects では、Maya プロジェクトファイルからカメラデータを読み込むことができます。Maya カメラ
情報は、読み込む前に bake 処理する必要があります。カメラデータの bake 処理により、プロジェクトで
キーフレームを使用したアニメートが後で簡単に行えるようになります。bake 処理によって、アニメーショ
ンの各フレームにキーフレームが設定されます。各カメラまたはトランスフォームプロパティに対し
て、0、1または一定数のキーフレームを設定できます。例えば、プロパティが Maya でアニメートされていな
い場合、このプロパティにはキーフレームを設定しないか、アニメーション開始時に 1 つだけキーフレームを
設定します。プロパティに複数のキーフレームが設定されている場合、キーフレームの数は、複数のキーフ

139

http://www.adobe.com/go/learn_ae_tysonroboball3d_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_tysonroboball3d_jp
http://www.cgswot.com/tutorials/vfx-tutorials/123-14-power-of-the-rpf-part-1.html
http://www.cgswot.com/tutorials/vfx-tutorials/123-14-power-of-the-rpf-part-1.html
http://www.cgswot.com/tutorials/vfx-tutorials/123-14-power-of-the-rpf-part-1.html
http://www.cgswot.com/tutorials/vfx-tutorials/124-15-power-of-the-rpf-part-2.html
http://www.cgswot.com/tutorials/vfx-tutorials/124-15-power-of-the-rpf-part-2.html
http://www.cgswot.com/tutorials/vfx-tutorials/124-15-power-of-the-rpf-part-2.html
http://www.video2brain.com/en/lessons/the-3d-camera-tracker
http://www.video2brain.com/en/lessons/the-3d-camera-tracker
http://www.video2brain.com/en/lessons/the-3d-camera-tracker
http://cg.bartekskorupa.com/b2ae/
http://cg.bartekskorupa.com/b2ae/
http://cg.bartekskorupa.com/b2ae/
http://cg.bartekskorupa.com/camera-tracking-lens-distortion-issue
http://cg.bartekskorupa.com/camera-tracking-lens-distortion-issue
http://cg.bartekskorupa.com/camera-tracking-lens-distortion-issue
http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/how-to-export-3d-camera-data-from-cinema-4d-into-after-effects/
http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/how-to-export-3d-camera-data-from-cinema-4d-into-after-effects/
http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/how-to-export-3d-camera-data-from-cinema-4d-into-after-effects/
http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/how-to-export-3d-camera-data-from-cinema-4d-into-after-effects-day-2/
http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/how-to-export-3d-camera-data-from-cinema-4d-into-after-effects-day-2/
http://cg.tutsplus.com/tutorials/maxon-cinema-4d/how-to-export-3d-camera-data-from-cinema-4d-into-after-effects-day-2/


注意：

注意：

注意：

ページの先頭へ

レームが設定されているその他のアニメーションプロパティすべてのキーフレームの数と同じである必要があ
ります。
読み込み時間を短縮するには、できる限り不必要なデータを削除して Maya ファイルを作成または保存しま
す。Maya で bake 処理する前に静的なチャンネルを削除してキーフレームを減らし、カメラアニメーション
だけを含む Maya プロジェクトのバージョンを保存します。

サポートされていないトランスフォームのフラグ
は、query、relative、euler、objectSpace、worldSpace、worldSpaceDistance、preserve、shear、scaleTrans
zeroTransformPivots です。これらのフラグは無視され、警告またはエラーメッセージは表示されません。

初期設定では、Maya ファイルで指定されたリニア単位は、After Effects によってピクセルとして処理されま
す。
Maya プロジェクトファイル（.ma）からカメラデータを読み込んで、読み込んだデータを 1 つまたは 2 つの
コンポジションとして操作できます。
読み込んだ各 Maya ファイルに対して、次の 1 つまたは 2 つのコンポジションが作成されます。

Maya プロジェクトのピクセル縦横比が正方形ピクセルの場合は、カメラデータとトラン
スフォームを含む、正方形ピクセルのコンポジションが 1 つ作成されます。
Maya プロジェクトのピクセル縦横比が非正方形ピクセルの場合は、2 つのコンポジショ
ンが作成されます。1 つ目のコンポジションは、カメラデータを含む正方形ピクセルのコ
ンポジションです。このコンポジションのファイル名の先頭には、「Square」という語が
付きます。もう 1 つのコンポジション（親）は、非正方形ピクセルのコンポジションで、
元のファイルの寸法を保持し、正方形ピクセルのコンポジションを含みます。読み込んだ
カメラデータを処理する場合、正方形ピクセルのコンポジションでは 3D レイヤーおよび
正方形ピクセルフッテージを使用し、包含コンポジション内ではすべて非正方形フッテー
ジを使用します。

1 ノードカメラの Maya ファイルを After Effects に読み込むと、正方形ピクセルのコンポジション内にカメラ
の焦点距離、フィルムサイズおよびトランスフォームデータを保持したカメラが作成されます。
2 ノードカメラ（ターゲットされているカメラ）の Maya ファイルを After Effects に読み込むと、正方形ピク
セルのコンポジション内にカメラおよび追加の親ノードが作成されます。親ノードには、カメラのトランス
フォームデータのみが含まれます。After Effects では、ロケーターノードを目標点として使用してノードが 2
つあるカメラを自動的に読み込み、カメラの「自動方向」オプションを「目標点に向けて方向を設定」に設定
します。
After Effects は 3 ノードカメラを読み取りません。

After Effects では、Maya ファイル内のレンダリングカメラのみが読み込まれ、Orthographic カメラお
よび Persp カメラは無視されます。このため、Persp カメラはレンダリング用として使用せず、必ずレンダリ
ング用のカメラを Maya 内で作成しておきます。FilmFit カメラ設定を適用する場合は、必ず、塗りではな
く、水平または垂直いずれかの FilmFit を使用してください。

After Effects は Maya ロケーターノードを読み取るので、オブジェクトが Maya シーンから After Effects に変
換される経過を追跡できます。After Effects はヌルレイヤーを作成し、Maya ロケーターノードの名前に
Null、NULL または null が含まれている場合は、関連するトランスフォームをこのレイヤーに適用しま
す。Maya ではロケーターノードをお互いの親にしないで、ジオメトリに対する親ノードにしてください。

LocatorShape の「World」または「Underworld」座標は読み取られません。トランスフォームノード
を使用して配置してください。

Cinema 4D および Cineware の使用

MAXON Cinema 4D ファイルおよび Cineware の使用（Adobe After Effects CC と Cinema 4D のフル機能の
ワークフロー統合）について詳しくは、CINEMA 4D と Cineware を参照してください。
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フッテージアイテムの整理、表示、管理、トリム
作成元のアプリケーションでフッテージを編集する
プロジェクトからアイテムを削除する
プレースホルダーとプロキシ
フッテージアイテムをループさせる

フッテージアイテムの整理、表示、管理、トリム

コンポジションとフッテージアイテムはプロジェクトパネルに一覧表示されます。タイムラインパネルやエ
フェクトコントロールパネル内のアイテムと異なり、プロジェクトパネル内のアイテムの順序は作成している
ムービーの見た目には影響しません。プロジェクトパネル内ではフォルダーを使用するなどの方法で、フッ
テージアイテムとコンポジションを好きなように整理できます。平面フッテージアイテムは、自動的に平面
フォルダーに保存されます。
プロジェクトパネルに作成したフォルダーは、プロジェクトパネルのみに存在します。フォルダーを展開して
内容を表示したり、フォルダーの中に別のフォルダーを移動させることができます。ファイルやフォルダーを
プロジェクトパネルの上位レベルに移動するには、パネル上部のグレーの情報エリアにドラッグします。
プロジェクトパネルの検索フィールドを使用して、不明ソースファイルなどの検索条件に一致するフッテージ
アイテムを検索できます。詳しくは、タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの
検索とフィルターを参照してください。
プロジェクトパネルでのアセットの整理に関する役立つビデオについては、Jeff Sengstack と Infinite Skills に
よるこのビデオチュートリアルを参照してください。

フッテージアイテム管理用のスクリプト

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、フッテージアイテムまたはレイヤーについて指定した情報を、
プロジェクトパネルまたはタイムラインパネル内のそのアイテムの「コメント」フィールドに自動的に書き込
むスクリプトを公開しています。
Christopher Green が、彼自身の Web サイトで、プロジェクトパネルで選択したコンポジションとフッテージ
アイテムの名前を変更することが可能なスクリプト（Project_Items_Renamer.jsx）を公開しています。名前
に含まれているテキストを検索および置換したり、名前の先頭または末尾に文字を追加したり、名前の先頭ま
たは末尾から指定した数の文字を取り除くことができます。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、After Effects プロジェクトを検索して、フッテージ
アイテムのソースのファイルパスを置き換えることが可能なスクリプトを公開しています。このスクリプト
は、ソースファイルをスワップアウトしたり、ソースを移動した後にプロジェクトを更新したり、プロジェク
トを別のコンピューターシステムに移動した後に更新したりする場合に便利です。

アイテムごとに情報を表示する

フッテージアイテムまたはコンポジションの情報を表示するには、プロジェクトパネルで
そのフッテージアイテムやコンポジションを選択します。情報は、プロジェクトパネル上
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部のサムネールイメージの横に表示されます。
フッテージアイテムのファイルの作成者 ID を表示するには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら、プロジェクトパネルでそのフッテージアイテムを
クリックします。

フォルダーを作成する
ファイル／新規／新規フォルダーを選択するか、プロジェクトパネル下部の新規フォル
ダーを作成アイコン  をクリックします。

アイテムの名前の変更と並べ替え

コンポジション、フッテージアイテム、またはフォルダーの名前を変更するには、次のい
ずれかの操作を行います。
プロジェクトパネルでアイテムを選択し、Enter キー（Windows）または Return キー
（Mac OS）を押して、新しい名前を入力します。
アイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）し、「名前を変更」を選択して、新しい名前を入力します。

コメント列の名前を変更するには、列の見出しを右クリックするか（Windows）、Control
キーを押しながらクリックし（Mac OS）、「これに名前を付ける」を選択します。

コメント列を使用すると、並べ替えをカスタマイズできます。列の名前を変更し、各アイテムに適切な情
報（カメラの番号など）を入力して、列に基づいて並べ替えます。

アイテムを特定の列で並べ替えるには、プロジェクトパネルで列の名前をクリックしま
す。

アイテムをコピーする

プロジェクトパネルでアイテムを複製またはコピーするには、そのアイテムを選択し、編
集／複製または編集／コピーを選択します。
フッテージアイテムを Windows エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac
OS）にコピーするには、フッテージアイテムをプロジェクトパネルからデスクトップに
ドラッグします。

フッテージアイテムを表示する

コンポジションのどこでフッテージアイテムが使用されているかを表示するには、プロ
ジェクトパネル内のフッテージアイテムを右クリック（Windows）または Control キーを
押しながらクリック（Mac OS）して、「コンポジションで開く」を選択します。次に、
表示する特定のインスタンス（コンポジション名、レイヤー名）を選択します。
プロジェクトパネル内のレイヤーのソースフッテージアイテムを表示するには、タイムラ
インパネルでそのレイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらク
リック（Mac OS）して、「プロジェクト内のレイヤーソースを表示」を選択します。
Adobe Bridge、Windows エクスプローラーまたは Finder でのフッテージアイテムの場所
を表示するには、プロジェクトパネルでそのフッテージアイテムを右クリック
（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「Bridge で表
示」、「Windows エクスプローラーで表示」または「Finder で表示」を選択します。
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フッテージアイテムを更新する
プロジェクトパネルで選択したフッテージアイテムを更新してソースフッテージファイル
の最新バージョンを使うためには、ファイル／フッテージを再読み込みを選択します。

フッテージパネルまたはオペレーティングシステムによって割り当てられたメ
ディアプレーヤでフッテージアイテムを表示する

アイテムをフッテージパネルでプレビューすると、フッテージ変換処理の結果が表示されます（フッテージア
イテムを変換するを参照）。

フッテージパネルでフッテージアイテムを開くには、プロジェクトパネルでフッテージア
イテムをダブルクリックします。
選択したフッテージアイテムをフッテージパネルで開くには、プロジェクトパネルがアク
ティブになっているときにテンキーパッドの Enter キーを押します。

ファイルの種類に関連付けられているプレイヤーアプリケーションを使用してフッテージアイテムの
ソースを開くには、プロジェクトパネル中のフッテージアイテムを Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながらダブルクリックします。アプリケーションとファイルの種類の関連付けを変更する
方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

フッテージパネルでフッテージアイテムをトリムする

フッテージアイテムをトリムしてコンポジションに挿入するには、フッテージパネルで、インポイントを設定
、アウトポイントを設定 、リップルインサート編集  およびオーバーレイ編集  の各コントロールを使
うことができます。フッテージパネルでトリムした方が、フッテージアイテムをコンポジションに追加してタ
イムラインパネルでレイヤーをトリムするより便利です。

作成元のアプリケーションでフッテージを編集する

フッテージアイテムは、After Effects プロジェクトから作成元アプリケーションで直接開いて編集することが
できます。ただし、使用中のコンピューターに作成元のアプリケーションがインストールされている必要があ
ります。さらに、アプリケーションの実行に十分な RAM の空き容量が必要です。作成元のアプリケーション
でフッテージを編集して変更を保存すると、次に After Effects プロジェクトを開いたときに、そのフッテージ
のすべてのインスタンスに変更が適用されます。

アルファチャンネルのあるフッテージを編集する場合は、作成元のアプリケーションで、アルファ
チャンネルを含めたすべてのチャンネルを表示して編集してください。すべてのチャンネルを表示しないで編
集した場合、変更がアルファチャンネルに適用されず、カラーチャンネルとのずれが生じる可能性がありま
す。

タイムラインパネルまたはコンポジションパネルで選択した静止画シーケンスを編集する場合は、表示中の
個々のイメージが開きます。プロジェクトパネルで選択した静止画シーケンスを編集する場合は、シーケンス
の最初のイメージが開きます。

1. プロジェクトパネル、コンポジションパネル、タイムラインパネルでは、フッテージアイ
テムまたはフッテージアイテムをソースとして使用しているレイヤーを選択します。コン
ポジションパネルまたはタイムラインパネルから静止画シーケンスを選択した場合は、編
集する静止画が表示されているフレームに現在の時間インジケーターを移動します。

2. 編集／オリジナルを編集を選択します。

3. 作成元のアプリケーションでフッテージを編集し、変更を保存します。
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プレースホルダー

プロキシ

プロジェクトからアイテムを削除する

プロジェクトを整理したり、未使用のフッテージを削除したり、フッテージを統合する前に、プロジェクトに
番号をつけて保存してバックアップを作成することを検討してください（プロジェクトの保存とバックアップ
（After Effects CS5）を参照）。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、「ファイルを収集」コマンドと「すべてのフッテージを統
合」コマンドの使用方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

プロジェクトからアイテムを削除するには、プロジェクトパネルでアイテムを選択し
て、Delete キーを押します。
プロジェクトから未使用のフッテージアイテムをすべて削除するには、ファイル／未使用
のフッテージを削除を選択します。
プロジェクトから重複したフッテージアイテムすべてを削除するには、ファイル／すべて
のフッテージを統合を選択します。After Effects では、「フッテージを変換」の設定が同
じフッテージアイテムのみが複製されます。
複製したアイテムを削除した場合、その複製アイテムを参照しているレイヤーは、残って
いる方のアイテムを参照するように情報が更新されます。
選択していないコンポジションと、プロジェクトパネルで選択したコンポジションで使用
されていないフッテージアイテムを削除するには、プロジェクト／ プロジェクトの整理を
選択します。このコマンドは、プロジェクトパネルがアクティブになっているときにだけ
使用可能になります。
未使用のフッテージアイテムと選択したコンポジションにネスト化されていないその他す
べてのコンポジションが削除されます。
選択したコンポジションに、アクティブになっていない要素（タイムラインパネルで選択
されていないビデオスイッチやオーディオスイッチ）がある場合は、「プロジェクトの整
理」コマンドを実行してもこれらのアイテムは削除されません。
選択したコンポジションのエクスプレッションが、関連のないコンポジションに含まれる
要素を参照している場合に「プロジェクトの整理」を実行すると、ネスト化されていない
コンポジションと適用されているエクスプレッションが削除されます。「プロジェクトの
整理」を選択すると、これらの削除を確認するメッセージが表示されます。ここで、必要
であればこのコマンドを取り消すことができます。ネスト化されていないコンポジション
からエクスプレッションが削除されないようにするには、そのコンポジションを参照元の
コンポジションへドラッグし、追加したコンポジションのオーディオスイッチおよびビデ
オスイッチの選択を解除します。

AE スクリプトの Web サイトで Sebastian Perier が公開している SaveCompAsProject スクリプトを使用する
と、選択したコンポジションを個々のプロジェクトとして保存できます。

プレースホルダーとプロキシ

フッテージアイテムを一時的に代用する場合は、プレースホルダーまたはプロキシを使用します。

フッテージアイテムがない場合にその代わりに一時的に使用する、カラーバーの静止画で
す。プレースホルダーは、コンポジションの作成中に、まだ存在しないフッテージアイテムの構想を練る場合
に便利です。プレースホルダーは自動的に生成されるので、プレースホルダーフッテージアイテムを作成する
必要はありません。

フッテージアイテムの代わりに一時的に使用するファイル。あらゆるファイルを使用できますが、
通常は既存のフッテージの低解像度版や静止画版を使用します。また、ストーリーボードイメージを使用する
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場合もあります。最終フッテージを準備するまでの間や、実際のフッテージはあるけれども、テストムービー
のプレビュー速度やレンダリング速度を上げたい場合には、プロキシを使用すると効率的です。プロキシを使
用するときは、プロキシとして使用できるファイルが必要です。
レイヤーに適用したマスク、属性、エクスプレッション、エフェクトおよびキーフレームは、プレースホル
ダーやプロキシを最終フッテージアイテムに置き換えた後も維持されます。

プロジェクトパネルでは、実際のフッテージアイテムとプロキシのどちらが使用されているかを示す次のよう
なマーカーが、フッテージアイテム名に付きます。

塗りつぶされたボックスは、プロキシアイテムがプロジェクト全体で現在使用されている
ことを示します。プロキシの名前は、フッテージアイテムを選択されているときにプロ
ジェクトパネルの上部に太字で表示されます。
白い四角形のボックスは、プロキシが割り当てられているにもかかわらず、実際のフッ
テージアイテムがプロジェクト全体で使用されていることを示します。
ボックスがない場合、プロキシはフッテージアイテムに割り当てられていません。

プレースホルダーおよび不明なフッテージアイテムを使用して作業する

プレースホルダーを効率よく代用するには、プレースホルダーのサイズ、デュレーション、フレームレートを
実際のフッテージと同じに設定します。
プロジェクトを開いたときにフッテージが自動検出されない場合は、プロジェクトパネルにフッテージが見つ
からないことが示され、そのフッテージの名前が斜体で表示されます。そのアイテムを使用するコンポジショ
ンでは、アイテムがプレースホルダーに置き換えられます。プロジェクト内に不明なアイテムがある場合でも
作業を進めることができ、そのレイヤーに適用したエフェクトはそのまま維持されます。プレースホルダーを
実際のフッテージに置き換えると、フッテージは使われるすべてのコンポジション内の正しい位置に戻りま
す。

ソースアイテムがないフッテージアイテムを検索するには、プロジェクトパネルの検索フィールドに不
明と入力します。詳しくは、タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの検索
とフィルターを参照してください。

プレースホルダーを使用するには、ファイル／読み込み／プレースホルダーを使用しま
す。
選択したフッテージアイテムをプレースホルダーに置き換えるには、ファイル／フッテー
ジの置き換え／プレースホルダーを選択します。
プレースホルダーを実際のフッテージアイテムに置き換えるには、プロジェクトパネルで
置き換えるプレースホルダーを選択し、ファイル／フッテージの置き換え／ファイルを選
択して実際のフッテージを選択します。

フッテージアイテムにプロキシを使用する

フッテージにプロキシを使用すると、そのフッテージアイテムが使われているすべてのコンポジションで実際
のフッテージがプロキシに置き換わります。作業を終えると、プロジェクトリストに表示されている実際の
フッテージに切り替えることができます。すべてのコンポジションで、プロキシが実際のフッテージアイテム
に置き換えられます。
コンポジションをムービーとしてレンダリングする場合は、高解像度のフッテージアイテムすべてに関してプ
ロキシを使用するかどうかを選択できます。低解像度のムービーを高速でレンダリングしてモーションのテス
トを行う場合などは、プロキシを使ってムービーをレンダリングします。
最も効率よくフッテージをプロキシで代用するには、プロキシのフレーム縦横比を実際のフッテージアイテム
に合わせて設定します。例えば、実際のフッテージアイテムが 640 x 480 ピクセルのムービーの場合、160 x
120 ピクセルのプロキシを作成して使用します。プロキシアイテムを読み込むと、実際のフッテージと同じサ
イズとデュレーションにアイテムが変更されます。実際のフッテージアイテムとフレーム縦横比が異なるプロ
キシを作成すると、スケール調整にかかる時間が長くなります。
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プロジェクトパネルで、次のいずれかの操作を行います。

プロキシを選択して使用するには、フッテージアイテムを選択し、ファイル／プロキ
シ設定／ファイルを選択して、プロキシとして使用するファイルを選択し、「開く」
をクリックします。
元のフッテージとそのプロキシの使用を切り替えるには、フッテージ名の左にあるプ
ロキシマーカーをクリックします。
プロキシの使用を止めるには、元のフッテージアイテムを選択し、ファイル／プロキ
シ設定／なしを選択します。

プロキシを作成する

「プロキシ作成」コマンドを使用すると、プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで選択したフッテー
ジまたはコンポジションからプロキシを作成することができます。このコマンドにより、選択したフッテージ
がレンダーキューパネルに追加され、レンダリング後の処理メニューが「プロキシ設定」になります

1. プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで、フッテージアイテムまたはコンポジ
ションを開きます。

2. フッテージパネルで、時間インジケーターを、プロキシ静止画アイテムとして使用するフ
レーム、またはムービーフッテージアイテムのポスターフレームとして使用するフレーム
へ移動します。

3. 次のいずれかのコマンドを選択します。

静止画プロキシを作成する場合は、ファイル／プロキシ作成／静止画を選択します。
ムービープロキシを作成する場合は、ファイル／プロキシ作成／ムービーを選択しま
す。

4. プロキシの名前および出力先を指定します。

5. レンダーキューパネルでは、レンダー設定を指定して「レンダリング」をクリックしま
す。

出力モジュールにプレースホルダーを作成する

プレースホルダーファイルを作成して、複数のコンポジションで使用することができます。例えば、24 fps の
ムービーをレンダリングするためのプレースホルダーを作成し、それを 30 fps のコンポジションにドラッグ
できます。この場合に 30 fps のコンポジションをレンダリングする際には、After Effects は先に 24 fps でプ
レースホルダーをレンダリングして、このレンダリングバージョンを 30 fps のコンポジションをレンダリン
グするときに使用します。

キューに追加されているアイテムの出力モジュールをレンダーキューパネルからプロジェ
クトパネルへドラッグします。これにより、プロジェクトパネルにプレースホルダーが作
成され、レンダリング後の処理メニューが「読み込み＆使用の置き換え」に設定されま
す。

プレースホルダーとプロキシの使用方法に関するその他のリソース

Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、プロキシ、出力モジュールおよび出力モジュールテンプ
レートの使用方法に関するビデオチュートリアルとヒントを公開しています。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、プロキシとプレースホルダーを作成、設定および設定解除する
スプリプトを公開しています。
Charles Bordenave（nab）が、After Effects Scripts の Web サイトで、複数の選択されているアイテムのプロ
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キシを作成可能なスクリプトを公開しています。
After Effects でプリレンダリングとプロキシを使用して作成時間を短縮する方法について詳しくは、Todd
Kopriva が Video2Brain の Web サイトで公開しているビデオチュートリアルを参照してください。

フッテージアイテムをループさせる

ビジュアルフッテージアイテムをプロジェクト内で連続してループする場合は、After Effects で 1 サイクルの
フッテージアイテムを作成するだけで十分です。

1. プロジェクトパネルで、ループさせるフッテージアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. 「ループ」に整数値を入力して、「OK」をクリックします。

Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、フッテージアイテム、コンポジションまたはレイ
ヤーを自動的にループするスクリプトを公開しています。

以下も参照してください
1 つの場所へファイルを収集する
レイヤー、コンポジッション、フッテージアイテムのカラーラベル
プロジェクトのキーボードショートカット
レイヤーをトリム、延長、またはスリップ編集する
フッテージのキーボードショートカット
レンダリング設定
レンダリング後の処理
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Cinema 4D と Cineware

ページの先頭へ

Maxon Cinema 4D Lite アプリケーションが After Effects と共にイン
ストールされます。Cinema 4D ファイルを作成、読み込み、編集でき
ます。ただし、Cinema 4D Prime などの別のエディションの Cinema
4D がある場合、代わりにそのエディションを使用できます。 Cinema
4D Lite アプリケーションにより、ネイティブ Cinema 4D ファイルの
編集、作成、および処理が可能です。Lite バージョンの機能は
Cinema 4D Prime と同様です。
デフォルトのビヘイビアーでは、インストールされている Cinema 4D
アプリケーションの上位バージョンを使用します。

Cinema 4D Lite を After Effects のカメラおよびライトと一緒に使用す
る方法について学習するには、このチュートリアルを参照してくださ
い。

Chris Meyer によるビデオ Cinema 4D Lite の概要をご覧ください。

概要
Maxon Cinema 4D Lite
Cinema 4D ファイルの処理
Cineware エフェクト
チュートリアルで学習：3D オブジェクトを挿入する

Cinema 4D は Maxon（www.maxon.net）による人気のある 3D モデリングおよびアニメーションツールで
す。
Cinema 4D との緊密な統合により、Adobe After Effects を Maxon Cinema 4D と共に使用できます。After
Effects 内で Cinema 4D ファイル（.c4d）を作成できます。また、複雑な 3D エレメント、シーン、および
アニメーションを処理できます。
相互運用性を実現するために、CineRender、Maxon Cinema 4D レンダリングエンジンが Adobe After Effects
に統合されました。After Effects で Cinema 4D ファイルをレンダリングでき、レンダリング、カメラ、レイ
ヤー単位でのシーンのコンテンツのいくつかの側面を制御できます。この効率的なワークフローでは、複数の
中間パスや画像シーケンスファイルを作成する必要はありません。

Maxon Cinema 4D Lite

149

http://helpx.adobe.com/after-effects/how-to/intro-3d-cinema4d-cameras-aftereffects.html?set=after-effects--fundamentals--introduction-to-cinema-4D
http://tv.adobe.com/watch/learn-after-effects-cc/introduction-to-cinema-4d-lite/
http://tv.adobe.com/watch/learn-after-effects-cc/introduction-to-cinema-4d-lite/
http://www.maxon.net/


ページの先頭へ

注意：

注意：

Cinema 4D ファイルの処理

After Effects から Cinema 4D ファイルを作成したり、読み込んだり、編集したりするために使用できるオプ
ションは複数あります。

Cinema 4D ファイルの読み込み

Cinema 4D ファイルを After Effects に読み込むには、次の手順を実行します。
1. ファイル／読み込み／ファイルを選択します。
2. Cinema 4D ファイルを選択し、「読み込み」をクリックします。ファイルがフッテージ
アイテムとしてプロジェクトパネルに表示されます。既存のコンポジションにフッテージ
アイテムを配置することも、マッチングコンポジションを作成することもできます。

プロジェクトパネル内の新しいコンポジションアイコンを使用して新しいコンポジションにフッテー
ジを配置する場合、Cinema 4D ファイル設定と一致するコンポジションが作成され、Cinema 4D レイヤーが
作成され、その上に 3D シーンが配置されます。フッテージを既存のコンポジション内にドロップすると、
フッテージは代わりにコンポジションのサイズと縦横比を取得します。

読み込む前に、Cinema 4D アプリケーションの環境設定で「Melange の多角形を保存」環境設定およ
び「Melange 用のアニメーションを保存」環境設定を有効にします。これらの設定は Cinema 4D フレームが
前のフレームに依存している場合に特に役立ちます。

Cinema 4D ファイルの編集

プロジェクト内のコンポジションまたは Cinema 4D ソースアイテムに配置された Cinema 4D ファイルを編
集できます。ファイルが Cinema 4D Lite アプリケーションで開かれます。別のバージョンの Cinema 4D がイ
ンストールされている場合、代わりにそのバージョンがファイルを編集するために使用されます。詳細につい
ては、作成元のアプリケーションでフッテージを編集するを参照してください。
「オリジナルを編集」で使用する Cinema 4D のバージョンを選択できます。Cineware エフェクトでの異なる
Cinema 4D のインスタンスの使用については、 を参照してください。
詳細については、Jeff Sengstack によるビデオ Cinema 4D ファイルの読み込みと編集をご覧ください。

Cinema 4D ファイルの作成
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注意：

After Effects 内で Cinema ファイル（.4d）を作成できます。
1. ファイル／新規／MAXON Cinema 4D ファイルまたはレイヤー／新規／Maxon Cinema

4D ファイルを選択します。
2. ファイルの名前および位置を指定します。
3. Cinema 4D アプリケーションが開きます。
4. C4D シーンを作成し、ファイル／保存を選択してファイルを保存します。
詳しくは、Jeff Sengstack による Cinema 4D ファイルの作成のビデオをご覧ください。

Maxon Cinema 4D への書き出しと編集のラウンドトリップ

ラウンドトリップされた 3D ワークフローのための After Effects の Live 3D パイプラインを使用して、3D ア
ニメートされたテキストおよびシェイプレイヤーを Maxon Cinema 4D に書き出すことができます。
3D シェイプレイヤーは押し出しを適用したスプラインオブジェクトとして書き出され、シェイプレイヤープ
ロパティのアニメーションを含みます。
「シェイプとしてテキストを押し出す」オプションは、押し出しを適用したスプラインオブジェクトとして
3D テキストレイヤーを .c4d ファイルに書き出します。このオプションでは、文字および段落書式、およびテ
キストレイヤープロパティのアニメーションといったレイヤーの精度を維持します。Cinema 4D ではフォン
トやテキスト内容を変更することはできません。
「編集可能なテキストを保持する」オプションは、押し出しを適用したテキストオブジェクトとして 3D テキ
ストレイヤーを .c4d ファイルに書き出します。このオプションでは、Cinema 4D でフォントやテキストを変
更することができます。ただし、このオプションでは、文字および段落書式、およびテキストレイヤープロパ
ティのアニメーションのサポートには制限があります。サポートされていないテキストアニメーション機能に
は、テキストアニメーター、カーニング、トラッキング、縦書き文字、段落テキスト、パスに沿ったテキスト
が含まれます。
ストロークは 3D テキストに書き出され、シェイプレイヤーは .c4d ファイルに書き出されます。After Effects
のレイトレース 3D レンダラーはストロークを 3D テキストレイヤーにレンダリングしませんが、有効にして
いる場合、ストロークは書き出されます。書き出す前に 3D テキストレイヤーストロークを表示するには、コ
ンポジションレンダラーが Classic 3D に設定されていることを確認してください。

Maxon Cinema 4D に書き出す

Maxon Cinema 4D に書き出すには：
1. ファイル／書き出し／Maxon Cinema 4D Exporter を選択して、C4D ファイルを保存し
ます。

2. Maxon Cinema 4D へ書き出しダイアログボックスで、次のうちから 1 つを選択します。
「テキストをシェイプとして押し出す」：基本押し出しを適用した .c4d ファイルを作成
します。
「編集可能なテキストを保持」：押し出しを適用したテキストオブジェクトとして 3D テ
キストレイヤーを .c4d ファイルに書き出すため、Cinema 4D でフォントおよびテキスト
を変更することができます。

 
テキストが書き出し後に変更されそうもない場合、テキスト書き出しダイアログボックス
で「Cinema 4D : テキストをシェイプとして押し出し」オプションを選択することをお勧
めします。
書き出す際に、After Effects コンポジションの中心が Cinema 4D の中心と 0,0,0 で一致で
きるように、親のヌルオブジェクトのシーン座標はシフトされます。
書き出した .c4d ファイルは Cinema 4D バージョン 17.0 に保存されます。

.c4d ファイルの読み込みと Maxon Cinema 4D での編集
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作成した .c4d ファイルを After Effects コンポジションに読み込んで編集することができます。Cinema 4Dで
.c4d ファイルを編集するには、編集／オリジナルを編集を選択します。
Exporter の Cineware 3.1 バージョンで作成された .c4d ファイルをコンポジションに読み込んで追加する場
合、最初にカメラを追加してから Cineware エフェクトの「カメラ」設定を「中心にあるコンポジションカメ
ラ」に設定することで、After Effects カメラを使用してシーンを表示できます。
コンポジションに追加した After Effects 3D レイヤーは、書き出し後に Cinema 4D シーンレイヤーに並びま
す。また、ヌル、カメラ、ライトなど .c4d ファイルから抽出された 3D シーンデータも並びます。書き出さ
れた .c4d ファイルに作成されたため、.c4dファイルに追加された新しいオブジェクトは同じ親のヌルオブ
ジェクトの下にグループ化されます。
高度な 3D 編集のために、書き出した Cinema 4D ファイルを After Effects および Cinema 4D で開くには

1. ファイル／読み込みを選択し、コンポジションに読み込む .c4d ファイルを選択します。
2. Cinema 4D を使用して 3D エレメントをカスタマイズするには、Cineware レイヤーを選
択し、編集／オリジナルを編集を選択します（またはMac OS で
はCommand+E、WindowsではControl+Eのキーボードショートカットを押しま
す）。After Effects CC に含まれていた C4D ファイルが Cinema 4D で開きます。

3. 変更を加えてファイルを保存します。After Effects コンポジションでは、すべての変更が
自動的に更新されます。

Cineware エフェクト

Cinema 4D レンダリングエンジンに基づく CineRender エンジンの統合により、Cinema 4D ファイルに基づ
くレイヤーを After Effects で直接レンダリングできます。Cineware エフェクトを使用すると、レンダリング
設定を制御でき、レンダリング品質と速度のトレードオフをある程度制御できます。また、レンダリングに使
用するカメラ、パス、または C4D レイヤーを指定することもできます。コンポジション上の C4D フッテー
ジに基づいてレイヤーを作成する場合、Cineware エフェクトが自動的に適用されます。Cinema 4D レイヤー
ごとに独自のレンダリング設定および表示設定があります。
詳しくは、Adove TV で Cineware エフェクトとレンダリングエンジンについてを参照してください。

レイヤーを同期

マルチパスレイヤーを含む Cinema 4D シーンレイヤーの複数のインスタンスをコンポジションに追加する場
合、コンポジションの残りのレイヤーと同期できる Cinema 4D レイヤーを選択できます。
エフェクトコントロールパネルの上部にある「AE レイヤーを同期」オプションを選択すると、レイヤーのす
べてのインスタンスのレンダリング設定とカメラのオプションが自動的に同期されますが、Cinema 4D レイ
ヤーを単独で設定できます。特定の Cinema 4D シーンレイヤーに対してこのチェックボックスが無効になっ
ている場合、そのレイヤーの設定はコンポジション内の残りのレイヤーと同期されません。

ライブリンク

ライブリンクを使用すると、Cinema 4D と After Effects のタイムラインを同期できます。
ライブリンクを使用するには、ライブリンクの「有効」ボタンをクリックします。指定した Cinema 4D の
バージョンで、現在のファイルが開かれます。Cinema 4D でライブリンクを有効にするには、編集／環境設
定／コミュニケーション／ライブリングを選択し、「起動時にライブリンクを有効にする」を選択しま
す。After Effects と Cinema 4D を切り替える際にタイムラインが同期されます。After Effects で異なる C4D
レイヤーを選択する場合は、「有効」をクリックすると、そのレイヤーが同期されます。
注：ライブリンクを使用するには、CINEWARE オプションダイアログボックスの Cinema 4D パスで、ライ
ブリングをサポートする Cinema 4D のバージョンを設定する必要があります（Cinema 4D R17.048 以降）。
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レンダラー

注意：

ディスプレイ設定

テクスチャ/シェーダーなし

事前計算なし

RAM でテクスチャを維持

レンダリングサーバー

レンダリング設定

Cineware レンダリング設定によって、After Effects 内でシーンをレンダリングする方法が決まります。この
ような設定により、作業中のレンダリングプロセスを迅速化できます。

使用するレンダラーを指定します。次のオプションがあります。
標準（最終）：C4D ファイルで指定された標準レンダラーを使用します。Cinema 4D ア
プリケーションを使用して、これらの設定を編集します。
通常（ドラフト）：標準レンダラーを使用しますが、インタラクティブ性の向上のために
アンチエイリアスなどの低速な設定はオフにします。
ソフトウェア：表示設定を選択可能にすることによって、高速レンダリングを実現する設
定を使用します。シェーダーとマルチパスは表示されません。コンポジションに対して作
業を継続しながら、ソフトウェアレンダラーを使用してプレビューします。
OpenGL：ソフトウェアレンダリングオプションと比較して、より優れた品質と速度を実
現するハードウェアにより高速化されたレンダリングです。 CINEWARE の OpenGL レン
ダリングは、Cinema 4D と同レベルの、強化された OpenGL 品質の透明、シャドウ、ポ
ストエフェクト、ノイズプロパティをサポートしています。
製品版の Cinema 4D （After Effects にバンドルされている Cinema 4D Lite ではありません）で「物

理」または「ハードウェア」レンダラーのレンダリング設定を使用して .c4d ファイルを保存した場
合、CINEWARE のレンダラーを「標準（最終）」または「標準（ドラフト）」に設定すると、「物理」また
は「ハードウェア」の設定でファイルがレンダリングされます。

このオプションは、ソフトウェアレンダラーを選択した場合にのみ有効になります。使用
できるオプションは「現在のシェーディング」、「ワイヤーフレーム」、および「ボックス」です。ワイヤー
フレームモードとボックスモードでは、シーンが単純化されて表示されます。

このオプションをオンにすると、テクスチャやシェーダーをレンダリングしない
ことによって、レンダリング速度が向上します。

このオプションをオンにすると、モーションダイナミクスまたはパーティクルシミュレーショ
ンの計算のための事前計算を無効にすることによって、レンダリング速度が向上します。 最終レンダリング
にはこのオプションをオンにしないでください。

このオプションをオンにすると、テクスチャがディスクから再ロードされず、より
迅速にアクセスできるように、RAM にキャッシュされます。一方で、サイズの大きいテクスチャをキャッ
シュする場合、使用可能な RAM が減少する可能性があります。

 
メモリの消去：レンダリングサーバーのメモリを消去します。長期間にわたって処理されるシーンを保
存し続けるに従って、レンダリングサーバーの応答が低下する可能性があります。レンダリングサー
バーが内部キャッシュに使用するメモリーを消去することで、After Effects は複雑なシーンのプレ
ビューの長さを伸ばすことができます。

プロジェクト設定

Cineware エフェクトでは、次のプロジェクト設定を使用できます。
カメラ
CINEMA 4D レイヤー
マルチパス（リニアワークフロー）
コマンド
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カメラ

CINEMA 4D レイヤー

レイヤーを設定

マルチパス（リニアワークフロー）

マルチパスを設定

定義されたマルチパス

静止画レイヤーを追加

注意：

コマンド

レンダリングに使用するカメラを選択します。

Cinema 4D カメラ：Cinema 4D でレンダリング表示カメラとして定義されたカメラを使用します。何
も定義されていない場合は、デフォルトのカメラを使用します。
Cinema 4D カメラを選択：このオプションを使用して、カメラを選択します。このオプションが有効
になっている場合、「カメラを設定」をクリックします。
中心にあるコンポジションカメラ：After Effects カメラを使用し、Cinema 4D の座標を再計算して
After Effect の座標に適用するには、このオプションを使用します。 新しい After Effects カメラ（コン
ポジションの中心に配置される）でレンダリングされる既存の C4D ファイル（通常は 0,0,0 を中心と
してモデリングされる）を読み込む場合、このオプションを使用して After Effects の中心に C4D モデ
ルをレンダリングします。そうでない場合は、原点の相違によって、モデルが予期せずシフトされる可
能性があります。
コンポジションカメラ：アクティブな After Effects カメラを使用するには、このオプションを使用しま
す。このオプションを使用するには、After Effects カメラを追加しておく必要があります。例え
ば、Cinema 4D プロジェクトから抽出することによって追加されたカメラにこのオプションを使用しま
す（このようなカメラは Cinema 4D のビューポートの中心が 0、0、0 となる Cinema 4D の座標系を
参照するため）。このオプションは、レイヤー／新規／カメラコマンドを使用して After Effects に追加
されたカメラ用です。
「カメラを設定」：Cinema 4D のシーンにデフォルトカメラ以外のカメラが含まれる場合、このボタン
をクリックしてカメラを選択します。
「テイクを設定」：c4d ファイルにテイクが含まれている場合は、このオプションが有効になっていま
す。シーンのテイクを多数作成し、テイクのパラメーターに変更を加えることができます。現在のレン
ダラーでがテイクの選択がサポートされていない場合、メインテイクが使用されます。

レンダリングする Cinema 4D レイヤーを有効にして選択します。

クリックしてレイヤーを選択します。 「レイヤーを設定」ボタンをクリックし、レ
イヤーを選択します。 Cinema 4D でレイヤーを使用すると、複数の要素を整理できます。Cinema
4D レイヤーを使用して、After Effects コンポジション内のエレメント間で合成できます。

「Cinema 4D マルチパス」オプションを使用して、レンダリングするパ
スを指定します。マルチパス機能は標準レンダラーを使用している場合にのみ利用できます。
マルチパスを使用すると、After Effects で複数の種類のパスを一緒に合成して C4D シーンの微調整（例え
ば、シーン内のシャドウや反射だけの調整）をおこなうことができます。Cinema 4D のデフォルトのリニア
ワークフロープロジェクト設定に一致させるために、（カラーマネージメントされたリニア化された作業ス
ペースで、またはプロジェクト設定ダイアログボックスで設定した「ガンマ値 1.0 でカラーをブレンド」を使
用して）カラーがリニアライトにブレンドされたプロジェクトで作業する必要があります。

クリックして、このレイヤーにレンダリングするパスを選択します。このオプショ
ンは、「Cinema 4D マルチパス」オプションが有効になっている場合にのみ利用できます。

有効になっている場合、.c4d ファイルで明示的に追加されたパスを追加しま
す。これには、静止画レイヤー以外のパスを含めることもできます。

このオプションを使用して、「定義されたマルチパス」の設定に応じて正しい
描画モードで複数のパスレイヤーを作成します。「定義されたマルチパス」オプションが有効になっ
ている場合、「静止画レイヤーを追加」では、サポートされているすべてのタイプを追加する以外
に、Cinema 4D レンダリング設定で定義されたパスを追加することのみが制限されます。
イメージレイヤーを追加するとき、最初に選択されていたレイヤーがタイムラインスタックの一番下

に配置され、マルチパスタイプを反映するためにレイヤー名に RGBA Image が追加されて名前が変更されま
す。

次のコマンドを使用します。
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Cinema 4D へのコンポジションカメラ

Cinema 4D シーンデータ

注意：

Cinema 4D 設定

Cinema 4D レンダリングパスおよび実行可能パス

「結合」をクリックして、現在の After Effects カメラを C4D
ファイル内の C4D カメラとして追加します。これによって、C4D ファイルが変更されます。ファイ
ル／復帰を使用して C4D に保存すると、新しく追加された After Effects カメラが表示されます。こ
のコマンドは、3D カメラトラッカーエフェクトによって作成されたカメラデータを転送する場合に特
に役立ちます。AE はカメラ名のプレフィックスです。
注意：もう一度結合する場合、以前のカメラは更新されません。代わりに、新しいコピーが作成され
ます。

「抽出」をクリックして、Cinema 4D プロジェクトに外部合成タグが適用
されたオブジェクトのカメラ、ライト、単色、ヌルなどの 3D データを作成します。

After Effects でシーンデータの抽出時の問題を回避するには、Cinema 4D 環境設定の「Melange の多角形
を保存」オプションと「Melange 用のアニメーションを保存」オプションを常に有効にします。

コンピューターのセキュリティ設定に応じて、TCP 通信についての警告が表示される場合がありま
す。これは、After Effects とバックグラウンドの Cinema 4D レンダラーによる TCP を使用した通信が、一部
のセキュリティソフトウェアによって危険なマルウェアの通信と解釈される可能性があるためです。例え
ば、Mac OS では「インターネットからダウンロードした」このソフトウェアを実行するかどうかを確認する
メッセージが表示されることがあります。このソフトウェアを実行することを確認します。
.c4d ファイルを読み込めるものの、レンダリングに失敗する場合、Mac OS ゲートキーパーまたはファーム
ウェアがバックグラウンドの Cinema 4D レンダラーの動作や After Effects との通信をブロックしているかど
うかを確認してください。Mac ユーザーの場合、「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可」（セキュ
リティとプライバシーシステム環境設定の「一般」タブ）を「すべてのアプリケーションを許可」に設定しま
す。
使用される TCP ポートは Cineware エフェクトの「オプション」で定義され、この値が After Effects の環境
設定ファイルに保存されます。

Cineware エフェクトでの Cinema 4D の異なるインスタンスの使用

Cineware エフェクトで使用する Cinema 4D のインスタンスを指定することができます。

Cineware エフェクト／オプションをクリックし、次の設定のいずれかを選択します。
Cinema 4D レンダリングパス：After Effects でのレンダリング用の Cinema 4D（R14 以

155



降）のバージョンを選択します。例えば、Cinema 4D Studio、Broadcast、Prime、また
は Visualize を使用するように選択できます（インストールしている場合）。
Cinema 4D 実行可能パス：オリジナルを編集で .c4d ファイルを開くか、After Effects か
ら新しい Cinema 4D ファイルを作成するときに、使用する Cinema 4D のバージョンを選
択します。デフォルトの Cinema 4D Lite アプリケーションは次の場所に配置されます：

C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support

Files\Plug-Ins\MAXON CINEWARE AE\(CINEWARE Support)\lite\CINEMA

4D Lite.exe （Windows）
/Applications/Adobe After Effects CC /Plug-ins/MAXON CINEWARE

AE/(CINEWARE Support)/Lite/CINEMA 4D Lite.app（Mac OS）

レンダラーとして製品版の Cinema 4D を使用した後、デフォルトの Cineware レンダラーに戻すに
は、Cineware 設定ダイアログボックスのデフォルトボタンをクリックします。

レンダリングパスの切り替え

以下の操作手順に従って、レンダリングパスを切り替えます（Cinema 4D レンダリングアプリケーションの
変更など）：

1. オプション／参照してレンダリングパスを設定
2. 新しいアプリケーションを選択する
3. After Effects を終了する 
4. After Effects を起動する 
5. 新しい設定を適用するには、編集／キャッシュの消去／すべてのメモリ＆ディスクキャッ
シュをクリックします。

レンダラーを切り替えた後、接続障害が発生した場合、After Effects を終了し、20～30 秒待ってから、ア
プリケーションを再起動します。

レンダリング機能

レンダラーとして Cinema 4D バージョン R14 以降を選択する場合、After Effects Cineware プラグインで、
デフォルトのレンダラーにはない物理的なレンダラーやスケッチとトーンなどの様々なレンダリング機能を使
用できます。
物理的なレンダラーを使用するには、次の操作を行います。

1. Cinema 4D レンダリング設定ダイアログで物理的なレンダラーを選択します。
2. a. レンダリングメニューから、レンダリング／レンダリング設定を編集を選択します。

b. レンダリング設定ダイアログで、ポップアップを「レンダラー：物理的」に設定しま
す。

c. 「物理的」を選択し、その他の「被写界深度」や「モーションブラー」などのオプ
ションを設定します。

3. レンダラー設定と一緒に .c4d ファイルを保存します。
4. Cinema 4D で指定されたレンダラーは、Cineware エフェクトのレンダラー設定オプショ
ンが「標準（最終）および標準（ドラフト）」の場合にこのエフェクトで使用されるレン
ダラーです。

スケッチとトーンをレンダリングするには、次の操作を行います。
1. Cinema 4D アプリケーションの作成メニューから、作成／マテリアル／マテリアルをス
ケッチを選択します。

a. レンダリング設定ダイアログで、ポップアップを「レンダラー：標準」に設定しま
す。

b. レンダリング設定ダイアログで、スケッチとトーンポストエフェクトが追加され、オ
ンになっていることを確認します。

2. 「スケッチとトーン」を有効にして、.c4d ファイルを保存します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

ページの先頭へ

3. スケッチとトーンは、Cineware エフェクトのレンダラー設定が「標準（最終）」の場合
にこのエフェクトでレンダリングされます。

注意：オブジェクトマネージャーで個々のオブジェクトに対してスケッチとトーンを制御できるようにするに
は、タグ／スケッチのタグ／スケッチのスタイルを追加します（スケッチとトーンの詳細については、Maxon
の Cinema 4D ヘルプのドキュメントを参照）。

次のバージョンの Cinema 4D は、Cineware と互換性があります。
R14.042 以上。Cinema 4D オンライン更新を使用して、現在のバージョンをインストー
ルします。
R15.037 以上
R16
R17

 

チュートリアルで学習：3D オブジェクトを挿入する

Maxon Cinema 4D Lite に含まれている Live 3D パイプラインを使用して、After
Effects コンポジションに直接 3D オブジェクトを挿入することにより、写真のように
リアルなビジュアルコンテンツを作成する方法を学習します。
Tutorial: Insert 3D objects
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After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込み

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

注意：

After Effects プロジェクトを読み込む
Adobe Premiere Pro プロジェクトを読み込む
After Effects と Adobe Premiere Pro 間のコピーとペースト

After Effects から Adobe Premiere Pro へのコピー
Adobe Premiere Pro へのペーストの結果
Adobe Premiere Pro から After Effects へのコピー
After Effects でのペーストの結果

After Effects プロジェクトを読み込む

After Effects プロジェクトを別の After Effects プロジェクトに読み込むことができます。読み込んだプロジェ
クトのフッテージファイル、コンポジションおよびフォルダーをなどのすべてが、現在のプロジェクトパネル
の新規フォルダー内に表示されます。  

プロジェクト内のすべてのファイルについて、ファイルの名前、フォルダーの名前、および絶対パスまたは相
対パス（フォルダーの位置）が維持されている限り、異なるオペレーティングシステムから After Effects プロ
ジェクトを読み込むことができます。相対パスを維持するには、ソースフッテージファイルをプロジェクト
ファイルと同じボリューム上に置く必要があります。ファイル／ファイルを収集コマンドを使って、特定のプ
ロジェクトまたはコンポジションの全ファイルのコピーを 1 つの場所に集めます（クロスプラットフォームプ
ロジェクトに関して考慮すべき点を参照）。

1. ファイル／読み込み／ファイルを選択します。

2. 読み込む After Effects プロジェクトを選択し、「開く」をクリックします。

ファイルの形式が現在のオペレーティングシステムでサポートされていない場合やファイルが見つからない場
合、または参照リンクが壊れている場合は、カラーバーを含んだプレースホルダーアイテムが代わりに使われ
ます。プロジェクトパネルのプレースホルダーをダブルクリックしソースファイルをナビゲートすることに
よって、プレースホルダーを正しいファイルにリンクし直すことができます。通常、1 つのフッテージファイ
ルをリンクし直すだけで済みます。同じ場所にある他のアイテムも同様にリンクされます。

ムービーをレンダリングして QuickTime（MOV）、Video for Windows（AVI）形式で書き出す場合、
プロジェクトへのリンクをコンテナファイルに埋め込むことができます。プロジェクトを読み込むに
は、MOV または AVI ファイルを読み込み、ファイルの読み込みダイアログボックスの読み込みの種類メ
ニューで「プロジェクト」を選択します。別の場所に移動したプロジェクトへのリンクがファイルに含まれて
いる場合は、プロジェクトを検索して参照できます。

Adobe Premiere Pro プロジェクトを読み込む
Adobe Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込む場合、Dynamic Link は使用しませ

ん。After Effects は、Premiere Pro プロジェクト内の 1 つまたは複数のシーケンスが After Effects に動的にリ
ンクされている場合、その Premiere Pro プロジェクトを読み込むことはできません（Adobe Premiere Pro と
After Effects の使用を参照）。
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ページの先頭へ

注意：

Adobe Premiere Pro プロジェクトを読み込むと、Adobe Premiere Pro の各クリップをレイヤーとして含む新
規コンポジションと、各クリップを個別のフッテージアイテムとして含むフォルダーの両方が、プロジェクト
パネルに読み込まれます。Adobe Premiere Pro プロジェクトに含まれるビンは、Adobe Premiere Pro プロ
ジェクトフォルダー内のフォルダーに変換されます。ネスト化されたシーケンスは、ネスト化されたコンポジ
ションに変換されます。

Adobe Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込んだ場合、一部の機能が保持されませ
ん。Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込んだ場合、Premiere Pro と After Effects 間でコピー
＆ペーストする場合と同じ機能が保持されます（After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込みを参
照）。
After Effects は、タイムラインのクリップの順序、フッテージのデュレーション（トリムされたすべてのイン
ポイントとアウトポイントを含む）、およびマーカーとトランジションの位置を維持します。タイムラインパ
ネルのレイヤーの配置は、Adobe Premiere Pro タイムラインパネルのクリップ配置に基づいて行われま
す。Adobe Premiere Pro クリップは、Adobe Premiere Pro タイムラインに表示されている順序（下から上、
左から右）で、タイムラインパネルにレイヤーとして追加されます。クリップ／速度コマンドなどによるク
リップ速度の変更を保持され、これらの変更は After Effects タイムラインパネルの伸縮列に値として表示され
ます。
After Effects は、Adobe Premiere Pro と After Effects に共通のエフェクトを読み込み、これらのエフェクト
のキーフレームを維持します。
Adobe Premiere Pro プロジェクトに含まれるトランジションとタイトル（ディゾルブを除く）は、After
Effects のコンポジション内に平面レイヤーとして表示され、元の場所とデュレーションは保持されます。
オーディオレベルキーフレームは保存されます。

1. ファイル／読み込み／ファイルまたはファイル／読み込み／Adobe Premiere Pro プロ
ジェクトを選択します。

読み込み／Adobe Premiere Pro プロジェクトを選択した場合は、Adobe Premiere Pro プ
ロジェクトだけが表示されます。

2. プロジェクトを選択して、「OK」をクリックします。

3. 次のいずれかの操作を行います。

1 つのシーケンスのみを読み込む場合は、ポップアップメニューからいずれかのシー
ケンスを選択します。
オーディオを読み込む場合は、「オーディオを読み込み」を選択します。

Adobe Premiere Pro プロジェクトのトラックからアイテムを 1 つだけ追加するに
は、Adobe Premiere Pro で目的のアイテムをコピーして、After Effects で編集／ペー
ストを選択します。

After Effects と Adobe Premiere Pro 間のコピーとペースト

After Effects のタイムラインパネルから、オーディオまたは平面を含むビデオ映像のアイ
テムを基にしたレイヤーをコピーして、Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルに
ペーストできます。
Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルから、アセット（トラック内のアイテム）を
コピーして、After Effects のタイムラインパネルにペーストできます。
After Effects と Adobe Premiere Pro のどちらからでも、もう一方のプロジェクトパネル
にフッテージアイテムをコピー＆ペーストすることができます。

ただし、After Effects のプロジェクトパネルから Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルにフッ
テージアイテムをペーストすることはできません。

Adobe Premiere Pro のプロジェクトからすべてのクリップまたはシーケンス単位で処理したい場合は、「読
み込み」コマンドを使用してプロジェクトを After Effects に読み込みます。
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注意：

Adobe Dynamic Link を使用すると、レンダリングせずに、After Effects の新規または既存のコンポジショ
ンと Adobe Premiere Pro との間にダイナミックリンクを作成できます（Dynamic Link についてを参
照）。

After Effects から Adobe Premiere Pro へのコピー

After Effects のコンポジションからフッテージアイテムを基にしたレイヤーをコピーして、Adobe Premiere
Pro のシーケンスにペーストできます。Adobe Premiere Pro では、これらのレイヤーはシーケンス内のク
リップに変換され、ソースフッテージがプロジェクトパネルにコピーされます。レイヤーに Adobe Premiere
Pro でも使用されているエフェクトが含まれている場合、Adobe Premiere Pro はエフェクトとそのすべての
設定およびキーフレームを継承します。
ネスト化されたコンポジション、Photoshop レイヤー、平面レイヤーおよびオーディオレイヤーをコピーする
こともできます。Adobe Premiere Pro では、ネスト化されたコンポジションはネストされたシーケンスに、
平面レイヤーはカラーマットに変換されます。シェイプ、テキスト、カメラ、ライトまたは調整レイヤーを
Adobe Premiere Pro にコピーすることはできません。

1. Adobe Premiere Pro を起動します（After Effects でレイヤーをコピーする前に Adobe
Premiere Pro を起動する必要があります）。

2. After Effects のタイムラインパネルでレイヤー（複数可）を選択します。

After Effects で時間軸上で重なっていない複数のレイヤーを選択しコピーした場
合、レイヤーは Adobe Premiere Pro では同じトラックに配置されます。一方、After
Effects でレイヤーが重なっている場合、Adobe Premiere Pro では、選択した順序に従っ
てトラックに配置されます。各レイヤーは別々のトラックに配置され、最後に選択したレ
イヤーがトラック 1 に表示されます。例えば、前面から背面へ順にレイヤーを選択した
場合、Adobe Premiere Pro では逆の順序で表示され、最も背面のレイヤーがトラック 1
に表示されます。

3. 編集／コピーを選択します。

4. Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルでシーケンスを開きます。

5. 現在の時間インジケーターを目的の位置に移動し、編集／ペースト、または編集／イン
サートペーストを選択します。

Adobe Premiere Pro へのペーストの結果

Adobe Premiere Pro のシーケンスにレイヤーをペーストする場合、コピーされたレイヤーに含まれるキーフ
レーム、エフェクトおよびその他のプロパティは、次のように変換されます。

After
Effects
のアイ
テム

Adobe Premiere
Pro で変換された
アイテム

注意

オー
ディオ
レベル
プロパ
ティ

チャンネルボリュー
ムエフェクト

描画
モード

Adobe Premiere Pro
でサポートされる描
画モードに変換
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エフェ
クトプ
ロパ
ティと
キーフ
レーム

エフェクトプロパ
ティとキーフレーム
（エフェクトが
Adobe Premiere Pro
にも存在する場合）

Adobe Premiere Pro では、サポートされていないエフェ
クトはエフェクトコントロールパネルにオフラインとし
てリスト表示されます。After Effects のエフェクト名と
Adobe Premiere Pro のエフェクト名が同じ場合がありま
すが、実際には異なるエフェクトなので、これらは変換
されません。

エクス
プレッ
ション

変換されません

レイ
ヤー
マー
カー

クリップマーカー

マスク
とマッ
ト

変換されません

ステレ
オミキ
サーエ
フェク
ト

チャンネルボリュー
ムエフェクト

タイム
リマッ
ププロ
パティ

タイムリマップエ
フェクト

時間伸
縮プロ
パティ

速度プロパティ 速度と時間伸縮は反比例します。例えば、After Effects で
の 200 ％の伸縮は Adobe Premiere Pro では 50 ％の速度
に変換されます。

トラン
ス
フォー
ムプロ
パティ
の値と
キーフ
レーム

モーションまたは不
透明度の値とキーフ
レーム

ベジェ、自動ベジェ、連続ベジェまたは停止などのキー
フレームの種類は保持されます。

R3D
ソース
ファイ
ル用の
ソース
設定

R3D ソースファイ
ル用のソース設定

Adobe Premiere Pro から After Effects へのコピー

Adobe Premiere Pro のシーケンスからビデオまたはオーディオアセットをコピーして、After Effects のコンポ
ジションにペーストできます。After Effects ではアセットがレイヤーに変換され、ソースフッテージのアイテ
ムがプロジェクトパネルにコピーされます。アセットに After Effects でも使用されているエフェクトが含まれ
ている場合、After Effects はエフェクトとそのすべての設定およびキーフレームを変換します。
カラーマット、静止画、ネストされたシーケンスおよびオフラインファイルもコピーできます。After Effects
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注意：

では、カラーマットは平面レイヤーに、ネストされたシーケンスはネスト化されたコンポジションに変換され
ます。Photoshop の静止画を After Effects にコピーした場合、After Effects では Photoshop のレイヤー情報
が保持されます。After Effects に Adobe Premiere Pro タイトルをペーストすることはできませんが、Adobe
Premiere Pro のタイトルから属性のあるテキストを After Effects にペーストすることはできます。

1. Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルでアセットを選択します。

2. 編集／コピーを選択します。

3. After Effects のタイムラインパネルでコンポジションを開きます。

4. タイムラインパネルがアクティブになっている状態で、編集／ペーストを選択します。ア
セットがタイムラインパネルの最上層のレイヤーとして表示されます。

アセットを現在の時間インジケーターの位置にペーストするには、現在の時間イ
ンジケーターの位置を合わせ、Ctrl+Alt+V キー（Windows）または Command+Option+V
キー（Mac OS）を押します。

After Effects でのペーストの結果

After Effects のコンポジションにアセットをペーストする場合、コピーされたアセットに含まれるキーフレー
ム、エフェクトおよびその他のプロパティは、次のように変換されます。

Adobe
Premiere Pro
のアセット

After Effects で変換
されたアイテム

注意

オーディオト
ラック

オーディオレイヤー 5.1 サラウンドまたは 16 ビットを超えるオー
ディオトラックはサポートされていません。モ
ノラルおよびステレオオーディオトラックはレ
イヤーとして読み込まれます。

カラーバー＆
トーン

変換されません  

描画モード 変換されます  

クリップマー
カー

レイヤーマーカー  

カラーマット 平面レイヤー  

クロップエフェ
クト

マスクレイヤー  

フレームの保持 タイムリマッププロパ
ティ

 

マスク 変換されます
Premiere Pro のすべてのマスクのプロパティ
（例えば、ぼかし、不透明度、拡張など）は、
マスクを After Effects コンポジションにコピー
すると、After Effects にコピーされます。

モーションまた
は不透明度の値
とキーフレーム

トランスフォームプロ
パティの値とキーフ
レーム

ベジェ、自動ベジェ、連続ベジェまたは停止な
どのキーフレームの種類は保持されます。

シーケンスマー
カー

新規平面レイヤー上の
マーカー

シーケンスマーカーをコピーするには、シーケ
ンス自体をコピーするか、または Adobe
Premiere Pro のプロジェクト全体をコンポジ
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

ションとして読み込む必要があります。

速度プロパティ 時間伸縮プロパティ 速度と時間伸縮は反比例します。例え
ば、Adobe Premiere Pro での 50 ％の速度は
After Effects では 200 ％の伸縮に変換されま
す。

タイムリマップ
エフェクト

タイムリマッププロパ
ティ

 

タイトル 変換されません  

カウントダウン
マーク

変換されません  

ビデオとオー
ディオのトラン
ジション

クロスディゾルブのみ
不透明度キーフレーム
または平面レイヤー

 

ビデオエフェク
トプロパティと
キーフレーム

エフェクトプロパティ
とキーフレーム（エ
フェクトが After
Effects にも存在する
場合）

After Effects では、サポートされていないエフェ
クトはエフェクトコントロールパネルに表示さ
れません。

ボリュームおよ
びチャンネルボ
リュームオー
ディオエフェク
ト

ステレオミキサーエ
フェクト

その他のオーディオエフェクトは変換されませ
ん。

R3D ソース
ファイル用の
ソース設定

R3D ソースファイル
用のソース設定

 

Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込む際は、Premiere Pro から After Effects にコピー
する場合と同様の方法で機能の変換が行われます。

以下も参照してください
1 つの場所へファイルを収集する
プレースホルダーとプロキシ
プリコンポーズとネスト化について
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静止画の準備と読み込み

ページの先頭へ

注意：

静止画ファイルを読み込む準備
単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む
Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み
Adobe Illustrator ファイルの準備と読み込み
Camera Raw を使用した Camera Raw ファイルの読み込み
Cineon および DPX フッテージアイテム

静止画ファイルを読み込む準備

個々の静止画を After Effects に読み込んだり、一連の静止画をシーケンスとして読み込んだりすることができ
ます。After Effects で読み込み可能なすべての静止画の形式についての詳細は、サポートされている読み込み
形式を参照してください。
After Effects 内では RGB カラースペースで作業しますが、CMYK 画像を読み込んで変換することができま
す。ただし、ビデオ、フィルムその他の非プリントメディアを作成する際は、可能であれば、Adobe
Illustrator や Adobe Photoshop などのアプリケーションでは RGB カラースペースで作業してください。RGB
で作業すると、色域が広がり最終出力がより正確に反映されたものになります。
After Effects でのレンダリング時間を短縮するために、静止画を読み込む前に、ファイルをできるだけ完全な
状態にしておきます。通常は、静止画を After Effects で変更するよりも、作成元のアプリケーションでファイ
ルを準備しておくほうが、すばやく簡単に処理できます。After Effects に画像を読み込む前に、次の事柄の実
行を検討します。

ファイル形式が、使用するオペレーティングシステムでサポートされていることを確認し
ます。
表示する必要のないイメージの一部をクロップします。

Illustrator ファイルのサイズは小数（216.5 x 275.5 ピクセルなど）で指定できます。Illustrator ファイ
ルを読み込むと、After Effects では小数のピクセル値を四捨五入して整数のピクセル値（例：217 x 278）に
補正します。四捨五入されたピクセル値は、読み込んだイメージの右（幅）または下（高さ）に黒い線で表示
されます。Illustrator でクロップする場合は、クロップした領域のサイズが整数のピクセル値であることを確
認してください。

領域を透明にする場合は、アルファチャンネルを作成するか、Adobe Photoshop や
Adobe Illustrator などのアプリケーションにある透明ツールを使用します。
最終出力が放送用ビデオの場合は、細い水平線は使用しないようにします。例えば、イ
メージやテキストに 1 pixel の線を使用すると、インターレースの結果ちらついて見える
場合があります。細い線を使用する必要がある場合は、わずかなぼかしを加え、イメージ
やテキストが両方のビデオフィールドに表示されフィールド間でちらつかないようにしま
す（インターレースビデオとフィールドの分割とビデオ用のテキストおよびベクトルグラ
フィックを作成する場合の注意事項を参照）。
最終出力が放送用ビデオの場合は、画像の重要な部分が確実にアクションセーフゾーンや
タイトルセーフゾーンにくるようにします。Adobe Illustrator や Adobe Photoshop でフィ
ルムやビデオのプリセットを使用して書類を作成する場合は、セーフゾーンがガイドライ
ンとして表示されます（セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規を参照）。
最終出力が放送用ビデオの場合は、色がブロードキャストセーフの範囲内に収まるように
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注意：

ページの先頭へ

注意：

します（ブロードキャストセーフカラーを参照）。
命名規則に従った適切な名前でファイルを保存します。例えば、Windows 上で After
Effects にファイルを読み込む場合は、半角英数 3 文字の拡張子を付けます。
ピクセルサイズを After Effects で使う解像度とフレーム縦横比に設定します。時間の経過
に伴ってイメージを拡大または縮小する場合は、プロジェクトのイメージの最大サイズで
細部が十分表示されるように設定します。After Effects は、ファイルの読み込みとレンダ
リングで、30000 x 30000 ピクセルの最大画像サイズをサポートしています。読み込みま
たは書き出しのできる画像の大きさは、After Effects が使用可能な物理 RAM の容量に
よって影響を受けることがあります。コンポジションの最大サイズは 30000 x 30000 ピク
セルです。

Photoshop（または、その他のイメージ編集アプリケーション）で設定したイメージサイズまたはピ
クセルサイズは、dpi（1 インチあたりのドット数）または ppi（1 インチあたりのピクセル数）ではな
く、After Effects に読み込むイメージデータの形式に対応しています。イメージサイズによって、イメージの
幅と高さを表すピクセル数、およびモバイルデバイスのモーションビルボードでイメージが小さいか大きいか
が決まります。dpi または ppi 設定は、イメージの印刷やコピー＆ペーストの倍率に対応します。

単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む

静止画のファイルを単一のフッテージアイテムとして読み込むことも、一連の静止画ファイルを静止画シーケ
ンスとして読み込むこともできます。静止画シーケンス内では各静止画が 1 フレームとして扱われ、全体とし
て単一のフッテージアイテムになります。
複数の画像ファイルを 1 つの静止画シーケンスとして読み込むには、それらのファイルが同じフォルダーにあ
り、同じパターンの英数字のファイル名である必要があります（Seq1、Seq2、Seq3 など）。
静止画シーケンスの中の 1 ファイルと見なされるファイルを読み込む場合は、初期設定では、同じシーケンス
を構成すると考えられる、同一フォルダーにある他のすべてのファイルが読み込みまれます。同様に、1 つの
シーケンスであると見なされる複数のファイルを選択する場合は、初期設定では 1 シーケンスとして読み込ま
れます。読み込みダイアログボックスの下部で、読み込もうとしているアイテムを確認することができます
（ファイルやフォルダーをプロジェクトパネルにドラッグすることでも、画像やシーケンスを読み込むことが
できます）。

ファイルを 1 つだけ読み込みたい場合に他のファイルが読み込まれてしまうのを防いだり、複数のファイ
ルがシーケンスと解釈されて読み込まれるようになるのを防ぐには、読み込みダイアログボックスで
「シーケンス」オプションの選択を解除します。この設定は記憶され、それ以降は初期設定となります。

同じフォルダーから複数のシーケンスを同時に読み込むには、各シーケンスからファイルを選択し、読み込み
ダイアログボックスの下にある「複数のシーケンス」を選択します。
静止画シーケンスを読み込む場合に、非連続の番号フレーム（例：Seq1、Seq2、Seq3、Seq5）を 1 つの
シーケンスとして読み込むには、読み込みダイアログボックスで「アルファベット順にする」オプションを選
択します。このオプションを選択しないで非連続の番号フレームを 1 つのシーケンスとして読み込む場
合、After Effects は、見つからないフレームを警告し、それらをプレースホルダーで置き換えます（編集／環
境設定／読み込み設定で「不明なフレームをレポート」オプションを選択している場合）。
シーケンスの最初の画像の設定を使って、シーケンス全体の画像の変換方法が決定されます。
シーケンス内の画像ファイルが Adobe Photoshop や Adobe Illustrator のようなレイヤーのあるファイル形式
である場合、そのシーケンスを一般的なフッテージアイテムとして読み込むことができます。または、コンポ
ジションとして読み込み、各ファイルの各レイヤーを個別のシーケンスとして読み込んで、タイムラインパネ
ルに個別のレイヤーとして表示されるようにすることもできます。

番号付きのシーケンスがあるコンポジションをレンダリングする場合、出力モジュールは開始フレー
ムの番号を最初のフレーム番号として使用します。例えば、フレーム 25 からレンダリングを開始する場合、
ファイル名に付けられる番号は 00025 になります
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静止画ファイルのシーケンス（左）が After Effects に読み込まれると、1 つの画像シーケンスになります
（右）。

個々の画像シーケンスファイルを確認する

After Effects CC 2015.3 以降のバージョンで画像シーケンスファイルを読み込む場合、シーケンスのすべての
ファイルは個々に確認されません。これにより、特にネットワークストレージから読み込む場合に、画像シー
ケンスの読み込みプロセスを早めることができます。一方、シーケンスに解決できないエイリアスやショート
カットのファイルが含まれている場合（例えば、ドライブがオフラインの場合など）、After Effects はそれら
のファイルが見つからないことをレポートしません。
イメージシーメンスの読み込み中に予想外にフレームが見つからない場合、「個々のファイルを確認」オプ
ションを有効にすることができます。このオプションを有効にするとプロセスは比較的ゆっくりになります
が、シーケンス内のすべてのファイルを確認します（編集／環境設定／読み込み設定で「シーケンスフッテー
ジ：個々のファイルを確認」を有効にします）。

1 つのフッテージアイテムとして静止画のシーケンスを読み込む
1. ファイル／読み込み／ファイルを選択します。

2. シーケンスのいずれかのファイルを選択します。シーケンス内の一部のファイルを読み込
むには、読み込むファイルのうちの最初のファイルを選択し、Shift キーを押したまま最
後のファイルを選択します。

3. 読み込みの種類ポップアップメニューメニューから「フッテージ」を選択します。

4. 「開く」（Windows）または「読み込み」（Mac OS）をクリックします。

5. 「OK」をクリックします。

後でフッテージアイテムの個別の要素にアクセスする場合は、いつでもフッテージをコンポジションに変換す
ることができます詳しくは、統合したフッテージアイテムをコンポジションに変換するを参照してください。

静止画シーケンスをコンポジションとして読み込む

Adobe Photoshop または Adobe Illustrator のファイルをコンポジションとして読み込むと、個別のレイヤー、
描画モード、調整レイヤー、レイヤースタイル、マスク、ガイドおよび Adobe Photoshop や Adobe Illustrator
で作成された他の機能を使用することができます。読み込んだコンポジションと、各レイヤーがフッテージア
イテムとして含まれているフォルダーが、プロジェクトパネルに表示されます。

1. ファイル／読み込み／ファイルを選択します。
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コンポジション - レイヤーサイズを維持

コンポジション

注意：

ページの先頭へ

注意：

2. シーケンスのいずれかのファイルを選択します。シーケンス内の一部のファイルを読み込
むには、読み込むファイルのうちの最初のファイルを選択し、Shift キーを押したまま最
後のファイルを選択します。

3. 読み込みの種類ポップアップメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

元のサイズで各レイヤーを読み込みます。
コンポジションフレームサイズで各レイヤーを読み込む代わりに、元のサイズのレイヤー
のコンポジションを読み込む理由は、それによって、コンポジションフレームの中央では
なく、クロップされたグラフィックの中央に各レイヤーのアンカーポイントが設定される
からです。これにより、読み込んだグラフィックアイテムの個別レイヤーをアニメートす
る場合、トランスフォームをより適切に行えます。例えば、車の各タイヤに個別のレイ
ヤーを設定した場合、元のサイズのレイヤーのコンポジションとして読み込むと、各タイ
ヤの中央にアンカーポイントが設定され、タイヤが回転します。

レイヤーを読み込んで、それぞれのレイヤーのサイズをコンポジション
フレームのサイズに合わせます。

4. 「開く」（Windows）または「読み込み」（Mac OS）をクリックします。

統合したフッテージアイテムをコンポジションに変換する

Adobe Photoshop または Adobe Illustrator などのレイヤーのあるファイルをフッテージとして読み込むと、そ
のすべてのレイヤーが統合されます。後でフッテージアイテムの個別の要素にアクセスする場合は、いつでも
フッテージをコンポジションに変換することができます

フッテージのすべてのインスタンスを変換するには、プロジェクトパネルでファイルを選
択し、ファイル／フッテージの置き換え／レイヤーのあるコンポジションを選択します。
フッテージのインスタンスを 1 つだけ変換するには、タイムラインパネルでレイヤーを選
択し、レイヤー／レイヤーのあるコンポジションに変換を選択します。

統合されたフッテージアイテムからレイヤーのあるコンポジションへの変換には、数分かかる場合が
あります。

シーケンスのフレームレートを変更する

静止画のシーケンスを読み込むときは、環境設定ダイアログボックスの「読み込み設定」にある「シーケンス
フッテージ」で指定したフレームレートが使用されます。初期設定のフレームレートは 30 fps です。読み込
んだ後に、「フッテージを変換」ダイアログでフレームレートを変更することができます。

プロジェクトパネルでシーケンスを選択し、ファイル／フッテージを変換／メインを選択
し、「予測フレームレート」に新しい数値を入力します。

詳しくは、フレームレートを参照してください。

Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み
すべての種類の静止画ファイルに該当する情報および指示については、静止画ファイルを読み込む準

備と単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込むを参照してください。

After Effects には Photoshop レンダリングエンジンが組み込まれているので、位置、描画モード、不透明度、
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注意：

可視、透明度（アルファチャンネル）、レイヤーマスク、レイヤーグループ（ネスト化したコンポジションと
して読み込み）、調整レイヤー、レイヤースタイル、レイヤークリッピングパス、ベクトルマスク、イメージ
ガイド、クリッピンググループなど、Adobe Photoshop ファイルのすべての属性を読み込むことができま
す。
レイヤーのある Adobe Photoshop ファイルを After Effects に読み込む前に十分に準備しておくと、プレ
ビューとレンダリングの時間を短縮できます。また、次の作業を行って、読み込みや更新で問題が発生しない
ようにしてください。

レイヤーを整理して名前を付けます。After Effects に読み込んだ後で、Adobe Photoshop
ファイルのレイヤー名を変更しても、After Effects で元のレイヤーへのリンクが維持され
ます。ただし、レイヤーを削除すると、After Effects は元のレイヤーを見つけることがで
きず、プロジェクトパネルにそのレイヤーが見つからないことが示されます。
各レイヤーに固有の名前が付けられていることを確認してください。これは操作を行う上
での必要条件ではありませんが、混乱を避けるために行っておくことをお勧めします。
Photoshop のファイルを After Effects に読み込んでから Photoshop でレイヤーを追加す
る場合は、プレースホルダーレイヤーをいくつか追加してから、After Effects にファイル
を読み込んでみてください。After Effects でファイルを更新すると、ファイルを読み込ん
だ後で追加されたレイヤーは反映されません。
After Effects に読み込む前に、Photoshop でレイヤーをロック解除してください。ロック
解除は、ほとんどの種類のレイヤーで必要ありませんが、一部の種類のレイヤーで必要で
す。例えば、RGB に変換する必要がある背景レイヤーは、ロック解除しないと正しく読
み込まれません。

After Effects には、レイヤー／新規／Adobe Photoshop ファイルという便利なコマンドがあります。これは、
コンポジションにレイヤーを追加して、そのレイヤーのソースを Adobe Photoshop で開き、ムービーの背景
レイヤーなど、ビジュアル要素の作成を行うことができるものです。Photoshop のレイヤーは、After Effects
コンポジションでの設定に基づいて作成されます。多くの Creative Suite アプリケーションと同様に、After
Effects の「オリジナルを編集」コマンドを使って Photoshop で PSD ファイルを開き、変更を行って保存
し、この変更を PSD ソースファイルを参照するムービーに直ちに反映することができます。「オリジナルを
編集」を使わない場合でも、「フッテージを再読み込み」コマンドで After Effects のレイヤーを更新し、最新
の状態の PSD ファイルを使うことができます（レイヤーと新しい Photoshop フッテージアイテムを作成する
と作成元のアプリケーションでフッテージを編集するを参照）。

静止画の細い水平線からのインターレースのちらつきを防止するには、静止画を After Effects に読み
込む前に Photoshop でインターレースのちらつき除去を実行します。Photoshop には、このようなユーティ
リティ目的のいくつかのビデオアクションが含まれています。

Photoshop ファイルの準備および読み込みに関するオンラインリソース

Richard Harrington と Ian Robinson が、Peachpit Press の Web サイトで、彼らの著作『Motion Graphics
with Adobe Creative Suite 5 Studio Technique』の一部の章をサンプルとして無償で公開しています。この章
には、Illustrator および Photoshop のファイルを準備する方法が示されています。
Photoshop PSD ファイルを After Effects に読み込んで使用する方法について詳しくは、Andrew Devis が
Creative Cow の Web サイトで公開しているこのビデオチュートリアルを参照してください。

カラーモード

After Effects で、レイヤーのある Photoshop（PSD）ファイルをコンポジションとして読み込んで、レイヤー
を分割するには、それらのファイルを RGB またはグレースケールカラーモードで保存する必要がありま
す。CMYK、LAB、デュオトーン、モノトーン、トライトーンカラーモードは、レイヤーファイルではサポー
トされていません。After Effects は、これらのいずれかのカラーモードを使用するファイルを 1 つの統合され
たイメージとして読み込みます（Photoshop は、ビットマップやインデックスなど、Photoshop で使用可能な
その他のカラーモードでのレイヤーをサポートしていません）。

Photoshop でドキュメントのカラーモードを確認または変更するには、イメージ／モードを選択します
（カラーモードは、ドキュメントウィンドウのタイトルバーにも表示されます）。
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編集可能なレイヤースタイル

注意：

レイヤースタイルをフッテージに統合

マスクとアルファチャンネル

Adobe Photoshop では、各レイヤーに対して、透明部分およびオプションとして 1 つのレイヤーマスク（ア
ルファチャンネル）がサポートされます。これらのレイヤーマスクを使用すると、表示または非表示にするレ
イヤー内の領域を指定できます。レイヤーを 1 つ読み込むと、レイヤーマスク（ある場合）と透明部分が統合
され、レイヤーマスクがストレートアルファチャンネルとして読み込まれます。
レイヤーのある Adobe Photoshop ファイルを 1 つの統合されたレイヤーとして読み込むと、すべてのレイ
ヤーの透明部分とレイヤーマスクが、白で合成される 1 つのアルファチャンネルに統合されます。
Adobe Photoshop ファイルをコンポジションとして読み込むと、ベクトルマスクは After Effects のマスクに
変換されます。After Effects 内で、これらのマスクを変更したりアニメートしたりできます。

Photoshop のクリップグループ、レイヤーグループおよびスマートオブジェクト

レイヤーのある Adobe Photoshop ファイルにクリップグループが含まれている場合は、各クリップグループ
が、メインコンポジションにネストされたプリコンポジションとして読み込みまれます。クリップグループコ
ンポジションの各レイヤーに「下の透明部分を維持」オプションが自動的に適用され、透明度の設定が維持さ
れます。ネストされたプリコンポジションのサイズは、メインコンポジションのサイズと同じです。

Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、メインコンポジション内でのプリコンポジションの正し
い位置を維持しながら、そのサイズをコンテンツのサイズにクロップするスクリプトを公開しています。

Adobe Photoshop レイヤーグループは、個別のコンポジションとして読み込まれます。
レイヤーを Adobe Photoshop でグループ化してスマートオブジェクトにすると、一連の Adobe Photoshop レ
イヤーのグループを個別のレイヤーとして After Effects に読み込むことができ、大変便利です。例え
ば、Adobe Photoshop で、前景にあるオブジェクトを作成するのに 20 レイヤー、背景にあるオブジェクトに
30 レイヤーを使ったとすると、背景オブジェクトの前で飛んでいる前景のオブジェクトを動かしたいだけで
あれば、おそらくそれらのレイヤーのすべてを After Effects に読み込む必要はありません。PSD ファイルを
After Effects に読み込む前に、これらのレイヤーを前景スマートオブジェクト 1 つ、背景スマートオブジェク
ト 1 つにグループ化することを考慮してください。

Photoshop のレイヤースタイルとブレンドモード

また After Effects は、描画モードとこのファイルに適用するレイヤースタイルをサポートしています。レイ
ヤースタイルが設定された Photoshop ファイルを読み込む場合は、「編集可能なレイヤースタイル」オプ
ションまたは「レイヤースタイルをフッテージに統合」オプションを選択できます。

Photoshop での外観に一致させ、サポートされているレイヤースタイルのプロ
パティを編集可能なプロパティとして保持します。

レイヤースタイルの設定されているレイヤーは、3D レイヤーと交差したり、シャドウを落としたりす
る場合の妨げになります。

レイヤースタイルはレンダリングを高速化するためにレイヤーに結合
されますが、Photoshop の外観と異なる場合があります。このオプションを選択した場合は、3D レイヤーと
交差したり、シャドウを落としたりする場合の妨げにはなりません。

Photoshop ビデオレイヤー

Photoshop ファイルはビデオやアニメーションのレイヤーを含んでいることがあります。After Effects では、
これらのファイルを他の Adobe Photoshop ファイルのようにすべてのレイヤーが統合されたフッテージアイ
テムとして、または Photoshop レイヤーが分割された After Effects で編集可能なコンポジションとして読み
込むことが可能です（Adobe Photoshop のビデオレイヤーでの作業には QuickTime 7.1 以降が必要です）。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

注意：

After Effects では、静止画シーケンスをソースとして使用する Photoshop ビデオレイヤーを読み込め
ません。

After Effects CS6 以降では、Photoshop .psd ドキュメントでのビデオレイヤーはサポートされなくなりまし
た。このレイヤーにはデュレーションが設定されたままですが、再生されません。Photoshop のアニメーショ
ンタイムラインで利用可能なプロパティ（位置や不透明など）を持つレイヤーのアニメートはサポートされま
す。

Adobe Illustrator ファイルの準備と読み込み
すべての種類の静止画ファイルに該当する情報および指示については、静止画ファイルを読み込む準

備と単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込むを参照してください。

After Effects に読み込む Adobe Illustrator ファイルを保存する前に、次のことを行います。

ビデオとフィルムドキュメントプロファイルのいずれかの設定を使用して、Illustrator で
ドキュメントを作成します。これにより、ビデオまたはフィルム作業に適切なサイズでド
キュメントが作成されるとともに、適切なフレームサイズと大きなフレームサイズの 2 つ
のアートボードでドキュメントが作成されます。そのようなドキュメントを After Effects
に読み込むと、小さいアートボードの外側の領域がクリップされることはなく、コンポジ
ションフレームの外側に保持されます。これは、コンポジションとして読み込まれた複数
レイヤーのある Illustrator ドキュメントにのみ機能します。
Adobe Illustrator ファイルが After Effects で正しく表示されるように、Adobe Illustrator 形
式オプションダイアログボックスで「PDF 互換ファイルを作成」オプションを選択しま
す。
Illustrator から After Effects にパスをコピーするには、Illustrator の環境設定ダイアログ
ボックスの「ファイル管理・クリップボード」セクションで、「パスを保持」オプション
を選択します。
After Effects でファイルを最も忠実にラスタライズするには、Adobe Illustrator 8.x EPS
や 9.x EPS 形式ではなく、AI 形式で保存します。
Illustrator ファイル内のオブジェクトを個別のレイヤーに分割するには、Illustrator で「レ
イヤーに分配」コマンドを使用します。その後、レイヤーファイルを After Effects に読み
込んで、レイヤーを個別にアニメートすることができます。
オリジナルを編集を使用して、Illustrator 内のオブジェクトとレイヤーを移動する場合
は、Illustrator ドキュメントをドキュメントサイズのレイヤーのコンポジションとして
After Effects に読み込みます（「レイヤーサイズを維持」オプションを使用しません）。

Adobe Illustrator ファイルを読み込むと、すべての空白部分がアルファチャンネルに変換されて透明になりま
す。

Adobe Illustrator ファイルを既に読み込んである場合は、アンチエイリアス機能を画質を優先して行う
のか、処理速度を優先して行うのかを指定できます。プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選び、ファ
イル／フッテージを変換／メインを選択し、ダイアログボックス下部の「詳細オプション」ボタンをクリック
します。

After Effects では、Illustrator ファイルに埋め込まれているカラープロファイルを読み込みません。色を忠実に
再現するには、Illustrator ファイルを作成したときに使用したカラープロファイルに一致する入力カラープロ
ファイルを Illustrator のフッテージアイテムに割り当てます。

After Effects では、Illustrator CS2 より後のバージョンとして保存された AI ドキュメントの描画モードを
読み取れません。Illustrator から After Effects にファイルを読み込む際に描画モード情報を保持する必要が
ある場合は、ドキュメントを Illustrator CS2 ドキュメントとして保存してください。
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ページの先頭へ

注意：

注意：

ページの先頭へ

ベクトルグラフィックのシャープネスを維持する（ピクセル化の回避）方法について詳しくは、ベクトルグラ
フィックを含むレイヤーを連続ラスタライズするを参照してください。

Illustrator ファイルの準備および読み込みに関するオンラインリソース

Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、After Effects で使用するテキストを Illustrator で作成する方
法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Dave Nagel が、DMN の Web サイトで、Illustrator のオブジェクトが After Effects の個別のレイヤーに配置
されるように、Illustrator ドキュメントを After Effects に読み込む方法について説明しています。
JETalmage が、アドビ ユーザーフォーラムで、Illustrator 内のサブレイヤーを最上位レイヤーに変換するスク
リプトを公開しています。Illustrator ファイルを After Effects に読み込んで、これらのアイテムを個別にアニ
メートする場合は、この手順で Illustrator ファイルを準備する必要があります。
Steve Holmes が、Layers Magazine の Web サイトで、Illustrator で蔓状の渦巻き模様を作成し、After Effects
に読み込んで表示し、線エフェクトを使用してアニメートする方法を示すチュートリアルを公開しています。
Richard Harrington と Ian Robinson が、Peachpit Press の Web サイトで、彼らの著作『Motion Graphics
with Adobe Creative Suite 5 Studio Technique』の一部の章をサンプルとして無償で公開しています。この章
には、Illustrator および Photoshop のファイルを準備する方法が示されています。

Camera Raw を使用した Camera Raw ファイルの読み込み

Camera Raw ファイルのシーケンスは、種類の違う静止画ファイルのシーケンスを読み込む場合と同様に読み
込むことができます。
After Effects は、シーケンス最初の Camera Raw 画像の設定を、自らの XMP サイドカーファイルのないシー
ケンスにあるすべての画像に適用します。After Effects は画像設定について、Camera Raw データベースを確
認しません。

Camera Raw ファイルは圧縮されていません。サイズが大きいので、レンダリング時間が必要以上に
長くなることがあります。

ファイル／読み込み／ファイルを選択します。
Camera Raw ファイルを選択して「開く」をクリックします。
Camera Raw ダイアログボックスで必要な調整を行い、「OK」をクリックします。

Camera Raw 画像は、読み込んだ後に調整することができます。Camera Raw ダイアログボックスにある画
像を開くには、プロジェクトパネルからフッテージアイテムを選び、ファイル／フッテージを変換／メインを
選択し、「詳細オプション」をクリックします。

入力カラープロファイルを Camera Raw 画像に割り当てて、カラーマネジメントされたプロジェクト
で使用することはできません。色を自動的に変換する方法についての詳しくは、入力カラープロファイルの割
り当てによるフッテージアイテムの変換を参照してください。

Conrad Chavez、Bruce Fraser、Jeff Schewe、Ben Willmore および Dan Ablan 著書からの「Camera
Raw」に関する無料の抜粋へのリンクは このブログポストを参照してください。

Cineon および DPX フッテージアイテム

映画フィルム作成ワークフローで共通しているのは、フィルムをスキャンしてフレームを Cineon または DPX
ファイル形式にエンコードする点です。DPX（Digital Picture Exchange）形式は、Cineon 形式と密接に関連
している標準形式です。
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変換済みブラックポイント

変換済みホワイトポイント

10 bit ブラックポイント

10 bit ホワイトポイント

現在のガンマ

ハイライトロールオフ

Cineon 4.5 または Digital Picture Exchange（DPX）ファイルを、個別のフレームまたは番号付きの静止画
シーケンスとして、直接 After Effects プロジェクトに読み込むことができます。Cineon または DPX ファイル
を読み込むと、コンポジション内でファイルが使用可能になり、コンポジションを画像シーケンスとしてレン
ダリングできるようになります
映画フィルムのフルダイナミックレンジを保持するために、対数 10 bpc で格納されます。ただし、After
Effects 内部では、プロジェクトの色深度に応じて 8 bpc、16 bpc または 32 bpc カラーが使われます。16 ま
たは 32 bpc のプロジェクトで Cineon ファイルを処理するときは、初期設定では、対数値がフルレンジに拡
張されます。
Cineon データには、685 個の 10 bit ホワイトポイント、95 個の 10 bit ブラックポイントがあります。685 を
超える値は維持されますが、ハイライトとして処理されます。ハイライトを急激に白にクリップする代わり
に、After Effects ではハイライトロールオフ値で定義した傾斜を使用してハイライトを変換します。10 bit ホ
ワイトポイントおよび 10 bit ブラックポイントの入力レベルと、変換後の出力ホワイトポイントおよびブラッ
クポイントのレベルを、特定のフッテージアイテムまたは作成条件に合うように変更できます。
Cineon フッテージアイテムを使用するときにプロジェクトの色深度を 32 bpc に設定して、ハイライトが保持
されるようにします。この場合、ハイライトをロールオフする必要はありません。
出力モジュール設定ダイアログボックスの形式メニューで DPX/Cineon シーケンスを選択して、Cineon 設定
ダイアログボックスを開いて、出力オプションを設定できます。Cineon 設定ダイアログボックスのファイル
形式セクションで、DPX（.dpx）ファイルまたは FIDO/Cineon 4.5（.cin）ファイルのどちらを出力するかを
選択します。
After Effects では、3 つの基本的な方法で Cineon フッテージアイテムのカラーを操作できます。

最も簡単でお勧めする方法は、カラーマネジメントを有効にし、フッテージを変換ダイア
ログボックスの「カラーマネジメント」タブで、フッテージが記録されたフィルムストッ
クに対応するように、入力カラープロファイルを Cineon フッテージに割り当てる方法で
す。フィルムへの出力を作成する場合は、出力ファイルがフィルムストックと一致するよ
うに、出力カラープロファイルと同じプロファイルを使用します。Cineon フッテージア
イテムでカラーマネジメント機能を使用する利点の 1 つは、他のフッテージタイプからの
イメージを使用したコンポジションの作成が容易になることでます詳しくは、入力カラー
プロファイルの割り当てによるフッテージアイテムの変換を参照してください。
Cineon フッテージアイテムの変換が時間の経過に応じて変化するように設定する必要が
ある場合は、Cineon フッテージアイテムをソースとして使用するレイヤーに Cineon コン
バーターエフェクトを適用します。詳しくは、Cineon コンバーターエフェクトを参照し
てください。
Cineon フッテージアイテムの設定を手動で変更する必要がある場合、またはカラーマネ
ジメントを使用しない場合は、Cineon 設定ダイアログボックスを使用します。このダイ
アログボックスを開くには、フッテージの変換ダイアログボックスの「カラーマネジメン
ト」タブにある「Cineon 設定」ボタンをクリックします。

Cineon 設定ダイアログボックスの手動設定

After Effects で、レイヤーに使用するブラックポイントを指定します。

After Effects で、レイヤーに使用するホワイトポイントを指定します。

10 bit Cineon レイヤーを変換するためのブラックレベル（最小密度）を指定しま
す。

10 bit Cineon レイヤーを変換するためのホワイトレベル（最大密度）を指定しま
す。

ターゲットガンマ値を指定します。

明るいハイライトを修正するために使用するロールオフ値を指定します。32 bpc で作
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対数変換

単位

業しているときに範囲の値より大きくするには、値を「0」に設定します。

Cineon シーケンスを対数カラースペースから「現在のガンマ」で指定したガンマに変換しま
す。Cineon ファイルから出力する準備ができたら、必ず変換を元に戻します（対数からリニアに変換するに
は、「現在のガンマ」を「1」に設定します）。

ダイアログボックスの値を表示するときに After Effects で使用する単位を指定します。

以下も参照してください
メモリとディスク
Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーする
出力モジュールと出力モジュールの設定
フッテージアイテムを読み込む
レイヤースタイル
Photoshop と After Effects の使用
入力カラープロファイルの割り当てによるフッテージアイテムの変換
Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーする
Camera Raw
カラーマネジメント
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レイヤーの作成

ページの先頭へ

レイヤーの概要
フッテージアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する
平面レイヤーと平面フッテージアイテム
調整レイヤー
レイヤーと新しい Photoshop フッテージアイテムを作成する

レイヤーの概要

レイヤーは、コンポジションを構成する要素です。レイヤーがないコンポジションは、ただの空のフレームで
す。コンポジションに作成できるレイヤーの数に制限はありません。1 つのコンポジションのレイヤーの数が
数千枚になる場合もあれば、1 枚だけの場合もあります。
After Effects のレイヤーは、Adobe Premiere Pro のトラックに似ていますが、大きな違いは、After Effects の
各レイヤーには、ソースとして 1 つのフッテージアイテムしか含められませんが、Premiere Pro のトラック
には複数のクリップを含めることができることです。また After Effects のレイヤーは、Photoshop のレイヤー
に似ていますが、レイヤーの作業インターフェイスは異なります。After Effects のタイムラインパネルでのレ
イヤーの操作方法は、Photoshop のレイヤーパネルでのレイヤーの操作方法とほぼ同じです。
レイヤーには次のような種類があります。

静止画、ムービー、オーディオトラックなど、インポートしたフッテージアイテムに基づ
くビデオおよびオーディオレイヤー
カメラ、ライト、調整レイヤー、ヌルオブジェクトなどの特殊機能を使用するために
After Effects 内で作成するレイヤー
After Effects 内で作成した平面フッテージアイテムに基づく平面レイヤー
シェイプレイヤーやテキストレイヤーなど、After Effects 内で作成したビジュアル要素を
含む生成レイヤー
コンポジションをソースフッテージアイテムとして使用するプリコンポジションレイヤー

レイヤーを変更しても、レイヤーのソースフッテージアイテムは変更されません。同じフッテージアイテムを
複数のレイヤーでソースとして使用し、レイヤーごとに異なる設定でフッテージを使用できます（フッテージ
アイテムの読み込みと変換を参照）。
1 つのレイヤーに変更を加えても、リンクを設定していない限り、他のレイヤーは変更されません。そのた
め、同じコンポジション内の他のレイヤーを変更することなく、特定の 1 つのレイヤーのマスクを移動、回
転、描画できます。
コンポジションのすべてのレイヤーには自動的に番号が付きます。初期設定では、番号はタイムラインパネル
のレイヤー名の横に表示されます。番号は、重なり順でのそのレイヤーの位置に対応しています。重なり順を
変更すると、それに応じてすべての番号が変更されます。レイヤーの重なり順はレンダリングの順序に影響す
るので、コンポジションのプレビューや最終的なレンダリング結果にも影響します（レンダリングの順序とト
ランスフォームのコラップスを参照）。

レイヤーパネル、コンポジションパネル、タイムラインパネル内のレイヤー
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レイヤーをコンポジションに追加した後で、コンポジションパネルで再配置できます。タイムラインパネルで
は、レイヤーのデュレーション、開始時間、レイヤーの重なり順での順序を変更できます。また、タイムライ
ンパネルでは、レイヤーの任意のプロパティを変更することもできます（タイムラインパネルのレイヤープロ
パティを参照）。
コンポジションパネルまたはエフェクトコントロールパネルでは、マスクの描画など、様々な作業を行うこと
ができます。ただし、モーションのトラッキングやペイントツールの使用などの作業は、レイヤーパネルで行
う必要があります。
レイヤーパネルには、トランスフォームをレイヤーに適用する前のレイヤーが表示されます。例えば、レイ
ヤーパネルにはレイヤーのスケールプロパティを変更した結果は表示されません。あるレイヤーと他のレイ
ヤーとの関係や、トランスフォームの結果を確認するには、コンポジションパネルを使用します。
ソースフッテージに基づかないレイヤーは生成レイヤーです。生成レイヤーには、テキストレイヤーとシェイ
プレイヤーがあります。生成レイヤーは、レイヤーパネルで開くことはできません。ただし、生成レイヤーを
プリコンポーズして、そのプリコンポジションをレイヤーパネルで開くことはできます。

レイヤーに加えた変更（マスクやエフェクトなど）をレイヤーパネルに表示するには、レイヤーパネルで
「レンダリング」チェックボックスをオンにします。変更前の元のレイヤーを表示するには、「レンダリ
ング」チェックボックスをオフにします

レイヤーとレイヤーソースを開く

プリコンポジションレイヤー以外のレイヤーをレイヤーパネルで開くには、レイヤーをダ
ブルクリックするか、レイヤーを選択して、レイヤー／レイヤーを開くを選択します。
プリコンポジションレイヤーのソースコンポジションをコンポジションパネルで開くに
は、レイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択して、レイヤー／コンポジション
を開くを選択します。
レイヤーのソースフッテージアイテムを開くには、Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押しながらレイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択して、
レイヤー／レイヤーソースを開くを選択します。

レイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）すると、「フッ
テージを開く」または「コンポジションを開く」を選択してレイヤーのソースアイテムを開くことができ
ます。

プリコンポジションレイヤーをレイヤーパネルで開くには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながらレイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択
して、レイヤー／レイヤーを開くを選択します。

フッテージアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを
変更する

プロジェクトパネルに表示されるフッテージアイテムなら、他のコンポジションなど、どのアイテムからでも
レイヤーを作成できます。フッテージアイテムをコンポジションに追加した後で、作成されたレイヤーを変更
したりアニメートすることができます。
コンポジションにさらに別のコンポジションを追加すると、追加したコンポジションをソースとして使用する
レイヤーが作成されます（プリコンポーズ、ネスト化およびプリレンダリングを参照）。
静止画フッテージの環境設定（環境設定／読み込み設定）では、静止画フッテージアイテムをソースとして使
用するレイヤーの、初期設定のデュレーションを調整できます。初期設定では、静止画のレイヤーをソースと
して作成するときは、コンポジションのデュレーションがレイヤーの初期設定デュレーションとなります。レ
イヤーが作成された後で、レイヤーをトリミングすることによってデュレーションを変更できます。

初期設定では、新しいレイヤーは、コンポジションのデュレーションの開始点から始まります。現在
の時間から新しいレイヤーを開始する場合は、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／
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環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、「レイヤーをコンポジションの開始時間に作成」チェックボッ
クスをオフにします。

レイヤーをコンポジションに追加したら、フレームに合わせてレイヤーをスケールし、位置を調節します（レ
イヤーをスケールまたは反転するを参照）。

1 つまたは複数のフッテージアイテムからレイヤーを作成する

複数のフッテージアイテムからレイヤーを作成した場合は、それらのレイヤーが、プロジェクトパネルで選択
した順番に重なってタイムラインパネルに表示されます。

1. プロジェクトパネルで 1 つまたは複数のフッテージアイテムおよびフォルダーを選択し
ます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

選択したフッテージアイテムをコンポジションパネルにドラッグします。

Shift キーを押しながらドラッグして、レイヤーをコンポジションの中央またはエッジ
にスナップします。

選択したフッテージアイテムをタイムラインパネルにドラッグします。タイムライン
パネルのレイヤーアウトラインにドラッグすると、マウスボタンを放す直前にレイ
ヤーの挿入位置が強調表示されます。タイムラインパネルのタイムグラフエリアにア
イテムをドラッグした場合は、マウスボタンを放す直前にレイヤーのインポイント位
置が時間インジケーターで示されます。

インポイントを時間インジケーターにスナップするには、Shift キーを押しながらド
ラッグします。

選択したフッテージアイテムをプロジェクトパネル内のコンポジション名またはアイ
コンにドラッグするか、Ctrl + / キー（Windows）または Command + / キー（Mac
OS）を押します。新しいレイヤーは、選択したレイヤーのすぐ上のコンポジション
の中心に作成されます。レイヤーが選択されていない場合、新しいレイヤーがレイ
ヤースタックの一番上に作成されます。

トリムしたフッテージアイテムから新規レイヤーを作成する

フッテージアイテムに基づくレイヤーをコンポジションに挿入する前に、動画フッテージアイテムをフッテー
ジパネルでトリムできます。

1. フッテージアイテムをフッテージパネルで開くには、プロジェクトパネルでフッテージア
イテムをダブルクリックします。（フッテージアイテムの整理、表示、管理、トリムを参
照）。

2. フッテージパネルで、レイヤーのインポイントとして使用するフレームに現在の時間イン
ジケーターを移動し、フッテージパネルの下部にある「インポイントを設定」ボタン  を
クリックします。

3. フッテージパネルで、レイヤーのアウトポイントとして使用するフレームに現在の時間イ
ンジケーターを移動し、フッテージパネルの下部にある「アウトポイントを設定」ボタン
をクリックします。

4. トリムしたフッテージアイテムに基づくレイヤーを作成するには、フッテージパネルの下
部にある「編集」ボタンをクリックします。

新しいレイヤーを既存のレイヤーの一番上に作成し、インポイントをタイムラインパネル
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の現在の時間に設定します。

これも新しいレイヤーを既存のレイヤーの一番上に作成し、インポイントをタイムライン
パネルの現在の時間に設定しますが、他のレイヤーはすべて分割します。新しく作成した
分割レイヤーは、その時間位置が後ろに移動します。したがって、それらのインポイント
は挿入されたレイヤーのアウトポイントと同じ時間です。

レイヤーのソースを別のフッテージアイテムに置き換える
1. タイムラインパネルで 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

2. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、任意のフッテージア
イテムをプロジェクトパネルからタイムラインパネル内の選択したレイヤーにドラッグし
ます。

平面レイヤーと平面フッテージアイテム

単色の平面レイヤーを最大 30,000 x 30,000 ピクセルのサイズで作成できます。平面レイヤーとは、単色の
フッテージアイテムをソースとするレイヤーです。平面レイヤーと平面フッテージアイテムは、通常どちら
も平面と呼ばれます。
他のフッテージアイテムと同様、マスクを追加したり、トランスフォームプロパティを変更したり、エフェク
トを適用したりできます。平面は、背景に色を付ける場合や、合成エフェクトを制御する基本レイヤーとして
使用する、または簡単なグラフィックイメージを作成するときに使います。
平面フッテージアイテムは、自動的にプロジェクトパネルの平面フォルダーに保存されます。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、選択した平面フッテージアイテムの名前をプロジェクトパネル
で変更できるスクリプトを公開しています。例えば、このスクリプトを使用して、ピクセルサイズ、縦横比、
および RGB カラー値を名前に含めることができます。

After Effect CS6 以降では、新しいソリッドレイヤーは 17％ グレー（45/255）です。新しいユーザー
インターフェイスの初期設定の明るさは暗くなっており、このソリッドレイヤーと対照をなしています。

平面レイヤーまたは単色のフッテージアイテムを作成する

コンポジション内にレイヤーを作成せずに平面フッテージアイテムを作成するには、ファ
イル／読み込み／平面を選択します。
平面フッテージアイテムを作成し、そのアイテムのレイヤーを現在のコンポジションと同
じサイズで作成するには、レイヤー／新規／平面を選択するか、Ctrl + Y キー
（Windows）または Command + Y キー（Mac OS）を押します。
コンポジションと同じサイズの平面レイヤーを作成するには、「コンポジションサイズ作
成」を選択します。

平面レイヤーと単色のフッテージアイテムの設定を変更する

選択した平面レイヤーまたはフッテージアイテムの設定を変更するには、レイヤー／平面
設定を選択します。
現在のフッテージアイテムを使用するすべての平面レイヤーに変更を適用する場合は、
「この平面を使用するすべてのレイヤーに適用」チェックボックスをオンにします。この
チェックボックスをオフにしてレイヤー／平面設定を選択した場合は、選択しているレイ
ヤーのソースとなる新しいフッテージアイテムが作成されます。

178

http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffsolidrenamer_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffsolidrenamer_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffsolidrenamer_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffsolidrenamer_jp


ページの先頭へ

注意：

注意：

ページの先頭へ

調整レイヤー

レイヤーにエフェクトを適用した場合、エフェクトはそのレイヤーにのみ適用され、他のレイヤーには適用さ
れません。しかし、調整レイヤーを作成すると、エフェクトを独立させて操作することができます。調整レイ
ヤーに適用したエフェクトは、そのレイヤーの下にあるすべてのレイヤーに適用されます。調整レイヤーを重
なり順の一番下に置くと、調整レイヤーの視覚的な効果はなくなります。
調整レイヤーのエフェクトはその下にあるすべてのレイヤーに適用されるので、一度に多数のレイヤーにエ
フェクトを適用する場合に便利です。この点以外は、調整レイヤーの動作は他のレイヤーと同じです。例え
ば、調整レイヤーのプロパティを使用して、キーフレームまたはエクスプレッションを操作できます。

詳しく説明すると、調整レイヤーは、レイヤーの重なり順で調整レイヤーの下にあるすべてのレイ
ヤーから作成されたコンポジットにエフェクトを適用します。このため、調整レイヤーにエフェクトを適用す
ると、調整レイヤーの下にある各レイヤーに同じエフェクトを個別に適用した場合よりもレンダリングパ
フォーマンスが高くなります。

複数のレイヤーにまとめてエフェクトまたはトランスフォームを適用する場合は、それらのレイヤーをプ
リコンポーズしてから、エフェクトまたはトランスフォームを適用します（レイヤーをプリコンポーズす
るを参照）。

調整レイヤーでマスクを使用すると、下のレイヤーの特定の部分だけにエフェクトを適用できます。また、下
のレイヤーに含まれる特定の物体の回りを動き回るようにマスクをアニメートすることもできます。

調整レイヤーを作成するには、レイヤー／新規／調整レイヤーを選択するか、Ctrl + Alt +
Y キー（Windows）または Command + Option + Y キー（Mac OS）を押します。
選択したレイヤーを調整レイヤーに変換するには、タイムラインパネルでそのレイヤーの
調整レイヤースイッチ  をクリックするか、レイヤー／スイッチ／調整レイヤーを選択
します。

レイヤーの調整レイヤースイッチの選択を解除すると、通常のレイヤーに戻すことができます。

調整レイヤーに関するオンラインリソース

Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、調整レイヤーを使用してムービーの短いデュレーション
や特定の部分にだけエフェクトを適用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、調整レイヤーとしてライトを使用して、各ライトが影響を
与えるレイヤーを正確に制御する方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、選択したレイヤーのデュレーションに合わせて調整
レイヤーがトリムされた状態で、選択した各レイヤーの上に調整レイヤーを作成するスクリプトを公開してい
ます。

レイヤーと新しい Photoshop フッテージアイテムを作成する

After Effects から Adobe Photoshop ファイルを作成すると、Photoshop が起動し、新規の PSD ファイルが作
成されます。この PSD ファイルは、現在のプロジェクトと同じサイズの空白の Photoshop レイヤーと、適切
なタイトルセーフガイドおよびアクションセーフガイドで構成されています。PSD ファイルの色深度
は、After Effects プロジェクトの色深度と同じになります。
新規作成した PSD ファイルは、フッテージアイテムとして After Effects に自動的に読み込まれま
す。Photoshop で保存した変更内容は、After Effects のフッテージアイテムに表示されます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Photoshop フッテージアイテムを作成して、そのアイテムを現在のコンポジションの新し
いレイヤーのソースとして使用するには、レイヤー／新規／Adobe Photoshop ファイルを
選択します。Photoshop レイヤーは、コンポジションの一番上のレイヤーとして追加され
ます。
最後に開いたコンポジションの設定で Photoshop フッテージアイテムを作成し、そのアイ
テムをコンポジションに追加しないようにするには、ファイル／新規／Adobe Photoshop
ファイルを選択します。
レイヤーのキーボードショートカット
レイヤーをプリコンポーズする
テキストレイヤーの作成と編集
3D レイヤー
カメラ、ライト、目標点
シェイプとシェイプレイヤーについて
ヌルオブジェクトレイヤー
フッテージアイテムでの作業
レイヤーをトリム、延長、またはスリップ編集する
エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する
マスクの作成
Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み
Photoshop と After Effects の使用
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レイヤーの選択と配置

ページの先頭へ

レイヤーを選択する
選択しているレイヤーの重なり順を変更する
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ページの先頭へ

注意：

チャートパネルでレイヤーの名前をクリックします。
コンポジションパネルで他のレイヤーと重なっているレイヤーを選択するには、コンポジ
ションパネルでそのレイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながら
クリック（Mac OS）して、選択／[レイヤー名]を選択します。
レイヤーパネル内で開いているレイヤーを選択するには、ウィンドウメニューまたはレイ
ヤーパネルのビューアメニューからレイヤー名を選択します。
位置番号でレイヤーを選択するには、テンキーパッドでそのレイヤーの番号を押します。
レイヤーの位置番号が 2 

182

http://aescripts.com/zorro-the-layer-tagger/
http://aescripts.com/zorro-the-layer-tagger/
http://aescripts.com/zorro-the-layer-tagger/
http://aescripts.com/zorro-the-layer-tagger/


ページの先頭へ

ページの先頭へ

または Command + Option + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。
選択したレイヤーの重なり順位を一番上に上げるには、Ctrl + Alt + Shift + 上向き矢印
キー（Windows）または Command + Option + Shift + 上向き矢印キー（Mac OS）を押
します。選択したレイヤーの重なり順位を一番下に下げるには、Ctrl + Alt + Shift + 下向
き矢印キー（Windows）または Command + Option + Shift + 下向き矢印キー（Mac
OS）を押します。
レイヤーを前面に出したり、背面に送ったりするには、レイヤーを選択し、レイヤー／ア
レンジを選択してから「レイヤーを 1 つ前に移動」、「レイヤーを 1 つ後ろに移動」、
「レイヤーを前面に移動」、または「レイヤーを背面に移動」を選択します。

レイヤーをコピー（またはカット）＆ペーストすると、レイヤーはコピー（またはカット）＆ペースト操
作の前に選択されたのと同じ順序でタイムラインパネルの上から下に向かって表示されるようペーストさ
れます。レイヤーを Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）または Command キーを押しながらク
リック（Mac OS）すると、任意の順序でレイヤーを選択し、選択したレイヤーをカットして、すぐにペー
ストすることで、レイヤーを選択された順序に並べ替えることができます。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、コンポジション内のレイヤーをインポイント、アウトポイン
ト、選択順、レイヤー名またはランダム順に従って並べ替えることで、レイヤーの重なり順を変更できるスク
リプトを公開しています。
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ページの先頭へ

注意：

動きのないイメージがぼかされないようにするには、レイヤーの位置の値が小数値になっていないことを確認
してください。これにより、画質が最高に設定されているレイヤーをサブピクセルに配置したときに使用され
る再サンプリングが行われないようになります。

コンポジションパネルでドラッグしてレイヤーを移動する
ドラッグしたときにレイヤーのエッジをグリッドまたはガイドにスナップさせるには、ビュー／グリッド
へスナップまたはビュー／ガイドへスナップを選択します。

タイムラインパネルでレイヤーを選択し、選択ツール  を使用して選択したレイヤーをド
ラッグします。
コンポジションパネルでレイヤーをドラッグして移動すると、同時にその位置の変化が情
報パネルに表示されます。

位置プロパティを直接変更してレイヤーを移動する
1. 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

2. タイムラインパネルに位置プロパティを表示するには、P キーを押します。

3. タイムラインパネルで位置プロパティを変更します。

矢印キーでレイヤーを移動する
1. 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

2. 選択したレイヤーを 1 ピクセルずつ左、右、上、下に移動するには、矢印キーを押しま
す。10 ピクセルずつ移動するには、Shift キーを押しながら矢印キーを押します。

矢印キーでレイヤーを移動する場合、レイヤーは現在の拡大率で 1 ピクセル移動しま
す。矢印キーでレイヤーをより正確に移動するには、コンポジションパネルをズーム
インします（プレビュー用にイメージをズームするを参照）。

位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートする

初期設定では、各位置プロパティには 2 つまたは 3 つのコンポーネントがあり、それぞれが 1 つの次元
（軸）の値を示します。位置プロパティのコンポーネントは、個別のプロパティ値 X 位置、Y 位置、Z 位置
（3D レイヤーの場合）に分割できます。次元を分割すると、x 軸、y 軸、z 軸に対するレイヤーの位置を個別
に変更またはアニメートできます。
選択した位置プロパティを X 位置、Y 位置、Z 位置（3D レイヤーの場合）に分割するには、次のいずれかの
操作を行います。

アニメーション／次元に分割を選択します。
位置プロパティを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）し、コンテキストメニューから「次元に分割」を選択します。
グラフエディター下部にある「次元に分割」ボタン  をクリックします。

個別の位置プロパティを再び複数のコンポーネントを持つ 1 つの位置プロパティにするには、次元の分割と同
じコマンドを使用します。

別個の位置プロパティを再び 1 つの位置プロパティにすると、個々のコンポーネントを表す複数のベ
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注意：

ページの先頭へ

選択範囲

コンポジション

ジェ曲線が各キーフレームで 1 つのベジェ曲線にコラップスされるので、モーションパスと速度に関する一部
の情報が失われます。次元を分割すると、速度に関する一部の情報が失われますが、モーションパスは変わり
ません。各プロパティを次元に分割するかどうかをプロジェクト全体で決め、何度も切り替えないようにする
必要があります。

次元を分割するかどうかは、作業の内容に応じて決めます。位置に 1 つのプロパティを使用した場合、より簡
単に動きを滑らかにできるという利点があります。また、位置に 1 つのプロパティを使用すると、ロービング
キーフレームを使用して、速度を一定にすることもできます。位置を次元に分割すると、自動的に行われるこ
のスムージング処理を利用できませんが、空間内のアニメーションをより詳細に制御できます。次元を分割す
ると、特にレイヤーに対するシミュレートされた力が直交（直角）になる場合など、シミュレーションが容易
になる場合もあります。
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ページの先頭へ

せん。
整列パネルを操作しても、テキストレイヤー内の文字の配置は変わりません。

アンカーポイントが現在のビューの中心にくるように、選択したレイヤーを動かすには、レイヤー／トラ
ンスフォーム／中央に配置を選択するか、Ctrl + Home キー（Windows）または Command + Home キー
（Mac OS）を押します。

Charles Bordenave（nab）が、After Effects Scripts の Web サイトで、3D スペースでレイヤーを配置するス
クリプトを公開しています。

レイヤーをトリム、延長、またはスリップ編集する

レイヤーのデュレーション開始点はそのインポイントで、終了点はアウトポイントです。デュレーションと
は、インポイントからアウトポイントまでの時間の長さで、インポイントからアウトポイントに延びるバー
はレイヤーデュレーションバーです。
レイヤーをトリムするとは、レイヤーのインポイントまたはアウトポイントを変更して、異なるデュレーショ
ンにすることです。動画のソースフッテージに基づくレイヤーをトリムすると、ソースフッテージアイテムの
どのフレームがレイヤーに表示されるかに影響します。表示する最初のフレームはインポイントに、最後のフ
レームはアウトポイントにあります。レイヤーをトリムしても、フッテージアイテムからフレームはカットさ
れません。そのレイヤーの再生フレームのみが変わります。

タイムラインパネルでのレイヤーのトリミング

A. 元のインポイント B. 静止画レイヤーの負のレイヤー時間インジケーター C. 元のインポイント D. モーショ
ンフッテージレイヤーの除外されたフレームを示すスリップ編集バー E. 新しいインポイント 

様々なレイヤーのソースとしてフッテージアイテムを使用するときは、各レイヤーを個別にトリムして、ソー
スの異なる部分を表示できます。レイヤーをトリムしても、フッテージアイテムや元のソースファイルは変更
されません。
レイヤーは、レイヤーパネルまたはタイムラインパネルでインポイントとアウトポイントを変更することに
よってトリムできます（フッテージアイテムは、レイヤーの作成に使用する前にトリムすることもできます。
詳しくは、フッテージアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更するを参照）。
レイヤーのインポイント 、アウトポイント  およびデュレーション  の値は、レイヤーパネルの一番下に表
示されます。タイムラインパネルですべてのレイヤーについてこの情報を表示するには、タイムラインパネル
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レイヤーのトリム、延長、および編集に関するオンラインリソース

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、レイヤーのインポイント、レイヤーのアウトポイント、レイ
ヤーのソースフレーム、キーフレームおよびマーカーの各アイテムの様々な組み合わせを時間単位で移動する
コントロールを備えたパネルを作成するスクリプトを公開しています。

タイムラインパネルでレイヤーをトリミングまたは延長する

レイヤーデュレーションバーのアウトポイントのドラッグ

1. タイムラインパネルで 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤーデュレーションバーのいずれかの端をドラッグします。
インポイントまたはアウトポイントを設定する時間に、現在の時間インジケーターを
移動します。インポイントを現在の時間に設定するには、Alt+ [ キー（Windows）ま
たは Option+ [ キー（Mac OS）を押します。アウトポイントを現在の時間に設定す
るには、Alt+ ] キー（Windows）または Option+ ] キー（Mac OS）を押します。

レイヤーパネルでレイヤーをトリミングまたは延長する

レイヤーパネルでレイヤーを開き、レイヤーデュレーションバーのいずれかの端をドラッ
グします。
レイヤーパネルで、フッテージを開始または終了する時間の位置にタイムマーカーを移動
し、「イン」ボタン  または「アウト」ボタン  をクリックして、インポイントまたはア
ウトポイントを現在の時間に設定します。

レイヤーをスリップ編集する

モーションフッテージに基づくレイヤーをトリミングした後でレイヤーデュレーションバーの背面に表示され
るグレーのスリップ編集バーは、コンポジションから除外するフッテージアイテムのフレームを表します。こ
のグレーの長方形は、静止画フッテージアイテムに基づくトリムしたレイヤーには表示されません。トリムし
たデュレーション内に再生するフレームは、スリップ編集バーをドラッグして選択できます。レイヤーのイン
ポイントとアウトポイントには影響しません。
レイヤーのインポイントやアウトポイントだけを移動しても、キーフレームは移動しません。レイヤーデュ
レーションバーをドラッグすると、すべてのキーフレームが移動します。スリップ編集バーをドラッグする
と、選択したキーフレームは移動しますが、選択していないキーフレームは移動しません。

スリップ編集を行うときに、ソースフッテージとともにマスクキーフレームなどのいくつかのキーフレー
ムを移動し、他のキーフレームは時間を移動させない場合があります。レイヤーを選択したままキーフ
レームの選択を解除するには、Shift+F2 キーを押します。

スリップ編集バーを左右にドラッグします。
後ろをパン（アンカーポイント）ツールを使用してレイヤーを左右にドラッグします。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

レイヤーのデュレーションの一部を削除する
1. タイムラインパネルで、レイヤーのデュレーションから削除する部分のみを含むワークエ
リアを設定します。現在の時間インジケーターをワークエリアの開始時点に移動し、B
キーを押します。 次に、時間インジケーターをワークエリアの終了時点に移動し、N
キーを押します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

デュレーションの一部を削除するレイヤーを選択します。
デュレーションの削除によりレイヤーが変更されるのを防ぐには、そのレイヤーの
ロックスイッチ  をクリックしてレイヤーをロックします。F2 キーを押して、すべ
てのレイヤーの選択を解除します。

レイヤーをまったく選択しないで以下の操作を行うと、ロックされていないすべ
てのレイヤーから指定したデュレーション部分が削除されます。

3. 次のいずれかの操作を行います。

指定したデュレーション部分を削除し、その部分を空白のまま残すには、編集／ワー
クエリアのリフトを選択します。
指定したデュレーション部分を削除するには、編集／ワークエリアの抽出を選択しま
す。この場合は、リップル削除により、削除した部分が詰められます。

時間上でレイヤーを配置または移動する

レイヤーデュレーションバーは、レイヤーのデュレーションを視覚的に表示します。タイムラインパネルのイ
ン、アウト、およびデュレーション列は、レイヤーデュレーションを数値で表しています。

タイムラインパネルに表示する列を選択するには、パネルメニューから「列を表示」を選択するか、
列見出しを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）します。

これにより、レイヤー全体が時間上で移動します。

インポイントまたはアウトポイントを数値で設定するには、タイムラインパネルでレイ
ヤーのイン列またはアウト列の番号をクリックします。
インポイントまたはアウトポイントを現在の時間に移動するには、タイムラインパネルで
レイヤーのイン列またはアウト列の番号を Alt キーを押しながらクリック (Windows) また
は Option キーを押しながらクリック（Mac OS）します。
選択したレイヤーのインポイントをコンポジションの開始点に移動するには、Alt + Home
キー（Windows）または Option + Home キー（Mac OS）を押します。
選択したレイヤーのアウトポイントをコンポジションの終了点に移動するには、Alt + End
キー（Windows）または Option + End キー（Mac OS）を押します。
選択したレイヤーを 1 フレーム後ろに移動するには、Alt + Page Down キー（Windows）
または Option + Page Down キー（Mac OS）を押します。選択したレイヤーを 10 フ
レーム後ろに移動するには、Alt + Shift + Page Down キー（Windows）または Option +
Shift + Page Down キー（Mac OS）を押します。
選択したレイヤーを 1 フレーム前に移動するには、Alt + Page Up キー（Windows）また
は Option + Page Up キー（Mac OS）を押します。選択したレイヤーを 10 フレーム前に
移動するには、Alt + Shift + Page Up キー（Windows）または Option + Shift + Page Up
キー（Mac OS）を押します。
レイヤー全体を時間上でドラッグして移動するには、レイヤーデュレーションバーを左ま
たは右にドラッグします。レイヤーデュレーションバーを時間上の特定のポイント（マー
カーやコンポジションの開始または終了位置など）にスナップするには、Shift キーを押し
ながらレイヤーデュレーションバーをドラッグします。
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ページの先頭へ

レイヤーをタイムラインパネルで移動するときは、情報パネルに名前、デュレーション、時間的変
化、およびレイヤーのインポイントとアウトポイントが表示されます。

デュレーションバーのドラッグ前とドラッグ後

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、選択したレイヤーをグループとして移動し、グループをコンポ
ジション内の特定の時間に整列できるスクリプトを公開しています。

時間上でレイヤーをシーケンスとして配置する
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注意：

解除します。
レイヤーを重ねるには、「オーバーラップ」チェックボックスをオンにし、オーバー
ラップのデュレーション値を入力して、トランジションを選択します。選択したレイ
ヤーの透明度を使用する場合は、「前面レイヤーと背面レイヤーをクロスディゾル
ブ」を選択し、それ以外の場合は「前面レイヤーをディゾルブ」を選択します。
レイヤー間の空きをそのまま残すには、「オーバーラップ」チェックボックスをオン
にし、「デュレーション」に負の値を入力します。

レイヤーをコピーまたは複製する

レイヤーをコピーすると、エフェクト、キーフレーム、エクスプレッション、マスクなど、レイヤーのプロパ
ティもすべてコピーされます。
レイヤーをコピーするだけなら、コピー＆ペーストのコマンドだけですみますが、レイヤーとそのトラック
マットの相対順を維持した状態でトラックマットも一緒にコピーする場合は、さらに操作が必要です。
レイヤーをペーストすると、レイヤーをコピーする前に選択した順序に配置されます。選択された最初のレイ
ヤーが最後に配置され、その結果、最後のレイヤーはレイヤーの重なり順で一番上になります。一番上のレイ
ヤーを最初に選択すると、ペーストするときに同じ重なり順で配置されることになります。

マスクやキーフレームなど、レイヤーのコンポーネントを選択してコピーした場合は、そのコンポーネン
トだけがコピーされます。これらのコンポーネントの選択をすべて解除し、レイヤーだけを選択してコ
ピーする場合は、Shift+F2 キーを押します。

選択したレイヤーをコピーして、コピーのインポイントを現在の時間に配置するには、編
集／コピーを選択してから、Ctrl + Alt + V キー（Windows）または Command + Option +
V キー（Mac OS）を押します。
選択したレイヤーをコピーして、コピーを元のレイヤーと同じ時間に配置するには、編集
／コピーを選択してから、編集／ペーストを選択します。

コピーを元のレイヤーの上ではなく、タイムラインパネルのレイヤーの重なりの一番上に配置するには、
ペーストする前に、F2 キーを押して元のレイヤーの選択を解除します。

選択したレイヤーを複製するには、編集／複製を選択するか、Ctrl + D キー（Windows）
または Command + D キー（Mac OS）を押します。

レイヤーを分割する

タイムラインパネルでは、どの時点でもレイヤーを分割して、2 つの独立したレイヤーを作成できます。レイ
ヤーを分割すると、レイヤーを複製してトリムするよりも時間を節約できます。例えば、コンポジション内で
レイヤーの重なり順を変更する場合に便利です。

分割されてできた新しいレイヤーがタイムラインパネルで元のレイヤーの上に表示されるようにする
には、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択
し、「元のレイヤーの上に分割したレイヤーを作成」チェックボックスをオンにします。このチェックボック
スをオフにして分割した場合は、新しいレイヤーが元のレイヤーの下に表示されます。

1. 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

2. レイヤーを分割する時間に現在の時間インジケーターを移動します。

3. 編集／レイヤーを分割を選択します。

レイヤーを 2つ に分割すると、元のレイヤーのすべてのキーフレームが同じ位置に保たれた状態で両方のレイ
ヤーに継承されます。トラックマットが適応されている場合は、その順序がレイヤーの上で保持されます。
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オフ

パスに沿って方向を設定

カメラに向かって方向を設定

目標点に向けて方向を設定

注意：

ページの先頭へ

レイヤーを分割すると、元のレイヤーのデュレーションは分割を行った時点で終了し、その時点から新しいレ
イヤーが開始します。
レイヤーを選択せずに編集／レイヤーを分割を使うと、すべてのレイヤーが現在の時間で分割されます。
Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、レイヤーをレイヤーマーカー位置で分割するスクリプトを公
開しています。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、フッテージレイヤー内の編集を自動的に検出し、編
集ごとに別個のレイヤーに分割するか、各編集箇所にレイヤーマーカーを配置するスクリプトを公開していま
す。

自動方向オプション

各レイヤーの自動方向オプション（レイヤー／トランスフォーム／自動方向）では、レイヤーの方向をモー
ションパスや、目標点、カメラに応じて決めるかどうかを指定します。

レイヤーは自由に回転し、モーションパスや、目標点、他のレイヤーには左右されません。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの検索とフィルター
レイヤーのキーボードショートカット
レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス
3D レイヤー間のインタラクション、レンダリングの順序、コラップストランスフォーム
セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規
レイヤーのアンカーポイント
レイヤープロパティ
エフェクトおよびアニメーションプリセットの概要
レイヤープロパティを変更するためのキーボードショートカット
セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規
テキストを整列または均等配置する
タイムラインパネル
ワークエリア
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
タイムラインパネル
キーフレームをコピー＆ペーストする
3D レイヤー
モーションパス
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レイヤーの管理

ページの先頭へ

注意：

レイヤー情報を表示、変更する
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
レイヤーまたはプロパティグループの可視性または影響を切り替える
レイヤーをソロ処理する
レイヤーをロックまたはロック解除する
レイヤー、コンポジッション、フッテージアイテムのカラーラベル
タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える
レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング
ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、選択したレイヤーをそれぞれ別にレンダリングおよび書き出し
するスクリプトを公開しています。例えば、レイヤーがバージョンが異なるエフェクトやレンダリングするエ
フェクトの別の部分を柔軟に合成できるよう個別のパスとして表す場合は、このスクリプトを使用します。

レイヤー情報を表示、変更する

レイヤーまたはプロパティグループの名前を変更するには、次のいずれかの操作を行いま
す。
タイムラインパネルでアイテムを選択し、Enter キー（Windows）または Return キー
（Mac OS）を押して、新しい名前を入力します。
タイムラインパネルのアイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押し
ながらクリック（Mac OS）し、「名前を変更」を選択して、新しい名前を入力しま
す。

タイムラインパネルで、ソースフッテージアイテムの名前の表示と、レイヤー名の表示と
を切り替えるには、列見出しの「レイヤー名」または「ソース名」をクリックします。

レイヤー名とソースフッテージ名が同じ場合、[レイヤー名] というように、レイヤー名表示のレイ
ヤー名が各かっこで囲まれて表示されます。

情報パネルで選択したレイヤーのソースフッテージファイルの名前を表示するには、Ctrl
+ Alt + E キー（Windows）または Command + Option + E キー（Mac OS）を押しま
す。
レイヤーでどのフッテージアイテムがソースとして使われているかを見るには、タイムラ
インパネルでレイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリッ
ク（Mac OS）し、「プロジェクト内のレイヤーソースを表示」を選択します。

ソースフッテージアイテムがプロジェクトパネルで選択されます。

タイムラインパネルでレイヤーをフィルターし、検索文字列または特定の特性に一致するプロパティが設定さ
れたレイヤーのみを表示できます。詳しくは、タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパ
ネルでの検索とフィルターとタイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショー
トカットを参照してください。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、フッテージアイテムまたはレイヤーについて指定した情報を、
プロジェクトパネルまたはタイムラインパネル内のそのアイテムの「コメント」フィールドに自動的に書き込

193

http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffrenderlayers_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffrenderlayers_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffrenderlayers_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffrenderlayers_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffcommentron_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffcommentron_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffcommentron_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jeffcommentron_jp


ページの先頭へ

ビデオ 

オーディオ 

ソロ 

ロック 

シャイ 

コラップストランスフォーム／連続ラスタライズスイッチ

むスクリプトを公開しています。
Christopher Green が、彼自身の Web サイトで、タイムラインパネルで選択した複数レイヤーの名前を変更す
るスクリプト（Selected_Layers_Renamer.jsx）を公開しています。名前に含まれているテキストを検索およ
び置換したり、名前の先頭または末尾に文字を追加したり、名前の先頭または末尾から指定した数の文字を取
り除いたり、名前を連番で置き換えたりすることもできます。

タイムラインパネルのレイヤースイッチと列

レイヤーの特性の多くは、タイムラインパネルの列に表示されるレイヤースイッチで制御できます。初期設定
では、レイヤー名の左側に A/V 機能列、レイヤー名の右側にスイッチ列とモード列（転送制御）が表示されま
すが、並び順を変更することもできます（列を参照）。
タイムラインパネルで列の表示／非表示を切り替えるには、タイムラインパネルの左下隅にある「レイヤース
イッチ」 、「転送制御」ボタン  または「イン/アウト/デュレーション/伸縮」ボタン  をクリックしま
す。親列の表示／非表示を切り替えるには、Shift+F4 キーを押します。スイッチ列とモード列を切り替えるに
は、F4 キーを押します。
一部のレイヤースイッチの表示／非表示は、タイムラインパネルのレイヤーアウトラインの右上隅にあるコンポ
ジションスイッチの設定で切り替えることができます。

複数のレイヤーのスイッチの状態をすばやく変更するには、1 つのレイヤーのスイッチをクリックし、隣
接するレイヤーの列にドラッグします。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、コンポジション内のすべてのレイヤーのレイヤースイッチ設定
を保存して復元できるパネルを作成するスクリプトを公開しています。

A/V 機能列のスイッチ

レイヤーの表示／非表示を切り替えます（レイヤーまたはプロパティグループの可視性または影響を切り替え
るを参照）。

レイヤーのサウンドのオン／オフを切り替えます。

現在のレイヤーをプレビューおよびレンダリングの対象に含め、このスイッチが設定されていないレイヤーは
無視します（layers.html#solo_a_layerレイヤーをソロ処理するを参照）。

レイヤーの内容を変更できないようにロックします（レイヤーをロックまたはロック解除するを参照）。

スイッチ列のスイッチ

「シャイレイヤーを隠す」コンポジションスイッチ  がオンのときにクリックすると、現在のレイヤーが非表
示になります（タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替えるを参照）。

レイヤーがプリコンポジションの場合、トランスフォームをコラップスします。シェイプレイヤー、テキスト
レイヤー、またはベクトルグラフィックファイル（Adobe Illustrator ファイルなど）をソースフッテージとし
て使用するレイヤーの場合は、レイヤーを連続的にラスタライズします。ベクトルレイヤーでこのこのスイッ
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チを選択すると、レイヤーがフレームごとに再度ラスタライズされるため、画質は向上しますが、プレビュー
およびレンダリング時の処理速度が遅くなります（レンダリングの順序とトランスフォームのコラップスおよ
びベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズするを参照）。

プレビュー画面でのレンダリングなど、レンダリング時のレイヤーの画質を最高画質とドラフト画質のどちら
かに切り替えます（レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニングを参照）。

エフェクトを適用してレイヤーをレンダリングします。このスイッチは、レイヤー上の個々のエフェクトの設
定には影響しません（エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する、または無効にするを参照）。

フレームブレンドをフレームミックス 、ピクセルモーション 、オフのいずれかに切り替えます。フレーム
ブレンド使用可能コンポジションスイッチ  を選択していない場合は、レイヤーのフレームブレンド設定は
使用できません（フレームブレンドを参照）。

レイヤーのモーションブラーのオンまたはオフを切り替えます。モーションブラー使用可能コンポジションス
イッチ  を選択していない場合は、レイヤーのモーションブラー設定は使用できません（モーションブラー
を参照）。

現在のレイヤーを調整レイヤーに設定します（調整レイヤーを参照）。

現在のレイヤーを 3D レイヤーに設定します。文字単位の 3D 化プロパティが設定されたテキストレイヤーな
ど、3D レイヤーの中にさらに 3D レイヤーが含まれている場合は、このスイッチのアイコンが  に変わりま
す（3D レイヤーの概要とリソースを参照）。

レイヤーまたはプロパティグループの可視性または影響を切り替える

レイヤーのビデオ  （目）スイッチは、レイヤーのビジュアル情報をプレビューや最終出力でレンダリング
するかどうかを制御します。レイヤーが調整レイヤーである場合、ビデオスイッチは、レイヤーに対するエ
フェクトをその下にあるレイヤーのコンポジットに適用するかどうかを制御します。レイヤーがカメラまたは
ライトである場合、ビデオスイッチは、レイヤーのオンとオフを制御します。
ペイントストローク、シェイプレイヤー内のパスの操作、テキストレイヤー内のテキストアニメーターなど、
レイヤーのいくつかのコンポーネントには、それぞれ独自のビデオスイッチがあります。ビデオスイッチを使
用して、これらのアイテムの可視性と影響を個別に切り替えることができます。

レイヤーの可視性をオフにするには、レイヤーのビデオスイッチの選択を解除します。
すべてのレイヤーのビデオスイッチを選択するには、レイヤー／スイッチ／すべてのビデ
オの表示を選択します。
選択しているレイヤー以外のすべてのレイヤーのビデオスイッチの選択を解除するには、
レイヤー／スイッチ／他のビデオを隠すを選択します。

レイヤーをソロ処理する

ソロ処理を使うと、アニメート、プレビュー、または最終出力時にソロ処理されたレイヤーと同じ種類の他の

195



ページの先頭へ

ページの先頭へ

レイヤーを除外できます。ソロ処理されたレイヤーと同じ種類のレイヤーはすべて、コンポジションパネルで
のプレビュー時と最終出力時にレンダリングされません。例えば、ビデオレイヤーをソロ処理すると、ライト
レイヤーやオーディオレイヤーはコンポジションのプレビュー時またはレンダリング時に表示されますが、ソ
ロ処理されていないビデオレイヤーは一切表示されません。

1 つまたは複数のレイヤーをソロ処理するには、タイムラインパネルでレイヤーを選択
し、レイヤー名の左にあるソロアイコン  をクリックします。
1 つのレイヤーをソロ処理し、他のすべてのレイヤーのソロ処理を解除するには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらレイヤー名の左にあるソロアイ
コン  を クリックします。

1 つのレイヤーをソロ処理すると他のレイヤーのビデオスイッチ  がグレー表示に切り替わり、レンダリン
グ時に表示されなくなります。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、レイヤーにタグを付け、そのタグに応じてレイヤー
を選択する、隠す（シャイ）またはソロレイヤーに設定することができるスクリプトを公開しています。タグ
は、タイムラインパネルのコメントフィールドのコメントに追加されます。

レイヤーをロックまたはロック解除する

ロックスイッチを使用すると、変更の必要がないレイヤーを誤って選択しないようにできます。ロックされた
レイヤーは、コンポジションパネルでもタイムラインパネルでも選択できません。ロックされたレイヤーを選
択または編集しようとすると、タイムラインパネルでそのレイヤーが点滅します。
ロックされたレイヤーには、A/V 機能列にロックアイコン  が表示されます。初期設定では、ロックアイコ
ンはタイムラインパネルのレイヤー名の左側に表示されます。

レイヤーをロックまたはロック解除するには、タイムラインパネルでレイヤーのロックス
イッチをクリックします。
アクティブなコンポジションですべてのレイヤーのロックを解除するには、レイヤー／ス
イッチ／すべてのレイヤーのロックを解除を選択します。

レイヤー、コンポジッション、フッテージアイテムのカラーラベル

プロジェクトパネルとタイムラインパネルでラベル（ラベル列にある色付きボックス）を使用すると、コンポ
ジション、フッテージアイテムおよびレイヤーを一目でわかるように整理できます。初期設定では、フッテー
ジアイテムの種類ごとに異なるラベルカラーが割り当てられますが、この分類を変更することができます。

レイヤーやフッテージアイテムを整理して分類するには、ラベルグループの名前を変更します。ラベル列
にラベル名を表示するには、初期設定の幅を広げます。

同じラベルカラーのレイヤーをすべて選択するには、そのラベルカラーが割り当てられて
いるレイヤーを選択し、編集／ラベル／ラベルグループを選択を選択します。
レイヤーのラベルカラーを変更するには、タイムラインパネルでラベルをクリックし、カ
ラーを選択します。
同じラベルカラーが割り当てられているすべてのレイヤーのラベルカラーを変更するに
は、そのラベルのレイヤーを選択してから、編集／ラベル／ラベルグループを選択を選択
し、編集／ラベル／[色の名前]を選択します。
初期設定のラベルの名前とカラーを変更するには、編集／環境設定／ラベル（Windows）
または After Effects／環境設定／ラベル（Mac OS）を選択します。
ソースの種類とラベルカラーの初期設定の関連付けを変更するには、編集／環境設定／ラ
ベル（Windows）または After Effects／環境設定／ラベル（Mac OS）を選択します。
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レイヤーハンドルとモーションパスのレイヤーのラベルカラーの使用を無効にするには、
編集／環境設定／アピアランス（Windows）または After Effects／環境設定／アピアラン
ス（Mac OS）を選択して、「レイヤーハンドルとパスにラベルカラーを使用」をオフに
します。
対応するパネルのタブのレイヤー、フッテージアイテム、またはコンポジションのラベル
カラーの使用を無効にするには、編集／環境設定／アピアランス（Windows）または
After Effects／環境設定／アピアランス（Mac OS）を選択して、「ラベルカラーを関連す
るタブに使用」をオフにします。

初期設定では、パネルのラベルカラーには「アピアランス」環境設定の「明るさ」コントロールは反
映されません。「明るさ」コントロールの効果がパネルのラベルカラーに反映されるようにするには、「アピ
アランス」環境設定の「ラベルカラーに適用」オプションを選択します。

タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える

レイヤーをシャイ（隠す）に設定すると、タイムラインパネルの一番上にあるシャイレイヤーを隠すコンポジショ
ンスイッチ  を使用して、タイムラインパネルのレイヤーアウトラインにあるすべてのシャイレイヤーを隠す
ことができます。この機能は、調節するレイヤーやレイヤープロパティだけをタイムラインパネルに表示する
場合に便利です。
スイッチ列のアイコンは、レイヤーがシャイであるか 、シャイではないか  を示しています。
レイヤーをシャイに設定しても、プレビューと最終出力時にはレンダリングされます。プレビューまたは最終
出力時に一部のレイヤーをレンダリングしないようにするには、ビデオスイッチを使用するか、レイヤーをガ
イドレイヤーに設定します。

レイヤーをシャイにする／シャイにしない状態を切り替えるには、レイヤーのシャイス
イッチをクリックするか、タイムラインパネルでレイヤーを選択してから、レイヤー／ス
イッチ／シャイを選択します。
すべてのシャイレイヤーの表示／非表示を切り替えるには、タイムラインパネルの上部に
あるシャイレイヤーを隠すコンポジションスイッチ  をクリックするか、タイムラインパ
ネルの右上にあるポップアップメニューから「シャイレイヤーを隠す」を選択します。

タイムラインパネルでレイヤーをフィルターし、検索文字列または特定の特性に一致するプロパティが設定さ
れたレイヤーのみを表示することもできます。詳しくは、タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プ
リセットパネルでの検索とフィルターとタイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキー
ボードショートカットを参照してください。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、レイヤーにタグを付け、そのタグに応じてレイヤー
を選択する、隠す（シャイ）またはソロレイヤーに設定することができるスクリプトを公開しています。タグ
は、タイムラインパネルのコメントフィールドのコメントに追加されます。

レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング

レイヤーの画質設定は、レンダリングの精度だけでなく、モーショントラッキングや、合成エフェクトの制御
レイヤーとしてレイヤーを使用する場合など、レイヤーに関連するその他の計算精度にも影響します。
複製または分割してできた新しいレイヤーは、元のレイヤーの画質設定を維持します。
「最高」、「ドラフト」、「ワイヤーフレーム」の 3 つのオプションから画質を選択できます。「最高」オプ
ションを選択すると、バイリニアおよびバイキュービックサンプリング（次の節で説明します）から選択でき
ます。
選択したレイヤーの画質を「最高」（バイリニアサンプリング）、「ドラフト」および「最高」（バイキュー
ビックサンプリング）で切り替えるには、タイムラインパネルの品質スイッチをクリックします。これらすべ
てのオプションと「ワイヤーフレーム」オプションから選択するには、レイヤー／画質を選択します。
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最高

ドラフト

ワイヤーフレーム

注意：

サブピクセルポジショニング、アンチエイリアス、3D シェーディングを使用してレイヤーを表示または
レンダリングします。適用したすべてのエフェクトを計算するため、最高画質は、プレビューと最終出力の両
方でレンダリングに最も時間がかかります。

低画質でレイヤーを表示します。この画質では、サブピクセルポジショニングやアンチエイリアス
を使用せずにレイヤーを表示またはレンダリングするので、一部のエフェクトが正確に再現されない場合があ
ります。

レイヤーをボックス（オブジェクトを含まない状態）で表示します。「最高」または「ド
ラフト」画質より、表示またはレンダリング速度が速くなります。

バイリニアおよびバイキュービックサンプリング

画質を「最高」に設定したレイヤーでは、バイキュービックおよびバイリニアサンプリングを選択できます。
このレイヤーごとの設定によって、拡大縮小などの変形に対するピクセルのサンプリング方法が決まります。
選択したレイヤーに対するサンプリング方法の設定に関するデフォルトキーボードショートカットは、最高／
バイリニアは Alt + B（Windows）および Option + B（Mac OS）、最高／バイキュービックは Alt + Shift +
B（Windows）および Option + Shift + B（Mac OS）です。
バイキュービックサンプリングは、バイリニアサンプリングに比べて多少プロセッサーへの負荷が高く、あら
ゆる場合に最高品質になるわけではありません。あるカラーから別のカラーへのハードトランジションでの共
鳴やオーバーシュートなど、状況によっては、バイキュービックサンプリングを使用した装飾の方が見やすく
なります。バイキュービックサンプリングは、ほとんどすべての実際の写真画像の場合と同様に、あるカラー
から別のカラーへのトランジションの変化がより滑らかな場合に最高のオプションになる傾向がありますが、
必ずしもエッジのシャープなグラフィック向けではありません。バイキュービックサンプリングは、縮小する
場合よりも拡大する場合の方が役立ちます。

レイトレース 3D レンダラーのテクスチャは、バイキュービックサンプリングを使用せず、常にバイ
リニアサンプリングを使用します。また、（専用のスケーリングプラグインエフェクトやディストーションエ
フェクトのように）エフェクトが特別に他の方法を実装していない限り、エフェクト内でのトランスフォーム
も、バイリニアサンプリングを使用します。

サブピクセルポジショニング

After Effects のプロパティ値（位置やアンカーポイントなど）には、整数値以外の値（小数値）も指定できま
す。これにより、キーフレームの移り変わり時に値が補間されてアニメーションをスムーズにすることができ
ます。例えば、25 fps のコンポジションで、時間 0 のときの位置の値が [0,0,0] で、時間 1 のときの位置の値
が [0,0,80] の場合、フレーム 1 の値は [0,0,3.2] です。
After Effects は、位置およびエフェクトコントロールポイントなどのすべての空間値をピクセルの 1/65,536
の精度で計算します。このことをサブピクセル精度といいます。
レイヤーのピクセルがコンポジションのピクセル境界上に正確に配置されない場合、アンチエイリアスと非常
に良く似た少量のブラーが発生します。このブラーは、オブジェクトのモーションでは問題になりません。こ
れは、モーションのあるオブジェクトにはモーションブラーがあるためです。ただし、静止画のディテールが
ソフトになることがあります。また、イメージがゆっくりと動いている場合、または正しくない速度で動いて
いる場合、イメージがシャープとブラーを繰り返すようになります。
レイヤーのアンカーポイントは初期設定ではオブジェクトの中心に配置されているため、サイズが奇数のオブ
ジェクトのアンカーポイントは整数値以外になり、整数値に配置したときにソフトになります。ブラー、ピン
ト合わせ、ピント外れを最小限に抑えるには、次のガイドラインに従ってください。

コンポジションの寸法に基づいて、奇数または偶数の寸法でグラフィックを作成します。
例えば、コンポジションが 640 x 480 ピクセルの場合は、偶数の寸法（100 x 100 ピクセ
ルなど）のグラフィックを作成し、コンポジションが 99 x 99 ピクセルの場合は奇数の寸
法（75 x 53 ピクセルなど）のグラフィックを作成します。
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グラフィックの位置情報（保持位置キーフレームと最終位置キーフレームを含む）を小数
ではなく、整数に設定します。

ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする

ベクトルグラフィックを読み込むと、自動的にラスタライズされます。ただし、ベクトルグラフィックを含む
レイヤーを 100％以上にスケールする場合に画質を維持するには、レイヤーを連続ラスタライズする必要があ
ります。レイヤーのベクトルグラフィックは、Illustrator、 SWF、EPS、および PDF ファイルに基づいて、
連続ラスタライズできます。連続ラスタライズでは、各フレームのトランスフォームに基づいて必要に応じて
ファイルがラスタライズされます。通常、連続ラスタライズされているレイヤーは画質がよくなりますが、レ
ンダリングに時間がかかります。
シェイプレイヤーとテキストレイヤーは常に連続ラスタライズされます。
連続ラスタライズされているレイヤーと連続ラスタライズされていないレイヤーでは、エフェクトを適用した
結果が異なることがあります。結果が異なるのは、レイヤーの初期設定のレンダリング順序が変わるためで
す。連続ラスタライズされているレイヤーの初期設定のレンダリングの順序は、マスク、トランスフォーム、
エフェクトであるのに対して、連続ラスタライズされていないレイヤーでは、マスク、エフェクト、トランス
フォームになります。
連続ラスタライズするかどうかにかかわらず、「最高画質」でコンポジションを表示またはレンダリングする
と、ベクトルグラフィックの輪郭がアンチエイリアスされてスムーズになります。
連続ラスタライズされたレイヤーは、レイヤーパネルで開いたり使用することはできません。このため、連続
ラスタライズされたレイヤーは直接ペイントすることはできません。ただし、他のレイヤーからペイントスト
ロークをコピーしてペーストすることはできます。

読み込んだ Illustrator ファイルの画像

A. オリジナル B. 連続ラスタライズスイッチをオフにして拡大した場合 C. 連続ラスタライズスイッチをオン
にして拡大した場合 

タイムラインパネルで、レイヤーの連続ラスタライズスイッチ   をクリックします。こ
れは、プリコンポジションレイヤーのコラップストランスフォームスイッチと同じです。

以下も参照してください
レイヤーを選択する
フッテージアイテムでの作業
タイムラインパネル
レイヤーのキーボードショートカット
カラーの選択とグラデーションの編集
プレビューモードとビューアの画質の環境設定
ベクトルグラフィックとラスター画像について
レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス
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レイヤープロパティ

ページの先頭へ

レイヤーのアウトラインで折りたたまれたプロパティ
グループ

レイヤーのアウトラインで展開されたプロパティグ
ループ

タイムラインパネルのレイヤープロパティ
プロパティ値を設定する
レイヤーのアンカーポイント
レイヤーをスケールまたは反転する
2D レイヤーを回転する
オーディオのボリュームレベルを調節する
親レイヤーと子レイヤー
ヌルオブジェクトレイヤー
ガイドレイヤー

タイムラインパネルのレイヤープロパティ

各レイヤーにはプロパティがあり、そのほとんどを変更してアニメートすることができます。どのレイヤーに
も、「位置」や「不透明度」などの基本的なプロパティで構成される「トランスフォーム」というプロパティ
グループが元々備わっており、レイヤーに加工を加えると、さらにプロパティが追加されていきます。例え
ば、マスクやエフェクトを追加したり、3D レイヤーに変換したりすると、それらのプロパティがグループに
分類され、レイヤーに追加されます。
すべてのレイヤープロパティは、時間の経過に応じてレイヤーを変化させることができるため、時間的と言え
ます。不透明度など、一部のレイヤープロパティには、時間コンポーネントしか含まれていません。位置な
ど、一部のレイヤープロパティは、コンポジション空間内でレイヤーを移動できるため、空間的であるとも言
えます。
プロパティを変更するには、レイヤーアウトラインを開いてレイヤープロパティを表示し、プロパティの値を
変更します。
ほとんどのプロパティにはストップウォッチ  があります。ストップウォッチがあるプロパティはアニメー
ト、つまり時間の経過に応じて変化させることができます（アニメーション、キーフレームおよびエクスプ
レッションについてを参照）。

エフェクトプロパティグループ（エフェクトプロパティ）に含まれるプロパティもレイヤープロパティです。
多くのエフェクトプロパティは、エフェクトコントロールパネルでも変更できます。
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タイムラインパネルでプロパティの表示／非表示を切り替える

プロパティグループを開閉するには、レイヤー名またはプロパティグループ名の左にある
三角形をクリックします。
プロパティグループとそのすべての子グループを開閉するには、Ctrl キー（Windows）ま
たは Command キー（Mac OS）を押しながら三角形をクリックします。
選択したレイヤーのすべてのグループを開閉するには、Ctrl + @（アットマーク）キー
（Windows）または Command + @（アットマーク）キー（Mac OS）を押します。
タイムラインパネルでエフェクトプロパティを表示するには、エフェクトコントロールパ
ネルでプロパティ名をダブルクリックします。
プロパティまたはプロパティグループを非表示にするには、Alt + Shift キー（Windows）
または Option + Shift キー（Mac OS）を押しながら、タイムラインパネルでその名前を
クリックします。
タイムラインパネルに選択したプロパティまたはプロパティグループのみを表示するに
は、S キーを続けて 2 回押します。

このショートカットは、ペイントストロークを操作する場合に便利です。これを行うには、レイヤーパネ
ルでペイントストロークを選択してから S キーを続けて 2 回押し、タイムラインパネルでそのストローク
のプロパティグループを開きます。

特定のプロパティまたはプロパティグループのみを表示するには、そのショートカット
キーを押します（タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボー
ドショートカットを参照）。
タイムラインパネルに表示されているプロパティにプロパティまたはプロパティグループ
の表示を追加するには、Shift キーを押しながら、プロパティまたはプロパティグループの
ショートカットキーを押します。
初期設定値を変更したプロパティのみを表示するには、U キーを続けて 2 回押すか、アニ
メーション／変更されたプロパティを表示を選択します。
キーフレームまたはエクスプレッションが設定されているプロパティのみを表示するに
は、U キーを押すか、アニメーション／アニメートされているプロパティを表示を選択し
ます。

U および UU コマンドは、アニメーションプリセットや、プロジェクトテンプレート、その他のアニメー
トされたアイテムなどのうち、変更されたアイテムだけを特定して、どのように変更されたかを確認する
場合に便利です。

タイムラインパネルでレイヤーをフィルターし、検索文字列に一致するプロパティが設定されたレイヤーのみ
を表示することもできます。詳しくは、タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルで
の検索とフィルターを参照してください。

タイムラインパネルでプロパティまたはプロパティグループを選択する
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注意：

1 つのプロパティまたはプロパティグループ（すべての値、キーフレーム、エクスプレッ
ションを含む）を選択するには、タイムラインパネルのレイヤーアウトラインでそのプロ
パティ名またはプロパティグループ名をクリックします。

タイムラインパネルでプロパティまたはプロパティグループをコピーまたは複製
する

レイヤーまたはプロパティグループ間でプロパティをコピーするには、コピーするレイ
ヤー、プロパティ、またはプロパティグループを選択して、Ctrl + C キー（Windows）ま
たは Command + C キー（Mac OS）を押し、次にコピー先のレイヤー、プロパティ、ま
たはプロパティグループを選択して、Ctrl + V キー（Windows）または Command + V
キー（Mac OS）を押します。
プロパティグループを複製するには、プロパティグループを選択して、Ctrl + D キー
（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押します。
複製できるのは、シェイプ、マスク、エフェクトなど、一部のプロパティグループのみで
す。ただし、コンテンツ、マスク、エフェクト、トランスフォームなどの最上位のプロパ
ティグループの場合は複製できません。最上位のプロパティグループを複製すると、レイ
ヤー全体が複製されます。

キーフレームのないレイヤープロパティから値をコピーする

元のレイヤーにキーフレームがない場合も、レイヤープロパティの現在の値を別のレイヤーにコピーできま
す。

1. タイムラインパネルで、コピーする値を含むレイヤープロパティを表示します。

2. レイヤープロパティの名前をクリックして選択します。

3. 編集／コピーを選択します。

4. 値をペーストするレイヤーを選択します。

5. ペースト先のレイヤーにキーフレームが含まれている場合は、値をペーストする時間に現
在の時間インジケーターを移動します。ペースト先のレイヤーにキーフレームが含まれて
いないと、新しい値はレイヤーのデュレーション全体に適用されます。

6. 編集／ペーストを選択します。

プロパティ値を設定する

複数のレイヤーを選択した状態で、そのうちの 1 つのレイヤーのプロパティを変更した場合は、選択したすべ
てのレイヤーのプロパティが変更されます。スライダーや角度などのプロパティを制御するコントロールは、
エフェクトコントロールパネルでのみ使用できます。

プロパティの単位を変更するには、下線付きの値を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しな
がらクリック（Mac OS）して、「値を編集」を選択し、「単位」メニューから単位を選択します。選択で
きる単位は、プロパティの種類によって異なります。単位を変更できないプロパティもあります。

下線付きの値の上にポインターを置き、左または右にドラッグして値を変更します。
下線付きの値をクリックし、新しい値を入力して、Enter キー（Windows）または Return
キー（Mac OS）を押します。

プロパティの値として単純な式を入力したり、別の方式で数値を入力できます。例えば、6 の代わり
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に 2*3、2 の代わりに 4/2、200 の代わりに 2e2 を入力できます。このような入力は、元の値を一定の量ずつ
増分していく場合に特に便利です。

下線付きの値を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）して、値を編集を選択します。
スライダーを左右にドラッグします。
角度コントローラの内側をクリックするか、角度コントローラの線をドラッグします。

角度コントローラの内側をクリックすると、外側にドラッグして角度を微調節できます。

プロパティの値を 1 ずつ増減するには、下線付きの値をクリックし、上向き矢印キーまた
は下向き矢印キーを押します。10 ずつ増減するには、Shift キーを押しながら、上向き矢
印キーまたは下向き矢印キーを押します。0.1 ずつ増減するには、Ctrl キー（Windows）
または Command キー（Mac OS）を押しながら、上向き矢印キーまたは下向き矢印キー
を押します。
1 つのプロパティグループのすべてのプロパティを初期設定値に戻すには、プロパティグ
ループ名の横にある「リセット」をクリックします。各プロパティをリセットするには、
プロパティの（値ではなく）名前を右クリック（Windows）または Control キーを押しな
がらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「リセット」を選択します。
プロパティにキーフレームが含まれる場合は、キーフレームが初期設定値で現在の時間に
追加されます。

Alan Shisko が、Motion Graphics 'n Such のブログで、ラベルカラーと複数選択を使用して、複数のレイ
ヤーのプロパティを簡単かつ同時に変更する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Charles Bordenave（nab）が、After Effects Scripts の Web サイトで、選択したレイヤーのトランスフォーム
グループのプロパティをユーザーが設定した制限内のランダムな値に設定するスクリプトを公開しています。
After Effects Scripts のウェブサイトから入手できる LockProperties スクリプトは、予期しない変更を防止で
きるように、指定されたプロパティだけをロックします。

レイヤーのアンカーポイント

回転やスケールなどのトランスフォームは、レイヤーのアンカーポイント（トランスフォームポイントまた
はトランスフォームの中心点）が起点になります。初期設定では、ほとんどの種類のレイヤーのアンカーポイ
ント  がレイヤーの中心に配置されます。
アンカーポイントをアニメートする場合は、アンカーポイントを設定してからアニメートを開始してくださ
い。例えば、身体の各部位に対応したレイヤーで構成された人体のイメージをアニメートする場合、左右の手
のアンカーポイントを手首の部分に移動して、アニメーション全体でアンカーポイントの周囲を手が回転する
ようにできます。

大きなイメージをパンとズームする最も簡単な方法は、アンカーポイントおよびスケールプロパティをア
ニメートすることです。

Alan Shisko が、彼自身の Web サイトで、まずは単純な 2D アセットから開始して、3D レイヤーから複雑な
3D 環境を作成する方法を示す詳細なビデオチュートリアルを公開しています。レイヤーのアンカーポイント
の操作が、このチュートリアルで重要な部分となっています。

アンカーポイントをテキストレイヤーの中心に配置してアニメートした場合（左）と、テキストレイヤーの端
に配置してアニメートした場合（右）
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注意：

注意：

注意：

コンポジションパネルでアンカーポイントツールを使用してアンカーポイントを移動する（左）と、コンポジ
ションフレームからのレイヤーの位置を維持したままアンカーポイントの位置が自動的に補正されます
（右）。

レイヤーパネルにアンカーポイントが表示されない場合は、レイヤーパネルの右下隅の表示ポップ
アップメニューで、「アンカーポイントパス」を選択します。

レイヤーのアンカーポイントを移動する

レイヤーパネルで選択ツールを使用して、アンカーポイントをドラッグします。

テキストレイヤーやシェイプレイヤーなど、一部の種類のレイヤーはレイヤーパネルで開けません。

レイヤーのアンカーポイントを 1 ピクセルずつ移動するには、レイヤーパネルの右下隅の
表示ポップアップメニューで、「アンカーポイントパス」を選択し、矢印キーを押しま
す。10 ピクセルずつ移動するには、Shift キーを押しながら矢印キーを押します。ピクセ
ルの単位は、レイヤーパネルの現在の拡大率でのものとなります。
レイヤーを移動せずに、コンポジションパネルでレイヤーのアンカーポイントを移動する
には、レイヤーを選択してから、アンカーポイントツール  を使用してアンカーポイン
トをドラッグします。

アンカーポイントツールでアンカーポイントを移動すると、位置とアンカーポイントの値が変化する
だけなので、コンポジションでのレイヤーの位置は変わりません。アンカーポイントの値だけを変更するに
は、アンカーポイントツールを使用して、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら
ドラッグします。

Charles Bordenave（nab）が、After Effects Scripts の Web サイトで、コンポジションフレーム内のレイヤー
を移動することなく、選択したレイヤーのアンカーポイントを移動するスクリプトを公開しています。

レイヤーのアンカーポイントをリセットする

アンカーポイントをレイヤーの初期設定位置に戻すには、ツールパネルで「アンカーポイ
ントツール」ボタン  をダブルクリックします。
アンカーポイントをレイヤーの初期設定位置に戻すには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら、アンカーポイントツールボタンをダブルクリック
します。レイヤーはコンポジションの中央に移動します。

レイヤーのアンカーポイントをコンテンツの中央に設定する

次のいずれかの方法で、アンカーポイントをレイヤーのコンテンツの中央にすることができます。
レイヤー／トランスフォーム／アンカーポイントをレイヤーコンテンツの中央に配置を選
択する
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キーボードショートカット Ctrl + Alt + Home（Windows）または Command + Option +
Home（Mac OS）を使用する
アンカーポイントツールを Ctrl + ダブルクリック（Windows）または Command + ダブル
クリック（Mac OS）

次に、このコマンドの使用方法をいくつか示します。
シェイプレイヤーの 1 つのシェイプの中央またはシェイプのグループの重心にシェイプレ
イヤーのアンカーポイントを設定する
テキストコンテンツの中心にテキストレイヤーのアンカーポイントを設定する
マスクされた領域内の表示エリアの中心にレイヤーのアンカーポイントを設定する

レイヤーをスケールまたは反転する

他のトランスフォームと同様に、レイヤーのスケールはレイヤーのアンカーポイントを起点として行われま
す。アンカーポイントをレイヤーの中心から移動すると、その影響でレイヤーの位置が変わる場合がありま
す。カメラ、ライト、オーディオのみのレイヤーなど、一部のレイヤーには「スケール」プロパティはありま
せん。
レイヤーをコンポジションフレームの範囲外にスケールできます。
ズームレンズを使用した指数スケールについては、指数スケールを使用してスケーリング速度を変更するを参
照してください。
1 つのレイヤーではなく、ムービー全体の拡大縮小またはサイズ変更を行う方法については、ムービーのサイ
ズ拡大とムービーのサイズ縮小を参照してください。
レイヤーを反転するには、「スケール」プロパティの水平または垂直コンポーネントの値に -1 を掛けます。
レイヤーはアンカーポイントを中心に反転されます。

選択したレイヤーを反転するには、レイヤー／トランスフォーム／水平方向に反転を選択
するか、レイヤー／トランスフォーム／垂直方向に反転を選択します。
コンポジションパネルで縦横比を維持したままレイヤーをスケールするには、Shift キーを
押しながらレイヤーハンドルをドラッグします。
コンポジションパネルで縦横比に関係なくレイヤーをスケールするには、コーナーのレイ
ヤーハンドルをドラッグします。
コンポジションパネルで 1 方向にのみスケールするには、スケールする辺のレイヤーハン
ドルをドラッグします。
選択したレイヤーのスケールを 1％ずつ増減するには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら、テンキーパッドの +（プラス）または -（マイナ
ス）キーを押します。
選択したレイヤーのスケールを 10％ずつ増減するには、Alt + Shift キー（Windows）また
は Option + Shift キー（Mac OS）を押しながら、テンキーパッドの +（プラス）または
-（マイナス）キーを押します。
コンポジション全体をスケールするには、ファイル／スクリプト／Scale Composition.jsx
を選択します。
選択したレイヤーをコンポジションフレームに合わせてスケールし、中心を揃えるには、
レイヤー／トランスフォーム／コンポジションに合わせるを選択します。
選択したレイヤーの縦横比を維持したまま、コンポジションフレームの幅または高さに合
わせてスケールし、中心を揃えるには、レイヤー／トランスフォーム／コンポジションの
幅に合わせる、またはレイヤー／トランスフォーム／コンポジションの高さに合わせるを
選択します。
タイムラインパネルで縦横比を維持したままレイヤーをスケールするには、レイヤーを選
択し、S キーを押して「スケール」プロパティを表示します。次に、スケール値の左側に
ある現在の縦横比を固定アイコン  をクリックし、X、Y または Z スケールの新しい値を
入力します。

現在の縦横比を固定アイコンをアクティブにすると同時に、レイヤーの高さを幅と揃えるには、Alt キー
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（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらアイコンをクリックします。

特定のピクセルサイズにスケールするには、タイムラインパネルのスケール値を右クリッ
ク（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「値を編集」
を選択して、スケールダイアログボックスでピクセルの単位を変更します。コンポジショ
ンのピクセル縦横比で寸法を表示および調整するには、「ピクセル縦横比を含める」を選
択します。

ラスター（非ベクトル）レイヤーを縮小すると、イメージがぼやけて柔らかい感じになります。拡大率を高く
してラスターレイヤーを拡大すると、イメージの濃淡にむらが出たりピクセルが目立つ場合があります。

アップスケール（ディテールを保持）エフェクト

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトでは、画像のディテールを保持しながら、画像を大幅に拡大
できます。
詳しくは、アップスケール（ディテールを保持）エフェクトを参照してください。

バイリニアおよびバイキュービックサンプリング

選択したレイヤーに対してバイキュービックおよびバイリニアサンプリングを選択できます。これにより、ス
ケールに対して、およびトランスフォームエフェクトを使用して適用されたすべての変形に対して、ピクセル
をサンプルする方法を決定します。
詳しくは、レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニングを参照してください。

スケール用のその他のツールおよびリソース
Adobe Photoshop では、イメージのスケールに使用するリサンプリングを微調整できます。リサンプリン
グを微調整するには、フレームを Photoshop に書き出してイメージサイズを変更してから、After Effects
にもう一度読み込みます。

Photoshop のコンテンツに応じた拡大・縮小機能は、ムービーにはあまり適していませんが、静止画を伸張お
よび拡大・縮小するのには非常に便利です。この機能は、標準精細形式用に作成されたワイドスクリーン形式
のイメージを別の用途で使用する場合に便利です。
AE Enhancers フォーラムには、複数のコンポジションを同時にスケールするスクリプトがあります。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、選択したレイヤーをコンポジションフレームに合わ
せて伸縮したり、クロップやレターボックスのオプションを利用できるようにするスクリプトを公開していま
す。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、スケールの Z 次元のみの変更を含む 3D レイヤー
のスケールプロパティの変更とアニメートの方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

2D レイヤーを回転する

他のトランスフォームと同様に、レイヤーの回転はレイヤーのアンカーポイントを起点として行われます。

タイムラインパネルで選択したレイヤーの回転プロパティ値を表示するには、R キーを押します。

回転プロパティ値の最初の部分は回転の角度を整数で表し、2 番目の部分は回転の角度を小数で表していま
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す。
3D レイヤーの回転についての詳細は、3D レイヤーの回転および方向を設定するを参照してください。

コンポジションパネルでレイヤーをドラッグして回転するには、回転ツール  を使用し
ます。45 度ずつ回転するには、Shift キーを押しながらレイヤーをドラッグします。
選択したレイヤーを 1 度ずつ回転するには、テンキーパッドの +（プラス）または –（マ
イナス）キーを押します。
選択したレイヤーを 10 度ずつ回転するには、Shift キーを押しながら、テンキーパッドの
+（プラス）または –（マイナス）キーを押します。

オーディオのボリュームレベルを調節する

オーディオを含むフッテージを使用するときの初期設定の再生オーディオレベルは、0 デシベル（未調節の状
態）です。デシベルレベルを正の値に設定するとボリュームが上がり、負の値に設定するとボリュームが下が
ります。

オーディオレベルキーフレームをダブルクリックすると、オーディオパネルがアクティブになりま
す。

オーディオパネルの VU メーターには、再生時のオーディオのボリューム範囲が表示されます。このメーター
の一番上にある赤いブロックは、お使いのコンピューターのボリューム限度を表します。

スライダーをドラッグしてオーディオレベルを微調節する場合は、より細かい目盛りを表示するために
オーディオパネルを縦に伸ばします。

ボリュームを調節するには、オーディオパネルで次のいずれかの操作を行います。

左右のチャンネルのレベルを同時に設定するには、中央のスライダーを上または下に
ドラッグします。
左のチャンネルのレベルを設定するには、左のスライダーを上または下にドラッグす
るか、左のスライダーの一番下にあるレベルボックスに変更後の値を入力します。
右のチャンネルのレベルを設定するには、右のスライダーを上または下にドラッグす
るか、右のスライダーの一番下にあるレベルボックスに変更後の値を入力します。

親レイヤーと子レイヤー

あるレイヤーのトランスフォームを別のレイヤーのトランスフォームに割り当てることにより、レイヤーに加
えた変更を同期するには、親子関係を設定します。親レイヤーが関連付けられたもう一方のレイヤーは子レイ
ヤーと呼ばれます。親を割り当てると、子レイヤーのトランスフォームプロパティはコンポジションではなく
親レイヤーを基準とするようになります。例えば、親レイヤーを開始位置から右に 5 ピクセル移動すると、子
レイヤーも同じように 5 ピクセル移動します。親子関係はグループ化と似ています。つまり、グループに対す
るトランスフォームは、親のアンカーポイントに相対しています。
親子関係は、不透明度、位置、スケール、回転および（3D レイヤーの）方向を除くすべてのトランスフォー
ムプロパティに影響します。

レイヤーに親子関係を設定すると、代替の親子関係の設定動作を説明するヒントがマウスの位置の下
のレイヤーバーおよび情報パネルに表示されます。

各レイヤーに割り当てられる親レイヤーの数は 1 つだけですが、1 つの親レイヤーに同じコンポジション内の
レイヤーをいくつでも子として関連付けることができます。
子レイヤーは、親レイヤーとは関係なくアニメートできます。また、表示されないレイヤーであるヌルオブ
ジェクトを使用して、親子関係を設定することもできます
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親レイヤーを割り当てたり削除したりする動作をアニメートすることはできません。つまり、同じ 1 つのレイ
ヤーを時間の経過に応じて親レイヤーにしたり、通常のレイヤーに変更したりすることはできません。
親子関係を設定する場合は、子が親のトランスフォームプロパティを継承するか、独自のプロパティを維持す
るかを選択できます。子が親のトランスフォームプロパティ値を継承するように選択した場合、子レイヤー
は、親の位置に移動します。子が独自のトランスフォームプロパティ値を維持するように選択した場合、子レ
イヤーの位置は変化しません。どちらの場合も、親のトランスフォームプロパティ値を変更すると、子にも適
用されます。同様に、親子関係が解除された場合に、子が移動するかどうかを選択できます。

レイヤーに親子関係を設定するときに、Shift キーを使用して子レイヤーを親の位置に移動できます。
これは、レイヤーをヌルに接続しながらレイヤーを親のヌルの場所に移動するときに便利です（例えば 3D カ
メラトラッカーから作成されたヌルレイヤーに 3D テキストレイヤーを接続する場合）。

タイムラインパネルでシェイプレイヤー 1（子レイヤー）からピックウイップをドラッグし、親レイヤーとし
てのシェイプレイヤー 2 を指定します。

タイムラインパネルで親列の表示／非表示を切り替えるには、タイムラインパネルのポップアップメ
ニューから列を表示／親を選択します。

レイヤーの親子関係を設定するには、親列で、子として関連付けるレイヤーのピックウ
イップを、親となるレイヤーにドラッグします。
レイヤーの親子関係を設定するには、親列で、子として関連付けるレイヤーのポップアッ
プメニューから親となるレイヤーの名前を選択します。
レイヤーから親を削除するには、親列で、親を削除するレイヤーのポップアップメニュー
から「なし」を選択します。
選択した親レイヤーのすべての子レイヤーを選択するには、コンポジションパネルまたは
タイムラインパネルで、その親レイヤーを右クリック（Windows）するか Control キーを
押しながらクリック（Mac OS）し、「子を選択」を選択します。
親が割り当てられたとき、または親が削除されたときに子レイヤーをジャンプさせるに
は、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、親を割り当てる
または削除する操作を行います。
レイヤーから親を削除（「親」を「なし」に設定）するには、タイムラインパネルで Ctrl
キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら子レイヤーの親子関係
のピックウイップをクリックします。Alt+Ctrl キー（Windows）または Option+Command
キー（Mac OS）を押しながら子レイヤーの親子関係のピックウイップをクリックする
と、親レイヤーが削除され、子レイヤーがジャンプします。

親レイヤーと子レイヤーに関するオンラインリソース

Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、親子関係を維持しながら親レイヤーとその子をすべて複製す
るスクリプトを公開しています。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、エクスプレッションと親子関係を使用して、前後輪の回転
と車両の動きを一致させる方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。
Robert Powers が、Slippery Rock NYC の Web サイトで、親子関係の使用方法と、パペットツールを使用し
て文字をアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
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ヌルオブジェクトレイヤー

親レイヤーを割り当て、そのレイヤーをプロジェクトに表示しない場合は、ヌルオブジェクトを使用します。
ヌルオブジェクトは、表示されるレイヤーのすべてのプロパティを備えながらも、要素としては表示されない
非表示レイヤーです。そのため、コンポジション内のどのレイヤーにでも親として関連付けることができ、他
のレイヤーと同じように、調整したりアニメートしたりできます。ヌルオブジェクトの設定を変更する場合
は、平面レイヤーと同じコマンド（レイヤー／平面設定）を使用します。

エクスプレッション制御エフェクトをヌルオブジェクトに適用し、そのヌルオブジェクトを他のレイヤー
のエフェクトおよびアニメーションの制御レイヤーとして使用できます。例えば、カメラまたはライトレ
イヤーを使用する場合、ヌルオブジェクトを作成し、エクスプレッションを使用してカメラまたはライト
の目標点プロパティをヌルレイヤーの位置プロパティにリンクします。これにより、ヌルオブジェクトを
移動することで、目標点プロパティをアニメートできます。ヌルオブジェクトの選択と表示は、目標点の
選択と表示より簡単にできます。

1 つのコンポジションに、ヌルオブジェクトをいくつでも含めることができます。ヌルオブジェクトは、コン
ポジションパネルおよびレイヤーパネルでのみ表示可能で、コンポジションパネルにはレイヤーハンドルが付
いた四角形のアウトラインとして表示されます。エフェクトはヌルオブジェクト上では表示されません。

ヌルオブジェクトを作成するには、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルを選
択し、レイヤー／新規／ヌルオブジェクトを選択します。

新しいヌルオブジェクトレイヤーのアンカーポイントは、レイヤーの左上隅に表示され、そのアン
カーポイントがコンポジションの中心に重なった状態でレイヤーが配置されます。アンカーポイントの変更方
法は他のレイヤーと同じです。

コンポジションフレームでヌルオブジェクトが適切に表示されない場合は、ヌルオブジェクトをフレーム
の外側にあるペーストボードにドラッグします。

Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、ヌルオブジェクトを使用して 3D ストロークをアニメー
トする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

ガイドレイヤー

既存のレイヤーからガイドレイヤーを作成して、コンポジションパネルで要素を配置および編集する際の参考
基準として使用できます。例えば、視覚的な参考基準として使用したり、オーディオのタイミングやタイム
コードを決めるときの参考、または自分用のメモ書きなどに使用できます。
ガイドレイヤーのアイコン  が、タイムラインパネルのガイドレイヤーまたはそのソースの名前の横に表示さ
れます。
初期設定では、出力時にガイドレイヤーはレンダリングされませんが、コンポジションのレンダリング設定を
変更すれば、いつでもレンダリングできます。

ネスト化されたコンポジション内のガイドレイヤーは、包含コンポジションには表示されません。

選択したレイヤーをガイドレイヤーに変換するには、レイヤー／ガイドレイヤーを選択し
ます。
ガイドレイヤーを表示している状態でコンポジションをレンダリングするには、レンダー
キューパネルで「レンダリング設定」をクリックし、レンダリング設定ダイアログボック
スの「ガイドレイヤー」オプションで「現在の設定」を選択します。
ガイドレイヤーをレンダリングせずにコンポジションをレンダリングするには、レンダー
キューパネルで「レンダリング設定」をクリックし、レンダリング設定ダイアログボック
スの「ガイドレイヤー」オプションで「すべてオフ」を選択します。
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以下も参照してください
エフェクトコントロールパネル
レイヤーのキーボードショートカット
レイヤープロパティを変更するためのキーボードショートカット
キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット
タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット
レイヤーの選択と配置
コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える
画像サイズと解像度
ビデオとオーディオのプレビュー
列
エクスプレッション制御エフェクト
レンダリング設定
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レイヤー描画モードの使用
描画モードの使用方法
レイヤースタイル
描画からチャンネルを除外する

レイヤー描画モードの使用

レイヤーの描画モードは、各レイヤーをその下にあるレイヤーとどのように合成したり作用させたりするかを
制御します。After Effects のレイヤーの描画モード（旧称レイヤーモードまたは変換モード）は、Adobe
Photoshop の描画モードと同じです。
ほとんどの描画モードは、ソースレイヤーのアルファチャンネルではなく、カラー値のみを変更します。「ア
ルファ追加」描画モードは、ソースレイヤーのアルファチャンネルに作用し、シルエットおよびステンシル描
画モードは下にあるレイヤーのアルファチャンネルに作用します。
キーフレームを使用して描画モードを直接アニメートすることはできません。特定の時点で描画モードを変更
するには、その時点でレイヤーを分割し、後続のレイヤー部分に新しい描画モードを適用します。また、合成
アリスマチックエフェクトでも、描画モードと同様の効果を得ながら、時間の経過に応じて効果を変化させる
ことができます
初期設定で標準の描画モードが設定されている場合でも、各レイヤーには描画モードがあります。

ガンマ値 1 でカラーをブレンドするには、ファイル／プロジェクト設定を選択し、「ガンマ値 1.0 で
カラーをブレンド」チェックボックスをオンにします。プロジェクトの作業用カラースペースでカラーをブレ
ンドする場合は、このチェックボックスをオフにします（作業用スペースのリニア化とリニアブレンドの有効
化を参照）。

1 つのレイヤー上で複数のマスクを使用する描画モードは、マスクモードと呼ばれます。
一部のエフェクトには、独自の描画モードオプションがあります。詳しくは、各エフェクトの説明を参照して
ください。

選択したレイヤーの描画モードを切り替えるには、Shift キーを押しながら、-（ハイフ
ン）または ^ （ハット）キーを押します。

これらのショートカットは、様々な描画モードで効果を試す場合に便利です。

選択したレイヤーに描画モードを適用するには、タイムラインパネルのモード列のポップ
アップメニューまたはレイヤー／描画モードメニューから描画モードを選択します。
タイムラインパネルにモード列を表示するには、タイムラインパネルのポップアップメ
ニューから列を表示／モードを選択するか、タイムラインパネルの左下隅にある転送制御
を表示または非表示ボタン  をクリックします。

Trish Meyer と Chris Meyer が、Artbeats の Web サイトで、描画モードを使用してフィルムのような外観を
実現するときのヒントを PDF ドキュメントで提供しています。
Trish と Chris Meyer が、Artbeats の Web サイトの「Writing on the Wall」（PDF）で、描画モード、レイ
ヤースタイル、「ディスプレイスメントマップ」エフェクトを使用して、表面の一部として表示されるように
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ページの先頭へ

「通常」カテゴリ

「減算」カテゴリ

「加算」カテゴリ

「複雑」カテゴリ

「差」カテゴリ

「HSL」カテゴリ

「マット」カテゴリ

テキストを合成する方法について説明しています。

描画モードの使用方法

次の説明では、以下の用語を使用します。
ソースカラー：描画モードが適用されたレイヤーまたはペイントストロークの色。
基本色：タイムラインパネルでのレイヤーの重なり順でソースレイヤーまたはペイントス
トロークの下にある合成先レイヤーの色。
結果色：描画モードを適用して合成した結果出力される色。

このセクションで説明するすべての描画モードは、レイヤー間のブレンドに使用できます。一部は、ペイント
ストローク、レイヤースタイルおよびエフェクトで使用できます。
複数のアドビアプリケーションに実装されているこれらの描画モードの背後にある概念やアルゴリズムについ
て詳しくは、アドビ システムズ社の Web サイトにある PDF リファレンスのバージョン 1.7 の 7.2.4 節を参
照してください。
描画モードのメニューは、描画モードの結果の類似性に基づいて 8 つのカテゴリに分類されています。カテゴ
リ名はインターフェイスには表示されません。メニュー内では各カテゴリは線で区切られているだけです。

オプションには、「通常」、「ディザ合成」、「ダイナミックディザ合成」があります。
ソースレイヤーの不透明度が 100％未満でない限り、ピクセルの結果色は、元のピクセルの色の影響を受けま
せん。「ディザ合成」描画モードでは、ソースレイヤーの一部のピクセルが透明になります。

オプションには、「比較（暗）」、「乗算」、「焼き込みカラー」、「焼き込みカラー
（クラシック）」、「焼き込みリニア」、「カラー比較（暗）」があります。これらの描画モードでは、色が
暗くなる傾向があります。一部の描画モードでは、ペイント時に色素を混ぜ合わせるように色が混合されま
す。

オプションには、「加算」、「比較（明）」、「スクリーン」、「覆い焼きカラー」、
「覆い焼きカラー（クラシック）」、「覆い焼きリニア」、「カラー比較（明）」があります。これらの描画
モードでは、色が明るくなる傾向があります。一部の描画モードでは、投影された光を混ぜ合わせるように色
が混合されます。

オプションには、「オーバーレイ」、「ソフトライト」、「ハードライト」、「リニアラ
イト」、「ビビッドライト」、「ピンライト」、「ハードミックス」があります。これらの描画モードでは、
ソースカラーと基本色のいずれかが 50％グレーよりも明るいかどうかによって、これらの色に異なる処理が
実行されます。

オプションには、「差」、「差（クラシック）」、「除外」、「減算」、「除算」がありま
す。これらの描画モードでは、ソースカラーと基本色の値の差に基づいて色が作成されます。

オプションには、「色相」、「彩度」、「カラー」、「輝度」があります。これらの描画
モードでは、色の HSL（色相、彩度、輝度）の 1 つまたは複数の要素がそのまま基本色から結果色に適用さ
れます。

オプションには、「ステンシルアルファ」、「ステンシルルミナンスキー」、「シル
エットアルファ」、「シルエットルミナンスキー」があります。これらの描画モードでは、ソースレイヤー
が、その下のすべてのレイヤーのマットに変換されます。
ステンシル描画モードとシルエット描画モードを使用すると、モードを適用したレイヤーのアルファチャンネ
ルまたはルミナンス（luma）値が、そのレイヤーの下にあるすべてのレイヤーのアルファチャンネルに作用し
ます。これらの描画モードは、1 つのレイヤーだけに作用するトラックマットと異なります。ステンシル描画
モードでは、すべてのレイヤーがカットされるので、ステンシルレイヤーのアルファチャンネルを通して複数
のレイヤーを表示できます。シルエット描画モードの場合は、描画モードを適用したレイヤーの下にあるすべ
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「ユーティリティ」カテゴリ

注意：

通常

ディザ合成

ダイナミックディザ合成

比較（暗）

乗算

焼き込みカラー

焼き込みカラー（クラシック）

焼き込みリニア

てのレイヤーを覆うので、一度に複数のレイヤーに穴を開けることができます。シルエット描画モードとステ
ンシル描画モードが下にあるすべてのレイヤーに作用しないようにするには、作用させるレイヤーだけをプリ
コンポーズしてコンポジションにネストします。

ステンシル（左）では、ステンシルレイヤーのアルファチャンネルのフレームを通して、ステンシルレイヤー
の下にあるすべてのレイヤーが表示され、シルエット（右）では、シルエットレイヤーの下にあるすべてのレ
イヤーに穴が開けられます。

オプションには、「アルファ追加」と「ルミナンスキープリマルチプライ」が
あります。これらの描画モードは、特別なユーティリティの機能を果たします。

描画モードの説明
以下で説明しているカラー値の一部は、黒から白までの 0.0 ～ 1.0 スケールに従って割り当てられま

す。

ソースカラーが結果色になります。このモードは、基本色を無視します。「通常」が初期設定のモード
です。

ソースカラーまたは基本色が、各ピクセルの結果色になります。ソースカラーが結果色になる確
率は、ソースの不透明度によります。ソースの不透明度が 100％の場合は、ソースカラーが結果色になりま
す。ソースの不透明度が 0％の場合は、基本色が結果色になります。ディザとダイナミックディザは 3D レイ
ヤーでは使用できません。

ディザ合成と同じですが、結果色がどちらの色になるかの確率はフレームごとに再
計算されるので、時間の経過に応じて結果色を変化させることができます。

結果色のチャンネル値は、ソースカラーのチャンネル値と、対応する基本色のチャンネル値のい
ずれか低い方（暗い方）になります。

カラーチャンネルごとにソースカラーのチャンネル値と基本色のチャンネル値を乗算した結果を、プロ
ジェクトの色深度に応じて、8 bpc、16 bpc、または 32 bpc のいずれかのピクセルの最大値で除算します。結
果色が元の色よりも明るくなることはありません。いずれかの入力カラーが黒の場合は、結果色も黒になりま
す。いずれかの入力カラーが白の場合は、もう片方の入力カラーが結果色になります。この描画モードは、紙
に複数のマーカーペンで重ね塗りしたときの効果や、ライトの前に複数のジェルを置いたときの効果を再現す
るためのものです。この描画モードで黒または白以外の色と合成すると、各レイヤーまたはペイントストロー
クの色が暗くなります。

ソースカラーを暗くしてコントラストを強くし、基本色を反映した色が結果色になります。
元のレイヤーが純粋な白の場合は、基本色は変わりません。

本バージョンでは、通常の「焼き込みカラー」モードと区別するため、After
Effects 5.0 以前の「焼き込みカラー」モードを「焼き込みカラー（クラシック）」と呼んでいます。旧バー
ジョンのプロジェクトとの互換性を維持する場合はこのクラシックモードを使用しますが、通常は「焼き込み
カラー」モードを使用します。

ソースカラーを暗くして明るさを落とし、基本色を反映した色が結果色になります。純粋な
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カラー比較（暗）

加算

比較（明）

スクリーン

覆い焼きカラー

覆い焼きカラー（クラシック）

覆い焼きリニア

カラー比較（明）

オーバーレイ

ソフトライト

ハードライト

リニアライト

ビビッドライト

白の場合は何も変わりません。

結果色の各ピクセルが、ソースカラー値と対応する基本色値のいずれか暗い方になりま
す。カラー比較（暗）は比較（暗）モードとほとんど同じですが、カラー比較（暗）モードは個々のカラー
チャンネルには作用しません。

ソースカラーと基本色の対応するカラーチャンネル値の合計が、結果色のチャンネル値になります。結
果色がどちらかの入力カラーより暗くなることはありません。

結果色のチャンネル値は、ソースカラーのチャンネル値と対応する基本色のチャンネル値のいず
れか高い方（明るい方）になります。

チャンネル値の補数を乗算して、結果色を補間します。結果色がどちらかの入力カラーより暗く
なることはありません。スクリーンモードでは、複数の写真のスライドを 1 つのスクリーンに同時に投影した
ときのような効果が得られます。

ソースカラーを明るくしてコントラストを落とし、基本色を反映した色が結果色になりま
す。ソースカラーが純粋な黒の場合は、基本色が結果色になります。

本バージョンでは、通常の「覆い焼きカラー」モードと区別するため、After
Effects 5.0 以前の「覆い焼きカラー」モードを「覆い焼きカラー（クラシック）」と呼んでいます。旧バー
ジョンのプロジェクトとの互換性を維持する場合はこのクラシックモードを使用しますが、通常は「覆い焼き
カラ」モードを使用します。

ソースカラーを明るくして明るさを増し、基本色を反映した色が結果色になります。ソース
カラーが純粋な黒の場合は、基本色が結果色になります。

結果色の各ピクセルが、ソースカラー値と対応する基本色値のいずれか明るい方になりま
す。カラー比較（明）は比較（明）モードとほとんど同じですが、カラー比較（明）モードは個々のカラー
チャンネルには作用しません。

基本色が 50％グレーよりも明るいかどうかに応じて、入力カラーチャンネル値を乗算またはス
クリーンします。結果色は、レイヤーのハイライトとシャドウを維持します。

ソースカラーに応じて、レイヤーのカラーチャンネル値を明るくしたり暗くしたります。レイ
ヤーに拡散したスポットライトを当てたような効果が得られます。カラーチャンネル値ごとに、ソースカラー
が 50％グレーよりも明るい場合は、覆い焼きを行ったように結果色が基本色よりも明るくなります。ソース
カラーが 50％グレーよりも暗い場合は、焼き込みを行ったように結果色が基本色よりも暗くなります。純粋
な黒または白を含むレイヤーは著しく暗くなるか明るくはなりますが、純粋な黒または白にはなりません。

元のソースカラーに応じて、入力カラーチャンネル値を乗算またはスクリーンします。レイ
ヤーに強いスポットライトを当てたような効果が得られます。カラーチャンネル値ごとに、基本色が 50％グ
レーよりも明るい場合は、レイヤーがスクリーン処理されているように明るくなります。基本色が 50％グ
レーよりも暗い場合は、レイヤーが乗算処理されているように暗くなります。このモードは、レイヤーにシャ
ドウの効果を加える場合に便利です。

基本色に応じて明るさを増減し、カラーの焼き込みまたは覆い焼き処理を行います。基本色が
50％グレーよりも明るい場合は、明るさが強いためレイヤーが明るくなります。基本色が 50％グレーよりも
暗い場合は、明るさが弱いためレイヤーが暗くなります。

基本色に応じてコントラストを増減し、カラーの焼き込みまたは覆い焼き処理を行います。
基本色が 50％グレーよりも明るい場合は、コントラストが小さくなるためレイヤーが明るくなります。基本
色が 50％グレーよりも暗い場合は、コントラストが大きくなるためレイヤーが暗くなります。
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ピンライト

ハードミックス

差

差（クラシック）

除外

減算

除算

色相

彩度

カラー

輝度

ステンシルアルファ

ステンシルルミナンス

シルエットアルファ

シルエットルミナンス

基本色に応じて、カラーを置き換えます。基本色が 50％グレーよりも明るい場合は、基本色より
も暗いピクセルは置き換えられ、基本色よりも明るいピクセルは変わりません。基本色が 50％グレーよりも
暗い場合は、基本色よりも明るいピクセルは置き換えられ、基本色よりも暗いピクセルは変わりません。

ソースレイヤーのマスクを通して見える下のレイヤーのコントラストを強調します。コント
ラストが強調される領域はマスクサイズによって決まり、領域の中心は反転したソースレイヤーによって決ま
ります。

カラーチャンネルごとに、入力カラー値の明るい部分から暗い部分を減算します。白でペイントした場合
は背景色が反転します。黒でペイントした場合は変化しません。

2 つのレイヤーに整列する同じビジュアル要素が含まれている場合、1 つのレイヤーをもう 1 つのレイ
ヤーの上に配置し、上のレイヤーの描画モードを「差」に設定します。これにより、整列するビジュアル
要素のピクセルがすべて黒になる（ピクセルの差がゼロになり、2 つのレイヤーが完全に重なった状態）
まで 2 つのレイヤーのいずれかを移動できます。

本バージョンでは、通常の「差」モードと区別するため、After Effects 5.0 以前の「差」
モードを「差（クラシック）」と呼んでいます。旧バージョンのプロジェクトとの互換性を維持する場合はこ
のクラシックモードを使用しますが、通常は「差」モードを使用します。

差モードと似ていますが、コントラストは弱くなります。ソースカラーが白の場合は、基本色の補色が
結果色になります。ソースカラーが黒の場合は、基本色が結果色になります。

基本色からソースカラーを減じます。ソースカラーが黒の場合は、基本色が結果色になります。32 bpc
プロジェクトでは、結果色の値が 0 よりも小さくなることもあります。

基本色をソースカラーで割ります。ソースカラーが白の場合は、基本色が結果色になります。32 bpc プ
ロジェクトでは、結果色の値が 1.0 よりも大きくなることができます。

結果色に、基本色の輝度と彩度、およびソースカラーの色相が設定されます。

結果色に、基本色の輝度と色相、およびソースカラーの彩度が設定されます。

結果色に、基本色の輝度と、ソースカラーの色相および彩度が設定されます。この描画モードによ
り、基本色のグレーレベルが維持されます。この描画モードは、グレースケール画像を着色したり、カラー画
像の色合いを調節したりする場合に便利です。

結果色に、基本色の色相と彩度、ソースカラーの輝度が設定されます。このモードを使用すると、カ
ラーモードと反対の結果が生成されます。

レイヤーのアルファチャンネルを使用して、ステンシルを作成します。

レイヤーのルミナンス（luma）値を使用して、ステンシルを作成します。レイヤーの
明るいピクセルは暗いピクセルよりも不透明になります。

レイヤーのアルファチャンネルを使用して、シルエットを作成します。

レイヤーのルミナンス（luma）値を使用して、シルエットを作成します。レイヤーの
ペイントした部分を透明にして、下にあるレイヤーや背景を表示させることができます。描画色の輝度値に
よって、結果色の不透明度が決まります。ソースの明るいピクセルは暗いピクセルよりも透明になります。純
粋な白でペイントした場合は、不透明度が 0％になります。純粋な黒でペイントした場合は変化しません。
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アルファ追加

注意：

ルミナンスプリマルチプライ

ページの先頭へ

注意：

ドロップシャドウ

シャドウ（内側）

レイヤーを普通に合成しますが、補完的なアルファチャンネルを追加し、透明部分をシームレ
スにします。相互に反転する 2 つのアルファチャンネルや、アニメートする 2 つの隣接したレイヤーのアル
ファチャンネルのエッジから、目に見えるエッジを削除する場合に便利です。

場合によっては、2 つのレイヤーのエッジを突き当てて整列させた場合、レイヤー間に継ぎ目が現れ
ることがあります。これは、エッジで互いに結合して 3D オブジェクトを構築する 3D レイヤーで特に問題に
なります。レイヤーのエッジをアンチエイリアスすると、エッジが半透明になります。50％透明な 2 つの領
域が重なっている場合、不透明度は 100％ではなく 75％になります。これは、初期設定の演算が乗算である
ためです（ライトの 50％が 1 つのレイヤーを通過し、残りの 50％が次のレイヤーを通過するため、25％がシ
ステムを通過します）。これは、実世界の半透明と同じようなものです。しかしながら、この初期設定の描画
ではなく、不透明度が 50％の 2 つの領域を組み合わせて、シームレスで不透明な結合を行い、アルファ値を
追加したい場合があります。このような場合は、アルファ追加描画モードを使用します。

色を合成した後に、アルファチャンネル値を超えるカラー値をコンポジション
に追加することによって、これらの超過カラー値のクリッピングを防ぎます。合成アルファチャンネルのフッ
テージからレンズまたはライトのエフェクト（レンズフレアなど）をレンダリングするコンポジションに便利
です。他社製のマットソフトウェアで作成したフッテージを使ったコンポジションでも、結果が改善されるこ
とがあります。このモードを適用するときに、合成アルファソースのフッテージ設定をストレートアルファに
変更すると、最適な結果が得られる場合もあります。

レイヤースタイル

Photoshop では、シャドウ、光彩、ベベルなどの様々なレイヤースタイルを使用して、レイヤーの内容の外観
を様々に変更できます。Photoshop レイヤーを After Effects に読み込む際に、レイヤースタイルを保持するこ
とができます。 また、After Effects でレイヤースタイルを適用し、レイヤースタイルのプロパティをアニメー
トすることもできます。

After Effects 内であらゆるレイヤースタイルをコピー＆ペーストすることができます。After Effects に読み
込んだ PSD ファイル内のレイヤースタイルもコピー＆ペーストできます。

各レイヤーの「レイヤースタイル」プロパティグループには、ドロップシャドウやカラーオーバーレイなど、
ビジュアル要素を追加するレイヤースタイルのほかに、「レイヤー効果」プロパティグループが含まれていま
す。レイヤー効果の設定を使用すると、パワフルな描画処理を柔軟に行うことができます。
レイヤースタイルは、Photoshop では効果（エフェクト）と呼ばれますが、After Effects では描画モード似た
処理がなされます。レイヤースタイルは、標準のレンダリング順序ではトランスフォームの後に適用されます
が、エフェクトはトランスフォームの前に適用されます。その他の相違点としては、各レイヤースタイルがコ
ンポジション内の下のレイヤーと直接ブレンドされるのに比べて、エフェクトはそれが適用されるレイヤー上
でレンダリングされ、その結果が下のレイヤー全体と相互作用することが挙げられます。
コンポジションとして複数のレイヤーを含む Photoshop ファイルを読み込むときは、編集可能なレイヤース
タイルを保持したり、レイヤースタイルをフッテージに結合することができます。複数のレイヤースタイルを
含むレイヤーを 1 つだけ読み込むときは、レイヤースタイルを無視したり、レイヤースタイルをフッテージに
結合することができます。結合したレイヤースタイルは、Photoshop フッテージアイテムに基づいて各 After
Effects レイヤーの編集可能スタイルにいつでも変換できます。
After Effects では、Photoshop ファイルを読み込むときにすべてのレイヤースタイルを保持できますが、After
Effects で追加、変更できるのは、一部のレイヤースタイルとコントロールのみです。

各レイヤースタイルとそのプロパティについて詳しくは、Photoshop ヘルプを参照してください。

After Effects で適用、編集可能なレイヤースタイル

レイヤーの後ろにシャドウを追加します。

レイヤーのコンテンツの内側にシャドウを追加し、レイヤーをくぼんだような外観にしま
す。
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光彩（外側）

光彩（内側）

ベベルとエンボス

サテン

カラーオーバーレイ

グラデーションオーバーレイ

ストローク

シェイプ内で作成

高度

チョーク

レイヤーのコンテンツから外側に放射するグローを追加します。

レイヤーのコンテンツから内側に放射するグローを追加します。

様々なハイライトとシャドウの組み合わせを追加します。
例えば、ベベルのハイライトとシャドウに異なる描画モードを適用するには、「ベベルアルファ」エフェ
クトではなくレイヤースタイル「ベベルとエンボス」を使用します。

レイヤーの形状に応じた陰影を適用し、表面に光沢感を作成します。

レイヤーのコンテンツを色で塗りつぶします。

レイヤーのコンテンツをグラデーションで塗ります。

レイヤーのコンテンツのアウトラインを作成します。

レイヤースタイルの追加、削除および変換

結合したレイヤースタイルを編集可能なレイヤースタイルに変換するには、1 つまたは複
数の レイヤーを選択し、レイヤー／レイヤースタイル／編集可能なスタイルに変換を選択
します。
選択したレイヤーにレイヤースタイルを追加するには、レイヤー／レイヤースタイルを選
択し、メニューからレイヤースタイルを選択します。
レイヤースタイルを削除するには、タイムラインパネルでスタイルを選択して Delete
キーを押します。
選択したレイヤーからすべてのレイヤースタイルを削除するには、レイヤー／レイヤース
タイル／すべてを削除を選択します。

テキストレイヤー、シェイプレイヤー、Illustrator フッテージアイテムに基づくレイヤーなどのベクトルレイ
ヤーにレイヤースタイルが適用されるときは、レイヤーのコンテンツのエッジに適用されるビジュアル要素
は、テキスト文字やシェイプなどのベクトルオブジェクトのアウトラインに適用されます。ベクトルではない
フッテージアイテムに基づくレイヤーにレイヤースタイルが適用されるときは、レイヤースタイルはレイヤー
の範囲またはマスクのエッジに適用されます。
レイヤースタイルは 3D レイヤーに適用できますが、レイヤースタイルを持つレイヤーは、他の 3D レイヤー
と交差させたり、シャドウを落としたり受けたりすることはできません。レイヤースタイルを持つレイヤーの
どちらの側の 3D レイヤーも、相互に交差させたりシャドウを付けることができません。
Photoshop ファイルのテキストレイヤーにレイヤー／編集可能なテキストに変換を使用すると、そのレイヤー
上のレイヤースタイルも編集可能なレイヤースタイルに変換されます。

レイヤースタイルの設定

各レイヤースタイルには、タイムラインパネルにそれぞれのプロパティ群があります。

レイヤーの境界線に合わせてグラデーションの塗りを計算します。

ベベルとエンボスレイヤースタイルで、レイヤー上の光源の高度（度単位）を指定します。

シャドウ（内側）または光彩（内側）のマットの境界線を、ぼかしを行う前に縮小します。
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距離

ハイライトのモード、シャドウのモード

変位

レイヤーでノックアウト

反転

スケール

拡散

包括光源を使用

ページの先頭へ

シャドウまたはサテンのレイヤースタイルで使用するオフセット距離を示します。

ベベルまたはエンボスの描画モード（ハイライトまたはシャドウ）
を指定します。

グラデーションカラーと不透明度の適用度を変化させ、バンディングを除去します。

半透明レイヤーにおける、ドロップシャドウの可視性を指定します。

グラデーションの向きを反転させます。

グラデーションのサイズを変更します。

ぼかしの前にマット境界を拡張します。

包括光源の角度と高度を使用するには、各レイヤースタイルの角度や高度を設定するのでは
なく、「レイヤー効果」プロパティグループにあるこのオプションをオンにします。このオプションは、同じ
レイヤーに複数のレイヤースタイルを適用し、それらのすべてにライトの位置をアニメートする場合に役立ち
ます。

レイヤースタイルのレイヤー効果

各レイヤースタイルには独自の描画モードがあり、レイヤーが下のレイヤーと相互作用する方法を決定してい
ます。この場合、下のレイヤーはレイヤースタイルが適用されているレイヤーを含んでいてもいなくてもかま
いません。例えば、レイヤーの後ろにシャドウが付くため、ドロップシャドウはそれが適用されるレイヤーと
ブレンドしませんが、シャドウ（内側）は適用されるレイヤーとブレンドします。
レイヤースタイルは、内部レイヤースタイルまたは外部レイヤースタイルに分類できます。内部レイヤースタ
イルは、それが適用されるレイヤーの不透明なピクセルに適用されます。内部レイヤースタイルには、光彩
（内側）、シャドウ（内側）、カラーオーバーレイ、グラデーションオーバーレイ、サテン、およびベベルと
エンボスが含まれます。外部レイヤースタイルは、適用対象のレイヤーのピクセルとブレンドせず、下のレイ
ヤーと相互作用するだけです。外部レイヤースタイルには、光彩（外側）とドロップシャドウが含まれます。
「内部スタイルをまとめて描画」がオンに設定されている場合は、内部レイヤースタイルでレイヤーの描画
モードが使用されます。
レイヤーの「不透明度」プロパティを変更すると、レイヤーのコンテンツの不透明度とレイヤースタイルの不
透明度にすべて適用されます。ただし、「レイヤー効果」プロパティグループで「塗りの不透明度」プロパ
ティを変更した場合は、レイヤースタイルの不透明度に影響しません。例えば、テキストレイヤーにドロップ
シャドウレイヤースタイルが適用されている場合は、塗りの不透明度を 0 に下げるとテキストが表示されなく
なり、ドロップシャドウは付いたままになります。
「ソースのブレンド範囲を使用」オプションを使用すると、入力レイヤーのカラー特性に応じてどのようなブ
レンド操作を実行するかを決定する、Photoshop ファイル用の高度なレイヤー効果を使用できます。

レイヤースタイルに関するオンラインリソース

Dave Scotland が CG Swot の Web サイトで、After Effects でレイヤースタイルを使用して、メタリック調の
ロゴを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

描画からチャンネルを除外する
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

描画処理で、レイヤーの 1 つまたは複数のカラーチャンネルを除外できます。

「レイヤー効果」プロパティグループは、レイヤースタイルがレイヤーに追加されている場合にだけレイ
ヤーに含まれます。レイヤースタイルを持たない「レイヤー効果」プロパティグループを追加するには、
任意のレイヤースタイルを追加した後でそれをすぐに削除します。「レイヤー効果」プロパティグループ
とそれに含まれる「レイヤースタイル」プロパティグループは削除されずに残ります。

1. タイムラインパネル内の「レイヤースタイル」プロパティグループで、レイヤーの「レイ
ヤー効果」プロパティグループを展開します。

2. 描画からチャネルを除外するには、「高度な合成」プロパティグループで、赤、緑または
青をオフに設定します。

これらのプロパティはアニメートできます。場合によって描画からチャネルを除外したり
含めたりすることができます。

以下も参照してください
マスクのモード
レイヤーを分割する
カラーの基本
Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み
レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス
3D レイヤー間のインタラクション、レンダリングの順序、コラップストランスフォーム
レイヤー効果とレイヤースタイル

220

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


3D レイヤー

注意：

ページの先頭へ

3D レイヤーの概要とリソース
3D レイヤーに変換する
3D 軸とレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える
3D レイヤーを移動する
3D レイヤーの回転および方向を設定する
軸モード
3D レイヤー間のインタラクション、レンダリングの順序、コラップストランスフォーム

この記事の内容は、一般に、クラシック 3D レンダラーに対して適用されます。レイトレース 3D レ
ンダラーについて詳しくは、テキストレイヤーとシェイプレイヤーへの押し出しの適用およびこのビデオ
チュートリアルを参照してください。

3D レイヤーの概要とリソース

レイヤーを 3D レイヤーに変換しても、レイヤー自体は平面のままです。ただし、位置（Z 軸）、アンカーポ
イント（Z 軸）、スケール（Z 軸）、方向、X 回転、Y 回転、Z 回転、マテリアルオプションなどのプロパ
ティが追加されます。マテリアルオプションは、レイヤーがライトやシャドウとどのように相互作用するかを
指定するためのプロパティです。3D レイヤーのみがシャドウ、ライト、およびカメラと相互作用します。

2D レイヤー（左）、3D プロパティを含むレイヤー（右）

また、テキストレイヤー内の個々の文字を、固有の 3D プロパティを備えた 3D サブレイヤーに設定できま
す。「文字単位の 3D 化を使用」を適用したテキストレイヤーは、文字ごとに 3D 化された複数のレイヤーで
構成されるプリコンポーズのように機能します。カメラレイヤーとライトレイヤーはすべて 3D プロパティを
備えています。
初期設定では、レイヤーの奥行き（Z 軸の位置）は 0 です。After Effects では、座標系の原点は左上隅で
す。X（幅）は左から右に、Y（高さ）は上から下に、Z（奥行き）は手前から奥にそれぞれ値が大きくなりま
す。一部のビデオアプリケーションや 3D アプリケーションは、X 軸を中心に 180 度回転する座標系を使用し
ています。このような座標系では、Y 軸は下から上に、Z 軸は奥から手前に値が大きくなります。
軸モードを使用すると、コンポジションの座標空間、レイヤーの座標空間、カスタム空間を起点にして、3D
レイヤーをトランスフォームすることができます。
エフェクトとマスクを 3D レイヤーまたは 2D レイヤーを含む合成 3D レイヤーに追加し、カメラレイヤーと
ライトレイヤーを作成してアニメートすると、あらゆる角度から 3D レイヤーを表示したり、照明を当てたり
することができます。最終出力をレンダリングする場合、3D レイヤーはアクティブカメラの視点からレンダ
リングされます（詳しくは、カメラレイヤーの作成とカメラ設定の変更を参照）。
3D のゆがみをシミュレートするエフェクトなども含め、すべてのエフェクトは 2D です。例えば、バルジエ
フェクトを含むレイヤーを側面から表示しても、立体的には見えません。
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3D レイヤー上のマスク座標は、他のすべてのマスクと同様、そのレイヤーの 2D 座標空間内にあります。

3D レイヤーに変換する

レイヤーを 3D に変換すると、位置、アンカーポイント、およびスケールの各プロパティに奥行き（Z）値が
追加され、レイヤーには方向、Y 回転、X 回転、およびマテリアルオプションのプロパティが追加されま
す。1 つの「回転」プロパティが、「Z 回転」という名前に変わります。
3D レイヤーを元の 2D に変換すると、すべての値、キーフレーム、およびエクスプレッションを含む、Y 回
転、X 回転、方向、およびマテリアルオプションのプロパティが削除されます（これらの値は、レイヤーを再
度 3D レイヤーに変換しても復元されません）。アンカーポイント、位置、およびスケール プロパティはキー
フレームとエクスプレッションとともにそのまま残りますが、Z 値は表示されず無視されます。

レイヤーを 3D レイヤーに変換する
タイムラインパネルでレイヤーの 3D レイヤースイッチ  を選択するか、レイヤーを選択
してからレイヤー／3D レイヤーを選択します。

「文字単位の 3D 化を使用」を有効にして、テキストレイヤーを 3D レイヤーに変
換する
アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／文字単位の 3D 化を使用を
選択するか、タイムラインパネルでアニメーターポップアップメニューから「文字単位の
3D 化を使用」を選択します。

3D レイヤーを 2D レイヤーに変換する
タイムラインパネルでレイヤーの 3D レイヤースイッチの選択を解除するか、レイヤーを
選択してからレイヤー／3D レイヤーを選択します。

3D 軸とレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える

3D 軸は、色分けされた矢印として表示され、赤は X 軸、緑は Y 軸、青は Z 軸を表します。

3D 軸、カメラアイコン、ライトワイヤーフレームアイコン、レイヤーハンドル、および
目標点の表示／非表示を切り替えるには、ビュー／レイヤーコントロールを表示を選択し
ます。

操作したい軸が隠れている場合は、コンポジションパネルの最下部にあるビューのレイアウトを選択ポッ
プアップメニューで別の設定を選択します。

3D 参照軸の表示／非表示を切り替えるには、コンポジションパネルの最下部にあるグ
リッドとガイドのオプションを選択ボタン  をクリックし、「3D 参照軸」を選択しま
す。

Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、3D 軸レイヤーコントロールの使用方法を示
すビデオチュートリアルを公開しています。
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3D レイヤーを移動する
1. 移動する 3D レイヤーを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

コンポジションパネルで、選択ツール  を使用して、レイヤーの移動方向に対応する
軸の矢印部分をドラッグします。Shift キーを押しながらドラッグすると、レイヤーを
よりすばやく移動できます。

タイムラインパネルで、「位置」プロパティの値を変更します。

P キーを押すと、位置が表示されます。

アンカーポイントが現在のビューの中心にくるように、選択したレイヤーを動かすに
は、レイヤー／トランスフォーム／中央に配置を選択するか、Ctrl + Home キー
（Windows）または Command + Home キー（Mac OS）を押します。

3D レイヤーの回転および方向を設定する

3D レイヤーを回転するには、方向または回転の値を変更します。どちらの場合も、レイヤーはアンカーポイ
ントを中心に回転します。方向プロパティと回転プロパティでは、アニメートしたときのレイヤーの動作が異
なります。
3D レイヤーの方向プロパティをアニメートすると、レイヤーは指定した方向に最短距離で到達するように回
転します。X、Y、Z 回転プロパティをアニメートすると、レイヤーはそれぞれの軸に沿って、各プロパティ
に指定した値分回転します。つまり、方向プロパティでは目標地点を角度で指定するのに対して、回転プロパ
ティでは経路を角度で指定します。回転プロパティでは、レイヤーが複数回回転するように設定できます。
通常、自然で滑らかな動きを再現する場合は方向プロパティをアニメートし、より緻密に動きを制御する場合
は回転プロパティをアニメートします。

コンポジションパネルで 3D レイヤーの回転および方向を設定する
1. 回転する 3D レイヤーを選択します。

2. 回転ツール  を選択し、設定ポップアップメニューから「方向」または「回転」を選択
します。回転ツールの操作は、ここで選択したプロパティに適用されます。

3. コンポジションパネルで、次のいずれかの操作を行います。

レイヤーの回転軸の矢印部分をドラッグします。

レイヤーハンドルをドラッグします。Z 軸を中心に回転する場合は、コーナーのハン
ドルをドラッグします。Y 軸を中心に回転する場合は、レイヤーの左右の辺の中央に
あるハンドルをドラッグします。X 軸を中心に回転する場合は、レイヤーの上下の辺
の中央にあるハンドルをドラッグします。

レイヤーをドラッグします。

45 度ずつ回転するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

タイムラインパネルで 3D レイヤーの回転および方向を設定する
1. 回転する 3D レイヤーを選択します。

2. タイムラインパネルで、回転プロパティまたは方向プロパティの値を変更します。

R キーを押すと、回転プロパティと方向プロパティが表示されます。
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ページの先頭へ

ローカル軸モード

ワールド軸モード

ビュー軸モード

注意：

ページの先頭へ

3D レイヤーの回転と方向の設定に関するオンラインリソース

Donat Van Bellinghen が、AE Enhancers フォーラムで、3 点で定義される平面内に 3D レイヤーを配置し、
方向を設定するエクスプレッションを公開しています。

軸モード

軸モードでは、3D レイヤーをトランスフォームするときの軸セットを指定します。軸モードは、ツールパネ
ルで選択します。

 3D レイヤーの表面に軸を整列します。

 コンポジションの絶対座標に軸を整列します。軸は常に 3D ワールドを起点にした 3D
空間を表し、レイヤーでの回転動作には影響されません。

 選択したビューに軸を整列します。例えば、レイヤーを回転してから、ビューをカスタム
ビューに変更したとします。その後にビュー軸モードでレイヤーをトランスフォームすると、ユーザー側から
レイヤーを見ている方向に対応する軸に沿ってトランスフォームが行われます。

軸モード間の違いは、コンポジションで 3D カメラを使用するときにのみ関係します。

カメラツールは常にビューのローカル軸に沿って調節するので、カメラツールで行う操作は軸モード
の影響を受けません。

Angie Taylor が、このチュートリアルで 3D 軸モデルについて説明しています。

3D レイヤー間のインタラクション、レンダリングの順序、コラップスト
ランスフォーム

ある種類のレイヤーが存在すると、そのレイヤーのタイムラインパネルでの重なり順の位置によっては、3D
レイヤー同士の交差やシャドウの投影が行われなくなります。
3D レイヤーによって投影されたシャドウは、2D レイヤーや、レイヤーの重なり順で 2D レイヤーをはさんだ
向こう側にあるレイヤーには影響しません。同様に、3D レイヤーは、2D レイヤーや、レイヤーの重なり順で
2D レイヤーをはさんだ向こう側にあるレイヤーとは交差しません。この制限は、ライトには当てはまりませ
ん。

交差している 3D レイヤー（左）、2D レイヤーにより交差できない状態の 3D レイヤー（右）
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

2D レイヤーと同様に、次に示す種類のレイヤーがある場合でも、それらのレイヤーの両側にある 3D レイ
ヤーが交差したり、相互にシャドウを投影したりすることはできません。

調整レイヤー
レイヤースタイルが適用された 3D レイヤー
エフェクト、クローズマスク（「なし」以外のマスクモード）が適用されコラップスされ
た 3D プリコンポジションレイヤー、またはトラックマットが適用された 3D プリコンポ
ジションレイヤー
コラップストランスフォームが適用されていないプリコンポジション内の 3D レイヤー

コラップストランスフォームが適用された 3D プリコンポジション（コラップストランスフォームスイッチ 
が選択されている状態）は、プリコンポジション内のすべてのレイヤーが 3D レイヤーである場合は、3D レ
イヤーのインタラクションには影響しません。コラップストランスフォームは、プリコンポジションを構成し
ているレイヤーの 3D プロパティを有効にします。基本的に、このような場合のコラップストランスフォーム
では、プリコンポジションレイヤーを単一の 2D レイヤーとしてメインのコンポジション上に合成するのでは
なく、プリコンポジション内の各 3D レイヤーが個々にメインのコンポジション上で合成されます。その代わ
り、プリコンポジションレイヤーにコラップストランスフォームを適用すると、描画モード、画質、モーショ
ンブラーなどの特定のレイヤー設定が使用できなくなります。
連続ラスタライズが設定された 3D レイヤー（テキストレイヤーを含む）によって投射されるシャドウは、そ
のレイヤーに適用されたエフェクトの影響を受けません。シャドウにエフェクトの結果を反映したい場合は、
エフェクトを含んだレイヤーをプリコンポーズしてください。

3D レイヤー上にトラックマットレイヤーのシャドウを投射するには、トラックマットが設定されたレイ
ヤーとトラックマットレイヤーをプリコンポーズし、そのプリコンポジションレイヤーを 3D レイヤーに
変換してシャドウを落とすをオンにします（コラップストランスフォームは適用しないでください）。

連続ラスタライズされている 3D ベクトルレイヤーに適用されたエフェクトは、まず 2D でレンダリングされ
てから、3D レイヤーに投影されます。コラップストランスフォームしたコンポジションでは、このような投
影は起こりません。
文字単位の 3D テキストプロパティ
別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用
3D レイヤーのキーボードショートカット
カメラ、ライト、目標点
Layer 3D の属性とメソッド
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える
レイヤーの選択と配置
レイヤープロパティ
座標系：コンポジション空間とレイヤー空間
レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス
レイヤーをプリコンポーズする
ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする
Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み
コンポジションカメラ属性のあるエフェクト
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カメラ、ライト、目標点

ページの先頭へ

カメラレイヤーの作成とカメラ設定の変更
ライトの作成とライト設定の変更
3D ビューの調整、カメラ、ライト、または目標点の移動
マテリアルオプションプロパティ
シャドウのレンダリングに使用する解像度を指定する
ステレオ 3D

カメラレイヤーの作成とカメラ設定の変更

カメラレイヤーを使用すると、どの角度または距離からでも 3D レイヤーを表示できます。写真を撮る際に、
シーン自体を動かしたり回転したりするよりも、カメラをシーンに応じて動かす方が簡単であるのと同じよう
に、カメラレイヤーを設定してコンポジション内で移動し、コンポジションの視点を変化させる方が簡単で
す。
実際のカメラや、合成するフッテージの記録に使用する設定に合わせてカメラ設定を変更したりアニメートし
たりして、カメラを構成することができます。また、カメラ設定を使用して、被写界深度ブラーやパン、ド
リーショットなど、実際のカメラのような動作を合成エフェクトやアニメーションに追加することもできま
す。
カメラは、3D レイヤーおよびコンポジションカメラ属性に対応したエフェクトを適用した 2D レイヤーにの
み影響します。コンポジションカメラ属性があるエフェクトでは、アクティブなコンポジションカメラまたは
ライトを使用することで、エフェクトを様々な角度から表示したり、ライトを当てたりする高度な 3D エフェ
クトを再現できます。

アクティブカメラを使用してコンポジションを表示するか、特定の名前のカスタムカメラを使用してコンポジ
ションを表示するかを選択できます。アクティブカメラは、タイムラインパネルでビデオスイッチ  がオン
になっているカメラレイヤーのうち、その時点で一番上にあるカメラレイヤーです。アクティブカメラビュー
は、最終出力の作成やコンポジションのネスト化で使用される視点です。カスタムカメラを作成していない場
合は、アクティブカメラは初期設定のコンポジションビューと同じです。
すべてのカメラは、コンポジションパネルの下部の 3D ビューポップアップメニューに表示されます。3D
ビューポップアップメニューはいつでも使用できます。
カメラは、通常、カスタム 3D ビューを使用しているときに調整を行うのが最も簡単です。カメラを通して見
ている場合は、そのカメラ本体を確認して操作できません。

カメラの例

226



注意：

注意：

注意：

種類

名前

プリセット

A. 目標点 B. フレーム C. カメラ 

カメラレイヤーを作成する
レイヤー／新規／カメラを選択するか、Ctrl + Alt + Shift + C キー（Windows）または
Command + Option + Shift + C キー（Mac OS）を押します。

初期設定では、新しいレイヤーは、コンポジションのデュレーションの開始点か
ら始まります。現在の時間から新しいレイヤーを開始する場合は、編集／環境設定／一般
設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、
「レイヤーをコンポジションの開始時間に作成」チェックボックスをオフにします。

カメラ設定を変更する

カメラ設定はいつでも変更できます。

タイムラインパネルでカメラレイヤーをダブルクリックするか、カメラレイヤーを選択し
てからレイヤー／カメラ設定を選択します。

初期設定では、カメラ設定ダイアログボックスの「プレビュー」オプションが選択されています。こ
のオプションが選択されていると、カメラ設定ダイアログボックスの設定内容に従って、コンポジションの表
示が変更されます。

カメラ設定

カメラ設定を変更するには、タイムラインパネルでカメラレイヤーをダブルクリックするか、カメラレイヤー
を選択してからレイヤー／カメラ設定を選択します。

ダイアログボックスで設定を変更しながら結果をコンポジションパネルに表示するには、カメラ設定ダイ
アログボックスの「プレビュー」を選択します。

被写界深度の影響を受ける要因は 3 つあります。それは、焦点距離、絞り、フォーカス距離です。被
写界深度を浅く（小さくする）と、焦点距離が長くなり、フォーカス距離が短くなり、さらに絞りが大きくな
ります（F-Stop が小さくなります）。被写界深度が浅いほど、被写界深度ブラーは大きくなります。逆に被
写界深度が深くなるほど、フォーカスが深くなります。つまり、ピントの合う領域が広くなるので、被写界深
度ブラーが小さくなります。

ブラー（カメラレンズ）とシェイプに関するカメラのプロパティには、アイリスの形状、アイリスの回転、ア
イリスの真円率、アイリスの縦横比、アイリスの回折フリンジ、ハイライトのゲイン、ハイライトのしきい
値、ハイライトの彩度が含まれます。

1 ノードカメラと 2 ノードカメラ。1 ノードカメラは自身を中心に回るカメラで、2 ノードカメラは設
定された目標点を中心に回るカメラです。カメラを 2 ノードカメラにするということは、カメラの自動方向オ
プション（レイヤー／トランスフォーム／自動方向）を「目標点に向けて方向を設定」に設定することと同じ
です（自動方向オプションを参照）。

カメラの名前。初期設定では、コンポジションで最初に作成するカメラに「カメラ 1」という名前が付
き、その後作成するカメラに続きの番号がふられます。複数のカメラを使用する場合は、簡単に区別できるよ
うに特徴のある名前を付けてください。

使用するカメラ設定の種類。プリセットには、焦点距離を表す名前が付きます。各プリセット
は、特定の焦点距離のレンズを搭載した 35 mm カメラの動作を設定したものです。1 つのプリセットで、
ビューの角度、ズーム、フォーカス距離、焦点距離、および絞り値が設定されます。初期設定のプリセットは
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ズーム

画角

被写界深度を使用

フォーカス距離

ズームに固定
注意：

絞り

注意：

F-Stop

ブラーレベル

フィルムサイズ

焦点距離

単位

フィルムサイズ測定
注意：

50 mm です。プリセットの設定を変更して、カスタムカメラを作成することもできます。

レンズからイメージエリアまでの距離。つまり、ズームの距離をおいたレイヤーは最大サイズで表示
され、ズームの 2 倍の距離をおいたレイヤーは半分の高さと幅で表示されます。

イメージにキャプチャされるシーンの幅。ビューの角度は、焦点距離、フィルムサイズ、およびズーム
の値によって決まります。ビューの角度を大きくする、広角レンズと同じ効果が得られます。

フォーカス距離、絞り、F-Stop およびブラーレベルの設定にカスタム変数を適用します。
これらの変数を使用すると、被写界深度を制御して、より実際のカメラに近いフォーカシング効果を再現でき
ます（被写界深度は、被写体にピントが合う距離範囲です。この距離範囲外のイメージは、ピントがぼけた状
態になります）。

被写体にピントを完全に合わせるための、カメラから被写体の平面までの距離。
length (position, pointOfInterest) というエクスプレッションを「フォーカス距離」プロパティに追加して、
目標点にピントが合うように、フォーカルプレーンをカメラの目標点に固定します。

フォーカス距離をズームの値に合わせます。
タイムラインパネルで「ズーム」オプションまたは「フォーカス距離」オプションの設定を変える

と、ズーム値とフォーカス距離の相対関係が解除されます。フォーカス距離とズーム値の相関関係を維持した
ままこれらの値を変更する場合は、タイムラインパネルではなくカメラ設定ダイアログボックスを使用してく
ださい。または、タイムラインパネルで「フォーカス距離」プロパティにエクスプレッションを追加します。
これを行うには、「フォーカス距離」を選択してから、アニメーション／エクスプレッションを追加を選択し
て、エクスプレッションピックウイップを「ズーム」プロパティまでドラッグします。（エクスプレッション
の基本を参照）。

レンズの開口部のサイズ。絞り設定は、被写界深度にも影響します。絞りを大きくすると、被写界深度
ブラーが増します。絞りを変更すると、それに合うように F-Stop が変更されます。

実際のカメラでは、絞りを増やすと光の量が増え、露出に影響します。3D の合成やアニメーションの
多くのアプリケーションと同様、After Effects では絞り値の変更は無視されます

フォーカス距離と絞りの比率を表します。たいていのカメラでは、F-Stop に基づいて絞りサイズを指
定します。このため、多くの写真家は、絞りサイズを F-Stop 単位で設定することを好みます。F-Stop を変更
すると、それに合うように絞りが変更されます。

イメージ内の被写界深度ブラーの量。値を 100％に設定すると、カメラ設定に従って自然なブ
ラーが作成されます。値を小さくすると、ブラーが減少します。

フィルムの露光部分のサイズ。このサイズは、コンポジションのサイズに直接影響します。
フィルムサイズを変更すると、ズーム値が実際のカメラの遠近に合わうように変更されます。

フィルムの表面からカメラレンズまでの距離。After Effects では、カメラの位置がレンズの中心を
表します。焦点距離を変更すると、ズーム値が実際のカメラの遠近に合うように変更されます。また、プリ
セット、ビューの角度、および絞りの値も変更されます。

カメラの設定値の測定単位。

フィルムサイズを測定する軸。
最良の結果を得るには、プロジェクト設定で「作業用スペースをリニア化」をオンにして 32 bpc で作

業を行ってください。
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フォーカス距離を目標点へリンク

フォーカス距離をレイヤーへリンク

フォーカス距離をレイヤーに設定

ページの先頭へ

カメラコマンド

After Effects には、個別に使用したり、ステレオ 3D リグの作成機能と組み合わせて使用することが可能なカ
メラコマンドがあります。カメラコマンドを使用するには、カメラレイヤーを選択して、レイヤー／カメラを
選択します。

選択されたカメラレイヤーの「フォーカス距離」プロパティにエクスプ
レッションを作成して、プロパティの値をカメラと目標点間の距離に設定します。

選択されたカメラレイヤーの「フォーカス距離」プロパティにエクスプ
レッションを作成して、プロパティの値をカメラの位置と別のレイヤー間の距離に設定します。これにより、
フォーカスはほかのレイヤーを自動的に追従するようになります。

現在時間の「フォーカス距離」プロパティの値を、現在時間のカメラと選
択されたレイヤー間の距離に設定します。

カメラに関するオンラインリソース

カメラを作成して変更する方法、およびカメラツールの使用方法を示すビデオチュートリアルを利用するに
は、アドビ システムズ社の Web サイトを参照してください。
Dale Bradshaw が、Creative Workflow Hacks の Web サイトで、カメラのリグを自動化するスクリプトとサ
ンプルプロジェクトを公開しています。
Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの After Effects Studio Techniques の「Virtual
Cinematography in After Effects」で、カメラの使用方法に関するヒントと詳細なテクニックを公開していま
す。ここでは、レンズディストーションのマッチング、カメラの移動、カメラ投影（カメラマッピング）、
ラックフォーカスの使用、ブラーの作成、グレインの使用、コンテンツに応じたフレームレートの選択などに
ついて説明しています。
Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 After Effects Apprentice の抜粋（PDF）（Focal Press の Web サイ
ト上）をもとに、3D レイヤー、ライト、カメラの使用方法に関するチュートリアルを公開しています。
Richard Harrington が、Creative COW の Web サイトで、After Effects のカメラツールとカメラビューを使用
して 3D レイヤーでカメラを動かす方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアル
は、2 部構成になっているチュートリアルの第 2 部です。第 1 部では、写真の処理に焦点が当てられてお
り、Photoshop で空を切り離して作成し、After Effects で使用できるようにしています。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、基本的なカメラマッピングとカメラ投影を示す 2 部構
成のビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアルでは、ライトとライト透過プロパティを使
用して画像を 3D レイヤー上に投影する方法を示しています。

第 1 部
第 2 部

ライトの作成とライト設定の変更

ライトレイヤーは、3D レイヤーのライトの設定やマテリアルオプションプロパティによっては、ライトを当
てる 3D レイヤーのカラーに影響する場合があります。各ライトは、初期設定では、目標点を向いています。
ライトを使用して、3D レイヤーに照明を当てたり、シャドウを投影したりできます。ライトは、シーンの照
明条件を合成したり、特殊効果を再現したりするときに使用できます。例えば、ライトレイヤーを使用して、
ビデオレイヤーがステンドグラスであるかのようにライトを透過させることができます。
「ライトの種類」と「シャドウを落とす」を除き、ライトの設定はすべてアニメートできます。
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注意：

ライトの種類

注意：

ライトの種類：スポット（左上）、ポイント（右上）、平行（左下）、アンビエント（右下）

A. 目標点 B. ライトアイコン 

ライトを当てる 3D レイヤーを選択するには、まずライトを調整レイヤーとして指定し、それをタイムライン
パネルでライトの投射先となるレイヤーの上に配置します。タイムラインパネルでライト調整レイヤーよりも
上にあるレイヤーには、コンポジションパネルでのレイヤーの位置に関係なく、ライトは投射されません。

ライトを作成する
レイヤー／新規／ライトを選択するか、Ctrl + Alt + Shift + L キー（Windows）または
Command + Option + Shift + L キー（Mac OS）を押します。

初期設定では、新しいレイヤーは、コンポジションのデュレーションの開始点か
ら始まります。現在の時間から新しいレイヤーを開始する場合は、編集／環境設定／一般
設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、
「レイヤーをコンポジションの開始時間に作成」チェックボックスをオフにします。

ライト設定を変更する
タイムラインパネルでライトレイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択してから
レイヤー／ライト設定を選択します。

ダイアログボックスで設定を変更しながら結果をコンポジションパネルに表示するに
は、ライト設定ダイアログボックスのプレビューを選択します。

ライト設定

平行ライトは、無限に離れた光源から、ある方向に制約なしでライトを照射します。これは、
太陽のような光源からの光に似ています。スポットライトは、懐中電灯や、舞台で使用されるスポットライト
のように、光源から円錐状のライトを照射します。ポイントライトは、裸電球からの光線のように、制約なく
全方向にライトを照射します。アンビエントライトには光源はなく、場面の全体的な明るさを高め、シャドウ
を投影しません。

アンビエントライトの空間内の位置は、他のレイヤーへの作用に影響しないので、コンポジションパ
ネルにはアンビエントライトのアイコンがありません。
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強度

カラー

円錐頂角

注意：

円錐ぼかし

フォールオフ

なし

スムーズ

逆二乗クランプ

半径

フォールオフの距離

シャドウを落とす

シャドウの暗さ

シャドウの拡散

ライトの輝度。負の値を指定すると、無光が作成されます。無光は、レイヤーからカラーを減算しま
す。例えば、既にライトが当たっているレイヤーがあり、そのレイヤーに投射する負の値の無光を作成する
と、そのレイヤー上で無光が当たっている領域が暗くなります。

ライトのカラー。

光源を中心とする円錐の角度で、投射距離に応じて光線の幅を決定します。このコントロールを使
用できるのは、「ライトの種類」が「スポット」の場合だけです。スポットライトの円錐頂角は、コンポジ
ションパネルでライトアイコンの形状で表されます。

After Effects CS6 以降では、選択したスポットライトの円錐を目標点まで延長できます。

スポットライトのエッジの柔らかさ。このコントロールを使用できるのは、「ライトの種類」が
「スポット」の場合だけです。

平行ライト、スポットライト、ポイントライトのフォールオフのタイプ。フォールオフは、距
離が離れるに従って光の強さがどのように低下するかを表します。
ライトのフォールオフの詳細、チュートリアルおよびリソースについては、アドビ システムズ社の Web サイ
トの記事を参照してください。
フォールオフのタイプは次のとおりです。

レイヤーと照明間の距離が増えるに従ってレイヤーの照度が低下することがありません。

「フォールオフの開始」に指定した半径から開始し、「フォールオフの距離」に指定した距
離までのスムーズなリニアフォールオフになります。

「フォールオフの開始」に指定した半径から開始し、距離の逆二乗に比例して光強度
が低下する、物理的に正確なフォールオフになります。

フォールオフが開始する、ライトからの半径を指定します。この半径の内側では光の強度は一定にな
り、外側ではフォールオフします。

光強度が 0％になる、ライトからの距離を指定します。

光源でレイヤーにシャドウを投影するかどうかを指定します。この設定を使用する場合
は、シャドウの投影先となるレイヤーで「シャドウを受ける」マテリアルオプションをオンにします（これが
初期設定です）。また、シャドウを投影するレイヤーで「シャドウを落とす」マテリアルオプションをオンに
します（これは初期設定ではありません）。
選択したレイヤーの「シャドウを落とす」のオン／オフを切り替えるには、Alt + Shift + C キー
（Windows）または Option + Shift + C キー（Mac OS）を押します。タイムラインパネルでマテリアルオ
プションプロパティを表示するには、A キーを続けて2 回押します。

シャドウの暗さを設定します。このコントロールを使用できるのは、「シャドウを落とす」
がオンの場合のみです。

シャドウを投影するレイヤーからの見かけの距離に基づいて、シャドウの柔らかさを設定し
ます。値を大きくすると、シャドウがソフトになります。このコントロールを使用できるのは、「シャドウを
落とす」がオンの場合のみです。

ライトに関するオンラインリソース
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注意：

Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、調整レイヤーとしてライトを使用して、各ライトが影響を
与えるレイヤーを正確に制御する方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。
Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、3D でのシャドウとライトに関するヒントを
公開しています。
Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 After Effects Apprentice の抜粋（PDF）（Focal Press の Web サイ
ト上）をもとに、3D レイヤー、ライト、カメラの使用方法に関するチュートリアルを公開しています。
Chris と Trish Meyer が、Artbeats の Web サイトで、ライトレイヤーと 3D レイヤーを使用してビデオをほか
のレイヤー上（壁など）に投影する方法を示すチュートリアルを公開しています。

3D ビューの調整、カメラ、ライト、または目標点の移動

カメラレイヤーとライトレイヤーにはそれぞれ目標点プロパティが含まれており、カメラやライトをコンポジ
ション内のどの位置に向けるかを指定できます。初期設定の目標点はコンポジションの中心です。目標点はい
つでも移動できます。
1 ノードカメラでは目標点は無視されます（カメラ設定を参照）。
ライトが目標点を無視するように設定するには、ライトの自動方向オプションのうち「目標点に向けて方向を
設定」以外のオプションを選択します（自動方向オプションを参照）。

他のプロパティと同様、タイムラインパネルで直接カメラとライトのプロパティを変更することもで
きます。

選択ツールおよび回転ツールを使用して、カメラ、ライト、または目標点を移動
する

1. カメラレイヤーまたはライトレイヤーを選択します。

2. 選択ツールまたは回転ツールを使用し、次のいずれかの操作を行います。

カメラやライト、およびそれらの目標点を移動するには、調節する軸をドラッグしま
す。
目標点を移動せずに、1 つの軸に沿ってカメラやライトを移動するには、Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら軸をドラッグします。
目標点を移動せずにカメラやライトを自由に移動するには、カメラアイコン  また
はライトアイコンをドラッグします。
目標点を移動するには、目標点アイコン  をドラッグします。

カメラツールを使用して、カメラビューまたは作業用 3D ビューを移動または調節
する

コンポジションパネル上でカメラツールを使用して、カメラレイヤーの位置プロパティと目標点プロパティを
調節できます。
また、カメラツールを使用して、作業用 3D ビューを調節することもできます。このビューは、カメラレイ
ヤーに関連付けられていない 3D ビューです。3D ビューとは、コンポジションの表示やプレビューに使用で
きる仮想的なカメラのようなものです。作業用 3D ビューには、カスタムビューと、固定の直交ビュー（フロ
ント、レフト、トップ、バック、ライト、ボトム）が含まれます。作業用 3D ビューは、3D シーン内の要素
の配置やプレビューに便利です。カメラツールを使用して作業用 3D ビューを調節しても、レイヤーのプロパ
ティ値は変更されません。
3D ビューの変更後、ビュー／3D ビューをリセットを選択してリセットできます。
固定の直交ビューで軌道カメラツールを使用することはできません。
3D ビューの選択および使用について詳しくは、3D ビューの選択を参照してください。
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軌道カメラ

XY 軸カメラ

Z 軸カメラ

1. コンポジションパネル下部にある 3D ビューメニューで、調節するカメラビューまたは
3D ビューを選択します。

2. カメラツールをアクティブにします。

カメラツールをアクティブにするには、ツールパネルで選択するか、C キーを押してカメ
ラツールを順に切り替えます。様々なカメラツールを切り替える最も簡単な方法は、統合
カメラツール  を選択し、3 ボタンのマウスのボタンを使用する方法です。

目標点を中心に動かしながら、3D ビューまたはカメラを回転させます（統
合カメラツールを選択したときに一時的に軌道カメラツールをアクティブにするには、マ
ウスの左ボタンを押したままにします）。
統合カメラツールが選択された状態で Shift キーを押しながらドラッグすると、軌道カ
メラツールが一時的に有効になり、回転軸が 1 つに制限されます。

3D ビューまたはカメラを水平方向または垂直方向に調節します（統合カメ
ラツールを選択したときに一時的に XY カメラをトラックツールをアクティブにするに
は、マウスの中央ボタンを押したままにします）。

目標点に向かっている線に沿って、3D ビューまたはカメラを調整します。直
交ビューを使用している場合は、このツールでビューのスケールが調整されます（統合カ
メラツールを選択したときに一時的に Z カメラをトラックツールをアクティブにするに
は、マウスの右ボタンを押したままにします）。

3. コンポジションパネルでドラッグします。パネル内でドラッグし始めたら、そのままパネ
ルの外側にまでドラックし続けてもかまいません。

3D ビューの変更後、ビュー／3D ビューをリセットを選択してリセットできます。

レイヤーが全体的に表示されるようにカメラまたは作業用 3D ビューを移動または
調節する

選択したレイヤーまたはすべてのレイヤーが全体的に表示されるように、カメラを移動するか、3D ビューを
調節することもできます。After Effects では、選択したレイヤーが表示されるように、視点や見る方向を変え
ることができます。

選択したレイヤーが全体的に表示されるように 3D ビューを調節するか、カメラを移動す
るには、ビュー／選択したレイヤーを全体表示を選択します。
すべてのレイヤーが全体的に表示されるように 3D ビューを調節するか、カメラを移動す
るには、ビュー／すべてのレイヤーを全体表示を選択します。

これらのコマンドのキーボードショートカットについては、3D レイヤーのキーボードショートカットを参照
してください。

カメラとライトの移動とアニメートに関するヒントとオンラインリソース

カメラを移動する前に、アクティブカメラ以外のビューを選択します。アクティブカメラビューを使用する
と、カメラを通して表示することになるので、目的の操作が行いにくくなります。
初期設定では、カメラを選択したときにだけ、カメラのワイヤーフレームが表示されるようになっています。
常にカメラのワイヤーフレームを表示するには、コンポジションパネル用に表示オプション（ビュー／表示オ
プション）を設定します（コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替えるを参
照）。
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シャドウを落とす

ライト透過

カメラまたはライトレイヤーを使用する場合、ヌルオブジェクトを作成し、エクスプレッションを使用してカ
メラまたはライトの目標点プロパティをヌルレイヤーの位置プロパティにリンクします。これにより、ヌルオ
ブジェクトを移動することで、目標点プロパティをアニメートできます。ヌルオブジェクトの選択と表示は、
目標点の選択と表示より簡単にできます。
After Effects には、「軌道ヌルを作成」というカメラコマンドがあります。このコマンドは選択されたカメラ
を新しいヌルレイヤーに関連付けます。ヌルレイヤーの名前をカメラ名に軌道ヌルが追加された名前に変更し
ます。
Trish と Chris Meyer は Adobe TV のこのビデオチュートリアルで「軌道ヌルを作成」カメラコマンドの使用
法について説明しています。
カメラを作成して変更する方法、およびカメラツールの使用方法を示すビデオチュートリアルを利用するに
は、アドビ システムズ社の Web サイトを参照してください。
Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 After Effects Apprentice の抜粋（PDF）（Focal Press の Web サイ
ト上）をもとに、3D レイヤー、ライト、カメラの使用方法に関するチュートリアルを公開しています。
 

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの After Effects Studio Techniques の「Virtual
Cinematography in After Effects」で、カメラの使用方法に関するヒントと詳細なテクニックを公開していま
す。ここでは、レンズディストーションのマッチング、カメラの移動、カメラ投影（カメラマッピング）、
ラックフォーカスの使用、ブラーの作成、グレインの使用、コンテンツに応じたフレームレートの選択などに
ついて説明しています。
Richard Harrington が、Creative COW の Web サイトで、After Effects のカメラツールとカメラビューを使用
して 3D レイヤーでカメラを動かす方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアル
は、2 部構成になっているチュートリアルの第 2 部です。第 1 部では、写真の処理に焦点が当てられてお
り、Photoshop で空を切り離して作成し、After Effects で使用できるようにしています。
Rich Young が、AE Portal の Web サイトで、toWorld メソッドを使用して、カメラとライトを CC Sphere
エフェクトのレイヤーにリンクする一連のエクスプレッションを公開しています。
Creative Cow の Andrew Devis は、「Animating a Camera」の次の 3 つのチュートリアルシリーズを作成し
ました。

Animating a Camera 1: Camera Difficulties

Animating a Camera 2: Simple Rig

Animating a Camera 3: Controllers & Point of View

video2brain のこのビデオでは、新しいカメラ軌道ヌルを作成するコマンドについて説明しています。

マテリアルオプションプロパティ

3D レイヤーがライトやシャドウとどのように作用するかを指定できるマテリアルオプションプロパティが備
わっています。

選択しているレイヤーが他のレイヤーにシャドウを投影するかどうかを指定します。シャ
ドウの方向と角度は、光源の方向と角度によって決まります。レイヤーを非表示にしてシャドウを投影する場
合は、「シャドウを落とす」を「シャドウのみ」に設定します。
非表示レイヤーのカラーを他のレイヤーに投影する場合は、「シャドウのみ」に設定し、「ライト透過」
をゼロ以外の値に設定します。Steve Holmes が、Artbeats の Web サイトで、「シャドウを落とす」を
「シャドウのみ」に設定したレイヤーを使用して、3D シーン内の特定のシェイプにシャドウを落とす方法
を示すビデオチュートリアルを公開しています。

レイヤーを透過するライトの量（％）。レイヤーのカラーを他のレイヤーにシャドウとして投影
します。0％を指定すると、ライトはレイヤーを透過せず、黒いシャドウを投影します。100％を指定する
と、シャドウを投影するレイヤーのカラーがそのまま相手のレイヤーに投影されます。
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部分的にライトを透過するように設定すると、ステンドグラスの窓を透過したようなライト効果が得られ
ます。

他のレイヤーから投影されたシャドウをレイヤーに表示するかどうかを指定します。レイ
ヤーにシャドウのみをレンダリングする場合のために、「シャドウを受ける」に「単独」オプションがありま
す。

レイヤーに到達したライトによる影響をレイヤーのカラーに反映するかどうかを指定しま
す。この設定は、シャドウには影響しません。

レイヤーのアンビエント（無方向）反射率。100％を指定すると、反射率が最大になりま
す。0％を指定すると、アンビエント反射率は適用されません。

レイヤーの拡散（全方向）反射率。レイヤーに拡散反射率を適用すると、光沢のないビニールシートを
かぶせたような効果が得られます。このレイヤーに当たったライトは、全方向に均等に反射します。100％を
指定すると、反射率は最大になります。0％を指定すると、拡散反射率は適用されません。

レイヤーの鏡面（方向）反射率。レイヤーが鏡であるかのようにライトを反射します。100％を指定す
ると、反射率は最大になります。0％を指定すると、鏡面反射率は適用されません。

ハイライトのサイズを指定します。この値が適用されるのは、「鏡面」の値がゼロより大きい場合のみ
です。100％を指定すると、小さなハイライトで反射します。0％を指定すると、大きなハイライトで反射し
ます。

レイヤーのカラーがハイライトのカラーに与える影響。100％を指定すると、ハイライトのカラーはレ
イヤーのカラーと同じになります。例えば、金属値を 100％に設定すると、金の指輪が金色の光を反射するイ
メージになります。0％を指定すると、光源のカラーがハイライトのカラーになります。例えば、金属値を
0％に設定したレイヤーに白いライトを当てると、白いハイライトになります

シャドウのレンダリングに使用する解像度を指定する

交差する 3D レイヤーを含むコンポジションをレンダリングするには、高度 3D レンダリングプラグインを使
用します。このプラグインは、シャドウマップを使用してシャドウをレンダリングします。シャドウマップ
は、各光源に基づいてレンダリングされたイメージです。通常、シャドウの解像度は、コンポジションの解像
度や画質設定に基づいて自動的に計算されます。標準の解像度で十分な画質が得られない場合や、レンダリン
グ速度が遅い場合、シャドウマップの解像度を調整できます。例えば、シャドウがぼやけて表示されていて、
マテリアルオプションのシャドウの拡散が 0 に設定されている場合、シャドウマップ解像度を高くします。
シャドウのレンダリングが遅い場合は、シャドウマップ解像度を低くします。
シャドウを投影するレイヤーが別のレイヤーと交差する場合、シャドウが投影される交差点の後ろに狭い隙間
ができることがあります。この隙間を小さくするには、シャドウマップ解像度を大きくします。

ステレオ 3D

Adobe After Effects を使用して、ステレオ 3D ビデオを作成できます。
ステレオ 3D に関するチュートリアル、詳細およびリソースについては、アドビ システムズ社の Web サイト
の記事を参照してください。
After Effects でのステレオ 3D ワークフローの概要については、After Effects のステレオ 3D についてを参照
してください。
Mark Christiansen は、（Art Beats が提供する無料のクリップを使用した）ステレオ 3D フッテージの合成に
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注意：

構成

立体シーンの深度

注意：

カメラのコンバージェンス

コンバージェンス先、Z オフセット

ついて説明しています。

ステレオ 3D カメラリグ

After Effects には、「ステレオ 3D リグの作成」メニューコマンドがあり、これを使用して 3D コンポジショ
ンをステレオ 3D コンポジションに変換することができます。ステレオ 3D リグにより、3D メガネエフェク
トを含む必要なすべての要素が作成されます。
ステレオ 3D カメラリグを作成するには、まず 3D 要素が含まれたコンポジションを作成します。3D コラッ
プスプリコンポジションなどのアイテムが含まれたコンポジション、またはコンポジション自体に 3D 要素が
含まれたものを使用できます。既に使用しているカメラがある場合は、ステレオ 3D カメラリグを作成すると
きにそれを選択することができます。カメラが選択されていない場合は、マスターカメラという名前の新しい
カメラが作成されます。レイヤー／カメラ／ステレオ 3D リグの作成を選択します。リグは、2 ノードカメラ
でのみ機能します。
リグは、マスターカメラを作成するか、コンポジション内の選択されている既存のカメラを使用して作成され
ます。左眼 [<コンポジション名> 左眼] と右眼 [<コンポジション名> 右眼] コンポジションがあります。各コ
ンポジションには、マスターカメラにリンクされているカメラ、それらにネストされている元のコンポジショ
ン、出力ステレオ 3D コンポジション [<コンポジション名> ステレオ 3D] があります。出力ステレオ 3D コン
ポジションには、両方の眼のコンポジションがネストされていて、ステレオ 3D コントロールというレイヤー
が含まれています。このレイヤーには、リグを制御するためのステレオ 3D コントロールエフェクトと、左眼
と右眼のコンポジションをステレオイメージに組み合わせる 3D メガネエフェクトが含まれています（3D メ
ガネエフェクトを参照）。

ステレオ 3D コントロールエフェクトは、ステレオ 3D リグの一部として作成されたエフェクトで、
エフェクト＆プリセットパネルにはありません。

ステレオ 3D コントロールエフェクトには、カメラのセパレーションとコンバージェンス用の次の設定があり
ます。

「中央」に設定すると、マスターカメラの両側に左カメラと右カメラが配置されます。「左の対象」に
設定すると、左カメラがマスターカメラと同じ位置に配置され、右カメラが右に配置されます。「右の対象」
に設定すると、右カメラがマスターカメラと同じ位置に配置され、左カメラが左に配置されます。

カメラ間の軸間分離を、コンポジションの幅の割合で制御します。この方法により、コン
ポジションのサイズが変更された場合も、軸間距離が一定に保たれます。初期設定は 3％という低い値になっ
ていて、エフェクトがわずかに適用されるようになっています。一般的な 3D フッテージの場合、この値を
14 ～ 30％以上にする必要はありませんが、シーンのコンテンツ（オブジェクトが非常に接近している場合な
ど）やカメラの視界などによっては大きくすることもできます。

この値を変更すると、ステレオ 3D がシーンに入るときと、シーンから出るときの深度に影響しま
す。この値が高すぎると、目への負担が大きくなることがあります。

オフの場合、カメラはマスターカメラに対して平行に保たれますが、いずれかの
側にオフセットされます。オンの場合、位置はオフセットされた状態に保たれますが、左カメラと右カメラの
「目標点」は次の 2 つのプロパティに基づいて特定の位置に収束します。

3D メガネを通して見た場合に、画面が表示される位置となる、カメラか
らの Z 距離を指定します。Z 空間よりも奥にあるすべての要素は奥まって表示され、手前にあるすべての要素
は画面から飛び出すように表示されます。「カメラのコンバージェンス」をオフにした場合、カメラは平行に
なり、シーンコンバージェンスを変更すると Z オフセットを変更した場合と同じ結果になります。そのような
場合に、シーンの異なる要素を画面空間に設定するには、差モードを使用します（3D メガネエフェクトを参
照）。

ステレオ 3D の使用方法
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ステレオ 3D を使用する場合、3D テレビは必ずしも必要ではありません。例えば、立体（赤青）3D メガネを
使用すれば、3D ステレオフッテージをそのままコンポジションパネルで見ることができます。ただし、3D テ
レビとアクティブシャッターメガネを使用すれば、ライブ編集を行うこともできます。そのワークフローには
以下のものが必要です。

ステレオ 3D 表示に対応したモニターまたはテレビ。
ステレオ 3D テレビ用のメガネ。

このワークフローでは、エミッターデバイスが必要なアクティブシャッターメガネを使用します。テ
レビの製造元が推奨しているメガネを使用してください。

ステレオフッテージまたは 3D コンポジション。

これらを用意したら、次の手順に従います。

1. HDMI ケーブル（HDMI を使用できない場合は DVI でも可）を使用して、3D テレビをコ
ンピューターに接続します。

2. After Effects で 3D コンポジションを作成します。コンポジションのサイズが出力モニ
ターの現在の解像度と一致していることを確認します。

3. ステレオ 3D コンポジション用の新しいコンポジションパネルを作成します。コンポジ
ションをロックして、それを 3D テレビモニターにドラッグします。

4. コンポジションパネルが 100％に設定されていることを確認します。

5. Control キーを押しながら ¥（バックスラッシュ）を 2 回入力して、コンポジションを
3D テレビのフルスクリーンに設定します。コンポジションと 3D テレビを同じサイズに
設定します。

6. 3D メガネエフェクトの 3D ビューを次のいずれかに切り替えます。

ステレオペア
オーバーアンダー
インターレース

7. 3D テレビの 3D モードをオンにして、3D メガネエフェクトの 3D ビューに設定した形式
と同じ形式にします（ステレオペアとオーバーアンダーは、ほとんどの 3D テレビでサ
ポートされています）。

8. 3D メガネをかけて、実際のステレオ 3D でコンポジションを編集します。

ステレオ 3D のヒント

コンポジションパネルで 3D ステレオフッテージの作業を行う場合で、3D テレビがない
場合は、アナグリフ方式を使用できます。このステレオ 3D ワークフローには、通常の赤
と青の立体 3D メガネが最適です。
3D 環境の奥行きを変更するには、「立体シーンの深度」を増減させます。
オブジェクトを画面の奥および手前へ移動するには、「カメラのコンバージェンス」をオ
ンにして、「Z オフセット」を変更します。Z オフセットよりもカメラに近いオブジェク
トは画面の手前に表示され、Z オフセットよりも遠くにあるオブジェクトは画面の奥に表
示されます。
次のいずれかの手順に従って、コンポジションの被写界深度をステレオカメラのコンバー
ジェンスと同じにすることができます：
マスターカメラで「フォーカス距離を目標点へリンク」を使用して、リグのカメラの
コンバージェンスを使用すると、被写界深度とステレオ 3D コンバージェンスが同じ
になります。
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時間の経過とともに被写界深度が変わるようにするには、マスターカメラのフォーカ
ス距離をアニメートします。次に、コンバージェンスポイントを「カメラ位置」から
収束するように設定して、Z オフセットをマスターカメラの「フォーカス距離」にリ
ンクするエクスプレッションを設定します。

以下も参照してください
自動方向オプション
コンポジションカメラ属性のあるエフェクト
ビューのレイアウトの選択と同じビュー設定の選択
自動方向オプション
調整レイヤー
3D ビューの選択
ビューのレイアウトの選択と同じビュー設定の選択
3D レイヤー
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プレビュー
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ビデオとオーディオのプレビュー
プレビューを使用してビデオとオーディオを再生する
プレビューの動作を設定する
プレビューを停止する
デフォルトのプレビュー設定
オーディオのみをプレビューする
ビデオおよびオーディオを手動でプレビュー（スクラブ）
オーディオパネルのオプション
プレビューに関するその他のヒントとオプション
現在の時間インジケーター（CTI）を移動する
コンポジションの時間スケールのズームインおよびズームアウト
初期設定のプレビューするビューアを選択する
プライマリビューアボタン
プレビューモードとビューアの画質の環境設定
プレビューモードと高速プレビューの環境設定
高速プレビュー
高速プレビューのショートカットキー
高速プレビューのビデオチュートリアル
ビューアの画質の環境設定
目標範囲（ROI）
ワークエリア
スナップショット
外部ビデオモニターでプレビューする

ビデオとオーディオのプレビュー

一般的には最終出力の生成をレンダリングと呼びますが、フッテージパネル、レイヤーパネルおよびコンポジ
ションパネルに表示されるプレビューの作成処理もレンダリングの一種です。
作業の途中で最終出力をレンダリングせずに、コンポジションのすべてまたは一部をプレビューできます。プ
レビュー用コントロールの多くは、プレビューパネルにあります。

プレビューを使用してビデオとオーディオを再生する

After Effects では、タイムラインパネル、レイヤーパネル、またはフッテージパネルのビデオやオーディオを
実際の速度で再生できるように RAM が割り当てられます。リアルタイムでの再生用に保存できるフレームの
数は、割り当てられる RAM の容量とプレビューパネルの設定によって決まります。
デフォルトのプレビューの動作は、リアルタイムの再生を表すプレビューを生成するように構成されます。ス
ペースバー（デフォルトのキーボードショートカット）を押すと、After Effects でオーディオ付きのプレ
ビューが開始され、使用可能な RAM の空き容量がなくなるまで、フレームがキャッシュされます。
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ショートカット

ビデオおよびオーディオのプレビューを開始するには、次のいずれかの操作を行います。

スペースバー、Shift + スペースバー、テンキーの 0、Shift + テンキーの 0、テンキー
の . （ピリオド）、またはオプション／Alt + テンキーの .(ピリオド)のいずれかのプレ
ビューキーボードショートカットを押します。各キーボードショートカットキーに割
り当てられたプレビューの設定に基づいて、ショートカットキーごとにプレビューの
動作が異なります。プレビューパネルで設定を変更すると、各キーボードショート
カットキーのプレビューの動作を設定できます。詳しくは、プレビューの動作の設
定を参照してください。

プレビューパネルで （再生）ボタンをクリックします。再生ボタンをクリックする
と、プレビューパネルに現在表示されているショートカットに割り当てられた設定が
使用されます。

コンポジション／プレビュー／再生を選択します。再生オプションを選択すると、プ
レビューパネルに現在表示されているショートカットに割り当てられた設定が使用さ
れます。

プレビューの動作を設定する

作業スタイルに適したプレビューオプションを設定できます。プレビューパネルのコントロールでは、オー
ディオ、ループ、キャッシュ、範囲、レイヤーコントロールの各キーボードショートカット（スペース
バー、Shift + スペースバー、テンキーの 0、Shift + テンキーの 0、テンキーの , または オプション
／Alt + テンキー）のプレビュー動作を設定できます。
プレビューの設定を構成するには、次のいずれかの操作を行います。

1. デフォルトでは、After Effects のほとんどのワークスペースでプレビューパネルが開かれ
ています。ただし、プレビューパネルが閉じられている場合に開くには、ウィンドウ／プ
レビューを選択します。

プレビューパネル

2. プレビューパネルで、次の設定を変更すると、プレビューの動作を設定できます：

プレビューを再生／停止するキーボードショートカットを選択します：スペース
バー、Shift + スペースバー、テンキーの 0、Shift + テンキーの 0、テンキーの .(ピ
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範囲

リオド)、またはOption／Alt + テンキーの . (ピリオド)。プレビューの動作は、現在選択されてい
るショートカットキーに指定されている設定に応じて異なります。

すべてのショートカットキーのデフォルトのプレビュー設定をリストアしま
す。
以前のバージョン（After Effects CC 2014 およびそれ以前）での動作に近づけるため
にすべてのキーボードショートカットキーのプレビュー設定をリストアするに
は、Option キー（Mac OS）または Alt キー（Windows）を押しながら、リセットボ
タンをクリックします。

ビデオを含める：有効にすると、プレビューでビデオが再生されます。 

オーディオを含める：有効にすると、プレビューでオーディオが再生されます。
オーバーレイおよびレイヤーコントロールを含む：有効にすると、プレビューで、選択さ
れたレイヤーに対して、表示／表示オプションダイアログボックスで定義されたオーバー
レイ（グリッドやガイドなど）、およびレイヤーコントロールが表示されます。このオプ
ションは、「ビデオを含める」が有効であるかどうかにかかわらず有効にできます。
ビューアパネルのオーバーレイにはガイドライン、セーフマージン、グリッド、3D 参照
軸が含まれます。現在のビューアに表示するオーバーレイを選択するには、ビューアパネ
ルの下部にあるグリッドとガイドのオプションを選択メニューを開きます。
プレビューの再生中に、Cmd + Shift +H（Mac OS）または Ctrl + Shift +
H（Windows）を使用してレイヤーコントロールの表示と非表示を動的に切り替えること
ができます。
ループ：プレビューをループ再生するかどうかを指定します。
注意：プレビュー中のレイヤーコントロールの表示と非表示の切り替えは、プレビューパ
ネルの「レイヤーコントロール」オプションの状態には影響しません。
注意：3 つすべての「含める」ボタンを同時に無効にすることはできません。1 つ以上の
ボタンを有効にする必要があります。3 つ目のボタンを無効にした場合は、他のボタンの
いずれかが有効になります。

再生前にキャッシュ：このオプションを有効にすると、After Effects によって再生開始前
にフレームがキャッシュされます。このオプションは、すべてのプレビューショートカッ
トで、デフォルトで無効になっています。プレビューパネルで Option（Mac OS）または
Alt（Windows）キーを押しながら「リセット」ボタンをクリックすると、テンキーの 0
に対して「再生前にキャッシュ」が有効になります。

プレビューされるフレームの範囲を定義します：
ワークエリア：ワークエリア内のフレームのみ。
ワークエリア - 現在の時刻によって拡張：ワークエリアは時間インジケーター
（CTI）の位置への参照によって動的に拡張されます。

CTI がワークエリアの前に配置される場合、範囲の長さが現在の時間からワーク
エリアのエンドポイントになります。
CTI がワークエリアの後に配置される場合、範囲の長さがワークエリアの開始ポ
イントから現在の時間までになります。ただし、「現在の時間から」が有効に
なっている場合は、範囲の長さがワークエリアの開始ポイントからコンポジショ
ン、レイヤー、またはフッテージの最後のフレームまでになります。
CTI がワークエリア内に配置される場合、範囲は拡張なしのワークエリアになり
ます。

デュレーション全体：コンポジション、レイヤーまたはフッテージのすべてのフレー
ム。
現在時間の前後を再生：「現在時間の前後を再生」を有効にしてプレビューを開始す
ると、プリロールの値が現在時間から減算され、ポストロールの値が現在時間に加算
されて、その間のフレームがプレビューされます。
プリロールとポストロールの値を設定するには：

a. 範囲／現在時間の前後を再生を選択します。
b. 現在時間の前後を再生設定ダイアログボックスで、プリロールとポストロールの
値を秒単位で設定します。
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c. 「OK」をクリックします。

プレビューのフレームレートを指定します。プレビューとコンポジショ
ンのフレームレートを同じにする場合は、「自動」を選択します。

再生パフォーマンスを向上させるためにプレビュー中にスキップするフレーム
数を選択します。

プレビューの解像度を指定します。「解像度」ドロップダウンリストで指定した
値によって、コンポジションの解像度の設定が上書きされます。
次の動作から、現在のショートカットまたは「再生」ボタンでプレビューを停止した際に
起こる 1 つ以上の動作を選択します：
キャッシュする場合、キャッシュされたフレームを再生：このオプションを有効に
し、このショートカットを使用してキャッシュが完了する前にプレビューを停止する
と、キャッシュのみが停止します。キャッシュされているフレームの再生が範囲の最
初から再開されます。このオプションを無効にした場合、このショートカットを使用
してプレビューを停止すると、キャッシュと再生の両方が停止します。
時間をプレビュー時間に移動：このオプションを有効にし、このショートカットを使
用してプレビューを停止すると、現在の時間がプレビュー時間の位置に移動します。

プレビューを停止する

次のいずれかを使用して、プレビューを停止できます。
プレビューキーボードショートカットのいずれかを押します：スペースバー、Shift + ス
ペースバー、テンキーの 0、Shift + テンキーの 0、テンキーの .（ピリオド）、またはオ
プション／Alt + テンキーの .（ピリオド）
プレビューパネルの再生／停止ボタンをクリックします。
コンポジション／プレビュー／現在のプレビューを再生を選択します。
Esc キーを押します。

また、次の操作も After Effects のプレビューを停止します。
プレビュー中のビューアパネルをクリックします。ビューアパネルのタブをクリックして
も、プレビューは停止しません。
ワークエリアバーまたはタイムナビゲーターバーなどの時間のプロパティを調整します。
Option（Mac OS）キーまたは Alt（Windows）キーを押さずに、現在の時間インジケー
ター（CTI）をドラッグするか、時間スケールをクリックします。また、この操作は現在
の時間を変更します。
プレビュー中のコンポジションのコンポジション設定を変更します。
プレビュー中のビューアパネルをワークスペースの別のパネルの背後に隠します。例え
ば、同じグループの別のパネルをクリックしたり、同じグループで新しいビューアパネル
を開いたりします。
レンダーキューを開始します。

プレビューパネルとコンポジション／プレビュー／現在のプレビューを再生の再生／停止ボタンは、プレ
ビューパネルに現在表示されているショートカットにリンクされます。これらのアクションを使用してプレ
ビューを停止すると、現在表示されているショートカットキーを押した場合と同じ結果になります。

デフォルトのプレビュー設定
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各プレビューのショートカットキーのデフォルトのプレビュー設定は次のとおりです：

スペースバー Shift + スペースバー テンキーの 0

プレビューでビデオを
再生：オン
プレビューでオーディ
オを再生：オン
オーバーレイおよびレ
イヤーコントロールを
表示：オフ
再生前にキャッシュ：
オフ
範囲：ワークエリアを
現在の時刻によって拡
張
途中から再生：現在の
時間
フレームレート：自動.
スキップ：0
解像度：自動
フルスクリーン：無効

プレビューを停止するため
にスペースバーが使用され
る場合：
キャッシュする場合、
キャッシュされたフ
レームを再生：有効
時間をプレビュー時間
に移動：有効

プレビューでビデオを再
生：オン
プレビューでオーディオ
を再生：オン
オーバーレイおよびレイ
ヤーコントロールを表
示：オフ
再生前にキャッシュ：オ
フ
範囲：ワークエリアを現
在の時刻によって拡張
途中から再生：現在の時
間
フレームレート：自動
スキップ：0
解像度：自動
フルスクリーン：無効

プレビューを停止するために
Shift + スペースバーが使用さ
れる場合：
キャッシュする場合、
キャッシュされたフレー
ムを再生：有効
時間をプレビュー時間に
移動：無効

プレビューでビデオを再
生：オン
プレビューでオーディオ
を再生：オン
オーバーレイおよびレイ
ヤーコントロールを表
示：オフ
再生前にキャッシュ：オ
フ
範囲：ワークエリア
途中から再生：範囲の先
頭
フレームレート：自動
スキップ：0
解像度：自動
フルスクリーン：無効

プレビューを停止するため
にテンキーの 0 が使用され
る場合：
キャッシュする場合、
キャッシュされたフレー
ムを再生：有効
時間をプレビュー時間に
移動：無効

Shift + テンキーの 0 テンキーの . Alt + テンキーの .

プレビューでビデオを再
生：オン
プレビューでオーディオ
を再生：オン
オーバーレイおよびレイ
ヤーコントロールを表
示：オフ
再生前にキャッシュ：オ
フ
範囲：ワークエリアを現
在の時刻によって拡張
途中から再生：範囲の先
頭
フレームレート：自動

解像度：自動
フルスクリーン：無効

プレビューを停止するために
Shift + テンキーの 0 が使用
される場合：

プレビューでビデオを
再生：オフ
プレビューでオーディ
オを再生：オン
オーバーレイおよびレ
イヤーコントロールを
表示：オフ
再生前にキャッシュ：
オフ
範囲：ワークエリアと
現在の時間
途中から再生：現在の
時間
フレームレート：自動
スキップ：0
解像度：自動
フルスクリーン：無効

プレビューを停止するため
にテンキーの . が使用され

プレビューでビデオを再
生：オフ
プレビューでオーディオ
を再生：オン
オーバーレイおよびレイ
ヤーコントロールを表
示：オン
再生前にキャッシュ：オ
フ
範囲：ワークエリア
途中から再生：範囲の先
頭
フレームレート：自動
スキップ：0
解像度：自動
フルスクリーン：無効

プレビューを停止するために
Alt + テンキーの . が使用さ
れる場合：
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キャッシュする場合、
キャッシュされたフレー
ムを再生：有効
時間をプレビュー時間に
移動：無効

る場合：
キャッシュする場合、
キャッシュされたフ
レームを再生：有効
時間をプレビュー時間
に移動：無効

キャッシュする場合、
キャッシュされたフレー
ムを再生：有効
時間をプレビュー時間に
移動：無効

オーディオのみをプレビューする

オーディオのみをプレビューすると実際の速度で直ちに再生されます。ただし、「ステレオミキサー」以外の
オーディオエフェクトが適用されていると、オーディオがレンダリングされるまで再生が遅れることがありま
す。

プロジェクト全体のオーディオのサンプルレートは、プロジェクト設定ダイアログボックス（ファイル／プロ
ジェクト設定）で設定します。
「オーディオハードウェア」と「オーディオ出力マッピング」の環境設定によって、オーディオプレビューの
動作が決まります。最終出力の音質は、出力モジュール設定によって決まります。環境設定ダイアログボック
スの「オーディオハードウェア」ペイン（編集／県境設定／オーディオハードウェア）で、デバイスクラスの
選択、デフォルトのアウトプットのマッピング、設定の変更および待ち時間の設定をすることができます。

ビデオおよびオーディオを手動でプレビュー（スクラブ）

タイムラインパネルでビデオを手動でプレビュー（スクラブ）したり、特定のフレームに
移動したりするには、現在の時間インジケーターをドラッグします。
タイムラインパネルでオーディオをスクラブするには、Ctrl + Alt キー（Windows）または
Command + Option キー（Mac OS）を押しながら、現在の時間インジケーター（CTI）
をドラッグします。
タイムラインパネルでオーディオとビデオをスクラブするには、Ctrl キー（Windows）ま
たは Command キー（Mac OS）を押しながら、現在の時間インジケーター（CTI）をド
ラッグします。

オーディオのスクラブ中に、マウスボタンを押した状態で現在の時間インジケーター（CTI）の移動を停止す
ると、短いオーディオセクションがループします。

レンダリング済みで RAM キャッシュにキャッシュされているフレームのみを手動でプレビュー（スクラ
ブ）するには、現在の時間インジケーター（CTI）をドラッグする前に Caps Lock キーを押します。これ
により、他のフレームの上に、または他のフレームを越えてドラッグした場合に、After Effects が他のフ
レームをレンダリングするのを防止できます。このテクニックは、他のすべてのフレームをスキップする
オプションをオンにした プレビュー設定を使用してレンダリングしたいくつかのフレームを手動でプレ
ビューする場合に便利です。

オーディオパネルのオプション

プレビュー中に、オーディオパネルのボリュームユニット（VU）メーターにオーディオのボリュームレベル
が表示されます。VUメーターの上端に、オーディオがクリッピングしたことを示すシグナルがあります。ク
リッピングとは、オーディオの信号がオーディオ機器で処理できる最大レベルを超えたときに発生するディス
トーションです。
VU メーターとレベルコントロールの詳細を表示するには、オーディオパネルを上下に伸ばします。
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単位

スライダー最小値

オーディオパネルでのオプションの選択

オーディオパネルメニューで「オプション」を選択し、次のオプションを指定します。

オーディオレベルを、デシベルとパーセントのどちらで表示するかを指定します。100％ が 0 デシベル
（0 dB）に相当します。

オーディオパネルに表示する最小のオーディオレベル。

プレビューに関するその他のヒントとオプション

どの方法でプレビューする場合も、最終出力へのレンダリング時と同様、ビデオレイヤー
スイッチ  が選択されていないとレイヤーがプレビューに表示されません。
プレビューがレンダリングされる速度に影響する要因を次に示します。
レイヤースイッチ
高速プレビュー設定
環境設定
コンポジション設定

解像度設定メニューを使用します。これは、最も簡単で最も効果的なプレビュー設定コントロールの 1 つで
す。このメニューで「フル画質」以外を選択すると、低解像度でプレビューできます。
 

プレビューの解像度の設定

プレビューのピクセルの縦横比の補正のオンとオフを切り替えるには、パネルの下端にあるピクセル縦横
比補正ボタン  をクリックします。ピクセル縦横比補正の品質は、「ズームの画質」環境設定で決まりま
す（ビューアの画質の環境設定を参照）。
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可能な場合は、最終出力を再生するのと同種の装置でプレビューします。例えば、外付け
のビデオモニターを使ってみます。
カラーマネジメントを有効にすると、出力先のカラースペースに表示されるのと全く同じ
色合いで、コンポジションやレイヤー、フッテージアイテムをプレビューできます（出力
デバイスでのカラーの表示のシミュレートを参照）。

プレビューや最終出力のレンダリング中に、情報パネルやプロジェクトのフローチャートパネルに詳
細情報を表示するには、編集／環境設定／ディスプレイ設定（Windows）または After Effects／環境設定／
ディスプレイ設定（Mac OS）を選択し、「情報パネルとフローチャートにレンダリングの進行状況を表示」
を選択します。

現在の時間インジケーター（CTI）を移動する

レイヤーウィンドウ内の CTI

フレームのプレビューは、現在の時間インジケーターを動かしたりドラッグしたりして手動で行うのが最も基
本的です。
時間スケールでは、コンポジション、レイヤーまたはフッテージアイテムのデュレーションが視覚的に示され
ます。時間スケールは、レイヤーパネルとフッテージパネルでは、パネルの下部に表示されます。コンポジ
ションパネルでは、対応するタイムラインパネル内に表示されます。時間スケールに表示されるデュレーショ
ンは、パネルによって異なります。レイヤーパネルとフッテージパネルでは、パネルのアイテムのデュレー
ションを表すのに対して、タイムラインパネルでは、コンポジション全体のデュレーションを表します。
時間スケールにある現在の時間インジケーターは、現在表示または変更しているフレームの位置を示します。

タイムラインパネル内の CTI

1 つ後ろか前のフレームに移動するには、プレビューパネルで次のフレームボタン  ま
たは前のフレームボタン  をクリックするか、Page Down キーまたは Page Up キーを
押します。
10 個後ろまたは前のフレームに移動するには、Shift キーを押しながら「次のフレーム」
ボタンまたは「前のフレーム」ボタンをクリックするか、Shift + Page Down キーまたは
Shift + Page Up キーを押します。
特定の時間またはフレーム数だけ進むには、現在の時間表示をクリックして、プラス記号
（ + ）と進める分のタイムコードまたはフレーム数を入力します。例えば、フレームを
20 個進めるには + 20、1 秒後に進むには + 1:00 と入力します。前に戻す場合は、プラ
ス記号（ + ）の後にマイナス記号（-）を付けます。例えば、フレームを 20 個戻すには +
-20、1 秒前に戻るには + -1:00 と入力します。
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最初または最後のフレームに移動するには、プレビューパネルで最初のフレームボタン 
または最後のフレームボタン  をクリックするか、Home キーまたは End キーをクリッ
クします。
ワークエリアの最初または最後のフレームに移動するには、Shift + Home キーまたは
Shift + End キーを押します。
特定のフレームに移動するには、時間スケールをクリックするか、フッテージ、レイ
ヤー、コンポジション、タイムラインパネルで現在の時間表示をクリックするか、Alt +
Shift キー（Windows）または Option + Shift キー（Mac OS）を押しながら J キーを押し
ます。タイムラインパネルの現在の時間表示をドラッグして値を変更することもできま
す。
キーフレーム、マーカー、インポイントとアウトポイント、コンポジションまたはワーク
エリアの開始点または終了点にスナップするには、Shift キーを押しながら、現在の時間イ
ンジケーターをドラッグします。

プレビューの再生中に CTI をスクラブした場合、プレビューが停止されます。プレビューを停止せずに
CTI をスクラブするには、Option/Altキーを押しながらスクラブします。

コンポジションの時間スケールのズームインおよびズームアウト

タイムラインパネルで、ズームインボタン  またはズームアウトボタン  をクリックす
るか、両ボタン間にあるズームスライダーをドラッグします。
キーボードの ^ （ハット）キーを押すと時間スケールがズームインし、- （ハイフン）
キーを押すとズームアウトします。
タイムナビゲーター開始ブラケットまたはタイムナビゲーター終了ブラケットをドラッグ
して、コンポジションの時間スケールの一部をズームインまたはズームアウトします。

タイムラインパネルのタイムナビゲーターをクリックすると、情報パネルにタイムナビゲーターの
デュレーションの開始時間と終了時間が表示されます。

ズームアウトしてコンポジションデュレーション全体を表示するには、コンポジションパネルまたはタイ
ムラインパネルがアクティブな状態で Shift + ;（セミコロン）キーを押します。タイムナビゲーターで指
定されているデュレーションにズームインするには、再度 Shift + ; キーを押します。
ズームアウトしてコンポジションデュレーション全体を表示するには、Shift キーを押しながらタイムナ
ビゲーターをダブルクリックします。タイムナビゲーターで指定されているデュレーションにズームイン
するには、再度 Shift キーを押しながらダブルクリックします。
ズームインして時間スケールで個別のフレームを表示するには、タイムナビゲーターをダブルクリックし
ます。ズームアウトしてコンポジションデュレーションを表示するには、再度タイムナビゲーターをダブ
ルクリックします。
コンポジション、レイヤー、フッテージおよびタイムラインパネルで2 本の指を使用したマルチタッチ
ジェスチャでズームするには、指を近付ける方向にピンチしてズームアウトし、指を離す方向に移動して
ズームインします。

マウスのスクロールホイールを使用して時間スケールをズームしたりスクロールしたりする方法について
は、マウスホイールを使用したスクロールとズームを参照してください。

時間スケールをズームインした状態で D キーを押すと、タイムグラフの中心が現在の時間に設定されま
す。

初期設定のプレビューするビューアを選択する

ビューアをプレビュー用の初期設定パネルとして指定しておくと、他のパネルで設定を変更しながらも、最終
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ドラフト 3D

ライブ更新

的な出力内容を示すコンポジションビューアを常にプレビューしたい場合に特に便利です。
プレビューするときに、この初期設定パネルは常に最前面に表示されます。

パネルの左下隅にある、常にこのビューをプレビュー  ボタンをクリックします。

または

パネルの左下にあるプライマリビューア  ボタンをクリックします。

プライマリビューアボタン

プライマリビューアボタンは、コンポジションパネル、レイヤーパネルおよびフッテージビューアパネルの左
下にある常にこのビューをプレビュー ボタンの横に表示されます。
プライマリビューアは常にこのビューをプレビューと同様に機能しますが、プライマリビューアはオーディオ
および外部ビデオのプレビューに使用されるビューアまたはビューのみを定義します。
プライマリビューアとして設定できるビューは 1 つだけで、ビューアまたはビューに対し
て有効にすると、それまでに有効になっていた他のビューアまたはビューが無効になりま
す。
プライマリビューアが無効になっている場合、最後にアクティブになっていたビューアま
たはビューがオーディオおよび外部ビデオのプレビューに使用されます。
別のビューアまたはビューに切り替えると、そのビューアまたはビューがオーディオおよ
び外部ビデオのプレビューを制御します。

複数のビューを開いている場合は、2D のコンポジションでは最前面のコンポジションビューが、3D
のコンポジションではアクティブカメラビューがプレビューに使用されます。アクティブカメラのプレビュー
をオフにするには、プレビューパネルのメニューで「アクティブカメラを優先してプレビュー」の選択を解除
します。

プレビューモードとビューアの画質の環境設定

After Effects にはプレビューのオプションが何種類かあり、速度と精度のバランスの取り方が様々です。

プレビューモードと高速プレビューの環境設定

プレビューモードごとに、再生したり作業中（コンポジションパネルでレイヤーをドラッグしたり、タイムラ
インパネルでプロパティの値を変更するなど）にイメージを更新したりするときの画質と速度のバランスが異
なります。
ドラフト 3D モードとライブ更新モードは、コンポジションのすべてのビューで使用できます。

ライト、シャドウ、およびカメラの被写界深度ブラーを無効にします。このモードのオンとオフ
を切り替えるには、タイムラインパネルの上端にあるドラフト 3D ボタン  をクリックします。

作業中に、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルのイメージを更新します。このモードの
選択を解除すると、作業中にワイヤーフレームが表示されます。
 
レイヤーを移動、プロパティ値を変更、現在の時間インジケーター（CTI）を移動するときに、ライブ更新
モードのオンとオフを一時的に切り替えるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を
押します。
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オフ（最終画質）

適応解像度

ドラフト

高速ドラフト

ワイヤーフレーム

フッテージ、レイヤーおよびコンポジションパネルでイメージを更新しないようにするには、Caps Lock
キーを押します。パネルに表示される内容を変更すると、パネルの一番下にイメージ更新が無効になって
いることを示すテキストが赤いバーとともに表示されます。モーションパス、アンカーポイント、マスク
アウトラインなどのパネルコントロールは、動かすたびに更新されます。パネルの更新を再開してすべて
の変更を表示するには、Caps Lock キーをもう一度押します。最終出力のレンダリング中に各フレームで
イメージが更新されないようにするには、Caps Lock キーを押します。

OpenGL を使用してプレビューをレンダリングし、ビデオモニターでプレビューする場合、コンポジ
ションの要素を使用して作業した内容は、作業の最後にマウスを放すまでビデオモニターに表示されるプレ
ビューには更新されません（外部ビデオモニターでプレビューするを参照）。

高速プレビュー

「高速プレビュー」オプションの範囲は、高画質で低処理速度（「オフ」）から、低画質で高処理速度（「ワ
イヤーフレーム」）までます。

高速プレビューはオフです。コンポジションの最終画質をプレビューする場合にこ
のモードを使用します。

レイヤーのドラッグやプロパティ値のスクラブ中に、フッテージのダウンサンプルを試み
ます。レイトレース 3D コンポジションの場合は、「適応解像度」の設定によって、現在の適応解像
度に基づいてレイトレースの画質が削減されます。

1/2 では、レイトレースの画質値は半分に削減されます。
1/4 では、レイトレースの画質値は最大 4 に削減されます。
1/8 または 1/16 では、レイトレースの画質値は最大 2 に削減されます。

適応解像度の制限は、編集／環境設定／プレビュー（Windows）または Premiere Pro／環境設定／プ
レビュー（Mac OS）で変更できます。

レイトレース 3D コンポジションでのみ使用できます。このオプションを指定すると、レイ
トレース画質（レイトレーサーによるレイ数）が 1 に削減されます。

複雑なシーンのレイアウト時や、レイトレース 3D コンポジションで作業している場合
に、高速ドラフトモードを使用してプレビューすることができます。レイトレース 3D コンポジショ
ンでは、高速ドラフトモードでベベル、押し出しおよび曲線が適用された 3D レイヤーをレンダリン
グします。プレビューの際に、GPU へのテクスチャのロードを高速化するためにシーンがダウンサン
プルされます。高速ドラフトモードでは、ビデオの各フレームが必要に応じてレンダラーに読み取ら
れます。ダウンサンプル係数は 1/4 解像度に設定され、エフェクトとトラックマットはオンになりま
す。

複雑なコンポジションの設定とプレビューに便利です。

ドラフトモード、高速ドラフトモードおよびワイヤーフレームモードでは、現在のレンダ
ラーメニューボタンの稲妻アイコンがオレンジで表示されます。適応解像度では、コンポ
ジションがダウンサンプルされているときに、このアイコンがオレンジで表示されます。
これらのモードでは、モード名がコンポジションビューの右上隅に表示されます。
「最終画質」、「適応解像度」または「ドラフト」モードで、タイムラインでのプロパ
ティの調整やスクラブに時間がかかる場合、シーンは一時的にワイヤーフレームの表示に
切り替わります。マウスの移動を停止すると、フレームのレンダリングが終了します。
レイトレース 3D コンポジションのドラフトモードで作業している場合に、クラシック
3D コンポジションに切り替えると、高速プレビューモードが自動的に適応解像度に切り
替わります。
Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらスクラブしている
際に、複数のアクティブなビューを更新する場合は、ビューのレイアウトを選択ポップ
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アップメニューで「同じ表示オプションを使用」オプションをオンにします。
コンポジションパネルの右上隅にある現在のレンダラーメニューボタンをクリックする
と、コンポジション設定ダイアログボックスで現在のレンダラー設定をすぐに開くことが
できます。この方法は、3D レイヤー、カメラまたはコンポジションのライトに適用され
ます。

ワークフローに合うように高速プレビューモードを変更することは、特にレイトレース 3D コンポジショ
ンを操作する場合に重要です。

高速プレビューのショートカットキー

画質名 ショートカット
オフ（最終画質） Ctrl + Alt + 1（Windows）／Command + Option + 1（Mac OS）
適応解像度 Ctrl + Alt + 2（Windows）／Command + Option + 2（Mac OS）
ドラフト Ctrl + Alt + 3（Windows）／Command + Option + 3（Mac OS）
高速ドラフト Ctrl + Alt + 4（Windows）／Command + Option + 4（Mac OS）
ワイヤーフレーム Ctrl + Alt + 5（Windows）／Command + Option + 5（Mac OS）

高速プレビューのビデオチュートリアル

ビューアの画質の環境設定

プレビュー環境設定カテゴリーで、プレビューで使用するカラーマネジメントとズーム処理の品質と速度を選
択できます。
ズームの画質メニューまたはカラーマネジメントの画質メニューから、次のいずれかを選択します。
速度を優先
キャッシュされたプレビュー時以外、精度を優先
精度を優先

「ズームの画質」環境設定の設定内容は、コンポジションパネルとレイヤーパネルのピクセル縦横比補正に対
して実行されるスケールの品質に影響を与えます。

チャンネルを表示メニューを、ストレートカラー（RGB ストレート、アルファオーバーレイ、アル
ファ境界線）を表示するオプションに設定している場合、「ビューアの画質」環境設定は無視されます。プレ
ビューの作成のされ方が、ビューアの画質設定を「速度を優先」に設定したときと同じになります。

目標範囲（ROI）

目標範囲は、プレビュー用にレンダリングされたコンポジション、レイヤー、またはフッテージアイテムの領
域です。目標範囲を狭めると、少ない電力とメモリ容量でプレビューできるので、処理が向上し、プレビュー
のデュレーションが増えます。
初期設定では、目標範囲を変更してもファイルの出力には影響しません。コンポジションを目標範囲にクロッ
プしてサイズを変更し、レンダリングする部分を指定することもできます。
 

目標範囲を選択すると、目標範囲の上（T）、左（L）、下（B）、右（R）のエッジに対して、コン
ポジションの左上隅からの水平および垂直距離が情報パネルに表示されます。
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目標範囲を指定するには、コンポジション、レイヤーまたはフッテージパネルの下端にあ
る目標範囲ボタン  をクリックしてから、ドラッグしてパネルの表示可能領域を選択し
ます。

目標範囲を最初から指定し直すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しなが
ら、「目標範囲」ボタンをクリックします。

目標範囲とコンポジション、レイヤー、またはフッテージフレーム全体の表示を切り替え
るには、「目標範囲」ボタンをクリックします。
目標範囲の移動やサイズ変更を行う場合は、エッジまたはハンドルをドラッグしま
す。Shift キーを押しながらコーナーハンドルをドラッグすると、サイズを変更しても縦横
比が維持されます。
コンポジションを目標範囲にクロップするには、コンポジション／コンポジションを目標
範囲にクロップを選択します。
出力を目標範囲にクロップするには、出力モジュール設定ダイアログボックスの「クロッ
プ」セクションで「目標範囲を使用」を選択します（出力モジュールと出力モジュールの
設定を参照）。

1 つのレイヤーの目標範囲の等価範囲を作成するには、作業を行っているレイヤー部分の周囲に一時的な
マスクを描画します。マスクの外側の領域はレンダリングされません。これにより、サイズの大きいレイ
ヤーの小さい部分で作業を行う場合に、作業時間を大幅に短縮できます。ただし、マスクの外側のピクセ
ルがレンダリングされないため、コンポジションのアピアランスが大幅に変わる可能性があることに注意
してください（マスクの作成を参照）。

ワークエリア

ワークエリアは、プレビューまたは最終出力用にレンダリングするコンポジションのデュレーションの一部で
す。タイムラインパネルで、ワークエリアは明るいグレー階調で表示されます。

ワークエリアの始点または終点を現在の時間に設定できます。始点を設定するには B
キー、終点を設定するには N キーを押します。
ワークエリアを設定するには、時間スケールでワークエリアの始点および終点のマーカー
を移動します。

ワークエリアマーカーは、プレビューまたは最終出力用にレンダリングされるコンポジションのデュレーショ
ンを示します。

ワークエリアを移動するには、ワークエリアバーの中央部分を左または右にドラッグしま
す。

ワークエリアをコンポジションと同じサイズに拡張するには、ワークエリアバーの中央を
ダブルクリックします。
ワークエリアのデュレーションと、開始時間と終了時間を情報パネルに表示するには、
ワークエリアバーをクリックします。
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スナップショット

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッテージパネルで、あるビューを別のビューと比較するに
は、スナップショットを撮影します。例えば、ムービーの異なる時間のフレームを 2 つ比較できます。
あるパネルで撮影したスナップショットを、別の種類のパネルで表示することができます。例えば、レイヤー
パネルで撮影したスナップショットを、コンポジションパネルやフッテージパネルで表示できます。スナップ
ショットを表示しても、パネルの内容が置き換わるわけではありません。スナップショットと、それを表示す
るパネルのサイズまたは縦横比が異なる場合は、スナップショットのサイズが現在のビューに合わせて変更さ
れます。
スナップショットは参照用で、レイヤー、コンポジションまたはレンダリングされたムービーの一部にはなり
ません。
スナップショットを撮影するときに、音が聞こえます。

スナップショットを撮影するには、パネルの下端にあるスナップショットボタン  をク
リックするか、Shift + F5、Shift + F6、Shift + F7 または Shi t + F8 キーを押します。
スナップショットボタンまたは Shift + F5 キーを押して撮った最後のスナップショットを
表示するには、スナップショットを表示ボタン  をクリックして押したままにします。
特定のスナップショットを表示するには、F5、F6、F7 または F8 キーを押したままにし
ます。
スナップショットを削除するには、Ctrl + Shift キー（Windows）または Command +
Shift キー（Mac OS）を押しながら、F5、F6、F7 または F8 キーを押します。
スナップショットを保存するのに使用したすべてのメモリを解放するには、編集／キャッ
シュの消去／スナップショットを選択します。

外部ビデオモニターでプレビューする

レイヤーパネル、フッテージパネルまたはコンポジションパネルの内容を外部ビデオモニターでプレビューで
きます。ビデオモニターでプレビューするには、ビデオキャプチャカードや FireWire ポートなどのハード
ウェアが必要です。
DVI、DisplayPort、HDMI などを介してビデオディスプレイカードに接続された 2 台目のモニターにプレ
ビューを表示できます。ビデオキャプチャカードを使用して外部ビデオモニターに接続する場合は、適切なド
ライバーをインストールしてモニターに接続し、プレビューを表示します。FireWire ポートを使用する場合
は、まずデジタルカムコーダ、または同じようなデバイスをポートに接続してから、ビデオモニターをデバイ
スに接続します。FireWire プレビューの設定についての詳細は、デジタルカムコーダ、VCR またはその他の
デバイスのマニュアルを参照してください。

1. 編集／環境設定／ビデオプレビュー（Windows）を選択するか、After Effects／環境設定
／ビデオプレビュー（Mac OS）を選択します。

2. 外部デバイスへのビデオ出力を有効にするには、次のオプションから選択します：
Adobe DV：これは FireWire オプションです。
Adobe Monitor x：これらは、グラフィックカードを介してビデオプレビューデータを
受信できる、接続されたコンピューターモニターです。
サードパーティ製ビデオハードウェア：これらのエントリは、接続されているサード
パーティ製ハードウェアに応じて異なります。AJA Kona 3G、Blackmagic Playback
および Matrox Player がその例です。

3. After Effects がフォアグラウンドアプリケーションである場合にビデオフレームが外部モ
ニターに送信されるのを防ぐには、「バックグラウンド動作時のビデオ出力を無効」オプ
ションをオンにします。

4. After Effects がレンダーキューでフレームをレンダリング中に、ビデオフレームが外部モ
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注意：

ニターに送信されるのを防ぐには、「レンダーキューでレンダリング中にビデオプレ
ビュー」オプションをオンにします。

Mercury Transmit を使用して外部モニターに送信されたビデオプレビューはカラーマネジメントされます（外
部ビデオプレビューモニターを HDTV Rec.709 デバイスとして扱う）。詳しくは、Mercury Transmit を使用
したビデオプレビュー記事を参照してください。

ワイヤフレームプレビューモードでは、すべてのビデオプレビューモニターでプレビューするわけで
はありません（プレビューモードと作業用カラースペースの選択とカラーマネジメントの有効化を参照）。
ビューのキーボードショートカット
メモリとマルチプロセッサーの環境設定
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
時間のナビゲーションのキーボードショートカット
ワークスペース、パネルおよびビューア
環境設定
OpenGL でレンダリングする
レンダリングと書き出しの基本
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注意：

Mercury Transmit ベースのシステムを使用したビデオプレビュー

Mercury Transmit ベースのシステムを使用したビデオプレビュー

Mercury Transmit の概要

Mercury Transmit は、外部のビデオデバイスにビデオフレームを送信するために Adobe アプリケーションが
使用するソフトウェアインターフェイスです。ビデオデバイスの製造業者（AJA、BlackMagic
Design、Bluefish444 および Matrox など）は、Mercury Transmit から各社のハードウェアにビデオフレーム
を送信するプラグインを提供します。

Mercury Transmit を使用したビデオプレビューではコンポジション、レイヤー、またはフッテージの各パネル
ビューアの内容を外部モニターに送信します。次のいずれかの外部モニターを使用できます：

AJA、Blackmagic、Matrox I/O デバイスなどのサードパーティ製ビデオハードウェアを介
して接続されたビデオモニター
FireWire を介して接続された DV デバイス
HDMI、DVI、VGA、DisplayPort などを介してビデオディスプレイカードに接続されたコ
ンピューターモニター

解像度（コンポジションパネル）の設定は、外部ビデオプレビューの解像度を指定します。

Mercury Transmit は、ユーザーインターフェイスコントロール、ガイド、警告バナーなどのオーバー
レイ、および OpenGL によって描画されたその他のアイテムを外部モニターに送信しません。これは、高速
ドラフトプレビューモードとワイヤーフレームプレビューモードでは画像データが外部モニターに送信されな
いことも意味します。

ビデオプレビューの環境設定

環境設定／ビデオプレビューを選択することで、次のビデオプレビューの環境設定を設定できます。

Mercury Transmit の有効化：Mercury Transmit でのビデオプレビューを切り替えます。
数字キーパッドで「/」を使用して、このオプションを切り替えます。数字キーパッドのな
い Mac コンピューターでは、メインキーボードで Control + Shift + / を使用します。
ビデオデバイス：ここに表示されるオプションの横にあるチェックボックスをオンにし
て、指定されたデバイスへのビデオ出力を有効にします。

Adobe DV：FireWire を介して接続された DV デバイスに対してこのオプションを選
択します。
Adobe Monitor x：グラフィックカードを介してビデオプレビューデータを受信でき
る、接続されたコンピューターモニターのリストを表示します。
サードパーティ製ビデオハードウェア：例えば、AJA Kona 3G、Blackmagic Playback
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および Matrox Player など、接続したサードパーティ製ハードウェアのリストを表示
します。「設定」をクリックすると、各ハードウェアに対して使用できるオプション
が表示されます。

バックグラウンド動作時のビデオ出力を無効にする：After Effects がフォアグラウンドア
プリケーションでない場合にビデオフレームが外部モニターに送信されるのを防ぐには、
このオプションを選択します。
キュー出力のレンダリング中のビデオプレビュー：After Effects がレンダーキューでフ
レームをレンダリング中に、ビデオフレームを外部モニターに送信するには、このオプ
ションを選択します。

プレビューモニターのピクセル解像度とは完全には一致しないイメージをプレビューする場合、サードパー
ティの I/O デバイスでイメージを拡大します。拡大方法はデバイスによって異なり、デバイスの「設定」オプ
ションから制御できる場合もあります。解像度（コンポジションパネル）の設定は、外部ビデオプレビューの
解像度を指定します。

Mercury Transmit が有効になっていて、RAM プレビューのフレームレートが低速になる場合は、次のいず
れかまたは複数を試してみてください。
コンポジションパネルまたはプレビューパネルで解像度を下げる
プレビューパネルで RAM プレビューのフレームレートを下げる
プロジェクトの色深度を 16-bpc または 8-bpc に下げる
カラーマネジメントを無効にする（プロジェクトの作業用スペースを「なし」に設定
する）。

Tim Kurkoski のブログに、Mercury Transmit に関する詳細情報が記載されています。
プレビュー
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注意：

ビューのレイアウトの選択と同じビュー設定の選択
3D ビューの選択
コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える
プレビュー用にイメージをズームする
解像度
カラーチャンネルとアルファチャンネルを表示する
プレビューの露出を調整する
セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規
表示とプレビューに関するその他のリソース

ビューのレイアウトの選択と同じビュー設定の選択

コンポジションパネルには、一度に 1 画面、2 画面、または 4 画面のビューを表示できます。初期設定では、
ビューアのオプション（グリッドや定規など）は、現在アクティブなビューだけに適用されます。

ビューのレイアウトを選択するには、コンポジションパネルの下端にあるビューのレイア
ウトを選択ポップアップメニューからオプションを選択します。
ビューのレイアウトを順に切り替えるには、ビューのレイアウトを選択ポップアップメ
ニューにポインターを置いてマウスホイールを回します。
ビューの設定を現在のレイアウトにあるすべてのビューに適用するには、ビューのレイア
ウトを選択ポップアップメニューで「同じ表示オプションを使用」を選択します。この設
定を一時的に無効にするには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）
を押したままにします。

コンポジション内のレイヤーの選択に影響を与えることなくビューをアクティブにするには、コンポジ
ションパネルのビューのペイン内でマウスの中央ボタンをクリックします。

3D ビューの選択

直交ビュー、遠近法のカスタムビューまたはカメラビューを使用すると、様々な角度から 3D レイヤーを表示
できます。
作業用 3D ビューには、カスタムビューと、固定の直交ビュー（フロント、レフト、トップ、バック、ライ
ト、ボトム）が含まれます。直交ビューは、コンポジションでのレイヤーの位置を示しますが、遠近感は付き
ません。作業用 3D ビューはカメラビューに関連付けられません。作業用 3D ビューは、3D シーン内の要素
の配置やプレビューに便利です。3D レイヤーは作業用 3D ビューに表示され、2D レイヤーは作業用 3D
ビューには表示されません。

コンポジションパネルでは各ビューにラベル（「トップビュー」や「ライトビュー」など）が表示さ
れ、それぞれのビューに設定されているカメラの視点がわかるようになっています。このラベルを表示しない
ようにするには、コンポジションパネルのメニューで「3D ビューラベルを表示」を選択します。

カメラツールを使用してカスタムビューの視点や視野方向を調整できます。また、選択したレイヤーやすべて
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注意：

注意：

のレイヤーを表示することもできます（3D ビューの調整、カメラ、ライト、または目標点の移動を参照）。

コンポジションパネルの下端にある 3D ビューポップアップメニューをクリックし、
ビューを選択します。
ビュー／3D ビューを切り替えを選択し、メニューからビューを選択します。
ビュー／最後の 3D ビューに切り替えを選択します。
直前の 3D ビューに切り替えるには、Esc キーを押します。
3D ビューの 1 つをショートカットキーで選択するには、F10、F11、または F12 キーを
押します。

3D ビューのショートカットキーを変更するには、そのビューに切り替えて、Shift キーと新しく割り当て
るキーボードショートカットを押します。例えば、トップビューのショートカットキーを F12 キーにする
には、トップビューに切り替えてから Shift+F12 キーを押します。また、ビュー／「[現在のビュー名]」に
ショートカットを割り当てを選択してショートカットキーを割り当てることもできます。

コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替
える

コンポジションパネルのビューごとに別々のオプションを割り当てられるので、カメラとライトレイヤーのワ
イヤーフレーム、レイヤーハンドル、マスクパスとシェイプパス、エフェクトコントロールポイント、モー
ションパスのコントロールを自由に組み合わせることができます。

ビューに表示するレイヤーコントロールを選択するには、ビュー／表示オプションを選択
するか、Ctrl + Alt + U キー（Windows）または Command + Option + U キー（Mac
OS）を押します。
ビューのレイヤーコントロールの表示と非表示を切り替えるには、ビュー／レイヤーコン
トロールを表示を選択するか、Ctrl + Shift + H キー（Windows）または Command +
Shift + H キー（Mac OS）を押します。このコマンドによって、3D 参照軸の表示と非表
示も切り替わります。
ビューでマスクとシェイプのパスを表示と非表示を切り替えるには、コンポジションパネ
ルの下端にあるマスクとシェイプのパスを表示ボタン  をクリックします。

プレビュー用にイメージをズームする
プレビューイメージのズームインおよびズームアウトだけでなく、レイヤーをスケールする方法につ

いては、レイヤーをスケールまたは反転するを参照してください。

拡大率コントロールは、コンポジションパネル、レイヤーパネル、フッテージパネルの左下隅にあり、現在の
拡大率が表示されます。初期設定では、拡大率は現在のパネルサイズに合わせて自動調整するように設定され
ています。拡大率を変更しても、プレビューしているパネル内のプレビューの表示倍率が変わるだけで、コン
ポジションの実際の解像度とピクセルは変わりません。
「ズームの画質」環境設定を使用して、プレビュー時のズームの画質を設定できます（ビューアの画質の環境
設定を参照）。

ベクトルオブジェクトは、ズーム（プレビュー用に拡大縮小）する前にレンダリングされるので、
ズームインするとギザギザに見える場合があります。ただし、ズーム時のピクセル化はレイヤーの拡大縮小や
最終出力のレンダリングには影響しません。

アクティブなビューの中心にズームインまたはズームアウトするには、ピリオド（.）キー
またはコンマ（,）キーを押します。キーを押すたびに、拡大率が増減します。
マウスのスクロールホイールを使用してビューの中心にズームインまたはズームアウトす
るには、ポインターをパネルに置いてスクロールホイールを動かします。
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自動

マウスのスクロールホイールを使用して特定の点にズームインまたはズームアウトするに
は、ポインターをパネルに置き、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を
押しながらスクロールホイールを動かします。
ズームツール  を使用して特定の点にズームインするには、パネルの拡大する領域をク
リックします。クリックするたびに、拡大率が上がり、クリックした箇所を中心にして表
示されます。また、ツールをドラッグして特定の範囲を拡大することもできます。
ズームツールを使用して特定の点からズームアウトするには、Alt キー（Windows）また
は Option キー（Mac OS）を押しながら、ズームアウトの中心にする点をクリックしま
す。クリックするたびに、拡大率が下がり、クリックした箇所を中心にして表示されま
す。
アクティブなビューを 100％の拡大率で表示するには、ツールパネルのズームツールボタ
ンをダブルクリックします。
ビューのサイズに合わせて表示したり、プリセットの拡大率で表示するには、拡大率ポッ
プアップメニューでズームレベルを選択します。コンポジションパネルのすべてのビュー
の拡大率を変更するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
しながら、ズームレベルを選択します。コンポジションパネルに合わせてイメージを表示
するには、「全体表示」を選択します。ズームレベルを 100％までに制限するには、「全
体表示（最大100％）」を選択します。

コンポジション、レイヤーまたはフッテージパネルでズームインした状態でパンするには、手のひらツー
ルをドラッグします。手のひらツールは、スペースバー、H キーまたはマウスの中央ボタンを押したまま
にすると、使用できるようになります。パンを高速にするには、Shift キーも押します。

マウスのスクロールホイールを使用してズームしたりスクロールしたりする方法については、マウスホイール
を使用したスクロールとズームを参照してください。

解像度

固定のリニアサイズを使用した印刷やその他のメディアの場合、解像度はリニアピクセルの密度を意味しま
す。特定のスパンでのピクセル数またはドット数は、ppi（インチあたりのピクセル数）および dpi（インチあ
たりのドット数）で表されます。
ビデオ、フィルムおよびコンピューターグラフィックスのコンテキストでは、イメージのリニア値は変動する
ため、インチあたりのピクセル数やその他のリニア値で表すのは意味がありません。例えば、640 x 480 ピク
セルの同じムービーをモバイルデバイス、デスクトップコンピューターのモニターおよび巨大なモーションビ
ルボードに表示できます。インチあたりのピクセル数は、数値が同じであっても再生デバイスによって異なり
ます。
この場合、解像度という用語は、ソースイメージのピクセル数に対するレンダリングされたピクセル数の比率
を表す相対的な数値を意味します。各ビューは、水平サイズと垂直サイズの 2 種類の比率で表されます。
各コンポジションには独自の解像度設定があり、プレビューや最終出力をレンダリングする場合のコンポジ
ションの画質に影響します。各フレームのレンダリングにかかる時間と必要なメモリの量は、レンダリングす
るピクセル数にほぼ比例します。
最終出力でコンポジションをレンダリングする場合、コンポジションの解像度設定を使用するか、レンダリン
グ設定ダイアログボックスで解像度の値を設定してコンポジション設定を上書きします（レンダリング設定を
参照）。
コンポジション設定ダイアログボックス（コンポジション／コンポジション設定）またはコンポジションパネ
ルの下端にある解像度ポップアップメニューで、次のいずれかの設定を選択します。

（プレビューの場合のみ使用可能）コンポジションパネルのビューの解像度に合わせてコンポジション
を現在のズームレベルでプレビューするのに必要なピクセルのみをレンダリングします。例えば、ビューが
25% に縮小されている場合、解像度は手動で「1/4 画質」を選択した場合と同じく 1/4 の値が自動的に採用さ
れます。パネルに複数のビューが含まれている場合、解像度はズームレベルの最も高いビューに合わせられま
す。この設定によって最適な画質が保たれ、現在のズームレベルに不要なピクセルがレンダリングされるのを
防ぎます。
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フル画質

1/2 画質

1/3 画質

1/4 画質

カスタム
注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

コンポジション設定の「高度」タブで「ネスト時に解像度を保持」が選択されているコンポジション
は、「自動」の設定が無視されます。

コンポジションの各ピクセルをすべてレンダリングします。最高の画質になりますが、レンダリン
グの時間が最も長い設定です。

フル画質のピクセルの 4 分の 1 をレンダリングします（縦横半分ずつ）。

フル画質のピクセルの 9 分の 1 をレンダリングします。

フル画質のピクセルの 16 分の 1 をレンダリングします。

指定した水平解像度および垂直解像度でイメージをレンダリングします。
レイヤービューアの解像度（ダウンサンプリング因子）は、そのレイヤーを含んでいるコンポジショ

ン用のコンポジションビューアの解像度に制約を受けます。

カラーチャンネルとアルファチャンネルを表示する

フッテージパネル、レイヤーパネル、またはコンポジションパネルで赤、緑、青およびアルファチャンネルを
一緒にまたは個別に表示するには、パネルの下端にある「チャンネルを表示」ボタン  をクリックします。1
つのカラーチャンネルを表示する場合は、イメージの各ピクセルのカラー値が黒（0）から白（最大値）のス
ケールにマップされ、グレースケールで表示されます。

カラー値を白ではなくチャンネル自体のカラーで表示するには、チャンネルを表示ポップアップメニュー
から「色付き」を選択します。

アルファチャンネルをプレビューする場合は、各ピクセルの透明度の値が黒（完全に透明）から白（完全に不
透明）のスケールにマップされ、イメージがグレースケールで表示されます。

「RGB ストレート」を選択すると、アルファチャンネルのマット（合成）を適用する前のストレート
RGB 値が表示されます。完全に透明なピクセルは定義されていないので、予期しないカラーのピクセルが含
まれていることがあります。

「チャンネルコンバイナー」エフェクトを適用してターゲットメニューから「明度」を選択すると、他のチャ
ンネル（彩度や色相など）の値を表示できます。

アルファチャンネルとすべての RGB チャンネルとの表示を切り替えるには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながらチャンネルを表示ボタンをクリックします。

アルファ境界線表示モードとアルファオーバーレイ表示モードは、レイヤーパネルのみで使用できる、ロトブ
ラシエフェクトの使用を目的としたモードです。これらのモードについては、レイヤーパネルの表示オプショ
ンを参照してください。

プレビューの露出を調整する

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッテージパネル下部の露出をリセットボタン  右にある露
出調整コントロールでプレビューの露出を（F-Stop 単位で）調整することができます。ビューアごとに露出
を設定できます。
露出調整コントロールをゼロ以外の値に設定すると、「露出をリセット」ボタンが青になります。
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露出の設定は、最終出力には影響しません。プレビューするビデオの露出だけが調整されます。最終出力に表
示されるレイヤーの色調を調整するには、「露出」エフェクトを使用します。

露出調整コントロールは、イメージのブラックポイントやホワイトポイントを見つけるときに便利です。
例えば、値コントロールを右（正の値）にドラッグしていくと、ある領域を除いてイメージ全体が白くな
ります。その残った部分がイメージの最も暗い部分です。

合成の画質を確認するには、露出調整コントロールを左端と右端までそれぞれドラッグし、合成された要
素のカラーや輝度が著しく異なるところがないかどうかを確認します。この手法はガンマスラミングと呼
ばれる手法で、合成が問題なく表示されていることと、作業している場所以外のコンテキストに違和感が
ないことを確認するときに便利です。例えば、色調を補正して明るくなったシーンに対して、暗いシーン
に合わせた合成は適切でないことがあります。

ビューアの露出を調整するには、露出調整コントロールを左右にドラッグするか、コント
ロールをクリックしてボックスに値を入力します。
露出をリセットするには、露出をリセットボタンをクリックします。最後に行ったゼロ以
外の設定に戻すには、ボタンをもう一度クリックします。

セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規

フッテージパネル、レイヤーパネルおよびコンポジションパネルでは、セーフゾーンマージン、グリッド、定
規、ガイドラインを表示して、ビジュアルな要素を配置できます。ガイドと一緒に保存した Photoshop ファ
イルを After Effects に読み込むと、ガイドが付いたままになります。
セーフゾーンマージン、グリッドおよびガイドは、プレビューオプションまたは最終出力のどちらの場合も、
レンダリングされません。
プロポーショナルグリッドのサイズは、コンポジションのサイズに合わせて伸縮しますが、標準グリッドのサ
イズは、常に一定です。

セーフゾーンマージン、グリッドおよびガイドの設定を変更するには、編集／環境設定／
グリッド＆ガイド（Windows）または After Effects／環境設定／グリッド＆ガイド（Mac
OS）を選択します。
セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規の表示と非表示を切り替えるには、「グリッドと
ガイドのオプションを選択」ボタン  をクリックして項目を選択するか、ビューメ
ニューのメニューコマンドまたはショートカットキーを使用します。
セーフゾーンの表示/非表示を切り替えるには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながらグリッドとガイドのオプションを選択ボタンをクリックしま
す。
レイヤーやマスクのエッジをグリッドまたはガイドにスナップさせるには、ビュー／グ
リッドへスナップまたはビュー／ガイドへスナップを選択します。
ガイドラインを作成するには、いずれかの定規からドラッグします。
ガイドラインを削除するには、選択ツールでそのガイドラインを定規にドラッグします。
すべてのガイドラインを削除するには、ビュー／ガイドを消去を選択します。
ガイドラインを移動するには、選択ツールでそのガイドラインをドラッグします。
ガイドをロックまたはロック解除するには、ビュー／ガイドをロックを選択します。ガイ
ドをロックしておくと、ガイドを誤って移動するのを防げます。
定規のゼロポイント（原点）を設定するには、縦横の定規の交点（左上隅）の十字型をイ
メージ内にドラッグします。ゼロポイントをリセットするには、定規の交点をダブルク
リックします。新しいゼロポイントから測定されたポインターの位置が、情報パネルに X
と Y の座標で示されます。
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十字型をドラッグしてゼロポイントを設定します

タイトルセーフゾーンとアクションセーフゾーンについて

テレビは、ビデオイメージを引き延ばし、画面のエッジに合わせてイメージの端の一部をカットします。この
ようなクロップをオーバースキャンといいます。 オーバースキャンの量は、テレビによって異なるため、ビ
デオイメージの重要な部分をセーフゾーンと呼ばれる領域内の特定マージンの内側に配置する必要がありま
す。セーフゾーンのマージンは、セーフゾーンに含まれないイメージの領域です。コンピューターのモニター
やテレビではフレーム全体を表示する場合があるため、必ずフレームのエッジからエッジまでをデザインする
必要があります。
一般的なアクションセーフゾーンは、フレームの幅と高さの 90％で、各辺に 5％のマージンが設けられま
す。重要なビジュアル要素をこの範囲内に収めてください。
一般的なタイトルセーフゾーンは、フレームの幅と高さの 80％で、各辺に 10％のマージンが設けられます。
画面に表示するテキストは、この範囲内に収めてください。
コンポジションのフレーム縦横比が 16:9 と等しいかそれに近い場合、別にセンターカットセーフゾーンイン
ジケーターが 2 つあります。センターカットインジケーターは、4:3 ディスプレイにイメージを表示した場合
に 16:9 コンポジションのどの部分がカットされるかを示します。このようなクロップは、高精細形式のディ
スプレイ用に作成されたイメージを標準精細形式のテレビに表示する場合に問題になります。初期設定では、
センターカットアクションのセーフマージンは 32.5％（各辺に 16.25％）で、センターカットタイトルのセー
フマージンは 40％（各辺に 20％）です。

センターカットセーフゾーンのマージンは、コンポジションのフレーム縦横比が 16:9 と等しいか近い
場合にのみ表示されます。

コンポジションパネルのセーフゾーンとグリッド

A. グリッド B. センターカットタイトルセーフゾーン C. センターカットアクションセーフゾーン D. タイトル
セーフゾーン E. アクションセーフゾーン 

Aharon Rabinowitz が、Creative COW Web サイトのMultimedia 101 シリーズで、セーフゾーンについて解説
するビデオチュートリアルを公開しています。

表示とプレビューに関するその他のリソース

コンポジション内の特定の重要なフレームを表示する場合に（クライアントから暫定的な承認をもらうために
見せる場合など）、コンタクトシートを作成します。Jeff Almasol は、コンポジションの特定の個別フレーム
のグリッドで構成されるコンタクトシートを作成するスクリプトを公開しています。表示するフレームを指定
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

するには、レイヤーマーカーを設定します。詳しくは、Jeff Almasol の redefinery Web サイトを参照してくだ
さい。

以下も参照してください
ビューア
3D レイヤー
カメラ、ライト、目標点
ビューのキーボードショートカット
アルファチャンネルとマットについて
アルファチャンネル変換：合成またはストレート
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アニメーションとキーフレーム
After Effects CC 2015 （13.5）におけるエクスプレッションの変更
概要 (2015/07/29)
この詳細な概要では、After Effects CC 2015 （13.5）におけるエクスプレッションの変更について学習します。

After Effects CC 2015 （13.5）で使用できなくなった機能
トラブルシューティング (2015/08/03)
After Effects CC 2015 （13.5）で使用できなくなった機能のリスト
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アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて
キーフレーム
エクスプレッション
アニメーションのオンラインリソース
グラフエディター
グラフエディターに関するオンラインリソース
グラフエディターに表示するプロパティを指定する
グラフエディターのグラフオプション
グラフエディターのパンとズーム
グラフの高さを自動ズームまたは対象に合わせて表示する

アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて

アニメーションは、時間の経過とともに変化するものです。レイヤーやレイヤー上のエフェクトをアニメート
するには、1 つまたは複数のプロパティが時間の経過に合わせて変化するようにします。例えば、あるレイ
ヤーの不透明度プロパティを 0 秒間に 0％から 1 秒間に 100％にアニメートすると、レイヤーがフェードイン
します。タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで名前の左側にストップウォッチのボタン

 がついているプロパティは、アニメート可能です。

ストップウォッチアイコン

A. ストップウォッチを選択した状態 B. ストップウォッチを選択していない状態 

レイヤーのプロパティをアニメートするには、キーフレームやエクスプレッションを使用します。
多くのアニメーションプリセットにはキーフレームとエクスプレッションが含まれており、アニメーションプ
リセットをレイヤーに適用するだけで、複雑なアニメーションを作成することができます。
After Effects でキーフレームやエクスプレッションを使用して作業する場合、レイヤーバーモードとグラフエ
ディターモードという 2 つのモードがあります。初期設定はレイヤーバーモードで、タイムラインパネルにレ
イヤーがデュレーションバーとして表示され、キーフレームとエクスプレッションがプロパティとともに縦に
並んで表示されます。グラフエディターモードではレイヤーバーは表示されず、キーフレームとエクスプレッ
ションの結果が値グラフまたは速度グラフに表示されます（グラフエディターを参照）。

キーフレーム
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キーフレームは、モーション、エフェクト、オーディオ、その他多くのプロパティのパラメーターを設定する
ために使用します。通常は時間の経過とともにパラメーターが変化します。キーフレームは、空間での位置、
不透明度、オーディオボリュームなど、レイヤープロパティの値を指定する時間上のある点で指定します。
キーフレーム間の値は補間されます。キーフレームを使用して時間に伴う変化を作成する場合は、通常、最低
2 つのキーフレームを使用します。1 つは変化の開始時の状態を示すものであり、もう 1 つは変化の終了時の
新しい状態を示すものです（キーフレームの設定と追加を参照）。
特定のプロパティでストップウォッチがアクティブな場合、プロパティの値を変更すると現在の時間で自動的
にプロパティのキーフレームが追加または変更されます。プロパティのストップウォッチがアクティブでない
場合は、プロパティにキーフレームは存在しません。ストップウォッチがアクティブでない状態でレイヤープ
ロパティの値を変更すると、その値はレイヤーのデュレーション全体にわたって同じになります。

自動キーフレームモードがオンの場合は、プロパティを変更すると、そのプロパティのストップ
ウォッチが自動的にアクティブになります（自動キーフレームモードを参照）。

ストップウォッチの選択を解除すると、そのレイヤープロパティのすべてのキーフレームが選択解除され、プ
ロパティの一定の値は現在の時間の値になります。プロパティのキーフレームを永久に削除するつもりがない
場合は、ストップウォッチの選択を解除しないでください。

タイムラインパネルメニューの「キーフレーム番号を使用」を選択すると、レイヤーバーモードのキーフ
レームアイコンが番号に変わります。

アイコンとしてのキーフレームと番号としてのキーフレームの比較

キーフレームが含まれるレイヤープロパティがコラップスされている場合、プロパティグループのグ
レーのドット（プロパティグループに含まれる全てのキーフレームの位置と数（グレーの濃度）を示すインジ
ケーター）によってキーフレームが含まれていることが示されます。

モーションスケッチやパペットツールなどの一部のツールでは、スケッチしたモーションに合わせて自動的に
キーフレームが設定されます。

エクスプレッション

エクスプレッションでは、JavaScript を基礎としたスクリプト言語を使用して、プロパティの値を指定した
り、プロパティを相互に関連付けたりします。ピックウイップでプロパティをつなぐことによって、簡単なエ
クスプレッションを作成できます（エクスプレッションについてを参照）。

アニメーションのオンラインリソース

Jeff Sengstack と Infinite Skills によるビデオチュートリアル「Animating Transform Properties With
Keyframes,」を参照してください。
Aharon Rabinowitz が、「How Does Computer Animation Work?」や「What is interpolation?」な
ど、Multimedia 101 シリーズの一部としてアニメーションを紹介するビデオチュートリアルを公開していま
す。
Photoshop（PSD）ファイルの個別のレイヤーのアニメーション方法を示す詳細なチュートリアルについて
は、Peachpit Press の Web サイトに掲載されているAfter Effects Classroom in a Book の「Animating Layers
in After Effects」を参照してください。
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グラフエディター

グラフエディターは、プロパティの値を 2 次元グラフを使用して表し、コンポジション時間を水平方向（左か
ら右）に表示します。一方、レイヤーバーモードでは、時間グラフによって水平方向の時間要素のみが表わさ
れ、垂直方向の値の変化はグラフィックで表現されません。

レイヤーバーモードとグラフエディターモードを切り替えるには、タイムラインパネルのグラフエディ
ターボタン  をクリックするか、Shift + F3 キーを押します。

グラフエディターには、アニメートされた 2 つのプロパティ（位置とスケール）が表示されます。

グラフエディターでは、2 種類のグラフを使用できます。1 つは、プロパティ値を示す値グラフ、もう 1 つ
は、プロパティ値の変化率を示す速度グラフです。不透明度などの時間プロパティでは、値グラフが初期設定
で表示されます。位置などの空間プロパティの場合、グラフエディターには初期設定で速度グラフが表示され
ます。キーフレーム値の表示と編集については、キーフレーム値を表示または編集するを参照してください。
グラフエディターでは、各プロパティが固有の曲線によって表現されます。1 度に 1 つのプロパティを表示し
て作業することも、複数のプロパティを同時に表示することもできます。グラフエディターに複数のプロパ
ティを表示すると、各プロパティの曲線の色は、レイヤーアウトラインのプロパティの値と同じになります。
スナップボタン  が選択された状態でグラフエディターにキーフレームをドラッグすると、キーフレームが
キーフレームの値、キーフレームの時間、現在の時間、インポイントとアウトポイント、マーカー、ワークエ
リアの開始点と終了点、およびコンポジションの開始点と終了点にスナップします。キーフレームがこれらの
アイテムのいずれかにスナップすると、グラフエディターにオレンジ色の線が表示され、スナップ先のオブ
ジェクトが示されます。ドラッグを開始してから Ctrl（Windows）または Command（Mac OS）を押したま
まにすると、一時的にスナップ動作に切り替わります。
グラフエディターモードのキーフレームには、その片側または両側に方向ハンドルが付いている場合がありま
す。方向ハンドルは、ベジェ補間の調整に使用します。
グラフエディター下部にある「次元に分割」  ボタンを使用して、位置プロパティのコンポーネントを X 位
置、Y 位置および Z 位置（3D レイヤーの場合）の各プロパティに分割し、それぞれを別々に変更またはアニ
メートできます（位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートするを参照）。

方向ハンドルが付いたグラフエディターのキーフレーム
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選択したプロパティを表示

アニメートされたプロパティを表示

グラフエディターセットを表示

注意：

グラフの種類を自動選択

値グラフを編集

速度グラフを編集

参照グラフを表示

オーディオウェーブフォームを表示

レイヤーのイン／アウトポイントを表示

レイヤーマーカーを表示

グラフエディターに関するオンラインリソース

Antony Bolante が、Peachpit Press の Web サイトで、グラフエディターの使用方法に関する情報、ヒント、
図を公開しています。

グラフエディターに表示するプロパティを指定する
グラフエディターの下部にある、グラフエディターに表示するプロパティを選択ボタン 
をクリックし、以下のオプションから選択します。

選択したプロパティをグラフエディターに表示します。

選択したレイヤーのアニメートされたプロパティを
グラフエディターに表示します。

グラフエディタースイッチ  がオンになっているプロ
パティを表示します。このスイッチは、ストップウォッチがアクティブであるとき、つま
りプロパティにキーフレームやエクスプレッションがあるときにストップウォッチの横、
プロパティ名の左側にあります。

Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、このコントロールの使
用と、選択されていないレイヤーのオーディオウェーブフォームの表示に関するヒントを
公開しています。

グラフエディターのグラフオプション

グラフエディターの下部にあるグラフの種類とオプションを選択ボタン  をクリックし、以下のオプション
から選択します。

プロパティに適切なグラフの種類を自動的に選択します。例えば、空間プロパティ
（位置など）の場合は速度グラフを、それ以外のプロパティの場合は値グラフを選択します。

すべてのプロパティを値グラフで表示します。

すべてのプロパティを速度グラフで表示します。

参照用として、未選択のグラフの種類を背景に表示します（グラフエディター右側のグ
レー表示の数字は、参照グラフの値を示します）。

プロパティが少なくとも 1 つあるレイヤーについて、グラフエディター
にオーディオウェーブフォームを表示します。

プロパティを持つすべてのレイヤーのインポイントとアウトポイン
トをグラフエディターに表示します。インポイントとアウトポイントは、中括弧で表示されます。

グラフエディターに少なくとも 1 つのプロパティがあるレイヤーのレイヤーマー
カー（存在する場合）をグラフエディターに表示します。レイヤーマーカーは、小さい三角形で表示されま
す。
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グラフのツールチップを表示

エクスプレッションエディターを表示

フレーム間でキーフレームの設定を可能

注意：

グラフの高さを自動ズーム

選択範囲に合わせて表示

すべてのグラフを全体表示

グラフのツールチップの表示／非表示を切り替えます。

エクスプレッションエディターフィールドの表示／非表示を切り替え
ます。

フレーム間にキーフレームを配置可能にして、アニメーションを微
調整します。

グラフエディターのパンとズーム

垂直または水平にパンするには、手のひらツール  でドラッグします

別のツールを使用しているときに一時的に手のひらツールをアクティブにするには、スペースバーかマウ
スの中央ボタンを押したままにします。

垂直にパンするには、マウスのスクロールホイールを回します。
水平にパンするには、Shift キーを押しながらマウスのスクロールホイールを回します。
ズームインするには、ズームツールでクリックします。
ズームアウトするには、ズームツールを使用して、Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押しながらクリックします。
マウスのスクロールホイールを使用してズームするには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながらスクロールして水平方向にズームするか、Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら垂直方向にズームします。
水平方向にズームするには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し
ながら、ズームアウトする場合はズームツールを左に、ズームインする場合は右にドラッ
グします。
垂直方向にズームするには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し
ながら、ズームインする場合はズームツールを上方に、ズームアウトする場合は下方にド
ラッグします。

グラフの高さを自動ズーム  が選択されている場合は、垂直方向にパンまたはズームできません。

グラフの高さを自動ズームまたは対象に合わせて表示する

0グラフの高さの自動ズームモードを切り替えます。このモードでは、グラフの高さが自動的にスケールさ
れ、グラフエディターの高さに合うように調整されます。水平方向のズームは手動で調整する必要がありま
す。

グラフの値（垂直）と時間（水平）のスケールを調整して、グラフエディターの表示範囲を選択したキーフ
レームに合わせます。

グラフの値（垂直）と時間（水平）のスケールを調整して、グラフエディター内にすべてのグラフを表示しま
す。

以下も参照してください
キーフレーム補間法
エクスプレッションの基本
アニメーションプリセットの概要とリソース
キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット
速度グラフについて
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多彩なアニメーションツール

ページの先頭へ

注意：

モーションパス
モーションブラー
余分なキーフレームを削除してモーションと速度をスムージングする
ウィグラーでプロパティにランダム度を追加する
オーディオをキーフレームに変換

モーションパス

位置、アンカーポイント、エフェクトコントロールポイントのプロパティなど、空間的なプロパティをアニ
メートすると、動きがモーションパスとして表示されます。モーションパスは一連の点として表示され、それ
ぞれの点が各フレームでのレイヤーの位置を示します。パス内のボックスは、キーフレームの位置を示しま
す。
モーションパスは、空間的なプロパティやそのキーフレームを表示したり操作したりするための視覚的・空間
的手段で、タイムラインパネルとともに使用してプロパティを操作できます。モーションパスを変更するに
は、既存のキーフレームを変更するか、新しいキーフレームを追加します。モーションパスの形状を変更する
には、キーフレームの空間補間法を変更します（キーフレームの空間補間および時間補間についてを参照）。
モーションパスのボックスとボックスの間の点の密度は、レイヤーまたはエフェクトコントロールポイントの
相対な速度を表します。点の密度が濃いほど遅く、密度が薄いほど速いことを示します。

キーフレームを右クリック（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、コンテキストメニューを開きます。

ペンツールまたは選択ツールを使用してコンポジションパネルやレイヤーパネルで空間的なプロパティのキー
フレームを編集する方法は、シェイプレイヤー上のマスクやシェイプのベジェパスを変更する方法に似ていま
す（パスの概要を参照）。
モーションパスを記述するためのキーフレームの数が少ないほど、パスは単純になり、通常は変更しやすくな
ります。スムーザーを使用すれば、余分なキーフレームをモーションパスから削除することができます。

モーションパスのコントロールを表示する

位置のモーションパスはコンポジションパネルに表示されます。アンカーポイントおよびエフェクトコント
ロールポイントのモーションパスはレイヤーパネルに表示されます。

コンポジションパネルにモーションパスのコントロールを表示するには、表示／表示オプ
ションを選択し、エフェクトコントロール、キーフレーム、モーションパスおよびハンド
ルを選択します。コンポジションパネルで位置のモーションパスを表示するには、「位
置」プロパティが選択されている必要があります。
レイヤーパネルにモーションパスのコントロールを表示するには、レイヤーパネル下部の
表示メニューからプロパティ名またはエフェクト名を選択します。
モーションパスを表示するキーフレームの数を指定するには、編集／環境設定／ディスプ
レイ設定（Windows）または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）を
選択して、「モーションパス」セクションでオプションを選択します。
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注意：

モーションパスのベジェ方向ハンドルのサイズを指定するには、編集／環境設定／一般設
定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「パス
ポイントのサイズ」の値を編集します。

モーションパスのキーフレームを移動する
1. タイムラインパネルで、モーションパスを変更するレイヤーを選択します。

2. 変更するキーフレームがコンポジションパネルまたはレイヤーパネルに表示されていない
場合は、現在の時間インジケーターをそのキーフレームに移動します。

3. コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、選択ツールを使用してキーフレームまた
はそのハンドルをドラッグします。

現在の時間インジケーターは、キーフレームをドラッグする前にそのキーフレー
ムに配置されている必要はありません。

コンポジションパネルでキーフレームをドラッグして、位置キーフレームを移動します。

タイムラインパネルでキーフレームを選択してから、コンポジションパネルまたはレイ
ヤーパネルでドラッグすると、一度に複数のキーフレームを移動できます。モーションパ
ス全体を移動するには、タイムラインパネルでプロパティ名をクリックしてすべてのキー
フレームを選択してから、コンポジションパネルで 1 つのキーフレームをドラッグしま
す。

1 つのキーフレームでモーションパス上のすべてのキーフレームをドラッグ

ペンツールを使用してキーフレームをモーションパスに追加する
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注意：

ワイヤーフレームを表示

背景を保持

スムージング

注意：

キャプチャ速度

1. 変更したいモーションパスを、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルに表示しま
す。

2. ツールパネルからペンツール  または頂点を追加ツール  を選択します。

3. コンポジションパネルで、モーションパス上の新しいキーフレームを追加する位置にペン
ツールを置いて、クリックしてキーフレームを追加します。

新しいキーフレームが、モーションパス上とタイムラインパネル内のクリックしたフレー
ムに表示されます。キーフレームを移動するには、選択ツールを使用します。

結果は異なりますが、ペンツールによってモーションパスカーブを操作する方法
は、マスクパスやシェイプパスなどのベジェパスの作成や変更に使用する方法とほぼ同じ
ように機能します。

モーションスケッチでモーションパスをスケッチする

レイヤーの位置と描画速度を記録するモーションスケッチを使用して、選択されたレイヤーのモーションパス
を描画できます。パスを作成すると、フレームごとに位置のキーフレームが生成されます。
モーションスケッチは、他のプロパティに対して既に設定されているキーフレームには影響しません。例え
ば、ボールのイメージに回転キーフレームを設定する場合は、モーションスケッチを使用して位置キーフレー
ムを作成すると、ボールは作成したパスに沿って回転するように見えます。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトのビデオチュートリアルの中で、モーションスケッチのデモ
を紹介しています。

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、モーションパスをスケッチするレイ
ヤーを選択します。

2. タイムラインパネルで、モーションをスケッチするデュレーションにワークエリアマー
カーを設定します。

3. スケッチするときにコンポジションのオーディオを再生するには、プレビューパネルの
オーディオをミュートボタンが選択されていないことを確認します。

4. ウィンドウ／モーションスケッチを選択します。

5. 以下のいずれかのモーションスケッチのオプションを選択します。

モーションパスをスケッチするときに、レイヤーのワイヤーフ
レームビューを表示できます。

モーションパスをスケッチするときに、コンポジションパネルでスケッチを
開始したフレームの静的な内容を表示します。このオプションは、コンポジション内の他
のイメージを基準にしたモーションをスケッチする場合に便利です。

モーションパスから不要なキーフレームを削除します。この設定を使用す
ると、スムーザーで許容量設定を使用した場合と同じ結果になります。値が高いほどカー
ブはスムーズになりますが、値が高すぎると描画したカーブのシェイプを維持できない場
合があります。

smooth エクスプレッションまたはスムーザーを使用して、作成後にモーション
パスをスムージングすることができます。

再生速度に対するモーションを記録する速度の比率。キャプチャ速度が
100％の場合、モーションは記録された速度で再生されます。キャプチャ速度が 100％を
超える場合は、モーションは記録されたときよりも遅い速度で再生されます。

6. キャプチャ開始をクリックし、コンポジションパネルでドラッグしてモーションパスを作
成します。マウスのボタンを放すとキャプチャが停止します。
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注意：

ページの先頭へ

キャプチャ時間がワークエリアの終了位置（デフォルトではコンポジションの
デュレーション）に到達すると、キャプチャは自動的に終了します。

マスク、シェイプまたはペイントパスからモーションパスを作成する

モーションパスは、次のような様々なタイプのパスから作成できます。

「マスクパス」プロパティ
シェイプレイヤー上のシェイプの「パス」プロパティ
ペイントストロークの「パス」プロパティ
Illustrator または Photoshop からコピーしたパス

これらのパスは、レイヤーの「位置」プロパティまたは「アンカーポイント」プロパティや、エフェクトコン
トロールポイントの位置のプロパティにペーストできます。ペーストされたキーフレームは、最初と最後の
キーフレームを除き、時間でロービングするように設定され、パスに合わせた一定速度となります。
デフォルトでは、ペーストされたモーションパスのデュレーションは 2 秒です。デュレーションを調整するに
は、タイムラインパネルで最初または最後のキーフレームをドラッグします。

1. パスをクリップボードにコピーします。

タイムラインパネルで「パス」プロパティを選択し、編集／コピーを選択します。
Illustrator または Photoshop でパスを選択し、編集／コピーを選択します。

2. タイムラインパネルで、パスのペースト先のプロパティを選択します。

3. 現在の時間インジケーターを、モーションパスの最初のキーフレームの時間に配置しま
す。

4. 編集／ペーストを選択します。

Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトのこのビデオで、After Effects のモーションパスとして
Illustrator のパスを使用する方法を紹介しています。

モーションブラー

動きのあるオブジェクトを含む映画またはビデオを表示すると、イメージがぼやけることがあります。これ
は、1 フレームが 1 単位のサンプル時間（映画の場合のフレームは 1/24 秒）を表すからです。1 単位の時間
の中で、動きのあるオブジェクトがフレーム内の複数の位置を移動するので、このオブジェクトを鮮明な静止
オブジェクトとして表示できません。オブジェクトの動きが速いほど、ぼやける度合いも大きくなります。カ
メラのシャッター角度とシャッターフェーズも、ブラーの表示に影響します。これらにより、シャッターが開
いている時間の長さや、フレームの開始点を基準としたシャッターの開くタイミングが決定されます。
これとは対照的に、コンピューターで作成したアニメーションの 1 フレームでは、どのオブジェクトが動いて
いるかを判別できないほど、動きのあるすべてのオブジェクトが、停止したオブジェクトと同じくらい鮮明に
表示されます。モーションブラーを使用しない場合、レイヤーアニメーションはイメージの変化を連続的に表
示する代わりに、各イメージをストロボ撮影のようなエフェクトで 1 つずつ表示します。After Effects でアニ
メートするレイヤーにモーションブラーを追加すると、動きがよりスムーズで自然になります。
各レイヤーで個別にモーションブラーを有効にし、プレビューや最終出力を行う際にモーションブラーをレン
ダリングするかどうかも決定します。タイムラインパネル上部にあるコンポジションのモーションブラー使用
可能スイッチ  を使用して、プレビュー時のモーションブラーのレンダリングを有効または無効にします。
レンダーキューパネルのレンダリング設定を変更して、最終的な出力時のモーションブラーのレンダリングを
有効または無効にします。一般環境設定カテゴリの「ネスト化したコンポジションにスイッチを適用」設定が
有効になっている場合、ネスト化したコンポジションに、そのコンポジションが含まれるコンポジションの設
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フレームあたりのサンプル数

最大適応サンプル数

シャッター角度

シャッターフェーズ

定が適用されます（プリコンポーズとネスト化についてを参照）。
モーションブラーを有効にするとレンダリングが遅くなりますので、作業中はコンポジションのスイッチを無
効にし、完成した結果を見たいときだけ有効にすることをお勧めします。
レイヤーのモーションブラーを有効にするには、次のいずれかの操作を行います。

タイムラインパネルで、対象レイヤーのモーションブラー  スイッチをクリックしま
す。
レイヤーを選択し、レイヤー／スイッチ／モーションブラーを選択します。

モーションブラーの計算に使用するサンプルの数は、レイヤーのモーションにより、各レイヤーに合わせて決
定されます。この適応性により、動きの遅いレイヤーのモーションを、速いモーションのレイヤーほど頻繁に
サンプリングせずに、高品質なモーションブラーを得ることができます。サンプリングレートが高くなると、
レンダリングのパフォーマンスが低下します。
コンポジションのモーションブラーが有効になっていて、タイムラインパネルをズームインして個々のフレー
ムを表示しているとき、現在の時間インジケーターの周りの明るいグレーの領域は、シャッターフェーズと
シャッター角度を表します。列の幅がシャッター角度を示し、列のオフセットがシャッターフェーズを示しま
す。これは、個々のフレームをどのようにサンプリングしてこのコンポジション内のモーションブラーを計算
するかを示しています。
レイヤーをアニメートする場合、例えばレイヤーを画面上で移動させる場合などには、モーションブラース
イッチを使用できます。モーションブラーレイヤースイッチおよびモーションブラー使用可能コンポジション
スイッチを使用して、レイヤー内に既に存在するモーションにモーションブラーを追加することはできませ
ん。
元のビデオと比較して非常に高いまたは低いフレームレートを指定したライブアクションビデオをスムージン
グするには、モーションブラーではなくフレームブレンドを使用します。
フェイクモーションブラーを作成するには、モーションブラーの適用を参照してください。

コンポジション設定の詳細タブのモーションブラー設定

最小サンプル数。この最小値は、適応するサンプルレート（レイヤーモーショ
ンに基づく）を決定できないフレームで使用されるサンプル数です。このサンプルレートは、3D レイヤーと
シェイプレイヤーに使用されます。

最大サンプル数。

シャッター角度は、シャッターの回転による露出をシミュレートするもので、度数で指定し
ます。シャッター角度では、フッテージのフレームレートを使用してシミュレートされる露出時間を決定しま
す。この露出時間はモーションブラーの効果の大きさに影響します。例えば、24 fps のフッテージに 90 度
（360 度の 25％）を入力すると、1/96 秒（1/24 秒の 25％）の実質露出になります。1 度を入力してもモー
ションブラーの効果はほとんど適用されませんが、720 度を入力すると大きなブラー効果が適用されます。

シャッターフェーズも度数で測定されます。この値は、フレームの開始点に対して
シャッターが開くタイミングを決定するオフセットを定義します。モーションブラーが適用されたオブジェク
トが、適用されていないオブジェクトの位置よりも遅れて表示される場合に、この値を調整します。
モーショントラッキングデータを使って別のレイヤーの上に合成されるレイヤーに最適なシャッター
フェーズの値は、シャッター角度の値の -1/2 です。例えば、シャッター角度が 180°のとき、シャッター
フェーズを -90°にします。この設定の組み合わせにより、元のオブジェクトの中心にブラーが生じます。

モーションブラーをマスクに適用する

モーションブラーは、コンポジション内のマスクの動きに基づいたブラーです。個々のマスクにモーションブ
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ラーを適用できます。各コンポジション内で、モーションブラーを適用するレイヤー内のどのレイヤーやマス
クでも、コンポジションの「モーションブラー使用可能」スイッチを選択する必要があります。

1. 1 つまたは複数のマスクを選択します。

2. レイヤー／マスク／モーションブラーを選択し、次のオプションのいずれかを選択しま
す。

レイヤーのモーションブラースイッチを選択した場合だけ、マスクに
モーションブラーをかけます。

レイヤーのモーションブラースイッチの設定に関係なく、マスクにモーションブ
ラーをかけます。

マスクにモーションブラーをかけません。

モーションブラーに関するその他のリソース

動きの速いオブジェクトを撮影する場合、オブジェクトがレンダリングされる際にモーションブラーが適用さ
れます。また、移動するオブジェクトを高いシャッタースピードで撮影すると、オブジェクトはフレーム間を
ジャンプしているように見え、ストロボ撮影した動きのようになります。
After Effects CC のピクセルモーションブラーエフェクトは、フレーム間のピクセルの動きを追跡します。こ
のエフェクトは、クリップを分析して、どの部分が動いているかを決定し、一連のモーションベクトルを作成
して、その情報を使用してフレーム内にモーションブラーを追加します。
オブジェクトの動きが速すぎる場合は、「シャッターサンプル数」の値を増やしてより多くの中割りフレーム
を作成します。「ベクトルの描画数」の値を増やして、フレーム間でピクセルグループが分析される際のエ
ラー発生の可能性を最小化します。

Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の WEB サイトで、ピクセルモーションブラーに関するビデオ
チュートリアルを公開しています。
Todd Kopriva は、After Effects 公式ブログで、このエフェクトに関するブログを公開しています。
After Effects のその他の時間エフェクトについて詳しくは、時間エフェクトを参照してください。

Mark Christiansen が、ProVideo Coalition の Web サイトで、モーションブラー、シャッタースピード、
シャッター角度に関する概念について説明しています。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、32 bpc カラーとモーションブラーと組み合わせて使用
することのメリットを示すビデオチュートリアルを公開しています（色深度と広ダイナミックレンジカラーを
参照）。

余分なキーフレームを削除してモーションと速度をスムージングする

スムーザーを使用してキーフレームを追加したり不要なキーフレームを削除し、モーションパス、値カーブ、
および速度カーブを滑らかにし、流れの不自然さや余分なキーフレームを除去します。

smooth エクスプレッションを使用して、キーフレームを削除することなく、同じ処理を実行することも
できます（プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）を参照）。

スムーザーは、どのプロパティのカーブでもスムーズにすることができますが、モーションスケッチによって
自動生成された余分なキーフレームを持つカーブに適用するときに有効です。手動で設定されたキーフレーム
にスムーザーを適用すると、予期していなかった変更がカーブに追加される場合があります。  
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スムーズノイズ

ギザギザ

モーションスケッチで生成されたパスにスムーザーを使用する必要性を回避するには、モーションス
ケッチパネルのスムージングオプションを設定してから、モーションパスをスケッチします。

空間的に変化するプロパティ（「位置」など）にスムーザーを適用する場合は、空間カーブ（モーションで定
義されたカーブ）のみをスムージングできます。時間的な変化のみが発生するプロパティ（「不透明度」な
ど）にスムーザーを適用する場合は、値カーブと速度カーブ（値または速度で定義されたカーブ）のみをス
ムージングできます。
スムーザーは、キーフレームの追加や不要なキーフレームの削除だけでなく、時間カーブをスムージングする
ときに、各キーフレームにベジェ補間を適用します（キーフレームの補間方法を参照）。

1. タイムラインパネルで、プロパティのキーフレームをすべて選択してカーブ全体をスムー
ジングするか、3 つ以上のキーフレームを選択してカーブの一部のみをスムーシングしま
す。

2. ウィンドウ／スムーザーを選択します。適用先ポップアップメニューでは、手順 1 で選
択したキーフレームのプロパティの種類に応じて、「空間パス」または「時間グラフ」が
自動的に選択されます。

3. 許容量の値を設定します。許容量の単位は、スムージング中のプロパティの許容量の単位
に一致します。新しいキーフレーム値は、元のカーブの指定された値を超えて変化するこ
とはありません。値が高いほどカーブはスムーズになりますが、値が高すぎるとカーブの
元のシェイプを維持できない場合があります。

4. 「適用」をクリックし、結果をプレビューします。

5. 必要に応じて、編集／スムーザーの取り消しを選択し、キーフレームをリセットして許容
量の値を調整してから、再度スムーザーを適用します。

ウィグラーでプロパティにランダム度を追加する

ウィグラーを使用すると、時間の経過に応じて、どのようなプロパティにでもランダム度を追加できます。

この処理のために wiggle エクスプレッションを使用することもできます。通常は、ウィグラーを使用す
るよりエクスプレッションを使用する方が簡単です（プロパティの属性とメソッド（エクスプレッション
のリファレンス）を参照）。

ウィグラーは、指定されたプロパティとオプションに応じて、キーフレームを追加し、既存のキーフレームに
入る補間または出る補間をランダム化することによって、プロパティに特定の数の偏差を追加します。ウィグ
ラーを使用するには、2 つ以上のキーフレームが必要です。
ウィグラーを使用すると、指定された制限内で自然な動きを緻密にシミュレートできます。例えば、アニメー
トされた蝶にランダム度を追加して、蝶がひらひら舞う動きを生成できます。輝度や不透明度にランダム度を
追加すると、古いプロジェクターのちらつきをシミュレートできます。

1. プロパティのキーフレームの範囲を選択します。

2. ウィンドウ／ウィグラーを選択します。

3. 「適用先」で、ウィグラーを使用して変更する曲線の種類を選択します。空間的に変化す
るプロパティのキーフレームを選択した場合は、「空間パス」を選択してモーションに偏
差を追加するか、「時間グラフ」を選択して速度に偏差を追加します。空間的に変化しな
いプロパティのキーフレームを選択した場合は、「時間グラフ」のみを選択できます。

4. 「ノイズの種類」オプションを選択して、ランダムに配置されたピクセル値（ノイズ）が
原因になっている偏差の種類を指定します。

急激な変化のない徐々に発生する偏差を生成します。

急激な変化を生成します。
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5. 以下のように、対象となるプロパティの次元を選択します。

選択したプロパティの 1 次元のみに偏差を追加します。ポップアップメ
ニューから次元を選択します。

各次元に一連の異なる偏差を追加します。

同じ偏差セットをすべての次元に追加します。

6. 「周波数」を設定して、選択されたキーフレームに After Effects で追加する 1 秒あたり
の偏差（キーフレーム）数を指定します。低い値は不定期の偏差のみを生成し、高い値は
不規則なエフェクトを生成します。1 未満の値は、1 秒あたり 1 未満の間隔で、キーフ
レームを作成します。例えば、値を 0.5 に指定すると、2 秒ごとに 1 つのキーフレームが
作成されます。

7. 「強さ」を設定して、偏差の最大サイズを指定します。指定した強さは、選択したプロパ
ティ単位に設定されるので、あるプロパティの値で別のプロパティと大きく異なる結果が
生成される場合があります。

8. 「適用」をクリックし、結果をプレビューします。

9. 必要に応じて、編集／ウィグラー取り消しを選択してキーフレームをリセットし、「周波
数」と「強さ」の値を調整してから、ウィグラーを再度適用します。

オーディオをキーフレームに変換

「オーディオをキーフレームに変換」キーフレーム補助では、ワークエリア内のオーディオ振幅を分析し、
オーディオ振幅のキーフレームを作成します。

コンポジションパネルまたはタイムラインパネルでコンポジッションがアクティブになっ
ている状態で、アニメーション／キーフレーム補助／オーディオをキーフレームに変換を
選択します。

このキーフレーム補助は、キーフレームを含む、左チャンネル、右チャンネル、両方のチャンネルの 3 つのエ
クスプレッション制御エフェクトと「スライダー」プロパティを使用して、コンポジション内のすべてのオー
ディオソースを表す「オーディオ振幅」と呼ばれるレイヤーを作成します。
このキーフレーム補助で作成されたキーフレームを使用するには、オーディオ振幅の変化を他のレイヤープロ
パティにリンクします。例えば、エクスプレッションを使用してオーディオキーフレームをレイヤーのスケー
ルプロパティにリンクし、振幅の増減に応じてレイヤーを拡大したり伸縮させたりします。

オーディオをキーフレームに変換する方法に関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、Creative COW Web サイトで、オーディオ振幅キーフレームを他のプロパティ（こ
の場合は、波形ワープエフェクト）にリンクして、アニメーションとサウンドを同期する方法を紹介するビデ
オチュートリアルを公開しています。
Nathan Gambles が、Video Copilot の Web サイトで、一方のレイヤーでオーディオの音量が大きくなったと
きに、もう一方のレイヤーでオーディオを抑制する（音量を下げる）エクスプレッションを公開しています。
この方法は、ダイアログが表示されたときに、サウンドトラックの音量を自動的に下げる場合などに役に立ち
ます。このエクスプレッションがステレオミキサーエフェクトに合っているかどうかは、「オーディオをキー
フレームに変換」キーフレーム補助がもう一方のオーディオレイヤーに適用されているかどうかで決まりま
す。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、マーカーの追加、レイヤーの分割、オーディオ強度
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に基づいて数を増加した新規テキストレイヤーの追加に関するスクリプトを公開しています。
Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトのビデオチュートリアル（2 部構成）で、「オーディオを
キーフレームに変換」コマンドと linear エクスプレッションメソッドを使用する方法を詳細に説明していま
す。

以下も参照してください
タイムラインパネルのレイヤープロパティ
アニメーション、キーフレーム、および式について
ベジェマスクパスやベジェシェイプパスを変更する
ワークエリア
アニメーション、キーフレーム、および式について
Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーする
パスの概要
フレームブレンド
レンダリング設定
エフェクトの概要とリソース
キーフレームを選択する
エクスプレッションの基本
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キーフレームの概要
キーフレームの設定と追加
現在の時間インジケーターをキーフレームに移動する
キーフレームを選択する
キーフレームメニューのコマンド
キーフレームを削除または無効化する

キーフレームの概要

キーフレームは、モーション、エフェクト、オーディオ、その他多くのプロパティのパラメーターを設定する
ために使用します。通常は時間の経過とともにパラメーターが変化します。キーフレームは、空間での位置、
不透明度、オーディオボリュームなど、レイヤープロパティの値を指定する時間上のある点で指定します。
キーフレーム間の値は補間されます。キーフレームを使用して時間に伴う変化を作成する場合は、通常、最低
2 つのキーフレームを使用します。1 つは変化の開始時の状態を示すものであり、もう 1 つは変化の終了時の
新しい状態を示すものです
特定のプロパティでストップウォッチがアクティブな場合、プロパティの値を変更すると現在の時間で自動的
にプロパティのキーフレームが追加または変更されます。プロパティのストップウォッチがアクティブでない
場合は、プロパティにキーフレームは存在しません。ストップウォッチがアクティブでない状態でレイヤープ
ロパティの値を変更すると、その値はレイヤーのデュレーション全体にわたって同じになります。

キーフレームの設定と追加

特定のプロパティでストップウォッチがアクティブな場合、プロパティの値を変更すると現在の時間で自動的
にプロパティのキーフレームが追加または変更されます。
ストップウォッチをアクティブにし、キーフレーム機能を有効にするには、次のいずれかの操作を行います。

プロパティ名の横にあるストップウォッチアイコン  をクリックして、アクティブにしま
す。そのプロパティ値に対応する現在の時間にキーフレームが作成されます。
アニメーション／［現在選択しているプロパティ名］キーフレームを追加を選択します。

値を変更せずにキーフレームを追加する
次のいずれかの操作を行います。

レイヤープロパティのキーフレームナビゲーターボタン  をクリックします。
アニメーション／［現在選択しているプロパティ名］キーフレームを追加を選択しま
す。
グラフエディターに表示されているレイヤープロパティのグラフのセグメントをペン
ツール  でクリックします。
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自動キーフレームモード

自動キーフレームモードをオンにするには、タイムラインパネルメニューから自動的にキーフレームを有効に
するを選択します。自動キーフレームモードが有効な場合、プロパティを変更すると、そのストップウォッチ
が自動的にアクティブになり、キーフレームが現在の時間に追加されます。

メニュー、チェックボックス、「ソーステキスト」プロパティのように、補間のないプロパティのス
トップウォッチは自動的にアクティブになりません。

自動キーフレームモードは初期設定ではオフになっています。自動キーフレームモードがオフの場合、プロパ
ティの変更とキーフレームを使用したアニメートの処理は、以前のバージョンの After Effects と変わりませ
ん。

現在の時間インジケーターをキーフレームに移動する

プロパティの最初のキーフレームを設定したら、キーフレームナビゲーターが表示されます。キーフレームナ
ビゲーターを使用して、キーフレーム間を移動したり、キーフレームを設定または削除したりできます。キー
フレームナビゲーターボックスに菱形が表示されている場合は、現在の時間インジケーターが、そのレイヤー
プロパティのキーフレーム上に位置している状態です。キーフレームナビゲーターボックスが空白  の
場合は、現在の時間インジケーターがキーフレーム間に配置されます。

A/V 機能パネルからキーフレームナビゲーターを切り離し、個別のパネルとして使用するには、タイムラ
インパネルメニューから列を表示／キーを選択します。

タイムラインパネルのキーフレームナビゲーター

A. 現在の時間にキーフレームがある状態 B. 現在の時間にキーフレームがない状態 C. レイヤープロパティの
キーフレームが存在しない状態 

次または前のキーフレームに移動するには、キーフレームナビゲーターの矢印をクリック
します。
キーフレームまたはマーカーにスナップするには、Shift キーを押しながら現在の時間イン
ジケーターをドラッグします。
時間スケールで次または前の表示アイテム（キーフレーム、マーカー、ワークエリアの終
了点）へ移動するには、K または J を押します。

現在の時間インジケーターを他の要素や時間へ移動する方法については、現在の時間インジケーター（CTI）
を移動するを参照してください。

キーフレームを選択する

レイヤーバーモードでは、選択されたキーフレームは青色で表示されます。選択解除されたキーフレームはグ

281



注意：

注意：

ページの先頭へ

値

値を編集

同じ値のキーフレームを選択

前のキーフレームを選択

後ろのキーフレームを選択

停止したキーフレームの切り替え

レーで表示されます。
グラフエディターモードの場合、キーフレームアイコンの外観は、キーフレームが選択されているか、選択解
除されているか、または半選択されているか（同じプロパティ内の別のキーフレームが選択されている場合）
に応じて異なります。選択されたキーフレームは黄色で塗りつぶされたボックスで表示されます。選択解除さ
れたキーフレームは、対応するグラフの色で表示されます。半選択されたキーフレームは、黄色い枠のボック
スで表示されます。

キーフレームを選択するには、キーフレームアイコンを選択します。
複数のキーフレームを選択するには、Shift キーを押しながらキーフレームをクリックする
か、キーフレームを囲むように選択範囲をドラッグします。Shift キーを押しながら選択さ
れているキーフレームをクリックすると、選択は解除されます。また、Shift キーを押しな
がら、選択されている複数のキーフレームを囲むようにドラッグすると、各キーフレーム
の選択が解除されます。

グラフエディターでトランスフォームボックスの表示を切り替えるには、グラフエディターの下部に
ある複数のキーフレーム選択時にトランスフォームボックスを表示ボタン  をクリックします。

レイヤープロパティのすべてのキーフレームを選択するには、グラフエディターで 2 つの
キーフレーム間にあるセグメントを Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）
を押しながらクリックするか、レイヤーアウトラインでレイヤープロパティ名をクリック
します。
1 つのプロパティ内の同じ値を持つキーフレームすべてを選択するには、キーフレームを
右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックし（Mac OS）、「同
じ値のキーフレームを選択」を選択します。
選択したキーフレームに続くまたは先行するすべてのキーフレームを選択するには、右ク
リックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックし（Mac OS）、「前の
キーフレームを選択」または「後ろのキーフレームを選択」を選択します。

複数のキーフレームを選択している場合、「前のキーフレームを選択」と「後ろのキーフレームを選
択」コマンドは使用できません。

キーフレームメニューのコマンド

1 つまたは複数のキーフレームを選択すると、グラフエディターの下部にあるキーフレームメニュー  が使
用できるようになります。

キーフレームメニューを開くには、キーフレームを右クリック（Windows）するか、Control キーを押しな
がらクリック（Mac OS）します。

選択されたキーフレームの値を表示します。1 つ以上のキーフレームを選択すると、値を表示コマンドが
使用可能になり、選択した中で強調表示されているキーフレームの値が表示されます。

ダイアログボックスが表示され、そこでキーフレームの値を編集できます。

プロパティ内の同じ値を持つすべてのキーフレームを選択します。

現在選択されているキーフレームより前にあるすべてのキーフレームを選択しま
す。

現在選択されているキーフレームの後ろにあるすべてのキーフレームを選択しま
す。

プロパティ値を、次のキーフレームに到達するまで、現在キーフレームの
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キーフレーム補間法

時間ロービング

キーフレーム速度

キーフレーム補助

オーディオをキーフレームに変換

エクスプレッションをキーフレームに変換

イージーイーズ

イージーイーズイン

イージーイーズアウト

指数スケール

RPF カメラ読み込み

シーケンスレイヤー

時間反転キーフレーム

ページの先頭へ

値に抑えます。

キーフレーム補間法ダイアログボックスを表示します。

空間プロパティのロービング時間を切り替えます。

キーフレーム速度ダイアログボックスを表示します。

以下のオプションを持つサブメニューを表示します。

コンポジションワークエリア内の振幅を分析し、キーフレームを作
成してオーディオを表します。

現在のエクスプレッションを分析し、記述するプロパティ
の値を表すキーフレームを作成します。

キーフレームへの影響とキーフレームからの影響を自動的に調整して、急激な変化を
滑らかにします。

キーフレームへの影響を自動的に調整します。

キーフレームからの影響を自動的に調整します。

スケールの変更率をリニアから指数に変換します。

RPF カメラデータをサードパーティ製 3D モデル化アプリケーションから読み
込みます。

シーケンスレイヤー補助を開きます。

選択したキーフレームを時間単位で反転させます。

キーフレームを削除または無効化する

任意の数のキーフレームを削除するには、キーフレームを選択して、Delete キーを押しま
す。
グラフエディターでキーフレームを 1 つだけ削除するには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながら、選択ツールでキーフレームをクリックしま
す。
1 つのレイヤープロパティのキーフレームすべてを削除するには、レイヤープロパティの
名前の左側にあるストップウォッチボタン  をクリックして、選択を解除します。
ストップウォッチボタンをクリックして選択を解除すると、該当するプロパティのキーフ
レームが完全に削除されて、そのプロパティの値が現在の時間の値になります。ストップ
ウォッチボタンをもう一度クリックしても、削除されたキーフレームを復元することはで
きません。すべてのキーフレームを削除しても、エクスプレッションが削除されたり、無
効になったりすることはありません。
プロパティのキーフレームを一時的に無効にするには、プロパティを設定するエクスプ
レッションを定数に追加します。例えば、100 という簡単なエクスプレッションを不透明
度プロパティに追加すると、プロパティ値は 100% に設定されます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

エクスプレッションのオン／オフを切り替えるには、エクスプレッション使用可能ボタンをクリックしま
す。これにより、サイドエフェクトとしてキーフレームのオン／オフも切り替わります。

誤ってキーフレームを削除してしまった場合は、編集／取り消しを選択して、直前の操作を 取り消します。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、指定する条件に基づいてキーフレームを自動的に削除するスク
リプトを公開しています。例えば、ワークエリア内のすべてのキーフレーム、奇数番号のすべてのキーフレー
ムなどの条件を指定できます。

以下も参照してください
アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて
グラフエディター
現在の時間インジケーター（CTI）を移動する
キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット
タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット
グラフエディター
キーフレーム補間法
エクスプレッションの基本
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キーフレームの編集、移動、コピー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

キーフレーム値を表示または編集する
キーフレームをコピー＆ペーストする
スプレッドシートまたはテキストエディターを使用してキーフレーム値を編集する
キーフレームを時間で移動する
キーフレームを移動せずにレイヤーデュレーションバーを移動する
複数のキーフレーム値を一括変更する
グラフエディターでのキーフレームの移動または変更

キーフレーム値を表示または編集する

キーフレームを変更する前に、現在の時間インジケーターが既存のキーフレームに置かれていることを確認し
てください。現在の時間インジケーターが既存のキーフレームにない状態でプロパティ値を変更すると、新し
いキーフレームが追加されます。ただし、キーフレームをダブルクリックして変更する場合や、キーフレーム
の補間法を変更する場合は、現在の時間インジケーターの位置は関係しません。

現在の時間インジケーターをキーフレームの時間に移動します。プロパティ名の横にプロ
パティの値が表示されます。ここで値を編集します。
キーフレームを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらキーフレームを
クリック（Mac OS）します。コンテキストメニューの一番上にキーフレーム値が表示さ
れます。必要に応じて、「値を編集」を選択して値を編集します。
レイヤーバーモードでキーフレームの上にポインターを置くと、キーフレームの時間と値
が表示されます。
グラフエディターでキーフレームの上にポインターを置くと、キーフレームのレイヤー
名、プロパティ名、時間、値が表示されます。キーフレーム間のセグメント上にポイン
ターを置くと、関連する情報が表示されます。
レイヤーバーモードでキーフレームをクリックすると、キーフレームの時間と補間法が情
報パネルに表示されます。
グラフエディターモードでキーフレームまたはキーフレーム間のセグメントをクリックす
ると、プロパティの最小値と最大値および現在の時間の速度が情報パネルに表示されま
す。
レイヤーバーモードで、Alt キーを押しながら（Windows）または Option キーを押しなが
ら（Mac OS）2 つのキーフレームをクリックすると、それらの間のデュレーションが情
報パネルに表示されます。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、新しいレイヤーマーカーを、同じ時間のキーフレームに関する
情報を示すコメント付きで、選択したレイヤーまたは新しいヌルレイヤーに作成するスクリプトを公開してい
ます。

キーフレームをコピー＆ペーストする

キーフレームは、一度に 1 つのレイヤーからのみコピーできます。キーフレームを別のレイヤーにペーストす
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ると、これらのキーフレームはペースト先のレイヤーの対応するプロパティに表示されます。最も早いキーフ
レームは現在の時間に表示され、それ以外のキーフレームは相対的な順序でその後に表示されます。ペースト
後もキーフレームは選択されたままの状態になっているので、これらのキーフレームをすぐにペースト先のレ
イヤー内で移動できます。
キーフレームは、同じプロパティ（位置など）のレイヤー間、または同じ種類のデータを使用する異なるプロ
パティ間（位置とアンカーポイント間など）でコピーできます。

同じプロパティ間でコピー＆ペーストする場合は、一度に複数のプロパティからコピーして、複数の
プロパティにペーストできます。ただし、別のプロパティにコピー＆ペーストする場合は、一度に 1 つのプロ
パティのみからコピーして、1 つのプロパティにペーストできます。

1. タイムラインパネルで、コピーするキーフレームを含むレイヤープロパティを表示しま
す。

2. キーフレームを選択します。

3. 編集／コピーを選択します。

4. ペースト先のレイヤーを含むタイムラインパネルで、キーフレームを表示する時間の位置
に現在の時間インジケーターを移動します。

5. 次のいずれかの操作を行います。

コピーしたキーフレームと同じプロパティにペーストするには、ペースト先のレイ
ヤーを選択します。
異なるプロパティにペーストするには、ペースト先のプロパティを選択します。

6. 編集／ペーストを選択します。

スプレッドシートまたはテキストエディターを使用してキーフレーム値
を編集する

キーフレームのデータをタブ区切りテキストとしてコピー＆ペーストして、Microsoft Excel などのスプレッド
シートプログラムや他のテキスト編集プログラムで使用することができます。スプレッドシートプログラムを
使用して、キーフレームデータの数値分析を行ったり、キーフレーム値を作成または編集したりできます。
トランスフォームプロパティ（位置や不透明度など）、マテリアルオプションのプロパティ、モーショント
ラックなど、ほとんどのプロパティはコピー＆ペーストが可能です。

モーショントラックツールを使用すれば、レイヤー内のオブジェクトの動きを追跡し、トラックデータを
スプレッドシートにペーストすることによってデータの数値的な分析を実行できます。

Imagineer Systems mocha for After Effects（mocha-AE）などの一部のユーティリティアプリケーションで
は、キーフレームデータがクリップボードにコピーされるので、After Effects の適切なレイヤーにペーストで
きます。
キーフレームは、一度に 1 つのレイヤーからのみ、タブ区切りテキストとしてコピーできます。

1. タイムラインパネルで、同じレイヤーにある 1 つまたは複数のプロパティのキーフレー
ムを選択します。プロパティのキーフレームをすべて選択するには、プロパティの名前を
クリックします。

2. 最初に選択したキーフレームに、現在の時間インジケーターを移動します。

最後の手順で、変更したキーフレームをペーストする場所がわかるように、最初に選
択したキーフレームの時間にコンポジションマーカーを配置します（レイヤーマー
カーとコンポジションマーカーを参照）。

3. キーフレームが選択された状態で、編集／コピーを選択します。

4. キーフレームのデータをスプレッドシートにペーストします。スプレッドシートの最初の
列に A というラベル、最初の行に 1 のラベルがついていると想定すると、セル A1 に
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ペーストする必要があります。フレーム番号は B 列に表示されます。 プロパティの値は
列 C、D および E に表示されます。これはプロパティの次元によって異なります（3D レ
イヤー「位置」プロパティの値は全部で 3 つの列に表示されますが、「不透明度」プロ
パティの値は列 C にのみ表示されます）。

5. キーフレームの数値情報を編集します。フレーム番号とプロパティの値以外のテキストは
変更しないでください。

6. データが入っているセルを選択します。選択対象の左上のセルは A1 である必要がありま
す。選択対象のもっとも下の行は、「End of Keyframe Data」というテキストを含む行で
ある必要があります。

7. スプレッドシートからデータをコピーします。

8. After Effects で、新しいキーフレームのデータをペーストしたい時間に現在の時間インジ
ケーターを移動します。この時間は通常、この操作の最初に選択およびコピーしたキーフ
レームの時間です。

9. 編集／ペーストを選択します。

キーフレームを時間で移動する

キーフレームの時間を、個別、またはグループ単位で移動できます。
Jeff Almasol が、redefinery Web サイトで、レイヤーのインポイント、レイヤーのアウトポイント、レイヤー
のソースフレーム、キーフレームおよびマーカーの各アイテムの様々な組み合わせを時間単位で移動するコン
トロールがあるパネルを作成する優れたスクリプトを公開しています。

キーフレームを別の時間位置に移動する

複数のキーフレームを選択すると、それらのキーフレームを同時にコピーまたは削除したり、その相対的な配
置を変更することなく一緒に移動したりできます。

1. キーフレームを選択します。

2. 選択したいずれかのキーフレームアイコンを、目的の時間にドラッグします。複数のキー
フレームを選択した場合は、選択したキーフレームすべてがドラッグするキーフレームか
らの相対的な距離を保ちます。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら左矢印キーまたは右矢印キーを押すこ
とにより、選択したキーフレームを時間上で（1 つ前または後のフレームに）移動することもできます。

1 つのキーフレームを特定の時間位置に移動する
1. 現在の時間インジケーターを目的の時間に移動します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤーバーモードでは、キーフレームアイコンを現在の時間インジケーターにド
ラッグし始めてから、Shift キーを押したままにします。
グラフエディターモードでは、キーフレームを現在の時間インジケーターにドラッグ
します。

現在の時間インジケーター上を通過すると、キーフレームが現在の時間インジケーターに
スナップします。

レイヤーバーモードでキーフレームのグループを拡張または縮小する
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

1. 3 つ以上のキーフレームを選択します。

2. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、選択されたキーフ
レームのうち最初または最後のキーフレームを目的の時間にドラッグします。

キーフレームを移動せずにレイヤーデュレーションバーを移動する
1. 最初のキーフレームが表示されている時刻にコンポジションマーカーを配置します（コン
ポジションマーカーを参照）。

2. レイヤーのアウトラインで、同じ時刻に保持するキーフレームを含む 1 つまたは複数の
レイヤープロパティの名前をクリックします。

3. 編集／カットを選択します。

4. レイヤーデュレーションバーを新しいインポイントとアウトポイントの位置に移動または
伸縮します。

5. キーフレームをカットする前に最初のキーフレームが表示されていた時刻にあるコンポジ
ションマーカーに、現在の時間インジケーターを移動します。

6. 編集／ペーストを選択します。

複数のキーフレーム値を一括変更する

複数のレイヤーの複数のキーフレーム値を一度に変更することができます。ただし、選択するキーフレーム
は、すべて同じレイヤープロパティに属している必要があります。選択した値がどのように変化するかは、以
下のように変更の方法によって異なります。

数値を入力して値を変更すると、選択したすべてのキーフレームに新しい値が正確に使用
されます。つまり、値は絶対的に変更されます。例えば、モーションパスで複数の位置
キーフレームを選択し、そのうちの 1 つに位置の値を指定すると、選択したすべてのキー
フレームが同じ位置の値に変更されます。
下線付きの値をドラッグして値を変更すると、選択したすべてのキーフレームが同じ量で
変更されます。つまり、値は相対的に変更されます。例えば、モーションパスで複数の位
置キーフレームを選択し、そのうちの 1 つの下線付きの値をドラッグすると、選択したす
べてのキーフレーム値が同じ量で変更されます。
コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで値を視覚的に変更すると、選択したすべて
のキーフレームが、値自体ではなく、新旧の値の差で変更されます。つまり、値は相対的
に変更されます。例えば、モーションパスで複数の位置キーフレームを選択し、そのうち
の 1 つを 10 ピクセル左へドラッグすると、選択したすべてのキーフレームが元の位置か
ら 10 ピクセル左へ移動します。

複数のレイヤーの親子関係を設定して、複数のレイヤーの値をレイヤーバーモードで一度に変更することもで
きます。
Mathias Möhl が、KeyTweak スクリプトを公開しています（After Effects Extension で入手可能）。このスク
リプトを使用して、プロパティ上の複数のキーフレームを同時に変更できます。KeyTweak を使用して、いく
つかのキーフレームを手動で変更すると、その間にあるキーフレームがスクリプトによって同様に変更されま
す。KeyTweak は、ロトスコーピングワークフローのマスクパスキーフレームで特に便利です（ロトスコーピ
ングの概要とリソースを参照）。

グラフエディターでのキーフレームの移動または変更
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注意：

グラフエディターの値グラフには、各キーフレームの値とキーフレーム間の補間値が表示されます。レイヤー
プロパティの値グラフが水平である場合は、レイヤープロパティの値がキーフレーム間で一定であることを示
します。値グラフが上昇または下降している場合は、レイヤープロパティの値がキーフレーム間で増加または
減少していることを示します。

値グラフ

A. キーフレーム。 B. 水平な値グラフは値が一定であることを示します。 C. 右上がりである場合、値が増加
していることを示します。 D. 右下がりである場合、値が減少していることを示します。 

レイヤープロパティの値を変更するには、値グラフ上の点（キーフレーム）を上下に移動します。例えば、回
転キーフレーム値を増加させるには、「回転」プロパティの値グラフ上のキーフレームマーカーを上にドラッ
グします。

「アンカーポイント」、「マスクパス」、エフェクトコントロールポイント、「3D 方向」および「位
置」の各プロパティの値はすべて空間的なので、初期設定では値グラフではなく速度グラフを使用します。

グラフエディターで単一のキーフレームを変更する
1. タイムラインパネルで、レイヤーの時間にともなうプロパティを表示します。

2. 必要に応じて、グラフエディターボタンをクリックするか Shift+F3 キーを押して、グラ
フエディターモードに切り替えます。

3. 必要に応じて、変化を作成したい時点にキーフレームを追加します。

4. キーフレームを上下にドラッグして、レイヤープロパティに新しい値を設定します。

グラフエディターで複数のキーフレームを変更する

グラフエディターを使用して、複数のキーフレームを同時に編集して移動することができます。トランス
フォームボックスを表示ボタンをオンにして複数のキーフレームを選択すると、選択したキーフレームが変形
可能なトランスフォームボックスで囲まれ、トランスフォームの中心点を示すアンカーポイントがバウンディ
ングボックスの中央に表示されます。選択したキーフレームを時間または値単位で移動するには、バウンディ
ングボックスまたはそのハンドルをドラッグします。アンカーポイントの位置を変更することもできます。
値グラフの中でトランスフォームボックスを調整すると、選択したキーフレームが時間および値の単位で移動
します。値グラフの中でトランスフォームボックスを調整すると、選択したキーフレームが時間の単位のみで
移動します。

グラフエディターで複数のキーフレームを選択すると、トランスフォームボックスが表示されます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

1. グラフエディター表示に切り替えて、調整するキーフレームを表示します。

2. 選択ツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。

キーフレームを選択するには、Shift キーを押しながらキーフレームをクリックする
か、キーの周囲をドラッグして範囲選択します。
1 つのプロパティのキーフレームすべてを選択するには、2 つのキーフレーム間のセ
グメントを、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらク
リックします。

3. 次のいずれかの操作を行います。

時間単位または値単位でキーフレームを移動するには、ポインターをバウンディング
ボックス内に置いてドラッグします。Shift キーを押しながらドラッグして、動きを水
平方向か垂直方向に固定します。
バウンディングボックスをスケールして、時間単位または値単位でキーフレームを移
動するには、バウンディングボックスハンドルにポインターを置きます。ポインター
が直線の双方向矢印  に変化したら、バウンディングボックスをドラッグして新し
いサイズにします。Shift キーを押しながらドラッグして、縦横比を固定します。Ctrl
キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグして、バ
ウンディングボックスのアンカーポイントの周囲をスケールします。コーナーハンド
ルをドラッグするときは、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながらドラッグして、そのハンドルのみを移動します。

マイナスの値でスケールすると、キーフレームが時間単位で反転します。

キーフレームを垂直方向に除々に減少させるには、Ctrl+Alt キー（Windows）また
は Command+Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。キーフレー
ムの値を徐々に減少させることにより、繰り返しのアニメーションの振幅を小さく
したり大きくしたりすることができます。
バウンディングボックスの片側を上下に移動させるには、Ctrl+Alt+Shift キー
（Windows）またはCommand+Option+Shift キー（Mac OS）を押しながらドラッ
グします。
バウンディングボックスのアンカーポイントを移動するには、選択ツールをアン
カーポイントの上に置いてツールがアンカーポイント移動ツール に変わるまで待
ち、ドラッグします。

以下も参照してください
キーフレームメニューのコマンド
タイムラインパネルのレイヤープロパティ
アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて
キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット
タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット
キーフレームを選択する
グラフエディター
親レイヤーと子レイヤー
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キーフレーム補間法

ページの先頭へ

キーフレームの空間補間および時間補間について
キーフレームの補間方法
キーフレーム補間法の適用と変更
グラフエディターでベジェ方向ハンドルを変更する

キーフレームの空間補間および時間補間について

補間は、2 つの既知の値の間にある未知のデータを埋める処理です。キーフレームを設定して、特定の時間の
プロパティ値を指定します。After Effects では、キーフレーム間のすべての時間のプロパティの値を補間しま
す。
補間では、キーフレーム間のプロパティ値が生成されるため、補間はトゥイーンと呼ばれることもあります。
キーフレーム間の補間は、動き、エフェクト、オーディオレベル、画像調整、透明度、色の変化およびその他
の多くの視覚的、オーディオ要素をアニメーション化するために使用できます。
時間の経過に応じて値が変わるキーフレームとモーションパスの作成後に、変化の仕方に対してより精密な調
整を行うことができます。After Effects には、キーフレーム間の値の計算方法に作用する補間法がいくつか用
意されています。
時間補間は時間値の補間で、空間補間は空間値の補間です。不透明度などの一部のプロパティには時間コン
ポーネントしか存在しませんが、位置プロパティなどのプロパティには空間コンポーネントも存在します。

時間補間と値グラフ

グラフエディターの値グラフを使用して、アニメーションのために作成した時間プロパティキーフレームを微
調整できます。値グラフでは、X 値が赤、Y 値が緑、Z 値（3D のみ）が青で表示されます。値グラフでは、
コンポジション内の任意の時点のキーフレーム値に関するすべての情報を得ることができ、それらをコント
ロールすることができます。また、情報パネルには、選択したキーフレームの時間補間法が表示されます。

空間補間とモーションパス

位置などのプロパティの空間補間を適用したり変更したりするときは、コンポジションパネルでモーションパ
スを調整します。モーションパスの各キーフレームには、任意の時点での補間の種類に関する情報が用意され
ています。情報パネルには、選択したキーフレームの空間補間法が表示されます。
レイヤーで空間的な変更を加える場合、初期設定の空間補間として自動ベジェが使用されます。

初期設定の空間補間をリニア補間に変更するには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After
Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「初期設定の空間補間法にリニアを適用」を選択しま
す。環境設定を変更しても、既に存在するキーフレームや、既にキーフレームが存在するプロパティの新
しいキーフレームには影響を与えません。
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ページの先頭へ

モーションパス補間

A. リニア B. 自動ベジェ C. 連続ベジェ D. ベジェ E. 停止 

位置キーフレームの自動ベジェ空間補間によって、値の等しい 2 つのキーフレーム間に前後に移動する望まし
くないモーション（ブーメラン）が発生する場合があります。そのような場合は、停止補間を使用するよう前
のキーフレームを変更するか、リニア補間を使用するよう両方のキーフレームを変更します。

キーフレーム補間法に関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、「How Does Computer Animation Work?」や「What is interpolation?」な
ど、Multimedia 101 シリーズの一部としてアニメーションを紹介するビデオチュートリアルを公開していま
す。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、等しい値のキーフレームに自動ベジェ空間補間が
意図せずに設定されることによって発生するブーメランモーションの問題と解決策について説明するビデオ
チュートリアル（2 部構成）を公開しています。

Part 1

Part 2

Antony Bolante が、Peachpit Press の Web サイトで、キーフレーム補間に関する情報と図を公開していま
す。

キーフレームの補間方法

レイヤーバーモードの場合、キーフレームアイコンの外観は、キーフレーム間のつながりに対して選択した補
間法によって異なります。アイコンの半分が濃いグレー表示  になっている場合のグレー部分は、グレーの
側に隣接するキーフレームがないか、または前のキーフレームに適用されている停止補間によって、補間が無
効になっていることを示します。
初期設定では、キーフレームで 1 つの補間法が使用されますが、入ってくるときの補間法と出ていくときの補
間法の 2 つの方法を適用することもできます。入ってくるときの補間法は、現在の時間がキーフレームに近づ
くときにプロパティ値に適用され、出ていくときの補間法は、現在の時間がキーフレームから離れるときにプ
ロパティ値に適用されます。入ってくるときと出ていくときに異なる補間法を設定すると、レイヤーバーモー
ドのキーフレームアイコンは補間法に応じて変更され、入ってくるときの補間アイコンの左半分と出ていくと
きの補間法アイコンの右半分が表示されます。

キーフレームアイコンとキーフレーム番号を切り替えるには、タイムラインパネルメニューの「キーフ
レームアイコンを使用」または「キーフレーム番号を使用」を選択します。
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注意：

タイムラインパネル（レイヤーバーモード）に表示されるキーフレームアイコンの例

A. リニア B. リニアで入り、停止で出る C. 自動ベジェ D. 連続ベジェまたはベジェ E. リニアで入り、ベジェ
で出る 

After Effects のすべての補間法はベジェ補間法が基準になっています。ベジェ補間法には方向ハンドルがあ
り、これを使用してキーフレーム間のトランジションを制御できます。方向ハンドルを使用しない補間法は、
ベジェ補間の特別な場合で、特定の作業を行うときに便利です。
それぞれの補間法が時間プロパティに与える影響を詳しく知るには、値が異なる 3 つ以上のキーフレームを不
透明度などの時間レイヤープロパティに設定し、タイムラインパネルのグラフエディターモードで値グラフを
参照しながら、補間法を変更します。
それぞれの補間法がモーションパスに与える影響を詳しく知るには、モーションパス上で、値が異なる 3 つの
キーフレームを位置などの空間プロパティに設定し、コンポジションパネルでモーションをプレビューしなが
ら、空間補間法を変更します。

補間法を変更するには、キーフレームを右クリックして表示されるメニューから「キーフレーム補間
法」を選択し、時間補間法メニューからオプションを選択します。

ここから先の補間法に関する説明に示す例をわかりやすくするため、レイヤープロパティのすべてのキーフ
レームに各補間法を適用した場合の影響について説明しています。実際の作業では、任意のキーフレームに、
使用可能な任意の補間法を適用できます。

補間なし

補間なしは、レイヤープロパティにキーフレームがない状態です。ストップウォッチはオフで、I ビームアイ
コン  がタイムラインパネルの現在の時間インジケーターの下に表示されます。この状態では、レイヤープロ
パティの値を設定すると、エクスプレッションによって上書きされない限り、レイヤーのデュレーション内は
その値が維持されます。初期設定では、補間なしがレイヤープロパティに適用されます。レイヤープロパティ
に 1 つでもキーフレームがある場合、いずれかの種類の補間が使用されています。

リニア補間

リニア補間は、キーフレーム間の変化率を一定にするので、アニメーションが機械的な感じになります。After
Effects では、他のキーフレーム値を考慮せず、2 つの連続するキーフレーム間で可能な限り直接的に値を補間
します。
リニア補間を時間レイヤープロパティのすべてのキーフレームに適用すると、変化は 1 番目のキーフレームか
らすぐに開始され、一定のスピードで次のキーフレームまで継続されます。2 番目のキーフレームでは、変化
率がすぐに 2 番目と 3 番目のキーフレーム間の変化率に切り替えられます。レイヤーが最終キーフレーム値
に到達すると、すぐに変化は停止します。値グラフでは、リニア補間された 2 つのキーフレームを結ぶ線分は
直線で示されます。

ベジェ補間

ベジェ補間では、キーフレームの両端で値グラフまたはモーションパスの線分のシェイプを手動で調整するの
で、最も高い精度で調整を行うことができます。自動ベジェや連続ベジェとは異なり、ベジェキーフレームの
2 つの方向ハンドルは、値グラフとモーションパスの両方で独立して動作します。
ベジェ補間をレイヤープロパティのすべてのキーフレームに適用すると、各キーフレーム間のトランジション
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がスムーズになります。方向ハンドルの最初の位置は、自動ベジェ補間の場合と同じ方法で計算されます。ベ
ジェキーフレーム値を変更しても、既存の方向ハンドルの位置は維持されます。
他の補間法と異なり、ベジェ補間では、モーションパスに沿って、曲線や直線を様々に組み合わせることがで
きます。2 つのベジェ方向ハンドルは独立して動作するので、ベジェキーフレームでは曲線のモーションパス
を急なコーナーに変更することもできます。ベジェ空間補間は、地図やロゴのアウトラインなど、複雑なシェ
イプのモーションパスを描くときに使用する場合に最適です。
モーションパスキーフレームを移動しても、既存の方向ハンドルの位置は保持されます。各キーフレームで適
用される時間補間によって、パス上のモーションの速度が制御されます。

自動ベジェ補間

自動ベジェ補間は、キーフレーム内の変化率をスムーズにします。例えば、自動ベジェ空間補間を使用して、
カーブした道で方向を変える車の進路を作成できます。
自動ベジェキーフレーム  値を変化しても、自動ベジェ方向ハンドルの位置が自動的に変更されて、キーフ
レーム間のスムーズなトランジションが維持されます。自動調整によって、キーフレームの両端で、値グラフ
またはモーションパスの線分のシェイプが変更されます。前と次のキーフレームでも自動ベジェ補間を使用す
ると、前または次のキーフレームの遠い方の線分のシェイプも変更されます。自動ベジェ方向ハンドルを手動
で調整する場合は、自動ベジェ方向ハンドルを連続ベジェキーフレーム  に変換します。
自動ベジェは、初期設定の空間補間です。

連続ベジェ補間

自動ベジェ補間と同じように、連続ベジェ補間は、キーフレーム内の変化率をスムーズにします。ただし、連
続ベジェ方向ハンドルの位置は手動で設定します。行った調整によって、キーフレームの両端で、値グラフま
たはモーションパスの線分のシェイプが変更されます。
連続ベジェ補間をプロパティのすべてのキーフレームに適用すると、キーフレームごとに値が調整されてトラ
ンジションがスムーズになります。連続ベジェキーフレーム  をモーションパスまたは値グラフ上で移動し
ても、これらのスムーズなトランジションは維持されます。

停止補間

停止補間は、時間補間法としてのみ使用できます。停止補間を使用して、時間の経過に応じてレイヤープロパ
ティの値を変更できますが、段階的なトランジションは伴いません。この方法は、ストロボ撮影のようなエ
フェクトを使用する場合や、レイヤーを突然表示したり消したりする場合に便利です。
停止時間補間をレイヤープロパティのすべてのキーフレームに適用すると、最初のキーフレームの値は、値が
次のキーフレームですぐに変化する場合でも、それまで保持されます。値グラフでは、停止キーフレーム 
に続く線分は水平な直線で示されます。
停止補間は時間補間法としてのみ使用でき、モーションパスのキーフレームは表示はされていますが、レイ
ヤー位置の点で結ばれているわけではありません。例えば、停止補間を使用してレイヤーの位置プロパティを
アニメートする場合、現在の時間インジケーターが次のキーフレームに到達するまで、レイヤーは前のキーフ
レームの位置の値を保持します。現在の時間インジケーターが次のキーフレームに到達した時点で、元の位置
からレイヤーが消え、新しい位置に表示されます。
「フレームを固定」コマンドを使用して、レイヤーのデュレーション中に現在のフレームを簡単に固定できま
す。フレームを固定するには、現在の時間インジケーターを固定するフレームに合わせます。レイヤーが選択
されていることを確認してから、レイヤー／時間／フレームを固定を選択します。タイムリマップが有効にな
り、現在の時間インジケーターの位置に停止キーフレームが配置され、フレームが固定されます。

そのレイヤーで以前にタイムリマップを有効にした場合は、「フレームを固定」コマンドを選択する
と、作成したすべてのキーフレームが削除されます。

停止補間は、出ていくときの時間補間に対して（つまり、キーフレームに続くフレームに対して）のみ使用で
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現在の設定

リニア、ベジェ、連続ベジェ、自動ベジェ、および停止

現在の設定

リニア、ベジェ、連続ベジェ、および自動ベジェ

現在の設定

時間ロービング

時間固定

きます。停止キーフレームの直後にキーフレームを作成すると、新しいキーフレームでは入ってくるときの停
止補間が使用されます。  

キーフレームで、出ていくときの補間として停止補間を適用したり削除したりするには、タイムラインパ
ネルでキーフレームを選択し、アニメーション／停止したキーフレームの切り替えを選択します。

キーフレーム補間法の適用と変更

どのようなキーフレームでも、補間法を適用したり変更したりできます。キーフレーム補間法ダイアログボッ
クスを使用して変更を適用したり、あるいはレイヤーバーモード、モーションパス、またはグラフエディター
でキーフレームに直接適用することができます。After Effects で空間プロパティに使用される初期設定の補間
を変更することもできます。
キーフレーム間の速度を自動的にゆるめるようにイージーイーズを制御する方法について詳しくは、キーフ
レーム間の速度を制御するを参照してください。

キーフレーム補間法ダイアログボックスを使用して補間法を変更する

キーフレーム補間法ダイアログボックスには、時間補間と空間補間を設定するオプション、空間プロパティの
みを設定するオプションおよびロービング設定のオプションがあります。

1. レイヤーモードバーまたはグラフエディターで、変更するキーフレームを選択します。

2. アニメーション／ キーフレーム補間法を選択します。

3. 時間補間を選択した場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。

選択されたキーフレームに既に適用されている補間値を保持します。複数の
キーフレームまたは手動調整されたキーフレームが選択され、既存の設定を変更しない場
合に、このオプションを選択します。

初期設定値を使用して時間補間
法を適用します。

4. 空間レイヤープロパティのキーフレームを選択した場合は、以下のいずれかの空間補間法
オプションを選択します。

選択されたキーフレームに既に適用されている補間設定を保持します。

初期設定値を使用して空間補間法を適
用します。

5. 空間レイヤープロパティのキーフレームを選択した場合は、ロービングポップアップメ
ニューからキーフレームで時間内の位置を決定する方法を選択し、「OK」をクリックし
ます。

既に適用されている、選択されたキーフレームを時間内に位置付ける方法を
保持します。

前後のキーフレームの位置に基づいて、時間内の位置を自動的に変化さ
せることによって、選択されたキーフレーム内の変化率をスムーズにします。

選択されたキーフレームを時間内の現在の位置に保持します。キーフレーム
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は、手動で移動されるまでそのままの位置を保持します。
選択されたキーフレーム内の変化率をスムージングする方法について詳しくは、ロービン
グキーフレームでモーションをスムージングするを参照してください。

レイヤーバーモードの選択ツールで補間法を変更する
選択ツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。

キーフレームにリニア補間を使用している場合、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらキーフレームをクリックすると、自動ベジェ

 に変更されます。
キーフレームにベジェ、連続ベジェまたは自動ベジェ補間を使用している場合、Ctrl
キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらキーフレームをク
リックすると、リニアに変更されます。

グラフエディターで補間法を変更する

頂点を切り替えツール  を使用してキーフレームをクリックすると、リニアと自動ベジェ
の間で補間法が切り替わります。
キーフレームを選択してから画面下部にある停止、リニアまたは自動ベジェボタンをク
リックすると、補間法を変更できます。

グラフエディターの補間ボタン

A. 選択したキーフレームを停止に変換 B. 選択したキーフレームをリニアに変換 C. 選択したキーフレームを
自動ベジェに変換 

グラフエディターでベジェ方向ハンドルを変更する

グラフエディターでは、ベジェ補間法を使用するキーフレームに方向ハンドルが付いています。方向ハンドル
を縮める、伸ばす、または回転することにより、値グラフ内でベジェ補間の曲線を微調整できます。方向ハン
ドルを縮めるか、伸ばすことにより、速度グラフの曲線を微調整できます。
初期設定では、方向ハンドルを縮めたり伸ばしたりすると、それに合わせてキーフレームの反対側のハンドル
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が移動します。方向ハンドルを分割すると、キーフレームに付いた 2 つの方向ハンドルが独立して動作しま
す。

方向ハンドルを縮めたり伸ばしたりするには、選択ツールでキーフレームの中央または外
側に向かって方向ハンドルをドラッグします。
方向ハンドルを分割するには、選択ツールでキーフレームを Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。また、Alt キー（Windows）また
は Option キー（Mac OS）を押しながらキーフレームの外でドラッグすると、ハンドルが
既に存在するどうかにかかわらず、新しいハンドルが描画されます。
隣り合う 2 つのキーフレームの方向ハンドルを同時に操作するには、キーフレーム間で値
グラフの線分をドラッグします。

速度グラフでベジェの方向ハンドルを伸ばす

以下も参照してください
キーフレーム間の速度を制御する
グラフエディター
キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット
タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット
アニメーション、キーフレーム、および式について
キーフレームを選択する
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パペットピンツール

パペット重なりツール

パペットスターチツール

パペットツールの概要とリソース
パペットツールを使ってイメージを手動でアニメートする
パペットピンツールでモーションをスケッチしてアニメーションを記録する
パペットエフェクトでアウトラインを作成する方法
パペットピンと変形メッシュを使用する
パペット重なりコントロール
パペットスターチコントロール

パペットツールの概要とリソース

パペットツールを使用すると、静止画、シェイプ、テキスト文字列を含むラスターイメージやベクトルグラ
フィックに自然な動きをすばやく追加できます。

パペットツールはエフェクト（「パペット」エフェクト）として動作しますが、エフェクトメニュー
またはエフェクト＆プリセットパネルを使ってエフェクトを適用することはできません。通常はツールパネル
のパペットツールを使って、レイヤーパネルやコンポジションパネルで直接エフェクトを適用または操作しま
す。

「パペット」エフェクトは、配置するピンの動きや位置に応じてイメージの一部を変形させます。これらのピ
ンでは、イメージを部分的に動かしたり硬くしたり、部分的に重ねた場合に前方に来る部分を定義したりま
す。
次のパペットツールを使用して、それぞれの種類のピンの配置と変更を行います。

変形ピンを配置および移動します。

重なりピンを配置します。変形によってイメージが重なった場合に前面に表示する部分を定義します。

スターチピンを配置します。イメージの一部に粘度を設定し、変形の影響を受けにくくします。

変形ピンを配置して作成したメッシュ（左）、変形ピンの 1 つをドラッグ（右）
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1 つ目のピンを配置すると、アウトライン内の領域は自動的に三角形のメッシュに分割されます。アウトライ
ンが表示されるのは、「パペット」エフェクトを適用した後で、パペットツールのポインターをアウトライン
で定義される領域に置いた場合のみです（パペットエフェクトでアウトラインを作成する方法を参照）。ま
た、メッシュの各部分はイメージのピクセルに関連付けられているため、メッシュを動かすとピクセルも動き
ます。

メッシュを表示するには、ツールパネルで「表示」を選択します。

1 つまたは複数の変形ピンを移動すると、全体的なメッシュの硬さを可能な限り保ちながら、ピンの動きに合
わせてメッシュの形が変化します。これにより、イメージの一部分を動かしながら、その他の部分では自然で
現実的な動きが作り出されます。
例えば、変形ピンを人物の手足に配置し、片方の手を振る動きをさせると、実際の体の動きのように、腕が大
きく動く一方、ウエストが小さく動きます。
アニメートした 1 つの変形ピンを選択すると、その位置キーフレームがモーションパスとしてコンポジション
パネルとレイヤーパネルに表示されます。これらのモーションパスは、他のモーションパスと同じように操作
できるので、キーフレームを時間の経過に従ってロービングするように設定することもできます（ロービング
キーフレームでモーションをスムージングするを参照）。
1 つのレイヤーには複数のメッシュを配置できます。1 つのレイヤーに複数のメッシュを配置すると、テキス
ト文字列などのように 1 つのイメージの複数の部分を別々に変形させる場合に便利です。また、イメージの 1
つの部分を、それぞれ個別の変形のインスタンスとして変形させることもできます。
元の変形されていないメッシュは、エフェクトを適用した時点の現在のフレームで計算されます。モーション
フッテージで作成したレイヤー内でモーションに応じてメッシュが変化したり、レイヤーのソースフッテージ
アイテムを置き換えた場合にメッシュが更新されたりすることはありません。

連続ラスタライズされているレイヤーをパペットツールでアニメートしている場合は、同じレイヤー
の位置やスケールをレイヤートランスフォームでアニメートしないでください。シェイプレイヤーやテキスト
レイヤーなど、連続ラスタライズされているレイヤーのレンダリング順序は、ラスターレイヤーのレンダリン
グ順序と異なります。シェイプレイヤーをプリコンポーズしてから、プリコンポジションレイヤーでパペット
ツールを使用することも、またはパペットツールを使用してレイヤー内のシェイプをトランスフォームするこ
ともできます（レンダリングの順序とトランスフォームのコラップスおよびベクトルグラフィックを含むレイ
ヤーを連続ラスタライズするを参照）。

レイヤーとコンポジションでモーションブラーが有効になっている場合、パペットツールで作成したモーショ
ンはモーションブラーによってサンプリングされますが、使用されるサンプルの数は「フレームあたりのサン
プル数」で指定されている値の半分になります（モーションブラーを参照）。

エクスプレッションを使用して、モーショントラッキングデータ、オーディオ振幅キーフレーム、または
その他すべてのプロパティに、変形ピンの位置をリンクできます。

パペットツールに関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、パペットツールとパーティクルジェネレーターを
使用して車の上の気流をシミュレートする独創的な方法のチュートリアルを公開しています。
Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、パペットピンツールを使ってオブジェクトを複製する方法
を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Robert Powers が、Slippery Rock NYC の Web サイトで、親子関係の使用方法と、パペットツールを使用し
て文字をアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Dave Scotland が、CG Swot の Web サイトで、パペットツールを使用して、ループする文字のアニメーショ
ンを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Kert Gartner が、VFX Haiku の Web サイトで、パペットピンで wiggle エクスプレッションを使用して、イ
メージに自然な動きを追加する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Daniel Gies が、逆運動学とパペットツールを使用して、文字を操作し、アニメートする方法を示す一連の詳
細なビデオチュートリアルを公開しています。
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パペットツールを使ってイメージを手動でアニメートする

変形ピンが作成されると同時に、ストップウォッチスイッチ  がそのピンの「位置」プロパティに自動的に設
定されます。つまり、変形ピンの位置を変更するたびにキーフレームが設定または変更されます。After Effect
のその他のほとんどのプロパティではこれと異なり、プロパティをアニメートするためにはキーフレームかエ
クスプレッションを追加してストップウォッチスイッチを手動で設定する必要があります。変形ピンを使用し
た自動アニメーションは、タイムラインパネルでプロパティを操作することなく、コンポジションパネルやレ
イヤーパネルでピンを追加してアニメートするだけなので、非常に便利です。

1. アニメートするイメージが含まれているレイヤーを選択します。

2. パペットピンツール  を使って、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで次のい
ずれかの操作を行います。

ラスターレイヤーの任意の不透明ピクセルをクリックして「パペット」エフェクトを
適用し、アウトラインのメッシュを作成します。アウトラインは、レイヤーのアル
ファチャンネルをオートトレースすることによって作成されます。
ベクトルレイヤー上のクローズパス内をクリックして「パペット」エフェクトを適用
し、アウトラインのメッシュを作成します。アウトラインはクローズパスによって定
義されます。
ロックされていないクローズマスク内をクリックして「パペット」エフェクトを適用
し、アウトラインのメッシュを作成します。アウトラインはマスクパスによって定義
されます。
ベクトルレイヤー上のすべてのクローズパスに含まれていない部分をクリックして、
「パペット」エフェクトを適用します。この場合、メッシュは作成されません。レイ
ヤー上にパスのアウトラインが作成されますが、アウトラインが表示されるのは、パ
ペットツールのポインターをアウトラインで定義される領域に置いた場合のみです。
パスで囲まれている領域にポインターを置くと、クリックするとメッシュが作成され
るアウトラインが表示されます（パペットエフェクトでアウトラインを作成する方
法を参照）。メッシュを作成するには、領域内をクリックします。

クリックしてメッシュを作成すると、その位置に変形ピンが配置されます。

イメージが複雑すぎるため、現在設定されている「三角形数」の値で「パペッ
ト」エフェクトによるメッシュを生成できない場合には、情報パネルに「メッシュを生成
できません」というメッセージが表示されます。この場合は、ツールパネルで「三角形
数」の値を増やしてからやり直します。

3. 変形ピンをさらに追加するには、アウトライン内をクリックします。

最適な結果を得るには、使用するピンの数をできるだけ少なくしてください。イメージへ
の制約が多すぎると「パペット」エフェクトによる自然な変形が実現できないことがある
ため、制御したい部分にのみピンを追加してください。例えば、手を振っている人物をア
ニメートする場合は、両足にピンを追加して地面に固定し、振っている手にピンを追加し
ます。

4. コンポジションの別の時間位置に移動し、パペットピンツールを使って、コンポジション
パネルまたはレイヤーパネルで 1 つまたは複数の変形ピンの位置をドラッグして移動し
ます。アニメーションが完成するまでこの手順を繰り返します。

変形ピンのモーションパスは、他のモーションパスと同じ方法で変更できます。

After Effects では、パペットピンツールを使用してマウスを合わせたときに、オリジナルのレイヤー
領域に薄い塗りを描画しなくなりました。

パペットピンツールでモーションをスケッチしてアニメーションを記録
する
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モーションスケッチを使ってレイヤーのモーションパスをスケッチできるのと同様に、1 つまたは複数の変形
ピンのモーションパスをリアルタイムまたは指定した速度でスケッチすることができます。
コンポジションにオーディオが含まれている場合は、オーディオに合わせてモーションをスケッチできます。
モーションの記録を開始する前に、記録の設定を行っておくことをお勧めします。パペット記録オプションダ
イアログボックスを開くには、ツールパネルで「記録オプション」をクリックします。

再生速度に対するモーションを記録する速度の比率。速度が 100％の場合、モーションは記録された速
度で再生されます。速度が 100％を超える場合は、モーションは記録されたときよりも遅い速度で再生されま
す。

この値を高く設定するほど、描画するモーションパスから余分なキーフレームが多く取り除か
れます。作成するキーフレームが少ないほど、モーションはよりなめらかになります。

記録中に表示されるアウトラインの変形で、スターチピンが計算されません。このオプ
ションにより、複雑なメッシュのパフォーマンスを向上できます。

このオプションを使用する場合、アニメートするオブジェクトに変形ピンが既に配置されていること
を前提としています。変形ピンの配置について詳しくは、パペットツールを使ってイメージを手動でアニメー
トするを参照してください。

1. 1 つまたは複数の変形ピンを選択します。

2. モーションの記録を開始する時間に移動します。

3. コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、Ctrl キー（Windows）または Command
キー（Mac OS）を押したままにすると、パペットスケッチツールがアクティブになりま
す。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらピンをドラッ
グするとアニメートします。

クリックしてドラッグを開始するとモーションの記録が開始され、マウスのボタンを放す
と停止します。
メッシュのモーションをスケッチしているときのアウトラインの色は、ピンの色と同じで
す（黄色）。同じレイヤー上で参照する他のメッシュのアウトラインは、レイヤーのラベ
ルと同じ色になります。

記録が開始された時間に現在の時間インジケーターが戻るため、他の変形ピンで記録操作
を繰り返したり、同じピンで記録操作をやり直したりできます。

変形ピンのモーションパスは、他のモーションパスと同じ方法で変更できます。ピンのモーションパスは、選
択されているピンがそのピンだけである場合にのみ表示されます。

複数のメッシュを複製して作成し、各メッシュのモーションをスケッチしてみてください。「パペット」
エフェクトの同じインスタンスに複数のメッシュがある場合は、1 つのメッシュのモーションをスケッチ
しているときに他のメッシュのアウトラインを参照し、それらの動きをおおまかに、または正確に追うこ
とができます。

パペットエフェクトでアウトラインを作成する方法

パペットメッシュを作成する場合、その境界はアウトラインで定義されます。アウトラインは次の種類のク
ローズパスのいずれかによって定義されます。

ロックされていないマスクパス
シェイプレイヤー上のシェイプパス
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テキスト文字のアウトライン

「パペット」エフェクトを適用するときに、これらのクローズパスがレイヤー上にない場合は、アルファチャ
ンネルをオートトレースしてパスが作成されます。これらのパスは、アウトラインを定義するために「パペッ
ト」エフェクトのみで使用されるもので、マスクとしてレイヤー上に表示されることはありません。レイヤー
がアルファチャンネルのないラスターレイヤーである場合、レイヤーの範囲を囲む 1 つの長方形パスが作成さ
れます。複雑なイメージの場合、またはオートトレースの設定を行う場合は、パペットツールを使用する前に
オートトレースを使用します（オートトレースでチャンネル値からマスクを作成するを参照）。
1 つの文字が複数の分離したクローズパスで構成されている場合（アルファベットの i など）は、複数の個別
のパスとして扱われます。
シェイプや文字の線はアウトラインの定義には使用されず、パスのみが使用されます。このようなアイテムか
らメッシュを作成する場合に線も含めるには、「拡張」の値を大きくします。「拡張」の初期設定値（3 ピク
セル）では、パスから 3 ピクセル以内の線を取り囲みます。

「透明上にペイント」オプションをオンにしたブラシツールを使って、ペイントストロークをレイヤーに
適用します。このオプションを使用してペイントすると、アルファチャンネルで定義されたペイントスト
ロークのみを含むラスターレイヤーが作成されます。すると、パペットツールを使ってペイントストロー
クをアニメートすることができます。このレイヤーにマスクは使用しないでください。

複数のマスク、シェイプ、または文字が同じレイヤー上で重なり合っている場合、アウトラインは重なりあう
レイヤーを結合した輪郭から作成されます。マスクがテキスト文字やシェイプと重なり合っている場合、文字
またはシェイプ全体のうち、マスクの内側に表示される部分に対して、マスク自体をアウトラインとして作成
されます。

複数の分離した文字またはシェイプを 1 つのオブジェクトとして変形するには、オブジェクト全体を 1 つ
のマスクで囲み（マスクモードは「なし」に設定）、そのマスクパスを、メッシュを作成するアウトライ
ンとして使用します。マスクは、メッシュを作成した後に削除できます。

「パペット」エフェクトが既にレイヤーに適用されている場合、アウトラインの上にパペットツールのポイン
ターを持っていくと、アウトラインが黄色でハイライト表示されます。そこで、メッシュを作成するための最
初のピンを配置するアウトラインを選択できます。メッシュは、パペットツールでアウトラインの内側をク
リックするたびに再作成されます。
「パペット」エフェクトがレイヤーに適用されていない場合は、そのレイヤーのアウトラインはまだ計算され
ていません。クリックすると、「パペット」エフェクトによってアウトラインが計算され、そのクリックがア
ウトラインの内側であったかどうかが判断されます。アウトラインの内側である場合は、そのアウトラインで
定義されたメッシュが作成されます。そうでない場合は、レイヤー上でポインターを動かし、メッシュを作成
するためのピンを配置するアウトラインを選択できます。レイヤー上でポインターを動かすと、さまざまなオ
ブジェクトのアウトラインを確認して、メッシュを作成するためのアウトラインを選択するのにとても便利で
す。

2 つのシェイプパスが重なっている場合のアウトライン。パペットツールのポインターをアウトラインで定義
される領域内に置いたため、黄色でハイライト表示されています。

パペットピンと変形メッシュを使用する

「パペット」エフェクトのメッシュを表示するには、ツールパネルのオプションのセク
ションで「表示」を選択します。
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ピンを選択または移動するには、移動ツール  でピンをクリックまたはドラッグしま
す。移動ツールをアクティブにするには、選択ツール  または対応するパペットツールが
アクティブな状態で、ピンの上にポインターを置きます。
複数のピンを選択するには、Shift キーを押しながらピンをクリックするか、範囲選択ツー
ル  をドラッグして選択範囲ボックスですべてのピンを囲みます。範囲選択ツールをア
クティブにするには、すべてのメッシュとアウトラインの外側になっている部分にパペッ
トツールのポインターを置くか、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を
押したままにします。
１つの種類のピン（変形、スターチまたは重なり）をすべて選択するには、その種類のピ
ンを選択し、Ctrl + A キー（Windows）または Command + A キー（Mac OS）を押しま
す。
選択したピンを削除するには、Delete キーを押します。ピンに複数のキーフレームがあ
り、現在の時間のキーフレームのみが選択されている場合、Delete キーを押すと、その
キーフレームのみが削除されます。もう一度 Delete キーを押すとピンが削除されます。
変形ピンを現在の時間の元の位置にリセットするには、タイムラインパネルまたはエフェ
クトコントロールパネルで、その「パペット」エフェクトの「リセット」をクリックしま
す。「パペット」エフェクトのインスタンスからすべてのピンとメッシュを削除するに
は、もう一度「リセット」をクリックします。

最初の位置から中間位置を経て、また最初の位置に戻るようにイメージをアニメートする場合がありま
す。その場合、アニメーションの終わりにピンを最初の位置まで手動でドラッグして戻す代わりに、現在
の時間インジケーターを終了時間に配置し、「リセット」をクリックします。すると、現在の時間のキー
フレームのみがリセットされます。

メッシュで使用する三角形の数を増減するには、ツールパネルまたはタイムラインパネル
のオプションのセクショで「三角形数」の値を変更します。「三角形数」の値を変更する
と、選択されているメッシュでの値が変更されます。メッシュが選択されていない場合
は、後で作成するメッシュでの値が設定されます。
三角形の数が多いと、よりなめらかな結果が得られますが、レンダリング時間は長くなります。テキス
ト文字のような小さなオブジェクトは通常 50 個の三角形で適切に変形しますが、大きなオブジェクト
では 500 個もの三角形が必要な場合があります。「三角形数」の値は目標値であるため、使用する三角
形の数がこの値と正確に一致しないことがあります。

元のアウトラインを超えてメッシュを拡張するには、ツールパネルまたはタイムラインパ
ネルのオプションのセクションで「拡張」プロパティの値を大きくします。「拡張」プロ
パティを変更すると、選択されているメッシュでの値が変更されます。メッシュが選択さ
れていない場合は、後で作成するメッシュでの値が設定されます。メッシュの拡張は、線
を含めるのに便利な機能です。
パペットピンツールを使ってオブジェクトを複製するには、元のアウトラインの内側をク
リックします。元のアウトラインの内側をクリックすると、元のアウトライン内からコ
ピーされたピクセルを持つ新しいメッシュが作成されます。また、タイムラインパネルで
メッシュグループを複製しても同じ結果が得られます。この方法の方が、メッシュをク
リックしてピンを作成することがなく、元のアウトライン内をクリックする方法よりも簡
単な場合があります。

パペット重なりコントロール

イメージの一部を変形する場合、イメージどの部分が前面に表示されるかを指定する必要があることがありま
す。例えば、腕を振る動作の場合には、腕が顔の前に来るようにする必要があります。パペット重なりツール
を使用してオブジェクトの一部に重なりピンを適用し、奥行きを制御できます。
パペット重なりピンは、変形したイメージではなく、元のアウトラインに適用します。
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「前方」値が負である重なりピン（上）と「前方」値が正である重なりピン（下）

重なりピンには、次のプロパティがあります。

視点への近さ。重なりピンの影響は累積的に計算されます。つまり、「前方」の値は、メッシュ上の範
囲が重なっている場所では、すべて加算されます。「前方」の値を負に設定すると、指定した位置での別の重
なりピンの影響を相殺できます。
メッシュ内で重なりピンの影響を受けない部分は、「前方」の値が暗黙で 0 になります。新しい重なりピンの
初期設定値は 50 です。
「前方」の値をアニメートするとき、通常は、停止キーフレームを使用する必要があります。通常は、前
面にある状態の要素から後ろにある状態の要素の間を徐々に補間しません。

重なりピンが影響する範囲。影響は、ピンからの距離に従って徐々に減少していくのではなく、指定し
た範囲のところで完全に終了します。範囲は、メッシュの対象部分に色が付くことで表示されます。「前方」
の値が負の場合は暗い色で、正の場合は明るい色で塗りつぶされます。

パペットスターチコントロール

イメージの一部を変形する場合、他の部分が変形しないように指定する必要があることがあります。例えば、
手を振る動作を作成するときに、腕をまっすぐに保持したい場合があります。パペットスターチツールを使用
すると、オブジェクトの一部にスターチピンを適用して硬さを保つことができます。
スターチピンは、変形したイメージではなく、元のアウトラインに適用します。

不必要な変形（左上）をスターチピンで防止（右上と左下）
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量

範囲

スターチピンには、次のプロパティがあります。

粘度の強さ。スターチピンの影響は累積されていきます。つまり、「量」の値は、メッシュ上の範囲が重
なっている場所では、すべて加算されます。「量」の値を負に設定すると、特定の位置での別のスターチピン
の影響を相殺できます。
変形ピンの付近でイメージに切れ目がある場合は、変形ピンの近くにスターチピンを配置し、「量」の値
を非常に小さく（0.1 未満）設定します。「量」を小さく設定することで、イメージを硬くしすぎることな
くイメージの完全性を維持できます。

スターチピンが影響する範囲。影響は、ピンからの距離に従って徐々に減少していくのではなく、指定
した範囲のところで完全に終了します。範囲は、メッシュの対象部分に薄く色が付くことで表示されます。

静止画をアニメートするだけでなく、モーションフッテージのあるレイヤー上で「パペット」エフェクトを
ソースとして使用できます。例えば、コンポジションフレーム全体のコンテンツを変形し、フレーム内のオブ
ジェクトのモーションに一致させることができます。この場合、レイヤー全体にメッシュを作成すること、レ
イヤーの境界をアウトラインとして使用すること、レイヤーのエッジの変形を防止するためにエッジ付近でパ
ペットスターチツールを使用することをお勧めします。

以下も参照してください
モーションパス
エクスプレッションの基本
パペットアニメーションの作成
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モーションのトラッキングとスタビライズ

ページの先頭へ

注意：

注意：

モーショントラッキングの概要とリソース
mocha for After Effects（mocha AE）のリソース
モーショントラッキングのワークフロー
ポイントトラッカーの使い方に関するヒント
ポイントトラッカーを使用してモーションをトラッキングまたはスタビライズする
トラックポイントを調整する
トラッキングデータを新しいターゲットに適用する
モーショントラックを補正する
ワープスタビライザー VFX エフェクトを使用したモーションのスタビライズ

モーショントラッキングの概要とリソース

モーショントラッキングを使用すると、オブジェクトの動きをトラックし、その動きのトラッキングデータを
他のレイヤーやエフェクトコントロールポイントなどの別のオブジェクトに適用して、モーションを追跡する
イメージやエフェクトを含むコンポジションを作成できます。また、トラッキングデータを使用してトラック
したレイヤーをアニメートし、そのレイヤー内のオブジェクトの動きを補正することにより、モーションをス
タビライズすることもできます。エクスプレッションを使用してプロパティをトラッキングデータにリンクす
ることにより、この機能を広い用途に使用できます。
After Effects では、フレーム内の選択した領域の画像データを後に続く各フレームの画像データと一致させる
ことで、モーショントラッキングを実現しています。同じトラッキングデータを別のレイヤーまたはエフェク
トに適用したり、同じレイヤーで複数のオブジェクトをトラックしたりすることもできます。

After Effects では、3D カメラ トラッカーを使用して、カメラモーションをトラックし、3D オブジェ
クトを 2D フッテージに配置することが簡単にできます。詳しくは、3D カメラの移動のトラッキングを参照
してください。

ワープスタビライザーを使用することで、揺れのあるフッテージをずっと簡単にスタイビライズでき
ます。詳しくは、ワープスタビライザーエフェクトを使用したモーションのスタビライズを参照してくださ
い。

モーショントラッキングとスタビライズの用途

モーショントラッキングには、様々な用途があります。次に例の一部を示します。

別々に撮影された要素の合成。例えば、走るバスの側面にビデオを追加したり、魔法使い
の杖の動きに沿って、その先端に星型を散らしたりすることができます。
アクションフッテージのモーションに合わせた静止画のアニメート。例えば、アニメのハ
チを揺れ動く花の上にとまらせることができます。
動きのある要素に追従するエフェクトのアニメート。例えば、動いている球体に光を反射
させることができます。
トラックしたオブジェクトの位置を他のプロパティにリンク。例えば、画面を横切る車の
動きに合わせてステレオオーディオを左から右へパンできます。
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ターゲット領域

検索領域

アタッチポイント

フッテージをスタビライズしてフレーム内の動きのあるオブジェクトを静止させ、そのオ
ブジェクトが時間の経過とともにどのように変化するかを観察できます。科学的な画像を
作成する場合などに便利です。
フッテージをスタビライズして、手持ちカメラの揺れを修正できます。

モーションフッテージをスタビライズすると、使用するエンコーダーに応じて、最終出力ファイルのサイ
ズを小さくすることができます。手持ちカメラの揺れなどにより発生するランダムなモーションにより、
圧縮アルゴリズムでのビデオ圧縮が困難になることがあります。

モーショントラッキングのインターフェイスと用語の概要

モーショントラッキングを設定、分析および適用するには、トラッカーパネルを使用します。
他のすべてのプロパティと同様に、タイムラインパネルでトラッカープロパティを変更、アニメート、管理、
リンクできます。
トラックする領域を指定するには、レイヤーパネルでトラックポイントを設定します。各トラックポイント
は、ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントから構成されます。一連のトラックポイントをトラッ
カーと呼びます。

トラックポイントが表示されているレイヤーパネル

A. 検索領域 B. ターゲット領域 C. アタッチポイント 

ターゲット領域では、レイヤー内のトラック対象となる要素を定義します。はっきりと識別
できる要素（できれば、実在する 1 つのオブジェクト）を囲んでください。トラックするオブジェクトは、照
明、背景および角度が変化しても、トラック中に常に明確に識別できるものである必要があります。

検索領域では、トラックするオブジェクトを検索する領域を定義します。オブジェクトは、検索領
域の範囲内ではっきり見えれば、フレーム全体ではっきり見えなくても構いません。検索する領域を小さく制
限することで、検索時間が短くなり、検索が楽になります。ただし、トラックするオブジェクトがフレーム間
で検索領域の外に完全に出てしまう可能性があります。

レイヤーコントロールポイントまたはエフェクトコントロールポイントなどのターゲッ
トを、トラックするレイヤーで動いているオブジェクトと同期させるポイントを指定します。
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トラックを開始すると、コンポジションパネルとレイヤーパネルでモーションソースレイヤーの画質
が最高に、解像度が「フル画質」に設定されます。これにより、トラックするオブジェクトが見つけやすくな
り、サブピクセルの処理やポジショニングが可能になります。

位置をトラックするには 1 つのトラックポイント、スケールや回転をトラックするには 2 つのトラックポイ
ント、コーナーピンを使用したトラックには 4 つのトラックポイントが使用されます。

モーショントラッキングとスタビライズに関するオンラインリソース

Curtis Sponsler は彼の著書『The Focal Easy Guide to After Effects』の抄録（PDF）で、モーショントラッ
キングとスタビライズに関する詳しい手順と説明をまとめています。
Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、モーショントラッキングの基礎に関するビデ
オチュートリアルを公開しています。
After Effects CS5：Learn By Video シリーズのこのビデオでは、モーショントラッキングとクローンスタンプ
ツールを使用して、シーンからオブジェクトを削除する方法について説明しています。
Angie Taylor が、Digital Arts の Web サイトで、トラッキングデータとクローンスタンプツールを使用してカ
メラの動きに合わせてオブジェクトのコピーをシーンに適用する方法のチュートリアルについて説明していま
す。

Eran Stern が、Artbeats の Web サイトで、追加の要素をシーンに合成してカメラと同じ動きになるようにし
て、カメラの動きに関する問題を解決する、3D トラッキングソフトウェアの使用方法を示すビデオチュート
リアルを公開しています。ビデオチュートリアルでは Pixel Farm PFHoe を使用していますが、ほとんどの
マッチムービングソフトウェアでこのテクニックを使用できます。
AE Enhancers フォーラムへの投稿には、一連の「コーナーピン」エフェクトポイントをスケーリングす
る、Donat van Bellinghen によるアニメーションプリセットの説明とリンクがあります。
AE Enhancers フォーラムへの投稿には、安定させたレイヤーをプリコンポーズし、スタビライズを無効にす
るエクスプレッションを追加する、Paul Tuersley によるスクリプトの説明とリンクがあります。
AE Enhancers フォーラムへの投稿には、トラッキングデータの複数のセットを平均化することで難しいト
ラッキング処理を簡単にする、Paul Tuersley によるスクリプトの説明とリンクがあります。
Jeff Almasol は、redefinery の Web サイトで、選択したレイヤーのモーショントラッキングのトラックポイン
トの平均値を位置プロパティに設定するエクスプレッションを使用して、ヌルレイヤーを作成するスクリプト
を公開しています。
Jörgen Persson が、After Effects Scripts の Web サイトで、Apple Shake から After Effects にトラッキング
データを読み込むことができるスクリプトを公開しています。
Mathias Möhl が自身の Web サイトで、MochaImport、KeyTweak、Tracker2Mask などのモーショントラッキ
ング用の便利なスクリプトを公開しています。Mathias は、スクリプトの使用方法に関するビデオチュートリ
アルも公開しています。

mocha for After Effects（mocha AE）のリソース

After Effects には、After Effects のコンポジションで使用可能なトラッキングデータを書き出すことができる
Imagineer Systems mocha for After Effects（mocha-AE）というスタンドアロンの平面トラッキングアプリ
ケーションが含まれます。mocha-AE は、多くのトラッキングタスクにおいて After Effects 標準のトラッキン
グ機能よりも便利で優れています。詳しくは、mocha-AE のマニュアルを参照してください。マニュアルに
は、mocha-AE アプリケーションのヘルプメニューからアクセスできます。
After Effects から mocha AE を起動するには、次のいずれかを実行します。
アニメーション／mocha AE のトラック
編集／mocha マスクを貼り付け
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Imagineer の Web サイトに、After Effects で mocha-AE を使用する方法を示す各種ビデオチュートリアルや
その他のリソースがあります。
Chris と Trish Meyer が、Lynda.com の Web サイトで、mocha for After Effects の概要に関するビデオチュー
トリアルを公開しています。
Chris と Trish Meyerが、ProVideo Coalition の Web サイトで、可変幅のぼかしに関するヒントなど、mocha-
AE と mocha shape に関するヒントを公開しています。
David Torno が、mocha-AE をワークフローの一部として使用して、ムービー内の人物の顔を別の人物の顔に
置き換える方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。Todd Kopriva が、After Effects Region of
Interest ブログで、リンクと詳細を公開しています。
Mathias Möhl が自身の Web サイトで、MochaImport スクリプトと関連チュートリアルを公開していま
す。MochaImport は、After Effects で mocha-AE を使用する際のワークフローの一部を自動化します。
Jeff Foster が、ProVideo Coalition の Web サイトで、mocha for After Effects を使用して、揺れのあるビデオ
クリップ内の、移動しているトラックの側面のロゴを置き換える方法を示すチュートリアルを公開していま
す。

After Effects には、パスを mocha-AE から After Effects のマットに変換する、mocha shape for After
Effects（mocha shape AE）プラグインも付いています（Imagineer mocha shape for After Effects（mocha
shape AE）に関するリソースを参照）。

モーショントラッキングのワークフロー

After Effects では、多くの方法でモーショントラッキングをおこなうことができ、従うべき方法は、クリップ
の特性と、何をトラッキングしたいかによって異なります。

マスクトラッカー

マスクトラッカーを使用して、オブジェクトの周囲にマスクを描画し、シーンの特定のオブジェクトのみをト
ラッキングできます。

マスクトラッカーについて詳しくは、マスクのトラッキングを参照してください。

顔のトラッキング

シンプルな顔のトラッキングによって、人間の顔の選択的にカラー補正やぼかしなどのエフェクトを顔のみに
すばやく適用できます。
また、顔のトラッキング機能では、顔の特定のポイント（瞳、口、鼻など）をトラッキングし、これらの顔の
造作を抜き出して、より詳細に処理することもできます。たとえば、目の色を変更したり、フレームごとに調
整することなく口の動きを強調したりできます。
顔のトラッキングの使い方について詳しくは、顔のトラッキングを参照してください。

3D カメラトラッカー

3D カメラトラッカーエフェクトを使用して、ビデオシーケンスを分析し、カメラモーションと 3D シーン
データを抽出します。2D フッテージに 3D 要素を正確に合成できます。
3D カメラトラッカーの使い方について詳しくは、3D カメラの移動のトラッキングを参照してください。
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ポイントトラッカー

クリップの 1 つまたは複数の参照機能をトラッキングできます。
1 ポイントトラッキング：ムービークリップの単一の参照パターン（ピクセルの小さい領
域）をトラッキングして、一データを記録します。
2 ポイントトラッキング：ムービークリップの 2 つの参照パターンをトラッキングして、
トラッキングした 2 点の関係を使用して、位置、スケールおよび回転データを記録しま
す。
4 ポイントトラッキングまたはコーナーピントラック：ムービークリップの 4 つの参照パ
ターンをトラッキングして、位置、スケールおよび回転データを記録します。4 ポイント
トラッカーは、ピクチャフレームやテレビモニターのコーナーなど、4 つの参照パターン
の関係を分析します。このデータは、画像またはクリップの各コーナーに適用され、ク
リップを「ピン」で留めて、ピクチャフレームやテレビモニターにロックされているよう
に見えるようにします。
複数ポイントのトラッキング：クリップで、好きな数の参照パターンをトラッキングしま
す。モーションおよびスタビライズの分析ビヘイビアー内にトラッカーを手動で追加でき
ます。シェイプビヘイビアーサブカテゴリからトラックポイントビヘイビアーをシェイプ
またはマスクに適用する場合、トラッカーはシェイプコントロールポイントごとに自動的
に割り当てられます。

ポイントトラッカーについて詳しくは、ポイントトラッカーの使い方に関するヒントを参照してください。

ワープスタビライザー VFX

ワープスタビライザーエフェクトを使用して、モーションをスタビライズできます。カメラの動きによって生
じる変位を除去することで、手持ち撮影によるぶれのあるショットをぶれのないスムーズなショットにトラン
スフォームします。 

詳しくは、ワープスタビライザー VFX エフェクトのスタビライズを参照してください。

ポイントトラッカーを使用したモーションのスタビライズについて詳しくは、モーションのトラッキングとス
タビライズを参照してください。

ワープスタビライザーエフェクトのビデオチュートリアル、詳細およびリソースについては、アドビ システ
ムズ社の Web サイトのこの記事を参照してください。

ポイントトラッカーの使い方に関するヒント

ショットを準備する

モーショントラッキングを円滑に行うには、はっきり見えるオブジェクトや領域など、トラックしやすいオブ
ジェクトを使用します。
最良のトラッキングを行うには、撮影を始める前に、トラックするオブジェクトまたは領域を準備しておきま
す。After Effects では、正確なトラッキングを行うために隣接するフレームの画像データが比較されるので、
コントラストの高いマーカーをオブジェクトまたは領域に追加すると、フレーム間のモーションが容易に追跡
されます。卓球のボールのように軽量で鮮やかな色のボールは、どの角度からも同じように見えるため、ト
ラックするオブジェクトとして配置するのに最適です。使用するマーカーの数は、トラックするポイントの数
に対応します。例えば、「遠近コーナーピン」オプションを使用して 4 点をトラックする場合は、追加するレ
イヤーの 4 点に対応する 4 つのオブジェクトをトラックします。撮影前に、対象により多くのマーカーを加
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えておくと、後でトラックできるオブジェクトの数が増えます。ただし、余分なアイテムは後でコピースタン
プツールを使用して削除することになる場合もあります。適切な位置にはっきりと見えるオブジェクトや領域
がある場合は、マーカーを加える必要はありません。
マッチムービングなどのために大きなオブジェクトまたはセット自体をトラックする場合は、同じサイズの三
角形を同じ間隔で配置したグリッドをトラッキングマーカーとして使用するといい結果を得られます。

適切な数のトラックポイントを追加する

トラッカーパネルのトラックの種類メニューでモードを選択すると、そのモードに適した数のトラックポイン
トがレイヤーパネルに配置されます。1 つのトラッカーで複数のオブジェクトをトラックするように、トラッ
クポイントを追加することもできます。

トラックするオブジェクトを選択し、ターゲット領域を配置する

トラックを開始する前に、ショット全体を確認して、トラックに適したオブジェクトを決定します。最初のフ
レームで非常に分かりやすいターゲットが、後になって角度、照明、周辺要素などが変化することにより、背
景に溶け込んでしまうことがあります。オブジェクトが場面の途中でフレームの端から消えたり別の要素の影
に隠れることも考えられます。After Effects ではオブジェクトのモーションを推測することもできますが、
ショット全体を通して再生してトラッキングに最適な候補を選択する方が、トラッキングの成功率を高められ
ます。
トラックに適したオブジェクトには、次のような特徴があります。

ショット全体を通して表示される。
検索領域内の、周辺領域に対する色コントラストが高い。
検索領域内でシェイプがはっきり見える。
ショット全体を通してシェイプと色が一定している。

アタッチポイントのオフセットを設定する

アタッチポイントは、ターゲットレイヤーまたはエフェクトコントロールポイントが配置される場所です。ア
タッチポイントの初期設定の位置は、ターゲット領域の中心です。トラック前にレイヤーパネル内でアタッチ
ポイントをドラッグして移動させ、トラックするオブジェクトの位置に対するターゲットの位置をオフセット
することができます。
例えば、人の頭の上に雲をアニメートする場合、頭の位置にターゲット領域を配置して、アタッチポイントを
頭の上に移動させます。アタッチポイントをターゲット領域の中心に配置されたままにすると、そこに雲が表
示され、頭が隠れてしまいます。

アタッチポイントがターゲット領域の中心にある場合
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注意：

アタッチポイントがターゲット領域の外にある場合

ターゲット領域、検索領域およびトラッキングオプションを調整する

トラックするオブジェクトに隣接する周囲にターゲット領域を配置します。ターゲット領域はトラックするオ
ブジェクトを完全に含んでいる必要がありますが、周囲の領域はできるだけ含まないようにします。
検索領域のサイズと位置は、トラックするオブジェクトの移動に応じて決定します。検索領域は、トラックす
るオブジェクトが移動する範囲をカバーする必要があります。ただし、フレームからフレームへの移動に対応
していれば、ショット全体を通した動きに対応していなくても構いません。After Effects では、フレーム内に
トラックするオブジェクトが見つかると、ターゲット領域と検索領域の両方が新しい位置に移動します。その
ため、トラックするオブジェクトのフレーム間の移動が少ない場合、検索領域の大きさはターゲット領域より
少し大きくするだけで十分です。オブジェクトの位置と方向が急激に変化する場合は、フレーム間の位置と方
向の変化のうち最も大きな変化に対応できるように、検索領域を十分に大きくする必要があります。
また、モーショントラックオプションを使用して、ターゲット領域で一致するものを検索する場合にどのカ
ラーチャンネルで比較するかを設定することもできます

分析する

トラッカーパネルで分析ボタンの 1 つをクリックすることにより、モーショントラッキングを実行します。ト
ラックが難しいオブジェクトの場合、フレームごとに分析を行うことをお勧めします。

作業を繰り返す

モーションイメージは本質的に変化するものなので、自動トラッキングは完璧にはなり得ません。モーション
フッテージの場合、オブジェクトのシェイプは、照明や周囲のオブジェクトとともに変わります。入念に準備
したとしても、オブジェクトはショットの途中で少しずつ変化していき、ある時点から元のオブジェクトと一
致しなくなります。このような変化の度合いが大きいと、オブジェクトをトラックできなくなり、トラックポ
イントがシーンの中をさまようことになります。
分析で問題が発生し始めたら、正常にトラックされているフレームまで戻り、調整と分析の手順を繰り返しま
す。

トラッキングデータを適用する

トラックの種類を「Raw」以外に設定している場合、「ターゲット」に適切なターゲットが指定されているこ
とを確認してから「適用」をクリックしてトラッキングデータを適用します。トラックの種類を「Raw」に設
定している場合は、キーフレームをトラッカーから他のプロパティにコピーするか、プロパティをエクスプ
レッションでリンクすることでトラッキングデータを適用します。
また、トラッキングを行った後、タイムラインで「アタッチポイント」プロパティまたは「アタッチポイント
のオフセット」プロパティを調整することもできます。トラックしたオブジェクトの周りに配置する複数の
ターゲットに同じトラッキングデータを適用するときに、この操作を行うと便利です。

アタッチするレイヤーでモーションブラーが有効な場合、「シャッターフェーズ」の値が「シャッ
ター角度」の値の -1/2 倍に設定されていることを確認します。この設定の組み合わせによって、モーション
ブラーがアタッチポイントの中央に配置されます。そうでない場合、アタッチされたオブジェクトが、アタッ
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ページの先頭へ

注意：

チ先のオブジェクトの前後にずれることがあります。

トラッキングデータをヌルオブジェクトレイヤーに適用し、アニメートするレイヤーをヌルオブジェクト
レイヤーの親にできます。

ポイントトラッカーを使用してモーションをトラッキングまたはスタビ
ライズする

モーションのトラッキングとスタビライズは、ターゲットと結果が異なりますが、基本的には同じ処理です。
モーションをトラックして、結果を別のレイヤーやエフェクトコントロールポイントに適用する場合は「ト
ラック」を、モーションをトラックして、そのモーションを補正するために（カメラの揺れの修正など）、結
果をトラックしたレイヤーに適用する場合は「スタビライズ」を使用します。
レイヤーをスタビライズする場合、フレーム内でレイヤーに含まれる静止させるオブジェクトのモーションが
トラックされ、そのトラッキングデータを使用して逆のモーションを実行するキーフレームが設定されます。
スタビライズにより、必要なモーションは残したまま、位置、回転およびスケールの変化をあらゆる組み合わ
せで削除できます。例えば、カメラがパンしている場合、スタビライズするプロパティとして「位置」の選択
を解除し、「スケール」と「回転」を選択します。
トラッカーパネルで「回転」または「スケール」を選択すると、レイヤーパネルに 2 つのトラックポイントが
設定されます。アタッチポイントが線で結ばれ、最初のアタッチポイント（基準）から 2 番目のアタッチポイ
ントを指す矢印が表示されます。可能であれば、2 つのターゲット領域を、同じオブジェクト上の両端に配置
してください。または、少なくともカメラから同じ距離の位置にあるオブジェクトの上に配置してくださ
い。2 つのターゲット領域が離れているほど、計算はより正確になり、優れた結果が得られます。
After Effects では、アタッチポイント間の線の角度の変化をフレーム間で測定することにより、回転が計算さ
れます。トラッキングデータをターゲットに適用すると、「回転」プロパティのキーフレームが作成されま
す。
スケールは、各フレームのアタッチポイント間の距離を、開始フレームのアタッチポイント間の距離と比較す
ることによって、計算されます。トラッキングデータをターゲットに適用すると、「スケール」プロパティの
キーフレームが作成されます。
平行または遠近のいずれかのコーナーピンを使用してモーショントラッキングを行う場合、「コーナーピン」
エフェクトのキーフレームがレイヤーに適用され、ターゲット領域によって定義される 4 辺で囲まれた領域に
合わせて、必要に応じてスケールまたは歪曲されます。ターゲット領域は、例えば、バスの一側面、壁の一
面、床の一面など、実在する単一平面上にある必要があります。アタッチポイントもすべて単一平面上に配置
する必要がありますが、ターゲット領域の場合と異なり、必ずしも同じ平面上である必要はありません。

平行コーナーピンのみ：非アクティブにするポイントを変更するには、ターゲット領域で非アクティ
ブにするポイントを Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックします（線を
平行に保つためには、1 つのポイントが非アクティブである必要があります）。

1. トラックするレイヤーをタイムラインパネルで選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

トラッカーパネルで「トラック」をクリック（またはアニメーション／トラックを選
択）し、「ターゲットを設定」をクリックして、トラッキングデータを適用するター
ゲットを選択します。

トラッカーパネルで「スタビライズ」をクリック（またはアニメーション／スタビラ
イズを選択）します。ターゲットレイヤーは、トラックする（ソース）レイヤーで
す。

3. 「位置」、「回転」または「スケール」を選択し、ターゲットにどのようなキーフレーム
を生成するかを指定します。

4. 現在の時間インジケーターをトラッキングを開始するフレームに移動します。

5. 選択ツールを使って、各トラックポイントのターゲット領域、検索領域、アタッチポイン
トを調整します。

6. トラッカーパネルで、再生方向に分析ボタンまたは逆再生方向に分析ボタンをクリックし

313



注意：

ソース
注意：

現在のトラック

トラックの種類

てトラッキングを開始します。

トラッキングが正しく行われなくなったら、停止ボタン  をクリックし、モーショント
ラックを補正するの指示に従って問題を修正し、分析を再開してください。

7. トラック全体のターゲット領域とアタッチポイントの位置が適切であることを確認した
ら、「適用」ボタンをクリックして指定したターゲットにモーションを適用します。

ターゲットレイヤーにキーフレームが作成されます。
位置をトラッキングして、その位置データをターゲットに適用する場合、モーションの
X（水平）または Y（垂直）のコンポーネントのいずれかのみを適用するよう選択できま
す。例えば、トラッキングデータを X 軸のみに適用して、俳優（モーションソース）が
下へ移動しても吹き出し（ターゲット）はフレームの上部で左右のみに移動させることが
できます。

「X および Y」（初期設定）を選択すると、モーションが両方の軸に適用されます。
「X のみ」を選択すると、ターゲットの移動が水平方向に制限されます。
「Y のみ」を選択すると、ターゲットの移動が垂直方向に制限されます。

モーショントラッカー適用オプションダイアログボックスを開かずに、前回選択した
オプションを使用するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を
押しながら「適用」をクリックします。

トラッキングデータ（スケール、位置または回転）を適用するプロパティをまず選択し、アニメー
ション／このプロパティをトラックを選択して、手順 1～3 の順序を変更できます。After Effects で、モー
ションソースとして使用するレイヤーの選択を要求するメッセージが表示されます。

レイヤーをスタビライズする場合、モーションを補正することによりレイヤーが一方向に大幅に移動し、コン
ポジションの背景が表示されたり、動きのあるアクションがアクションセーフゾーンの外に出たりすることが
あります。その場合、レイヤーのスケールをわずかに変更することで、これを修正できます。問題が最も顕著
に見られるフレームを探し、問題が解決するまで、レイヤーのスケールを拡大または縮小します。このテク
ニックを使うと、レイヤーの全デュレーションでスケールが調整されます。また、異なるタイミングでズーム
インまたはズームアウトし、スケールをアニメートして、この問題を解決することもできます。

モーショントラッキングの制御

モーショントラッキングを設定、分析および適用するには、トラッカーパネルを使用します。

トラックするモーションを含むレイヤー。
ソースメニューには、モーションのあるソースフッテージアイテムを含むレイヤーや、コンポジショ

ンレイヤーが表示されます。レイヤーをプリコンポーズすると、ソースメニューで使用できるようにできま
す。 

アクティブなトラッカー。このメニューからトラッカーを選択して、トラッカーの設定をい
つでも変更できます。

使用するトラッキングモード。いずれのモードでもモーショントラッキングの動作自体は同
じですが、トラックポイントの数とトラッキングデータがターゲットに適用される方法が異なります。
「スタビライズ」は、位置、回転およびスケールをトラックして、トラックした（ソー
ス）レイヤー内の動きを補正します。位置をトラックする場合は、トラックポイントが 1
つ作成され、ソースレイヤーにアンカーポイントキーフレームが生成されます。回転をト
ラックする場合は、トラックポイントが 2 つ作成され、ソースレイヤーに回転キーフレー
ムが生成されます。スケールをトラックする場合は、トラックポイントが 2 つ作成され、
ソースレイヤーにスケールキーフレームが生成されます。
「トランスフォーム」は、位置、回転およびスケールをトラックして、別のレイヤーに適
用します。位置をトラックする場合は、トラックするレイヤーにトラックポイントが 1 つ
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ターゲット

分析ボタン

注意：

リセット

適用

トラック名

作成され、ターゲットに位置キーフレームが設定されます。回転をトラックする場合は、
トラックするレイヤーにトラックポイントが 2 つ作成され、ターゲットに回転キーフレー
ムが設定されます。スケールをトラックする場合は、トラックポイントが 2 つ作成され、
ターゲットにスケールキーフレームが生成されます。
「平行コーナーピン」は、歪曲と回転をトラックしますが、遠近はトラックしません。平
行な線は平行のままで、相対的な距離が保たれます。このモードでは、レイヤーパネルで
3 つのトラックポイントが使用され、4 番目のポイントの位置が計算されます。そして、
コーナーピンエフェクトのプロパティグループに 4 つのコーナーポイントのキーフレーム
が設定され、ターゲットに追加されます。4 つのコーナーポイントの配置は、4 つのア
タッチポイントでマークされます。
「遠近コーナーピン」は、レイヤーで歪曲、回転および遠近をトラックします。このモー
ドでは、レイヤーパネルで 4 つのトラックポイントが使用され、コーナーピンエフェクト
のプロパティグループに 4 つのコーナーポイントのキーフレームが設定され、ターゲット
に追加されます。4 つのコーナーポイントの配置は、4 つのアタッチポイントでマークさ
れます。このモードは、開いたドアからみえる景色のイメージや、角を曲がるバスの側面
に使用すると便利です。
「Raw」は位置のみをトラックします。「適用」ボタンを使用しないでトラッキングデー
タを生成するときにこのモードを使用します。例えば、「アタッチポイント」プロパティ
のキーフレームをペイントストロークの「位置」プロパティにコピー＆ペーストしたり、
エクスプレッションを使用して、ステレオミキサーエフェクトのエフェクトプロパティを
「アタッチポイント」プロパティの X 座標にリンクしたりできます。トラッキングデータ
は、トラックするレイヤーに保存されます。「ターゲットを設定」ボタンと「適用」ボタ
ンは、このトラッキングオプションでは使用できません。トラックポイントを追加するに
は、トラッカーパネルのメニューから「新規トラックポイント」を選択します。

トラッキングデータが適用されるレイヤーやエフェクトコントロールポイント。ターゲットにプ
ロパティやキーフレームを追加することにより、動きを加えたり、スタビライズしたりします。ターゲットを
変更するには、「ターゲットを設定」をクリックします。トラックの種類メニューで「Raw」を選択した場
合、ターゲットはトラッカーに関連付けられません。

ソースフッテージ内のトラックポイントのフレーム間の分析を開始します。
前のフレームを分析  は、1 つ前のフレームに戻って前のフレームを分析します。
逆再生方向に分析 ：現在の時間インジケーターからトリムしたレイヤーのデュレーショ
ンの最初まで逆方向に分析します。
再生方向に分析  は、現在の時間インジケーターからトリムしたレイヤーのデュレーショ
ンの最後まで分析します。
次のフレームを分析 ：次のフレームに進んで次のフレームを分析します。
分析が始まると、逆再生方向に分析ボタンと再生方向に分析ボタンは停止ボタンに変わります。ト

ラックがドリフトしたり、その他の問題が発生したりした場合は、このボタンを使用して分析を停止できま
す。

ターゲット領域、検索領域、アタッチポイントを初期設定の位置に復元し、現在選択されているト
ラックからトラッキングデータを削除します。アタッチしたターゲットレイヤーに既に適用されているトラッ
カー制御の各設定とキーフレームは、変更されずに残ります。

トラッキングデータを（キーフレームとして）アタッチするターゲットレイヤーまたはエフェクトコン
トロールポイントに適用します。

モーショントラッキングのオプション

これらの設定は、1 回のトラッキングセッションで生成されるトラックポイントの集まり（トラッカー）に適
用されます。これらの設定を変更するには、トラッカーパネルの「オプション」を選択します。

トラッカーの名前。トラッカーの名前は、タイムラインパネルでそのトラッカーを選択し、キー
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トラッカープラグイン

チャンネル

事前処理

注意：

フィールドをトラック

サブピクセルポジショニング

フレームごとにターゲット領域を適応

確信度が次の値以下の場合

注意：

オプション

注意：

ボードの Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押すことで変更することもできます。

このトラッカーのモーショントラッキングを実行するのに使用されるプラグイン。初
期設定では、「内蔵」（After Effects に付属のトラッカープラグイン）と表示されます。

ターゲット領域で一致するものを検索するときの比較に使用される画像データのコンポーネン
ト。オブジェクトの色がはっきり見える場合は、「RGB」を選択します。オブジェクトの明るさが周囲のイ
メージの明るさと異なる場合（例えば、部屋の中で持ち運ばれる火のついたロウソクなど）は、「ルミナン
ス」を選択します。オブジェクトの色濃度が高く、同じ系統の別の色で囲まれているような場合（例えば、レ
ンガの壁を背景にした明るい赤のスカーフなど）は、「彩度」を選択します。

一時的にイメージにブラーまたはシャープを適用して、トラッキング精度を向上させます。「ブ
ラー」を選択すると、フッテージのノイズが減少します。粒子が粗いフッテージやノイズが多いフッテージで
トラックの精度を向上させるためには、通常、ピクセル値を 2 ～ 3 に指定すれば十分です。「拡張」を選択
すると、イメージのエッジが強調され、トラックしやすくなります。

After Effects では、トラッキングのためのみレイヤーがブラーまたは拡張され、モーションソースレ
イヤーには変更は加えられません。 

コンポジションのフレームレートを一時的に倍増させ、各フィールドを補間して完全
なフレームにし、インターレースビデオの両方のフィールドでモーションをトラックします。

選択すると、キーフレームはピクセル単位まで正確に生成されます。選択を解
除すると、作成されるキーフレームの値が最も近いピクセル値に四捨五入されます。

各フレームでターゲット領域が適応されます。検索領域内で検索され
る画像データは、分析の開始時のターゲット領域に含まれる画像データではなく、前のフレームのターゲット
領域内に含まれる画像データです。

「確信度」プロパティの値が、指定したパーセント値より低い場合に実行する処
理を指定します。

許容できる確信度のしきい値を決定するには、モーションをトラックし、タイムラインパネルで問題
があるフレームのトラックポイントの確信度値を確認します。そして、問題があるフレームの確信度の最大値
より少し大きな確信度値を指定します。

確信度の値を無視する場合は、「トラッキングを続行」を選択します。初期設定では、こ
のオプションが選択されています。
モーショントラッキングを停止する場合は、「トラッキングを停止」を選択します。
ターゲット領域の位置を推測する場合は、「モーションを推測」を選択します。確信度が
低いフレームのアタッチポイントキーフレームは作成されません。また、前のトラックの
確信度が低いフレームのアタッチポイントキーフレームは削除されます。
確信度レベルが指定したしきい値を下回るまで元のオブジェクトを使用する場合は、
「ターゲット領域を適応」を選択します。確信度レベルが指定したしきい値を下回った時
点で、確信度が低いフレームの前のフレームでターゲット領域に含まれるオブジェクトが
適応され、トラッキングが続行されます。このオプションは、モーショントラックオプ
ションダイアログボックスで「フレームごとにターゲット領域を適応」を選択した場合は
使用できません。このオプションが選択されていると、確信度レベルに関わらずすべての
フレームでターゲット領域が適応されます。

トラッカープラグインオプションダイアログボックスが開き、After Effects 内蔵トラッカーのオ
プションが表示されます。このコマンドは、以前のバージョンの After Effects トラッカープラグインを使用す
るときにのみ選択できます。

レイヤーパネルにモーションパスを表示するかどうかを切り替えるには、トラッカーパネルのパネル
メニューの「モーションパスを表示」オプションを選択または選択解除します（パネルメニューは、パネルの
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ターゲット領域の中心

ターゲット領域のサイズ

検索領域のオフセット

検索領域のサイズ

確信度

アタッチポイント

アタッチポイントのオフセット

ページの先頭へ

右上にあるアイコンをクリックすると表示されるメニューです）。このメニューのコマンドは、新しいトラッ
クポイントを追加したり、タイムラインパネルに現在のトラックを表示したり、ターゲット領域の拡大を有効
にするかどうかを切り替えたりする際にも使用できます。

タイムラインパネルのモーショントラックのプロパティ

After Effects のトラッカーパネルで「トラック」または「スタビライズ」をクリック（または、アニメーショ
ン／トラックまたはアニメーション／スタビライズを選択）するたびに、タイムラインパネルのレイヤーに新
しいトラッカーが作成されます。各トラッカーには、トラッキングが実行された後、トラッキングデータを保
存するプロパティグループであるトラックポイントが含まれます。After Effects では、トラッカーは、タイム
ラインパネルの各レイヤーの「モーショントラッカー」プロパティグループにグループ化されます。

タイムラインパネルでトラッカーを表示するには、トラッカーパネルの現在のトラックメニューでトラッ
カーを選択し、SS と入力します。

他のレイヤープロパティやプロパティグループと同様に、トラッカーやトラックポイントの名前を変更した
り、タイムラインパネルでプロパティ値の変更やアニメートを行ったりできます。プロパティの変更をター
ゲットに適用するには、トラッカーパネルで「適用」をクリックする必要があります。

ターゲット領域の中心の位置。

ターゲット領域の幅と高さ。

ターゲット領域の中心に対する、検索領域の中心の相対的な位置。

検索領域の幅と高さ。

各フレームで検索されたオブジェクトの確信度のプロパティ。通常、「確信度」は変更できません。

ターゲットレイヤーまたはエフェクトコントロールポイントに割り当てられた位置。

ターゲット領域の中心に対する、アタッチポイントの相対的な位置。

トラックポイントを調整する

モーショントラッキングの設定では、多くの場合、ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを調整
して、トラックポイントを正確に配置する必要があります。ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイン
トは、選択ツールでドラッグすることによって、個別にまたはグループ単位でサイズ変更したり移動したりで
きます。トラックされる領域を定義しやすいように、トラックポイントを移動すると、ターゲット領域内のイ
メージエリアが 400％に拡大されます。
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ページの先頭へ

トラックポイントのコンポーネントと選択ツールのポインターアイコン

A. 検索領域 B. ターゲット領域 C. キーフレームマーカー D. アタッチポイント E. 検索領域の移動 F. 両方の領
域の移動 G. トラックポイント全体の移動 H. アタッチポイントの移動 I. トラックポイント全体の移動 J. 領域
のサイズ変更 

ターゲット領域の拡大をオンまたはオフにするには、トラッカーパネルのメニューから
「ドラッグ時にターゲット領域を拡大」を選択します。
ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを一度に移動するには、トラックポイ
ントエリア内をドラッグするか（領域の端とアタッチポイントを避けます）、上、下、
左、右の矢印キーを押します。Shift キーを押しながら矢印キーを押すと、10 倍の距離を
移動します。
ターゲット領域と検索領域のみを一度に移動するには、ターゲット領域の端をドラッグす
るか、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、選択ツールで
ターゲット領域内または検索領域内をドラッグします。また Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら、上、下、左、右の矢印キーを押すこともできま
す。Alt+Shift キー（Windows）または Option+Shift キー（Mac OS）を押しながら矢印
キーを押すと、10 倍の距離を移動します。
検索領域だけを移動するには、検索領域の端をドラッグします。

検索領域の中心を、ターゲット領域の中心から、トラックするオブジェクトが移動する方向にオフセット
します。

アタッチポイントだけを移動するには、アタッチポイントをドラッグします。
ターゲット領域または検索領域のサイズを変更するには、コーナーハンドルをドラッグし
ます。
領域のすべての辺を最長の辺に一致させ、元の領域の中心を基準にして領域のサイズを変
更するには、コーナーハンドルを Shift キーを押しながらドラッグします。
領域のすべての辺を最長の辺に一致させ、特定のコーナーハンドルを基準にして領域のサ
イズを変更するには、向かい側のコーナーハンドルを Ctrl + Shift キー（Windows）また
は Command + Shift キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

トラック中にトラックポイントの移動方向を X（水平）または Y（垂直）軸に制限するには、検索領域の
高さまたは幅をターゲット領域の高さまたは幅に一致させます。
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ページの先頭へ

トラッキングデータを新しいターゲットに適用する

モーションソースレイヤーをトラックしたら、そのレイヤーの保存済みトラッキングデータを別の複数のター
ゲットレイヤーやエフェクトコントロールポイントに適用することができます。例えば、電球の位置と、「レ
ンズフレア」エフェクトのエフェクトコントロールポイントにトラックを適用できます。

1. トラッカーパネルのソースポップアップメニューからトラック済みのレイヤーを選択しま
す。

2. 現在のトラックポップアップメニューから、目的のトラッキングデータを含むトラックを
選択します。

3. 「ターゲットを設定」をクリックし、ターゲットを選択します。

4. トラッカーパネルで、「適用」ボタンをクリックします。

モーショントラックを補正する

イメージがショット内で移動するにつれて、照明、周囲のオブジェクトおよびオブジェクトの角度がすべて変
わり、最初ははっきり見えていたターゲットがサブピクセルレベルで識別できなくなる場合があります。ま
た、検索領域が小さすぎる場合、フレーム間でトラックするオブジェクトが領域外に出てしまうことがありま
す。
トラックに適したターゲットを選択できるようになるには、ある程度の時間がかかります。また、入念に計画
して実行したとしても、ターゲット領域が目的のターゲットからドリフトして離れていく場合があります。
ターゲット領域と検索領域の再調整、トラッキング設定の変更、トラッキングのやり直しなどは、自動トラッ
キングでは標準的な作業です。一度で完璧なトラッキングを行う必要はありません。ショットをセクション単
位でトラックする必要がある場合もあります。その場合、オブジェクトが変化して領域がドリフトする箇所で
ターゲット領域の位置を定義し直します。トラックしたいオブジェクトと同様の動きをする別のオブジェクト
にトラックするオブジェクトを変更することもできます。その場合、アタッチポイントのオフセットを使用し
てターゲットを配置します。
モーションをトラックすると、レイヤーパネルに各トラックポイントのモーションパスが表示され、ターゲッ
ト領域の中心の位置が示されます。他のモーションパスと同様に、レイヤーパネルでモーションパスのキーフ
レームを微調整できます。モーショントラッキングデータをターゲットに適用する前に手動で変更したい場合
にモーションパスを変更すると便利です。通常、完璧なトラッキングを行うよりも、モーショントラッカーに
よって作成されたモーションパスを手動で変更する方が簡単です。

モーションソースとモーションパス

A. ターゲット領域と検索領域の移動 B. キーフレームマーカー 
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ターゲット領域と検索領域を調整してドリフトを補正する
1. 適切にトラックされた最後のフレームに現在の時間インジケーターを移動します。

2. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ターゲット領域と検
索領域のみ（アタッチポイントは含まない）をドラッグして、位置を調整します。

3. 1 つのフレームのトラックを補正する場合は、手順 4 へ進みます。連続する複数フレーム
のトラックを補正する場合は、必要に応じてターゲット領域と検索領域を調整し、「分
析」をクリックします。トラッキングが正確かどうかを確認します。正確でなかった場合
は、ボタンをもう一度クリックしてトラッキングを中止し、ターゲット領域を調整して、
トラッキングをやり直します。

4. トラックに変更を加える必要がない場合は、「適用」をクリックして、ターゲットレイ
ヤーまたはエフェクトコントロールポイントにキーフレームを適用します。

トラッキング設定を変更してドリフトを補正する
1. 適切にトラックされた最後のフレームに現在の時間インジケーターを移動します。

2. トラッカーパネルで「オプション」をクリックします。

3. 必要に応じて、モーショントラックダイアログボックスの設定を変更します（モーション
トラッキングのオプションを参照）。

4. トラッカーパネルで、再生方向に分析ボタンまたは逆再生方向に分析ボタンをクリックし
ます。

5. トラッキングが正確かどうかを確認します。正確でなかった場合は、ボタンをもう一度ク
リックしてトラッキングを中止し、設定を調整して、トラッキングをやり直します。

6. トラックに変更を加える必要がない場合は、「適用」をクリックして、ターゲットレイ
ヤーまたはエフェクトコントロールポイントにキーフレームを適用します。

ワープスタビライザー VFX エフェクトを使用したモーションのスタビラ
イズ

ワープスタビライザーエフェクトを使用して、モーションをスタビライズできます。カメラの動きによって生
じる変位を除去することで、手持ち撮影によるぶれのあるショットをぶれのないスムーズなショットにトラン
スフォームします。ポイントトラッカーを使用したモーションのスタビライズについて詳しくは、モーション
のトラッキングとスタビライズを参照してください。
ワープスタビライザーエフェクトのビデオチュートリアル、詳細およびリソースについては、アドビ システ
ムズ社の Web サイトのこの記事を参照してください。

ワープスタビライザーエフェクトを使用したスタビライズ

ワープスタビライザーエフェクトを使用してモーションをスタビライズするには、次の操作を行います。

1. スタビライズするレイヤーを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

After Effects CC の場合：
エフェクト＆プリセットパネルで「ディストーション」を選択し、レイヤーにワープ
スタビライザー VFX を適用します。
タイムラインパネル内のフッテージアイテムを右クリックし、「ワープスタビライ
ザー VFX」を選択します。
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注意：

結果

滑らかさ

補間方法

レイヤーにエフェクトを追加すると、直ちにフッテージの分析がバックグラウンドで開始
されます。分析が開始されると、コンポジションパネルの 2 つのバナーの 1 つに分析中
であることが表示されます。分析が完了すると、もう 1 つのバナーにスタビライズ中で
あることを示すメッセージが表示されます。
これらの処理が行われている間も、フッテージを編集したりプロジェクトの他の場所で作
業を行うことができます。

ワープスタビライザー VFX／設定

分析する

初めてワープスタビライザーを適用する際には、このボタンを押す必要はありません。自動的に押された状態
になります。「分析」ボタンは、変更が行われるまでグレー表示になったままになります。レイヤーのインポ
イントまたはアウトポイントを調整するか、上流工程でレイヤーソースに変更を行うと、このボタンが再度有
効になります。このボタンをクリックして、フッテージを再分析します。

分析では、同じレイヤーに直接適用されるマスクまたはエフェクトは考慮されません。それらを分析
するには、それらをプリコンポーズして、上流のコンポジションに配置する必要があります。

キャンセル

処理中の分析をキャンセルします。分析中は、「キャンセル」ボタンの横にステータス情報が表示されます。

スタビライズ

スタビライズ設定により、スタビライズプロセスを調整できます。

フッテージの結果を制御します（「滑らかなモーション」または「モーションなし」）。
滑らかなモーション（初期設定）：元のカメラの動きを保持しつつ、滑らかにします。選
択した場合、カメラの動きをなめらかにする度合いを制御する「滑らかさ」が有効になり
ます。
モーションなし：ショットから、カメラのすべての動きの除去を試みます。選択した場
合、詳細セクションの「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」機能が無効になります。この
設定は、分析範囲全体にわたって、メインの被写体の少なくとも一部がフレーム内に残っ
ているフッテージで使用します。

カメラの元の動きのどの程度をスタビライズ対象にするかを選択します。値を小さくすると元のカ
メラの動きに近くなり、値を大きくするとなめらかになります。100％を超える値にすると、より多くの画像
領域が切り抜かれます。「結果」を「滑らかなモーション」に設定すると有効になります。

ワープスタビライザーでフッテージをスタビライズする際の非常に複雑な動作を指定します。
位置：位置データのみに基づいてトラッキングします。フッテージをスタビライズするた
めの最も基本的な方法です。
位置、スケール、回転：位置、スケール、および回転データに基づいてスタビライズしま
す。トラッキングする領域が十分にない場合、ワープスタビライザーによって前の種類で
ある「位置」が選択されます。
遠近：フレーム全体が効果的にコーナーピンされるスタビライズを使用します。トラッキ
ングする領域が十分にない場合、ワープスタビライザーによって前の種類である「位置、
スケール、回転」が選択されます。
サブスペースワープ（初期設定）：フレーム全体をスタビライズするためにフレームの
様々な部分に異なるワープを適用します。トラッキングする領域が十分にない場合、ワー
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スケールを保持

フレーム

注意：

自動スケール

追加スケール

詳細分析

ローリングシャッターリップル

プスタビライザーによって前の種類である「遠近」が選択されます。
特定のフレームで使用されている補間方法が、トラッキング精度に基づいてクリップの流
れで変わることがあります。
注意：場合によっては、「サブスペースワープ」によって不要なワープが追加されたり、
「遠近」によって不要なキーストーンが追加されることがあります。より単純な補間方法
を選択することでこれを防止できます。

（After Effects）有効にすると、ワープスタビライザーがスケール調整を行って前後のカメラ
の動きを調整しないようにします。

境界線   

境界線の設定は、スタビライズされるフッテージで境界（移動するエッジ）をどう扱うかを調整します。

スタビライズの結果でエッジがどのように表示されるかを制御します。次のいずれかに設定できま
す。
スタビライズのみ：移動するエッジを含めてフレーム全体を表示します。また、画像をス
タビライズするのにどの程度の処理が行われたかを示します。スタビライズのみを使用し
た場合、ほかの方法を使用してフッテージを切り抜くことができます。選択した場合、
「自動スケール」セクションと「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」プロパティが無効に
なります。
スタビライズ、切り抜き：スケールせずに移動するエッジを切り抜きます。「スタビライ
ズ、切り抜き」は、「スタビライズ、切り抜き、自動スケール」で「最大スケール」を
100％に設定した場合と同じ結果になります。このオプションを有効にすると、「自動ス
ケール」セクションは無効になりますが、「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」プロパ
ティは有効になります。
スタビライズ、切り抜き、自動スケール（初期設定）：移動するエッジを切り抜いて、画
像を拡大してフレームを埋め直します。自動スケールは、「自動スケール」セクションの
各種プロパティで制御できます。
スタビライズ、エッジを合成：移動するエッジによって作成される空のスペースを、前の
フレームおよび後のフレームの内容で埋めます（「詳細」セクションの「合成入力範囲」
によって制御）。このオプションでは、「自動スケール」セクションと「切り抜きを縮小
<-> より滑らかに」プロパティが無効になります。
フレームのエッジにカメラの動きとは関係ない動きがある場合、望ましくない処理結果が生じること

があります。

現在の自動スケール値が表示され、自動スケールの制限値を設定することができます。「自動
スケール」を有効にするには、フレームを「スタビライズ、切り抜き、自動スケール」に設定します。
最大スケール：クリップがスタビライズ用に拡大される際の最大値を制限します。
アクションセーフマージン：0 以外の場合、表示しない画像のエッジの周囲に境界が指定
され、自動スケールによって埋められないようになります。

クリップを拡大し、「トランスフォーム」の「スケール」プロパティを使用したスケール処理
と同じ結果が得られますが、画像の再サンプリングは行われません。

詳細

オンにすると、トラッキングする要素の検索が次の分析フェーズで実行されます。このオプション
を有効にした場合、結果のデータ（エフェクトの一部としてプロジェクトに保存されるデータ）のサイズが大
きくなり、処理速度が低下します。

スタビライザーは、スタビライズしたローリングシャッターフッテージに含
まれているリップルを自動的に削除します。初期設定は「自動リダクション」です。フッテージに大きなリッ
プルが含まれている場合は、「拡張リダクション」を使用してください。いずれかのメソッドを使用するに

322



切り抜きを縮小 <-> より滑らかに

合成入力範囲（秒）

合成エッジぼかし

合成エッジ切り抜き

対象

ターゲットレイヤー

トラックポイントを表示

トラックポイントのサイズ

自動削除ポイントの時間枠

警告バナーを隠す

は、「補間方法」を「サブスペースワープ」または「遠近」に設定します。

切り抜き中は、スタビライズした画像の上を移動する際の切り抜く長方形
のなめらかさとスケールの兼ね合いを調整できます。値を小さくするとなめらかになりますが、画像のより多
くの部分が表示されます。100％に設定した場合、「スタビライズのみ」オプションを選択して手動で切り抜
くのと同じ結果になります。

「スタビライズ、エッジを合成」フレームを使用している場合に、不足しているピクセ
ルを補うのに必要な合成処理の前後時間範囲を制御します。

合成された部分のぼかし量を選択します。「スタビライズ、エッジを合成」フレームを使
用している場合のみ有効になります。合成されたピクセルが元のフレームと合わさるエッジ部分をなめらかに
するには、ぼかしコントロールを使用します。

「スタビライズ、エッジを合成」フレームオプションを使用しているときに、ほかのフ
レームとの結合前に、各フレームのエッジをトリミングします。アナログビデオや低品質なレンズで生じる不
良なエッジを切り抜くには、切り抜きコントロールを使用します。初期設定では、すべてのエッジが 0 ピクセ
ルに設定されます。

エフェクトの対象を決定します。これは、スタビライズや、視覚的なエフェクト作業を行ったり、レイ
ヤーをぶれのあるシーンに合成するための一時的なスタビライズの対象です。次の中から対象を選びます。
「スタビライズ」 - 通常のスタビライズのデフォルトのオプション
「リバーシブルスタビライズ」と「リバーススタビライズ」 - エフェクトを領域に適用す
るには、これらのオプションを使用します。ワープスタビライザー VFX エフェクトの 2
つのインスタンス（片方は揺れるオブジェクトを固定するリバーシブルスタビライズ、も
う片方は揺れを挿入しなおすリバーススタビライズのある複製インスタンス）を使用し
て、リバーシブルスタビライズの後に適用する任意のエフェクトが元のシーン内に表示さ
れるようにします。
「モーションをターゲットに適用」と「オリジナルの上でターゲットにモーションを適
用」 - これらのオプションを使用してレイヤーを揺れる画面に合成し、スタビライズした
モーションを異なるレイヤーに適用します。

「モーションをターゲットに適用」や「オリジナルの上でターゲットにモーションを適
用」オプションを使用して、スタビライズしたモーションに適用するレイヤーを選択します。

トラックポイントを表示するかどうかを指定します。

表示されるトラックポイントのサイズを指定します。

コンポジションパネルでトラックポイントを削除すると、同じオブジェクトの対
応するトラックポイントがレイヤー上で別に削除されます。フレームごとにトラックポイントを手動で削除す
る必要はありません。

再分析する必要があることを示す警告バナーが表示されても、フッテージを再分析しない
場合に使用します。

ワープスタビライザーワークフローのヒント

1. ワープスタビライザー VFX を適用します。

2. ワープスタビライザーエフェクトがフッテージを分析しているときに、設定を調整した
り、プロジェクトの異なる部分で作業をおこなうことができます。

3. カメラのすべての動きを完全に除去するには、スタビライズ／結果／モーションなしを選
択します。元のカメラの動きの一部をショットに含めるには、スタビライズ／結果／滑ら
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かなモーションを選択します。

4. 結果が良好であれば、スタビライズはこれで完了です。良好でない場合は、次のいずれか
1 つまたは複数の手順に従います。

フッテージのワープや歪みが激しすぎる場合は、「補間方法」を「位置、スケール、
回転」に変更します。
不定期のリップル歪みがあり、ローリングシャッターカメラで撮影されたフッテージ
の場合は、詳細／ローリングシャッターリップルを「拡張リダクション」に設定しま
す。
詳細／詳細分析を確認してください。

5. 必要以上に切り抜かれてしまった場合は、「滑らかさ」または「切り抜きを縮小 <-> よ
り滑らかに」の値を小さくします。「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」では再スタビ
ライズフェーズを必要としないため、こちらの方が応答性に優れています。

6. スタビライザーが実際に行っている処理を感覚的に捉えたい場合は、「フレーム」を「ス
タビライズのみ」に設定します。

「フレーム」をいずれかの切り抜きオプションに設定して、極端に切り抜きされた場合、「過剰な切り抜きを
防ぐには、フレームを「スタビライズのみ」に設定するか、その他のパラメーターを調整します。」という赤
いバナーが表示されます。この場合は、「フレーム」を「スタビライズのみ」または「スタビライズ、エッジ
を合成」に設定します。または、「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」あるいは「滑らかさ」の値を小さくし
ます。満足する結果が得られた場合は、「警告バナーを隠す」オプションを有効にします。
エクスプレッションの基本
ワークエリア
レイヤーをスケールまたは反転する
モーションパス
3D カメラの移動のトラッキング | CC、CS6
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3D カメラの移動のトラッキング

ページの先頭へ

3D カメラトラッカーエフェクト
3D カメラトラッカーエフェクトのグリッドと原点
自動削除ポイントの時間枠
3D アプリケーションへの 3D カメラトラッカーデータの書き出し

3D カメラトラッカーエフェクト

3D カメラトラッカーエフェクトは、ビデオシーケンスを分析し、カメラモーションと 3D シーンデータを抽
出します。3D カメラモーションにより、2D フッテージに 3D 要素を正確に合成できます。

ワープスタビライザーと同様に、3D カメラトラッカーエフェクトは、バックグラウンドプロセスを使用し
て、分析を実行します。分析が行われている間、自由に設定を調整したり、プロジェクトの別の部分を操
作したりできます。

3D カメラトラッカーエフェクトについて詳しくは、Learn by Video の Angie Taylor によるこのビデオチュー
トリアルを参照してください。

フッテージの分析とカメラモーションの抽出

1. フッテージレイヤーを選択して、次のいずれかを実行します。
a. アニメーション／3D カメラを選択するか、またはレイヤーコンテキストメニューか
ら「3D カメラ」を選択します。

b. エフェクト／遠近／3D カメラトラッカーを選択します。
c. トラッカーパネルで、3D カメラトラックボタンをクリックします。

3D カメラトラッカーエフェクトが適用されます。分析および解決フェーズはバック
グラウンドで実行され、ステータスがフッテージの「キャンセル」ボタンの横にバ
ナーとして表示されます。

2. 必要に応じて、設定を調整します。
3D 解決済みトラックポイントが小さな色付きの x で表示されます。これらのトラックポイントを使用して、
内容をシーンに配置できます。

3D カメラ トラッカー エフェクトを使用するカメラ トラッキングでは、同時に複数のレイヤーを選択でき
ます。

解決済みのカメラを含む内容をシーンにアタッチする

1. エフェクトを選択して、アタッチポイントとして使用するトラックポイントまたは複数の
トラックポイントを選択します（最適な平面の定義）。

a. 平面を定義できる 3 つの隣接する未選択のトラックポイント間の上にマウスポイン
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注意：

ターを置くと、半透明の三角形がポイント間に表示されます。赤いターゲットが表示
され、3D 空間での平面の方向が示されます。

b. 複数のトラックポイントを囲む範囲選択ボックスを描画し、それらを選択します。
2. 選択対象またはターゲットの上で右クリックし、作成する内容の種類を選択します。次の
種類を作成できます。
テキスト
平面
ターゲットの中心のヌルレイヤー
選択された各ポイントのテキスト、平面、またはヌルレイヤー
コンテキストメニューの「シャドウキャッチャーを作成」コマンドを使用することに
よる、作成した内容の「シャドウキャッチャー」レイヤー（シャドウのみを受け入れ
る平面）

シャドウキャッチャーレイヤーはライトが存在しない場合、ライトも作成します。

複数のレイヤーを作成すると、それぞれに一意の番号付けされた名前が付けられます。複数のテキストレ
イヤーを作成すると、ポイントデュレーションに一致するように、インポイントとアウトポイントがトリ
ムされます。

ターゲットを移動して内容を別の場所にアタッチする

内容を別の場所にアタッチできるように、ターゲットを移動するには、次を実行します。
1. ターゲットの中心の上にマウスポインターがあると、ターゲットを移動するための「移
動」カーソルが表示されます。

2. ターゲットの中心を目的の場所にドラッグします。
目的の場所で、コンテキストメニューのコマンドを使用して、内容をアタッチできます。

ターゲットのサイズが小さすぎるか、大きすぎて見えない場合、それらのサイズを変更して、平面を表示
できるようにします。ターゲットサイズは、コンテキストメニューコマンドを使用して作成されるテキス
トおよび平面レイヤーのデフォルトのサイズも制御します。

ターゲットのサイズを変更する

ターゲットのサイズを変更するには、次のいずれかの操作を行います。
ターゲットサイズプロパティを調整します。
ターゲットの中心からドラッグするときに、Alt キーを押しながらクリックする
（Windows）か、または Option キーを押しながらクリックします（Mac OS）。ターゲッ
トの中心の上で、水平方向の矢印のあるカーソルを使用してターゲットのサイズを変更で
きます。

トラックポイントを選択または選択解除する

トラックポイントを選択するには、次のいずれかの操作を行います。
トラックポイントをクリックします。
3 つの隣接したトラックポイントの間をクリックします。
複数のポイントを囲む範囲選択ボックスをドラッグします。
Shift キーを押しながらクリックするか、Shift キーを押しながら、トラックポイントを囲
む範囲選択ボックスを描画して、複数のトラックポイントを現在の選択に追加します。

トラックポイントの選択を解除するには、次のいずれかの操作を行います。
選択されたトラックポイントを、Alt キーを押しながらクリックする（Windows）か、ま
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分析／キャンセル

ショットのタイプ

水平画角

トラックポイントを表示

トラックポイントをレンダリング

注意：

たは Option キーを押しながらクリックします（Mac OS）。
トラックポイントの外側をクリックします。

オブジェクトを移動すると、3D カメラトラッカーエフェクトが混乱することがあります。変位のため、移
動すると、カメラに近い固定オブジェクトのポイントが変換されることがあります。カメラを解決できる
ようにするには、正しくないポイントや不要なポイントを削除します。

不要なトラックポイントを削除する

不要なトラックポイントを削除するには、次の操作を行います。
1. トラックポイントを選択します。
2. Delete キーを押すか、コンテキストメニューから「選択したポイントを削除」を選択し
ます。

不要なトラックポイントを削除すると、カメラが解決されます。バックグラウンドで解決の実行中に、追加の
ポイントを削除できます。3D ポイントを削除すると、対応する 2D ポイントも削除されます。

「シャドウキャッチャー」レイヤーを作成する

エフェクトのリアルなシャドウを作成するために使用する「シャドウキャッチャー」レイヤーを簡単に作成で
きます。シャドウキャッチャーレイヤーは、フッテージと同じサイズの白い平面ですが、シャドウのみを受け
付けるように設定されています。
シャドウキャッチャーレイヤーを作成するには、コンテキストメニューの「シャドウキャッチャー、カメラお
よびライトを作成」コマンドを使用します。
必要に応じて、シャドウが希望通りに表示されるように、シャドウキャッチャーレイヤーの位置とスケールを
調整します。このコマンドは、コンポジションに存在しない場合に、影付きライト（スイッチを入れて、影を
落とすライト）も作成します。

3D カメラトラッカーのエフェクトコントロール

エフェクトには次のコントロールと設定があります。

フッテージのバックグラウンド分析を開始または停止します。分析中、ステータスがフッ
テージの「キャンセル」ボタンの横にバナーとして表示されます。

フッテージが固定の水平画角、可変ズーム、または特定の水平画角のいずれでキャプチャ
されたかどうかを指定します。この設定を変更したら、解決が必要です。

解決時に使用される水平画角を指定します。「ショットのタイプ」が「画角を指定」に設定されて
いる場合にのみ有効です。

遠近のヒントによって 3D ポイント（3D 解決）またはフィーチャートラックによっ
てキャプチャされた 2D ポイント（2D ソース）として、検出されたフィーチャーを識別します。

トラックポイントをエフェクトの一部としてレンダリングするかどうかを
制御します。

「トラックポイントをレンダリング」が選択されていない場合でも、エフェクトを選択すると、ト
ラックポイントが常に表示されます。有効にすると、ポイントがイメージ内に表示され、プレビュー時に表示
できます。
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トラックポイントのサイズ

カメラを作成

詳細コントロール

ページの先頭へ

注意：

トラックポイントの表示サイズを変更します。

3D カメラを作成します。コンテキストメニューから、テキスト、平面、ヌルレイヤーを作成す
ると、カメラが自動的に追加されます。

3D カメラトラッカーエフェクトの詳細コントロール
補間方法を解決：カメラの解決に役立つシーンに関するヒントを提供します。次を実行し
て、カメラを解決します。
自動検出：シーンの種類を自動的に検出します。
標準：純粋な回転でなく、ほぼフラットなシーンでもないものとしてシーンを指定し
ます。
ほぼフラットなシーン：シーンをほぼフラットまたは平面として指定します。
三脚パン：純粋な回転としてシーンを指定します。

使用する方法：「解決方法」が「自動検出」に設定されている場合、実際に使われる解決
方法が表示されます。
平均エラー：元の 2D ソースポイントと、3D 解決済みポイントのソースフッテージの 2D
平面への再投影との平均距離をピクセル単位で表示します。トラック／解決が完全だった
場合、このエラーは 0 になり、2D ソースと 3D 解決トラックポイントを切り替えた場合
に、目に見える違いはありません。この値を使用して、ポイントの削除、解決方法の変
更、他の変更を行った場合に、この値が小さくなったら、トラックが改善されたことがわ
かります。
詳細分析：オンにした場合、次の分析フェーズでトラックする要素を見つける特別な作業
を行います。このオプションを有効にした場合、結果のデータ（エフェクトの一部として
プロジェクトに保存されるデータ）のサイズが大きくなり、処理速度が低下します。
自動削除ポイントの時間枠 ：新しい「自動削除ポイントの時間枠」オプションを使用する
と、コンポジションパネルでトラックポイントを削除する際に、対応するトラックポイン
ト（同じターゲット領域やオブジェクトのトラックポイントなど） がレイヤー上で別に削
除されます。トラックの品質を向上させるためにフレームごとにトラックポイントを削除
する必要はありません。例えば、カメラが撮影中にどのような動きをしていたかの定義に
人物のモーションを考慮するべきではない場合に、その人物がシーンを通り抜ける時のト
ラックポイントを削除できます。
警告バナーを隠す：再分析する必要があることを示す警告バナーが表示されても、フッ
テージを再分析しない場合に使用します。

3D カメラトラッカーエフェクトのグリッドと原点

グリッド（参照グリッド）と原点を、例えば 3D カメラトラッカーエフェクト内の座標系の（0,0,0）ポイントに
定義できます。

1. 3D カメラトラッカーエフェクトを使用してシーンを分析します。
2. トラッキングポイントのセットを選択します。この操作によってターゲットが表示される
ようになり、選択したトラッキングポイントで定義された平面を表示します。

3. 必要に応じて、平面に沿ってターゲットを再配置するために、中心でターゲットをドラッ
グして原点にする場所に中心を配置します。

4. ターゲットを右クリック（Windows）または Control を押しながらクリック（Mac OS）
して、「グリッドと原点を設定」を選択します。

この操作の結果は表示されませんが、参照グリッドおよび座標系の原点がこのシーンに保存されます。この3D
カメラトラッカーエフェクトのインスタンス内から作成するアイテムは、このグリッドと原点を使用して作成
されます。

グリッドと原点を設定を再び選択すると、別のグリッドと原点を使用して既に作成されているオブ
ジェクトは、新しいグリッドと原点を使用して更新するべきではないという警告が表示されます。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

自動削除ポイントの時間枠

エフェクトのプロパティの「詳細」セクションには、「自動削除ポイントの時間枠」という新しいオプションが
あります。
このオプションがオンになっている場合、コンポジションパネルでトラックポイントを削除する際に、対応す
るトラックポイント（同じターゲット領域やオブジェクト上のトラックポイントなど）がレイヤー上で別に削
除されます。そのため、トラックの品質を向上させるためにフレームごとにトラックポイントを削除する必要
はありません。例えば、カメラが撮影中にどのような動きをしていたかの定義に人物のモーションを考慮する
べきではない場合に、その人物がシーンを通り抜ける時のトラックポイントを削除できます。この方法は 2D
ソースと 3D 解決トラックポイントで使用できます。
選択したトラックポイントは、Delete キーを使用するか、またはコンテキストクリックで選択したポイントを
削除を選択して削除できます。

新機能の「自動削除ポイントの時間枠」を使用する場合、カメラを決定する際に 3D カメラトラッ
カーエフェクトがイメージの特定の一部を考慮に入れないようにするために、代わりにレイヤーのアルファ
チャンネルをさらに定義することもできます。

3D アプリケーションへの 3D カメラトラッカーデータの書き出し

Maxon Cinema 4D などのアプリケーションを使用して、3D カメラトラッカーのデータを 3D アプリケーショ
ンに書き出すことができます。
次の操作を実行します。

1. ファイル／書き出し／MAXON Cinema 4D Exporter を選択します。

2. テキスト書き出しダイアログボックスが開いたら、「押し出し」または「テキスト」オプ
ションを選択します。

MAXON Cinema 4D Exporter への書き出し

3. ファイル名を入力して「保存」をクリックします。

4. 3D アプリケーションでファイルを開きます。
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速度

ページの先頭へ

キーフレーム間で速度を制御する
速度グラフを使用しないでキーフレーム間の速度を制御する
速度グラフについて
速度グラフを使用して速度を制御する
バウンスまたはピークの作成
変化を徐々に開始または停止する
隣接するキーフレームへの方向ハンドルの影響の調整
数値を指定して速度を変更する
自動的に速度をゆるめる
ロービングキーフレームでスムーズなモーションを作成する
ロービングキーフレームのロービングを解除する
指数スケールを使用してスケーリング速度を変更する

キーフレーム間で速度を制御する

グラフエディターでプロパティをアニメートするとき、速度グラフでプロパティの変更の速度を表示および調
整できます。コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでモーションパスの空間プロパティの速度を調整す
ることもできます。
コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでは、モーションパスの点の間隔が速度を表します。各点は、コ
ンポジションのフレームレートに基づいて、フレームを表します。点の間隔が均一である場合、速度が一定で
あることを表し、間隔が大きくなっている場合、速度が上がっていることを表します。停止補間が適用されて
いるキーフレームでは、キーフレーム値の中間トランジションがないので点は表示されず、レイヤーは次の
キーフレームが指定する位置で表示されます（モーションパスを参照）。

コンポジションパネル内のモーションパス（上）とグラフエディターの速度グラフ（下）

A. 点の間隔が狭いので遅い速度を表し（上）、速度は一定となっています（下）。 B. 点の間隔が広いので速
い速度を表し（上）、速度は一定となっています（下）。 C. 点の間隔が一定でないので速度が変化している
ことを表し（上）、速度は下がってから上がっています（下）。 
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キーフレームの補間について詳しくは、キーフレームの補間法を参照してください。
プロパティの値が変化する速度には次の要因が影響します。

タイムラインパネルのキーフレーム間の時間差。キーフレーム間の時間間隔が短いほど、
レイヤーはすばやく変化して次のキーフレーム値に到達する必要があります。間隔が長い
と、レイヤーの変化はゆっくりになります。より長い時間をかけて変化する必要があるか
らです。キーフレームをタイムラインに沿って前後に動かすと、その距離を使用して変化
率を調整できます。
隣り合ったキーフレーム値の差。不透明度が 75％と 20％というようなキーフレーム値の
大きな差は、30％と 20％というような小さな差に比べて、変化率が速くなります。キー
フレームでレイヤープロパティ値を増加または減少させることによって、値の差による変
化率の調整を行うことができます。
キーフレームに適用されている補間法の種類。例えば、キーフレームがリニア補間に設定
されていると、キーフレーム内の値をスムーズに変化させることは困難ですが、いつでも
ベジェ補間に切り替えてスムーズな変化を実現できます。ベジェ補間を使用する場合は、
方向ハンドルを使用して変化率をさらに高い精度で調整できます。

リニア補間（上）は急激な変化、ベジェ補間（下）はスムーズな変化を生成します。

速度グラフを使用しないでキーフレーム間の速度を制御する

コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、モーションパス上の 2 のキーフレームの
空間距離を調整します。一方のキーフレーム位置をもう一方のキーフレームから離すと速
度が上がり、近づけると速度が下がります。
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キーフレーム間の空間距離を増やすとレイヤーの速度が上がります。

レイヤーバーモードまたはグラフエディターで、2 つのキーフレーム間の時間差を調整し
ます。一方のキーフレーム位置をもう一方のキーフレームから離すと速度が上がり、近づ
けると速度が下がります。

キーフレーム間の時間距離を短くするとレイヤーの速度が上がります。

モーションがキーフレームに近づいたり離れたりするときの変化の速度を自動調整する
イージーイーズキーフレーム補助を適用します。

速度グラフについて

グラフエディターで速度グラフを使用すると、時間の経過に伴う変化を微調整できます。速度グラフには、コ
ンポジションの任意のフレームでのすべての空間値と時間値に対応する値や変化率に関する情報と制御機能が
用意されています。
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注意：

速度グラフでは、グラフの高さが速度の変化を表します。水平な値は速度が一定であることを表し、高くなっ
ている値は速度が上がっていることを表します。
速度グラフを表示するには、グラフの種類とオプションを選択ボタン  で「速度グラフを編集」を選択しま
す。

速度グラフの制御

A. 現在の時間インジケーター位置での値 B. 速度グラフ C. 方向ハンドル（速度を制御） 

速度グラフの傾きを調整して、キーフレーム間の値変化の速さを制御できます。キーフレームに近づくときと
離れるときの値を一緒に制御したり、それぞれの値を個別に制御したりできます。入ってくるときのハンドル
は、上にドラッグすると速度が上がり、下にドラッグすると下がります。出ていくときのハンドルは、次の
キーフレームに同じような影響を与えます。ハンドルを左または右にドラッグして、速度の影響を制御するこ
ともできます。

速度グラフの方向ハンドル

A. 入ってくるときの方向ハンドル B. 速度制御 C. 出ていくときの方向ハンドル 

ハンドルが複数のキーフレームに影響を与えるようにする場合は、ロービングキーフレームを使用し
ます。

速度グラフを使用して速度を制御する
1. タイムラインパネルで、調整するキーフレームのアウトラインを開きます。

2. グラフエディターボタンをクリックし、グラフの種類とオプションを選択メニューで「速
度グラフを編集」を選択します。

3. 選択ツールを使用して、調整するキーフレームをクリックします。

4. （オプション）次のいずれかの操作を行います。

入ってくるときと出ていくときの方向ハンドルを分割するには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、方向ハンドルをドラッグ
します。
方向ハンドルを結合するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）
を押しながら、分割された方向ハンドルを上または下にドラッグしてもう一方のハン
ドルに合わせます。

5. 次のいずれかの操作を行います。

結合されている方向ハンドルの付いたキーフレームを上にドラッグすると、キーフ
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注意：

レームに入るときと出るときに加速し、下にドラッグすると入るときと出るときに減
速します。
分割された方向ハンドルを上にドラッグすると、キーフレームに入るときと出るとき
に加速し、下にドラッグすると入るときと出るときに減速します。
キーフレームへの影響を大きくするには、方向ハンドルをキーフレームの中央から離
すようにドラッグし、キーフレームへの影響を小さくするには、方向ハンドルをキー
フレームの中央に向かってドラッグします。

グラフの高さを自動ズーム  をオンにした状態でグラフエディターの一番上ま
たは一番下を越えて方向ハンドルをドラッグすると、初期設定では、グラフの外側にはみ
出した部分に基づいて新しい最小値または最大値が計算され、レイヤープロパティに指定
したすべての値がグラフ内に表示されるようにグラフが再描画されます。

バウンスまたはピークの作成

方向ハンドルを使用して、ボールがバウンドするときに見られるような加速状態をシミュレートできます。こ
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注意：

4. 調整するキーフレームで、方向ハンドルをグラフの最下部近くまでドラッグします。

5. キーフレームの両端にある方向ハンドルのいずれか一方を中心に向かってドラッグしま
す。

方向ハンドルをドラッグしてゆるやかな変化を作成します。

隣接するキーフレームへの方向ハンドルの影響の調整

加減速のレベル制御だけでなく、キーフレームの影響を隣り合うキーフレームを基準にして外向きまたは内向
きに拡大することもできます。影響の度合いによって、速度グラフがキーフレームに設定された値に到達する
までの速さが決まるので、グラフの形状をさらに細かく制御することができます。方向ハンドルを隣接する
キーフレームに向かってドラッグすると、キーフレーム値の隣接するキーフレームへの影響が大きくなり、ハ
ンドルが付いたキーフレームの中心に向かってドラッグすると、隣接するキーフレームへの影響が小さくなり
ます。

1. タイムラインパネルで、調整するキーフレームのアウトラインを開きます。

2. グラフエディターボタンをクリックし、そのプロパティの速度グラフを表示します。

3. 選択ツールを使用して、キーフレームをクリックし、方向ハンドルを左または右へドラッ
グします。

数値を指定して速度を変更する

速度グラフでキーフレームをドラッグする方法よりも高い精度で速度を指定する必要がある場合があります。
そのような場合は、キーフレーム速度ダイアログボックスで数値を入力して速度を指定します。
ダイアログボックスで使用できるオプションと単位は、編集するレイヤープロパティやプラグインによって異
なります。

1. 調整するキーフレームの速度グラフを表示します。

2. 編集するキーフレームを選択して、アニメーション／ キーフレーム速度を選択します。

3. 入る速度と出る速度の値を入力します。

4. 影響の値を入力して、前のキーフレーム（入ってくるときの補間）または次のキーフレー
ム（出ていくときの補間）への影響の度合いを指定します。

5. 入る速度と出る速度を同じ値に保つことによってトランジションをスムーズにするには、
「続行」を選択します。

初期設定では、値の編集時に、現在のスケールまたはマスクの境界線をぼかす値の縦横比が維持され
ます。縦横比を維持しない場合は、タイムラインパネルでプロパティ値の横にあるリンクアイコンをクリック
して、アイコンを削除します。
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ページの先頭へ

自動的に速度をゆるめる

方向ハンドルをドラッグして手動でキーフレームの速度を調整することもできますが、イージーイーズを使用
すると作業を自動化できます。
イージーイーズを適用すると、各キーフレームの速度値は 0 になり、キーフレームの両端に対する影響はそれ
ぞれ 33.33％になります。例えば、オブジェクトの速度をゆるめる場合、オブジェクトがキーフレームに近づ
くにつれて遅くなり、離れるにつれて徐々に速くなります。キーフレームに入る速度と出る速度のいずれか一
方または両方をゆるめることができます。

1. グラフエディターまたはレイヤーバーモードで、キーフレームの範囲を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

アニメーション／キーフレーム補助を選択し、「イージーイーズ」（選択されたキー
フレームに入る速度と出る速度の両方をゆるめる）、「イージーイーズイン」（選択
されたキーフレームに入る速度をゆるめる）または「イージーイーズアウト」（選択
されたキーフレームから出る速度をゆるめる）を選択します。
グラフエディターの下部にある「イージーイーズ」ボタン 、「イージーイーズイ
ン」ボタン 、「イージーイーズアウト」ボタン  のいずれか 1 つをクリックしま
す。

ロービングキーフレームでスムーズなモーションを作成する

ロービングキーフレームを使用すると、複数のキーフレームにまたがるスムーズなモーションを一度で簡単に
作成できます。ロービングキーフレームは、特定の時間にはリンクされず、隣り合うキーフレームによって速
度とタイミングが決まります。モーションパス上でロービングキーフレームと隣り合っているキーフレームの
位置を変更すると、ロービングキーフレームのタイミングも変更される場合があります。
ロービングキーフレームは、位置、アンカーポイント、エフェクトコントロールポイントなどの空間レイヤー
プロパティにのみ使用できます。また、ロービングできるのは、レイヤーの最初または最後のキーフレーム以
外のキーフレームです。これは、ロービングキーフレームは前のキーフレームと次のキーフレームからスピー
ドを補間するためです。

オリジナルのモーションパス（上）は、キーフレーム間で速度が異なることを示します。キーフレームにロー
ビングを設定すると（下）、モーションパスにはその範囲のキーフレームにわたって一定の速度が表示されま
す。

1. レイヤーバーモードまたはグラフエディターで、スムージングするモーションのキーフ
レームを設定します。

2. スムージングする範囲の開始キーフレームと終了キーフレームを指定します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

開始キーフレームと終了キーフレームを除く、範囲内のすべてのキーフレームで、
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ページの先頭へ

注意：

キーフレームメニュー  の「時間ロービング」を選択します。
ロービングするキーフレームを選択し、アニメーション／ キーフレーム補間法を選択
します。次に、ロービングポップアップメニューから「時間ロービング」を選択しま
す。

中間キーフレームは、タイムライン上の位置を調整して、開始キーフレームと終了キーフレーム間のスピード
カーブをスムーズにします。

ロービングキーフレームのロービングを解除する

キーフレームメニューで「時間ロービング」オプションを選択解除するか、ロービング
キーフレームを左または右にドラッグします。
変更するキーフレームを選択して、アニメーション／ キーフレーム補間法を選択します。
次に、ロービングポップアップメニューから「時間固定」を選択します。

指数スケールを使用してスケーリング速度を変更する

2D レイヤーで作業するときに指数スケールを使用すると、レイヤーのリニアスケールを指数スケールに変換
して、ズームレンズのリアルな加速エフェクトをシミュレートできます。指数スケールは、例えば、コズミッ
クズームを作成する場合に便利です。レンズを使用した光学的なズームはリニアではありません。スケールの
変化率は、ズームインに伴って大きくなります。

1. レイヤーバーモードまたはグラフエディターで、Shift キーを押しながら、「スケール」
プロパティの開始キーフレームと終了キーフレームを選択します。

2. アニメーション／キーフレーム補助／指数スケールを選択します。

指数スケールは、選択した開始キーフレームと終了キーフレーム間にあるすべてのキーフレームを置
き換えます。

以下も参照してください
グラフエディター
アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて
グラフエディターでベジェ方向ハンドルを変更する
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時間伸縮とタイムリマップ

ページの先頭へ

レイヤーの時間伸縮
レイヤーの再生方向を反転する
レイヤーの再生順序を反転せずにキーフレームを反転する
タイムリマップ
フレームブレンド

時間伸縮、時間リマップおよび「タイムワープ」エフェクトはどれも、遅いモーション、速いモーション、固
定されたフレーム、その他の時間調整を作成するのに役立ちます。
タイムワープエフェクトについて詳しくは、タイムワープエフェクトを参照してください。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、時間伸縮、タイムリマップおよびフレームブレンドに関
するビデオチュートリアルを公開しています。

レイヤーの時間伸縮

レイヤー全体を同じ比率で加減速することを、時間伸縮といいます。レイヤーを時間伸縮する場合、フッテー
ジ内のオーディオと元のフレーム（およびレイヤーに含まれるすべてのキーフレーム）が、新しいデュレー
ションに合わせて再配分されます。このコマンドは、レイヤーとすべてのレイヤーキーフレームのデュレー
ションを変更する場合にのみ使用します。

レイヤーを時間伸縮すると、キーフレームが新しいデュレーションに合わせて再配分されます。

レイヤーを時間伸縮してフレームレートが元のフレームレートから大きく変化した場合、レイヤーのモーショ
ン画質に影響することがあります。レイヤーにタイムリマップを適用するときに最良の結果を得るには、「タ
イムワープ」エフェクトを使用します。

特定の時刻からレイヤーを時間伸縮する
1. タイムラインパネルまたはコンポジションパネルで、レイヤーを選択します。

2. レイヤー／時間／時間伸縮を選択します。
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レイヤーインポイント

現在のフレーム

レイヤーアウトポイント

ページの先頭へ

3. レイヤーの新しいデュレーションを入力するか、伸縮比率を入力します。

4. レイヤーの時間伸縮を開始する時点を指定するには、「基準にする時点」オプションのい
ずれかをクリックして、「OK」をクリックします。

レイヤーの現在の開始時間を基準にします。レイヤーを時間伸縮
するには、アウトポイントを移動します。

レイヤーの現在の時間インジケーターの位置（およびコンポジションパ
ネルに表示されているフレーム）を基準にします。レイヤーを時間伸縮するには、インポ
イントとアウトポイントを移動します。

レイヤーの現在の終了時間を基準にします。レイヤーを時間伸
縮するには、インポイントを移動します。

特定の時刻にレイヤーを時間伸縮する
1. タイムラインパネルで、レイヤーを開始または終了するフレームに現在の時間インジケー
ターを移動します。

2. タイムラインパネルメニューから列を表示／インと列を表示／アウトを選択して、イン列
およびアウト列を表示します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

インポイントを現在の時刻に伸縮するには、Ctrl キー（Windows）または Command
キー（Mac OS）を押しながら、イン列内の、レイヤーのイン時間をクリックしま
す。
アウトポイントを現在の時刻に伸縮するには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながら、アウト列内の、レイヤーのアウト時間を
クリックします。

キーフレームを伸縮せずにレイヤーを時間伸縮する

レイヤーを時間伸縮すると、初期設定では、レイヤーのキーフレーム位置も一緒に伸縮されます。キーフレー
ムをカット＆ペーストすると、キーフレーム位置の伸縮を回避できます。

1. 最初のキーフレームが表示されている時刻を書き留めます（コンポジションマーカーを追
加して、時刻にマーク付けすることをお勧めします）。

2. タイムラインパネルで、同じ時刻に保持するキーフレームを含む 1 つまたは複数のレイ
ヤープロパティの名前をクリックします。

3. 編集／カットを選択します。

4. レイヤーを新しいインポイントとアウトポイントの位置に移動または伸縮します。

5. キーフレームをカットする前に最初のキーフレームが表示されていた時刻に、現在の時間
インジケーターを移動します。

6. 編集／ペーストを選択します。

レイヤーの再生方向を反転する

レイヤーの再生方向を反転すると、選択したレイヤーのすべてのプロパティのすべてのキーフレームの順序も
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注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

反転します。レイヤー自体は、コンポジションに対して元のインポイントとアウトポイントを維持します。

最高の結果を得るには、レイヤーをプリコンポーズし、プリコンポーズ内でレイヤーを反転します。
このプロセスについて詳しくは、プリコンポーズとネスト化についてを参照）。

1. タイムラインパネルで、反転するレイヤーを選択します。

2. レイヤー／時間／時間反転レイヤーを選択するか、Ctrl+Alt+R（Windows）または
Commandキー+Option+R（Mac OS）を押します。

レイヤーの再生順序を反転せずにキーフレームを反転する

複数のレイヤーとプロパティにまたがるキーフレームを選択して反転することもできますが、プロパティの一
連のキーフレームは、選択された他のプロパティの時間範囲ではなく、そのプロパティの元の時間範囲内での
み反転されます。タイムラインパネルのマーカーは反転されないので、キーフレームを反転した後にマーカー
を移動することが必要になる場合があります。

1. タイムラインパネルで、反転するキーフレームの範囲を選択します。

2. アニメーション／キーフレーム補助／時間反転キーフレームを選択します。

タイムリマップ

タイムリマップの概要

タイムリマップと呼ばれるプロセスを使用して、レイヤーのデュレーションの一部の拡大、圧縮、逆方向再生
または停止を行うことができます。例えば、歩いている人のフッテージを使用する場合は、前に歩いている人
のフッテージを再生し、いくつかのフレームを逆方向に再生して人の動きを戻してから正方向に再生して再び
前に歩く動作を表示できますタイムリマップは、遅いモーション、速いモーションおよび反転モーションを組
み合わせるのに便利です。
「タイムワープ」エフェクトも機能が似ており、フレームブレンドの一部の要素をより詳細に制御できます
が、エフェクトとして適用するので制限が多くなっています。

非タイムリマップフッテージからのフレームは、一方向に一定の速度で表示されます。

タイムリマップを行うと、レイヤー内のフレーム範囲の時間が歪曲されます。
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オーディオとビデオを含むレイヤーにタイムリマップを適用すると、オーディオとビデオの同期が保持されま
す。オーディオファイルをリマップして、ピッチを徐々に増減したり、オーディオを逆方向に再生したり、震
音やスクラッチサウンドを作成したりすることもできます。静止画レイヤーはリマップできません。
タイムリマップは、レイヤーパネルまたはグラフエディターで実行できます。一方のパネルでビデオをリマッ
プすると、両方のパネルに結果が表示されます。各パネルでは、以下のようにレイヤーのデュレーションを異
なる形式で表示します。

レイヤーパネルには、変更するフレームの視覚的な参照とフレーム番号が表示されます。
パネルには現在の時間インジケーターとタイムリマップマーカーが表示され、これらの
マーカーを移動して現在の時刻に再生するフレームを選択します。

タイムリマップを実行するレイヤーパネル

グラフエディターでは、キーフレームと、他のレイヤープロパティで表示されるようなグ
ラフで変化をマークして、時間の経過に応じて指定された変化を表示します。

タイムリマップグラフ

グラフエディターでタイムリマップを実行するときは、タイムリマップグラフに表示される以下の値を使用し
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注意：

て、ムービーのどのフレームをどの時点で再生するかを判断し、制御します。タイムリマップキーフレームご
とに関連付けられている時間の値があり、レイヤーの特定のフレームに対応しています。この値は、タイムリ
マップグラフで垂直方向に表示されます。レイヤーでタイムリマップを有効にすると、レイヤーの開始ポイン
トと終了ポイントにタイムリマップキーフレームが追加されます。このようにして追加された最初のタイムリ
マップキーフレームには、タイムライン上の水平位置と等しい時間の値が垂直方向に表示されます。
タイムリマップキーフレームを追加することによって、複雑なモーション結果を作成できます。タイムリマッ
プキーフレームを追加するたびに、別のポイントを作成し、再生速度やデュレーションを変更することができ
ます。キーフレームを値グラフで上下に移動して、現在の時刻に再生するように設定するビデオのフレームを
調整します。次に中間のフレームが補間され、そのポイントから次のタイムリマップキーフレームに、フッ
テージが正方向または逆方向に再生されます。値グラフは、左から右へ進み、右上がりの場合は正方向、右下
がりの場合は逆方向に再生されることを示します。グラフの上下する量は、再生速度に対応しています。
同様に、「タイムリマップ」プロパティ名の隣に表示される値は、現在の時間に再生するフレームを示しま
す。値グラフのマーカーを上下にドラッグすると、それに応じて値が変わり、必要に応じてタイムリマップ
キーフレームが設定されます。この値をクリックして新しい値を入力するか、値をドラッグして調整できま
す。
タイムリマップを行うとレイヤーの一部が元のレートで再生されなくなるので、ソースフッテージの元のデュ
レーションは無効になる場合があります。必要に応じて、レイヤーの新しいデュレーションを設定してから、
タイムリマップを実行してください。
他のレイヤープロパティでも同様に、値グラフまたは速度グラフとして、タイムリマップグラフの値を表示で
きます。
タイムリマップを実行してフレームレートが元のレートに比べて大幅に変更されると、レイヤーのモーション
画質に影響することがあります。フレームブレンドを適用すると、遅いモーションまたは速いモーションのタ
イムリマップを改善できます。

情報パネルに表示される情報を使用して、タイムリマップを順に処理します。フレーム/秒の組み合わ
せで表示される比率は現在の再生速度、すなわちタイムリマップ後の各 1 秒に対して元のレイヤーが再生され
る秒数を示します。

レイヤーのタイムリマップ

タイムリマップは、レイヤー全体または一部で実行して、固定フレームの結果やスローモーションの結果な
ど、様々な結果を作成することができます（タイムリマップを参照）。

レイヤーのデュレーション内に現在のフレームを固定する

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、レイヤーを選択します。

2. 固定するフレーム上に時間インジケーターを配置します。

3. レイヤー／時間／フレームを固定を選択します。

タイムリマップが有効になり、After Effects で現在の時間インジケーターの位置に停止キーフレームが配置さ
れ、フレームが固定されます。そのレイヤーで以前にタイムリマップを有効にした場合は、「フレームを固
定」コマンドを選択すると、作成したすべてのキーフレームが削除されます。

速度を変更せずに最初のフレームを固定する

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択
します。

2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。

このコマンドにより、初期設定で 2 つのタイムリマップキーフレームがレイヤーの最初
と最後にそれぞれ追加されます。

3. ムービーを開始する時点に現在の時間インジケーターを移動します。
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4. 「タイムリマップ」プロパティ名をクリックして、開始キーフレームと終了キーフレーム
を選択します。

5. 最初のキーフレームを現在の時間インジケーターにドラッグすると、開始キーフレームと
終了キーフレームが移動します（グラフエディターで作業している場合は、キーフレーム
やハンドルではなくバウンディングボックスをドラッグして、両方のキーフレームが移動
するようにします）。

レイヤーのデュレーションの中間点でフレームを固定する

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択
します。

2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。

このコマンドにより、初期設定で 2 つのタイムリマップキーフレームがレイヤーの最初
と最後にそれぞれ追加されます。

3. 現在の時間インジケーターを固定するフレームに移動し、「タイムリマップ」プロパティ
のキーフレームナビゲーターを表す菱形の記号をクリックして、タイムリマップキーフ
レームを現在の時間に設定します。

4. 最後の 2 つのタイムリマップキーフレーム（2 番目と 3 番目のキーフレーム）を選択
し、右方向にドラッグします。

5. F2 キーを押してキーフレームの選択を解除し、2 番目（真ん中）のキーフレームをク
リックして選択します。

6. Ctrl+C キー（Windows）または Command+C キー（Mac OS）を押して、キーフレーム
をコピーします。

7. Ctrl+V キー（Windows）または Command+V キー（Mac OS）を押して、キーフレーム
を現在の時間にペーストします。手順 3 で設定した現在の時間インジケーターを移動す
ることはできません。

8. （オプション）レイヤーを拡張して、固定フレーム操作で追加された時間に対応するよう
レイヤーデュレーションを増やすには、K キーを 2 回押して現在の時間インジケーター
を最後のタイムリマップキーフレームに移動し、Alt+] キー（Windows）または Option+]
キー（Mac OS）を押します。

1 番目と 2 番目のキーフレームの間のレイヤーの部分はレートを変更せずに再生されます（非タイムリマップ
レイヤーの場合と同じ）。3 番目と 4 番目のキーフレームの間のレイヤーの部分についても同様です。2 番目
と 3 番目のキーフレームは同一であるため、1 つの固定フレームはこれらの 2 つのキーフレームの間の時間内
に再生されます。

グラフエディターを使用したタイムリマップ

グラフエディターモードとレイヤーバーモードを切り替えるには、Shift+F3 キーを押します。

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択
します。

2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。

3. タイムラインパネルで、タイムリマッププロパティの名前をクリックして選択します。

4. キーフレームを追加する時間に現在の時間インジケーターを移動し、キーフレームナビ
ゲーターのキーフレームボタン  をクリックしてキーフレームを追加します。

5. グラフエディターで、キーフレームマーカーを上下にドラッグしながら、タイムリマップ
値の変化に注意します。別のキーフレームにスナップするには、Shift キーを押しながら
ドラッグします。
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キーフレームを下にドラッグして、レイヤーを遅くします。

レイヤーの動きを遅くするには、キーフレームを下へドラッグします（レイヤーを逆
方向に再生している場合は、上にドラッグします）。
レイヤーの動きを速くするには、キーフレームを上にドラッグします（レイヤーを逆
方向に再生している場合は、下にドラッグします）。
フレームを逆方向に再生するには、キーフレームを前のキーフレーム値より低い値に
ドラッグします。
フレームを正方向に再生するには、キーフレームを前のキーフレーム値より高い値に
ドラッグします。
前のキーフレームを停止するには、キーフレームマーカーを前のキーフレーム値と等
しい値にドラッグして、グラフが水平になるようにします。キーフレームを選択し
て、アニメーション／停止したキーフレームの切り換えを選択し、モーションを再開
する時点に別のキーフレームを追加する方法もあります。

タイムリマップマーカーを移動する前に、レイヤーで後続のすべてのタイムリマップキーフレームを選択
しておくことをお勧めします。これにより、現在のキーフレームにタイムリマップを実行するときにレイ
ヤーの他の部分のタイミングが維持されます。

レイヤーパネルでのタイムリマップ

1. タイムリマップするレイヤーのレイヤーパネルを開きます。

2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。2 番目の時間スケールが、レイ
ヤーパネルの初期設定時間スケールとナビゲーターバーの上に表示されます。

3. 下の時間スケール上で、変化を開始する最初のフレームに現在の時間インジケーターを移
動します。

4. 上の時間スケール上のタイムリマップマーカーは、下の時間スケールが示す時刻に現在
マップされているフレームを示します。下の時間スケールが示す時刻に別のフレームを表
示するには、それに応じてタイムリマップマーカーを移動します。

タイムリマップマーカーをドラッグして、現在の時間インジケーター位置のフレームを置
き換えます。
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5. 下の時間スケール上の現在の時間インジケーターを、変化を開始する最後のフレームに移
動します。

6. 上の時間スケール上のタイムリマップマーカーを、以下のように下の時間スケールが示す
時刻に表示するフレームに移動します。

先にくるレイヤー部分を正方向に移動するには、タイムリマップマーカーを現在の時
間インジケーターよりも後に設定します。
先にくるレイヤー部分を逆方向に移動するには、タイムリマップマーカーを現在の時
間インジケーターよりも前に設定します。
フレームを停止するには、停止するフレームにタイムリマップマーカーを設定しま
す。次に、フレームが停止して見える最後の時点に現在の時間インジケーター（下の
スケール）を移動して、停止するフレームにもう一度タイムリマップマーカーを移動
します。

オーディオピッチのタイムリマップ

タイムリマッププロパティの速度グラフは、オーディオファイルのピッチに連動します。速度グラフを微妙に
変化させることで、様々なエフェクトを作成できます。甲高い耳障りな音が発生しないようにするには、速度
を 200％より低い値に抑えます。速度が高すぎる場合は、「オーディオ」プロパティの下にあるレベルコント
ロールを使用して音量を制御します。
タイムリマップグラフで新しいインポイントとアウトポイントを設定した後、オーディオレイヤー（または
オーディオ／ビデオレイヤー）の始めと終わりで、カチッというクリック音が聞こえることがあります。この
ようなノイズは、レベルコントロールを使用して除去できます。

オーディオレイヤーのピッチを変更する

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択
します。

2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。

3. 必要に応じてタイムラインパネルのグラフエディターボタンをクリックして、グラフエ
ディターを表示します。

4. グラフエディターのグラフの種類とオプションを選択ボタンをクリックし、「速度グラフ
を編集」を選択します。

5. グラフエディターで、変更を開始するフレームに現在の時間インジケーターを移動してか
ら、キーフレームを追加ボタンをクリックします。

6. キーフレームの下の速度グラフで、マーカーをドラッグしながら、速度値の変化に注意し
ます。

ピッチを低くするには、速度グラフのマーカーを下にドラッグします。
ピッチを上げるには、速度グラフのマーカーを上にドラッグします。

新しいインポイントとアウトポイントからクリックノイズを除去する

1. 必要に応じて、ウィンドウ／オーディオを選択します。

2. タイムラインパネルで、タイムリマップを適用するオーディオ（またはオーディオ／ビデ
オ）レイヤーを選択します。

3. レイヤーのアウトラインを拡張し、「オーディオ」プロパティを表示して「オーディオレ
ベル」プロパティを表示します。
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注意：

4. 現在の時間インジケーターを新しいインポイントに移動し、アニメーション／オーディオ
レベルキーフレームを追加を選択します。

5. オーディオパネルで、デシベル値を 0.0 に変更します。

6. キーボードの Page Up キーを押して、現在の時間インジケーターを前のフレームに移動
します。

7. オーディオパネルで、デシベルレベルを -96.0 に変更します。

8. 現在の時間インジケーターを新しいアウトポイントに移動し、デシベルレベルを 0 に設
定します。

9. Page Down キーを押して、現在の時間インジケーターを次のフレームに移動します。

10. オーディオパネルで、デシベルレベルを -96.0 に変更します。

デシベルスライダーの最小値は、オーディオオプションダイアログボックスで変更で
きます。このダイアログボックスは、オーディオパネルメニューから表示できます。

タイムリマップの推奨リソース

Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、タイムリマップを使用して音声同期を行う方法の
チュートリアルを公開しています。これと同じ基本概念は、各種の文字アニメーションにも使用できます。
Robert Powers が、Slippery Rock NYC の Web サイトで、タイムリマップを使用して、口の動きが音声と同
期（リップシンク）するように文字をアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Charles Bordenave が、After Effects Scripts の Web サイトで、オーディオ振幅に従ってレイヤー上のタイム
リマップを自動的に変調するスプリプトを公開しています。
Sam Morris が、彼自身の Web サイトで、タイムリマップの概要に関するチュートリアルを公開しています。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、時間伸縮、タイムリマップおよびフレームブレンドに関
するビデオチュートリアルを公開しています。

フレームブレンド

レイヤーを、低いフレームレートまたはそのコンポジションより低いレートに時間伸縮またはタイムリマップ
すると、動きが不自然に表示されます。この現象は、レイヤーの 1 秒あたりのフレーム数がコンポジションの
フレーム数よりも少ないために発生します。同様に、コンポジションのフレームレートよりも高いフレーム
レートにレイヤーを時間伸縮またはタイムリマップすると、結果的に動作が不自然に表示される場合がありま
す。レイヤーを加減速した場合のモーションをスムージングするには、フレームブレンドを使用します。レイ
ヤーのビデオが時間調整されている場合、つまりビデオをソースビデオとは異なるフレームレートで再生する
場合を除き、フレームブレンドを使用しないでください。
After Effects では、フレームミックスとピクセルモーションという 2 種類のフレームブレンドが用意されてい
ます。フレームミックスは、レンダリング時間が短く済みますが、特に大幅に遅くなったフッテージでは、ピ
クセルモーションの方が良い結果が得られます。
選択した画質の設定も、フレームブレンドに影響します。レイヤーを最高画質に設定している場合は、フレー
ムブレンドを行うとモーションはスムーズになりますが、ドラフト画質に設定した場合よりもレンダリングに
長い時間がかかることがあります。

ドラフトモードでフレームブレンドを適用したレイヤーを操作している場合、レンダリング速度を上
げるため、常にフレームミックス補間法が使用されます。

また、ムービーのレンダリング時に、すべてのコンポジションにフレームブレンドを適用することもできま
す。
ビデオなどのライブアクションフッテージを含むレイヤーの、時間変更モーションの画質を向上させるには、
フレームブレンドを使用します。静止画のシーケンスにはフレームブレンドを適用できますが、単独の静止画
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注意：

には適用できません。レイヤーをアニメートする場合（テキストレイヤーを画面上で移動させる場合など）
は、モーションブラーを使用します。

フレームブレンドは、プリコンポジションレイヤー（ネスト化したコンポジションをソースフッテー
ジアイテムとして使用するレイヤー）には適用できません。ただし、レイヤーそのものがビデオまたは静止画
シーケンスなどのモーションフッテージアイテムで作成されている場合、ネスト化したコンポジション内のレ
イヤーにフレームブレンドを適用することはできます。

1. タイムラインパネルで、レイヤーを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤー／フレームブレンド／フレームミックスを選択します。
レイヤー／フレームブレンド／ピクセルモーションを選択します。

「フレームブレンド」コマンド（「フレームミックス」または「ピクセルモーション」）の横にチェックマー
クがある場合は、選択されたレイヤーにそのフレームブレンドが適用されていることを示します。また、タイ
ムラインパネルのレイヤーのスイッチ列にフレームブレンドスイッチ  が表示されます。フレームブレンド
を削除するには、フレームブレンドスイッチをクリックするか、レイヤー／フレームブレンド／オフを選択し
ます。
レイヤースイッチの状態に関わらず、コンポジションのフレームブレンドがオフになっている場合は、コンポ
ジション内のすべてのレイヤーでもフレームブレンドはオフです。コンポジションのフレームブレンドを設定
するには、タイムラインパネルメニューから「フレームブレンド使用可能」を選択するか、タイムラインパネ
ル最上部のフレームブレンド使用可能ボタン  をクリックします。

モーションブラーを使用すると、ピクセルモーションによる各フレームでの不連続オブジェクトの検索が
困難になり、モーションベクトルの計算の信頼性が下がる可能性があります。ピクセルモーションを使用
して遅いモーションを作成するときの結果を向上させるには、モーションブラーが少ないフッテージを使
用します。

以下も参照してください
アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて
グラフエディター
ビデオとオーディオのプレビュー
レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング
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顔のトラッキング

ページの先頭へ

ページの先頭へ

顔のトラッキングの概要
顔の輪郭のトラッキング
詳細な造作をトラッキングし、顔の測定値を抽出する
顔のトラッキングデータの参照

顔のトラッキングの概要

顔のトラッキングでは、人間の顔を正確に検出して追跡します。シンプルな顔のトラッキングによって、人間
の顔の選択的にカラー補正やぼかしなどのエフェクトを顔のみにすばやく適用できます。
また、顔のトラッキング機能では、顔の特定のポイント（瞳、口、鼻など）をトラッキングし、これらの顔の
造作を抜き出して、より詳細に処理することもできます。たとえば、目の色を変更したり、フレームごとに調
整することなく口の動きを強調したりできます。
After Effects では、顔の造作も測定できます。顔のトラッキングの測定値によって、口や目がそれぞれどの程
度開いているかなどの詳細がわかります。各データポイントが分離され、大幅に調整できます。さらに、パ
フォーマンスベースのキャラクターアニメーションのために、詳細なトラッキングデータを Adobe Character
Animator に書き出すこともできます。
顔のトラッキング機能は大部分が自動的に行われますが、顔を正面からまっすぐに表示するフレーム上で分析
を開始することによって、より良い結果を得ることができます。顔への適切な照明によって、顔の検出の精度
を向上させることができます。
トラッカーパネルには、2 つの顔のトラッキングオプションがあります。
顔のトラッキング（輪郭のみ）：このオプションは、顔の輪郭のみをトラッキングする場
合に使用します。
顔のトラッキング（詳細な造作）：このオプションは、目（眉毛と瞳孔を含む）、口の位
置を検出し、さまざまな造作の正確な測定を行う場合に使用します。このオプション
は、Character Animator でトラッキングデータを使用する場合に必要です。
詳細な造作を使用する場合、顔のトラックポイントエフェクトがレイヤーに適用されま
す。エフェクトには、キーフレーム付きのいくつかの 2D エフェクトコントロールポイン
トが含まれています。それぞれが検出された顔の造作（たとえば、目の端や口、瞳の位
置、鼻の頭など）にアタッチされます。

顔の輪郭のトラッキング
1. After Effects で、ファイル／読み込み／ファイルを選択します。フッテージの場所を参照
し、プロジェクトに追加します。

2. プロジェクトパネルからフッテージをコンポジションにドラッグし、レイヤーを追加しま
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す。

3. 現在の時間インジケーター（CTI）を、トラッキングする顔を正面からまっすぐに表示す
るフレームに配置します。

トラッキングする最初のフレームに、まっすぐに正面を向いている顔が表示されてい
る場合、顔検出が向上します。

4. 顔の周囲にクローズマスクをゆるやかに描画して目と口を囲みます。このマスクは顔の造
作の場所を特定する検索領域を定義します。複数のマスクが選択されている場合、一番上
のマスクが使用されます。

5. マスクが選択されている状態で、ウィンドウ／トラッカーを選択し、トラッカーパネルを
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開きます。トラッキング方法として顔のトラッキング（輪郭のみ）を設定します。

6. トラッカーパネルで、一度に 1 フレームずつ前または後をトラッキングしてトラッキン
グが正しく機能することを確認し、  ボタンをクリックしてすべてのフレームの分析を
開始します。

7. 分析が完了すると、コンポジションで顔のトラッキングデータを使用できるようになりま
す。

詳細な造作をトラッキングし、顔の測定値を抽出する
1. After Effects で、ファイル／読み込み／ファイルを選択します。フッテージの場所を参照
し、プロジェクトに追加します。

2. プロジェクトパネルからフッテージをコンポジションにドラッグし、レイヤーを追加しま
す。

3. 現在の時間インジケーターを、トラッキングする顔を正面からまっすぐに表示するフレー
ムに配置します。

トラッキングする最初のフレームに、まっすぐに正面を向いている顔が表示されてい
る場合、顔検出が向上します。

4. 顔の周囲にクローズマスクをゆるやかに描画して目と口を囲みます。このマスクは顔の造
作の場所を特定する検索領域を定義します。複数のマスクが選択されている場合、一番上

350



注意：

のマスクが使用されます。

5. マスクが選択されている状態で、ウィンドウ／トラッカーを選択し、トラッカーパネルを
開きます。トラッキング方法として「顔のトラッキング（詳細な造作）」を設定します。

6. トラッカーパネルで、一度に 1 フレームずつ前または後をトラッキングしてトラッキン
グが正しく機能することを確認し、  ボタンをクリックしてすべてのフレームの分析を
開始します。

7. 分析が完了すると、トラッキングデータを新しい顔のトラックポイントエフェクトで使用
できるようになります。コンポジションまたはエフェクト（ウィンドウ／エフェクトコン
トロール）パネルで顔のトラッキングデータにアクセスするように選択できます。

8. 現在の時間インジケーターを自然な表情（休息の姿勢）の顔が表示されているフレームに
移動します。他のフレームの顔の測定値は、休息の姿勢のフレームに比例します。トラッ
カーパネルで、「休息の姿勢を設定」をクリックします。

9. トラッカーパネルで、「顔の測定値を抽出してコピー」をクリックします。顔の測定エ
フェクトがレイヤーに追加され、顔のトラックポイントキーフレームデータから行われた
計算に基づいてキーフレームが作成されます。顔の測定キーフレームデータ
が、Character Animator での使用のために、システムのクリップボードにコピーされま
す。

「顔の測定」のキーフレームは「顔のトラックポイント」キーフレームデータに
基づき、休息の姿勢に比例して生成されます（手順 8 を参照）。
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顔のオフセット

顔のトラッキングデータの参照

顔のトラックポイント

顔のトラッキングエフェクトは、いくつかの顔の造作にエフェクトコントロールポイントを作成して、タイム
ラインパネルで表示できます。

顔の測定

「詳細な造作」オプションを使用した場合、「顔の測定」と呼ばれる顔の造作のパラメトリック測定値の
フォームでさらに詳細な情報を抽出できます。追跡した顔に表示されるすべての測定値は、休息の姿勢フレー
ムに相対的です。

休息の姿勢フレームで 0% にオフセットして、顔の位置を示します。次のデータポイント
は、Ｘ 軸、Ｙ 軸および Ｚ 軸のオフセット値を示すために使用されます：
オフセット X
オフセット Y

352



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

顔の方向

左眼

右眼

口

オフセット Z

顔の 3D 方向を示します。方向は次のデータポイントを使用して測定され、Ｘ 軸、Ｙ 軸および Ｚ
軸を示します：
方向 X
方向 Y
方向 Z

左眼の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：
左の眉毛の距離
左の開いているまぶた
左の視線 X
左の視線 Y

右眼の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：
右の眉毛の距離
右の開いているまぶた
右の視線 X
右の視線 Y

口の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：
口のオフセット X
口のオフセット Y
口のスケール（幅）
口のスケール（高さ）
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カラーの基本

ページの先頭へ

色深度と広ダイナミックレンジカラー
色深度の設定とカラー表示設定の変更
各色深度の長所の比較
広ダイナミックレンジカラーの使用上の注意
ダイナミックレンジカラーに関するその他のリソース
カラーの選択とグラデーションの編集
カラーピッカーを選択する
スポイトツールを使用してカラーを選択する
カラーピッカーを使用してカラーを選択する
グラデーションを編集する
カラー補正、カラー補整、カラー調整
カラー補正とカラー調整に関するその他のリソース
ヒストグラムを使用したカラー調整

Synthetic Aperture Color Finesse のリソース
カラーモデルとカラースペース
ガンマとトーン応答
リニアトーン応答（ガンマ値が 1 の場合）
システムガンマ、デバイスガンマおよびシーンと表示環境との違い
QuickTime とカラーマネジメントされていないプロジェクトでのガンマ

色深度と広ダイナミックレンジカラー

色深度（またはビット深度）とは、1 つのピクセルで表示可能な色数を、1 チャンネル当たりのビット数
（bpc）で表したものです。RGB チャンネル（赤、緑、青）あたりのビット数が多くなるほど、各ピクセルで
より多くのカラーを表すことができます。
After Effects では、8 bpc、16 bpc または 32 bpc のカラーを使用できます。
カラーのビット深度のほかに、ピクセル値を表すために使用する数値には、整数と浮動小数点があります。浮
動小数点を使用すると、同じビット数ではるかに広い範囲を表現できます。After Effects では、32 bpc ピクセ
ル値は浮動小数点値です。
8 bpc ピクセルでは、各カラーチャンネルの値を 0（黒）から 255（純色）まで指定できます。16 bpc ピクセ
ルでは、各カラーチャンネルの値を 0（黒）から 32,768（純色）まで指定できます。3 つのカラーチャンネル
のすべてに最大値、つまり純色の値が指定されている場合、結果色は白になります。32 bpc ピクセルに
は、0.0 未満や 1.0（純色）を超える値を指定できるので、After Effects の 32 bpc カラーは広ダイナミックレ
ンジ（HDR）カラーでもあります。HDR の値は、白より明るくなることもあります。

色深度の設定とカラー表示設定の変更

プロジェクトの色深度の設定によって、プロジェクト全体のカラー値のビット深度が決まります。
プロジェクトの色深度を設定するには、次のいずれかの操作を行います。
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注意：

プロジェクトパネルで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しなが
ら、プロジェクト設定ボタンをクリックします。
ファイル／プロジェクト設定を選択するか、プロジェクトパネルのプロジェクト設定ボタ
ンをクリックして、色深度メニューから色深度を選択します。

色深度はレンダーアイテムごとに指定でき、最終出力のレンダリング時は、プロジェクトの色深度よりもレン
ダーアイテムの設定が優先されます。また、出力モジュール設定で、各出力アイテムごとに使用する色深度を
指定することもできます（レンダリング設定と出力モジュールと出力モジュールの設定を参照）。

情報パネルと一部のエフェクトコントロールで表示されるカラー値の形式を変更するには、情報パネルメ
ニューから「パーセント」や「Web」などのオプションを選択します。「自動カラー表示」を選択する
と、プロジェクトの色深度に応じて、8 bpc、16 bpc または 32 bpc に自動的に切り替わります。

ほとんどのエフェクトはすべての色深度で使用できますが、低い色深度でしか使用できないエフェクトもあり
ます。エフェクト＆プリセットパネルには、現在のプロジェクトの色深度で使用できるエフェクトだけを表示
するように設定することもできます（エフェクト＆プリセットパネルを参照）。

各色深度の長所の比較

自然界のダイナミックレンジ（暗い範囲と明るい範囲の比率）は、人間の目で見える範囲や、モニターに表示
されたり紙に印刷されるイメージの範囲よりもはるかに広い範囲です。狭いダイナミックレンジの 8 bpc と
16 bpc のカラー値は、黒から白の RGB レベルのみを表すことができ、このカラー値は自然界のダイナミック
レンジのほんの一部です。
HDR（広ダイナミックレンジ）である 32 bpc 浮動小数点のカラー値では、炎や太陽のような、白よりも高い
値の明るさのレベルを再現できます。

グローエフェクトとブラー（ガウス）エフェクトを 32 bpc のプロジェクトに適応（左）、16 bpc プロジェク
トに適応（右）

HDR フッテージや、8 bpc または 16 bpc モードで再現できないオーバーレンジ（1.0（白）を超える値）の
イメージを処理する場合は、プロジェクトの色深度を 32 bpc に設定します。オーバーレンジの値では、ハイ
ライトの強度を再現します。これは、HDR フッテージと同様に、ライト、ブラー、グローなどの合成エフェ
クトに使用すると便利です。32 bpc で作業すると上部に余裕ができ、カラー補正やカラープロファイルの変
換などの操作の実行時に各種のデータが失われるのを防ぐことができます。
8 bpc フッテージを使用して 8 bpc 形式のムービーを作成する場合でも、プロジェクトの色深度を 16 bpc ま
たは 32 bpc に設定すれば、より良い結果が得られます。高いビット深度を使用するほど計算の精度が上が
り、グラデーションのバンディングなど、量子化による影響が大幅に減少します。

出力形式のビット深度が低い場合、プロジェクト内で色深度を増やすだけではグラデーションはなく
なりません。バンディングを軽減できるように、8 bpc 形式にレンダリングおよび書き出したときなど、カ
ラーが 8 bpc カラーに変換されたときにカラーのディザリングが行われます。このディザリングは、プレ
ビューでは行われません。プレビューでもディザリングが行われるようにするには、調整レイヤーに何も影響
を与えない 8 bpc エフェクト（初期設定値のアリスマチックエフェクトなど）を適用します。

16 bpc カラーのフレームは 32 bpc カラーのフレームの半分のメモリしか使用しないので、16 bpc プロジェ
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注意：

ページの先頭へ

注意：

クトのレンダリングプレビューは 32 bpc プロジェクトより高速ですが、プレビューは 32 bpc プロジェクト
より時間がかかります。8 bpc カラーのフレームでは使用するメモリは少なくなりますが、8 bpc プロジェク
トの画像では、パフォーマンスが向上する代わりに画質が劣ることがはっきりわかる場合もあります。

広ダイナミックレンジカラーの使用上の注意

「HDR コンパンダ」エフェクトを使うと、HDR フッテージアイテムのあるレイヤーのダイナミックレンジを
ソースとして圧縮することができます。このように、8 bpc や 16 bpc のエフェクトなど、HDR カラーに対応
していないツールを使用することもできます。一度ダイナミックレンジを圧縮しても、再度 HDR コンパンダ
を使って圧縮を解除できます。「HDR ハイライト圧縮」エフェクトを使うと、 HDR イメージのハイライト
値を低いダイナミックレンジのイメージの値まで圧縮できます。
モニター上の HDR イメージでは、自然界の輝度値のサブセットしか見ることができません。そのため、HDR
イメージを処理するときに、露出（イメージに取り込んだライトの量）を調整する必要があります。HDR イ
メージの露出は、写真を撮るときに露出を調整するような方法で変更します。これにより、非常に暗い部分と
非常に明るい部分の両方を緻密に再現できます。「露出」エフェクトを使用して、最終出力のレイヤーのカ
ラー値を変更したり、プレビューの目的で特定のビューアの露出を調整したりできます。

グロー、ブラー、一部の描画モードを含む一部の操作では、32 bpc モードでの動作が、8 bpc モード
や 16 bpc モードでの動作と異なるので、プロジェクト設定で広ダイナミックレンジと狭いイナミックレンジ
を切り替えるとコンポジションの見た目が大きく変わる場合があります。

ダイナミックレンジカラーに関するその他のリソース

Chris Meyer が、Lynda.com の Web サイトで、浮動小数点、32 bpc、HDR カラーが適した対象に関する概要
ビデオを公開しています。
Kert Gartner が、VFX Haiku の Web サイトで、32 bpc カラーを使用する利点を示すいくつかのビジュアルな
サンプルと説明を公開しています。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、32 bpc カラーとモーションブラーと組み合わせて使用
することのメリットを示すビデオチュートリアルを公開しています。
Brendan Bolles が、fnord Web サイトで、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトと映画フィルムの
カラープロファイルを使用して、カラーを調整し、トーンマッピングを行って、HDR イメージを映画で撮影
したようにする方法について説明しています。

カラーの選択とグラデーションの編集

多くの操作場面で、スポイトボタン  をクリックしてスポイトツールをアクティブにしたり、カラーサンプ
ルをクリックしてカラーピッカーを開いたりできます。Adobe カラーピッカーを使用している場合は、Adobe
カラーピッカーダイアログボックスからスポイトをアクティブにすることもできます。
シェイプレイヤーの線や塗りグラデーションサンプル（線形グラデーションまたはグラデーションの塗り）を
クリックした場合、Adobe カラーピッカーがグラデーションエディターとして開かれ、ダイアログボックスの
上部にグラデーションの編集のための追加コントロールが表示されます。また、タイムラインパネルで「グラ
デーションを編集」をクリックしてグラデーションエディターを開くこともできます。
Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトで、シェイプレイヤーのグラデーションの塗りと線などのオ
プションを変更する方法を説明するビデオを公開しています。

sampleImage エクスプレッションを使用してカラー値をサンプリングすることもできます。この方
法を使って、特定のピクセルのカラー値をエクスプレッションへの入力として使用します（Layer General 属
性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）を参照）。
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注意：

A. 不透明度の分岐点 B. カラー分岐点 C. 不透明度の中間点 D. スポイト E. 新しいカラー F. 元のカラー 

カラーピッカーを選択する

システムカラーを選択するには、編集／環境設定／一般（Windows）または After
Effects／環境設定／一般（Mac OS）を選択し、「カラーピッカーを選択する」ボックス
を選択します。
Adobe カラーピッカーを使用するには、「システムのカラーピッカーを使用」ボックスの
選択を解除して、ウィンドウ／拡張機能／Adobe Color テーマを選択します。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、「システムのカラーピッカーを使用」の設定を切り替える
PickerSwitcher スクリプトを公開しています。このスクリプトは、特定の処理に Adobe カラーピッカーを
使用し、その他の処理にはオペレーティングシステムのカラーピッカーを使用する必要があり、この設定
を簡単に変更したい場合に使用します。

スポイトツールを使用してカラーを選択する
1. スポイトボタンをクリックし、サンプリングするピクセルにポインターを移動します。ス
ポイトボタンの横にあるカラーサンプルが、ポインターを置いた場所のカラーに動的に変
わります。

2. 次のいずれかの操作を行います。

単一のピクセルの色を選択するには、そのピクセルをクリックします。
5 x 5 ピクセル領域の平均の色をサンプリングするには、Ctrl キー（Windows）また
は Command キー（Mac OS）を押しながらその領域をクリックします。

コンポジションパネルのコンポジションフレームからサンプリングを行うと、初
期設定ではスポイトはコンポジションの背景色を無視して、ストレートカラーチャンネル
のみをサンプリングします。コンポジションの背景色と合成済みのカラーチャンネルをサ
ンプリングするには、Shift キーを押しながらスポイトでクリックします。Shift キーを押
しながらスポイトをクリックすると、コンポジションパネル内のコンポジションフレーム
に表示されるカラーがサンプリングされます。

スポイトを無効するには、Esc キーを押します。

カラーピッカーを使用してカラーを選択する

358

http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_PickerSwitcher
http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_PickerSwitcher
http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_PickerSwitcher
http://www.redefinery.com/ae/view.php?item=rd_PickerSwitcher


注意：

H

S

B

R

Adobe カラーピッカーで、カラーモデルのいずれかを使用してカラーを選択するか、またはカラースライダー
およびカラーフィールドを使用してカラーを選択することができます。
次のカラーモデルがあります。

HSB
RGB
Lab
CMYK
Hex

カラースライダーを使用してカラーを選択します。

カラースライダーの三角形をドラッグするか、カラースライダー内をクリックして、カ
ラースペクトラムに表示する色を調整します。
大きな正方形のカラースペクトラム内をクリックまたはドラッグして、色を選択します。
円形のマーカーが、カラースペクトラムで選択されている色の位置を示します。

1. ウィンドウ／拡張機能／Adobe Color テーマをクリックして、Adobe カラーピッカーを
表示します。

2. （オプション）「OK」をクリックしてカラーが適用されるまで選択したカラーでパネル
が更新されないようにするには、カラーピッカーダイアログボックスの「プレビュー」を
オフにします。操作場面によっては、「プレビュー」オプションを使用できない場合もあ
ります。

「プレビュー」をオンにすると、カラーを適用する前にカラー選択の結果を確認
できるので便利ですが、プレビューするために新しいイメージがコンポジションパネルま
たはレイヤーパネルにレンダリングされるので、パフォーマンスが低下する場合がありま
す。

3. テキストボックスにコンポーネントの値を入力します。カラースペクトラムの表示に使用
する色要素を選択します。
HSB

HSB では、色相（H）を 0°から 360°の間の角度で指定します。これが色相環での位置に
対応します。彩度（S）と明るさ（B）をパーセント値（0 ～ 100）で指定します。

カラースライダーにすべての色相を表示します。カラースライダーで色相を選択する
と、選択した色相の彩度と明るさの範囲がカラースペクトラムに表示されます。彩度は左
から右へと増し、明るさは下から上へと増します。

カラースペクトラムにすべての色相を表示します。カラースペクトラムの最上部が最
大の明るさ、そこから減少して最下部が最小の明るさです。カラースライダーにはカラー
スペクトラムで選択した色が表示されます。スライダーの最上部が最大彩度、最下部が最
小彩度です。

カラースペクトラムにすべての色相を表示します。カラースペクトラムの最上部が最
大彩度、そこから減少して最下部が最小彩度です。カラースライダーにはカラースペクト
ラムで選択した色が表示されます。スライダーの最上部が最大の明るさ、最下部が最小の
明るさです。
RGB

RGB では、色要素の値を指定します。カラーは、HDR プロジェクトのアンダーレンジお
よびオーバーレンジの値（0 ～ 1.0 の範囲外）に設定できます。

カラースライダーに赤の色要素を表示します。スライダーの最上部が最大の明るさ、
最下部が最小の明るさです。カラースライダーを最小の明るさに設定すると、カラースペ
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注意：

クトラムには緑と青の色要素で作成された色が表示されます。カラースライダーを使用し
て赤の明るさを上げると、カラースペクトラムに表示される色の赤の割合が大きくなって
いきます。

カラースライダーに緑の色要素を表示します。スライダーの最上部が最大の明るさ、
最下部が最小の明るさです。カラースライダーを最小の明るさに設定すると、カラースペ
クトラムには赤と青の色要素で作成された色が表示されます。カラースライダーを使用し
て緑の明るさを上げると、カラースペクトラムに表示される色の緑の割合が大きくなって
いきます。

カラースライダーに青の色要素を表示します。スライダーの最上部が最大の明るさ、
最下部が最小の明るさです。カラースライダーを最小の明るさに設定すると、カラースペ
クトラムには緑と赤の色要素で作成された色が表示されます。カラースライダーを使用し
て青の明るさを上げると、カラースペクトラムに表示される色の青の割合が大きくなって
いきます。
CMYK

テキストフィールドで各コンポーネントの値をシアン、マゼンタ、イエロー、およびブ
ラックのパーセンテージで指定し、特定のカラーを取得します。 

Lab

カラーの輝度を示す（0 ～ 100）

カラーの赤または緑の濃度（-128 ～ +127）

カラーの青または黄色の濃度（-128 ～ +127）
Hex

値を 16 進数形式で入力します。数値の範囲は #000000 ～ #ffffff です。例えば、#000000
は黒を示し、#ffffff は白を示します。

グラデーションを編集する

グラデーションは、カラー分岐点と不透明度の分岐点で定義します。分岐点をグラデーション勾配の中に配置
し、カラーと不透明度の値を指定します。分岐点間の値は補間されます。初期設定では補間はリニアになりま
すが、2 つの分岐点の間にある不透明度の中間点やカラー中間点をドラッグして補間を変更できます。

カラー分岐点を追加するには、グラデーションエディターダイアログボックスでグラデー
ションバーの上を、不透明度の分岐点を追加するには下をクリックします。
分岐点を削除するには、分岐点をグラデーションバーの外にドラッグするか、分岐点を選
択して「削除」ボタンをクリックします。
分岐点の値を編集するには、分岐点を選択して不透明度の値を調節するか、グラデーショ
ンエディターのコントロールの下にある Adobe カラーピッカーを使用します。
グラデーションの種類を選択するには、グラデーションエディターダイアログボックスの
左上隅にある線形グラデーションまたは円形グラデーションのボタンをクリックします。

レイヤースタイルがグラデーションオーバーレイの場合にグラデーションの種類を選択するには、
「スタイル」プロパティを使用します。

チュートリアルで学習する

Adobe Creative Cloud プロファイルを使用して、カラーテーマを作成して保存したり、既存のテーマを検討し
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たり検索したり、保存したカラーテーマを参照したりできます。After Effects での Adobe Color の使用方法に
ついて学習するには、このチュートリアルを参照してください。

カラー補正、カラー補整、カラー調整

コンポジションを作成するときに、1 つまたは複数のレイヤーのカラーを調整または補正する必要が生じるこ
とがよくあります。これには複数の理由があります。例えば、次のような場合が考えられます。

複数のフッテージアイテムを一括して合成または編集できるように、それらが同じ条件で
ショットされたように見せる必要があります。
日中ではなく夜間にショットされたようにショットのカラーを調整する必要があります。
イメージの露出を調整して、露出オーバーで白っぽくなった細部を回復する必要がありま
す。
同じ色を使ったグラフィック要素を合成するので、使用するショット内の特定のカラーを
強調する必要があります。
使用する出力方式の（ブロードキャストセーフ）範囲など、カラーを特定の範囲内に制限
する必要があります。

カラー補正とカラー補整という用語は、多くの場合同じような意味合いで使用されますが、カラー補整は、カ
ラーの問題を修正するのではなく、クリエイティブな処理のためのカラー調整を表すのに使用されます。それ
に対して、After Effects でカラー補正という用語は、一般的な広い意味合いで使用されます。
After Effects には、「トーンカーブ」エフェクト、「レベル」エフェクトおよび「カラー補正」エフェクトカ
テゴリ内のその他のエフェクトなど、内蔵エフェクトが多数備えられています。「カラー LUT を適用」エ
フェクトを使用して、カラー補正のためにカラー参照テーブルにカラーマップを適用することもできます（色
調補正エフェクトとカラー LUT を適用を参照）。
Camera Raw プラグインは、JPEG 形式、TIFF 形式および各種の Camera Raw 形式で使用できます。
After Effects に付属の Synthetic Aperture Color Finesse プラグインには、高機能のカラー補正ツールが含まれ
ています。After Effects CC および CS6 には、Synthetic Aperture Color Finesse 3 が含まれています
（Synthetic Aperture Color Finesse のリソースを参照）。

カラー補正とカラー調整に関するその他のリソース

アドビ システムズ社のこのブログ記事には、After Effects および Premiere Pro でのカラー補正とカラー補整
に関するビデオチュートリアルとその他のリソースのいくつかがまとめて示されています。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、「トーンカーブ」エフェクトと「レベル」エフェクトを
使用して色を調整する方法を視覚的に示しています。

Motionworks の Web サイトのカーブエフェクト図

After Effects：Learn By Videoシリーズのこのビデオでは、モーショントラッキングとロトスコーピングを組
み合わせて、俳優の顔を特定し、選択的にカラー補正を行う方法について説明しています。
Rebel CC アニメーションプリセットはテレシネスタイルの簡単なカラー補正ツールで、ムービーの彩色や調
整に使用します。アニメーションプリセットは、エクスプレッションを使用して「レベル」（個々の制御）エ
フェクトを制御します。詳細について、またアニメーションプリセットをダウンロードするには、Stu
Maschwitz の ProLost ブログを参照してください。
Stu Maschwitz が、ProLost ブログで、肌色のカラー補正に関する情報と、ベクトルスコープで様々な肌色を
表現するテスト設定に関するリソースへのリンクを公開しています。
Mark Christiansen が、Peachpit Press Web サイトの After Effects Studio Techniques の「Color Correction in
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Adobe After Effects」で、カラー補正、カラー調整、カラーマッチのヒントと詳細なテクニックを公開してい
ます。

ヒストグラムを使用したカラー調整

ヒストグラムは、画像内の各輝度のピクセル数を表します。すべての輝度値が 0 ではないヒストグラムは、す
べての色調範囲を活用している画像を示しています。ヒストグラムで色調範囲全体が利用されていない場合
は、コントラストに欠けるぼんやりした画像であることを示します。
一般的に、カラー補正作業は、ピクセル値がヒストグラムの右または左に偏らずに、左右に均等に分布するよ
うに画像を調整することです。レベル補正エフェクトを使用して、ヒストグラムの白入力プロパティおよび黒
入力プロパティを調整すると、多くの画像にこの処理を簡単かつ効果的に行えます。

すべての色調範囲を使用していない画像のヒストグラム

すべての色調範囲を使用して出力するように移動した入力スライダー

ハイライトのクリップを示しているヒストグラム

シャドウのクリップを示しているヒストグラム
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注意：

Synthetic Aperture Color Finesse のリソース

After Effects に付属の Synthetic Aperture Color Finesse プラグインには、高機能のカラー補正ツールが含まれ
ています。Synthetic Aperture が、同社の Web サイトで、Color Finesse の使用方法に関するチュートリアル
と詳細情報を公開しています。
Color Finesse のマニュアルは、Color Finesse のインストール時に Plug-ins フォルダーのサブフォルダーに
インストールされます。After Effects には、Synthetic Aperture Color Finesse 3 が含まれています。（プラグ
インを参照）。

カラーモデルとカラースペース

カラーモデルとは、コンピューターで表示するカラーを数値で表現する方法です。After Effects では RGB カ
ラーモデルを使用し、赤、緑、青の光を混合して色を表現します。カラーモデルはその他
に、CMYK、HSB、YUV、XYZ などがあります。
カラースペースとは、カラーモデルのバリエーションで、色域（カラー範囲）、原色（原色のセット）、ホワ
イトポイントおよびトーン応答で区別されます。例えば、RGB カラーモデルには、色域の広いものから順
に、ProPhoto RGB、Adobe RGB、sRGB IEC61966-2.1、Apple RGB など、複数のカラースペースがありま
す。これらのカラースペースは、同じ 3 つの軸（R、G、B）を使用してカラーを定義しますが、色域とトー
ン応答曲線がそれぞれ異なります。
多くのデバイスでは、赤、緑および青の要素を使用してカラーを記録または表現しますが、あるカメラの青は
他のカメラの青と完全には一致しないなど、要素の特性は異なります。カラーを記録または表現する各デバイ
スには、独自のカラースペースがあります。イメージを他のデバイスに移動すると、移動先のデバイス独自の
カラースペースに基づいて RGB 値が解釈されるので、イメージのカラーが異なって見える場合があります。
カラーマネジメントでは、カラープロファイルを使用して、どのデバイスでも同じ色に見えるようにカラース
ペースを変換します。

ガンマとトーン応答

カラースペースのトーン応答とは、ライトを作成または記録（認識）する信号に対するライトの強さの関係で
す。
人間の視覚システムは、光に線形的に反応するわけではありません。つまり、特定の時間内に目に入る光子の
量が 2 倍になれば、光の明るさも 2 倍に感じるというわけではありません。同様に、CRT モニターの表示要
素も、適用する電圧を 2 倍にすれば 2 倍の明るさで表示されるわけではありません。ディスプレイ装置の、
信号の強さに対するライトの強さの関係は指数関数で表されます。この指数関数の指数をガンマと呼びます。
通常、入力デバイスの信号の強さに対するライトの強さの関係は、出力デバイスのものとは逆になります。た
だし、シーンの照明と表示環境の照明の違いに対応するため、入力デバイスと出力デバイスでガンマ値が異な
る場合があります。

カラー補正ヒストグラムのミッドトーンスライダー（「レベル」エフェクトのガンマコントロールな
ど）を移動することとガンマ値を変更することは同じであり、ホワイトポイントの移動なしでトーン応答曲線
が変化します。「トーンカーブ」エフェクトでカーブを変更するとトーン応答も変更されますが、ガンマカー
ブも変更されるとは限りません。

Charles Poynton が、彼自身の Web サイトで、ガンマやその他のカラーテクノロジに関する一連の優れたリ
ソースを公開しています。

リニアトーン応答（ガンマ値が 1 の場合）

数値の指数を 1 にすると、結果として元の数値になります。1.0 というガンマ値は、非線形的な人間の知覚シ
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ステムには関係なく、自然界の光を再現する場合に使用されます。ガンマ値 1.0 のシステムのことを、リニア
ライトで処理すると表現することもあります。また、1.0 以外のガンマ値でエンコードして人間の視覚システ
ムに合わせたシステムを、視覚的であるとも表現します。
作業用カラースペースを指定してカラーマネジメントを有効にしている場合は、作業用カラースペースをリニ
ア化することにより、カラーに関するすべての操作をリニアライトで実行できます。リニア化されたカラース
ペースでは、ノンリニアの場合と同じ原色とホワイトポイントを使用します。トーン応答曲線は直線になりま
す。

カラーと描画モードの合成など、様々な合成操作をリニアカラースペースで実行することで、優れた結果
を得られます。カラーを自然でリアルにブレンドするには、リニアカラースペースで操作してください。
カラーマネジメントを有効にしていない場合でも、ガンマ値 1.0 を使用してブレンド操作を実行できます
（作業用スペースのリニア化とリニアブレンドの有効化を参照）。

システムガンマ、デバイスガンマおよびシーンと表示環境との違い

キャプチャから作成まで、表示環境にあるシステム全体のガンマ値は、システムの各フェーズで使用するガン
マ値によって決まります。ガンマ値は 1.0 になるとは限りません。1.0 になるのは、エンコーディングで行っ
た操作とデコーディングで行った操作が完全に一致する（反転する）場合です。システムのガンマ値が 1.0 以
外の値になる理由の 1 つとして、シーンをキャプチャするときの照明条件と表示するときの照明条件が異なる
ということがあります（通常、ムービーを見るときは環境を暗くしますが、シーンの撮影は暗い環境では行わ
れません）。
例えば、HD カメラのデバイスガンマが約 1/1.9 で、HD ディスプレイのデバイスガンマが約 2.2 というよう
な場合があります。 これらの値を乗算すると、システムガンマは約 1.15 になります。これは、通常の薄暗い
リビングルームでテレビを見るのに適切な値です。映画を作成する場合のシステムガンマは、暗い映画館の環
境に合わせるため、これよりもかなり高く（約 1.5 ～ 2.5）なります。フィルムネガのガンマは約 1/1.7 で、
投影フィルムは約 3 ～ 4 になります。
カラープロファイルは、トーン応答カーブが典型的なシーンの条件に基づいている場合はシーン参照と呼ば
れ、典型的な表示環境の条件に基づいている場合は出力参照と呼ばれます。
初期設定では、カラーマネジメントを使用すると、シーン参照のカラープロファイルと出力参照のカラープロ
ファイルを切り替えるときに、After Effects によってイメージのコントラストが自動的に調整されます。この
自動変換（画像状態の調整）は、HDTV ビデオ規格で指定されているガンマ値に基づいて行われます。

この自動カラートランスフォームを無効にするには、プロジェクト設定ダイアログボック
ス（ファイル／プロジェクト設定）で「シーン参照プロファイルの補正」の選択を解除し
ます。

シーン参照プロファイルの補正機能は Adobe Photoshop CS4 以降にも存在しますが、その他のアプリケー
ションには存在しません。他のアプリケーション（After Effects CS3 以前など）でカラーを一致させるには、
この自動変換を無効にしてください。After Effects CS3 以前で作成したプロジェクトを開いた場合、「シーン
参照プロファイルの補正」オプションはオフになっています。
「カラープロファイルコンバーター」エフェクトの各インスタンスは、シーン参照プロファイルを補正する、
シーン参照プロファイルを補正しない、またはプロジェクトの「シーン参照プロファイルの補正」オプション
の設定を使用するように設定することもできます（カラープロファイルコンバーターエフェクトを参照）。
シーン参照プロファイルの補正について詳しくは、 アドビ システムズ社の Web サイトにある Todd Kopriva
と Peter Constable のブログを参照してください。

QuickTime とカラーマネジメントされていないプロジェクトでのガンマ

After Effects 7.0 以前では、一部のメディアのデコードに QuickTime コーデックを使用しており、Windows の
QuickTime で実行されるガンマ調整と、Mac OS で実行されるガンマ調整は異なっていました。After Effects
CS3 以降で実行されるガンマ調整は、これらの QuickTime コーデックで実行されるガンマ調整とは異なりま
す。Windows 上の After Effects CS3 以降と Mac OS 上の After Effects CS3 以降では、同じガンマ調整が実
行されます。また QuickTime コーデックを使用しないので、After Effects で 32 bpc プロジェクトのオーバー
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レンジ値が維持されます。
プロジェクト設定ダイアログボックスで「以前のバージョンの After Effects QuickTime ガンマ調整に合わせ
る」チェックボックスをオンにして、次の操作を実行します。

After Effects 7.0 以前で作成したプロジェクトを使用する場合は、カラーシフトは使用し
ないでください。
After Effects 7.0 以前で作成したプロジェクトでカラーを一致させます。
コンポジションパネルのカラーが QuickTime Player のカラーと一致していることを確認
します。

After Effects 7.0 以前で作成したプロジェクトの場合、初期設定で「以前のバージョンの After Effects
QuickTime ガンマ調整に合わせる」チェックボックスがオンになっています。新規プロジェクトを作成する場
合は、このオプションをオフにする必要があります。

以下も参照してください
プレビューの露出を調整する
露出エフェクト
ブロードキャストセーフカラー
カラーマネジメント
Adobe Color テーマ拡張機能の使用
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カラーマネジメントとカラープロファイル
モニターのキャリブレーションとプロファイルの割り当て
作業用カラースペースの選択とカラーマネジメントの有効化
作業用スペースのリニア化とリニアブレンドの有効化
入力カラープロファイルの割り当てによるフッテージアイテムの変換
出力カラープロファイルの割り当て
モニターのカラーマネジメントの有効化と無効化
出力デバイスでのカラーの表示のシミュレート
ブロードキャストセーフカラー

After Effects のカラーマネジメントについてのビデオでは、カラーマネジメントの概要、しくみ、使用方法に
ついて説明しています。

カラーマネジメントとカラープロファイル

カラーマネジメントの概要

カラー情報は番号を使用してやり取りされます。カラーの記録方法と表示方法はデバイスごとに異なるので、
同じ番号が異なって変換され、別の色として表示されることがあります。カラーマネジメントシステムでは、
これらの異なるカラー変換方法をすべて管理し、相互に変換して、イメージがどの表示デバイスでも同じに見
えるようにします。
通常、カラープロファイルとはデバイス固有のカラースペースの記述であり、カラー情報をデバイスに依存し
ないカラースペースに変換するのに必要な情報です。
After Effects の場合は、ICC カラープロファイルを使用して、作業用カラースペースの変換を行う場合、一般
的に次のようなワークフローを行います。

1. 入力カラープロファイルを使用して、各フッテージアイテムのカラースペースを作業用カ
ラースペースに変換します。フッテージアイテムには入力カラープロファイルが埋め込ま
れていることがありますが、そうでない場合は、フッテージを変換ダイアログボックスま
たは変換規則ファイルによって、入力カラープロファイルを割り当てることができます
（入力カラープロファイルの割り当てによるフッテージアイテムの変換を参照）。

2. 作業用カラースペースでは、カラー操作はすべて After Effects によって実行されます。作
業用カラースペース（プロジェクトの作業用スペース）は、プロジェクト設定ダイアログ
ボックスで割り当てます（作業用カラースペースの選択とカラーマネジメントの有効化を
参照）。

3. カラーは、モニタープロファイルを使用して、作業用カラースペースからコンピューター
モニターのカラースペースに変換されます。この変換によって、異なるモニターで表示し
ても、モニターのプロファイルが適切に設定されていれば、コンポジションはまったく同
じに見えます。この変換では、コンポジション内のデータは変更されません。ビュー／モ
ニターのカラーマネジメントを使用メニューコマンドで、モニターに合わせてカラー変換
を行うかを選択できます（モニターのカラーマネジメントの有効化と無効化を参照）。

4. 必要に応じてシミュレーションプロファイルを使用して、コンポジションをそれぞれのデ
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バイスに最終的に出力するとどのように見えるかをコンピューターモニターに表示しま
す。各ビューの出力シミュレーションは、ビュー／出力をシミュレートメニューで設定し
ます（出力デバイスでのカラーの表示のシミュレートを参照）。

5. 各出力モジュールの出力カラープロファイルを使用して、レンダリングしたコンポジショ
ンの作業用カラースペースを出力メディアのカラースペースに変換します。出力カラープ
ロファイルは、出力モジュール設定ダイアログボックスで選択します（出力カラープロ
ファイルの割り当てを参照）。

初期設定では、カラーマネジメントを使用すると、After Effects によってカラーが自動的に調整され、シーン
参照カラープロファイルと出力参照カラープロファイル間のガンマの違いが補正されます（ガンマとトーン応
答を参照）。

カラーマネジメントのもう 1 つの方法として、カラー参照テーブル（LUT）を使用して手動でカラー
トランスフォームを適用する方法があります（カラー LUT を適用エフェクトを参照）。

カラーマネジメントの利点

カラーマネジメントには、次のような様々な利点があります。

読み込んだイメージの色は、イメージの作成者が意図したとおりに再現されます。
モーションブラーからアンチエイリアスまですべてを対象として、プロジェクトで色のブ
レンド方法をより詳細に指定できます。
ムービーを、作成したコンピューターモニター以外のデバイス上でも作成者が意図したと
おりに再現できます。

プロジェクトでカラーマネジメントを有効にしない場合、コンポジションのカラーはモニターのカラー特性に
左右されます。フッテージアイテムの RGB 値に基づいてモニターにカラーが表示され、それが目に見える色
となります。カラースペースが異なると、同じ RGB 値を使用していても別の色が表現されるため、合成のた
めに読み込んだフッテージのカラーが、作成者が意図したカラーとは異なって見える場合もあります。実際、
元のカラーから大きくかけ離れてしまうこともあります。
プロジェクトの作業用カラースペースを設定することにより、カラーマネジメントが有効になり、次の 2 つの
動作を行うことになります。

合成や他のカラー操作のための、共通カラースペースを定義します。
コンポジションで再現される色を調整します。

フッテージアイテムにカラープロファイルが埋め込まれている場合（例えば、フッテージアイテムが
Photoshop の PSD ファイルである場合）、イメージの作成者が意図したカラーがコンポジションで正確に再
現されます。このカラープロファイルには、イメージファイルの RGB 値をデバイスに依存しないカラース
ペースに変換するための情報が含まれています。その後、フッテージアイテムで意図したカラーをモニターの
カラースペースの RGB 数を使って再現するために、モニターのカラープロファイルが使われます。この自動
変換は、様々なソースから様々なカラープロファイルを持つフッテージアイテムを読み込むときに特に重要に
なります。
カラーの変換処理でにおいては、ユーザーが行わなければならない操作はありません。カラーは、イメージを
作成するときと同じように、モニターに自動的に表示されます。ただし、モニターの色域は、作業用スペース
として選択したカラースペースよりも狭い場合もあります。その場合、カラーはクリップされて表示されます
が、プロジェクトには全範囲のカラーデータが保存されており、カラーがクリップされることはありません。
コンポジションを出力する準備ができたら、カラーマネジメントを使用して、出力メディアに適したカラース
ペースにカラーを変換します。この段階では、意図したとおりの色が保持されます。

カラープロファイル
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カラープロファイルのファイル形式は International Color Consortium（ICC）によって標準化されており、カ
ラープロファイルを含むファイルには通常、拡張子 .icc が付きます。After Effects には、一般的な入出力で使
うカラースペース用のカラープロファイルが多数用意されています（特殊な種類のカラープロファイルもあり
ます）。
After Effects では、次の場所を含む様々な場所からカラープロファイルを読み込みます。

Mac OS：Library/ColorSync/Profiles

Mac OS：Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles

Windows：WINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color

Windows：Program Files¥Common Files¥Adobe¥Color¥Profiles

Adobe Photoshop を使用して、カスタム ICC プロファイルを作成することもできます。Photoshop で編集
／カラー設定を選択します。Photoshop のカラー設定ダイアログボックスのワークエリアの RGB メ
ニューおよび CMYK メニューには、ICC プロファイルの保存と読み込みおよびカスタムプロファイルの定
義に使用するオプションが含まれています。

プロジェクトで使用されているすべてのカラープロファイルはプロジェクトに保存されるため、別のシステム
でプロジェクトを開く場合にシステム間でカラープロファイルを手動で転送する必要はありません。

NTSC（1953）カラープロファイルは、古いテレビ用のものなので、使用を避けてください。標準精
細形式の NTSC テレビには、SDTV NTSC カラープロファイルを使用してください。

入力、出力またはシミュレーション用のプロファイルを選択しても、フッテージが Cineon フッテージでない
限り、または「使用可能なすべてのプロファイルを表示」を選択しない限り、映画フィルム用のプロファイル
は表示されません。フッテージが Cineon フッテージの場合は、「使用可能なすべてのプロファイルを表示」
を選択しない限り、映画フィルム用のプロファイルのみ表示されます。

カラーマネジメントのヒント

フッテージを変換ダイアログボックス、プロジェクト設定ダイアログボックスおよび出力モジュール設定ダイ
アログボックスに表示されるヒントをお読みください。これにより、フッテージ、コンポジットおよびレンダ
リングした出力ムービーを変換するときのカラー変換について、よりよく理解できます。
作業環境のライトレベルや色温度が一定していることを確認してください。例えば、室内に差し込む太陽光の
量は時間によって変化するため、画面上の色も変わって見えます。そのため、常に日陰の場所や窓のない部屋
など、太陽光の影響を受けない場所にモニターを設置する必要があります。

カラーマネジメントに関するオンラインリソース

Trish と Chris Meyer が Artbeats の Web サイトで、カラーマネジメントの概要に関する記事を公開していま
す。
Johan Steen が、彼自身の Web サイトで、After Effects のカラーマネジメントに関する詳細な記事を公開し
ています。この記事では、モニターのキャリブレーションとプロファイルの割り当て方法、Photoshop でのカ
ラーマネジメントの使用方法、およびリニアカラースペースでの作業方法についても説明しています。
カラープロファイルについては、International Color Consortium（ICC）の Web サイトを参照してください。

モニターのキャリブレーションとプロファイルの割り当て
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モニターのキャリブレーションを行うとき、プロファイルユーティリティで、モニターのカラー処理を表すカ
ラープロファイルを保存できます。このプロファイルには、モニターに表示できる色と表示できない色の種類
と、色が正確に表示されるように画像内のカラー値を変換する方法が含まれます。この情報は、作成する出力
ムービーに近いカラーをモニターで表示するために After Effects とオペレーティングシステムで使用されま
す。

モニターは時間の経過とともに変化し精度が低下するので、月に 1 回は再調整し、プロファイルを保
存してください。モニターを標準の状態に戻すことが困難または不可能な場合は、モニターが老朽化し、退色
している可能性があります。

1. モニターが安定した出力を生成できる状態にするため、電源を入れてから 30 分以上経過
させてモニターをウォーミングアップさせます。

2. モニターの表示が、数百万色（24 bpp）以上になっていることを確認します。

3. ハードウェア計測機器を使用するプロファイルソフトウェアがない場合は、モニターのデ
スクトップからカラフルな背景パターンを削除して、デスクトップを中間色のグレーに変
更します。ドキュメントの周りに凝ったパターンや鮮やかな色を使用すると、カラーを正
確に見分けられなくなるからです。

4. モニターのキャリブレーションを行いプロファイルを作成するには、次のいずれかの操作
を行います。

最良の結果を得るには、サードパーティ製のソフトウェアおよび計測機器を使用しま
す。一般に、機器は人間の目よりはるかに正確にモニターに表示された色を測定する
ことができるので、ソフトウェアと共に比色計のような計測機器を使用すると、より
正確なプロファイルを作成することができます。
多くのプロファイルソフトウェアでは、新しいプロファイルが初期設定のモニタープ
ロファイルとして自動的に割り当てられます。モニタープロファイルを手動で割り当
てる方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
Mac OS では、システム環境設定／ディスプレイ／カラータブにある補正ユーティリ
ティを使用します。

作業用カラースペースの選択とカラーマネジメントの有効化

プロジェクトのカラーマネジメントを有効にするには、プロジェクト設定ダイアログボックスでプロジェクト
の作業用カラースペース（作業用スペース）を選択します。各フッテージアイテムのカラーマネジメントは、
フッテージを変換ダイアログボックスまたは変換規則ファイルで設定します。各出力アイテムのカラーマネジ
メントは、出力モジュール設定ダイアログボックスで設定します。
プロジェクト設定ダイアログボックスで作業用スペースを「なし」に設定している場合は、プロジェクトのカ
ラーマネジメントはオフになっています。
作業用カラースペースの選択は、プロジェクトのカラーマネジメントでの基本的な操作です。フッテージアイ
テムのカラーは、コンポジションの共通カラースペースである作業用カラースペースに変換されます。
最良の結果を得るには、8 bpc カラーで作業しているときには、作業用カラースペースを出力時のカラース
ペースに一致させます。レンダリング時に複数のカラースペースにレンダリングする場合は、少なくとも最終
出力のレンダリング時に、プロジェクトの色深度を 16 bpc または 32 bpc に設定してください。作業用カ
ラースペースは、出力時のカラースペースで最大の色域を含むものと一致させる必要があります。例え
ば、Adobe RGB や sRGB に出力する場合、作業用カラースペースとして Adobe RGB を使用してくださ
い。Adobe RGB には最大の色域が含まれているので、より彩度の高い色を表すことができます。オーバーレ
ンジの値を維持するには、広ダイナミックレンジに 32 bpc カラーを使用します。
作業用カラースペースの選択に関する推奨事項

SDTV NTSC または SDTV PAL は、標準精細形式 DVD など標準精細形式のテレビ放送向
けのムービーを作成している場合に最適です。
HDTV（Rec.709）は、高精細（HD）テレビ向けのムービーを作成している場合に適して
います。このカラースペースは sRGB と同じ原色を使用していますが、色域が広いため、
様々な作業に適切な作業用スペースとなります。
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リニアトーン応答曲線（ガンマ値 1.0）を使用する ProPhoto RGB は、デジタルシネマの
作業に適しています。
sRGB IEC61966-2.1 は、Web 向けのムービー、特にアニメーションを作成している場合
に最適です。

After Effects で使用可能なカラースペースは、コンピューターにインストールされているカラープロファイル
によって異なります（カラープロファイルを参照）。

1. ファイル／プロジェクト設定を選択します。

2. 作業用スペースメニューから、作業用カラースペースを選択します。

カラーマネジメントと Mercury Transmit

プロジェクトの作業用カラースペースのカラー値がビデオモニターに送信されます。ビデオカラーをプレ
ビューするには、プロジェクト設定ダイアログボックスで、プレビューデバイスのカラーと一致する作業用ス
ペースの値を選択します。
Mercury Transmit を使用して外部モニターに送信されたビデオプレビューはカラーマネジメントされていま
す。詳しくは、外部ビデオモニターでプレビューするセクションを参照してください。

動的にリンクされたコンポジションまたはビデオプレビューをカラーマネジメントするには、新しいコン
ポジションを作成し、その中に対象のコンポジションをネスト化した後、「入力プロファイル」を「プロ
ジェクトの作業用スペース」に設定して、ネスト化したコンポジションに「カラープロファイルコンバー
ター」エフェクトを適用します。ビデオプレビューの場合は、ビデオプレビューデバイスのカラースペー
スに合わせて出力プロファイルを設定します（カラープロファイルコンバーターエフェクトを参照）。

カラーマネジメントと Dynamic Link

After Effects プロジェクトに対してカラーマネジメントが有効になっている場合、Dynamic Link 上で表示され
るコンポジションは、Rec.709 カラープロファイルを使用してトランスフォームされます。これによっ
て、Premiere Pro および Adobe Media Encoder でこれらのコンポジションの外観におけるカラーシフトまた
はガンマシフトが回避されます。
Dynamic Link では常に入ってくるすべてのフレームが Rec.709 になります。Premiere Pro または Adobe
Media Encoder で使用するために画像が Dynamic Link に渡される前に、最後の手順としてカラートランス
フォームがコンポジションに適用されます。これによって、After Effects の表示／モニターのカラーマネジメ
ントの有効化オプションによるモニターの画像の修正と同様に、Dynamic Link で使用されるカラースペース
への画像を修正します。

作業用スペースのリニア化とリニアブレンドの有効化

作業用カラースペースを指定してカラーマネジメントを有効にしている場合は、作業用カラースペースをリニ
ア化することにより、カラーに関するすべての操作をリニアライトで実行できます。リニア化されたカラース
ペースでは、ノンリニアの場合と同じ原色とホワイトポイントを使用します。リニア化されたカラースペース
のトーン応答曲線は直線になります（ガンマとトーン応答を参照）。
カラーマネジメントを有効にしていない場合でも、ガンマ値 1.0 を使用してブレンド操作を実行できます。
リニアカラースペースで操作を実行することにより、高コントラストの純色をブレンドするときに見られる縁
取りなどの、エッジやハロー現象を防ぐことができます。イメージの再サンプリング、描画モードが設定され
たレイヤー間のブレンド、モーションブラー、アンチエイリアスなどで行うカラー操作は、リニアカラース
ペースで行うことをお勧めします。
リニア化された作業用カラースペースを使用する場合は、プロジェクトの途中で切り替えるのではなく、プロ
ジェクトを最初に設定するときから使用します。後で切り替えると、カラーピッカーで選択されているカラー

370



注意：

ページの先頭へ

注意：

が変更されます。それは、After Effects のカラーが作業用カラースペースに変換されるためです。

リニア化された作業用カラースペースは、16 bpc および 32 bpc の高い色深度で最適に機能するの
で、8 bpc カラーにはお勧めできません。

ファイル／プロジェクト設定を選択し、次のいずれかの操作を行います。

作業用カラースペースをリニア化するには、「作業用スペースをリニア化」を選択し
ます。
リニアカラースペースでカラーをブレンドするには、「ガンマ値 1.0 でカラーをブレ
ンド」を選択します。このオプションはレイヤー間の描画にのみ適用されます。結果
は、描画モードに依存する不透明フェード、モーションブラーおよびその他の機能に
影響します。

リニアカラースペースとリニアブレンドに関するその他のリソース

Stu Maschwitz の ProLost ブログには、リニアカラースペースと非リニアカラースペースの使用法、使用時期
および用途について、いくつかヒントが掲載されています。このブログでは、リニアカラースペースでリニア
ブレンドを使用する理由とテクニックの概要について説明されています。

入力カラープロファイルの割り当てによるフッテージアイテムの変換

各フッテージアイテムのカラーマネジメントは、フッテージを変換ダイアログボックスで設定します。
入力カラープロファイルにより、フッテージアイテムのカラーをプロジェクトの作業用カラースペースに変換
するときの計算が決まります。作業用スペースが設定されていない、つまりプロジェクトでカラーマネジメン
トがオンになっていない場合は、入力カラープロファイルを割り当てることはできません。
読み込むファイルに ICC プロファイルが埋め込まれている場合があります。そのようなファイルを読み込ん
だ場合は、フッテージの作成者が意図したカラーが正確に再現されます。After Effects で
は、Photoshop（PSD）、TIFF、PNG および JPEG ファイルの埋め込みカラープロファイルの読み取りと書
き込みができます。
フッテージアイテムにカラープロファイルが埋め込まれていない場合は、フッテージを変換ダイアログボック
スを使用するか、変換規則ファイル（interpretation rules.txt）で規則を追加または変更することによって、入
力プロファイルを割り当てることができます。After Effects では、フッテージアイテムは、ソースフッテージ
がこのカラープロファイルを使用して作成された場合と同様に変換されるので、ソースフッテージの作成に使
用されたものと同じ（少なくとも近似の）プロファイルを確実に割り当てることができます。

3D アプリケーションからレンダリングされたムービーなど、ソースフッテージアイテムがカラーマネ
ジメントを使用しないアプリケーションで作成されている場合、入力カラープロファイルは、基本的にイメー
ジがデザインおよび作成されたシステムのモニタープロファイルです。

1. プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択します。

2. ファイル／フッテージを変換／メインを選択します。

3. フッテージを変換ダイアログボックスの「カラーマネジメント」タブで、プロファイルの
指定メニューから値を選択します。

プロファイルの指定メニューに目的のプロファイルが表示されていない場合は、「使用可
能なすべてのプロファイルを表示」を選択します。

4. ダイアログボックスの「説明」セクションの情報を読み、正しい変換であることを確認し
て「OK」をクリックします。

RGB ではないフッテージアイテム（CMYK、Y'CbCr、Camera Raw 画像など）には、入力プロファイルを割
り当てることができません。この場合、ネイティブのカラースペースがフッテージを変換ダイアログボックス
に表示されます。RGB ではないカラー値は、各形式ごとに自動的に RGB カラー値に変換されます。

371

http://prolost.com/blog/2009/9/30/passing-the-linear-torch.html


ページの先頭へ

注意：

入力カラープロファイルが割り当てられておらず、変換規則ファイルにも変換を行う規則がない場合、フッ
テージアイテムのカラーは プロジェクトの作業用カラースペースに変換されます。
カラーマネジメントが有効になっている場合、フッテージアイテムの入力カラープロファイルは、プロジェク
トパネルの上部にある情報セクションに表示されます。
割り当てた入力カラープロファイルをリニア（ガンマ値 1.0）として変換するかどうかは、「リニアライトと
して変換」オプションで指定しますこのオプションは、プロジェクトでカラーマネジメントがオフになってい
るときも機能します（ガンマとトーン応答を参照）。
フッテージを変換ダイアログボックスの「カラーマネジメント」タブで「RGB を保持」を選択すると、1 つ
のフッテージアイテムについて、カラーを 作業用カラースペースに変換しないようにできます。このオプ
ションでは RGB 値は維持されますが、見た目の色は維持されません。フッテージアイテムを視覚的には表示
しないが、ディスプレイスメントマップなどで制御レイヤーとして使用する場合には、そのフッテージアイテ
ムでカラーマネジメントをオフにすると便利です。

出力カラープロファイルの割り当て

各出力アイテムのカラーマネジメントは、出力モジュール設定ダイアログボックスで設定します。

SWF 形式に書き出す場合は、レンダーキューパネルではなく書き出しメニューを使用するので、出力
モジュールの設定はこの出力タイプには利用できません。このプロジェクトでカラーマネジメントを有効にす
ると、SWF に書き出したときに、カラーがプロジェクトの作業用カラースペースから sRGB IEC61966-2.1
カラースペースに自動的に変換されます。

レンダリングアイテムの出力カラープロファイルにより、レンダリングしたコンポジションのカラーをプロ
ジェクトの作業用カラースペースから出力メディアのカラースペースに変換するときの計算が決まります。プ
ロジェクトの作業用スペースが設定されていない、つまりプロジェクトでカラーマネジメントがオンになって
いない場合は、出力カラープロファイルを割り当てることはできません。
例えば、フィルム出力用の HDTV（Rec.709）作業用カラースペースでムービーを作成した後で、フィルム出
力用のカラープロファイルを使用して、ログをエンコードした Cineon/DPX カラースペースに出力することが
よくあります。一方、高精細（HD）テレビ向けのムービーを作成している場合は、HDTV（Rec.709）出力
ファイルを選択してください。
レンダリングアイテムの出力カラープロファイルは出力モジュールに含まれており、レンダーキューパネルの
「出力モジュール」に表示されます。それぞれに独自の出力カラープロファイルを指定してある複数の出力モ
ジュールを 1 つのレンダリングアイテムに割り当て、レンダリングした 1 つのムービーから各種のメディア
用の出力ムービーを作成できます。
カラーをリニアカラープロファイル（ガンマ値 1.0）に出力するかどうかは、「リニアライトに変換」オプ
ションで指定します。8 bpc または 16 bpc カラーでリニアライトに出力するのはお勧めしません。「リニア
ライトに変換」の初期設定は、「オン（32 bpc の場合）」です（ガンマとトーン応答を参照）。
Photoshop（PSD）、PNG、TIFF、JPEG など一部のファイル形式では、カラープロファイルを埋め込むこと
ができます。カラープロファイルを出力ファイルに埋め込むと、ファイルを使用するプログラムでカラー情報
がより確実に正しく変換されます。
After Effects では、選択した出力カラープロファイルに基づいて、レンダリングのマッチング方法が選択され
ます。ほとんどの出力タイプでは、相対的な色域が保持（黒点の補正を使用）されしますが、ネガフィルムへ
の出力では、絶対的な色域が保持されます。
出力モジュール設定ダイアログボックスの「カラーマネジメント」タブで「RGB を保持」を選択すると、1
つの出力アイテムについて、カラーを 作業用カラースペースに変換しないようにできます。このオプション
では RGB 値は維持されますが、見た目の色は維持されません。フッテージアイテムを視覚的には表示しない
が、ディスプレイスメントマップなどで制御レイヤーとして使用する場合には、そのフッテージアイテムでカ
ラーマネジメントをオフにすると便利です。

1. レンダーキューパネルのレンダリングアイテムの「出力モジュール」の横に表示されてい
る下線付きテキストをクリックします。

2. 出力モジュール設定ダイアログボックスの「カラーマネジメント」タブで、出力プロファ
イルメニューから値を選択します。
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出力プロファイルメニューに目的のプロファイルが表示されない場合は、「使用可能なす
べてのプロファイルを表示」を選択します。このオプションを選択すると、映画フィルム
のカラープロファイルが表示されます。

3. ダイアログボックスの「説明」セクションの情報を読み、正しい変換であることを確認し
て「OK」をクリックします。

モニターのカラーマネジメントの有効化と無効化

カラーマネジメントがオンの場合の初期設定では、RGB ピクセル値がプロジェクトの作業用カラースペース
からコンピューターモニターのカラースペースに変換されます。見た目の色は維持されますが、RGB 値は維
持されません。ほとんどの場合はこの処理で問題になりませんが、カラーマネジメントを使用しないシステム
で表示したときに、カラーが実際にどのように見えるかを確認する必要がある場合もあります。例えば、Web
ブラウザーで表示したときにカラーがどのように表示されるかを確認する必要がある場合があります。
モニターのカラーマネジメントがオフになっている場合は、RGB カラー値は、モニタープロファイルで変換
されずに、直接モニターに送信されます。RGB 値は維持されますが、見た目の色は維持されません。
モニターのカラーマネジメントがビューアでオンになっている場合は、ビューアの下部にある「チャンネルお
よびカラーマネジメントの設定を表示」ボタン  に黄色のプラス記号が表示されます。
各ビューア（コンポジション、レイヤー、フッテージパネルなど）の表示カラーを管理するかどうかを選択で
きます。これには、作業用カラースペースからモニターのカラースペースへのカラーの変換も含まれます。

1. コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッテージパネルをアクティブにします。

2. 次のいずれかの操作を行い、モニターのカラーマネジメントを有効または無効にします。

ビューアの一番下にあるチャンネルおよびカラーマネジメントの設定を表示  ボタ
ンをクリックし、モニターのカラーマネジメントを使用を選択します。
ビュー／モニターのカラーマネジメントを使用を選択します。
Shift+テンキーパッドの / キーを押します。

出力シミュレーションの設定（「出力シミュレーションなし」を含む）は保持されます。

出力デバイスでのカラーの表示のシミュレート

作業に使用しているコンピューターモニター以外のデバイスで表示したときにムービーがどのように見えるか
をプレビューする必要がある場合がよくあります。カラーマネジメントの目的の 1 つは、どのデバイスでも同
じ色で再現できるようにすることですが、After Effects のカラーマネジメントでは、次のような条件はシミュ
レートできません。

ムービーを作成する出力デバイスの色域がプロジェクトの作業用カラースペースよりも狭
く、デバイスで同じ色を再現できない場合。
ムービーのカラーを表示するデバイスまたはソフトウェアが、カラーを変換するときにカ
ラーマネジメントを使用しない場合。

例えば、コンピューターモニターや高精細ビデオモニターを使用してムービーを作成しているときに、ムー
ビーを特定のフィルムストックに転送して標準の映画館の表示条件で投影するとどのように見えるかを確認す
る必要がある場合もあります。
このような場合、作業中のコンピューターモニター以外のデバイスで表示したときにカラーがどのように表示
されるかを確認する必要があります。出力シミュレーションでは、モニターのカラーマネジメントが必要で
す。
出力シミュレーション時には、次の手順でカラーがプロジェクトの作業用カラースペースからモニターのカ
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1. 作業用カラースペースから出力時のカラースペースにカラーが変換されます。

2. 出力時のカラースペースからシミュレートされた再生デバイスのカラースペースにカラーが変換されま
す。

注意：

3. シミュレーションされた再生デバイスのカラースペースから使用しているモニターのカラースペースにカ
ラーが変換されます。

注意：

注意：

ラースペースに変換されます。

カラーは、出力カラープロ
ファイル（最終出力のレンダリングに使用されるのと同じもの）を使用して変換されます。

「RGB を保持」が選択されていない場合は、シミュレーションプロファイルを使用して、カラーが出力カ
ラースペースから表示用メディアのカラースペースに変換されます。この設定は、シミュレートされたデバイ
スでも、カラーマネジメントによってカラーを変換して表示することを想定しています。見た目の色は維持さ
れますが、RGB 値は維持されません。
「RGB を保持」が選択されている場合は、この手順でのカラー変換は行われません。この場合、RGB カラー
値の数字が維持され、シミュレートされたデバイスのカラースペースに再変換されます。このようにシミュ
レーションを行うと、意図していた以外のデバイス、またはカラーマネジメントを実行しないデバイスでムー
ビーを再生したときに、ムービーがどのように表示されるかを確認できます。

キャプチャフィルムストックとプリントフィルムストックの組み合わせをシミュレートする場合も、
「RGB を保持」を使用します。

カラーは、再生デバイスのカラースペースから、モニタープロファイルを使用して、作業するコンピューター
モニターのカラースペースに変換されます。

出力シミュレーションプリセットを作成すると、これらの各ステップで使用するプロファイルを選択できま
す。

プリセットの出力シミュレーションを使用する場合でも、そのシミュレーションで行われる変換や再変換
によって再現されるカラーを確認した後に、ビュー／出力をシミュレートメニューで「カスタム」オプ
ションを選択できます。

出力シミュレーションは、特定のビューア（コンポジション、レイヤーまたはフッテージパネル）だけに適用
され、プレビューのみを行うことができます。出力シミュレーションのカラー変換は、値がモニターに送信さ
れるときに行われます。プロジェクトの実際のカラー値は変更されません。
すべてのカラースペース変換と同様に、出力のシミュレーションでもパフォーマンスが多少低下するので、リ
アルタイムの処理が必要なタスクを実行しているときは出力のシミュレーションを行わないことをお勧めしま
す。

正しいプロファイルを適用するだけでは、異なるデバイスに対するそれぞれの色域は補正されませ
ん。例えば、一般的なパーソナルコンピューターの LCD モニターには、HDRV 出力を完全にシミュレートす
るために必要な色域がありません。

Shift+テンキーパッドの / キーを押すと、モニターのカラーマネジメントのオン／オフを切り替えることがで
きます。モニターのカラーマネジメントをオフにすると、出力シミュレーションもオフになります。モニター
のカラーマネジメントがオフになっている場合、シミュレーションの設定（「出力シミュレーションなし」を
含む）は保持されます。

プレビュー用に出力をシミュレートする
1. コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッテージパネルをアクティブにします。

2. ビュー／出力をシミュレートを選択し、シミュレートする出力の種類を選択します。

出力シミュレーションは、モニターのカラーマネジメント（初期設定ではオン）
と連動しています。モニターのカラーマネジメントがオフになっている場合は、ビュー／
モニターのカラーマネジメントを使用を選択します。
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出力シミュレーションなし

従来の Macintosh RGB（ガンマ 1.8）

インターネット標準の RGB（sRGB）

Kodak 5218 から Kodak 2383

注意：

カスタム

モニターのカラーマネジメントはオンになっていますが、出
力の種類をシミュレートする変換は行われません。

ガンマ値が 1.8（Mac OS X 10.6 よりも前の
Mac OS で使用されていた値）の Mac OS コンピューターのカラーマネジメントされて
いないアプリケーションでカラーがどのように再現されるかを表示します。「作業用ス
ペースをリニア化」が選択されている場合、このオプションは使用できません。

ガンマ値 2.2 のカラーマネジメントされていない
アプリケーションでカラーがどのように再現されるかを表示します。「作業用スペースを
リニア化」が選択されている場合、このオプションは使用できません。

Kodak 5218 ネガフィルムストックに出力した後で映画
館で Kodak 2383 ポジティブフィルムストックから投影されたときに、カラーがどのよう
に再現されるかを表示します。

After Effects 7.0 の「カラーを校正」コマンドで使われていた DPX Theater
Preview と DPX Standard Camera の 2 つのプロファイルは、「出力をシミュレート」コ
マンドの Kodak 2383 と Kodak 5218 のプロファイルに変更されました。

シミュレートする出力のタイプがない場合は、「カスタム」を選択して独自の
出力シミュレーションプリセットを作成できます。変換または再変換の各段階で使用する
プロファイルを指定できます。
ムービーをデバイスに出力して同じデバイス上で表示するときにムービーがどう見え
るかプレビューするには、出力プロファイルとシミュレーションプロファイルに同じ
値を使用します。
ムービーをデバイスに出力してカラーマネジメントされた別のデバイスで表示すると
きにムービーがどう見えるかプレビューするには、出力プロファイルとシミュレー
ションプロファイルに異なる値を使用して、「RGB を保持」の選択を解除します。
ムービーをデバイスに出力して別のデバイスで表示するときにムービーがどう見える
かプレビューするには、出力プロファイルとシミュレーションプロファイルに異なる
値を使用して、「RGB を保持」を選択します。

それぞれのビューにおいて、出力シミュレーションプリセットを選択できます。「カスタム」出力シミュレー
ションの設定は、すべてのビューで共有されます。

出力なしシミュレーションと最後に使用した出力シミュレーションを切り替えるには、ビューアの一番下
にある「チャンネルおよびカラーマネジメントの設定を表示」ボタン  をクリックして、出力をシミュ
レートを選択します。

最終出力用にレンダリングしたムービーの出力の種類をシミュレートする

出力シミュレーションのカラーマネジメントはプレビュー専用ですが、特定の出力の種類をシミュレートする
ムービーをレンダリングできます。例えば、フィルムをシミュレートする HDTV 用ムービーをレンダリング
できます。これは、映画作成においてフィルム作業を行う場合に特に便利です。

1. レイヤー／新規／調整レイヤーを選択し、コンポジションの一番上に新しい調整レイヤー
を作成します。

2. エフェクト／ユーティリティ／カラープロファイルコンバーターを選択し、カラープロ
ファイルコンバーターを調整レイヤーに適用します。

3. 編集／複製を選択し、エフェクトを複製します。

4. エフェクトコントロールパネルで、エフェクトの最初のインスタンスに次のオプションを
設定します。
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出力プロファイル

マッチング方法

入力プロファイル

出力プロファイル

マッチング方法
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注意：

プロジェクトの作業用スペース

シミュレートする出力の種類を選択します。例えば、フィルム印刷密
度のプロファイル（Kodak 5218/7218 Printing Density など）を選択します。

絶対的な色域を保持

5. エフェクトコントロールパネルで、エフェクトの 2 つ目のインスタンスに次のオプショ
ンを設定します。

シミュレートする再生の種類を選択します。例えば、シアタープレ
ビュー用のプロファイル。

出力メディアのカラースペースを選択します。例え
ば、HDTV（Rec.709）など。

相対的な色域を保持

このような出力シミュレーションを有効または無効にするには、タイムラインパネルで調整レイヤーのビデオ
スイッチを選択または選択解除することにより、調整レイヤーのオン／オフを切り替えます。

ブロードキャストセーフカラー

アナログビデオ信号の振幅は IRE（PAL ビデオの場合はボルト）で表します。7.5 ～ 100 IRE の値はブロード
キャストセーフと見なされます。この範囲のカラーは、オーディオのノイズやカラーのにじみなど望ましくな
い現象を引き起こしません（実際の作業では、100 IRE を超えるスパイクでも有効なものもありますが、ここ
ではわかりやすくするために最大 100 IRE までを有効とします）。この 7.5 ～ 100 IRE の範囲は、Y'CbCr の
Y' が、10 bpc 値で 64 ～ 940 の黒から白までの範囲に相当します。これは、8 bpc 値の 16 ～ 235 の値に対
応します。そのため、多くの一般的なビデオ機器やソフトウェアシステムでは、0 の代わりに 16 を黒とし
て、255 の代わりに 235 を白として変換します。これらの数は、RGB 値には直接対応していません。
黒や白が正確に表示されないなど、読み込んだフッテージのカラーに問題がある場合は、正しい入力カラープ
ロファイルを割り当てたかどうかを確認してください。After Effects に付属の一般的なビデオカラープロファ
イルには、これらの制限範囲に対応するバリエーションが含まれています。例えば、HDTV（Rec.709）16-
235 カラープロファイルでは、16 を黒に、235 を白に変換します。

一部のビデオカードやエンコーダーは、出力が 0 ～ 255 の範囲内にあることを前提としています。そ
のため、コンポジションやレンダリングしたムービーのカラーを制限すると、カラー範囲が不適切に圧縮され
る原因にもなります。出力ムービーのカラーに光沢がない場合は、全範囲のカラーを使用する出力カラープロ
ファイルを割り当てます。

カラーがあせて見える場合は、「レベル」エフェクトを適用し、ヒストグラムで、カラーの最小値と最大
値がそれぞれ 16 と 235 であるか、それに近いかどうかを確認します。近い場合は、16 ～ 235 の入力カ
ラープロファイルの 1 つを使用してフッテージを解釈する必要があります。

「ブロードキャストカラー」エフェクトを使用して輝度や彩度を問題のないレベルまで下げることもできます
が、出力するカラーをブロードキャストセーフ範囲に制限する最も効果的な方法は、この範囲外のカラーを使
用しないでコンポジションを作成することです。（ブロードキャストカラーエフェクトを参照）。
次のガイドラインに従ってください。

純粋な黒と純粋な白の値の使用は避けます。
彩度の高い色は使用しないようにします。
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注意：

ムービーをテスト用にレンダリングしてビデオモニターで再生し、カラーが正確に表現さ
れていることを確認します。

「ブロードキャストカラー」エフェクトを使用してカラーの輝度や彩度を低くする代わりに、「使用不可
能をキーアウト」オプションまたは「使用可能をキーアウト」オプションを指定してこのエフェクトを使
用できます。レイヤーの重なりの一番上にある調整レイヤーにエフェクトを適用し、イメージ内でブロー
ドキャストセーフ範囲外になる部分を表示できます。

After Effects に付属の Color Finesse プラグインには、カラーをブロードキャストセーフの範囲内に収めるの
に役立つ便利なツールが含まれています。詳しくは、Color Finesse が含まれているフォルダーにあるマニュ
アルを参照してください（カラー補正、カラー補整、カラー調整を参照）。

After Effects 7.0 では、フッテージを変換ダイアログボックスに「ITU-Rec. 601 準拠のルミナンス範
囲に拡張」オプションがありました。このオプションで作成したプロジェクトのフッテージアイテムを After
Effects CS3 以降で開くと、対応するプロファイルが割り当てられます。

以下も参照してください
フッテージアイテムを変換する
出力モジュールと出力モジュールの設定
カラーモデルとカラースペース
色深度と広ダイナミックレンジカラー
描画モードとレイヤースタイル
フッテージアイテムを変換する
出力モジュールと出力モジュールの設定
レンダーキューを使用したムービーのレンダリングと書き出し
ビューア
プレビュー
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Creative Cloud Libraries（After Effects の場合）

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

Creative Cloud Libraries について
Creative Cloud Libraries の使用
Creative Cloud Libraries を追加
ライブラリ内のアセットを使用
Adobe Stock からのアセットの追加
Creative Cloud ユーザーとライブラリを共有する

Creative Cloud Libraries について

Creative Cloud Libraries を使用すると、アセットをどこからでも使用できます。Photoshop や Illustrator、お
よび Adobe Shape CC、Adobe Capture CC などのモバイルアプリケーションで、画像、色、テキストスタイ
ル、カラー Look などを作成し、シームレスなクリエイティブワークフローのために、他のデスクトップアプ
リケーションおよびモバイルアプリケーションから簡単にアクセスできます。
詳しくは、Creative Cloud Libraries を参照してください。

Creative Cloud Libraries の使用

After Effects では、ライブラリパネルと起動画面で Creative Cloud Libraries を使用できます。ライブラリパネルがデフォルトの
「標準」ワークスペースと、「すべてのパネル」ワークスペースに開かれます。これらのワークスペースの右側にドッキングさ
れます。
ライブラリパネルを開くには、次のいずれかを選択します：

ウィンドウ／ワークスペース／ライブラリ

ファイル／読み込み／
または

ウィンドウ／ライブラリ

起動画面で、Libraries をクリックして Creative Assets のライブラリにアクセスします。

After Effects で Creative Assets を使用する方法は多数あります：
ライブラリパネルからグラフィックアセットをプロジェクトパネルにドラッグして、プロ
ジェクトに読み込むことができます。
Capture CC などのモバイルアプリケーションで作成したライブラリのベクトルアセット
を After Effects に読み込んで、高品質のベクトルアニメーションのためにシェイプレイ
ヤーに変換することができます。
Photoshop からライブラリに追加したテキストレイヤーグラフィックは After Effects に読
み込んで、実際のレイヤースタイルで編集可能なテキストレイヤーに変換することができ
ます。

ライブラリ内のグラフィック以外のアセットタイプを直接適用することはできませんが、ライブラリ
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パネルで表示や管理を行うことはできます。また、After Effects のスポイトツールを使用して、Adobe Color
テーマパネルと同様にライブラリから色を選択できます。

ライブラリアセットの場所

After Effects に読み込まれたライブラリアセットは、次の場所のフォルダーにコピーされます：
Mac OS X：Users/<user_name>/Documents/Adobe/After Effects CC 2015/User Libraries/
Windows：C:\Users\<user_name>\Documents\Adobe\After Effects CC 2015\User
Libraries\

Creative Cloud Libraries へのアクセス

次の方法で、ライブラリにアクセスできます。

ライブラリに保存した内容は、作業している After Effects プロジェクト全体で使用できま
す。

ライブラリは Creative Cloud と同期されます。ライブラリは、Adobe ID で Creative
Cloud を使用してサインインしたコンピューターで使用できます。

ライブラリパネルで保存した内容は、Creative Cloud Libraries をサポートするデスク
トップアプリケーションおよびモバイルアプリケーション全体で自動的に使用できるようになります。
例えば、Adobe Premiere Pro または Photoshop CC などのデスクトップアプリケーション、および Adobe
Capture や Premiere Clip などのモバイルアプリケーションにまたがって使用できます。

Creative Cloud Libraries を追加

ライブラリはいくつでも作成でき、アセットを整理できます。作成したライブラリは、After Effects のライブ
ラリパネルに表示されます。
ライブラリを作成するには、次のようにします。

1. ライブラリパネルのドロップダウンをクリックして、「新しいライブラリを作成」を選択
します。

2. ライブラリの名前を入力して「作成」をクリックします。

ライブラリ内のアセットを使用

グラフィックアセット

グラフィックアセットはローカルディスクから読み込む他のアセットと同様に、After Effects プロジェクトに
読み込むことができます。グラフィックアセットをプロジェクトに読み込むには、次のいずれかの操作を行い
ます。
グラフィックアセットを右クリックし、「読み込み」を選択します。

または
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ライブラリパネルでグラフィックアセットを選択し、プロジェクトパネルにドラッグしま
す。

Illustrator または Shape で作成されたライブラリ内のベクトルグラフィックは、After Effects に読み込むこと
ができます。コンポジションに追加した後で、高品質のベクトルアニメーションのために、これらのグラ
フィックをシェイプレイヤーに変換できます。
ライブラリに追加した Photoshop テキストレイヤーグラフィックは After Effects に読み込んで、実際のレイ
ヤースタイルで編集可能なテキストレイヤーに変換することができます。
複数アイテムのドラッグ読み込みの初期設定（環境設定／読み込み）はライブラリからの PSD および AI ア
セットの読み込み方法に影響します。

Look

Look は Adobe Capture CC または Adobe Premiere Pro（CC 2015以降のバージョン）を使用して作成さ
れ、Creative Cloud library に追加されたカラープリセットです。Look は、使用しているモバイルデバイスの
カメラで撮影されたライブ画像やデバイス上の写真から、カラーと光の情報を組み合わせます。
Look は、.look ファイルに保存され、After Effects のレイヤーに適用できます。Look を使用すると、通常は
SpeedGrade や Premiere Pro のカラーパネルなどの別のアプリケーションを使用しておこなう、画像のカ
ラーの変更によるプロジェクトの強化やカラーグレーディングの適用を簡単におこなうことができます。
ライブラリパネルの Look は、他のソースからの LUT ファイルと同様に、カラー LUT を適用エフェクトを使
用して読み取ります。
ライブラリパネルから Look を適用するには、次のいずれかの操作を行います。
コンポジション内のレイヤーを選択し、ライブラリパネルで Look を右クリックし、
「Look を適用」を選択します。
ライブラリパネルから Look をコンポジション、レイヤー、エフェクトコントロール、ま
たはタイムラインパネルのレイヤーにドラッグします。
ライブラリパネルから Look をタイムラインまたはエフェクトコントロールパネルのレイ
ヤーにある既存のカラー LUT を適用エフェクトのタイトル行にドラッグします。

After Effects でカラー LUT を適用エフェクトがターゲットレイヤーに追加され、Look が
適用されます。

カラー LUT を適用エフェクトがレイヤーに既に存在している場合、ライブラリパネルか
らの Look の適用には、エフェクトの既存のインスタンスを再利用します。このアプロー
チを使用して、同じレイヤーでさまざまな Look を試すことができます。

Adobe Stock からのアセットの追加

Adobe Stock は、何百万もの高品質でロイヤリティフリーの写真、イラストおよびビデオ（HD および 4K ビ
デオを含む）を販売するサービスです。
After Effects から Adobe Stock アセットの検索を開始できます：

1. After Effects でウィンドウ／ライブラリを選択して、ライブラリパネルを開きます。
2. ライブラリパネルの下部にある「Adobe Stock を検索」ボタンをクリックします。
3. 表示されたページで、使用したいアセットを Stock ライブラリで検索します。
ビデオアセットの検索結果には、ライセンス状況、デュレーションおよび形式情報が表示されます。検索結果
をフィルターして、アセットをプレビューできます。 写真、イラスト、ベクトルまたはビデオの検索結果を
限定するには、「Adobe Stock からの結果」をクリックします。ライブラリパネルから 4K ビデオを購入また
はプレビューする場合、4K または HD を選択することができます。
使用したいアセットが見つかったら、すぐにライセンスを購入してライブラリにアセットを追加することがで
き、After Effects のライブラリパネルに表示されます。また、アセットのライセンスのないプレビュー（すか
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し模様の）バージョンを Library に追加することもできます。 Stock アセットをプロジェクトパネルからライ
センス登録するには、プロジェクトパネルですかし入りのプレビューアセットを選択し、ファイル／ライセン
スをクリックするか、ライセンスのないフッテージアイテムの左にある買い物かごボタンをクリックします。

アセットのプレビューバージョンをライブラリに追加する場合、後でライセンスを取得することができます。
アセットのライセンスを取得するには、クリックまたは右クリックして、コンテキストメニューから「この画
像のライセンスを取得」を選択します。

Adobe Stock 静止画プレビューアセットは、ライセンスを購入すると、フル画質のすかしのないバージョンに
自動的に置き換えられます。

Creative Cloud ユーザーとライブラリを共有する

ライブラリを他の Creative Cloud ユーザーと共有して、共有ライブラリのコンテンツを表示、編集、または
使用できます。ライブラリアセットのユーザーは、読み取り専用アセットがライブラリで更新されると通知さ
れます。
 

Creative Cloud の登録者とライブラリを共有している場合、さらに他の Creative Cloud ユーザーと共有で
きます。

ライブラリを共有
1. ライブラリパネルで、パネルタブのポップアップメニューをクリックし、「コラボレ
ショーン」を選択します。

2. 表示されるブラウザーページに、ライブラリを共有する相手の電子メールアドレスと、オ
プションでメッセージを入力します。

共有ライブラリに参加
1. Adobe Creative Cloud for Desktop アプリケーションを起動して、Adobe ID 資格情報で
ログインします。

2. ライブラリを共有している場合、ホームパネルに通知が表示されます。
3. ライブラリでの共同作業の招待状ごとに「承諾」ボタンをクリックします。
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注意：

注意：

ペイントツールとペイントストローク
ブラシとブラシパネル
ブラシツールを使用してペイントする
コピースタンプツール
消しゴムツール
ペイントストロークをアニメートおよび編集する

ペイントツールとペイントストローク

ブラシツール 、コピースタンプツール 、消しゴムツール はすべてペイントツールです。これらのツー
ルはレイヤーパネルにあり、レイヤーにペイントストロークを適用するために使用します。各ペイントツール
では、ソースを変更せずにレイヤーの領域の透明度を修正したりするブラシマークが適用されます。
各ペイントストロークには、独自のデュレーションバー、ストロークプロパティ、トランスフォームプロパ
ティがあり、タイムラインパネルで表示・変更ができます。初期設定では、ペイントストロークを作成した
ツールの名前と描画の作成順を示す番号がストロークに付けられます。
ペイントストロークを作成した後で、レイヤーのプロパティとデュレーションを変更するのと同じ方法で、い
つでも各プロパティを修正してアニメートすることができます。ペイントストロークのパスプロパティをコ
ピーして、マスクパス、シェイプレイヤーのパス、モーションのパスに追加したりパスから削除したりできま
す。エクスプレッションを使用してプロパティをリンクさせると、さらに強力で柔軟な制御が得られます
（シェイプとマスクの作成とエクスプレッションを追加、編集、削除するを参照）。

ペイントストロークを適用する前に設定を行う場合は、ペイントパネルとブラシパネルを使用しま
す。適用後にペイントストロークのプロパティを変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネル
でプロパティを操作します。

初期設定では、ブラシマークは互いに結合した 1 本の線のように見えますが、実際は、ペイントストロークに
沿って一つ一つ配置されています。ブラシパネルの各ブラシの設定により、ブラシマークの形状、間隔などの
プロパティが決まります。ストロークのプロパティは、タイムラインパネルでストロークごとに変更すること
もできます。
After Effects では、ペイントストロークはベクトルオブジェクトであるため、画質を低下させずに拡大できま
す。Photoshop などの一部のアプリケーションでは、ペイントストロークはラスターオブジェクトです（ベク
トルグラフィックとラスター画像についてを参照）。
タイムラインパネルでは、ストロークグループは「ペイント」エフェクトのインスタンスとして表示されま
す。「ペイント」エフェクトの各インスタンスでは、「透明上にペイント」オプションを選択できます。この
オプションを選択すると、レイヤーのソースイメージ、およびエフェクトの重なり順でその「ペイント」エ
フェクトより前にあるすべてのエフェクトが無視され、ペイントストロークが透明レイヤー上に適用されま
す。

ペイント、描画、コピー、修正などの作業によっては、Adobe Photoshop の高度なペイントツールを活用
することをお勧めします。詳しくは、Photoshop と After Effects の使用を参照してください。

ロトブラシツールとペイントツールは機能的に共通する点があるため、ロトブラシストロークの操作
方法がペイントストロークと同じになるものが多くあります。ロトブラシツールとロトブラシストロークにつ
いては、ロトブラシストローク、スパンおよびベースフレームを参照してください。
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不透明度

流量

モード

チャンネル

デュレーション

Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、コピースタンプツールをはじめとする After
Effects ペイントツールの使用に関するヒントを公開しています。

ペイントツールとストロークの一般的な操作

タイムラインパネルで選択したレイヤーのペイントストロークを表示するには、P キーを
2 回押します。
レイヤーパネルでペイントストロークを選択するには、選択ツールを使い、1 つのスト
ロークをクリックするか、複数のストロークを囲むようにドラッグしてボックスを作成し
ます。

選択ツールを一時的にアクティブにするには、V キーを押したままにします。

タイムラインパネルで選択したペイントストロークだけを表示するには、ストロークを選
択して S キーを 2 回押します。
ペイントストロークの名前を変更するには、タイムラインパネルでペイントストロークを
選択して Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押すか、名前を右ク
リック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「名前を
変更」を選択します。
「ペイント」エフェクトのインスタンス内でペイントストロークを並べ替えるには、タイ
ムラインパネルでストロークをドラッグして新しい並び順に移動します。
「ペイント」エフェクトのインスタンスの順番を並べ替えるには、タイムラインパネルで
エフェクトをドラッグして新しい並び順に移動します。
「ペイント」エフェクトの特定のインスタンスを新しいストロークに追加する対象とする
には、レイヤーパネルの下部にある表示メニューから選択します。
ストロークをビューおよびレンダリング結果で非表示にするには、ストロークのビデオス
イッチ  の選択を解除します。
ペイントツールが選択されたときにペイントパネルおよびブラシパネルをすばやく表示す
るには、ペイントパネルとブラシパネルを表示/非表示ボタン  をクリックします。

ペイントパネルの一般的なペイントツール設定

ペイントパネルを使用するには、ツールパネルでペイントツールを選択します。

ブラシストロークまたはコピーストロークでは、ペイントが適用される最大量を示します。消しゴ
ムストロークでは、ペイントやレイヤーカラーが除去される最大量を示します。

ブラシストロークまたはコピーストロークではペイントが適用される速度、消しゴムストロークではペ
イントとレイヤーカラーが除去される速度を指定します。

ブラシストロークまたはコピーストロークでペイントするピクセルが、元のイメージのピクセルにど
のようにブレンドされるかを指定します（描画モードの使用方法を参照）。

ブラシストロークまたはコピーストロークが影響するレイヤーのチャンネル。「アルファ」を選
択すると、ストロークは不透明度にだけ反映され、カラーサンプルはグレースケールになります。アルファ
チャンネルを純粋な黒でペイントすると、消しゴムツールを使った場合と同じ結果が得られます。

ペイントストロークのデュレーション。「一定」を選択すると、ストロークは現在のフレー
ムからレイヤーのデュレーションの終了時まで適用されます。また、「1 フレーム」を選択すると、現在のフ
レームだけに、「カスタム」を選択すると、現在のフレームを起点として指定した数のフレームに適用されま
す。「連続」を指定すると、ストロークは現在のフレームからレイヤーのデュレーションの終了時まで適用さ
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注意：

直径

角度

れ、作成されたストロークのモーションに一致するようにストロークの「終了」プロパティがアニメートされ
ます。.
ペイントツールがアクティブになっている場合、メインキーボードの 1 または 2 を押して、ペイントパネ
ルのデュレーション設定に指定されているフレーム数だけ、現在の時間インジケーターを前後に移動でき
ます。

ブラシとブラシパネル

ブラシパネルを使用するには、ツールパネルでペイントツールを選択します。

ブラシギャラリーの表示モードを選択する
ブラシパネルのメニュー（テキストのみ、サムネール（小）、サムネール（大）、リスト
（小）、リスト（大））から表示モードを選択します。

プリセットブラシを作成、管理する

新しいプリセットブラシを作成するには、ブラシパネルで設定を指定し、ブラシパネルメ
ニューから「新規ブラシ」を選択するか、現在の設定で新規ブラシを作成ボタン  をク
リックします。
プリセットブラシの名前を変更するには、パネルメニューの「ブラシの名前を変更」を選
択します。
プリセットブラシを削除するには、パネルメニューの「ブラシを削除」を選択するか、ブ
ラシを削除ボタン  をクリックします。
初期設定のプリセットブラシに戻すには、ブラシパネルメニューの「ブラシチップをリ
セット」を選択します。作成したカスタムブラシを保存するには、現在のブラシを初期設
定ブラシで置き換えるかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されたら、「追加」を
クリックします。

プリセットブラシは環境設定ファイルに保存されるので、別のプロジェクトでもそのまま使用できま
す。

ブラシのプロパティ
レイヤーパネルでブラシの直径を調整するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながらドラッグします。硬さを調整するには、キーを離してドラッグします。

ブラシのサイズを指定します。

小さい直径値（左）と大きい直径値（右）を設定したストローク

楕円ブラシの長軸が水平線から回転する角度。
注意：ブラシの角度は、正と負の両方の値で表現できます。例えば、+45°のブラシは、-135°のブラシと同じ
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丸み

硬さ

間隔

ブラシダイナミックス

です。

角度付きブラシは、のみで削ったようなストロークを作成します。+45°のブラシ（左）と -45°のブラシ
（右）

ブラシの短軸と長軸の長さの比率。100％は円形ブラシを示し、0％は線形ブラシを示します。その中間
値は楕円形ブラシを示します。

100％の真円率（左）と様々な真円率（右）を使用したブラシストローク

ブラシの 100％不透明の中心から 100％透明のエッジにかけてのぼかしを制御します。硬さの値を高く
設定しても、完全に不透明なのは中心のみです。

100％の硬さ（左）と 0％の硬さ（右）

ストローク内のブラシマーク間の距離で、ブラシの直径に対するパーセントで示されます。このオプ
ションを選択していない場合は、ドラッグしてストロークを作成するスピードによってペイントの間隔が決ま
ります。

間隔を狭めた場合のストローク（左）と間隔を開けた場合のストローク（右）

Wacom 製タブレットなど、筆圧感知型のデジタイズタブレットの機能を使用して、
ブラシマークをコントロールすることができます。ペンタブレット機能を使用してブラシマークを制御するに
は、「サイズ」から「オフ」、「筆圧」、「ペンの傾き」または「スタイラスホイール」を選択し、「角
度」、「真円率」、「不透明度」および「流量」を設定します。例えば、「サイズ」を「筆圧」に設定する
と、ストロークの作成中にペンにかける力によって、ブラシマークの幅が変化します。「サイズ」が「オフ」
でない場合は、「最小サイズ」でブラシマークの最も細いサイズを設定します。
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注意：

注意：

ブラシツールを使用してペイントする

レイヤーパネル内のレイヤー上に現在の描画色でペイントするには、ブラシツールを使用します。

ペイントストロークを適用する前に設定を行う場合は、ペイントパネルとブラシパネルを使用しま
す。適用後にペイントストロークのプロパティを変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネル
でプロパティを操作します。

ブラシツールのカラーを選択する

ブラシツールをアクティブにして、次のいずれかの操作を行います。

カラーピッカーで描画色を選択するには、ペイントパネルの描画色を設定ボタン  をク
リックします。
スポイトを使用して画面上から描画色を選択するには、ペイントパネルのスポイト  を
クリックして、ポインターの下の色を抽出します。このとき Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらクリックすると、3 x 3 ピクセルの正方形のカ
ラーの平均値が抽出されます。

ポインターがレイヤー上にあるときに Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと、レ
イヤーパネル内でスポイトをすばやくアクティブにすることができます。

描画色と背景色を入れ替えるには、X キーを押すか、描画色と背景色を入れ替えボタン 
をクリックします。
描画色を黒に、背景色を白にリセットするには、D キーを押します。

ブラシストロークを作成した後に色を変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネル
で、ストロークオプションのカラープロパティを使用します。

ブラシツールを使用してペイントする

1. ブラシツール  を選択します。

2. ペイントパネルとブラシパネルでブラシおよび他の設定を選択します。

3. レイヤーパネル内でブラシツールをドラッグし、レイヤー上に描画を作成します。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストローク
が作成されます。前のストロークを再開するには、Shift キーを押しながらドラッグしま
す。

ブラシツールを使用して個々のフレームでペイントする

一連のフレームを構成する個々のフレームにペイント操作を行うことで、アニメーションを作成したり、フッ
テージの不要なディテールを隠すことができます。

出力でインターレースを使用する場合は、各フレームでペイントする前にコンポジションのフレームレー
トを 2 倍にします（フレームレートを参照）。

1. ブラシツールを選択します。

2. ペイントパネルで、種類ポップアップメニューから「カスタム」を選択し、フレームの
デュレーションを指定します。フレームごとにペイントするには、デュレーション値を 1

387



注意：

ページの先頭へ

に設定します。必要に応じて、ペイントパネルとブラシパネルの他のオプションを設定し
ます。

3. レイヤーパネル内でブラシツールをドラッグし、レイヤー上に描画を作成します。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストローク
が作成されます。前のストロークを再開するには、Shift キーを押しながらドラッグしま
す。

4. カスタムデュレーション設定で指定したフレーム数を進めるには、キーボードの 2 キー
を押し、前の手順を繰り返します。

カスタムで設定したフレーム数を戻すには、キーボードの 1 キーを押します。

ペンタブレットを使用している場合は、ペンのボタンにショートカットキーを割り当
てると、作業を効率的に行うことができます。この手順について詳しくは、使用して
いるペンタブレットのマニュアルを参照してください。

コピースタンプツール

コピースタンプツールは、ある時点と場所のピクセル値を別の時点と場所にコピーするためのツールです。例
えば、コピースタンプツールを使用して、快晴の空のピクセルをコピーして電線を消したり、ソースフッテー
ジの牛のコピーを時間的にオフセットして牛を何十頭も作成することができます。
コピースタンプツールではソースレイヤーのピクセルをサンプリングして、ターゲットレイヤーに適用しま
す。ターゲットレイヤーは、ソースレイヤーと同じでも、同じコンポジション内の別のレイヤーでもかまいま
せん。ソースレイヤーとターゲットレイヤーが同じである場合、ソースレイヤーの元の画像だけでなく、ペイ
ントストロークとエフェクトもサンプリングされます。
このビデオは「After Effects: Learn By Video」シリーズの 1 つで、モーショントラッキングとコピースタンプ
ツールを組み合わせてシーンからオブジェクトを削除する方法を説明しています。
Angie Taylor が、Digital Arts の Web サイトで、トラッキングデータとクローンスタンプツールを使用してカ
メラの動きに合わせてオブジェクトのコピーをシーンに適用する方法のチュートリアルについて説明していま
す。
Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、コピースタンプツールを使用してオブジェクトのコピーを
作成し、そのコピーを空間的、時間的に、相互にオフセットする方法を示すビデオチュートリアルを公開して
います。

コピースタンプツールを使用する

他のペイントツールと同様に、コピースタンプツールはレイヤーパネルで使用します。

ソースレイヤーとターゲットレイヤーが異なる場合は、レイヤーを別々のビューアで開きます。Ctrl + Alt
+ Shift + N キー（Windows）または Command + Option + Shift + N キー（Mac OS）を押し、現在のフ
レームを分割してロックします。

コピーソースオーバーレイ（ソースレイヤーの半透明画像）を使用すると、ストロークを作成する前に、その
効果を確認できます。
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注意：

注意：

2 つの異なるレイヤー間でのコピー中に表示されるコピーソースオーバーレイ

A. コピーソースオーバーレイ B. 現在のストロークポイント C. 現在のサンプルポイント 

ペイントストロークを適用する前に設定を行う場合は、ペイントパネルとブラシパネルを使用しま
す。適用後にペイントストロークのプロパティを変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネル
でプロパティを操作します。

ペイントパネルで「調整」を選択しておくと、ターゲットレイヤーパネルでのコピースタンプツールの動きに
合わせて、ストロークごとにサンプルの位置（コピー位置）が変わります。つまり、「調整」オプションを選
択すると、サンプルした画像の 1 つのコピーをペイントするのに、何度もストロークを使用することができま
す。これに対して「調整」オプションの選択を解除すると、サンプルポイントは同じ場所から動きません。そ
のため、新規にコピーストロークを作成するたびに元のサンプルポイントからのピクセルをペイントすること
になります。
例えば、1 頭の牛を 1 回の連続ストロークでコピーするのは困難です。このような場合には、「調整」を選択
して複数のコピーストロークを使用してコピーします。1 輪の花をターゲットレイヤー上の何十か所にもコ
ピーして花畑にするには、「調整」の選択を解除して 1 回のコピーにつき 1 つのコピーストロークを使用し
ます。
単一のソースフレームをコピーするには、「ソースフレームの時間固定」を選択します（コンポジションタイ
ムは「ソース時間」）。一方、後に続く複数のフレームをコピーするには、「ソースフレームの時間固定」の
選択を解除します。このとき、コンポジションタイムは「ソース時間シフト」で、ソースとターゲットのフ
レームの時間がオフセットされます。現在のサンプルポイントがソースレイヤーのデュレーションの終了時を
過ぎると、コピーソースの時間が自動的にサンプル開始ポイントにループバックします。このループは特に、
ターゲットレイヤー内に修正すべきフレームが多数あるにもかかわらず、ソースレイヤーに正しいフレームが
少数しかない場合に便利です。

1. ソースレイヤーとターゲットレイヤーの両方を含むコンポジションを開きます。

2. レイヤーパネルでソースレイヤーを開き、サンプリングを開始するフレームに現在の時間
インジケーターを移動します。

ペイントパネルの「オフセット」、「ソース時間シフト」、「ソース位置」、
「ソース時間」の値を変更して、サンプリングを開始する時間と座標を手動でコントロー
ルすることができます。リセット  ボタンをクリックすると、これらの値が 0 にリセッ
トされます。

3. レイヤーパネルのソースレイヤー上で Alt キー（Windows）または Option キー（Mac
OS）を押しながらコピースタンプツールをクリックして、サンプルポイントを設定しま
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コピーソース

コピー位置

コピー時間

コピー時間シフト

す。

4. レイヤーパネルでターゲットレイヤーを開き、現在の時間インジケーターを、コピースト
ロークのペイントを開始するフレームに移動します。

5. ターゲットレイヤー内をドラッグして、ソースレイヤーからコピーしたピクセルをペイン
トします。コピーストロークを適用する際にコピースタンプツールがサンプリングする対
象を簡単に識別できるよう、サンプルポイントに十字のマークが表示されます。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストローク
が作成されます。前のストロークを再開するには、Shift キーを押しながらドラッグしま
す。

ペイントパネルの「コピーソースオーバーレイ」オプションの横にある差モードボタ
ン  をクリックするか、オーバーレイの不透明度を変更すると、コピーストローク
の結果を簡単に表示することができます。コピーソースオーバーレイを一時的に表示
するには、Alt + Shift キー（Windows）または Option + Shift キー（Mac OS）を押し
ます。ソースレイヤーの位置を変更するには、Alt + Shift キー（Windows）または
Option + Shift キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

タイムラインパネルでは、各コピーストロークにコピースタンプツール固有のプロパティが表示されます。こ
れは、コピーストロークが作成される前にペイントパネルで行った設定に対応します。

サンプリングするレイヤー。

ソースレイヤー内のサンプルポイントの X、Y 位置。

ソースレイヤーをサンプリングするコンポジション時間。このプロパティが適用されるのは、
「ソースフレームの時間固定」を選択した場合のみです。

サンプリングしたフレームとターゲットフレーム間の時間オフセット。このプロパティが
適用されるのは、「ソースフレームの時間固定」を選択していない場合のみです。

コピーストロークを作成した後に、タイムラインパネルでプロパティを変更したりアニメートしたりできま
す。例えば、1 羽の鳥が画面を横切るアニメーションをコピーするには、1 つのフレームで鳥をコピーし、鳥
のモーションをトラッキングし、エクスプレッションを使用してコピー位置プロパティをトラッカーのアタッ
チポイントプロパティにリンクさせます。

他のペイントストロークと同様に、コピーストロークにも描画モードを設定できます。例えば、比較
（暗）描画モードを使用して明るいカラーの傷を除去したり、比較（明）描画モードを使用して暗いカ
ラーのしみや汚れを除去することができます。

コピープリセットを使用する

コピープリセットを使用すると、コピーソースの設定を保存・再使用できます。コピープリセットでは、ソー
スレイヤー、調整、ソースフレームの時間固定、ソース時間シフト、オフセット、ソース位置の値を環境設定
ファイルに保存し、他のプロジェクトで再使用できます。コピープリセットを使用するには、まずコピースタ
ンプツールを選択します。

コピープリセットを選択するには、キーボードの 3、4、5、6、7 のいずれかを押すか、
ペイントパネルのコピープリセットボタン  をクリックします。
コピープリセットを変更するには、プリセットを選択し、必要に応じてコピーオプション
の設定を調整します。
あるコピープリセットから別のプリセットに設定をコピーするには、コピー元のコピープ
リセットを選択し、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、
設定をペーストするプリセットのコピープリセットボタンをクリックします。
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消しゴムツール

消しゴムツールを「レイヤーソースとペイント」または「ペイントのみ」モードで使用すると、作成した消し
ゴムストロークの変更やアニメートができます。ただし「最後のストロークのみ」モードでは、最後に作成し
たペイントストロークが消去されるだけで、消しゴムツールは作成されません。

「最後のストロークのみ」モードで消しゴムツールを一時的に使用するには、Ctrl + Shift キー
（Windows）または Command + Shift キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

1. ツールパネルで消しゴムツールを選択します。

2. ペイントパネルで設定を行います。

3. ブラシパネルでブラシを選択し、ブラシオプションを設定します。

4. レイヤーパネルで、消去する領域をドラッグします。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストローク
が作成されます。前のストロークを再開するには、Shift キーを押しながらドラッグしま
す。

ペンタブレットを使用している場合は、ペンの消しゴム側でタブレットを使用すると、一時的に消し
ゴムツールがアクティブになります。

ペイントストロークをアニメートおよび編集する

キーフレームを設定したりプロパティにエクスプレッションを指定したりして、ペイントストロークをアニ
メートできます。キーフレーム間のすべてのフレームの値を補間することで、ペイントストロークのパスプロ
パティのようなプロパティでもアニメートすることができます。
ペイントストロークの「開始」と「終了」プロパティを変更してアニメートすると、ストロークがいつどのよ
うに表示されるかを制御できます。例えば、連続設定を使用して「終了」プロパティを 0％から 100％に自動
的にアニメートすると、ペイントストロークが時間とともに自然に作成されるように見えます。
他のすべてのプロパティと同様に、エクスプレッションを使用してペイントストロークのプロパティを他のプ
ロパティにリンクさせることができます。例えば、ペイントストロークをフッテージ内で動く要素に追従させ
ることができます。そのためには、動く要素をトラッキングし、ペイントストロークの位置プロパティをト
ラッカーのアタッチポイントプロパティにリンクさせます。
このように、アイテムをトレースして個々のフレームでペイントまたは描画を作成する特殊な例をロトスコー
ピングと呼びます。多くの場合、ロトスコーピングは、ペイントストロークではなく、アニメートされたマス
クを描画することを表します（ロトスコーピングの概要とリソースを参照）。
Scott Squires が、Effects Corner Web サイトで、ペイントとマスクの両方でロトスコーピングを使用する方
法を次の 2 つのムービーで公開しています。

ロトスコーピング - パート 1

ロトスコーピング - パート 2

Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、一連のペイントストロークをアニメートして、いくつかの
手書きの絵が順にモーフィングするように絵を補間する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

連続オプションを使用したスケッチでペイントストロークをアニメートする
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注意：

ペイントパネルで種類ポップアップメニューから「連続」を選択すると、ストロークの作成に使用したモー
ションに合わせて「終了」プロパティが自動的にアニメートされます。

After Effects には、ブラシアニメーションエフェクトも含まれています（ブラシアニメーションエ
フェクトを参照）。

1. ツールパネルでペイントツールを選択します。

2. ペイントパネルで、種類ポップアップメニューから「連続」を選択します。

3. レイヤーパネルでペイントストロークをドラッグしてレイヤーに適用します。

ペイントを始めると、ブラシの動きがリアルタイムで記録され、ストロークが結果の出力
画面に現れる速度が決まります。レイヤーパネルでレイヤー内をクリックすると記録が開
始され、マウスボタンを放すと現在の時間がペイント開始時間に戻ります。この動作によ
り、同じ時間から開始する別のペイントストロークのアニメーションを記録できます。

シェイプパスに対するパスのトリミング操作をアニメートすると、「連続」を使用してペイントストロー
クをアニメートしたときと似た結果が得られます（パスの方向によってシェイプを変更するを参照）。

ペイントストロークパスをアニメートする
1. ツールパネルでペイントツールを選択します。

2. ペイントパネルで、種類ポップアップメニューから「1 フレーム」、「一定」または「カ
スタム」を選択します。

3. レイヤーパネルでペイントツールをドラッグして、ペイントストロークを作成します。

4. 選択ツールを使用して、ペイントストロークを選択します。

選択ツールを一時的にアクティブにするには、V キーを押したままにします。

5. 選択したストロークをタイムラインパネルで表示するには、S キーを 2 回押します。

6. ペイントストローク名の横にある三角形をクリックして、プロパティのリストを開きま
す。

7. パスプロパティのストップウォッチをクリックして、最初のパスキーフレームを作成しま
す。

8. 現在の時間インジケーターを任意の時間にドラッグします。

9. ストロークを選択した状態でペイントツールを使用してレイヤーパネルでドラッグし、ペ
イントストロークを作成します。タイムラインパネルに 2 番目のパスキーフレームが表
示されます。

ストロークが選択されているときにストロークを作成すると、選択されているストローク
が置き換えられます。この操作はストロークターゲットとも呼ばれます。

パスの補間がうまくいかない場合は、パスをマスクとして作成し、「マスク補間」を
使用して補間を微調整し、その後、マスクパスプロパティのキーフレームをペイント
ストロークのパスプロパティにコピーすることをお勧めします（スマートマスク補間
を使用してマスクパスをアニメートするを参照）。

同じブラシで作成した 2 つの異なるシェイプ（左と右）を補間したペイントストローク
（中央）

以下も参照してください
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

描画モードの使用方法
タイムラインパネルのレイヤープロパティ
ペイントツールのキーボードショートカット
カラーの選択とグラデーションの編集
ビューア
エクスプレッションを追加、編集、削除する
シェイプパスとマスクの管理とアニメート
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シェイプレイヤー、パス、ベクトルグラフィックの概要

ページの先頭へ

ベクトルグラフィックとラスター画像について
パスの概要
シェイプとシェイプレイヤーについて
シェイプおよびシェイプ属性のグループとレンダリングの順序

ベクトルグラフィックとラスター画像について

ベクトルグラフィックは、画像を構成する直線や曲線をベクトルと呼ばれる数学的オブジェクトによって定義
し、その幾何学的特性に従って記述します。After Effects におけるベクトルグラフィックの例には、マスクパ
ス、シェイプレイヤー上のシェイプ、テキストレイヤー上のテキストがあります。
ラスター画像（またはビットマップ画像）は、長方形のグリッドを画像の要素（ピクセル）として使用して、
画像を表現します。各ピクセルには、特定の位置とカラー値が割り当てられます。ビデオフッテージ、フィル
ムから転送された静止画シーケンス、その他 After Effects に読み込まれる画像の多くはラスター画像です。
ベクトルグラフィックは解像度に依存しないので、サイズを変更しても鮮明なエッジが維持され、細部がつぶ
れることがありません。このことから、ベクトルグラフィックは、様々なサイズで使用するロゴなどのビジュ
アル要素に最適です。

同じベクトルグラフィックを異なる拡大率で表示した例

ラスター画像は一定数のピクセルから構成されているので、解像度に依存します。ラスター画像を拡大する
と、細部がつぶれ、エッジがギザギザ（ピクセル化）になります。

同じラスター画像を異なる拡大率で表示した例

一部の画像は、他のアプリケーションでベクトルグラフィックとして作成されても、After Effects に読み込む
ときにピクセルに変換（ラスタライズ）されます。レイヤーが連続ラスタライズされている場合は、レイヤー
のサイズを変更しても、After Effects によってベクトルグラフィックがピクセルに再変換されるので、鮮明な
エッジが維持されます。SWF、PDF、EPS、Illustrator の各種ファイルのベクトルグラフィックは、連続ラス
タライズできます。
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Aharon Rabinowitz の「What are Raster and Vector Graphics?」ビデオチュートリアル（Creative COW
Web サイトのMultimedia 101 シリーズの一部）では、ラスター画像とベクトルグラフィックの基本を説明し
ています。

パスの概要

マスク、シェイプ、ペイントストローク、モーションパスなどの After Effects の一部の機能は、パスの概念に
依存しています。これらのパスの作成および編集ツールや手法はオーバーラップしていますが、パス機能のそ
れぞれには固有の特徴があります。
パスは、セグメントと頂点で構成されます。セグメントは、頂点を結ぶ直線または曲線であり、頂点は、パス
の各セグメントの開始点と終了点です。他の Adobe アプリケーションでは、頂点のことをアンカーポイン
トまたはパスポイントと呼ぶ場合もあります。
パスのシェイプを変更するには、その頂点をドラッグするか、各頂点の方向線（すなわち接線）の終了点にあ
る方向ハンドルをドラッグするか、またはパスセグメント自体をドラッグします。
頂点からパスが開始されると、その頂点から出る方向線の角度と長さに応じてパスが決まります。パスが次の
頂点に近付くにつれて、パスは徐々に前の頂点から出る方向線を反映しなくなり、次の頂点に入る方向線を反
映するようになります。

パスの構成要素

A. 選択された頂点 B. 選択された頂点 C. 選択していない頂点 D. 曲線のパスセグメント E. 方向線（接線) F.
方向ハンドル 

パスには、コーナーポイントとスムーズポイントという 2 種類の頂点が作成されます。スムーズポイントで
は、パスセグメントは連続する曲線として連結されます。つまり、入ってくる方向と出て行く方向が同じ線上
にあります。コーナーポイントでは、パスの方向が急激に変わります。つまり、入ってくる方向と出て行く方
向が異なる線上にあります。コーナーポイントとスムーズポイントを自由に組み合せてパスを作成できます。
ポイントの種類が不適切な場合は、後で変更できます。

パス上のポイント

A. 4 つのコーナーポイント B. 4 つのスムーズポイント C. コーナーポイントとスムーズポイントの組み合わ
せ 

スムーズポイントで方向線を移動すると、ポイントの両側の曲線が同時に調整されます。これに対して、コー
ナーポイントで方向線を移動すると、方向線を調整する側の曲線だけが調整されます。
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注意：

ページの先頭へ

スムーズポイント（左）とコーナーポイント（右）での方向線の調整

マスクは、オープンパスまたはクローズパスに分類されます。オープンパスには、終了点とは異なる開始点が
あります。例えば、直線はオープンパスに分類されます。クローズパスは連続しており、開始点や終了点はあ
りません。例えば、円はクローズパスに分類されます。
シェイプツールを使用すると、多角形、楕円、星形など、一般的な図形のパスが作成できます。ペンツールを
使用すると、自由な形のパスを作成することができます。ペンツールで作成したパスは、マニュアルベジェパ
スまたはロトベジェマスクのいずれかになります。ロトベジェパスとマニュアルベジェパスの主な違いは、ロ
トベジェパスでは方向線が自動的に計算されるので、描画の作成が簡単で早いという点です。
シェイプツール（長方形、角丸長方形、楕円、多角形、スター）を使用してシェイプレイヤーにシェイプパス
を作成する場合は、パラメトリックシェイプパスとベジェシェイプパスのいずれかのパスを作成できます
（シェイプとシェイプレイヤーについてを参照）。
マスクパス、ペイントストロークパス、ベジェシェイプパスは、エクスプレッションを使用してリンクできま
す。また、マスクパス、ペイントストロークパス、ベジェシェイプパス、モーションパス、Adobe
Illustrator、Photoshop、Adobe Fireworks のパスを相互にコピー＆ペーストすることもできますシェイプとマ
スクの作成を参照）。
シェイプパスに対しては、「パスを結合」という操作（Adobe Illustrator のパスファインダー効果と同様の操
作）によって、複数のパスを 1 つのパスに合成することができます（パスを結合オプションを参照）。
テキストまたはエフェクトをパス上に設定する場合、そのパスはマスクパスである必要があります。
レンダリング出力には、パス自体が視覚的に表示されることはありません。パスとは、他のビジュアル要素の
配置方法や変更方法についての情報の集合体です。パスを表示するには、パスに線を適用します。マスクパス
の場合は「線」エフェクトを適用します。シェイプレイヤーオブジェクトのパスの初期設定では、タイムライ
ンパネルの「パス」プロパティグループの後に、「線」プロパティグループ（属性）を持つパスが作成されま
す。
パスの境界で仕切られた領域内に適用されるカラーまたはグラデーションを「塗り」といいます。

マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点のサイズを指定するには、編集／環境設定／一般設定
（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「パスポイントのサイズ」の
値を編集します。

シェイプとシェイプレイヤーについて

シェイプレイヤーには、シェイプと呼ばれるベクトルグラフィックが含まれています。初期設定では、シェイ
プはパス、線、塗りで構成されます。（パスの概要およびシェイプの線と塗りを参照）。
シェイプレイヤーを作成するには、コンポジションパネルでシェイプツールやペンツールを使用して描画しま
す（シェイプとマスクの作成を参照）。
シェイプパスには、パラメトリックシェイプパスとベジェシェイプパスの 2 種類があります。パラメトリック
シェイプパスは数値で定義され、タイムラインパネルのプロパティでこの数値を変更してアニメートすること
ができます。ベジェシェイプパスは頂点（パスポイント）とセグメントの集まりによって定義され、コンポジ
ションパネルで変更できます。ベジェシェイプパスは、マスクパスと同じ方法で使用できます。マスクパスは
すべて、ベジェパスです。
シェイプパスは、「パスのウィグル」や「パンク・膨張」などのパスの操作を適用して変更できます。パスに
は線を適用できます。また、パスで定義した領域にペイントの操作を適用して、色で塗りつぶすこともできま
す（シェイプレイヤーのシェイプ属性、ペイント操作およびパス操作を参照）。
シェイプパス、ペイントの操作、シェイプに対するパスの操作は、まとめてシェイプ属性と呼ばれます。シェ
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イプ属性は、ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューを使用して追加します。各シェイプ属性
は、他のレイヤープロパティと同様に、アニメート可能なプロパティを持つプロパティグループとしてタイム
ラインパネルに表示されます（アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについてを参照）。
シェイプレイヤーの色深度は、プロジェクト全体の深度（8、16 または 32 bpc）と同じです（色深度と広ダ
イナミックレンジカラーを参照）。
シェイプレイヤーは、フッテージアイテムには基づいていません。フッテージアイテムに基づいていないレイ
ヤーは、生成レイヤーとも呼ばれます。テキストレイヤーも生成レイヤーであり、ベクトルグラフィックオブ
ジェクトで構成されています。このため、テキストレイヤーに適用される規則やガイドラインの多くは、シェ
イプレイヤーにも適用されます。例えば、レイヤーパネルではテキストレイヤーを開けないのと同様に、シェ
イプレイヤーも開けません。

自分のお気に入りのシェイプをアニメーションプリセットとして保存することができます（アニメーショ
ンプリセットを保存するを参照）。

シェイプレイヤーに関するオンラインリソース

ベクトルレイヤーからシェイプレイヤーを作成する方法について説明するビデオチュートリアルを利用するに
は、学習チュートリアルのページを参照してください。
Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 Creating Motion Graphics with After Effects (5th Edition) の「Shape
Layers」の抜粋（PDF）で、シェイプレイヤーの概要について説明しています。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、クロスヘアアニメーションを簡単かつ明確に制御および変更できる
ようになる様々なカスタムプロパティを備えた、1 つのシェイプレイヤーを使用してターゲットクロスヘアを
作成するアニメーションプリセットを公開しています。

シェイプおよびシェイプ属性のグループとレンダリングの順序

初期設定のシェイプは、1 つのパス、1 つの線、1 つの塗りで構成され、タイムラインパネルの上から順にこ
の順序で配置されます。シェイプレイヤーは、シェイプ属性を追加したり並べ替えたりしてより複雑な合成
シェイプを作成することによって、様々な用途やデザインに活用することができます。
1 つのシェイプレイヤー内の同じグループレベルにあるシェイプやシェイプ属性をグループ化することができ
ます。
グループとは、パス、塗り、線、パスの操作、他のグループなどのシェイプ属性の集まりです。各グループに
は、それぞれの描画モードとトランスフォームプロパティがあります。シェイプを組み合わせてグループを作
成すると、複数のシェイプを同時に操作できます。例えば、グループ内のすべてのシェイプを同じ倍率で拡大
縮小したり、各シェイプに同じ線を適用したりすることができます。さらに個別のシェイプやシェイプ属性だ
けをグループ化することによって、そのトランスフォームを他から分離できます。例えば、パスだけをグルー
プ化すると、線の倍率を変更せずに、パスを拡大縮小できます。
ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューを使用してシェイプ属性を追加すると、選択したグ
ループ内に属性が追加されます。グループや属性を並べ替えるには、タイムラインパネル内でドラッグしま
す。シェイプやシェイプ属性の並べ替えやグループ化によって、他のシェイプやシェイプ属性との間でのレン
ダリング順を変更できます。
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A. グループ内の 2 つのシェイプ B. 合成シェイプ内の 2 つのパス C. ウィグルが適用された円のパス D. 上位
のすべてのパスに 1 つの線を適用 E. 星型パスだけのグループ F. 上位のすべてのパスに 1 つの塗りを適用 G.
2 つの線を持つ 1 つのパス 

シェイプレイヤー内でのシェイプのレンダリング順序

シェイプレイヤーのレンダリング規則は、コンポジションの中にネスト化されたコンポジションがある場合と
ほぼ同じです。

グループ内では、タイムラインパネルの重なり順で一番下にあるシェイプが最初にレンダ
リングされます。
グループ内のパスの操作がすべて実行された後、ペイントの操作が実行されます。例え
ば、線が先に実行されてから、「パスのウィグル」操作によってパスのゆがみが実行され
ます。グループ内のパスの操作は、上から順に処理されます（パスの方向によってシェイ
プを変更するを参照）。
グループ内のペイントの操作は、タイムラインパネルの重なり順で下から処理されます。
例えば、タイムラインパネルで上に表示される線は、下に表示される線より上（前）にレ
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ンダリングされます。この初期設定の動作を、特定の塗りまたは線で変更するには、タイ
ムラインパネルの塗りまたは線の「コンポジット」プロパティで、「同じグループの前面
のコンテンツの上」オプションを選択します（シェイプの線と塗りを参照）。

パスの操作とペイントの操作は、同じグループのそれより上にあるすべてのパスに適用されます。

シェイプグループとシェイプパスのトランスフォームプロパティ

各グループには、それぞれのトランスフォームプロパティグループがあります。このトランスフォームプロパ
ティグループは、タイムラインパネルに「トランスフォーム: [グループ名]」と表示されます。コンポジション
パネルでは、ハンドルのついた破線のバウンディングボックスが表示されます。例えば、パスだけをグループ
化すると、その新しいトランスフォームプロパティグループを使用して、パスだけをトランスフォームできま
す。
1 つのパスだけのトランスフォームプロパティグループを設定すると、例えば軌道に沿って回転しながら 1 つ
のアンカーポイントの周りを回転するなどの複雑なモーションを作成するのに便利です。グループのトランス
フォームは、グループ内のすべてのシェイプに影響を与えます。これはレイヤーの親子関係の場合と同じ動作
です（親レイヤーと子レイヤーを参照）。
また、各シェイプパスにはパスの位置とシェイプに影響を与える固有のプロパティがあります。パラメトリッ
クシェイプパスでは、位置やサイズなどのプロパティがタイムラインパネルにパラメーターとして表示されま
す。ベジェシェイプパスでは、これらのプロパティは各頂点に対して定義され、パスプロパティに含まれてい
ます。トランスフォームボックスを使用してベジェパスを変更すると、そのパスを形成する各頂点が持つ固有
のプロパティが変更されます（シェイプとシェイプレイヤーについてを参照）。

シェイプやシェイプ属性をグループ化する
1 つまたは複数のシェイプやシェイプ属性を選択し、次のいずれかの操作を行います。

レイヤー／シェイプをグループ化を選択します。

Ctrl + G キー（Windows）または Command + G キー（Mac OS）を押します。

シェイプをグループ化すると、グループのアンカーポイントはグループのバウンディングボックスの中央に配
置されます。

シェイプやシェイプ属性をグループ解除する
1 つのグループを選択して、次のいずれかの操作を行います。

レイヤー／シェイプのグループ解除を選択します。

Ctrl + Shift + G キー（Windows）または Command + Shift + G キー（Mac OS）を押
します。

空のシェイプグループを作成する
ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューから「空のグループ」を選択しま
す。
ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする
ビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成する場合の注意事項
テキストレイヤーについて
マスクについて
シェイプとマスクの作成
エクスプレッションを追加、編集、削除する
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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シェイプとマスクの作成

ページの先頭へ

マスクを作成する
数値を指定して長方形や楕円のマスクを作成する
オートトレースでチャンネル値からマスクを作成する
シェイプとシェイプレイヤーを作成する
ベクトルアートフッテージをシェイプに変換する | CC、CS6
シェイプツールをドラッグしてシェイプまたはマスクを作成する
ペンツールを使用してベジェシェイプまたはベジェマスクを作成する
レイヤーサイズのシェイプまたはマスクを作成する
テキスト文字からシェイプまたはマスクを作成する
Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーする
モーションパスからマスクまたはシェイプを作成する
トランスフォームしながらシェイプグループを複製する

マスクを作成する

以下のいずれかの方法で、コンポジション内の各レイヤーに 1 つまたは複数のマスクを作成できます。

シェイプツールかペンツールで、パスを作成します。マスクパスの作成は、シェイプパス
の作成と似ています（シェイプツールをドラッグしてシェイプまたはマスクを作成するお
よびペンツールを使用してベジェシェイプまたはベジェマスクを作成するを参照）。
マスクシェイプダイアログボックスでマスクパスのサイズを数値で指定します（数値を指
定して長方形や楕円のマスクを作成するを参照）。
シェイプのパスを「マスクパス」プロパティにコピーして、シェイプパスをマスクパスに
変換します。
モーションパスをマスクパスに変換します（モーションパスからマスクまたはシェイプを
作成するを参照）。
「オートトレース」コマンドを使用して、カラーまたはアルファチャンネルの値をトレー
スします（オートトレースでチャンネル値からマスクを作成するを参照）。
別のレイヤー、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、または Fireworks からコピーしたパ
スをペーストします（Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーするを参
照）。
テキストレイヤーを平面レイヤー上の 1 つまたは複数の編集可能なマスクに変換するに
は、「テキストからマスクを作成」を使用します（テキスト文字からシェイプまたはマス
クを作成するを参照）。
キャプチャしたシェイプを使用して、モーショングラフィックスを作成します（詳しく
は、キャプチャしたシェイプを使用して、モーショングラフィックスを作成するを参照し
てください）。

レイヤーにマスクを作成すると、作成した順番でそのマスク名がタイムラインパネルのアウトラインに表示さ
れます。作成したマスクを整理して区別しやすくするには、マスク名を変更します。

マスクの名前を変更するには、マスクを選択して Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）
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を押すか、マスク名を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して
「名前を変更」を選択します。

レイヤーパネルで、既にマスクのあるレイヤーにマスクを追加する場合は、レイヤーパネルのターゲットポッ
プアップメニューで「なし」を選択してください。選択しないと、新しいマスクは作成されず、ターゲットの
マスクが置き換えられます。マスクをロックして、変更できないようにすることもできます。

レイヤーパネルでマスクのターゲットを指定するポップアップメニュー

A. 表示メニュー B. ターゲットメニュー 

マスクを作成または編集するときは、マスク名やマスク内の頂点数などの情報は情報パネルに表示されます。

マスクしているプライマリレイヤーから独立して移動できるマスクを作成するには、次を実行します。
1. 別の白の平面レイヤーにマスクを作成し、その平面レイヤーをプライマリレイヤーの
トラックマットとして使用します。

2. 親子関係を使用して平面レイヤーをプライマリレイヤーの子レイヤーにすることで、
平面レイヤーは直接適用したかのようにプライマリレイヤーと一緒に移動します。平
面レイヤーは子レイヤーであるため、親レイヤーとは別にアニメートすることもでき
ます。

3. モーショントラッキングを使用すると、平面レイヤー（マスク）がプライマリレイ
ヤー内の移動するオブジェクトの後について移動します（レイヤーをトラックマット
に変換するおよび親レイヤーと子レイヤーを参照）。

数値を指定して長方形や楕円のマスクを作成する
1. コンポジションパネルでレイヤーを選択するか、レイヤーパネルでレイヤーを表示しま
す。

2. レイヤー／マスク／新規マスクを選択します。コンポジションパネルまたはレイヤーパネ
ルに新しいマスクが表示され、フレームの外側のエッジに、このマスクのハンドルが表示
されます。

3. レイヤー／マスク／マスクシェイプを選択します。

4. 「リセット」を選択し、シェイプメニューで「長方形」または「楕円形」を選択し、マス
クのバウンディングボックスのサイズと位置を指定します。

オートトレースでチャンネル値からマスクを作成する

1. 「オートトレース」コマンドを使用すると、レイヤーのアルファ、赤、緑、青またはルミ
ナンスチャンネルを 1 つまたは複数のマスクに変換できます。

2. このコマンドは、レイヤーのチャンネルの指定した値からアウトラインを描くのに必要な
数だけベジェマスクを作成します。

3. また、設定の範囲内で、できるだけ頂点の数を少なくしたマスクを作成します。
4. 「オートトレース」で作成したマスクは、他のマスクと同じように変更できます。また、
エクスプレッションを使用すると、シェイプレイヤーにあるシェイプパスなどの他のパス
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現在のフレーム

ワークエリア

反転

ブラー

許容量

しきい値

最小領域

コーナーの真円率

新規レイヤーに適用

プレビュー

にリンクすることもできます。
「オートトレース」を適用すると、正確な結果が得られるように、対象レイヤーは自動的に最高画質に設定さ
れます。

「オートトレース」で作成されるマスクの数を減らすには、「オートトレース」を使用する前に、キーイ
ングエフェクトをレイヤーに適用して対象を区別しやすくします。

1. タイムラインパネルで、次のいずれかの操作を行います。

1 つのフレームにマスクキーフレームを作成するには、現在の時間インジケーターを
任意のフレームにドラッグします。

選択した範囲のフレームにマスクキーフレームを作成するには、必要な範囲を含む
ワークエリアを設定します。

2. 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

3. レイヤー／オートトレースを選択します。

4. 以下のいずれかを選択します。

マスクキーフレームを現在のフレームにのみ作成します。

ワークエリア内のフレームにマスクキーフレームを作成します。

5. 必要に応じて、次のオプションを設定します。

エッジを検索する前に、入力レイヤーを反転します。

トレースした結果を生成する前に、元のイメージにブラーを適用します。このオ
プションは、トレースした結果の好ましくない点を低減したり、ギザギザのエッジを滑ら
かにする場合に使用します。コントラストの高いイメージで詳細にトレースする場合は、
このオプションの選択を解除します。ブラー操作の対象とする領域の半径は、ピクセル単
位で指定します。値が大きいほど、ブラーが大きくなります。

チャンネルの輪郭からどの程度外れてトレースできるかをピクセル単位で指定し
ます。

ピクセルがエッジの一部と見なされるためにピクセルのチャンネルに必要な値
を、パーセントで指定します。チャンネルの値がしきい値を超えているピクセルは白とし
て扱われ、不透明になります。チャンネルの値がしきい値を下回るピクセルは黒として扱
われ、透明になります。

トレース対象となる元のイメージの、最小ターゲット領域を指定します。例え
ば、値を 4 にすると、 2 pixel（幅）x 2 pixel（高さ）より小さいターゲット領域はトレー
ス結果から除外されます。

頂点でのマスク曲線の丸みを指定します。値が大きいほど、曲線はな
だらかになります。

選択したレイヤーと同じサイズのマスクを新しい平面に適用しま
す。このコントロールは、コラップストランスフォームが有効になっているレイヤーには
自動的に選択され、レイヤーを含むコンポジションと同じサイズの新しいレイヤーが作成
されます。

マスクの結果や「オートトレース」コマンドの様々なオプションによる影響
をプレビューします。
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シェイプとシェイプレイヤーを作成する

シェイプレイヤーを作成するには、コンポジションパネルでシェイプツールやペンツールを使用して描画しま
す。その後、既存のシェイプにシェイプ属性を追加したり、シェイプレイヤー内に新しいシェイプを作成した
りします。初期設定では、シェイプレイヤーを選択した状態でコンポジションパネルにシェイプを描画する
と、そのシェイプレイヤー内で、選択した 1 つまたは複数のシェイプの上に作成されます。シェイプレイヤー
以外のイメージレイヤーを選択した状態で、シェイプツールまたはペンツールを使用してコンポジションパネ
ルに描画すると、マスクが作成されます。

新しいシェイプレイヤーを作成するには、コンポジションパネルで描画を始める前に、F2 キーを押してす
べてのレイヤーの選択を解除します。

シェイプおよびシェイプレイヤーは、次の方法で作成できます。

シェイプツールかペンツールで、パスを作成します。マスクパスの作成は、シェイプパス
の作成と似ています（シェイプツールをドラッグしてシェイプまたはマスクを作成するお
よびペンツールを使用してベジェシェイプまたはベジェマスクを作成するを参照）。
テキストレイヤーをシェイプレイヤー上のシェイプに変換するには、「テキストからシェ
イプを作成」コマンドを使用します（テキスト文字からシェイプまたはマスクを作成す
るを参照）。
マスクパスをシェイプパスに変換します。
モーションパスをシェイプパスに変換します（モーションパスからマスクまたはシェイプ
を作成するを参照）。
別のレイヤー、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、または Fireworks からコピーしたパ
スをペーストします（Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーするを参
照）。
レイヤー／新規／シェイプレイヤーを選択して、新しい空のシェイプレイヤーを作成しま
す。

通常、新しいシェイプを作成すると、ツールパネルの「塗り」と「線」で設定されていた塗りと線が適用され
ます。シェイプを作成した後でこれらの属性を変更するには、シェイプを選択してツールパネルの「塗り」や
「線」で値を指定します。テキストから作成されたシェイプは、元のテキストと同じ「塗り」と「線」を使用
して作成されます。

シェイプレイヤーにマスクを作成するには、ツールパネルでシェイプツールまたはペンツールをアク
ティブにして、マスクを作成  ボタンをクリックします。マスクの作成方法について詳しくは、マスクの作
成を参照してください。

Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、「パスを結合」パス操作を使用して、複数のパス
を 1 つの合成シェイプに合成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

ベクトルアートフッテージをシェイプに変換する | CC、CS6

After Effects の以前のバージョンでは、Illustrator（.ai）、EPS（.eps）または PDF（.pdf）ファイルから読み
込むことはできましたが、そのファイルを変更することはできませんでした。ベクトルアートフッテージレイ
ヤーからシェイプレイヤーを作成し、そのシェイプレイヤーを変更することができるようになりました。
After Effects でのオブジェクトのベベルと押し出しの機能を使用して、アートワークに押し出しを適用するこ
ともできます（例えばロゴの押し出し）。テキストレイヤーとシェイプレイヤーへの押し出しの適用を参照し
てください。
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注意：

ベクトルアートフッテージレイヤーをシェイプレイヤーに変換するには：

レイヤー／ベクトルレイヤーからシェイプを作成を選択します。一致するシェイプレイ
ヤーがフッテージレイヤーの上に表示され、フッテージレイヤーがミュートされます。

次の既知の問題が存在します。
Illustrator ファイルの一部の機能は現時点では維持されません。例えば、不透明度、画
像、グラデーションは維持されません。
変換されたシェイプでは、フッテージを変換ダイアログボックスに指定された PAR 上
書きは無視されます。
グラデーションやサポート対象外のタイプでは 50 ％グレーのシェイプとして表示さ
れることがあります。
大量のパスを含むファイルでは、読み込みの時間が非常に長くかかることがあり、そ
の間にフィードバック情報は表示されません。
メニューコマンドは、一度に 1 つの選択中のレイヤーに対して動作します。
Illustrator ファイルをコンポジション（複数のレイヤー）として読み込むと、すべての
レイヤーを 1 つのパスに変換することはできません。ただし、ファイルをフッテージ
として読み込み、コマンドを使用して 1 つのフッテージレイヤーをシェイプに変換す
ることはできます。

Todd Kopriva と video2brain によるこのビデオでは、ベクトルグラフィックを Illustrator からシェイプレイ
ヤーに短時間で変換し、After Effects CS6 でパスをアニメートする方法を説明します。この方法は以前のバー
ジョンの After Effects よりも簡単です。

シェイプツールをドラッグしてシェイプまたはマスクを作成する

シェイプツールには、長方形 、角丸長方形 、楕円 、多角形 、スター  の各ツールがあります。

シェイプツールをアクティブにし、種類を順に切り替えるには、Q キーを押します。

多角形は、内半径プロパティまたは内側の丸みプロパティを持たない以外はスターと同じなので、多角形やス
ターとして作成したシェイプの名前は、いずれも多角形となります。
コンポジションパネルやレイヤーパネルで、選択したレイヤー上をシェイプツールでドラッグすると、マスク
を作成できます。コンポジションパネルで、選択したシェイプレイヤーにシェイプツールをドラッグすると、
シェイプを作成できます。レイヤーを選択せずに、コンポジションパネルでシェイプツールをドラッグする
と、新しいシェイプレイヤーにシェイプが作成されます。

シェイプレイヤーにマスクを作成するには、ツールパネルでシェイプツールをアクティブにして、マ
スクを作成  ボタンをクリックします。

コンポジションパネルで、シェイプツールでドラッグしてシェイプを作成すると、パラメトリックシェイプパ
スが作成されます。パラメトリックシェイプパスの代わりに、ベジェシェイプパスを作成するには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押してからドラッグします。キーは、ドラッグ操作を完了す
る前に放してもかまいません。マスクパスはすべて、ベジェパスです（シェイプとシェイプレイヤーについて
を参照）。
ドラッグは、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでクリックして作成し始めた時点から開始し、マウ
スボタンを放した時点で終了します。ドラッグ中に様々なタイミングでショートカットキーを使うと、異なる
結果が得られます。

シェイプやマスクの作成中に配置し直すには、スペースバーかマウスの中央ボタンを押し
たままドラッグします。
円、楕円、正方形、角丸正方形、長方形、角丸長方形の作成中に、中心を軸に拡大縮小す
るには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したままドラッグ
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します。マウスボタンを放して描画の作成を完了するまで、キーを放さないでください。
描画の作成を中止するには、Esc キーを押します。

各シェイプツールは、最後に変更したときの設定が有効になっています。例えば、スターの描画中
に、矢印キーを使って頂点の数を 10 個に変更すると、次にスターツールで描画するときには 10 個の頂点を
持つスターが作成されます。ツールを初期設定にリセットしてシェイプを作成したいときは、ツールパネルで
そのツールをダブルクリックします（レイヤーサイズのシェイプまたはマスクを作成するを参照）。

長方形、角丸長方形、正方形、角丸正方形を描画する
1. 長方形ツール  または角丸長方形ツール  を選択し、次のいずれかの操作を行いま
す。

長方形または角丸長方形を描画するには、対角線上にドラッグします。

正方形または角丸正方形を描画するには、Shift キーを押しながら対角線上にドラッグ
します。

2. （オプション）角丸長方形または角丸正方形を描画するには、マウスボタンを放す前に次
の操作を行います。

角の丸みを増減するには、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押すか、マウスホ
イールを前後に回します。

角の丸みを最大または最小に設定するには、左向き矢印キーまたは右向き矢印キーを
押します。

3. マウスのボタンを放すと描画が終了します。正方形または角丸正方形を描画した場合は、
マウスボタンを放した後に Shift キーを放します。

正方形は、コンポジションのピクセル縦横比に従った正方形が作成されます。コンポジションのピク
セル縦横比が 1 でない場合は、コンポジションパネルの下部にある「ピクセル縦横比補正」ボタン  を選択
した場合にだけ、コンポジションパネルに正方形が正方形として表示されます。

楕円と円を描画する
1. 楕円ツール  を選択し、次のいずれかの操作を行います。

楕円を描画するには、対角線上にドラッグします。

円を描画するには、Shift キーを押しながら対角線上にドラッグします。

2. マウスのボタンを放すと描画が終了します。円を描画した場合は、マウスボタンを放した
後に Shift キーを放します。

円は、コンポジションのピクセル縦横比に従った円が作成されます。コンポジションのピクセル縦横
比が·1 でない場合は、コンポジションパネルの下部にある「ピクセル縦横比補正」ボタン  を選択した場合
にだけ、コンポジションパネルに円が円として表示されます。

多角形とスターを描画する
1. 多角形ツール  またはスターツール  を選択し、次のいずれかの操作を行います。

多角形またはスターをドラッグして作成すると、拡大縮小または回転します。

多角形またはスターを Shift キーを押しながらドラッグして作成中すると、回転しな
いよう固定されます。

2. （オプション）マウスボタンを放す前に、次の操作を行います。

点を追加または削除するには、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押すか、マウ
スホイールを前後に回します。
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注意：

外側の丸みを増減するには、左向き矢印キーまたは右向き矢印キーを押します。

マウスを移動してスターの外径を増加させるときに、内径を一定に保つには、Ctrl
キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したままにします。

スターの内側の丸みを増減するには、Page Up キーまたは Page Down キーを押しま
す。

3. マウスのボタンを放すと描画が終了します。Shift キーを押して回転しないようにした場
合は、マウスボタンを放した後に Shift キーを離します。

ペンツールを使用してベジェシェイプまたはベジェマスクを作成する

ベジェマスクを作成するには、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでレイヤーを選択し、その上でペ
ンツールを使用します。ベジェパスを持つシェイプを作成するには、コンポジションパネルでシェイプレイ
ヤーを選択し、その上でペンツールを使用します。レイヤーを選択せずに、コンポジションパネルでペンツー
ルをドラッグすると、新しいシェイプレイヤーにシェイプが作成されます。
ロトベジェパスの作成方法は、マニュアルベジェパスの作成とほぼ同様です。主な違いは、ロトベジェパスで
は頂点の方向線とパスセグメントの湾曲が自動的に計算される点です。

ペンツールを使用してマニュアルベジェパスを作成する
1. ツールパネルでペンツールを選択し、「ロトベジェツール」オプションの選択を解除した
状態で、コンポジションパネル内で最初の頂点を配置する場所をクリックします。

2. 次の頂点を配置する場所をクリックします。曲線のセグメントを作成するには、方向線ハ
ンドルをドラッグして目的の曲線を作成します。

頂点をクリックし、マウスボタンを放す前にその頂点の位置を変更するには、スペー
スバーを押しながらドラッグします。

最後に追加した頂点は、選択されていることを示す塗りつぶされた四角形で表示されま
す。別の頂点を追加すると、それまでに追加した頂点は、選択が解除されていることを示
す塗りつぶされていない四角形で表示されます。

3. 手順 2 を繰り返してパスを完成させます。

4. 次のいずれかの操作を行ってパスを閉じます。

ポインターの位置を最初の頂点の上に移動し、ポインターの横に閉じた円アイコン 
が表示されたら頂点をクリックします。

最後の頂点をダブルクリックするか、レイヤー／マスクとシェイプのパス／ク
ローズパスを選択してパスを閉じることもできます。

パスを開いたままにするには、別のツールをアクティブにするか、F2 を押してパス
の選択を解除します。

ペンツールを使用して直線マニュアルベジェパスを描画する

ペンツールで作成できる最も単純なパスは直線です。ペンツールをクリックして 2 つの頂点を決めるだけで作
成されます。クリックを続けると、複数の直線セグメントがコーナーポイントで結ばれたパスができます。
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ペンツールをクリックして直線セグメントを作成

1. 直線セグメントの始点にペンツールを置き、クリックして頂点を作成します（ドラッグは
しないでください）。

2. セグメントの終点位置で、もう一度クリックします（コーナーポイントでのセグメント間
の角度を 45 度の整数倍にするには、Shift キーを押しながらクリックします）。

3. クリックを続けて、他の直線セグメントの頂点を作成します。

ペンツールを使用して曲線マニュアルベジェパスを描画する

方向線をドラッグして、曲線パスセグメントを作成します。曲線の形状は、方向線の長さと方向によって決ま
ります。

方向線の角度を 45 度の整数倍にするには、Shift キーを押しながらドラッグします。頂点から出ていく方
向線だけを変更するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグし
ます。

1. ペンツールを曲線の始点に置き、マウスボタンを押したままにします。

頂点が表示され、ペンツールのポインターが矢印に変わります。

2. 頂点の両方の方向線の長さと方向をドラッグして変更し、マウスボタンを放します。

曲線パスの最初の頂点を指定

A. ペンツールを配置 B. マウスボタンを押したままドラッグを開始 C. ドラッグして方向
線を伸ばす 

3. 曲線セグメントの終点にペンツールを置いてから、次のいずれかの操作を行います。

C 字曲線を作成するには、前の方向線とは逆の方向にドラッグし、マウスボタンを放
します。

曲線パスの 2 番目の頂点を指定

A. ドラッグを開始 B. 前の方向線とは逆の方向にドラッグして C 字曲線を作成 C. マウス
ボタンを放した後の曲線 
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S 字曲線を作成するには、前の方向線と同じ方向にドラッグし、マウスボタンを放し
ます。

S 字曲線の作成

A. ドラッグを開始 B. 前の方向線と同じ方向にドラッグして S 字曲線を作成 C. マウスボ
タンを放した後の曲線 

4. 引き続き、別の場所からペンツールをドラッグして、一連の滑らかな曲線を作成します。

レイヤーサイズのシェイプまたはマスクを作成する
1. 新しいマスクまたはシェイプの作成場所を指定します。

既存のシェイプレイヤーの上にシェイプを作成するには、そのレイヤーを選択しま
す。

コンポジションと同じサイズの新しいシェイプレイヤーにシェイプを作成するに
は、F2 キーを押してすべてのレイヤーの選択を解除します。

マスクを作成するには、タイムラインパネル、レイヤーパネル、コンポジションパネ
ルのいずれかでレイヤーを選択します。シェイプレイヤーにマスクを作成するには、
ツールパネルでシェイプツールをアクティブにして、マスクを作成  を選択しま
す。

マスクパスを置き換えるには、タイムラインパネル、レイヤーパネル、コンポジショ
ンパネルのいずれかでマスクを選択します。

シェイプパスを置き換えるには、コンポジションパネルかタイムラインパネルでシェ
イプパス（グループではなく）を選択します。

2. ツールパネルで、長方形 、角丸長方形 、楕円 、多角形 、スター  のいずれか
のツールをダブルクリックします。

テキスト文字からシェイプまたはマスクを作成する

「テキストからシェイプを作成」コマンドは、各文字のアウトラインを抽出し、そのアウトラインからシェイ
プを作成して、シェイプを新しいシェイプレイヤーに配置します。この方法で作成したシェイプは、他のシェ
イプと同じように使用できます。
「テキストからマスクを作成」コマンドは、各文字のアウトラインを抽出し、そのアウトラインからマスクを
作成して、マスクを新しい平面レイヤーに配置します。この方法で作成したマスクは、他のマスクと同じよう
に使用できます。

Webdings などのフォントファミリーには、テキストではなく、グラフィック文字が含まれています。簡単
なグラフィック要素のシェイプレイヤーを作成するには、これらのフォントファミリーのテキストを変換
して使用すると簡単です。

テキストからシェイプを作成する
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1. シェイプに変換するテキストを選択します。

テキストレイヤー内のすべての文字をシェイプに変換するには、タイムラインパネル
またはコンポジションパネルでテキストレイヤーを選択します。

特定の文字だけをシェイプに変換するには、コンポジションパネルでその文字を選択
します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤー／テキストからシェイプを作成を選択します。

レイヤーまたはテキストを右クリック（Windows）または Control キーを押しながら
クリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「テキストからシェイプを作
成」を選択します。

また、テキストレイヤーのビデオスイッチ  がオフになります。
新しいシェイプレイヤーは、既存のレイヤーの一番上に追加されます。新しいレイヤーには、選択した文字ご
とに 1 つのシェイプグループと、そのテキストの「塗りと線」プロパティが保存されます。
複合パスで構成される文字（例えば、i や e）には、複数のパスが作成され、「パスを結合」のパス操作で結
合されます。
エフェクト、マスク、レイヤースタイルや、テキストレイヤーの「トランスフォーム」プロパティグループに
含まれるプロパティに適用したキーフレームとエクスプレッションは、新しいシェイプレイヤーまたは平面レ
イヤーにコピーされます。

テキストからマスクを作成する
1. マスクに変換するテキストを選択します。

テキストレイヤー内のすべての文字をマスクに変換するには、タイムラインパネルま
たはコンポジションパネルでテキストレイヤーを選択します。

特定の文字だけをマスクに変換するには、コンポジションパネルでその文字を選択し
ます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤー／テキストからマスクを作成を選択します。

レイヤーまたはテキストを右クリック（Windows）または Control キーを押しながら
クリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「テキストからマスクを作成」
を選択します。

また、テキストレイヤーのビデオスイッチ  がオフになります。
新しい平面レイヤーは、既存のレイヤーの一番上に追加されます。
複合パスで構成される文字（例えば、i や e）には、複数のマスクが作成され、減算マスクモードで結合され
ます。

Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーする

Illustrator、Photoshop、Fireworks でパスをコピーし、After Effects にマスクパスまたはシェイプパスとして
ペーストできます。
Illustrator から After Effects に、互換性のあるデータをコピーするには、Adobe Illustrator の環境設定ダイアロ
グボックスの「ファイル管理・クリップボード」セクションで「AICB」オプションを選択しておく必要があ
ります。
Photoshop から読み込んだパスを適切にスケールするには、Photoshop ドキュメントの解像度を 72dpi に設定
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する必要があります。72dpi はフィルム＆ビデオプリセットを使用して Photoshop で作成されたドキュメント
の解像度設定です。
注意：Illustrator、Photoshop、または Fireworks からパスをコピーして、After Effects のモーションパスとし
て使用することもできます。詳しくは、マスク、シェイプまたはペイントパスからモーションパスを作成す
るを参照してください。

Adobe Illustrator で作成したパス（左）と After Effects にマスクとしてペーストしたパス（右）

1. Illustrator、Photoshop、または Fireworks でパス全体を選択してから、編集／コピーを選
択します。

2. After Effects で次の操作を行い、ペースト操作の対象を定義します。

新しいマスクを作成するには、レイヤーを選択します。

既存のマスクパスまたはシェイプパスを置き換えるには、「パス」プロパティを選択
します。

パスをシェイプパスとしてペーストするには、シェイプレイヤーで既存のシェイ
プの「パス」プロパティを選択します。このセクションは、ペースト操作の対象を After
Effects に通知します。ペーストの対象が指定されていない場合、レイヤー全体が対象と
なり、新しいマスクが作成されます。「パス」プロパティがない場合（シェイプレイヤー
が空の場合など）は、ペンツールを使用してプレースホルダーパスを作成し、Illustrator
からプレースホルダーパスにパスをペーストします。

3. 編集／ペーストを選択します。

複数のパスをシェイプパスにペーストすると、最初のパスがシェイプパスにペーストさ
れ、残りのパスは新しいマスクパスにペーストされます。これは、2 つ目以降のパスには
ペーストの対象が明確に定義されていないため、パスはマスクとしてレイヤー全体に追加
されるからです。

Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトのこのビデオで、After Effects のモーションパスとして
Illustrator のパスを使用する方法を紹介しています。

モーションパスからマスクまたはシェイプを作成する

位置キーフレーム、アンカーポイントキーフレームまたはエフェクトコントロールポイントの位置キーフレー
ムをコピーして、選択したマスクパスまたはシェイプパスにペーストできます。モーションパスからマスクパ
スまたはシェイプパスを作成する場合、キーフレームは必ず 1 つの位置プロパティからのみコピーします。そ
れ以外のプロパティのキーフレームはコピーしないでください。

モーションスケッチを使用してモーションパスを描画し、それをマスクパスまたはシェイプパスにペース
トします。
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注意：

宇宙船のモーションパス（上）を背景レイヤー（左下）にコピーし、ベガスエフェクトで使用します（右
下）。

マスクパスからモーションパスへコピーするときは、マスクパスの値がレイヤーの座標系（レイヤー
空間）で表されている一方、モーションパスの値はコンポジションの座標系（コンポジション空間）で表され
ていることを念頭に置いてください。この違いにより、ペーストされたパスがオフセットされ、ペースト後に
パスを配置し直す必要が生じることがあります（詳しくは、座標系：コンポジション空間とレイヤー空間を参
照してください）。

モーションパスからマスクパスを作成する
1. タイムラインパネルで、モーションパスのコピー元になる「位置」プロパティまたは「ア
ンカーポイント」プロパティの名前をクリックします（この場合は、すべてのキーフレー
ムが選択されます。モーションパスの一部のキーフレームだけを選択するには、Shift
キーを押しながらクリックします）。

2. 編集／コピーを選択します。

3. 新しいマスクを作成するには、マスクを作成するレイヤーを選択し、レイヤー／マスク／
新規マスクを選択します。

4. タイムラインパネルで、モーションパスのキーフレームのペースト先になるマスクの「マ
スクパス」プロパティの名前をクリックします。

5. 編集／ペーストを選択します。

位置キーフレームの選択とコピー（左）、選択したマスクパスプロパティにペースト
（右）

モーションパスからシェイプパスを作成する
1. タイムラインパネルで、モーションパスのコピー元になる「位置」プロパティまたは「ア
ンカーポイント」プロパティの名前をクリックします（この場合は、すべてのキーフレー
ムが選択されます。モーションパスの一部のキーフレームだけを選択するには、Shift
キーを押しながらクリックします）。

2. 編集／コピーを選択します。

3. 新しいシェイプレイヤーを作成するには、F2 キーを押してすべてのレイヤーの選択を解
除し、コンポジションパネルでペンツールをクリックして 1 つのポイントからなるベ
ジェパスを作成します。

412

https://helpx.adobe.com/jp/after-effects/using/selecting-arranging-layers.html#coordinate_systems_composition_space_and_layer_space


  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

4. S キーを 2 回押して、シェイプの「パス」プロパティを表示します。モーションパスの
キーフレームをペーストする「パス」プロパティの名前をクリックします。

5. 編集／ペーストを選択します。

トランスフォームしながらシェイプグループを複製する

グループ選択モードで選択したシェイプグループを、コンポジションパネルで移動、回転、スケールして複製
するには、

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらそのグループをドラッ
グします。
これらのキーを押した状態でポインターをグループのトランスフォームボックスに近付け
ると、ポインターが複製ポインター（  または ）に変わります。

関連項目
マスクについて
シェイプとシェイプレイヤーについて
キーイングの概要とヒント
ワークエリア
シェイプレイヤーのキーボードショートカット
ショートカットキー
テキストレイヤーについて
Adobe Illustrator ファイルの準備と読み込み
描画
モーションパス
グループ選択モードでシェイプグループを選択する
キャプチャしたシェイプを使用して、モーショングラフィックスを作成する
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シェイプパスとマスクの管理とアニメート
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注意：

ロトスコーピングの概要とリソース
マスクパスとシェイプを表示する
シェイプパス、シェイプおよびシェイプグループを選択する
マスク、セグメント、頂点を選択する
マスクをロックまたはロック解除する
トランスフォームボックスで頂点を移動する
パスをマニュアルベジェからロトベジェに変換する
ベジェマスクパスやベジェシェイプパスを変更する
マスクパスの数値を変更する
最初の頂点をベジェパスに指定する
スマートマスク補間を使用してマスクパスをアニメートする
マスクの移動とマスクの後ろにあるレイヤーのパン
顔のトラッキングとマスクのトラッキング

マスクパスとシェイプパスは、他のプロパティをアニメートする場合とほとんど同じようにしてアニメートし
ます。具体的には、「マスクパス」プロパティまたは「パス」プロパティにキーフレームを設定し、各キーフ
レームでパスの設定を行うと、指定された値の間が補間されます。

ロトスコーピングの概要とリソース

ロトスコーピング（または単にロトともいいます）は、ムービーのビジュアル要素をリファレンスとして使用
して、ムービーのフレームに描画またはペイントすることです。一般的なロトスコーピングは、ムービー内の
オブジェクトの周囲のパスをトレースし、そのパスをマスクとして使用して、オブジェクトを背景から分離す
る処理のことです。これにより、オブジェクトと背景を個別に操作できるようになります。つまり、オブジェ
クトと背景に異なるエフェクトを適用する、背景を置き換えるなどの操作が可能です。

After Effects にはロトブラシツールとエッジを調整ツールが付いており、このツールを使用して従来
のロトスコーピングと同じ処理を数多く行うこともできますが、そのような使い方はまれです。ロトブラシ
ツールの使用について詳しくは、ロトブラシ、エッジを調整、マットを調整を参照してください。

背景または前景オブジェクトが識別しやすい一定のカラーの場合、ロトスコーピングン代わりにカラー
キーイングを使用して、背景またはオブジェクトを削除することができます。フッテージがキーイングを
考慮して撮影されている場合、ロトスコーピングよりもカラーキーイングの方が大幅に簡単です（キーイ
ングの概要とリソースを参照）。

After Effects でのロトスコーピングは、通常、マスクを描画し、マスクパスをアニメートして、それらのマス
クを使用してマットを定義することを意味します。様々なタスクとテクニックを使用することで、この作業が
簡単になります。例えば、マスクを描画する前にオブジェクトでモーショントラッキングを使用し、モーショ
ントラッキングデータを使用してマスクやマットが自動的にオブジェクトを追って動くようにすることができ
ます。

ロトスコーピングのヒント
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マスクの描画を開始したらすぐに、Alt + Shift + M キー（Windows）または Option +
Shift + M キー（Mac OS）を押して、そのマスクのキーフレーム機能をオンにして、キー
フレームを設定します。これにより、数分間（またはそれ以上）にわたってフレームごと
にマスクを編集した後に、ストップウォッチをクリックしてマスクパスをアニメートさせ
るのを忘れたために以前のフレームのすべての作業を失うような事態を防げます。
（ロックされている）フッテージレイヤーの上にある白の平面レイヤー上に、レイヤーの
ビデオスイッチ（目）をオフにしてマスクを描画します。これにより、マスクの操作時に
間違ってフッテージレイヤーを移動することを回避でき、トラッキングデータを簡単にマ
スクに適用できるようになります（トラッキングデータは、マスクを保持する非表示の平
面レイヤーに適用します）。また、マスクを操作するたびに、キャッシュされた プレ
ビューフレームを失うこともありません（レイヤーまたはプロパティグループの可視性ま
たは影響を切り替えるおよびレイヤーをロックまたはロック解除するを参照）。
「マスク編集時に一定の頂点数を保持」をオンにします（最初の頂点をベジェパスに指定
するを参照）。
可能な場合は、頂点を個別に移動するのではなく、マスク全体またはマスク頂点の一部を
トランスフォーム（回転、スケール、移動）します。これにより、作業を効率化して、フ
レーム間での整合性のない移動によるガタつきを防止できます（トランスフォームボック
スで頂点を移動するを参照）。
手動でのモーショントラッキングの方が、手動でのロトスコーピングよりも時間がかかり
ません。シーンやオブジェクトの様々な部分のトラッキングデータの精度を高めることに
よって、マスクの描画および微調整の時間を短縮できます（モーションのトラッキングと
スタビライズを参照）。
可変幅のマスクの境界のぼかし機能により、オブジェクトのぼかしをより精密に行うこと
ができます。

ロトスコーピングに関するオンラインリソース

After Effects CS5: Learn By Video シリーズのこのビデオでは、モーショントラッキングとロトスコーピング
を組み合わせて、俳優の顔を特定し、選択的にカラー補正を行う方法について説明しています。
Scott Squires が、Effects Corner Web サイトで、ペイントとマスクの両方でロトスコーピングを使用する方
法を次の 2 つのムービーで公開しています。

ロトスコーピング - パート 1

ロトスコーピング - パート 2

Mathias Möhl が、彼自身の Web サイトで、KeyTweak スクリプトを公開しています。このスクリプトを使用
して、プロパティ上の複数のキーフレームを同時に変更できます。KeyTweak を使用して、いくつかのキーフ
レームを手動で変更すると、その間にあるキーフレームがスクリプトによって同様に変更されま
す。KeyTweak は、ロトスコーピングワークフローのマスクパスキーフレームで特に便利です
Rich Young が、彼自身の After Effects Portal の Web サイトで、ロトスコーピングの各種リソースを公開して
います。

マスクパスとシェイプを表示する

タイムラインパネルで、選択したレイヤーのマスクパスを表示するには、M キーを押しま
す。
タイムラインパネルで、選択したマスクまたはシェイプを表示するには、S キーを 2 回押
します。
コンポジションパネルでマスクパスおよびシェイプパスを表示するには、パネルの下端に
ある「マスクとシェイプのパスを表示」ボタン  をクリックします。
レイヤーパネルでマスクパスを表示するには、レイヤーパネルの表示メニューで「マス
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レイヤー選択モード

グループ選択モード

自由変形モード

パス編集モード

ク」を選択します。
特定のマスクパスだけを非表示にするには、タイムラインパネルでマスクのロックスイッ
チ  を選択し、レイヤー／マスク／ロック済みマスクを隠すを選択して、マスクをロックし
ます。
選択したマスクを分離して、その他のマスクを非表示にするには、レイヤー／マスク／他
のマスクをロックを選択し、レイヤー／マスク／ロック済みマスクを隠すを選択します。

シェイプパス、シェイプおよびシェイプグループを選択する

シェイプレイヤーとそのコンポーネントは、次の 4 つの選択レベル（選択モードといいます）のいずれかで選
択できます。

シェイプレイヤー全体が選択されます。変形の値は、「コンテンツ」プロパティグルー
プと同じレベルの「トランスフォーム」プロパティグループにある、レイヤーのトランスフォームプロパティ
に適用されます。

シェイプグループ全体が選択されます。変形の値は、タイムラインパネルのシェイプグ
ループ内の「トランスフォーム」プロパティグループにある、グループのトランスフォームプロパティに適用
されます。

1 つまたは複数のベジェパス上にある複数の頂点が選択されます。コンポジションパネル内
の頂点の周りにトランスフォームボックスが表示されます。このボックスで操作すると、1 回のトランス
フォームで複数の頂点を移動できます。変形の値は、タイムラインパネルの「パス」プロパティに含まれてい
る頂点自体に適用されます。

頂点のみが選択されます。このモードでは、パスへの頂点の追加や、個別の頂点の移動など
のパス編集操作をおこなえます。
ペンツールをアクティブにすると、ペン編集モードになります。パス編集モードのままにしたい場合は、
ペンツールを選択し、V キーを押すか、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押し
て、必要に応じて選択ツールを一時的にアクティブにします。

シェイプレイヤー上のシェイプの選択モード

A. レイヤー選択 B. グループ選択 C. 自由変形 D. パス編集 

マスクの選択については、マスク、セグメント、頂点を選択するを参照してください。

シェイプの頂点を選択した状態で Ctrl + A キー（Windows）または Command + A キー（Mac OS）を押
すと、パス上のすべての頂点が選択されます。もう一度押すとすべてのシェイプが選択され、さらにもう
一度押すとすべてのレイヤーが選択されます。
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シェイプレイヤーを選択する

タイムラインパネルでレイヤー名またはレイヤーデュレーションバーをクリックします。
選択ツールを使用して、コンポジションパネルでレイヤーの境界内をクリックします。
レイヤー上で、シェイプレイヤーを選択したまますべてのシェイプの選択を解除するに
は、レイヤーの境界内で、すべてのシェイプパスの外側をクリックします。

グループ選択モードでシェイプグループを選択する

選択ツールで、コンポジションパネルのグループのメンバーをダブルクリックします。ダ
ブルクリックするたびに、グループ階層の 1 つ下のレベルに移動します。
直接選択ツール  をアクティブにするには、選択ツールを選択した状態で、Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したままにします。直接選択ツール
でコンポジションパネルのシェイプをクリックすると、グループ階層の中でそのシェイプ
がどれだけ深くネスト化されていても、そのシェイプのグループが直接選択されます。
すでに選択されたグループと同じグループ内に含まれているグループを選択するには、選
択するグループをクリックします。
グループを選択範囲に追加するには、Shift キーを押しながら追加するグループをクリック
します。Shift キーを押しながら直接選択ツールでダブルクリックすることで、深くネスト
化されたグループを選択範囲に追加できます。

パス編集モードでパスと頂点を選択する
マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点のサイズを指定するには、編集／環境設定／一般設定
（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「パスポイントのサイズ」
の値を編集します。

頂点を選択するには、選択ツールで頂点をクリックします。頂点を選択範囲に追加するに
は、追加する頂点を Shift キーを押しながらクリックします。
パスセグメントを選択するには、選択ツールでセグメントをクリックします。セグメント
を選択範囲に追加するには、追加するセグメントを Shift キーを押しながらクリックしま
す。
パス全体を選択するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しな
がら、選択ツールでパスのセグメントまたは頂点をクリックします。または、パスの一部
を選択し、Ctrl + A キー（Windows）または Command + A キー（Mac OS）を押しま
す。
頂点をドラッグで選択するには、パスまたはパスの一部を選択してパス編集モードを有効
にし、範囲選択ツール  で選択する頂点を囲むようにドラッグします。頂点を選択範囲
に追加するには、Shift キーを押しながら追加の範囲選択ボックスをドラッグします。

パス上のすべての点を選択し、トランスフォームボックスを有効にする

パス編集モードまたはグループ選択モードで、1 つのシェイプのパスセグメントをダブル
クリックします。
タイムラインパネルで「パス」プロパティを選択し、Ctrl + T（Windows）または
Command + T（Mac OS）を押します。
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マスク、セグメント、頂点を選択する

レイヤーとは異なり、マスクには複数の選択レベルがあります。マスクの移動やサイズ変更が必要な場合は、
全体的なパスとしてマスクを選択できます。ただし、マスクパスを変更する場合は、マスクの 1 つまたは複数
の頂点を選択します。選択した頂点は塗りつぶされ、選択されていない頂点は中空で表示されます。

マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点のサイズを指定するには、編集／環境設定／一般設定
（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「パスポイントのサイズ」
の値を編集します。

レイヤーパネルまたはコンポジションパネルでマスクを選択／選択解除する

マスクの頂点を選択するには、選択ツール  で頂点をクリックします。頂点を選択範囲に
追加するには、追加する頂点を Shift キーを押しながらクリックします。
マスクセグメントを選択するには、選択ツールでセグメントをクリックします。セグメン
トを選択範囲に追加するには、追加するセグメントを Shift キーを押しながらクリックし
ます。
マスク全体を選択するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し
ながら、選択ツールでセグメント、頂点またはマスクをクリックします。または、マスク
の一部を選択し、編集／すべてを選択を選択するか、Ctrl + A キー（Windows）または
Command + A キー（Mac OS）を押します。選択範囲にマスクを追加するには、Alt +
Shift キー（Windows）または Option + Shift キー（Mac OS）を押しながらクリックしま
す。
ドラッグしてマスクを選択するには、マスクまたはマスクの一部を選択してマスク編集
モードにし、選択ツールでドラッグして、選択する頂点またはマスクを範囲選択ボックス
で完全に囲みます。マスクまたは頂点を選択範囲に追加するには、Shift キーを押しながら
追加の範囲選択ボックスを描画します。
レイヤーのすべてのマスクを選択するには、マスクを 1 つ選択し、編集／すべてを選択を
選択するか、Ctrl + A キー（Windows）または Command + A キー（Mac OS）を押しま
す。
すべてのマスクの選択を解除するには、Ctrl + Shift + A キー（Windows）または
Command + Shift + A キー（Mac OS）を押します。
レイヤーの隣接するマスクを選択するには、Alt + アットマーク（@）キー（Windows）
または Option + アットマーク（@）キー（Mac OS）を押して次のマスクを選択する
か、Shift + Alt + アットマーク（@）キー（Windows）または Shift + Option + アット
マーク（@）キー（Mac OS）を押して前のマスクを選択します。
マスクの選択を解除するには、マスク以外の場所をクリックします。
頂点またはセグメントを選択範囲から削除するには、Shift キーを押しながら、削除する頂
点またはセグメントをクリックします。

ペンツールを選択した状態で選択ツールを使用するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー
（Mac OS）を押したままにします。

タイムラインパネルでマスクを選択する
1. レイヤー名の横にある右矢印をクリックし、レイヤーを開きます。

2. マスク見出しの横にある右矢印をクリックして展開し、レイヤー上のすべてのマスクを表
示します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

1 つのマスクを選択するには、その名前をクリックします。

連続する範囲のマスクを選択するには、Shift キーを押しながら、範囲内の最初と最後
のマスクの名前をクリックします。
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注意：

連続していないマスクを同時に選択するには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながら、選択するマスクの名前をクリックしま
す。

タイムラインパネルで選択できるのは、マスク全体だけです。マスク上の個々の頂点を選択するに
は、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルを使用します。

マスクをロックまたはロック解除する

マスクをロックすると、タイムラインパネル、コンポジションパネルおよびレイヤーパネルでそのマスクを選
択できなくなります。また、レイヤーパネルでそのマスクをターゲットとして設定できなくなります。この機
能を使用すると、マスクに対して不要な変更が加えられるのを防ぐことができます。

1. タイムラインパネルで、マスクプロパティグループを開きます。

2. A/V 機能列で、ロックまたはロック解除するマスクの横にある「ロック」アイコン  の
下のボックスをクリックします。ロックスイッチが選択されている（ボックスにロックア
イコンが表示されている）場合は、マスクがロックされているので選択できません。

複数のマスクを同時にロック解除するには、対象となるレイヤーをすべて選択し、レイヤー／マスク
／すべてのマスクをロック解除を選択します。

選択したマスクを分離して、その他のマスクを非表示にするには、レイヤー／マスク／他のマスクをロッ
クを選択し、レイヤー／マスク／ロック済みマスクを隠すを選択します。

トランスフォームボックスで頂点を移動する

「トランスフォームボックス」コマンドを使用すると、マスクまたはシェイプパス全体（あるいは、1 つまた
は複数のパスで選択した頂点）のスケールと回転を一度に実行できます。このコマンドを使用すると、選択し
た頂点がトランスフォームボックスで囲まれ、トランスフォームボックスの中心にアンカーポイントが表示さ
れ、現在のトランスフォームのアンカーポイントが示されます。バウンディングボックスやそのハンドルをド
ラッグすると、選択した頂点をスケールしたり回転したりすることができます。頂点の回転やスケールの基準
ポイントを変更するには、バウンディングボックスのアンカーポイントを移動します。トランスフォームボッ
クスのハンドルとアンカーポイントは、レイヤーのハンドルやアンカーポイントとは独立して存在します。

「トランスフォームボックス」を使用して回転をアニメートすると、マスクの頂点はキーフレーム間
で直線に補間されます。このため、結果が予測と異なる場合があります。

1. コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、トランスフォームするパスを含むレイ
ヤーを表示します。

2. 選択ツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。

任意の数の頂点をトランスフォームするには、トランスフォームする頂点を選択し、
レイヤー／マスクとシェイプのパス／トランスフォームボックスを選択します。

マスク全体またはシェイプ全体をトランスフォームするには、タイムラインパネルで
マスクまたはシェイプを選択し、レイヤー／マスクとシェイプのパス／トランス
フォームボックスを選択します。

3. バウンディングボックスのアンカーポイントを移動するには、選択ツールがアンカーポイ
ント移動アイコン  に変化するまで、選択ツールをバウンディングボックスのアンカー
ポイント  上に移動します。アンカーポイントを目的の位置までドラッグします。

4. 次のいずれかの操作を行います。

パスや選択した頂点を移動するには、バウンディングボックスの内側にポインターを
置いて、ドラッグします。

パスや選択した頂点をスケールするには、バウンディングボックスハンドル上にポイ
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ンターを置き、ポインターが直線の双方向矢印  に変化したら、ドラッグして新し
いサイズにします。Shift キーを押しながらドラッグすると、スケールの比率が固定さ
れます。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらド
ラッグすると、バウンディングボックスのアンカーポイントを基準にスケールしま
す。

パスや選択した頂点を回転するには、ポインターをトランスフォームボックスの外側
に移動し、ポインターが曲線の双方向矢印  に変化したらドラッグし、回転します。

5. トランスフォームボックスを終了するには、Esc キー、Enter キー（Windows）、または
Return キー（Mac OS）を押します。

パスをマニュアルベジェからロトベジェに変換する

マニュアルベジェマスクパスやマニュアルベジェシェイプパスはすべてロトベジェパスに変換できます。マ
ニュアルベジェパスの方向ハンドルを調整した場合は、ロトベジェセグメントの湾曲が自動的に計算されるた
めパスの形状が変わります。
ロトベジェパスをマニュアルベジェパスに変換しても、パスの形状は変わりません。

1. レイヤーパネル、コンポジションパネル、タイムラインパネルのいずれかでマスクを選択
するか、コンポジションパネルかタイムラインパネルでシェイプパスを選択します。

2. レイヤー／マスクとシェイプのパス／ロトベジェを選択します。

ベジェマスクパスやベジェシェイプパスを変更する

ベジェマスクパスを変更するには、レイヤーパネルまたはコンポジションパネルで選択ツールとペンツールを
使用します。また、ベジェシェイプパスを変更するには、コンポジションパネルで選択ツールとペンツールを
使用します。
頂点の追加、削除、切り替えを行うペンツールは、ツールパネルのペンツールにグループ化されています。こ
れらのツールをツールパネルに表示するには、ツールパネルのペンツールをクリックし、マウスボタンを押し
たままにします。

ほとんどの場合、ペンツールポインターを特定のコンテキストに置くと、適切なペンツールがアクティブ
になります。例えば、既存の頂点にペンツールポインターを置くと頂点を削除ツールがアクティブにな
り、パスセグメントにペンツールポインターを置くと頂点を追加ツールがアクティブになります。これら
のツールを手動でアクティブにし、種類を順に切り替えるには、G キーを押します。

パスを変更するときは、既存の頂点またはセグメントをクリックします。他の場所をクリックすると、代わり
に新しいパスが作成されます。

頂点を移動、追加、削除する
次のいずれかの操作を行います。

頂点を移動するには、選択ツール  で頂点をドラッグします。

ペンツールから選択ツールに一時的に切り替えるには、V キーを押すか、Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押します。

マスクに頂点を追加するには、頂点を追加ツール  を使用して、既存の 2 つの頂点
を結ぶセグメントをクリックします。

マスクから頂点を削除するには、頂点を削除ツール  を使用して、削除する頂点をク
リックします。
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パスセグメントを調整する
選択ツールを使用し、次のいずれかの操作を行います。

頂点をドラッグします。

隣接するスムーズ頂点から伸びている方向ハンドルをドラッグします。

曲線セグメントをドラッグします。

ロトベジェマスク上の曲線セグメントをドラッグすると、頂点も移動します。

頂点のスムーズポイントとコーナーポイントを切り替える

頂点を切り替えツール  で頂点をクリックします。

頂点を切り替えツールを一時的に使用するには、ペンツールを選択した状態で、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押します。

ロトベジェマスクの張力を調整する
1. 2 つ以上の頂点の張力を同時に調整したい場合は、それらの頂点をすべて選択します。

2. 頂点を切り替えツール  を使用して、頂点をドラッグします。

頂点を切り替えツールを一時的に使用するには、ペンツールを選択した状態で、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押します。

ロトベジェマスクの頂点をドラッグすると、張力調整ポインター  が表示されます。
頂点をドラッグするのでなくクリックすると、その頂点がコーナーポイント（張力
100％）に設定され、もう一度クリックするとスムーズポイント（張力 33％）に設定さ
れます。上か右にドラッグすると選択した頂点の張力が小さくなり、隣接するパスセグメ
ントのカーブが大きくなります。下か左にドラッグすると選択した頂点の張力が大きくな
り、隣接するパスセグメントのカーブが小さくなります。

頂点の張力の値を確認するには、張力を調整しながら情報パネルを見ます。

マスクパスの数値を変更する
1. マスクを選択します。

2. タイムラインパネルで、マスクプロパティを開きます。

3. 「マスクパス」プロパティの横にある、下線付きのテキストをクリックし、マスクシェイ
プダイアログボックスで変更内容を指定します。

最初の頂点をベジェパスに指定する

After Effects では、パスをアニメートするために、最初のキーフレームの一番上の頂点が最初の頂点に指定さ
れ、ここから連続する各頂点に昇順で番号が付きます。次に、連続するすべてのキーフレームで、対応する頂
点に同じ番号が割り当てられます。あるキーフレームの元の位置から、次のキーフレームの対応する番号の付
いた頂点の位置まで、各頂点の移動が補間されます。最初の頂点は、アニメートするときに変更できます。最
初の頂点を変更すると、パスの各頂点に番号が振り直され、異なるパスでアニメートされます。これは、頂点
の新しい番号が、連続するキーフレームで保存されている元の頂点の番号順に振り当てられるためです。
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キーフレームレート

注意：

キーフレームフィールド

クローズパスをモーションパスにコピーするとき、クローズパスの最初の頂点として指定された頂点は、モー
ションパスの基点として使用されます。モーションパスはすべて、オープンパスです。
パスのトリミングなど一部のシェイプパスの操作でも、パスの変更方法を指定するために、最初の頂点を基準
にすることがあります。

初期設定では、パスに頂点を追加すると、パスのデュレーションを通して新しい頂点がパス上に表示
されます。ただし、パスシェイプが変更されるのは、頂点を追加した時点だけです。ある時点でパスから頂点
を削除すると、その頂点はパスのデュレーションを通して削除されます。パスのデュレーションを通して頂点
を追加したり削除したりしないようにするには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After
Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「マスク編集時に一定の頂点数を保持」の選択を解除し
ます。
注：「マスク編集時に一定の頂点数を保持」は After Effects CC および CS6 では「マスク編集時に一定の頂
点数とぼかし数を保持」となっています。

1. アニメーションパスを作成します。

2. タイムラインパネルで、最初の頂点を新しく指定する場所に現在の時間インジケーターを
移動します。

3. 最初の頂点に指定する点を選択します。

4. レイヤー／マスクとシェイプのパス／最初の頂点を設定を選択します。

最初の頂点に指定した頂点は、コンポジションパネルでその他の頂点よりも多少
大きく表示されます。

スマートマスク補間を使用してマスクパスをアニメートする

スマートマスク補間は、マスクパスのキーフレームを細かく設定し、滑らかで自然なアニメーションを作成で
きるようにする機能です。補間するキーフレームを選択すると、設定に基づいて、中間キーフレームが作成さ
れます。情報パネルには、補間の進行状況と作成されたキーフレームの数が表示されます。

1. ウィンドウ／マスク補間を選択します。

2. マスクパスの連続するキーフレームを少なくとも 2 つ選択します。

3. マスク補間パネルでオプションを設定し、「適用」をクリックします。

補間を中止するには、Esc キーを押します。情報パネルに処理が中止されたこと
が示され、作成されたキーフレームの数が表示されます。

選択したキーフレームの間に、1 秒間に作成するキーフレームの数
を指定します。例えば、10 に設定すると、0.1 秒に 1 つ新しいキーフレームが追加され
ます。「自動」を選択すると、コンポジションのフレームレートと同じレートが設定さ
れ、括弧内に表示されます。キーフレームを多くするとアニメーションがスムーズにな
り、少なくするとレンダリングにかかる時間が短くなります。

ただし、設定したキーフレームレートに関係なく、常に、マスクパスの最初の
キーフレームの直後のフレームと、2 番目のキーフレームの直前のフレームに新しいキー
フレームが追加されます。例えば、30 fps のコンポジションで、0 秒と 1 秒の間を毎秒
10 のキーフレームレートで補間する場合は、1、3、6、9、12、15、18、21、24、27 お
よび 29 番目のフレームにキーフレームが追加されます。

キーフレームレートを 2 倍に設定します。このオプションを選
択し、キーフレームレートをコンポジションのフレームレートに設定した場合は、各ビデ
オフィールドにキーフレームが 1 つ追加されます。インターレースのビデオのアニメー
ションマスクには、このオプションを選択します。このオプションを選択しないと、キー
アウトしようとしているオブジェクトがマスクされない場合があります。インターレース
ビデオのフィールドについて詳しくは、インターレースビデオとフィールドの分割を参照
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直線の頂点パスの使用

曲げ耐性

画質

マスクパスの頂点を追加

注意：

一致方法

注意：

1：1 頂点一致を使用

最初の頂点を一致

してください。

最初のキーフレームの頂点が、直線パスに沿って 2 番目のキーフ
レームの対応する頂点に移動するように指定します。頂点を曲線パスに沿って補間する
（回転する部分がある場合など）場合は、このオプションを選択しないでください。この
オプションを選択しないと、マスクの自然なパスが作成されます。

キーフレームの補間が、パスの伸縮と曲げにどの程度影響するかを指定しま
す。値を 0 に設定すると、パスをアニメートするときに伸縮するよりも曲がるようにな
ります。100 に設定すると、曲がるよりも伸縮するようになります。

最初のキーフレーム上の頂点を 2 番目のキーフレーム上の頂点に、どれだけ厳密に
一致させるかを指定します。値を 0 に設定すると、最初のキーフレーム上の特定の頂点
は、2 番目のキーフレーム上の同じ番号の頂点のみに一致します。例えば、最初のキーフ
レーム上の 10 番目の頂点は、2 番目のキーフレーム上の 10 番目の頂点に必ず一致しま
す。値を 100 に設定すると、最初のキーフレーム上の頂点は、2 番目のキーフレーム上
の頂点のいずれかに一致することになります。通常、値が大きいほど、補間結果がよくな
りますが、処理時間が長くなります。

頂点を追加して、よい補間結果が得られるようにします。一般
に、マスク補間は、頂点が密な場合に最も効率的に動作します。また、最初のマスクパス
上の頂点を、2 番目のマスクパスの曲線または直線のセグメントの途中には一致させられ
ないので、最適な結果を得るには、一致させる前に頂点を追加しなければならないことが
あります。マスク補間で、元のキーフレームが変わることはありません。計算された新し
いマスクパスのキーフレームだけに頂点が追加されます。
設定した値によって、入力マスクパスがどの程度細分されるかが決まります。「頂点間の
ピクセル数」で、長いパスを細分する頂点間の距離をピクセル単位で指定します。「合計
頂点数」は、補間するパスに置くすべての頂点の数です。「アウトラインのパーセント」
で、マスクパスのアウトラインの長さの何パーセントごとに頂点を追加するかを指定しま
す。例えば、値を 5 に設定すると、アウトラインの全長の 5％ごとに、それぞれのセグメ
ントに頂点が追加されます。最初のフレームのパスにある頂点だけを使用する場合は、こ
のオプションを選択しないでください。

マスク補間では、「マスクパスの頂点を追加」オプションを選択していなくて
も、既存の頂点の場所に頂点が追加されることがあります。1 つのパスの 2 つの頂点が、
別のパスの 1 つの頂点に一致する場合は、この 1 つの頂点が同じ場所に複製され、2 つ
の頂点間のセグメントがその場所で縮みます。

最初のマスクパスの頂点を 2 番目のマスクパスの頂点に一致させるときに使用
するアルゴリズムを指定します。「自動」に指定すると、選択した 2 つのキーフレーム
のどちらかに曲線が含まれている場合は、曲線用の一致アルゴリズムが使用されます。そ
うでない場合は、ポリライン用のアルゴリズムが使用されます。「カーブ」に指定する
と、曲線のセグメントを含むマスクパス用のアルゴリズムが適用されます。「ポリライ
ン」に指定すると、直線のセグメントだけのマスクパス用のアルゴリズムが適用されま
す。

「一致方法」で「ポリライン」を選択すると、入力マスクパスに曲線のセグメン
トが含まれているかどうかにかかわらず、追加されるパスのキーフレームはポリラインに
なります。

マスクパス間で同じ番号の頂点を一致させます。それぞれの入力マ
スクパスで、1 番目は 1 番目に、2 番目は 2 番目に、3 番目は 3 番目という要領で頂点を
一致させます。2 つのマスクパスの頂点の数が異なる場合は、よい結果が得られないこと
があります。

2 つのマスクパスキーフレームの最初の頂点を一致させます。このオ
プションを選択しないと、2 つの入力マスクパスの一致する最初の頂点が自動的に検出さ
れます。
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ページの先頭へ

よい結果を得るには、入力マスクパスの最初の頂点が一致していることを確認し
てから、このオプションを選択してください。

マスクの移動とマスクの後ろにあるレイヤーのパン

マスクを通して見える部分を調整するには、レイヤーパネルかコンポジションパネルでマスクを移動するか、
コンポジションパネルでマスクの後ろのレイヤーをパン（移動）します。マスクを移動しても、マスクレイ
ヤーの「位置」プロパティの値は変わらず、マスクはコンポジションパネルの他のオブジェクトと相対的に移
動します。
アンカーポイントツールでマスクの後ろのレイヤーをパンすると、マスクの位置はコンポジションパネルでは
変わりませんが、レイヤーパネルでは変わります。マスク付きのレイヤーの「位置」プロパティの値は、コン
ポジションに対して変わります。レイヤーのフレームのエッジを超えてパンすると、レイヤーの「マスクパ
ス」プロパティの値も変わります。アンカーポイントツールを使用すると、操作が簡単になります。このツー
ルを使用しない場合は、マスク付きのレイヤーの「位置」プロパティと「マスクパス」プロパティを手動で変
更する必要があります。別のレイヤーの後ろをパンするレイヤーをアニメートするには、マスク付きのレイ
ヤーの「位置」プロパティと「マスクパス」プロパティにキーフレームを設定します。

コンポジションパネルでアンカーポイントツールを使用するときに、自動的に 2 つの調整が行われます。レイ
ヤーパネルでは、マスクがレイヤーに対して移動し（上）、コンポジションパネルではレイヤーがコンポジ
ションに対して移動します（下）。

マスクを移動する
1. 移動する 1 つまたは複数のマスクを選択します。

2. コンポジションパネルで、マスクを別の場所にドラッグします。マスクを水平方向または
垂直方向だけに動かすには、ドラッグを開始してから Shift キーを押します。

マスクの後ろにあるレイヤーをパンする
1. ツールパネルでアンカーポイントツールを選択します。

2. コンポジションパネルでマスクの内側をクリックし、レイヤーを別の場所にドラッグしま
す。

顔のトラッキングとマスクのトラッキング
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マスクトラッカーを使用して、ムービー内の単一のオブジェクト（または複数のオブジェクト）のモーション
に従うようにマスクをトランスフォームできます。詳しくは、マスクのトラッキングを参照してください。
また、マスクトラッカーを使用して、人間の顔を正確に検出して追跡できます。詳しくは、顔のトラッキング
を参照してください。
マスクについて
パスの概要
マスクの作成
顔のトラッキング
マスクのトラッキング
ショートカットキー
キーフレーム補間法
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顔のトラッキング

ページの先頭へ

ページの先頭へ

顔のトラッキングの概要
顔の輪郭のトラッキング
詳細な造作をトラッキングし、顔の測定値を抽出する
顔のトラッキングデータの参照

顔のトラッキングの概要

顔のトラッキングでは、人間の顔を正確に検出して追跡します。シンプルな顔のトラッキングによって、人間
の顔の選択的にカラー補正やぼかしなどのエフェクトを顔のみにすばやく適用できます。
また、顔のトラッキング機能では、顔の特定のポイント（瞳、口、鼻など）をトラッキングし、これらの顔の
造作を抜き出して、より詳細に処理することもできます。たとえば、目の色を変更したり、フレームごとに調
整することなく口の動きを強調したりできます。
After Effects では、顔の造作も測定できます。顔のトラッキングの測定値によって、口や目がそれぞれどの程
度開いているかなどの詳細がわかります。各データポイントが分離され、大幅に調整できます。さらに、パ
フォーマンスベースのキャラクターアニメーションのために、詳細なトラッキングデータを Adobe Character
Animator に書き出すこともできます。
顔のトラッキング機能は大部分が自動的に行われますが、顔を正面からまっすぐに表示するフレーム上で分析
を開始することによって、より良い結果を得ることができます。顔への適切な照明によって、顔の検出の精度
を向上させることができます。
トラッカーパネルには、2 つの顔のトラッキングオプションがあります。
顔のトラッキング（輪郭のみ）：このオプションは、顔の輪郭のみをトラッキングする場
合に使用します。
顔のトラッキング（詳細な造作）：このオプションは、目（眉毛と瞳孔を含む）、口の位
置を検出し、さまざまな造作の正確な測定を行う場合に使用します。このオプション
は、Character Animator でトラッキングデータを使用する場合に必要です。
詳細な造作を使用する場合、顔のトラックポイントエフェクトがレイヤーに適用されま
す。エフェクトには、キーフレーム付きのいくつかの 2D エフェクトコントロールポイン
トが含まれています。それぞれが検出された顔の造作（たとえば、目の端や口、瞳の位
置、鼻の頭など）にアタッチされます。

顔の輪郭のトラッキング
1. After Effects で、ファイル／読み込み／ファイルを選択します。フッテージの場所を参照
し、プロジェクトに追加します。

2. プロジェクトパネルからフッテージをコンポジションにドラッグし、レイヤーを追加しま
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す。

3. 現在の時間インジケーター（CTI）を、トラッキングする顔を正面からまっすぐに表示す
るフレームに配置します。

トラッキングする最初のフレームに、まっすぐに正面を向いている顔が表示されてい
る場合、顔検出が向上します。

4. 顔の周囲にクローズマスクをゆるやかに描画して目と口を囲みます。このマスクは顔の造
作の場所を特定する検索領域を定義します。複数のマスクが選択されている場合、一番上
のマスクが使用されます。

5. マスクが選択されている状態で、ウィンドウ／トラッカーを選択し、トラッカーパネルを
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ページの先頭へ

開きます。トラッキング方法として顔のトラッキング（輪郭のみ）を設定します。

6. トラッカーパネルで、一度に 1 フレームずつ前または後をトラッキングしてトラッキン
グが正しく機能することを確認し、  ボタンをクリックしてすべてのフレームの分析を
開始します。

7. 分析が完了すると、コンポジションで顔のトラッキングデータを使用できるようになりま
す。

詳細な造作をトラッキングし、顔の測定値を抽出する
1. After Effects で、ファイル／読み込み／ファイルを選択します。フッテージの場所を参照
し、プロジェクトに追加します。

2. プロジェクトパネルからフッテージをコンポジションにドラッグし、レイヤーを追加しま
す。

3. 現在の時間インジケーターを、トラッキングする顔を正面からまっすぐに表示するフレー
ムに配置します。

トラッキングする最初のフレームに、まっすぐに正面を向いている顔が表示されてい
る場合、顔検出が向上します。

4. 顔の周囲にクローズマスクをゆるやかに描画して目と口を囲みます。このマスクは顔の造
作の場所を特定する検索領域を定義します。複数のマスクが選択されている場合、一番上
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のマスクが使用されます。

5. マスクが選択されている状態で、ウィンドウ／トラッカーを選択し、トラッカーパネルを
開きます。トラッキング方法として「顔のトラッキング（詳細な造作）」を設定します。

6. トラッカーパネルで、一度に 1 フレームずつ前または後をトラッキングしてトラッキン
グが正しく機能することを確認し、  ボタンをクリックしてすべてのフレームの分析を
開始します。

7. 分析が完了すると、トラッキングデータを新しい顔のトラックポイントエフェクトで使用
できるようになります。コンポジションまたはエフェクト（ウィンドウ／エフェクトコン
トロール）パネルで顔のトラッキングデータにアクセスするように選択できます。

8. 現在の時間インジケーターを自然な表情（休息の姿勢）の顔が表示されているフレームに
移動します。他のフレームの顔の測定値は、休息の姿勢のフレームに比例します。トラッ
カーパネルで、「休息の姿勢を設定」をクリックします。

9. トラッカーパネルで、「顔の測定値を抽出してコピー」をクリックします。顔の測定エ
フェクトがレイヤーに追加され、顔のトラックポイントキーフレームデータから行われた
計算に基づいてキーフレームが作成されます。顔の測定キーフレームデータ
が、Character Animator での使用のために、システムのクリップボードにコピーされま
す。

「顔の測定」のキーフレームは「顔のトラックポイント」キーフレームデータに
基づき、休息の姿勢に比例して生成されます（手順 8 を参照）。
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顔のオフセット

顔のトラッキングデータの参照

顔のトラックポイント

顔のトラッキングエフェクトは、いくつかの顔の造作にエフェクトコントロールポイントを作成して、タイム
ラインパネルで表示できます。

顔の測定

「詳細な造作」オプションを使用した場合、「顔の測定」と呼ばれる顔の造作のパラメトリック測定値の
フォームでさらに詳細な情報を抽出できます。追跡した顔に表示されるすべての測定値は、休息の姿勢フレー
ムに相対的です。

休息の姿勢フレームで 0% にオフセットして、顔の位置を示します。次のデータポイント
は、Ｘ 軸、Ｙ 軸および Ｚ 軸のオフセット値を示すために使用されます：
オフセット X
オフセット Y
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顔の方向

左眼

右眼

口

オフセット Z

顔の 3D 方向を示します。方向は次のデータポイントを使用して測定され、Ｘ 軸、Ｙ 軸および Ｚ
軸を示します：
方向 X
方向 Y
方向 Z

左眼の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：
左の眉毛の距離
左の開いているまぶた
左の視線 X
左の視線 Y

右眼の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：
右の眉毛の距離
右の開いているまぶた
右の視線 X
右の視線 Y

口の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：
口のオフセット X
口のオフセット Y
口のスケール（幅）
口のスケール（高さ）
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マスクのトラッキング
マスクラッカーは、ムービー内の単一のオブジェクト（または複数のオブジェクト）のモーションに従うよう
にマスクをトランスフォームします。通常は最終出力からクリップを非表示にするためにマスクを作成して使
用し、イメージまたはビデオの一部を選択してエフェクトに適用するか、複数のシーケンスからクリップを組
み合わせます。

マスクトラッカーを使用するには、マスクを選択し、マスクの下のマスクパス設定をクリックします。選択し
たマスクを右クリックし、マスクをトラックを選択してマスクのトラッキングを開始します。
マスクが選択されると、トラッカーパネルがマスクトラッキングモードに切り替わり、次のコントロールが表
示されます：
レイヤーの最後まで、一度に 1 フレームずつ前をトラッキングする。
レイヤーの最後まで、一度に 1 フレームずつ後をトラッキングする。
マスクの位置、スケール、回転、歪曲、および遠近を変更するように選択できるさまざま
な方法。

トラッカーパネルが表示されていない場合、マスクを選択し、アニメーション／マスクをトラックに移動して
このパネルを表示します。また、マスクをコンテキストクリックし、コンテキストメニューからマスクをト
ラックを選択することもできます。

マスクトラッカーを使用した結果は、マスクパスプロパティのキーフレームのアプリケーションに表示でき、
選択した方法のタイプに応じて、マスクシェイプがレイヤーでトラッキングされるトランスフォームと一致し
ます。

マスクトラッカーを使用する際のその他の考慮事項

効率的なトラッキングのために、トラッキングされるオブジェクトがムービー全体で同じ
シェイプを維持している必要がありますが、トラッキングされるオブジェクトの位置、ス
ケール、および遠近は変更できます。
トラッキング操作を行う前に複数のマスクを選択でき、選択された各マスクのマスクパス
プロパティにキーフレームが追加されます。
トラッキングされるレイヤーはトラックマット、調整レイヤー、またはモーションを含め
ることができるソースがあるレイヤーにする必要があります。これにはビデオフッテージ
およびプリコンポジションに基づくレイヤーが含まれますが、平面レイヤーや静止画は含
まれません。
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ページの先頭へ

After Effects でマスクをトラックエフェクトを使用
して、Premiere Pro シーケンスを正確に移動するマ
スク要素を追加して形成する方法を学習するに
は、このチュートリアルをご覧ください。

ページの先頭へ

After Effects のマスクトラッカーの使用方法につい
て学習するには、このチュートリアルを参照してく
ださい。

マスクトラッキングの分析では、マスク内のコンテンツが検索されます。マスクの拡張プロパティを使用し
て、マスクの領域を拡張または収縮できます。

マスクをトラックエフェクトの使い方（チュートリアルで学習）

マスクトラッカーの使い方（チュートリアルで学習）
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シェイプレイヤーのシェイプ属性、ペイント操作およびパス操作

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

シェイプレイヤーに属性を追加する
シェイプの線と塗り
パスの方向によってシェイプを変更する

シェイプレイヤーに属性を追加する

シェイプレイヤーを作成した後、ツールパネルまたはタイムラインパネルで追加メニューを使用して属性（パ
ス、ペイント、ペイント操作、パス操作）を追加できます。
初期設定では、次の規則に従って、選択した 1 つまたは複数のグループに新しい属性が挿入されます。

新しいパスは、既存のパスやグループの下に追加されます。
「ジグザグ」や「パスのウィグル」などの新しいパスの操作は、既存のパスの操作の下に
追加されます。パスの操作が存在しない場合は、既存のパスの下に新しいパスの操作が追
加されます。
新しいペイントの操作（線や塗り）は、既存のパスの下で、既存の線や塗りの上に追加さ
れます。

これらの規則を無効にし、グループの最後の、すべての属性の下に新しい属性を配置するには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、追加メニューから項目をクリックします。
「リピータ」は、常にグループの最後に追加されます。

シェイプの線と塗り

Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトで、シェイプレイヤーのグラデーションの塗りと線などのオ
プションを変更する方法を説明するビデオを公開しています。
シェイプの線と塗りは、パスまたはパスで定義した領域に、カラーのピクセルを追加するペイント操作です。
線や塗りには、単色またはグラデーションが使用できます。線には、実線または一定の線分と間隔で構成され
る破線が使用できます。線と塗りはそれぞれの描画モードがあり、それによって同じグループの他のペイント
と作用する視覚的な効果が決まります。
初期設定では、グループ内のペイントの操作は、タイムラインパネルの重なり順で下から処理されます。例え
ば、タイムラインパネルで上に表示される線は、下に表示される線より上（前）にレンダリングされます。こ
の初期設定の動作を、特定の塗りまたは線で変更するには、タイムラインパネルの塗りまたは線の「コンポ
ジット」プロパティで、「同じグループの前面のコンテンツの上」オプションを選択します。

ツールパネルまたはタイムラインパネルで追加メニューを使用して線または塗りを追加すると、ペイ
ントの操作は既存のパスの下、既存の線と塗りの上に追加されます。グループの最後に新しい線を配置するに
は、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したまま、追加メニューから項目をクリックし
て選択します。

作成される新しいシェイプの塗りと線のプロパティは、ツールパネルの塗りと線のコントロール（下線付きテ
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なし

単色

線形グラデーション

円形グラデーション

キスト）の横にあるサンプルボタンに示されます。これらのコントロールを使用して、選択したシェイプの塗
りと線のカラーや種類を変更することもできます。塗りと線のコントロールは、シェイプレイヤーを選択して
いるか、描画ツールがアクティブな場合にのみ、ツールパネルに表示されます。
塗りや線のプロパティが異なる複数のシェイプを選択すると、塗りと線のコントロールの横にあるサンプルボ
タンに疑問符が表示されます。この状態でも、これらのコントロールを使用して塗りと線のプロパティを変更
することができます。変更すると、選択したすべてのシェイプの対応するプロパティが同じ値に設定されま
す。
塗りと線には、次の 4 種類があります。

ペイントの操作を行いません。

塗りまたは線の全体に同じカラーを適用します。

塗りや線には、線形グラデーションによって定義されたカラーと不透明度の値が適用さ
れ、コンポジション上の 1 つの軸に沿って開始点から終了点まで割り当てられます。

塗りや線には、線形グラデーションによって定義されたカラーと不透明度の値が定義さ
れ、コンポジション上の中心の開始点から円周上の終了点までの外向きの半径に沿って割り当てられます。開
始点をオフセットするには、「ハイライトの長さ」と「ハイライトの角度」の値を変更します。
グラデーションをアニメートしたり補間したりするには、「カラー」プロパティにキーフレームを追加
し、カラーピッカーをグラデーションエディターモードで使用して、カラー分岐点と不透明度の分岐点を
追加、変更、削除します。また、グラデーションをアニメーションプリセットとして保存することもでき
ます（アニメーションプリセットを保存するを参照）。

シェイプレイヤーの線と塗りのカラーは、広ダイナミックレンジカラーとしてはレンダリングされませ
ん。0.0 以下または 1.0 以上のカラー値は、0.0 ～ 1.0 の範囲にクリップされます。

線と塗りの種類と描画オプションを選択する

新しいシェイプの塗りや線の種類を選択する場合や、新しいシェイプの塗りや線に描画
モードまたは透明度を設定する場合は、ツールパネルで塗りや線のコントロール（下線付
きテキスト）をクリックします。既存のシェイプの塗りや線の種類を切り替えるには、
シェイプを選択してからこれらのコントロールを使用します。
新しいシェイプの塗りや線の種類を選択するには、Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押したまま、ツールパネルの塗りや線のコントロール（下線付きテキ
スト）の横にあるサンプルボタンをクリックします。既存のシェイプの塗りや線の種類を
選択するには、シェイプを選択してからこれらのコントロールを使用します。

線や塗りに単色やグラデーションを選択する

新しいシェイプの塗りや線に単色またはグラデーションを選択するには、ツールパネルの
塗りや線のコントロール（下線付きテキスト）の横にあるサンプルボタンをクリックしま
す。既存のシェイプの塗りや線に単色またはグラデーションを選択するには、シェイプを
選択してからこれらのコントロールを使用します。

グラデーションのカラーマップを変更する

グラデーションは、一定範囲のカラーと透明度の値から構成され、グラデーションエディターダイアログボッ
クスでカスタマイズできます。また、グラデーションの方向とスケールを決定する開始点と終了点を変更し

435

http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7c30a.html#WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7c1da


て、線や塗りにカラーを適用する方法をカスタマイズすることもできます。例えば、開始点と終了点を変更す
ることによって、グラデーションを適用する範囲を引き伸ばしたり、左から右にカラーを薄くするのではな
く、上から下に薄くすることもできます。円形グラデーションでは、グラデーションの中心、半径、ハイライ
トのオフセットを定義します。
初期設定では、ペンツールでシェイプパスを作成すると、グラデーションのコントロールポイントがレイヤー
の中心に配置されます。これらの点は、作成後に調整できます。
「開始点」、「終了点」、「ハイライトの角度」、「ハイライトの長さ」の各プロパティは、タイムラインパ
ネルで変更できます。また、コンポジションパネルでこれらのプロパティを直接変更することもできます。

コンポジションパネルでグラデーションのカラーをマッピングするためのコントロール

A. ハイライトコントロールポイント B. 開始点 C. 終了点 

1. グラデーションが含まれているグループを選択します。

2. 選択ツールをアクティブにして、コンポジションパネルで開始点、終了点、またはハイラ
イトのコントロールをドラッグします。

グラデーションコントロールの上に選択ツールを置くと、選択ツールがグラデーションコ
ントロールポインター  または  に変わります。

線幅を設定する

新しいシェイプの線幅をピクセル（px）で設定するには、線幅コントロール（下線付きテ
キスト、ツールパネルの線コントロールの右側）をドラッグするか、コントロールをク
リックして、ボックスに値を入力します。既存のシェイプの線幅を設定するには、シェイ
プを選択してから線幅コントロールを使用します。

破線を作成する

破線を作成するには、線の「線分」プロパティグループに線分と間隔の数を追加します。プロパティグループ
の線分と間隔は、パス全体を作成するのに必要な回数だけ繰り返されます。「オフセット」プロパティは、パ
スのどの位置から線が開始するかを指定します。

「オフセット」プロパティをアニメートすると、範囲選択の境界線にライトが点滅するように見える動く
線分を作成できます。

1. タイムラインパネルの線のプロパティグループを展開します。

2. 線分または間隔を追加  ボタンをクリックして、破線パターンの線分と間隔の 1 サイク
ルを追加します。1 つの線のパターンには、最大 3 つの線分を追加できます。

3. 「線分」プロパティと「間隔」プロパティを変更して、線分と間隔の長さを調整します。

線端オプション
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バット

丸型

突出

マイター

ラウンド

ベベル

奇偶規則

ワインディング規則

破線の「線端」プロパティでは、線分の終端部の形を指定します。

線は、パスの終点で終了します。

線は、ピクセル単位の線幅と同じピクセル数だけ、パスの終点から延長されます。終端部は半円形で
す。

線は、ピクセル単位の線幅と同じピクセル数だけ、パスの終点から延長されます。終端部は四角形で
す。

線の結合オプション

「線の結合」プロパティは、パスが急に方向を変えた（角を曲がった）場合の形状を指定します。

コーナーが鋭角的になります。「角の比率」の値は、マイター結合からベベル結合に切り替わる限
界を指定します。例えば、4 に設定すると、ポイントの長さが線の太さの 4 倍になったときに、ベベル結合に
切り替わります。角の比率に 1 を設定すると、常にベベル結合になります。

線のコーナーが丸くなります。

コーナーが四角形になります。

シェイプの塗りの規則

塗りの操作では、パスの内側として定義された領域がカラーでペイントされます。パスが円のように単純であ
れば、パスの内側を簡単に判別できます。しかし、パスが交差していたり、他のパスに囲まれた複数のパスで
構成される合成パスの場合は、どこを内側とするかは簡単には決められません。
そのため、After Effects で塗りを作成するときは、次の 2 つの規則のいずれかに従ってパスの内側を判断しま
す。どちらの規則も、調べたい点からパスで囲まれた領域の外側へ引いた直線がパスと交差する点の数で判定
します。ワインディング規則ではパスの方向が考慮されますが、奇偶規則では考慮されません。
After Effects と Illustrator の初期設定では、ワインディング規則が使用されます。

1 本のパスが交差している場合のワインディング規則（左）と奇偶規則（右）

ある点から任意の方向に作成された線がパスと交差する回数が、奇数回の場合はその点は内側にあ
り、偶数回の場合は外側にあるとみなされます。

線がパスと交差する点で、パスが右向きの場合をプラス、左向きの場合をマイナスとし
て、交差の合計を計算します。調べたい点から任意の方向に引いた線の交差の合計が 0 の場合はその点は外側
にあり、0 以外は内側にあるとみなされます。
ワインディング規則は、1 本の紐でできた輪を考えてみるとわかりやすくなります。指を置いてから輪を
引っ張ってみて、指が引っかからなかったらその点は外側、指が引っかかったら内側です。
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ページの先頭へ

パスを結合

パスのオフセット

パンク・膨張

リピータ

角を丸くする

パスのトリミング

旋回

パスのウィグル

ワインディング規則ではパスの方向が考慮されるので、合成パスでこの塗りの規則を使用し、1 つまたは複数
のパスの方向を反転すれば、合成パスで穴を作成するのに便利です。

パスの方向を反転するには、タイムラインパネルで、パスの方向反転をオン  ボタンをクリックします。

パスの方向によってシェイプを変更する

パスの操作はエフェクトに似ています。これらのライブの操作は、シェイプのパスに作用し、他のシェイプ操
作（塗りやストロークなど）を適用できるパスを作成できます。元のパスは変更されません。 パスの操作は
ライブで行われるので、いつでも変更や削除が可能です。パスの操作は、同じグループのそれより上にあるす
べてのパスに適用されます。また、他のすべてのシェイプ属性と同様、タイムラインパネルでドラッグ、カッ
ト、コピー、ペーストができます。

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、パスの操作を追加するシェイプグ
ループを選択します。

2. ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューから、次のいずれかのパスの操作
を選択します。

複数のパスを合成パスに結合します（パスを結合オプションを参照）。

元のパスからオフセットすることによって、シェイプを伸縮します。
クローズパスの場合、「量」の値が正であればシェイプが拡張され、負であれば縮小され
ます。「線の結合」プロパティでは、オフセットパスのセグメントが結合される場所での
パスの形状を指定します。ベベル結合は、コーナーが四角形になります。マイター結合
は、コーナーが鋭角になります。「角の比率」は、マイター結合の代わりにベベル結合が
使われるようになる限界を指定します。例えば、4 に設定すると、ポイントの長さが線の
太さの 4 倍になったときに、ベベル結合に切り替わります。角の比率に 1 を設定する
と、常にベベル結合になります。

パスの頂点を外側に引っ張り、セグメントを内側に曲げるか（パンク）、
パスの頂点を内側に引っ張り、セグメントを外側に曲げます（膨張）。

シェイプの複数のコピーを作成し、指定したトランスフォームを各コピーに適
用します（リピータを使用したシェイプの複製を参照）。

パスの角を丸くします。「半径」の値を大きくするほど、丸みが大きくな
ります。

「開始」、「終了」、「オフセット」の各プロパティをアニメートし
てパスをトリミングすることによって、「ブラシアニメーション」エフェクトやペイント
ストロークの「連続」設定のような効果を作成します。パスのトリミングの操作が、グ
ループ内の複数のパスの下にある場合は、パスを同時にトリミングするか、合成パスとし
て個別にトリミングするかを選択できます。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、「パスのトリミング」操作を
使用して、地図上のパスに従って破線をアニメートする方法のビデオチュートリアルを公
開しています。

パスは中心に近いほど大きく回転します。正の値は回転が時計回りであることを示
し、負の値は反時計回りであることを示します。

パスを様々なサイズの連続したギザギザの形に変換することでランダム
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トランスフォームのウィグル

ジグザグ

に（ウィグリング）します。このディストーションは自動アニメーションなので、キーフ
レームやエクスプレッションを設定しなくても時間とともに変化します。
このパスの操作のいくつかのプロパティは、テキストアニメーションのウィグリーセレク
ターで同じ名前を持つプロパティと同じ動作をします（ウィグリーセレクターのプロパ
ティを参照）。「相関性」プロパティは、頂点の動きと周り部分の動きの類似性の量を指
定します。値が小さい場合は、頂点の位置が周りの部分にあまり依存しなくなるので、ギ
ザギザが大きくなります。「相関性」プロパティは、ウィグリーセレクターの「相関性」
と似ていますが、周りの特性ではなく周りの頂点との間の相関性を指定します。セグメン
トパスの最大長は、絶対サイズまたは相対サイズで設定します。「ディテール」でギザギ
ザのエッジの密度を設定し、滑らかなエッジにするには「滑らかに」を、尖ったエッジに
するには「直線的に」を選択します。
「サイズ」プロパティをアニメートすると、ウィグリングが徐々に大きくなったり、
小さくなったりします。ウィグリングの速度をスムーズに加速、減速するには、
「ウィグル/秒」を 0 の値に固定し、「時間的フェーズ」プロパティをアニメートしま
す。 

パスの位置、アンカーポイント、スケール、および回転の
トランスフォームの任意の組み合わせをランダムに（ウィグリング）します。「トランス
フォームのウィグル」プロパティグループに含まれる「トランスフォーム」プロパティで
値を設定することで、各トランスフォームのウィグリングの大きさを指定します。このト
ランスフォームは自動アニメーションなので、キーフレームやエクスプレッションを設定
しなくても時間とともに変化します。トランスフォームのウィグル操作はリピータ操作の
後に特に便利です。この場合、繰り返された各シェイプのトランスフォームを個別にラン
ダムにできます（リピータを使用したシェイプの複製を参照）。
このパスの操作のいくつかのプロパティは、テキストアニメーションのウィグリーセレク
ターで同じ名前を持つプロパティと同じ動作をします（ウィグリーセレクターのプロパ
ティを参照）。「相関性」プロパティは、繰り返されたシェイプのトランスフォームの
ウィグルと、一連の繰り返されたシェイプの中の他のシェイプの類似性の量を指定しま
す。相関性は、トランスフォームのウィグル操作前にリピータ操作を行った場合にのみ適
用されます。相関性が 100％のとき、繰り返されたすべてのアイテムが同じようにトラン
スフォームされます。相関性が 0％の場合、繰り返されたすべてのアイテムが個別にトラ
ンスフォームされます。
繰り返されたシェイプをランダム化する場合の注意：トランスフォームのウィグルパ
ス操作の方がリピータパス操作よりも前になっている（上にある）場合、すべての繰
り返されたシェイプが同じ方法でウィグル（ランダム化）されます。リピータパス操
作の方がトランスフォームのウィグルパス操作よりも前になっている（上にある）場
合、繰り返されたシェイプは個別にウィグル（ランダム化）されます。

Chris Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、トランスフォームのウィグルパス
操作の使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアルで
は、複数のプロパティを個別にウィグルする場合は、複数のトランスフォームのウィグル
パス操作を使用しなければならない理由ついて説明しています。
Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトで、トランスフォームのウィグルパス操
作の使用方法を示すビデオを公開しています。

パスを一定のサイズの連続したギザギザの形に変換します。山と谷の間の長さ
を絶対サイズまたは相対サイズで設定します。パスセグメントあたりの折り返し数を設定
し、波形のエッジにするか（滑らかに）、ギザギザのエッジにするか（直線的に）を選択
します。

パスを結合オプション

パスを結合の操作では、同じグループにあるそれより上のパスが入力として使用されます。入力パスが結合さ
れ、1 つのパスとして出力されます。入力パスは、結合後もタイムラインパネルに表示されますが、基本的に
シェイプレイヤーのレンダリングから除外されるので、コンポジションパネルには表示されません。結合され
るパスの下に塗りと線がない場合、出力パスを画面に描画するために、新しい塗りと線がタイムラインパネル
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結合

加算

減算

交差

中マド

の「パスの結合」グループの後ろに追加されます。

パスを結合オプション

A. すべてのシェイプを追加 B. 四角の型抜き C. 四角の交差 D. 四角の中マド 

Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、「パスを結合」パス操作を使用して、複数のパス
を 1 つの合成シェイプに合成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。
パスの結合には次のオプションがあります。それぞれのオプションでは独自の計算法によって出力パスが算出
されます。

すべての入力パスが 1 つの合成パスに結合されます。このオプションは、「テキストからシェイプを作
成」コマンドを使用して e のように複数のパスで構成されるテキスト文字からシェイプを作成する場合の初期
設定として使用されます。

入力パスの領域をすべて含むパスが作成されます。

一番上のパスの領域から、それより下のパスの領域を除いた領域のみを持つパスが作成されます。

すべての入力パスが交差する部分の領域のみを持つパスが作成されます。

すべての入力パスによって定義される領域の集合体から、すべての入力パスの交差として定義される
領域を除いた領域のパスが作成されます。

リピータを使用したシェイプの複製

リピータの操作では、同じグループのそのパスより上にあるすべてのパス、線、塗りの仮想コピーが作成され
ます。仮想コピーは、タイムラインパネルで個々のエントリとして表示されることはありませんが、コンポジ
ションパネルではレンダリングされます。各コピーは、コピー元のセット内での順序と、リピータの「トラン
スフォーム」プロパティグループで設定された値に従ってトランスフォームされます。
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オリジナルのシェイプ（左上）、1 つのリピータ操作のインスタンスを適用（右上）、2 つのリピータ操作の
インスタンスを適用（右下）

元のシェイプの番号を 0 番とすると、次のコピーが 1 番というように番号付けされます。最終的には、コ
ピー番号 n に対し、「トランスフォーム」プロパティグループの各トランスフォームを n 回適用する結果と
なります。
例えば、「コピー」の値が 10、「トランスフォーム」プロパティグループの「位置」プロパティが（0.0,
8.0）に設定されたリピータをシェイプに適用するとします。元のシェイプは、元の位置（0.0, 0.0）に残りま
す。1 番目のコピーは（0.0, 8.0）、2 番目のコピーは（0.0, 16.0）、3 番目のコピーは（0.0, 24.0）と続き、
最後に 9 番目のコピーが（0.0, 72.0）に表示されて、合計 10 ステップのコピーが終了します。
同じグループにリピータの複数のインスタンスを適用することができます。つまり、リピータを繰り返し使用
することができます。リピータの複数のインスタンスを使用すると、1 つのシェイプの仮想コピーを簡単にグ
リッド状に作成することができます。リピータの 1 つのインスタンスで「位置」プロパティを設定して水平位
置の値を変更し、もう 1 つのインスタンスで垂直位置の値を変更すると、グリッド状のコピーを作成できま
す。
特定のコピー数ごとにトランスフォームをオフセットするには、「オフセット」プロパティの値を使用しま
す。例えば、「コピー」の値が 10 、「オフセット」の値が 3 の場合、元のシェイプは、「トランスフォー
ム」プロパティグループで指定されている量の 3 倍トランスフォームされ、最後のコピーは、「トランス
フォーム」プロパティグループに指定されている量の 12 倍トランスフォームされることになります。

「オフセット」のアニメートを使用すると、特殊効果を簡単に作成できます。

「コンポジット」オプションは、コピーをそれより前のコピーの上（前）と下（後ろ）のどちらにレンダリン
グするのかを指定します。
「開始点の不透明度」の値は、元のシェイプの不透明度を指定し、「終了点の不透明度」の値は、最後のコ
ピーの不透明度を指定します。その間のコピーの不透明度は補間されます。
リピータをパスの後ろ、塗りと線のプロパティグループの上に配置すると、仮想コピーのセットに合成パスと
して塗りまたは線が適用されます。リピータを塗りと線の下にそのまま配置した場合、各コピーに対し、別々
に塗りと線が適用されます。グラデーションの塗りと線の場合、この違いが明らかになります。

リピータインスタンス内のコピーの位置、スケール、アンカーポイントまたは回転をランダムに（ウィグ
リング）するには、リピータ操作の後にトランスフォームのウィグル操作を追加しますトランスフォーム
のウィグルパス操作の方がリピータパス操作よりも前になっている（上にある）場合、すべての繰り返さ
れたシェイプが同じ方法でウィグル（ランダム化）されます。リピータパス操作の方がトランスフォーム
のウィグルパス操作よりも前になっている（上にある）場合、繰り返されたシェイプは個別にウィグル
（ランダム化）されます。

Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、リピータ操作の使用方法を示すビデオチュートリアルを公
開しています。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、「カードダンス」エフェクトとシェイプレイヤーをリピータ操作で
使用して、イメージまたはビデオのハーフトーンカラーの分離をシミュレートするサンプルプロジェクトを公
開しています。
シェイプとシェイプレイヤーについて
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シェイプおよびシェイプ属性のグループとレンダリングの順序
カラーの選択とグラデーションの編集
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マスク参照

ページの先頭へ

ページの先頭へ

マスク参照について
マスク参照を作成する
チュートリアルで学習する

マスク参照について

レイヤーに適用されるエフェクトの領域を制限するには、新しい「マスク参照」オプションを使用します。
「マスク参照」プロパティは、タイムラインパネルの各エフェクトの下の「合成オプション」の下にありま
す。

マスク参照を作成する

マスク参照

タイムラインパネルの「合成オプション」の下にある + 記号をクリックして、「マスク参照」メニューからマ
スクを選択します。
マスク参照を作成するときは、次の点を考慮してください：
エフェクトと同じレイヤーにあるマスクのみを選択できます。
マスク参照は必要な数だけ追加できます。
既存のマスクを参照できます。
After Effects のエフェクトから新しいマスクを作成することはできません。

マスクがレイヤーに適用されると、新しい動的ストリームが「マスク」オプションの下に作成されます。この
オプションでは、レイヤーに適用されるマスクの一覧が表示されます。新しいマスクが作成されると、この一
覧が自動的に更新されます。
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このチュートリアルをご覧になり、レイヤー上のマ
スクを使用する特定の領域にエフェクトを制限する
方法、マスクごとにプロパティを変更する方法につ
いて学習してください。

エフェクトによって参照されるマスクを変更すると、エフェクトが合成される場所が変更されます。例えば、
マスクをぼかしたり、頂点ごとにぼかしを使用して、エフェクト合成のエッジを変更することができます。不
透明度を変更すると、すべてのマスクでそれぞれエフェクトの全体的な強度が変更されます。
また、マスクモードを使用し、複数のマスクを組み合わせて、エフェクトをマスクが交差する領域のみに適用
することもできます。
詳しくは、マスクのモードセクションを参照してください。

エフェクトマスクとレイヤーマスク

エフェクトマスクを使用してレイヤーのアルファチャンネルを変更することはできません。したがって、エ
フェクトマスクをレイヤーマスクとして使用することはできません。
レイヤーのマスクについて詳しくは、マスクとアルファチャンネルセクションを参照してください。

チュートリアルで学習する
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テキストレイヤーの作成と編集

ページの先頭へ

テキストレイヤーについて
ビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成する場合の注意事項
テキスト処理用のスクリプトとエクスプレッション
ポイントテキストを入力する
段落テキストを入力する
テキストレイヤーでテキストを選択および編集する
テキストバウンディングボックスのサイズを変更する
テキストレイヤーを移動する
ポイントテキストまたは段落テキストを変換する
テキストの方向を変更する
Adobe Photoshop のテキストを編集可能なテキストに変換する

テキストレイヤーについて

テキストレイヤーを使用して、テキストをコンポジションに追加できます。テキストレイヤーは、アニメート
されたタイトル、ロアサード、クレジットロール、ダイナミックタイポグラフィーなど、様々な目的で便利で
す。
テキストレイヤー全体のプロパティまたはカラー、サイズ、位置などの個々の文字のプロパティをアニメート
できます。テキストをアニメートするには、テキストアニメータープロパティとセレクターを使用しま
す。3D テキストレイヤーの中には、さらに別の 3D レイヤーを 1 文字につき 1 つ含めることができます（テ
キストアニメーターを使ってテキストをアニメートするおよび文字単位の 3D テキストプロパティを参照）。
テキストレイヤーは生成レイヤーであるため、フッテージアイテムをソースとしては使用しませんが、一部の
フッテージアイテムの情報をテキストレイヤーに変換できます。テキストレイヤーはベクトルレイヤーでもあ
ります。シェイプレイヤーや他のベクトルレイヤーと同様に、テキストレイヤーは必ず連続ラスタライズされ
ています。そのため、レイヤーのスケールを設定したりテキストのサイズを変更しても、解像度に関係なく鮮
明なエッジが維持されます。テキストレイヤーをレイヤーパネルで開くことはできませんが、コンポジション
パネルでは使用できます。
After Effects で使用するテキストには、ポイントテキストと段落テキストの 2 種類あります。ポイントテキス
トは、単一の単語や行を入力するのに便利です。段落テキストは、テキストを 1 つまたは複数の段落として入
力したり書式設定したりするのに便利です。

縦書きおよび横書きのポイントテキスト（左）とバウンディングボックス内の段落テキスト（右）

Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe InDesign 、テキストエディターなどの他のアプリケーションか
ら、After Effects のテキストレイヤーにテキストをコピー＆ペーストできます。また、After Effects は
Unicode 文字もサポートしているため、Unicode をサポートする他のアプリケーション（Adobe アプリケー
ションはすべて該当します）との間で Unicode 文字をコピー＆ペーストできます。
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テキストの書式設定は、「ソーステキスト」プロパティに含まれています。書式設定をアニメートしたり、文
字そのものを変更する（b を c に変更するなど）には、「ソーステキスト」プロパティを使用します。

ソーステキストがアニメートされた連続フレーム

ビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成する場合の注意
事項

コンピューターの画面では鮮明に見えるテキストでも、最終的にムービーに出力するときれいに表示されない
ことがあります。この問題は、ムービーを再生するデバイスや、ムービーをエンコードするときに使用した圧
縮方式が原因です。これは、シェイプレイヤー内に配置したシェイプなど、他のベクトルグラフィックでも同
じです。実際には同じような問題がラスター画像でも発生しますが、一般的にはサイズが小さく、細部が
シャープなベクトルグラフィックで多く発生します。
ビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成してアニメートする場合は、次の点を考慮してくださ
い。

ムービーをプレビューする際に、NTSC ビデオモニターなどの最終的に使用する再生デバ
イスと同じ種類のデバイスで再生する必要があります（外部ビデオモニターでプレビュー
するを参照）。
彩度の高い色をその補色に変換するなどの、急激な色の変換は避けてください。MPEG や
JPEG 形式などのほとんどの圧縮方式では、急激な色の変換を正確にエンコードできませ
ん。これらの圧縮方式では、急激に色が変化する付近でビジュアルノイズが発生する場合
があります。アナログテレビでは、信号の許容範囲外でスパイクノイズが発生します。
テキストが動画の上にかかる場合は、同じ色で塗られたオブジェクトがテキストの背後を
通過するときにテキストが判読できるよう、テキストにコントラスト境界（グローやスト
ロークなど）が設定されていることを確認してください。
横線が非常に細いと、奇数フィールドのときに偶数走査線と重なり、フレーム上で見えな
くなることがあります（偶数フィールドのときに奇数走査線と重なる場合も同様です）。
例えば、H という文字を使用する場合は、横線部分を 3 ピクセル以上の太さにする必要が
あります。横線を太くするには、フォントのサイズを大きくするか、太字にするか、また
はアウトラインを適用します（文字の書式設定と文字パネルを参照）。
縦にスクロールするクレジットなど、テキストが縦方向に動くようにアニメートする場合
は、テキストの縦方向の移動速度（ピクセル/秒）を、インターレースビデオ方式のフィー
ルドレートの偶数倍に設定します。このようなレートの設定で、走査線とテキストの動き
が同調し、画面ぶれを防ぐことができます。通常、NTSC の場合は 0、119.88、および
239.76 ピクセル/秒、PAL の場合は 0、100、200 ピクセル/秒に設定すると、最適な画質
が得られます。

テキストを垂直方向にスクロールするには（クレジットロールなど）、動作カテゴリの「自動スクロール
（垂直方向）」アニメーションプリセットを適用すると簡単です。

垂直方向の動き、細いグラフィカル要素、フィールドなどに伴うちらつきを防ぐには、ト
ランジション（不透明度のフェードなど）で区切ったテキストブロックとしてクレジット
を表すことをお勧めします。

ビデオ内のテキストやムービーの圧縮方式に関連する問題の多くは、テキストレイヤーにブラーエフェクトを
適用するだけで解決できます。わずかなブラー（ぼかし）を適用することで色調の変化が滑らかになり、細い
横線もやや太くなります。「インターレースのちらつき削減」エフェクトは、ちらつきを低減するのに最適で
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注意：

す。垂直方向のぼかしのみを適用し、水平方向のぼかしは適用しないため、他のブラーよりも画質の低下が少
なくなります。
Philip Hodgetts が、Creative COW の Web サイトで、ビデオのテキストまたはベクトルグラフィックを作成
する場合に最良の結果を得るためのヒントを公開しています。

テキスト処理用のスクリプトとエクスプレッション

このセクションでは、テキスト処理用のスクリプトを説明しています。また、人気のスクリプトやチュートリ
アルへのリンクも含まれています。

テキストファイルの内容に基づいて 1 つまたは複数のテキストレイヤーを作成する

Christopher Green が、自身の Web サイトで、すべてのテキストから 1 つのテキストレイヤーを作成した
り、テキストファイルの行ごとに 1 つのレイヤーを作成できるスクリプト（crg_Text_from_File.jsx）を公開
しています。このスクリプトには、行送りやその他の間隔調整用のオプションも付いています。

テキストベースラインへのスクリプトによるアクセス

After Effects CC 2015（13.6）アップデートでスクリプトを使用すると、テキストレイヤーのベースライン
（x,y）ロケーションを読み取ることができます。TextDocument の新しい sourceText.value.baselineLocs 属
性は、テキストのベースラインの各行の開始位置の x と y の値を示す浮動小数点の配列を返します。
段落テキストボックスの行の折り返しは、複数行として扱われます。
この配列は、次の形式で浮動小数点の値を返します。
line0.start_x, line0.start_y, line0.end_x, line0.end_y, line1.start_x,
line1.start_y, line1.end_x, line1.end_y ～ lineN-1.start_x, lineN-1.start_y,
lineN-1.end_x, lineN-1.end_y

行に文字がない場合は、開始と終了の x と y の値は、最大の浮動小数値（3.402823466e+38F）で
す。

テキストレイヤーのスクリプトの強化

スクリプティングによって、ディスク上のフォントの場所も含めて、テキストレイヤーで使用されるフォント
やスタイルなどの追加情報を読み取ることができます。
次に、textDocument オブジェクトの読み取り専用属性を示します。

fontLocation：ディスク上の場所を示すフォントファイルのパスとともに文字列が返さ
れます（すべてのフォントの種類について返されることは保証されず、ある種のフォント
の場合、戻り値は空の文字列のことがあります）
fontStyle： 太字や斜体などのスタイルの情報とともに文字列が返されます
fontFamily：フォントファミリー名とともに文字列が返されます

現在のテキストレイヤーの最初の文字に対して値が返されます。

テキストレイヤーのソーステキストを編集する

このスクリプトは、スタイル未設定の状態で、テキストレイヤーのテキストを編集するパレットを表示しま
す。テキストレイヤーが複雑なアニメーションを使用している場合、またはアクセスが困難な場合や現時点で
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非表示の場合、アニメートまたはスタイル設定されていないテキストの編集が便利です。
Jeff Almasol の redefinery の Web サイトから、このスクリプトをダウンロードしてください。

テキストファイルをマーカーにマッピングする

このスクリプトは、テキストファイルからの行を選択したテキストレイヤーのソーステキストのキーフレーム
としてレイヤー上の連続するマーカーにマッピングします。マーカーのコメントとして行番号を入力すること
で、使用するテキスト行を制御できます。
Jeff Almasol の redefinery の Web サイトから、このスクリプトをダウンロードしてください。

スマートにする

このスクリプトは、様々な「プレーンテキスト」の各種記号を「スマート」な印刷記号に修正する（例え
ば、(c) を著作権記号 © に変換する）パレットを表示します。
Jeff Almasol の redefinery の Web サイトから、このスクリプトをダウンロードしてください。

テキスト処理用のその他のスクリプト

Todd Kopriva が、アドビ システムズ社の Web サイトで、スクリプトインターフェイスを使用してテキストの
書式を設定するサンプルスクリプトを公開しています。
Salahuddin Taha が、After Effects Scripts の Web サイトで、（右から左に標記される）アラビア語のテキス
トを入力できるスクリプトを公開しています。
Michael Cardeiro が、After Effects Scripts の Web サイトで、スプレッドシートまたはデータベースの情報を
使用して様々なバージョンのコンポジションを作成するスクリプトを公開しています。このスクリプトは、ス
プレッドシートを行単位で処理し、スプレッドシートからテキストを自動的に受け取るコンポジションの中に
テキストレイヤーを含む新しいコンポジションを作成します。
After Effects Scripts の Web サイトに、テキスト処理用のスクリプトが多数公開されています。Paul Tuersley
が、After Effects Scripts の Web サイトで、After Effects プロジェクト内でテキストレイヤーを検索および編
集したり、独自のテキストスタイルプリセットを作成したり、そのプリセットを複数のレイヤーに適用したり
できるスクリプトを公開しています。
Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、Substation Alpha（SSA）カラオケファイルを読み込み、そ
れを基にアニメーションテキストレイヤーを自動的に作成するスクリプトを公開しています。
「ソーステキスト」プロパティ用のエクスプレッションのサンプルについては、ソーステキスト用のエクスプ
レッションを記述するおよびMarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）を参照してください。

ポイントテキストを入力する

ポイントテキストを入力すると、テキストの各行は独立して扱われます。行の長さは編集するテキストに応じ
て変化しますが、ボックスに合わせて折り返しはされません。
文字ツールのポインター  に表示される小さい線は、テキストのベースラインの位置を示します。横書きテキ
ストの場合は、ベースライン上でテキストが整列し、縦書きテキストの場合は、ベースラインを中心にテキス
トが整列します。
ポイントテキストを入力するときは、文字パネルで現在設定されているプロパティに基づいてテキストが作成
されます。入力後にプロパティを変更する場合は、テキストを選択してから文字パネルで編集します。

1. 次のいずれかの操作を行い、テキストレイヤーを作成します。

レイヤー／新規／テキストを選択します。新しいテキストレイヤーが作成され、横書
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き文字ツールの挿入ポイントがコンポジションパネルの中央に表示されます。

文字ツールをダブルクリックします。新しいテキストレイヤーが作成され、該当する
文字ツールの挿入ポイントがコンポジションパネルの中央に表示されます。

横書き文字ツール  または縦書き文字ツール  を選択して、コンポジションパネ
ル内でテキストを挿入する場所をクリックします。

文字ツールのポインターは、コンポジションパネルのテキストレイヤーの上にあ
るかどうかによって変化します。ポインターの位置がテキストレイヤーの上にない場合は
新規テキストポインター  になり、クリックすると新しいテキストレイヤーが作成され
ます。Shift キーを押しながらクリックすると、常に新しいテキストレイヤーが作成され
ます。

2. テキスト文字を入力します。キーボードの Enter キー（Windows）または Return キー
（Mac OS）を押し、改行します。

Unicode 文字を使用するアプリケーションからコピーしたテキストは、編集／
ペーストを選択してペーストすることもできます。ペーストしたテキストには、ペースト
先のテキストレイヤーに含まれる最初の文字の書式設定が適用されます。

3. テキスト編集モードを終了するには、テンキーパッドの Enter キーを押すか、Ctrl +
Enter キー（Windows）または Command + Return キー（Mac OS）を押します。

段落テキストを入力する

段落テキストを入力すると、テキスト行はバウンディングボックスのサイズに合うように折り返されます。複
数の段落を入力して、段落の書式設定を適用することもできます。
バウンディングボックスのサイズはいつでも変更できます。サイズを変更すると、そのサイズに従ってボック
ス内にテキストが再表示されます。
段落テキストを入力すると、そのプロパティのセットが文字パネルと段落パネルに保存されます。プロパティ
を変更する場合は、テキストを選択してから文字パネルまたは段落パネルで編集します。

1. 横書き文字ツール  または縦書き文字ツール  を選択します。

2. コンポジションパネルで次のいずれかの操作を行い、テキストレイヤーを作成します。

現在のポインター位置が角になるバウンディングボックスを作成するには、対角線方
向にドラッグします。

現在のポインター位置が中心点となるバウンディングボックスを作成するには、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

文字ツールのポインターは、コンポジションパネルのテキストレイヤーの上にあ
るかどうかによって変化します。ポインターの位置がテキストレイヤーの上にない場合は
新規テキストポインター  になり、ドラッグすると新しいテキストレイヤーが作成され
ます。Shift キーを押しながらドラッグすると、常に新しいテキストレイヤーが作成され
ます。

3. テキストを入力します。新しい段落に移動するには、キーボードの Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。新しい段落を作成せずに現在
の段落内で強制改行するには、Shift + Enter キー（Windows）または Shift + Return キー
（Mac OS）を押します。入力したテキストがバウンディングボックスに収まりきらない
場合は、オーバーフローアイコン  がバウンディングボックスに表示されます。

Unicode 文字を使用するアプリケーションからコピーしたテキストは、編集／
ペーストを選択してペーストすることもできます。ペーストしたテキストには、ペースト
先のテキストレイヤーに含まれる最初の文字の書式設定が適用されます。

4. テキスト編集モードを終了するには、テンキーパッドの Enter キーを押すか、Ctrl +
Enter キー（Windows）または Command + Return キー（Mac OS）を押します。
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テキストレイヤーでテキストを選択および編集する

テキストレイヤー内のテキストはいつでも編集できます。テキストをパス上に設定したり、3D レイヤーとし
て指定したり、トランスフォームまたはアニメートをした場合でも、引き続き編集できます。テキストを編集
する前に、編集するテキストを選択する必要があります。

テキストレイヤーの「パスのオプション」プロパティグループを無効にするには、「パスのオプション」
プロパティグループの表示  スイッチ（目玉）をクリックします。「パスのオプション」プロパティグ
ループを一時的に無効にすると、テキストの編集や書式設定が容易になります。

文字ツールのポインターは、コンポジションパネルのテキストレイヤーの上にあるかどうかによって変化しま
す。文字ツールのポインターがテキストレイヤーに直接かかる場合は、編集テキストポインター  として表示
され、クリックすると、既存のテキストに挿入ポイントが表れます。

文字ツールでテキストを選択するには、次のいずれかの操作を行います。

テキストの範囲を選択するには、テキストをドラッグします。

テキストの一部を選択するには、選択範囲の最初をクリックした後、Shift キーを押し
ながら選択範囲の最後をクリックします。

単語を選択するには、その単語をダブルクリックします。行を選択するには、その行
を 3 回連続クリックします。段落を選択するには、その段落を 4 回連続クリックしま
す。1 つのレイヤー内のテキストをすべて選択するには、テキスト内を 5 回連続ク
リックします。

矢印キーを使用してテキストを選択するには、Shift キーを押しながら右向き矢印キー
または左向き矢印キーを押します。矢印キーを使用して単語を選択するには、Shift +
Ctrl キー（Windows）または Shift + Command キー（Mac OS）を押しながら右向き
矢印キーまたは左向き矢印キーを押します。

テキストレイヤー内のすべてのテキストを選択して、最後に使用した文字ツールをアクティブにするに
は、タイムラインパネルでテキストレイヤーをダブルクリックします。

テキストレイヤーでのテキストの選択と編集に関するオンラインリソース

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、テキストレイヤーのソーステキストを編集するスクリプトを公
開しています。
Jeff Almasol が、redefinery Web サイトで、プレーンテキストの各種記号を「スマート」な印刷記号に変換す
る（例えば (c) を著作権記号 © に変換する）スクリプトを公開しています。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティにキーフ
レームを設定し、テキストファイルからのテキストを値として設定することで、キーフレームをテキストレイ
ヤー上のレイヤーマーカーで指定された時間に配置するスクリプトを公開しています。

テキストバウンディングボックスのサイズを変更する
1. 文字ツールがアクティブな状態で、コンポジションパネルでテキストレイヤーを選択する
と、バウンディングボックスのハンドルが表示されます。

2. ポインターをハンドルの上に移動すると、ポインターは二重矢印  に変化します。そこ
で、次のいずれかの操作を行います。

横か縦のいずれかの長さを変更する場合は、その方向にドラッグします。

ボックスの縦横比を変えずにサイズを変更する場合は、Shift キーを押しながらドラッ
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グします。

ボックスの中心を起点にしてサイズを変更するには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

テキストレイヤーを移動する

コンポジションパネルで、移動ポインター  でテキストレイヤーをドラッグして移動できます。テキスト編
集モードを終了せずに移動ポインターをアクティブにするには、文字ツールのポインターをコンポジションパ
ネル内のテキストから離し、移動ポインター  が表示されたらテキストをドラッグします。また、Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押すと、一時的に移動ポインターをアクティブにできま
す。

ポイントテキストまたは段落テキストを変換する
段落テキストをポイントテキストに変換すると、バウンディングボックスに収まりきらない文字はす

べて削除されます。テキストが削除されないようにするには、すべてのテキストが表示されるようにバウン
ディングボックスの大きさを調整してから変換してください。

1. 選択ツール  を使用して、テキストレイヤーを選択します。

テキスト編集モードでは、テキストレイヤーを変換することはできません。

2. 文字ツールを選択して、コンポジションパネル内の任意の位置で右クリック（Windows）
または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「段落テキストに変換」また
は「ポイントテキストに変換」を選択します。

段落テキストをポイントテキストに変換すると、最終行を除く各行の末尾に改行が追加さ
れます。

タイムラインパネルでテキストレイヤーをダブルクリックすると、段落テキストのバ
ウンディングボックスが表示され、自動的に文字ツールが選択されます。

テキストの方向を変更する

横書きテキストは左から右へ表示され、複数行にまたがる場合は上から下に向かって表示されます。縦書きテ
キストは上から下へ表示され、複数行にまたがる場合は右から左に向かって表示されます。

A. 横書きのポイントテキスト B. 横書きのポイントテキストを縦書きに変換 C. 横書きの段落テキスト D. 横書
きの段落テキストを縦書きに変換 
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1. 選択ツール  を使用して、テキストレイヤーを選択します。

テキスト編集モードでは、テキストを変換することはできません。

2. 文字ツールを選択して、コンポジションパネル内の任意の位置で右クリック（Windows）
または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「横書き」または「縦書き」
を選択します。

Adobe Photoshop のテキストを編集可能なテキストに変換する

Adobe Photoshop で作成したテキストレイヤーは、After Effects で開いても元のスタイルが維持され、編集す
ることができます。
Photoshop ドキュメントを統合されたレイヤーとして読み込んだ場合は、まずそのレイヤーを選択し、レイ
ヤー／レイヤーのあるコンポジションに変換を選択して、読み込んだドキュメントを元のレイヤーに分解する
必要があります。

1. Photoshop のテキストレイヤーをコンポジションに追加し、その新しいレイヤーを選択し
ます。

2. レイヤー／編集可能なテキストに変換を選択します。

レイヤーが After Effects のテキストレイヤーに変換され、Photoshop のテキストレイヤーはソースフッテージ
アイテムとして使用されなくなります。
レイヤーにレイヤースタイルがある場合は、そのレイヤースタイルは、テキストが編集可能なテキストに変換
される前にそのレイヤーにレイヤー／レイヤースタイル／編集可能なスタイルに変換コマンドが使われていた
場合と同様に、編集可能なスタイルに変換されます。
テキストアニメーションのサンプルとリソース
エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する
段落の書式設定と段落パネル
Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み
レイヤースタイル
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文字の書式設定と文字パネル

注意：

ページの先頭へ

Windows

Mac OS

フォント
文字と行の間隔：改行なしスペース、カーニング、トラッキング、行送り
テキストの塗りと線
テキストスケールとベースラインシフト
テキストの大文字と小文字を変更する
テキストを上付き文字または下付き文字に変換する
中国語、日本語および韓国語のテキスト
スマート引用符

After Effects では、テキストの書式設定とカスタマイズに使用できる広範囲な種類のクリエイティブオプショ
ンが用意されています。文字の書式を設定するには、文字パネルを使います。テキストを選択してから文字パ
ネルで書式を変更した場合は、そのテキストだけに変更が適用されます。テキストを選択せずに文字パネルで
書式を変更した場合は、選択しているテキストレイヤーと、テキストレイヤーで選択しているソーステキスト
のキーフレームに変更が適用されます。テキストもテキストレイヤーも選択せずに文字パネルで書式を変更し
た場合は、その書式が次に入力するテキストの初期設定になります。

文字パネルを表示するには、ウィンドウ／文字を選択します。文字ツールを選択している
場合は、ツールパネルのパネルボタン  をクリックします。

文字ツールをアクティブにしたときに自動的に文字パネルと段落パネルが開くように設定するには、ツー
ルパネルで「パネルを自動的に開く」を選択します。

文字パネルの値を初期設定値にリセットするには、文字パネルメニューの「文字パネルを
リセット」を選択します。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

After Effects には、テキストに下線を付ける文字スタイルはありませんが、他の様々なグラフィック要素を
使用してテキストに下線を付けることができます。例えば、パスが含まれているシェイプレイヤーとスト
ロークを使用したり、オープンマスクにストロークを適用したり、ブラシアニメーションエフェクトを使
用したり、間隔が狭い（カーニングされた）アンダースコア文字や線分文字のアニメーションシリーズを
使用することができます。下線が不適切な印刷形式である理由と、After Effects で下線を作成する方法につ
いては、Creative COW の After Effects フォーラムに掲載されているブログを参照してください。

フォント

フォントとは、共通した太さ、幅、スタイルを持つ文字（文字、数字、記号）のセットです。オペレーティン
グシステムの標準ロケールに対応してシステムにインストールされたフォントのほかに、After Effects では以
下のローカルフォルダーにあるフォントファイルを使用します。

Program Files¥Common Files¥Adobe¥Fonts

Library/Application Support/Adobe/Fonts
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Type 1、TrueType、OpenType、CID フォントをローカルの Fonts フォルダーにインストールしてある場
合、フォントは Adobe アプリケーション内でのみ表示されます。
お使いのコンピューターにインストールされていないフォントの文字がある場合は、別のフォントに置き換え
られ、かっこ内に元のフォント名が表示されます。このようなフォントの置換は、Windows コンピューター
上で作成したプロジェクトを Mac OS で開いた場合などに発生します。これは、オペレーティングシステム
の初期設定のフォントが異なるためです。
フォントを選択するときは、フォントファミリーおよびフォントスタイルを個別に選択できます。フォント
ファミリー（または書体）は、Times など、文字デザインを共有するフォントの集まりです。フォントスタイ
ルは、標準、太字または斜体など、フォントファミリー内の個々のフォントのバリエーションです。使用可能
なフォントスタイルの範囲は各フォントによって異なります。必要なスタイルがフォントに含まれていない場
合、太字、斜体、上付き文字、下付き文字、オールキャップス、スモールキャップスをシミュレートした疑
似スタイルを適用できます。異なるタイプのフォントがコンピューターにインストールされている場合、フォ
ント名の後に次の略語が付記されます。(T1) は Type 1 フォント、(TT) は TrueType フォント、(OT) は
OpenType フォントにそれぞれ対応しています。
フォントサイズによって、レイヤーに表示される文字の大きさが決まります。After Effects では、フォントの
単位はピクセルです。テキストレイヤーのスケール値が 100％の場合、ピクセル値はコンポジションのピクセ
ルと 1 対 1 で対応します。テキストレイヤーのスケール値を 200％に設定すると、フォントサイズは 2 倍に
見えます。例えば、レイヤー内で 10 ピクセルのフォントサイズの表示がコンポジションでは 20 ピクセルの
ように見えます。After Effects では、テキストが連続的にラスタライズされるので、スケール値を増やしても
解像度は高い状態に保たれます。

文字パネルのメニューからフォントやスタイルを選択したときに、その設定を適用する場合は Enter
キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を、設定を適用しないでメニューを終了する場合は Esc
キーを押します。

Adobe Creative Cloud アプリケーションとともにインストールされるフォントの種類、および Adobe Typekit
で使用できる他のフォントとそのインストール方法について詳しくは、アドビ システムズ社の Web サイトの
次のページを参照してください。

Creative Cloud フォントに関する FAQ

Typekit からのフォントの追加

アドビ システムズ社の Web サイトの Adobe Font Finder を使用して、様々な特性からフォントを参照および
検索できます。

フォントファミリーを選択する

フォントファミリーポップアップメニューのボックスをクリックし、フォント名の最初の
文字を入力します。目的のフォントファミリーが表示されるまで、フォント名を続けて入
力します。
メニュー内で前後にリストされているフォントファミリーを選択するには、フォントファ
ミリーメニューのボックス上にポインターを動かし、マウスのスクロールホイールを回す
か、フォントファミリーメニューのボックスをクリックし、上向き矢印または下向き矢印
を押します。
フォントファミリーポップアップメニューの矢印ボタンをクリックし、フォントファミ
リー名の最初の文字のキーを押します。同じ文字で始まる別のフォントファミリーを選択
する場合は、再度その文字のキーを押します。

フォントスタイルを選択する

文字パネルのフォントスタイルポップアップメニューから選択します。
選択したフォントファミリーに太字や斜体のスタイルが含まれていない場合、文字パネル
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注意：

の太字ボタン  または斜体ボタン  をクリックし、シミュレートしたスタイルを適用で
きます。

フォントサイズを選択する

文字パネルで、フォントサイズ  に新しい値を入力するか、値を選択します。

文字と行の間隔：改行なしスペース、カーニング、トラッキング、行送
り

行送りとは、テキスト行間のスペースです。カーニングは、特定の 2 文字の間のスペースを広げたり狭めたり
する処理です。トラッキングは、一定範囲の文字間のスペースを均一にする処理です。カーニングおよびト
ラッキングで、正の値は文字の間隔を広げ（初期設定の間隔を拡大）、負の値は文字の間隔を狭めます（初期
設定の間隔を縮小）。

トラッキングと手動カーニングは累積していくため、個々の文字ペアを調整したあとにテキストブロックを狭
めたり広げたりしても、個々の文字ペアの相対的なカーニングには影響しません。

カーニングとトラッキングの値は日本語のテキストにも影響しますが、通常これらのオプションは
ローマ字間の空き（間隔）の調整に使用されます。

改行なしスペースを作成する

文字セットを改行なしに設定すると、文字がまとめてアニメートされ、1 つの単語のように扱われます。

1. 分割されないようにする単語を選択します。

2. 文字パネルメニューから「分割禁止」を選択します。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネル
メニューが開きます。

行送りを設定する
文字パネルで、次のいずれかの操作を行います。

行送りポップアップメニュー  から、行送りを選択します。
既存の行送り値を選択し、新しい値を入力します。
下線付きの行送り値をドラッグします。

カーニングを設定する

メトリクスカーニングまたはオプティカルカーニングを使用すると、自動的に文字のカーニングを行うことが
できます。メトリクスカーニングでは、ほとんどのフォントに含まれるカーニングペアを使用します。カーニ
ングペアには、特定の文字のペア（LA、To、Tr、Ta、Tu、Te、Ty、Wa、WA、We、Wo、Ya、Yo など）
の間隔に関する情報が入っています。After Effects の初期設定ではメトリクスカーニングを使用するため、テ
キストを読み込んだり入力したりすると、自動的に特定の文字がカーニングされます。一部のフォントには、
強固なカーニングペア仕様が設定されています。
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メトリクスカーニングでは結果が不適切になるフォントや、同じ行に異なる書体や異なるサイズがある場合
は、オプティカルカーニングオプションを使用すると便利です。オプティカルカーニングでは、文字のシェイ
プを基にして隣接する文字の間隔が調整されます。
手動カーニングを使用して 2 文字間の間隔を調整することもできます。
Alan Shisko が、Motion Graphics 'n Such ブログで、カーニングに関する記事とビデオチュートリアルを公開
しています。

フォントに内蔵されたカーニング情報を使用するには、文字パネルのカーニングポップ
アップメニュー  から「メトリクス」を選択します。
カーニングを手動で調節するには、文字ツールで 2 つの文字の間をクリックし、文字パネ
ルのカーニング  に数値を指定します。

テキストの範囲を選択した場合、手動では文字をカーニングできません。その場合は、トラッキング
を使用します。

トラッキングを設定する

トラッキングの設定：初期設定値 0 の場合（左）、-50 の場合（中央）、200 の場合（右）

トラッキングを設定するには、文字パネルのトラッキング  に数値を指定します。

テキストの塗りと線

テキストの塗りは個々の文字の形状の内部に、線は文字のアウトラインに適用されます。After Effects では、
文字のパスを中心に線を配置することにより、線が文字に適用されます。つまり、線幅の半分はパスの一方の
側に表示され、もう半分はもう一方の側に表示されます。
文字パネルを使用すると、テキストに塗りのカラーと線のカラーの両方を適用したり、線幅を設定したり、塗
りと線の重なり位置を設定したりできます。これらのプロパティの変更は、選択した個々の文字、選択した
ソーステキストのキーフレーム、レイヤー内のすべてのテキスト、複数のレイヤー内のすべてのテキストに対
して実行できます。
また、「全体の線の上に全体の塗り」または「全体の塗りの上に全体の線」オプションを使用して、テキスト
レイヤーの塗りと線の合成順を制御することもできます。これらのオプションは、個々の文字の「線の上に塗
り」または「塗りの上に線」プロパティより優先されます。

テキストの各文字に 3D プロパティが適用されている場合は、テキスト全体の線と塗りの合成順を制
御することはできません。タイムラインパネルの「詳細オプション」プロパティグループにある「塗りと線」
オプションは使用できず、文字パネルの「全体の線の上に全体の塗り」と「全体の塗りの上に全体の線」オプ
ションも適用されません。

テキストに線（輪郭）を追加する
1. 線を追加する文字を選択します。

2. 文字パネルの線幅ポップアップメニュー  で、線の幅を設定します。

3. 文字パネルの線のカラーボタンを使って、線のカラーを設定します。
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塗りの上に線、線の上に塗り

全体の塗りの上に全体の線、全体の線の上に全体の塗り

4. 文字パネルで次のいずれかを選択して、線の位置を指定します。

選択したテキストの線のみを塗りの上または下に表示しま
す。

すべての線をテキストレイヤー
全体の塗りの上または下に表示します。

テキストの塗りまたは線のカラーを変更する

入力するテキストのカラーは、文字パネルの右上隅の塗りのカラーおよび線のカラーボックスで設定されてい
るものになります。テキストの入力後にカラーを変更する場合は、そのテキストを選択してからこれらのボッ
クスを使います。

カラーピッカーを使って塗りと線のカラーを設定するには、塗りのカラーまたは線のカ
ラーボックスをクリックします。スポイトボタン  をクリックしてから、画面上で目的
のカラーがある部分をクリックします。
塗りと線のカラーを入れ替えるには、塗りと線を入れ替えボタン  をクリックします。
塗りまたは線のカラーを削除するには、塗りのカラーなしまたは線のカラーなしボタンを
クリックします。塗りのカラーボックスと線のカラーボックスのどちらが前面にあるかに
よって、どちらのボタンを使用できるかが決まります。
塗りと線のカラーを黒または白に設定するには、「黒を設定」ボタン  または「白を設
定」ボタン  をクリックします。
塗りのカラーボックスまたは線のカラーボックスを前面に出すには、そのボックスをク
リックします。

テキストストロークの線の結合を変更する

ストロークの 2 つのセグメントが交差する場合、ストロークの線の結合タイプによってストロークのシェイプ
が決まります。 テキストストロークの線の結合タイプは、文字パネルメニューの「線の結合」設定で指定し
ます。文字パネルメニューは、文字パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると開
きます。

線の結合メニューからマイター、ラウンドまたはべベルを選択します。

テキストレイヤー内で重なり合う文字に描画モードを指定する
1. タイムラインパネルで、テキストレイヤーを開き、「詳細オプション」グループを開きま
す。
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2. 文字間の描画モードポップアップメニューから、描画モードを選択します。

テキストレイヤーとその下のレイヤーをブレンドするには、タイムラインパネルのモード列から描画
モードを指定します。

文字ごとに 3D プロパティが適用されているテキストレイヤーでは、文字間の描画モードは使用できません。

テキストスケールとベースラインシフト

水平比率と垂直比率は、テキストの高さと幅の比率を指定します。スケールを指定していない文字に
は、100％の値が設定されています。選択した文字の高さと幅を縮小または拡大するには、スケールを調節し
ます。
ベースラインシフトは、ベースラインとテキストとの間の距離を制御します。選択したテキストを上下させ
て、上付き文字または下付き文字を作成します。

スケールを調節するには、文字パネルで「水平比率」  または「垂直比率」  に比率
を入力するか、下線付きの値をドラッグします。
ベースラインシフトを設定するには、文字パネルの「ベースラインシフト」  に値を指
定します。正の値は横書きテキストをベースラインの上に、縦書きテキストを右に移動し
ます。負の値はテキストをベースラインの下または左に移動します。

テキストの大文字と小文字を変更する

オールキャップスまたはスモールキャップスを使用して、テキストを大文字として入力または設定することが
できます。After Effects では、テキストをスモールキャップスとして設定すると、フォントの一部としてデザ
インされたスモールキャップスが使用されます。フォントにスモールキャップスが含まれていない場合は、擬
似スモールキャップスが生成されます。

元々大文字で入力した文字にスモールキャップスを適用しても、スモールキャップスには変換されま
せん。

文字パネルでオールキャップスボタン  またはスモールキャップスボタン  をクリッ
クします。
文字パネルメニューの「オールキャップス」または「スモールキャップス」を選択しま
す。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

テキストを上付き文字または下付き文字に変換する

上付き文字はサイズが小さくなり、テキストのベースラインの上へ移動します。下付き文字はサイズが小さく
なり、テキストのベースラインの下へ移動します。そのフォントに上付き文字または下付き文字が含まれてい
ない場合、擬似上付き文字または擬似下付き文字が生成されます。

文字パネルで上付き文字ボタン  または下付き文字ボタン  をクリックします。
文字パネルメニューの「上付き文字」または「下付き文字」を選択します。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。
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中国語、日本語および韓国語のテキスト

After Effects には、中国語、日本語および韓国語（CJK）テキストで作業するためのオプションがいくつか用
意されています。CJK フォントの文字は、各文字を表現するのに 2 バイト以上の情報が必要なため、2 バイト
文字と呼ばれます。

CJK フォント名を英語で表示するには、文字パネルのメニューの「フォント名を英語で表示」を選択しま
す。パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

詰めを調整する

詰めは、文字の周りのスペースを、指定した比率で減らします。文字自体は拡大も縮小もされません。文字に
詰めが追加されると、文字の両側のスペースが均等な比率で減少します。

1. 詰めを調節する文字を選択します。

2. 文字パネルで、「詰め」  に比率を入力するか、リストから選択します。比率が大きい
ほど、文字間隔が狭まります。100％（最大値）を設定すると、文字のバウンディング
ボックスと em ボックス間のスペースがなくなります。

行送りの基準を指定する
1. 調整する段落を選択します。

2. 段落パネルのメニューから「行送り日本語基準」または「行送り欧文基準」を選択しま
す。選択されているオプションに、チェックマークが表示されます。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネル
メニューが開きます。

縦中横を使用する

縦中横（組み文字または連文字とも呼ばれます）は、縦書き行の中にレイアウトされた横書きテキストのブ
ロックです。

縦中横の適用前（左）と縦中横の適用後（右）

1. 回転させる文字を選択します。

2. 文字パネルのメニューから「縦中横」を選択します（オプションがオンになっている場
合、チェックマークが表示されます。オプションをオフにするには、もう一度「縦中横」
を選択します）。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネル
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メニューが開きます。

縦中横を使用して回転させた文字でも、他の文字と同様に、編集や書式設定を行うことが
できます。

スマート引用符

スマート引用符すなわちプリンター用の引用符とは、直線の引用符ではなく左右にカーブした引用符のことで
す。

スマート引用符を使用するには、文字パネルメニューで「スマート引用符を使用」を選択
します。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメ
ニューが開きます。

以下も参照してください
テキストのキーボードショートカット
描画モードとレイヤースタイル
文字単位の 3D テキストプロパティ
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テキストアニメーションのサンプルとリソース

例：文字単位の 3D プロパティを使用して文字をアニメートする
例：文字をオフセットする
例：ウィグリーセレクターで文字をアニメートする
例：テキストのトラッキングをアニメートする
例：セレクターを使用して特定の単語をアニメートする
例：ブラシアニメーションを作成する
例：複数のセレクターを使用してテキストをアニメートする
例：エクスプレッションを使用してテキストの位置をアニメートする
例：タイムコードをアニメートする

After Effects には、効果的でクリエイティブな 2D および 3D テキストアニメーションを作成するために、
様々な機能が用意されています。ここに挙げるリソースと例では、After Effects でテキストをアニメートする
方法について詳しく説明しています。

Harry Frank が、Digital Arts Online の Web サイトで、テキストアニメーターを使用したテキストのアニメー
ションに関するチュートリアルを公開しています。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで公開されているビデオチュートリアル「After Effects
Text Tips」シリーズで、複数のテキストアニメーターを使用して複雑なテキストアニメーションを作成および
微調整する手順を説明しています。
Steve Holmes が、Layers Magazine の Web サイトで、3 つのテキストアニメーターと文字単位の 3D テキス
トアニメーションを使用してテキストアニメーションを作成する方法について説明したチュートリアルを公開
しています。
Colin Braley が、彼自身の Web サイトで、「ソーステキスト」プロパティのエクスプレッションを使用して
「番号」エフェクトの制約を乗り越えてテキストをアニメートする手順に関するチュートリアルとサンプルプ
ロジェクトを公開しています。
Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、テキストアニメーション機能を使用して、句読点やその他
の英数字以外の記号を単純なベクトルグラフィック要素として使用するものなど、様々な単純なアニメーショ
ンを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

After Effects テキストトリック - パート 1

After Effects テキストトリック - パート2

Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで公開されているビデオチュートリアルで、文字単位の 3D テ
キストアニメーションを使用して 3D の竜巻形状のパスに沿ってテキストをアニメートする方法について説明
しています。
Angie Taylor が、Digital Arts の Web サイトで、文字単位の 3D テキストアニメーションの使用方法と、押し
出した 3D テキストのシミュレートに関する一般的な問題の解決方法について、チュートリアルを公開してい
ます。
Eran Stern は、Artbeats ウェブサイトに、After Effects のテキストアニメーションシステムをパーティクルシ
ステムとして使用する方法を説明するビデオチュートリアルを公開しています。
Rich Young は、After Effects で押し出しを適用した 3D テキストを作成するためのいくつかのリソースや
チュートリアルを公開しています。
ProVideo Coalition の Web サイトで、Chris と Trish Meyer は、After Effects でテキストをアニメートするた
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めのいくつかのヒントを公開しています。
Toby Pitman は、MacProVideo ウェブサイトで、シェイプレイヤーを使用してテキストをアニメートするた
めのヒントを公開しています。

例：文字単位の 3D プロパティを使用して文字をアニメートする

この例では、個々の文字を 3D でアニメートして、それぞれの文字が列から飛び出てお辞儀をするように見せる
方法について説明します。

1. 新規コンポジションを作成します。

2. 新規テキストレイヤーを作成し、単語「ovation」を入力します。

3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／文字単位の 3D 化を使用を
選択します。

4. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／位置を選択します。

5. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／回転を選択します。

6. タイムラインパネルのアニメーターグループで、「X 回転」プロパティを 45 に、「位
置」の値を (0.0, 0.0, -100.0) に設定します。

7. 「範囲セレクター 1」を開きます。

8. 「オフセット」プロパティのストップウォッチアイコンをクリックして、最初のキーフ
レームの値を 0 秒に設定します。

9. 「オフセット」プロパティ値を -15％に設定します。

10. 「終了」プロパティ値を 15％に設定します。

11. 現在の時間インジケーターを 10 秒の位置に移動し、オフセット値を 100％に設定しま
す。

12. R キーを押して、レイヤー全体の「回転」プロパティを表示します。

13. レイヤーの「Y 回転」の値を -45 に設定してレイヤー全体を回転し、文字の 3D モーショ
ンがよくわかるようにします。

14. コンポジションをプレビューします。

例：文字をオフセットする

この例では、文字のオフセット値を指定し、範囲セレクターをアニメートすることで、ランダムな文字をアニ
メートして徐々に正しい単語や語句を表示する方法について説明します。
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単語「Galaxy」に含まれる文字のオフセット値のアニメート

1. 新規コンポジションを作成します。

2. 新規テキストレイヤーを作成し、単語「Galaxy」を入力します。

3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／文字のオフセットを選択し
ます。

4. タイムラインパネルで、文字のオフセット値を 5 に設定します。

5. 「範囲セレクター 1」を開きます。

6. 開始のストップウォッチをクリックし、初期キーフレームを 0 秒の位置に設定し、値
を0％にします。

7. 現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動し、開始値を 100％に設定します。

8. 「文字の配置」を「中央」に設定します。

9. コンポジションをプレビューします。

例：ウィグリーセレクターで文字をアニメートする

この例では、個々の文字の位置をアニメートする方法について説明します。また、レイヤーでウィグリーセレ
クターを使用するだけで、アニメーションを効果的に変化させる方法も紹介します。

単語「Galaxy」に含まれる文字のカラーと位置のアニメート

1. 新規コンポジションを作成します。

2. 新規テキストレイヤーを作成し、単語「Galaxy」を入力して、カラーを青に設定しま
す。

3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／位置を選択します。

4. タイムラインパネルで、すべての文字がフレームから見えなくなるまで、位置プロパティ
の Y 値を左にドラッグします。

5. 「範囲セレクター 1」を開きます。
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6. 開始のストップウォッチをクリックし、0％、0 秒のままにします。次に、現在の時間イ
ンジケーターを 5 秒の位置に移動し、開始を 100％に設定します。

7. コンポジションをプレビューします。

8. 「アニメーター 1」グループを閉じます。

9. タイムラインパネルでテキストレイヤー名以外のものが選択されていないことを確認し、
アニメーターポップアップメニューの、塗りのカラー／色相を選択します。新しいアニ
メーターグループ、「アニメーター 2」がタイムラインパネルに表示されます。

10. 塗りの色相を 1 x +0.0 に設定します。

11. 「アニメーター 2」の「範囲セレクター 1」を開きます。

12. 開始のストップウォッチをクリックし、0％、0 秒のままにします。次に、現在の時間イ
ンジケーターを 5 秒の位置に移動し、開始を 100％に設定します。

13. アニメーションをプレビューします。テキストはカラーを変化させながら、画面上部から
下部へ移動します。ただし、アニメーションで使用されているカラーは同じで、最終的に
元のカラーに戻ります。

14. 塗りの色相を選択して、追加ポップアップメニューのセレクター／ウィグリーを選択しま
す。

15. 「ウィグリーセレクター 1」プロパティを選択し、モードポップアップメニューの「加
算」を選択します。

16. コンポジションをプレビューします。

塗りの色相プロパティを「アニメーター 1」に追加し、さらにウィグリーセレク
ターを追加すると、カラーだけでなく、位置とカラーの両方が変化します。

例：テキストのトラッキングをアニメートする

この例では、テキストラインのトラッキングを設定して、簡単に文字を隔離する方法を紹介します。アニメー
タープロパティのトラッキングおよびラインアンカーを使用すると、１つまたは複数の文字を除いた残りすべ
ての文字を移動させることができます。

文字「3579」のトラッキング値をアニメートし（左と中央）、中央の「7」だけを表示（右）

1. 新規コンポジションを作成します。

2. 新規テキストレイヤーを作成し、「3579」と入力します。

3. テキストレイヤーを選択した状態で、段落パネルのテキストの中央揃えボタンをクリック
します。

4. ビュー／グリッドを表示を選択します。

5. タイムラインパネルで、テキストレイヤーを選択し、アニメーション／テキストのアニ
メータープロパティを追加／トラッキング（字送り）を選択します。

6. トラックの種類メニューで「前と後」が指定されていることを確認します。

7. トラッキングの量ストップウォッチをクリックし、値を 0、0 秒のままにします。

8. 現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動し、すべての文字が画面に表示されなく
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なるまで、トラッキングの量の値をドラッグします。

9. アニメーションをプレビューします。

10. 現在の時間インジケーターが 0 の設定で、コンポジションパネルのスナップショットを
撮ります。このスナップショットとグリッドを使用して、アニメーション終了時の数字
「7」の元の位置を判断します。

11. 現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動します。

12. 「スナップショットを表示」ボタンをクリックします。

13. タイムラインパネルで、「アニメーター 1」を選択し、追加メニューの「ラインアン
カー」を選択します。

14. 「7」がコンポジションパネル中央のほぼ元の位置に配置されるまで、ラインアンカー値
をドラッグします。

15. コンポジションパネルの「スナップショットを表示」ボタンをクリックし、「7」の元の
正確な位置を確認します。ラインアンカー値を調整して、文字を元の位置に配置します。

16. アニメーションをプレビューします。

例：セレクターを使用して特定の単語をアニメートする

この例では、セレクターを使用してアニメーションを特定の単語に限定する方法について説明します。

単語「Speeding」に含まれる文字の歪曲値のアニメート

1. 新規コンポジションを作成します。

2. 新規テキストレイヤーを作成し、「Speeding Saucer」と入力します。

3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／歪曲を選択します。

4. タイムラインパネルで、歪曲値を 35 に設定します。

5. 「範囲セレクター 1」を開きます。

6. 現在の時間インジケーターが 0 秒の位置にあることを確認し、終了のストップウォッチ
をクリックします。

7. コンポジションパネルで、両方のセレクターバーを「Speeding」の「S」の左側にドラッ
グします。

8. 現在の時間インジケーターを 2 秒の位置に移動し、右セレクターバーを「Speeding」の
「g」の右側にドラッグします。

9. コンポジションをプレビューします。

例：ブラシアニメーションを作成する

不透明度アニメータープロパティを使用すると、テキストがスクリーンに書き込まれていくような効果を作成
できます。
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不透明度プロパティを使用したテキストの書き込み

1. 新規コンポジションを作成します。

2. テキストレイヤーを作成し、文字「01234」を入力します。

3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／不透明度を選択します。

4. 不透明度を 0％に設定します。

5. 「範囲セレクター 1」を開き、開始ストップウォッチアイコンをクリックします。

6. コンポジションパネルで、必要に応じて開始セレクターバーをテキストの左端（値は 0）
に移動します。

7. 現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動し、コンポジションパネルの開始セレク
ターバーをテキストの右端（値は 5）にドラッグします。

8. コンポジションをプレビューします。

初期設定では、なめらかさプロパティは 100％に設定されています。タイプライ
ターで打っているような効果を出すには、「高度」プロパティを開き、なめらかさを 0％
に設定します。

例：複数のセレクターを使用してテキストをアニメートする

この例では、エクスプレッションセレクターの selectorValue パラメーターをウィグリーセレクターと併
用して、ランダムに点滅する文字列を作成します。

1. 新規コンポジションを作成します。

2. 新規テキストレイヤーを作成します。

3. タイムラインパネルで、テキストレイヤーのアニメーターメニューから「不透明度」を選
択します。

4. タイムラインパネルで、テキストレイヤーとそのアニメーターを開きます。

5. 範囲セレクターを選択して削除します。

6. テキストレイヤーの「アニメーター」プロパティグループの横にある追加／セレクター／
ウィグリーを選択します。

7. 追加／セレクター／エクスプレッションを選択します。ウィグリーセレクターがエクスプ
レッションセレクターの上にない場合は、ウィグリーセレクターをエクスプレッションセ
レクターの上にドラッグしてください。

8. エクスプレッションセレクターを開きます。

9. 「量」プロパティを開くと、エクスプレッションが表示されます。初期設定では、次のエ
クスプレッションが表示されます。

selectorValue * textIndex/textTotal

10. 初期設定のエクスプレッションテキストを、次のエクスプレッションで置き換えます。

r_val=selectorValue[0]; 
if(r_val < 50)r_val=0; 
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if(r_val > 50)r_val=100; 
r_val

11. 不透明度を 0％ に設定して、コンポジションをプレビューします。

例：エクスプレッションを使用してテキストの位置をアニメートする

この例では、「textIndex」属性と「textTotal」属性を「wiggle」エクスプレッションと併用して、テ
キスト行をアニメートします。

1. 新規コンポジションを作成します。

2. 新規テキストレイヤーを作成します。

3. タイムラインパネルでテキストレイヤーを開いて、テキストプロパティを表示します。ア
ニメーターポップアップメニューから、位置アニメーターグループを追加します。

4. 初期設定の範囲セレクターの「範囲セレクター 1」を削除します。

5. 追加メニューからセレクター／エクスプレッションを選択して、エクスプレッションセレ
クターを追加します。エクスプレッションセレクターを開いて、オプションを表示しま
す。

6. 「量」プロパティを開くと、エクスプレッションが表示されます。初期設定では、次のエ
クスプレッションが表示されます。

selectorValue * textIndex/textTotal

7. 初期設定のエクスプレッションを、次のエクスプレッションで置き換えます。

seedRandom(textIndex); 
amount=linear(time, 0, 5, 200*textIndex/textTotal, 0); 
wiggle(1, amount);

この例では、linear メソッドを使用して、時間の経過に応じて文字の動き（ウィグル）
が小さくなるように設定しています。

8. 縦方向の位置を設定します。値を大きくすると、文字の揺れが大きくなります。

9. コンポジションをプレビューします。

例：タイムコードをアニメートする
タイムラインパネルでどのレイヤーも選択していない状態で、エフェクト＆プリセットパ
ネルの「現在の時間形式」アニメーションプリセットをダブルクリックします（目的のア
ニメーションプリセットを見つけるには、エフェクト＆プリセットパネルの「含まれる文
字」フィールドにプリセットの名前を入力します）。

テキストレイヤーが作成され、「ソーステキスト」プロパティに現在の時刻をプロジェク
トの現在の表示形式で表示するエクスプレッションが追加されます。
グローバルカテゴリの他のエクスプレッションを使うと、他の形式で時刻を表示できま
す。

レイヤーのエクスプレッションを表示するには、レイヤーを選択してから、E キーを続
けて 2 回押します。

以下も参照してください
コンポジションを作成する
ポイントテキストを入力する
テキストセレクター
キーフレームの設定と追加
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テキストアニメーションについて
テキストアニメーションプリセット
テキストアニメーターを使ってテキストをアニメートする
テキストアニメータープロパティ
テキストセレクター
テキストのアンカーポイントプロパティ
文字単位の 3D テキストプロパティ
パスに沿ったテキストの作成とアニメート

テキストアニメーションについて

テキストレイヤーのアニメートは、アニメートされたタイトル、ロアサード、クレジットロール、ダイナミッ
クタイポグラフィーなど、様々な目的で便利です。
After Effects の他のレイヤーと同様に、テキストレイヤー全体もアニメートできます。ただし、テキストレイ
ヤーには、レイヤー内のテキストをアニメートするための追加のアニメーション機能があります。以下の方法
のいずれかを使用して、テキストレイヤーをアニメートできます。

他のレイヤーと同じ方法で、「トランスフォーム」プロパティをアニメートします。この
方法では、レイヤー全体が変更され、テキストの内容は変更されません。
テキストアニメーションプリセットを適用します（テキストアニメーションプリセットを
参照）。
時間の経過に応じて文字自体が別の文字に変わったり、文字や段落の書式設定が変わるよ
うにするには、レイヤーのソーステキストをアニメートします（テキストレイヤーでテキ
ストを選択および編集するおよびソーステキスト用のエクスプレッションを記述するを参
照）。
個々の文字や連続した複数の文字の様々なプロパティをアニメートするには、テキストア
ニメーターとセレクターを使用します（テキストアニメーターを使ってテキストをアニ
メートするを参照）。

テキストアニメーションのエッジと動きを滑らかにするには、テキストレイヤーのモーションブラーを有
効にします。詳しくは、モーションブラーを参照してください。

テキストアニメーションプリセット

他のアニメーションプリセットと同様に、テキストアニメーションプリセットを参照し、適用します。After
Effects のエフェクト＆プリセットパネルまたは Adobe Bridge を使用して、アニメーションプリセットを参照
し、適用できます。Presets フォルダーを Adobe Bridge で開くには、エフェクト＆プリセットパネルメ
ニューまたはアニメーションメニューから「アニメーションプリセットを参照」を選択します。（エフェクト
またはアニメーションプリセットを適用するおよびアニメーションプリセットの概要とリソースを参照）。

熟練したユーザーが After Effects をどのように使用しているかを確認するには、アニメーションプリセッ
トを適用して、U または UU と入力します。これにより、アニメートまたは変更されたレイヤープロパ
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注意：

注意：

ティだけが表示されます。アニメートまたは変更されたプロパティを表示すると、アニメーションプリ
セットのデザイナーがアニメーションプリセットを作成するためにどのような変更を加えたかを確認でき
ます。

テキストアニメーションプリセットに関するヒントと注意事項

テキストアニメーションプリセットは、NTSC DV 720 x 480 コンポジションで作成されており、各テキスト
レイヤーは 72 ポイント Myriad Pro を使用しています。プリセットアニメーションは、コンポジション上で、
コンポジション外で、またはコンポジションを通してテキストを移動します。アニメーションプリセットの位
置の値は、720 x 480 より著しく大きいまたは小さいコンポジションでは正しく適用されない場合がありま
す。例えば、フレーム外から始まるはずのアニメーションがフレーム内で始まったりします。テキストが思っ
たとおりに配置されない、またはテキストが表示されない場合は、タイムラインパネルまたはコンポジション
パネルでテキストアニメーターの位置の値を調節します。
3D テキストのアニメーションプリセットを適用した場合は、レイヤーを回転するか、レイヤーの回りを回転
するカメラを追加して、3D アニメーションを確認してください。
「パス」カテゴリのテキストアニメーションプリセットは、ソーステキストを自動的にアニメーションプリ
セット名に置き換え、フォントカラーを白に変更します。これらのアニメーションプリセットでその他の文字
のプロパティが変更される場合もあります。
アニメーションプリセットの「塗りと線」カテゴリには、適用するプリセットの塗りのカラーと線のプロパ
ティを変更するプリセットが含まれています。アニメーションプリセットに線や塗りのカラーが必要な場合
は、テキストに線や塗りのカラーを適用したときのみアニメーションが機能します。

アニメーションプリセットに関するオンラインリソース

After Effects に付属のアニメーションプリセットのリストについては、アニメーションプリセットのリストを
参照してください。

テキストアニメーターを使ってテキストをアニメートする

アニメーターとセレクターを使ってテキストをアニメートする作業は、大きく次の手順に分かれます。

アニメーターを追加して、アニメートするプロパティを指定する。
セレクターを使用して、アニメーターによる文字ごとの影響度を指定する。
アニメータープロパティを調節する。

アニメーターの設定をレイヤー内のすべての文字に適用する場合は、初期設定のセレクターを削除し
ます。その場合は、他のレイヤーとほとんど同じ方法でテキストレイヤーをアニメートします。

通常は、アニメータープロパティにキーフレームまたはエクスプレッションを設定する必要はありません。セ
レクターだけにキーフレームまたはエクスプレッションを設定し、アニメータープロパティに終了値を指定す
るのが一般的です。

1. タイムラインパネルでテキストレイヤーを選択するか、コンポジションパネルでアニメー
トする特定の文字を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加を選択し、メニューから
プロパティを選択します。

「文字単位の 3D 化を使用」メニューではアニメーターは追加されません。この

471

http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7c30a.html#WS725e431141e7ba651172e0811e19240097-8000


メニューは、アニメーターを追加する前にレイヤーと個々の文字に 3D プロパティを追加
するためのものです。

タイムラインパネルのスイッチ／モード列にある、アニメーターポップアップメ
ニューからプロパティを選択します。

アニメーターポップアップメニュー

3. タイムラインパネルで、アニメータープロパティの値を調節します。通常は、アニメート
するプロパティの終了値を設定してから、その他をすべてセレクターで制御します。

4. 「範囲セレクター」プロパティグループを開き、「開始」と「終了」プロパティのストッ
プウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。次のいずれかを行います。

タイムラインパネルで、「開始」と「終了」に値を設定します。

範囲セレクターの「開始」と「終了」プロパティを指定するときに、パーセントより
も文字数で計算したほうが簡単な場合があります。これらのプロパティを文字数（空
白文字も含む）で表示するには、範囲セレクターの「高度」プロパティの「単位」で
「インデックス」を選択します。

コンポジションパネルで、範囲セレクターバーをドラッグします。ポインターをセレ
クターバーの真中に置くと、セレクターの移動ポインター  に変わります。

5. 詳細設定を行うには、「高度」を開き、必要に応じてオプションと値を指定します。

例えば、最初の文字から最後の文字に向かって徐々に不透明度をアニメートするには、不透明度のアニメー
ターを追加してから、アニメータープロパティグループの不透明度値を 0 に設定し、次に初期設定のセレク
ターの「終了」プロパティのキーフレームを 0 秒時に 0％、特定の時間が経過したときに 100％になるように
設定します。
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不透明度アニメーターと「終了」プロパティを使用して、テキストレイヤーの不透明度をアニメートした例

アニメーターとセレクターを複数併用することで、複雑なテキストのアニメーションを作成できます。

テキストアニメータープロパティ

アニメータープロパティは、設定した値がアニメーターグループのセレクターで選択した文字だけに適用され
ることを除き、他のレイヤープロパティと同じように機能します。テキストレイヤーに 3D プロパティを追加
する場合は、「文字単位の 3D 化を使用」メニューを選択します。このコマンドでは、アニメーターグループ
にプロパティは追加されません。

テキストレイヤーにアニメーターグループを追加するには、タイムラインパネルでテキス
トレイヤーを選択し、アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加メ
ニュー、またはタイムラインパネルのスイッチ／モード列に表示されるレイヤーのアニ
メーターポップアップメニューからプロパティを選択します。追加した新しいアニメー
ターグループは、初期設定のセレクターや選択したアニメータープロパティとともに、タ
イムラインパネルに表示されます。
既存のアニメーターグループに新しいアニメータープロパティを追加するには、タイムラ
インパネルでアニメーターグループを選択し、メインメニューのアニメーション／テキス
トのアニメータープロパティを追加、またはタイムラインパネルのアニメーターグループ
に表示される追加ポップアップメニューからプロパティを選択します。追加した新しいア
ニメータープロパティは、既存のアニメータープロパティグループの中に表示され、同じ
セレクターを共有します。
アニメータープロパティまたはアニメーターグループを削除するには、タイムラインパネ
ルでこれらを選択して Delete キーを押します。
テキストレイヤーからアニメーターを削除するには、タイムラインパネルで、アニメー
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アンカーポイント

位置

スケール

歪曲

回転、X 回転、Y 回転、Z 回転

すべてのトランスフォームプロパティ

ラインアンカー

行間

文字のオフセット

文字コード

文字の範囲

ブラー

ション／すべてのテキストアニメーターを削除を選択します。
アニメーターグループをコピーするには、タイムラインパネルでアニメーターグループを
選択してから、編集／コピーを選択します。アニメーターグループをペーストするには、
レイヤーを選択してから、編集／ペーストを選択します。
アニメーターグループの名前を変更するには、アニメーターグループだけが選択されてい
ることを確認して Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押すか、グ
ループ名を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）して「名前を変更」を選択します。
アニメーターグループを並べ替えるには、タイムラインパネルで目的の位置にドラッグし
ます。

アニメータープロパティ

文字のアンカーポイント。スケール変更や回転などのトランスフォームを実行する中心と
なる点です。（テキストのアンカーポイントプロパティを参照）。

文字の位置を指定します。このプロパティの値はタイムラインパネルで指定できます。また、タイムラ
インパネルでこのプロパティを選択してから、コンポジションパネルで選択ツールを使用してレイヤーをド
ラッグして位置を変更することもできます。選択ツールを文字の上に置くと、移動ツール  に変わりま
す。移動ツールでドラッグしても、Z 軸（深度）の位置は変わりません。

文字の伸縮比率を指定します。スケールはアンカーポイントに対する相対的な比率なので、スケー
ルの Z の値を変更しても、テキストに 0 以外の Z 値を持つアンカーポイントアニメーターが存在しない限
り、目に見える変化はありません。

文字の傾斜を指定します。歪曲軸は、文字を歪曲する中心となる軸です。

文字単位の 3D 化を有効にしている場合は、X、Y、Z 軸で個別に回転を設定
できます。このプロパティが無効な場合は、通常の回転（「Z 回転」と同じ）しか使用できません。

すべてのトランスフォームプロパティを一度にアニメーターグループ
に追加します。

各テキスト行のトラッキングの整列を指定します。値 0％は左に整列、50％は中央に整
列、100％は右に整列です。

複数のテキスト行を含むレイヤー内で、行と行の間隔を指定します。

Unicode 値を指定し、選択した文字をオフセットします。例えば、値 5 を指定すると、単
語内の文字がアルファベット順で 5 文字分先へ移動します。例えば、単語「offset」は「tkkxjy」になります。

選択表示した文字の新しい Unicode 値を指定し、各文字をこの新しい値で表示される文字に置き
換えます。例えば、値を 65 に設定すると、単語内のすべての文字が 65 番目の Unicode 文字「A」に置き換
わります。つまり、単語「value」は「AAAAA」になります。

文字の制限を指定します。このプロパティは、文字のオフセットや文字コードプロパティをレイ
ヤーに追加すると表示されます。「文字種別」を選択すると、文字がそれぞれのグループ内で維持されます。
グループには、大文字のアルファベット、小文字のアルファベット、数字、記号、日本語のカタカナなどが含
まれています。「すべての Unicode」を選択すると、文字の変更に制限がなくなります。

文字に追加するブラー（ガウス）の量を指定します。水平および垂直のブラーの値は、別々に指定で
きます。
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テキストセレクター

各アニメーターグループには、初期設定の範囲セレクターが用意されています。この初期設定のセレクターを
別のセレクターに置き換えたり、別のセレクターをアニメーターグループに追加したり、グループからセレク
ターを削除したりできます。
セレクターはマスクのようなもので、テキストのどの部分に設定を適用するか、またどの程度適用するかを指
定します。同じアニメーターグループに複数のセレクターを追加して、個々のセレクターにテキストや他のセ
レクターとの相互作用を定義したモード設定を指定できます。1 つのセレクターしか使用しない場合は、この
モードは初期設定の「加算」になります。「減算」は、セレクターの設定を逆に作用させるという意味です。

アニメーターグループからすべてのセレクターを削除した場合は、アニメータープロパティの値がそのレ
イヤー内のすべての文字に適用されます。この方法によって、文字パネルで指定したテキストのプロパ
ティもアニメートすることができます（「ソーステキスト」プロパティ自体に停止キーフレームを設定す
ることによってアニメートすることもできます）。

ウィグリーセレクターは、時間が経過するにつれてアニメータープロパティの適用範囲を変更する場合に使用
します。エクスプレッションセレクターは、アニメータープロパティをどの程度文字に適用するかを動的に指
定するエクスプレッションを使用する場合に使用します。

タイムラインパネルを使用してセレクターを追加するには、タイムラインパネルでアニ
メーターグループを選択し、そのアニメーターグループの追加ポップアップメニューで
「セレクター」を選択するか、メインメニューのアニメーション／テキストセレクターを
追加を選択し、範囲、ウィグリー、エクスプレッションのいずれかのセレクターを選択し
ます。
コンポジションパネルを使用してセレクターを追加するには、コンポジションパネルで文
字範囲を選択し、右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）し、コンテキストメニューからテキストセレクターを追加を選択し、範囲、
ウィグリー、エクスプレッションのいずれかのセレクターを選択します。
セレクターを削除するには、タイムラインパネルでセレクターを選択して Delete キーを
押します。
セレクターの名前を変更するには、セレクターだけが選択されていることを確認して
Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押すか、セレクター名を右ク
リック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「名前を
変更」を選択します。
セレクターをコピーするには、タイムラインパネルでセレクターを選択してから、編集／
コピーを選択します。セレクターをペーストするには、レイヤーを選択してから、編集／
ペーストを選択します。
セレクターを並べ替えるには、タイムラインパネルでセレクターを目的の位置にドラッグ
します。
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モード

量

「単位」と「基準」

「開始」と「終了」

オフセット

シェイプ

新しい範囲セレクターをアニメーターグループに追加

セレクターの共通プロパティ

各セレクターを、テキストや上のセレクターとどのように合成するかを指定します。これは、マスク
モードを適用するときに複数のマスクを合成する方法を指定するのに似ています。例えば、特定の 1 語だけを
ウィグラー制御したい場合は、その単語に範囲セレクターを設定し、さらにウィグリーセレクターを追加し
て、「交差」モードに設定します。

アニメータープロパティによる文字範囲への影響度を指定します。0％では、アニメータープロパティは文
字に影響しません。50％では、各プロパティ値の半分が文字に影響します。このオプションは、時間の経過に
応じてアニメータープロパティの結果をアニメートする場合に便利です。エクスプレッションセレクターを使
うと、このオプションを動的に設定できます。

「開始」、「終了」および「オフセット」の単位を指定します。単位には、パーセント
またはインデックスのいずれかを選択します。基準には、文字、スペースを除いた文字、単語、行のいずれか
を選択します。「文字」を選択した場合は、単語間のスペースを考慮して、アニメーションが単語から単語へ
移動するタイミングが調整されます。

オリジナル（左）と、範囲セレクターで VEN を選択し、基準を文字、シェイプを三角形、スケールを 40％に
設定したイメージ（右）

範囲セレクターのプロパティ

範囲セレクターには、他のセレクターとの共通プロパティ以外に、次のプロパティが含まれています。

選択範囲の初めと終わりを指定します。タイムラインパネルで範囲セレクターを選択し
ているときは、コンポジションパネルでセレクターバーをドラッグして「開始」と「終了」プロパティを変更
できます。

「開始」と「終了」プロパティで指定した位置からどれだけオフセットするかを指定します。
「開始」または「終了」の値の編集時にコンポジションパネルでオフセットを設定するには、Shift キーを押
しながら選択ツールで開始または終了セレクターバーをクリックします。

範囲の開始と終了の間で文字を選択する方法を制御します。いずれかのシェイプを選択すると、選
択した文字間のトランジションがそのシェイプ（形状）に従って作成され、選択範囲が変化します。例えば、
上へ傾斜を使用してテキスト文字の Y 位置の値をアニメートする場合、文字は左下から右上の角度で徐々に
移動します。矩形、上へ傾斜、下へ傾斜、三角形、円形、滑らかを指定できます。
異なるシェイプを使い分けることで、アニメーションの見た目を大幅に変化させることができます。
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滑らかさ

イーズ（高く）とイーズ（低く）

順序をランダム化

ランダムシード

「最大量」と「最小量」

ウィグル/秒

相関性

時間的フェーズと空間的フェーズ（回転 + 角度）

次元を固定

ランダムシード

オリジナル（左）と、単語全体を選択した後、基準を文字に設定し、単語がフレームの一番下にくるように Y
位置の値をアニメートして、シェイプを下へ傾斜に設定したイメージ（右）

シェイプを三角形に設定

矩形シェイプを使用するときに、1 つの文字から別の文字にアニメーションがトランジションする
時間の長さを指定します。

選択した値が対象として完全に含まれる状態（高く）から完全に除外され
る状態（低く）に変化する速度を指定します。例えば、イーズ（高く）が 100％の場合、すべて選択から一部
選択に変化するにつれて、文字の変化は段階的（ゆっくりと変化）になります。イーズ（高く）が -100％の
場合、すべて選択から一部選択に変化するにつれて、文字の変化は速くなります。イーズ（低く）が 100％の
場合、一部選択から選択なしに変化するにつれて、文字の変化は段階的（ゆっくりと変化）になります。イー
ズ（低く）が -100％の場合、一部選択から選択なしに変化するにつれて、文字の変化は速くなります。

範囲セレクターで指定した文字にプロパティを適用する際の順序をランダム化します（こ
れに対して、ウィグリーセレクターを使用する場合、アニメータープロパティの値がランダム化されます）。

「順序をランダム化」オプションをオンにした場合の、範囲セレクターのランダム化する順
序を計算します。ランダムシードがゼロのとき、シードはアニメーターグループを基準として初期化されま
す。アニメーターのグループを複製して、元のアニメーターのグループでの順序と同じ順にランダム化する場
合は、ランダムシードをゼロ以外の値に設定します。

ウィグリーセレクターのプロパティ

ウィグリーセレクターには、他のセレクターとの共通プロパティ以外に、次のプロパティが含まれています。

変化の量を指定します。

変化の頻度を秒単位で指定します。

各文字間の変化量の相関性です。100％では、すべての文字が同時に同じ量でウィグルします。0％で
は、すべての文字がそれぞれ別々にウィグルします。

時間単位（時間的フェーズ）または文字単位（空間的
フェーズ）のアニメーションのフェーズに基づいて、ウィグラーの変化を指定します。

ウィグルする選択範囲の各次元を同じ値によってスケールします。このオプションは、スケール
プロパティをウィグルするときに便利です。

詳しくは、ランダム度とランダムシードを参照してください。

Jonathan Fowler が、彼自身の Web サイトで、ウィグリーセレクターを使用して、文字をランダムにアニ
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textIndex

textTotal

selectorValue

注意：

ページの先頭へ

メート（オフセット）し、2 進数の文字列（1 と 0）を変動させる方法を示すビデオチュートリアルを公開し
ています。

エクスプレッションセレクターのプロパティ

タイムラインパネルで、「エクスプレッションセレクター」プロパティグループを開き、「量」プロパティグ
ループを開くとエクスプレッションフィールドが表示されます。初期設定では、「量」プロパティは
selectorValue * textIndex/textTotal というエクスプレッションで始まります。
エクスプレッションセレクターを使用すると、個々の文字にセレクター値を適用できます。エクスプレッショ
ンは、文字ごとに 1 回、値が計算されます。評値が計算されるたびに、textIndex という入力パラメーター
が更新され、文字のインデックスと照合されます。

「テキストバウンス」または「シャクトリムシ」のアニメーションプリセットをテキストレイヤーに適用
すると、エクスプレッションセレクターの使用方法が確認できます。レイヤーのすべてのエクスプレッ
ションを表示するには、レイヤーを選択してから E キーを続けて 2 回押します。

他の場所で使用するエクスプレッション要素以外にも、次の属性を自由に使用して選択内容をアニメートでき
ます。

文字、単語または行のインデックスを返します。

文字、単語または行の総数を返します。

前のセレクターの値を返します。この値は、タイムラインパネル上ですぐ上にあるエクスプ
レッションセレクターのことを指します。

textIndex、textTotal、 および selectorValue 属性は、エクスプレッションセレクターでしか使用でき
ません。他の場所で使用すると構文エラーが出ます。

エクスプレッションアニメーターを使用すると、塗りのカラーがランダムに変化します。
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ページの先頭へ

テキストのアンカーポイントプロパティ

テキストアニメーターでは、アンカーポイントを基準として、文字の位置、回転、サイズに関連するプロパ
ティをアニメートします。テキストプロパティである「アンカーポイントのグループ化」を使用すると、この
ようなトランスフォームを文字、単語、行、またはテキストブロック全体のどの単位で行うのかを指定できま
す。また、「アンカーポイントの配置」プロパティを使用すると、グループのアンカーポイントを基準にし
て、文字のアンカーポイントの位置を制御することができます。

元のテキスト（一番左）と、「アンカーポイントの配置」プロパティを使って文字、単語、行のアンカーポイ
ントを基準にテキストを回転した例

1. タイムラインパネルでテキストレイヤーを開き、「詳細オプション」プロパティグループ
を開きます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

アンカーポイントのグループ化ポップアップメニューから、文字のアンカーポイント
をグループ化する単位を選択します。

「アンカーポイントの配置」の値を下げると、個々のアンカーポイントが上または左
に移動します。

アンカーポイントの配置」の値を上げると、個々のアンカーポイントが下または右に
移動します。

大文字の文字列の中央にアンカーポイントを配置するには、「アンカーポイントの配
置」の値を 0％と -50％にしてみてください。小文字の文字列の中央にアンカーポイン
トを配置する場合、または大文字と小文字を両方使用している場合は、0％と -25％に
してみてください。

テキストアニメーションのタイムラインパネルで所定のプロパティを選択すると、アンカーポイントがコンポ
ジションパネルに表示されます。該当するプロパティは、「アンカーポイントのグループ化」、「アンカーポ
イントの配置」およびアニメータープロパティの「アンカーポイント」、「位置」、「スケール」、「回転」
（文字ごとの 3D バージョンである「X 回転」、「Y 回転」、「Z 回転」を含む）です。

文字単位の 3D テキストプロパティ
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ページの先頭へ

3D アニメータープロパティを使って、個々の文字を 3 次元に移動、スケール変更、回転することができま
す。これらのプロパティは、レイヤーで文字単位の 3D 化を有効にすると使用できるようになります。位置、
アンカーポイント、スケールに 3 つ目の次元が追加されるほか、回転ではさらに 2 つのプロパティ（X 回転
と Y 回転）を使用できます。2D レイヤーの「回転」プロパティは、「Z 回転」という名前に変わります。
3D テキストレイヤーには、「各文字を個別に方向設定」という自動方向オプションもあります。このオプ
ションを使用すると、それぞれの文字のアンカーポイントを基準に文字の向きを別々に変えて、アクティブな
カメラの方向に向けることができます。レイヤーの文字単位の 3D プロパティが有効になっていなければ、
「各文字を個別に方向設定」を選択したときに有効になります（自動方向オプションを参照）。
文字単位の 3D 化を有効にすると、テキストレイヤーに含まれる個々の文字がそのレイヤー内で独自の 3D レ
イヤーのように機能し、コラップストランスフォームが適用されたプリコンポジションのように動作します。
文字単位の 3D 化を有効にしたレイヤーは、コラップストランスフォームが適用された 3D プリコンポジショ
ンの通常の規則に従って他の 3D レイヤーと交差します（3D レイヤー間のインタラクション、レンダリング
の順序、コラップストランスフォームを参照）。
文字単位の 3D 化を有効にすると、そのテキストレイヤー自体が自動的に 3D レイヤーになります。したがっ
て、テキストレイヤーは、他のレイヤーから「Y 回転」プロパティをコピー＆ペーストしたり、3D テキスト
のアニメーションプリセットを適用した場合など、文字単位の 3D のプロパティが追加されたときに 3D レイ
ヤーになります。
文字単位で 3D が適用されているレイヤーには、スイッチ列に特別なアイコン  が表示されます。
「詳細オプション」プロパティグループの「文字間の描画モード」と「塗りと線」オプションは、文字単位の
3D 化を有効にしたレイヤーでは使用できません。
文字単位の 3D 化を有効にしたレイヤーを使用すると、レンダリングの処理速度が遅くなることがあります。
また、文字単位の 3D 化を有効にしたレイヤーを 2D レイヤーに変換すると、文字単位の 3D 化レイヤー特有
のアニメータープロパティと次元が削除されます。再度文字単位の 3D 化を有効にしても、これらのプロパ
ティの値は元に戻りません。

テキストレイヤーで文字単位の 3D アニメータープロパティを有効にするには、テキスト
レイヤーを選択してから、アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加メ
ニュー、またはタイムラインパネルのアニメーターポップアップメニューから「文字単位
の 3D 化を使用」を選択します。
テキストレイヤーで文字単位の 3D アニメータープロパティを無効にして 2D レイヤーに
変換するには、タイムラインパネルで目的のテキストレイヤーのスイッチ列にある文字単
位の 3D 化スイッチ  をクリックします。
テキストレイヤーで文字単位の 3D アニメータープロパティを無効にして、3D レイヤー
として維持するには、「文字単位の 3D 化を使用」をもう一度選択して、このオプション
を選択解除します。

文字単位の 3D テキストアニメーションに関するオンラインリソース

Trish と Chris Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、文字単位の 3D テキストアニメーションを紹
介するビデオを公開しています。
Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで公開されているビデオチュートリアルで、文字単位の 3D テ
キストアニメーションを使用して 3D の竜巻形状のパスに沿ってテキストをアニメートする方法について説明
しています。
Angie Taylor が、Digital Arts の Web サイトで、文字単位の 3D テキストアニメーションの使用方法と、押し
出した 3D テキストのシミュレートに関する一般的な問題の解決方法について、チュートリアルを公開してい
ます。

パスに沿ったテキストの作成とアニメート

テキストレイヤー内にマスクを作成すると、マスクをテキストのパスとして設定し、そのパスに沿ってテキス
トをアニメートしたり、そのパス自体をアニメートすることもできます。オープンマスクやクローズマスクを
使用して、テキストのパスを作成できます。作成したパスは、いつでも変更できます。クローズマスクをテキ
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注意：

パスを反転

パスと直角

均等整列

最初のマージン

ストパスとして使用するには、マスクモードを「なし」に設定してください。

テキストレイヤーの「パスのオプション」プロパティグループを無効にするには、「パスのオプション」
プロパティグループの表示  スイッチ（目玉）をクリックします。「パスのオプション」プロパティグ
ループを一時的に無効にすると、テキストの編集や書式設定が容易になります。

マスクのパスに沿ったテキストの配置
1. テキストレイヤーを作成して、テキストを入力します。

2. テキストレイヤーを選択した状態で、ペンツールまたはマスクツールを使用し、コンポジ
ションパネル内でマスクを描画します。

3. タイムラインパネルで、テキストレイヤーの「パスのオプション」プロパティグループを
開き、パスポップアップメニューからマスクを選択します。テキストは、段落パネルで指
定したとおりに自動的に配置されます。

4. パスのテキストの位置を調整するには、タイムラインパネルの「最初のマージン」と「最
後のマージン」プロパティを使用するか、コンポジションパネルで次のいずれかの操作を
行います。

左マージンコントロール 、中央マージンコントロール 、または右マージンコント
ロール  を使用してパスに沿うようにテキストを移動します。

Shift キーを押しながらマージンコントロールをドラッグして、マスクの頂点にスナッ
プします。

コンポジションパネルでマージンコントロールを表示するには、タイムラインパ
ネルで「テキスト」プロパティグループからプロパティを選択します。テキストの整列具
合によって、表示されるコントロールが決まります。

コンポジションパネル内のパステキストの最後のマージンの変更

テキストパスプロパティ

「パスのオプション」プロパティを使用して、パスを指定したり、パスと直角、左右に整列、反転パスなど、
個々の文字がパス上でどのように表示されるかを設定したりできます。「パスのオプション」プロパティをア
ニメートすることで、パスに沿ってテキストが移動するアニメーションを簡単に作成できます。

パスの方向を逆にします。

各文字をパスに対して直角になるように回転させます。

パスの始点（または「最初のマージン」で指定した位置）に最初の文字を置き、パスの終点（また
は「最後のマージン」で指定した位置）に最後の文字を置き、その他のすべての文字を均等に配置します。

最初の文字の位置を、パスの始点から相対的に、ピクセル単位で指定します。テキストが右
揃えになっていて、均等整列がオフに設定されている場合は、最初のマージンの値は適用されません。
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最後のマージン 最後の文字の位置を、パスの終点から相対的に、ピクセル単位で指定します。テキストが左
揃えになっていて、均等整列がオフに設定されている場合は、最後のマージンの値は適用されません。
アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて
エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する
テキストアニメーションのサンプルとリソース
エクスプレッションの基本
マスクのモード
例：文字単位の 3D プロパティを使用して文字をアニメートする
マスクの作成
マスクのモード

482

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7e18a.html#WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7e17a
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7c30a.html#WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7c2ba
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7caba.html
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7a24a.html
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7caba.html
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7caba.html
http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea-7caba.html


テキストレイヤーとシェイプレイヤーへの押し出しの適用

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤーについて
ビデオチュートリアル：レイトレースおよび押し出しが適用されたテキストとシェイプ -
パート 1
レイトレース 3D レンダラー
レイトレース 3D レンダラーの制限
レイトレース 3D コンポジションのその他の機能
レイトレース 3D コンポジションの作成
レイトレース 3D コンポジションのプレビュー
コンポジションレンダラーの監視と変更
ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤーの作成
ベベルおよび押し出しを適用したベクトルアートワーク
フッテージレイヤーを曲げる
マテリアルオプション
環境レイヤー

ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤー
について

コンピューターグラフィックでは、押し出しを適用したオブジェクトは、3 次元のように見えるオブジェクト
のことを表します。そのような 3D の外観は、オブジェクトの移動時やオブジェクトの周囲でのカメラの移動
時に最も明らかになります。ベベルは、押し出しを適用したオブジェクトのエッジに対する制御のことです。
レイトレース 3D コンポジションで作業することで、ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーと
シェイプレイヤーを作成できます。詳しくは、レイトレース 3D レンダラーを参照してください。
ベベルおよび押し出しを適用したテキストおよびシェイプレイヤーの操作は、レイトレース 3D コンポジショ
ンで行います。詳しくは、レイトレース 3D コンポジションの作成を参照してください。
レイトレース 3D コンポジションは、コンピューターにインストールされている正規の NVIDIA GPU か、す
べての CPU コアのいずれかでレンダリングされます。正規の GPU がインストールされていない場合、CPU
レンダリングが自動的に実行されます。GPU レンダリングは、パフォーマンスが大幅に高速化するので、よ
り望ましいです。レイトレース 3D レンダラーの GPU 高速処理をサポートしている GPU のリストについて
は、アドビの Web サイトのこのページを参照してください。
お使いのハードウェアとコンポジションの複雑さによっては、レイトレース 3D コンポジションの操作は難し
くなります。レイトレース 3D コンポジションでのオブジェクトの操作が難しい場合は、高速プレビューを使
用します。高速プレビューモードは押し出しが適用されたテキストおよびレイヤーのアニメーションのおおま
かな表示や実験に適しています。詳しくは、高速プレビューを参照してください。

お使いのコンピューターの GPU と CPU でレイトレース 3D レンダリングをサポートしている場合
は、CPU でのレンダリングを強制することができます（例えば、ヘッドレス環境を使用している場合）。
詳しくは、Open GL と GPU の環境設定を参照してください。

レイトレース 3D レンダラー
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注意：

また、レイトレース 3D レンダラーをコンポジションレンダラーとして利用できます。これは、以前のバー
ジョンのデフォルトレンダラーである従来の高度 3D（現在のクラシック 3D）コンポジションレンダラーとは
異なるものです。レイトレース 3D レンダラーは、既存のスキャンラインレンダラーから大きく発展していま
す。既存のマテリアルオプションに加えて、反射、透明度、屈折率、環境マップも処理できます。
ソフトシャドウ、モーションブラー、被写界深度ブラー、文字間シャドウ、任意の種類のライトを使用した表
面へのイメージ投影、レイヤーの交差などの既存の機能がサポートされています。重なり順の一番下にある
2D レイヤーの背景が見えるようになり、半透明のオブジェクトを通して見ることができます。
Todd Kopriva と video2brainによるこのビデオでは、押し出しが適用されたテキストおよびシェイプレイヤー
をレイトレース 3D レンダラーによりレンダリングする方法について紹介しています。テキストエレメントで
の実験により、さまざまな画質設定のメリットとデメリットについて説明します。

レイトレース 3D レンダラーの制限

以下の形状は、レイトレース 3D レンダラーによってレンダリングされません。
描画モード
トラックマット
レイヤースタイル
テキストレイヤーとシェイプレイヤーを含む連続ラスタライズされたレイヤーのマスクお
よびエフェクト
コラップストランスフォームした 3D プリコンポジションレイヤーのマスクおよびエフェ
クト
下の透明部分を保持

レイトレース 3D コンポジションのその他の機能

レイトレース 3D コンポジションには次のような機能もあります。
フッテージレイヤーとコンポジションレイヤーの曲げ
追加のマテリアルオプション（反射、屈折率、透明度）
環境レイヤーのサポート

レイトレース 3D コンポジションの作成

押し出しを適用したテキストとシェイプ、曲げ可能なレイヤーおよび関連する形状では、レイトレース 3D コ
ンポジションで作業する必要があります。レイトレース 3D コンポジションを作成するか、既存のコンポジ
ションをレイトレース 3D コンポジションに変換することができます。レイトレース 3D コンポジションを作
成するには、次の操作を行います。

1. 新規コンポジションを作成します。
2. そのコンポジションのコンポジション設定ダイアログボックスを開きます。
3. 「詳細」タブをクリックし、「レンダリングプラグイン」（現在は「レンダラー」）を
「レイトレース 3D」に設定します。

既存のコンポジションをレイトレース 3D コンポジションに変換するには、最初の手順を省略します。
これでコンポジションはレイトレース 3D コンポジションとなり、押し出しを適用したテキストとシェイプが
利用できるようになります。
コンポジションの詳細設定、レイトレース画質、アンチエイリアスフィルタリングについてはコンポジション
の詳細設定を参照してください。

レイトレース 3D コンポジションでは、カメラレイヤーに「アイリスの回折フリンジ」、「ハイライ
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トのゲイン」、「ハイライトのしきい値」、「ハイライトの彩度」の各プロパティは含まれません。

レイトレース 3D コンポジションのプレビュー

3D レイトレースコンポジションのプレビューを行う際に、別の高速プレビューモードを選択して、より適切
なワークフローを実現することができます。高速プレビューを参照してください。

コンポジションレンダラーの監視と変更

どのコンポジションレンダラー（クラシック 3D またはレイトレース 3D）を現在使用しているかを知るに
は、コンポジションパネルの右上隅にある「レンダラー」ボタンを確認します。
このボタンはコンポジションに 3D レイヤー（カメラやライトなど）がある場合のみ表示されます。
コンポジションレンダラーを変更するには：ボタンをクリックしてコンポジション設定ダイアログボックスの
「詳細」タブを開きます。
現在のレンダラーのオプションを変更するには：Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac）を押し
ながらボタンをクリックします。

ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤー
の作成

レイトレースレンダラーでは、3D テキストレイヤーとシェイプレイヤーに押し出しやベベルを適用できま
す。テキストレイヤーまたはシェイプレイヤーにベベルと押し出しを適用するには、次の操作を行います。

1. レイトレース 3D コンポジションを作成します
2. 新しいテキストレイヤーまたはシェイプレイヤーを作成します.
3. レイヤーに対して 3D を有効にします。
レイヤーに対して 3D を有効にするには、3D レイヤーに変換するを参照してください。

4. ベベルおよび押し出しの制御を調整します
外観を制御するには、タイムラインパネルのレイヤーの形状オプションセクションで、次のプロパティを使用
します。
ベベルのスタイル：ベベルの形。「なし」（デフォルト）、「角型」、「凹型」、「凸
型」から選択できます。
ベベルの深さ：ベベルの縦方向、横方向のサイズ（ピクセル単位）。
内枠のベベルの深さ：テキスト文字の内側部分に対するベベルのサイズ（「O」の穴の部
分など）。「ベベルの深さ」のパーセンテージとして表されます。
押し出す深さ：押し出しの太さ（ピクセル単位）。側面（押し出される表面）は、前面に
対して直角になります。

これらの新しい 3D オブジェクトは、掃引曲面の形状（指定したパスに沿って 2D シェイプを移動できる場
所）に基づいており、この点はクラシック 3D レンダラーのピクセルベースのテキストおよびシェイプから発
展しています。そのため、マスク、エフェクトおよびトラックマットを形状に適用しても意味がありません。
テキストとシェイプの形状プロパティは維持されるので、カーニング、フォントサイズ、下付き文字などの文
字スタイルがサポートされます。
次の既知の問題が存在します。
塗りと線のグラデーションは、3D シェイプレイヤーではサポートされません。
シェイプでの奇偶規則のワインディングは現時点で正常に動作しません。場合によって
は、代わりにパスを結合演算子を使用する必要があります。
1 本のパスが交差するシェイプに対する塗りが正常に適用されない場合があります。ま
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た、ネスト化された穴が複数ある合成パスを持つオブジェクトは正常にレンダリングされ
ない可能性があります。

レイトレース 3D 機能と押し出しが適用されたレイヤーについて学習するには、Brian Maffitt によるこのビデ
オを参照してください。

ベベルおよび押し出しを適用したベクトルアートワーク

ベクトルオブジェクトフッテージレイヤーからシェイプレイヤーを作成し、そのシェイプレイヤーを変更する
ことができます。ベクトルレイヤーがシェイプレイヤーに変換された後は、そのレイヤーにベベルや押し出し
を適用できます。
ベクトルアートワークからシェイプレイヤーを作成する方法について詳しくは、ベクトルオブジェクトフッ
テージからシェイプへの変換を参照してください。

フッテージレイヤーを曲げる

レイトレースレンダラーでは、3D レイヤーとネスト化したコンポジションレイヤーに、垂直軸を中心に曲げ
るための次の形状オプションが含まれます。
曲率：曲げの量（パーセンテージで指定）。デフォルトは 0 ％（曲げない）ですが、ビデ
オの壁や翼の羽ばたきをシミュレートするために、-100 ～ 100 ％の範囲で指定できま
す。
線分数：ベンドの滑らかさまたは面数。値が小さいほど、面が広くなり見た目が粗くなり
ます。

マスクとエフェクトを適用することはできますが、そのようなレイヤーに対してベベルや押し出しを適用する
ことはできません。また、コラップスされた 3D コンポジションレイヤーでは、マスクとエフェクトは無視さ
れます。
Todd Kopriva と video2brainによるこのビデオでは、3D スペースの 2D レイヤーを曲げる方法を紹介していま
す。この手法は曲線バックドロップの作成に使用できます。

マテリアルオプション

マテリアルは、3D オブジェクトの面に使用され、マテリアルオプションは、オブジェクトがライトとどのよ
うに相互作用するかを指示する面のプロパティです。After Effects には、いくつかのマテリアルオプションプ
ロパティがあり、押し出しを適用したテキストおよびシェイプレイヤーにマテリアルを適用する方法がありま
す。
タイムラインパネルのレイヤーの「マテリアルオプション」セクションには、次のプロパティがあります。
反射内に表示：レイヤーを他の反射レイヤーの反射に表示するかどうかを表します。
「オン」および「オフ」オプションは、反射の表示の有無を制御します。レイヤー自
体はつねに表示されます。
「効果のみ」オプションを選択すると「オン」オプションと同様に反射が表示されま
すが、レイヤー自体は非表示になります。

反射強度：他の反射 3D オブジェクトや環境マップのうち現在のオブジェクトに表示され
るものがどれくらいあるかを示します。
「反射ロールオフ」プロパティ値にもとづいて、反射はやや明るくなり、マテリアル
は視野角にもとづいて鏡面状になります。表面を視射角で表示した場合の反射は、表
面を直視する場合より明るくなります。また、視射角が小さくなる（表面の直視より
表面を横切っての表示に近くなる）とピクセルあたりの拡散が自動的に減少するの
で、反射の方がエネルギーを節約できます。
さらに、「鏡面光沢」プロパティを調整すると、反射の光沢を（ブラーからほぼ鏡面
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状までの範囲で）制御できます。
反射シャープネス：反射のシャープネスまたはブラーを制御します。
値を大きくすると反射がシャープになり、値を小さくするとぼかして表示されます。
この設定による結果を表示できない場合は、「レイトレース画質」の値を 3 以上に増
やしてください。

反射ロールオフ：反射面で、フレネル効果（視射角での反射の密度）の量を制御します。
透明度：マテリアルの透明度を制御します。この設定は、レイヤーの「不透明度」設定に
は影響しません（ただし、「不透明度」設定を変更するとオブジェクトの透明度設定に影
響が生じます）。
完全に透明な表面を設定することもできますが、反射と鏡面ハイライトは引き続き表
示されます。
レイヤーの不透明度が低下すると、全体の外観が透明になります。また、レイヤーの
アルファが適用されるため、アルファを 0 に設定するとレイはアルファをまったく認
識できなくなります。

透明度ロールオフ：表面が透明の場合に、視野角を基準とする透明度を制御します。透明
度は、表面で直接表示した場合は指定された値になり、視射角で表示した場合はより不透
明になります（例えば、直接見ている場合は曲面オブジェクトのエッジに沿う）。
屈折率：光が 3D レイヤーを通過するときの屈折を制御します。これにより、半透明のレ
イヤーの背後にあるオブジェクトの表示が制御されます。
これらのプロパティは 3D テキストおよび 3D シェイプレイヤーのすべての表面に適用さ
れますが、テキストアニメーターやシェイプ演算子により上書きすることができます。

マテリアルの「強度」と「光沢」が更新され、それぞれ「鏡面強度」と「鏡面光沢」に名前が変わりました。
従来のマテリアルオプションについては、マテリアルオプションプロパティを参照してください。
注意：レイトレース 3D レンダラーはエネルギー節約シェーダーを使用しています。このシェーダーは直接照
明コンポーネント（拡散とアンビエント）と透明度を反射強度と透明度に基づいて調整し、鏡面強度を反射
ロールオフに基づいて調整しますrolloff。具体的には次のとおりです。
反射強度は、ロールオフで計算されますrolloff(反射ロールオフ)
透明度は、ロールオフで計算されますrolloff(透明度ロールオフ)
鏡面強度は、ロールオフで計算されますrolloff(反射ロールオフ)
拡散とアンビエントは元の値の（100% - 反射強度）×（100% - 透明度）に減少します。
その後、透明度が元の値の（100% - 反射強度）に減少します。

例えば、次のようになります。
反射強度が 50% で、透明度が 100% の場合、拡散とアンビエントは 0% になります（元
の値% ×（100-50）×（100-100）÷100）。鏡面強度は反射ロールオフの値に応じて減少
します。透明度は50%（100%×（100-50）÷100）に減少します。
反射強度が 50% で透明度が 50% の場合、拡散とアンビエントは元の値の 25% になり、
鏡面強度は反射ロールオフの値に応じて減少します。透明度は 25% に減少します。
反射強度が 100% の場合、拡散、アンビエント、透明度は 0% になります。鏡面強度は反
射ロールオフの値に応じて減少します。

注意：マテリアル定義にカラーは含まれていません。テキストレイヤーやシェイプレイヤーの色は、文字パネ
ル（テキストの場合）またはシェイプ演算子（シェイプの場合）から取得します。ただし、現在のテキストア
ニメーターやシェイプ演算子のサポートを使用してマテリアルのプロパティを上書きすることはできま
す。3D テキストレイヤーでは、アニメーターポップアップメニューの「塗りのカラー」、「線のカラー」、
「線幅」の各オプションは、マテリアルオプションでは前面、背面、ベベル、側面の各サブメニューに置き換
えられます。
3D シェイプレイヤーでは、「グラデーションの塗り」と「グラデーションの線」の各シェイプ演算子は、マ
テリアルオプションでは前面、背面、ベベル、側面の各サブメニューに置き換えられます。ただし、塗りや線
はシェイプレイヤーの形状を定義するので、「塗り」と「線」の各シェイプ演算子は引き続き追加が可能で
す。
注意：この時点では、シェイプレイヤーの塗りとストロークのグラデーションは無視されます。

Todd Kopriva と video2brainによるビデオチュートリアルでは、押し出しが適用される 3D レイヤーに使用す
るマテリアルオプションの新規追加と変更について紹介しています。テキストオブジェクトの反射、光沢、透
明度を操作し、さらにアニメーターを追加します。
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ページの先頭へ

注意：

Learn by Video によるビデオチュートリアルでは、3D レイヤーのマテリアルオプションによって、深さと現
実感がどのように表現されるかについて説明しています。
ベベルと押し出しが適用されたオブジェクトのプロパティを変更するために特定の形状を対象にし、鏡面ハイ
ライトに関するアドバイスを得るには、Chris、Trish Meyer および Lynda.com によるビデオチュートリア
ルを参照してください。

環境レイヤー

レイトレースレンダラーでは、3D フッテージ、またはネスト化したコンポジションレイヤーを、シーンの周
囲に球状にマップされた環境として使用できます。この環境マップレイヤーは反射オブジェクトで表示されま
す。
フッテージまたはネスト化したレイヤーを環境レイヤーとして設定するには、レイヤー／環境レイヤーを選択
します。レイヤーが 3D レイヤーに変わり、レイヤー名の横に小さな地球のアイコンが表示されます。タイム
ラインパネル（の「オプション」）に表示されるプロパティは少なくなり、次のプロパティが表示されます。
方向、X／Y／Z 回転：バックドロップ環境を回転し、反射内でどのように表示されるかを
制御します。このプロパティはレイヤーのエッジ間の継ぎ目を非表示にする場合に便利で
す。
不透明度：（反射内ではなく）バックドロップとしての環境の不透明度を制御します。
反射内に表示：シーン内での環境マップの使用を制御します。環境を反射オブジェクト内
でもバックドロップとしても表示するか（「オン」）、反射オブジェクト内でのみ表示し
てバックドロップとしては表示しないか（「効果のみ」）、バックドロップとしてのみ表
示して反射内では表示しないか（「オフ」）のいずれかを選択します。

任意のフッテージまたはネスト化したコンポジションレイヤー（カメラなど）を環境レイヤーとして使用でき
ますが、使用されるのはその時点で表示される（ミュートされていない）環境レイヤーのうち最上位のもので
す。また、反射内で使用されている環境レイヤーは高速ドラフトモードでは表示されません。環境レイヤー内
の半透明の領域では、バックドロップにはコンポジションの背景色が表示されますが、反射では表示されませ
ん。

調整光と同様に、環境レイヤーの調整レイヤースイッチを有効にして、環境レイヤーがその下の 3D 反射
レイヤーのみにレイヤーの重ね順で表示されるようにすることができます。

環境レイヤーを負のスケールが設定されたレイヤーの親にすると、方向が反転します（これは想定さ
れた動作です）。

Todd Kopriva と video2brainによるこのビデオでは、環境レイヤーの使用方法について紹介しています。ここ
では、2D レイヤーを環境レイヤーにして、3D シーンのバックドロップおよび反射源として使用する方法を学
習します。
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段落の書式設定と段落パネル

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

テキストを整列または均等配置する
段落をインデントしてスペースを空ける
欧文フォントのぶら下がり
組版方式

段落とは、最後に改行のある一定範囲のテキストです。段落パネルを使用して、整列、インデント、行送り
（行間隔）など、段落全体に適用するオプションを設定することができます。ポイントテキストの場合は、各
行が個別の段落になります。段落テキストの場合は、バウンディングボックスのサイズに応じた行数を各段落
に含めることができます。
段落またはテキストを選択してから段落パネルで設定を変更した場合は、その段落にのみ変更が適用されま
す。テキストを選択せずに段落パネルで設定を変更した場合は、選択しているテキストレイヤーと、テキスト
レイヤーで選択しているソーステキストのキーフレームに変更が適用されます。テキストもテキストレイヤー
も選択せずに段落パネルで設定を変更した場合は、その設定が次に入力するテキストの初期設定になります。

段落パネルを表示するには、ウィンドウ／段落を選択します。文字ツールを選択している
場合は、ツールパネルのパネルボタン  をクリックします。

文字ツールをアクティブにしたときに自動的に文字パネルと段落パネルが開くように設定するには、ツー
ルパネルで「パネルを自動的に開く」を選択します。

段落パネルの値を初期設定値にリセットするには、段落パネルメニューの「段落パレット
をリセット」を選択します。

段落の配置オプション

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

テキストを整列または均等配置する

テキストを段落の片端に整列したり（横書きテキストの場合は、左揃え、中央揃えまたは右揃え、縦書きテキ
ストの場合は、上揃え、中央揃えまたは下揃え）、均等配置したりできます。整列オプションは、ポイントテ
キストおよび段落テキストの両方で使用できます。配置オプションは、段落テキストでのみ使用できます。
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ページの先頭へ

注意：

注意：

ページの先頭へ

注意：

Adobe 単数行コンポーザー

段落をインデントしてスペースを空ける

インデントは、テキストとテキストを含むバウンディングボックスまたはラインとの間のスペースの幅を指定
します。インデントは選択した段落にのみ適用されるため、段落ごとに異なるインデントを簡単に設定できま
す。

段落をインデントするには、段落パネルのインデントオプションに値を入力します。
左/上インデント:

段落の左端からテキストをインデントします。縦書きテキストの場合は、段落の上からの
インデントを制御します。
右/下インデント:

段落の右端からテキストをインデントします。縦書きテキストの場合は、段落の下からの
インデントを制御します。
一行目左/上インデント:

段落のテキストの 1 行目をインデントします。横書きテキストの場合は、左側をインデン
トします。縦書きテキストの場合は、上をインデントします。最初の行にぶら下がりイン
デントを作成するには、マイナスの値を入力します。
段落の上下の間隔を変更するには、段落パネルで段落前のアキ  および段落後のアキ 

 に値を入力します。

欧文フォントのぶら下がり

ぶら下がりは、句読点をマージンの内側または外側のどちらに配置するかを制御します。欧文フォントに対し
てぶら下がりをオンにすると、ピリオド、コンマ、単一引用符、二重引用符、アポストロフィ、ハイフン、全
角ダッシュ、二分ダッシュ、コロンおよびセミコロンが、マージンの外側に表示されます。

欧文フォントのぶら下がりのオン/オフを切り替えるには、段落パネルメニューから「ぶら
下がり（欧文）」を選択します。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメ
ニューが開きます。

ぶら下がり（欧文）を使用する場合、選択した範囲内にある、中国語、日本語お
よびハングルのフォントで使用される 2 バイトの句読点はマージンの外側に表示されませ
ん。

組版方式

ページ上のテキストの外観は、組版方式と呼ばれる複雑な処理によって決定されます。選択した単語、文字お
よびグリフのそれぞれの間隔オプションに基づいて、可能な分割点が決定され、指定したパラメーターに最も
適した組版が選択されます。
After Effects には 2 つのコンポジション方法があり、段落パネルメニューから選択できます。

パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

テキストを一度に 1 行ずつ処理する、従来の方式です。このオプションは、行の
分割方法を手動で設定する場合に便利です。間隔を調整する場合、単数行コンポーザーでは、テキストの拡張
よりも縮小が優先して行われます。
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Adobe 複数行コンポーザー 一定範囲の行の分割点の構成を考慮し、段落内の最初の数行を最適化して、後か
ら見栄えの良くない分割が行われるのを防ぎます。複数行を処理すると、間隔がより均等になり、ハイフンが
少なくなります。複数行コンポーザーは、指定可能な分割点を見積もり、以下の原則に基づいてペナルティ値
を設定することによって組版を行います。
最も重要な点は、文字および単語の間隔の均等性です。可能な分割点を見積もり、最適な
間隔からどのくらいの差異があるかによってペナルティ値が決定されます。
一定範囲の行に対する分割点のペナルティ値が設定されたら、値は二乗され、不適切な分
割点のペナルティ値はさらに高くなります。その後、コンポーザーによって適切な分離点
が採用されます。
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Live Text テンプレート

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

Live Text テンプレートについて
After Effects での Live Text テンプレートの使用
チュートリアルで学習する

Live Text テンプレートについて

Premiere Pro でソーステキストを編集できる場合、After Effects でテキストテンプレートのコンポジションを
作成できます。テキストレイヤーのあるコンポジションをテキストテンプレートとして使用でき、そのコンポ
ジション内のロックされていないテキストレイヤーを Premiere Pro で編集できます。

After Effects での Live Text テンプレートの使用

1. 1 つまたは複数のテキストレイヤーがある After Effects コンポジションを作成します。
2. コンポジション設定ダイアログボックスの「詳細」タブで、「テンプレート（ロックされ
ていないテキストレイヤーはPremiere Proで編集可能）」を選択します。

3. テキストレイヤーで必要なアニメーション、エフェクトの追加、またはその他のアクショ
ンを実行します。

4. Premiere Pro で編集されないようにするテキストレイヤーをロックするには、ロック 
アイコンをクリックします。ロックされたテキストレイヤーは、PremiereProでは編集で
きませんが、表示はされます。

5. Premiere Pro で開きます。
6. Premiere Pro で、ファイル／読み込みをクリックし、After Effects コンポジションを読み
込みます。

7. ソースモニターにコンポジションを読み込みます。
8. 新しい「After Effects で編集可能なテキスト」カテゴリが Premiere Pro のエフェクトコ
ントロールパネルに表示されます。

9. Premiere Pro のエフェクトコントロールパネルでソーステキストアイテムを編集し、こ
れが Premiere Pro でコンテンツに表示されていることを確認します。変更は After
Effects の元のマテリアルには反映されません。

10. 編集されたテキストが Premiere Pro から After Effects に送信され、 After Effects の元の
テキストが置換されます。

11. After Effects では、テキストレイヤーのプロパティ（位置やカラーなど）を含めて、コン
ポジションの縦横比を変更できます。

12. テキストがレンダリングされ、Premiere Pro に戻されます。

Premiere Pro でテキストが変更されたテキストレイヤーのいずれかのために、After Effects でテキス
トレイヤーを変更できます。テキストは Premiere Pro では変更されません。

Premiere Pro に固有の詳細情報については、Live テキストテンプレートセクションを参照してください。
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このビデオをご覧になり、Premiere Pro で編集可能
な After Effects のテキストテンプレートの作成方法
について学習してください。

チュートリアルで学習する
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透明度と合成
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合成と透明化の概要とリソース

ページの先頭へ

ページの先頭へ

合成の概要
合成に関するオンラインリソース
炎、爆発、銃口の閃光の合成
フォグ、煙、雲の合成

合成の概要

複数の画像から合成画像を作成するには、他の画像が透けて見えるように 1 つまたは複数の画像の一部を透明
にすることができます。以下のような After Effects の機能を使用すると、レイヤーの一部を透明にできます。

CC のロトブラシツールとエッジを調整ツール（ロトブラシとエッジを調整を参照）
マスク（マスクについてとロトスコーピングの概要とリソースを参照）。
マット（トラックマットとトラベリングマットを参照）。
アルファチャンネルでのペイント（ブラシツールを使用してペイントするを参照）。
「下の透明部分を保持」レイヤーオプション（合成時に下の透明部分を維持するを参
照）。
キーイングエフェクト（キーイングを参照）。

レイヤーの全体または一部を一様に透明にするには、不透明度プロパティを変更します。
レイヤーそのものの透明度を変更しないで複数のレイヤーを合成することもできます。例えば、描画モードや
一部のチャンネルエフェクトを使用して、複数のレイヤーにある画像データから合成画像を作成できます。
（描画モードとレイヤースタイルとチャンネルエフェクトを参照）。
After Effects には、パスを mocha-AE から After Effects のマットに変換する、mocha shape for After
Effects（mocha shape AE）プラグインも付いています（Imagineer mocha shape for After Effects に関する
リソースを参照）。
Adobe Photoshop は、選択ツールや描画ツールを使用した透明部分の定義など、様々な合成作業を行うこと
ができるたいへん便利なツールです。Adobe Photoshop を After Effects と組み合わせて使用することで、合
成作業で最高の結果が効率よく得られます。

合成に関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、「What is Compositing?」で、合成の基本を解説しています。これは、Creative COW
Web サイトのMultimedia 101 シリーズの一部です。
Mark Christiansen が、彼の著書『After Effects Studio Techniques』（Adobe Press の Web サイトで入手可
能）で、合成の概要について詳しく説明しています（マスク、マット、描画モード、アルファチャンネルにつ
いて取り上げています）。
Chris と Trish Meyer が、Artbeats の Web サイトで、ライトワープを作成して、前景エレメントが背景と確
実にブレンドされるようにする方法を示すチュートリアルを公開しています。

495

http://helpx.adobe.com/jp/after-effects/using/roto-brush-refine-edge.html
http://cowcast.creativecow.net/multimedia_101/index.html
http://cowcast.creativecow.net/multimedia_101/index.html
http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=597700
http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=597700
http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=597700
http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=597700
http://www.artbeats.com/written_tutorials/20
http://www.artbeats.com/written_tutorials/20
http://www.artbeats.com/written_tutorials/20
http://www.artbeats.com/written_tutorials/20


  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Rich Young が、After Effects Portal の Web サイトで、ライトラップの作成に関するチュートリアルとリソー
スをまとめて紹介しています。
Rich Young が、ビネットを作成する様々な方法に関するチュートリアルとリソースをまとめて紹介していま
す。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、カラーキーイングおよび合成に関するヒントを公開しています。
Jeff Foster が、自身の著書 The Green Screen Handbook: Real World Production Techniques から一部の章を
サンプルとして無料で公開しています。サンプルの章では、合成の基本、カラーキーイング、ガーベッジマッ
ト、ホールドアウトマットに加えて、グリーンスクリーンショットで発生する一般的な問題を回避する方法が
含まれています。詳しくは、Todd Kopriva のブログを参照してください。

炎、爆発、銃口の閃光の合成

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの After Effects Studio Techniques の「Pyrotechnics:
Creating Fire, Explosions, and Energy Phenomena in After Effects」で、炎、爆発、銃口の閃光、被弾、爆発
の作成およびコンポジットに関するヒントとテクニックを公開しています。

フォグ、煙、雲の合成

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの After Effects Studio Techniques の「Climate: Air,
Water, Smoke, Clouds in After Effects」で、フォグ、煙、霧、雨、雪の作成およびコンポジットに関するヒン
トとテクニックを公開しています。
Daniel Broadway が、彼自身の Web サイトで、フォグや霧をコンポジットしてシーンに取り入れる方法に関
するヒントを公開しています。
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アルファチャンネル、マスク、およびマット

ページの先頭へ

アルファチャンネルとマットについて
マスクについて
マスクに関するオンラインリソース
マスクをコピー、カット、保存、再利用、削除する
マスクをコピー、カット、複製、ペーストする
マスクを保存する
マスクを再利用する
マスクを削除する
マスクパスのカラーを制御する
マスクパスのカラーを変更する
マスクパスのカラーを切り替える
マスクのモード
マスクのエッジを拡張または縮小する
マスクのエッジをソフトにする（ぼかす）
可変幅のマスクの境界のぼかし
可変幅のマスクのぼかしのヒント（マスクの境界ぼかしツール）
トラックマットとトラベリングマット
レイヤーをトラックマットに変換する
トラックマットの操作方法に関するヒント
合成時に下の透明部分を維持する
Imagineer mocha shape for After Effects に関するリソース

アルファチャンネルとマットについて

After Effects では、カラー情報は、赤（R）、緑（G）、青（B）の 3 つのチャンネルに格納されます。さら
に、画像には目に見えない 4 番目のチャンネルとして、透明情報を含むアルファチャンネルと呼ばれるチャン
ネルが含まれる場合があります。このような画像は RGBA 画像と呼ばれる場合があり、これはアルファチャ
ンネルが含まれていることを示しています。

様々なチャンネル

A. 分割されたカラーチャンネル B. グレースケールイメージで表されたアルファチャンネル C. 透明な部分を
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通して表示される背景が設定された 4 つのすべてのチャンネルを使用するコンポジット 

Adobe Photoshop、ElectricImage、FLV、TGA、TIFF、EPS、PDF、Adobe Illustrator など、多くのファイル
形式でアルファチャンネルを含むことができます。「数百万色＋」の色深度で保存された AVI や QuickTime
形式も、これらのコンテナに格納されている画像の生成に使用されたコーデック（エンコーダー）によって
は、アルファチャンネルを含むことができます。After Effects は、Adobe Illustrator、EPS、および PDF ファ
イルの空白部分を自動的にアルファチャンネルに変換します。
出力イメージの色深度を指定するときのプラス記号（「数百万色+」など）は、アルファチャンネルを表しま
す。同様に、32 bpp への出力を選択した場合は、4 つのチャンネル（RGBA）それぞれの出力の色深度が 8
bit/チャンネルになります。
1 つの画像に複数のアルファチャンネルを保存できるプログラムもありますが、After Effects では、4 番目の
チャンネルだけがアルファチャンネルとして変換されます。

アルファチャンネルとは技術的には、RGBA イメージファイル内の 4 番目（A）のチャンネルを表し
ます。そのチャンネルが透明情報をやり取りするのに使用されるかどうかは関係ありません。しかしながら、
その 4 番目のチャンネルは透明情報をやり取りするのによく使用されるため、アルファと透明という用語は一
般的には同義語として使用されています。このやり取りは本質的には任意であり、形式によっては、透明情報
用に他のチャンネルを使用したり、4 番目のチャンネルを透明情報以外に使用します。

Knoll Unmult プラグインを使用すると、レイヤーの暗い部分を基にアルファチャンネルを作成できます。この
方法は、光のエフェクト（レンズフレアや火など）を使用するレイヤーを別のレイヤーの上に合成する場合に
有効です。詳しくは、Red Giant Software Web サイトを参照してください。
コンポジションパネルでアルファチャンネルを表示した場合、白は完全な不透明、黒は完全な透明、グレーは
半透明を表します。
マットは、そのレイヤーまたは別のレイヤーの透明部分を定義するレイヤー（またはレイヤーのいずれかの
チャンネル）です。 白は不透明部分を定義し、黒は透明部分を定義します。通常、アルファチャンネルを
マットとして使用しますが、アルファチャンネルよりも透明部分の定義に適したチャンネルやレイヤーがある
場合や、ソース画像にアルファチャンネルが含まれていない場合は、アルファチャンネル以外のマットを使用
することもできます。
Aharon Rabinowitz が、「What is Alpha Channel?」で、アルファチャンネルの基本を解説しています。これ
は、Creative COW Web サイトの Multimedia 101 シリーズの一部です。

マスクについて

After Effects で使用するマスクとは、レイヤーの属性、エフェクト、およびプロパティを変更するパラメー
ターとなるパスのことです。マスクをよく使うのは、レイヤーの各ピクセルの透明度を決めるアルファチャン
ネルを変更するときです。また、テキストをアニメートするパスとしても使用します（パスに沿ったテキスト
の作成とアニメートを参照）。
一般的なパスについて詳しくは、パスの概要を参照してください。

初期設定のマスクの例（左）と同じマスクを反転した例（右）

クローズパスのマスクを使用すると、レイヤーの透明部分を作成できます。オープンパスではレイヤーに透明
部分は作成できませんが、エフェクトのパラメーターとして使用すると便利です。オープンマスクとクローズ
マスクのパスを入力値として使えるエフェクトには、「線」、「パステキスト」、「オーディオウェーブ
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注意：

フォーム」、「オーディオスペクトラム」、「ベガス」があります。入力値としてクローズマスクを使用でき
る（オープンマスクは使用不可）エフェクトには、「塗り」、「にじみ」、「リシェープ」、「パーティクル
プレイグラウンド」、「インナー／アウターキー」があります。
マスクは特定のレイヤーに属していますが、各レイヤーには複数のマスクを含めることができます。
シェイプツールを使用すると、多角形、楕円、星形など、一般的な図形のマスクを描けます。ペンツールを使
用すると、自由な形のパスを描けます。
ほとんどの場合、マスクパスを描くのは、シェイプレイヤーにシェイプパスを描くのと同じです。ただし、マ
スクパスを編集と補間するときに使える追加の機能があります。エクスプレッションを使用すると、マスクパ
スをシェイプパスにリンクして、マスクとシェイプレイヤーの利点を相互に利用できるようになります。詳し
くは、シェイプとマスクの作成およびシェイプパスとマスクの管理とアニメートを参照してください。
タイムラインパネルでのマスクの重なり順によって、マスク同士の動作が影響を受けます。タイムラインパネ
ルで、「マスク」プロパティグループ内の別の位置にマスクをドラッグできます。
マスク不透明度プロパティによって、クローズマスクがその領域内のレイヤーのアルファチャンネルにどの程
度影響するかが決まります。このプロパティの値が 100％ のマスクは、完全に不透明な部分に対応します。
マスクの外側は、常に完全な透明です。特定のマスクの内側と外側の状態を逆にするには、タイムラインパネ
ルでマスク名の横にある「反転」を選択します。

マスクに関するオンラインリソース

Peachpit Press の Web サイトに掲載されている『After Effects CS5 Classroom in a Book』のサンプルの章に
は、マスクの作成方法、使用方法、変更方法が示されています。

マスクをコピー、カット、保存、再利用、削除する

マスクは、他のレイヤーやコンポジションで再利用することができます。特に、作成に時間のかかったベジェ
マスクなどは再利用すると便利です。マスクパスは、プロジェクトファイルのコンポジションの内部に保存さ
れます。

Mathias Möhl が、マスクの位置とシェイプを維持したままレイヤー間でマスクをコピーでき
る、CopyMask2Layers スクリプトを公開しています。

マスクをコピー、カット、複製、ペーストする
他のプロパティを含むマスク全体ではなく、マスクパスを操作する場合は、マスクパスプロパティを

選択します。これは、マスクパスをシェイプパス、モーションパスなどに転送する場合に特に重要です。

選択したマスクをクリップボードにコピーまたはカットするには、編集／コピーまたは編
集／カットを選択します。
選択したマスクを複製するには、編集／複製を選択します。
マスクをレイヤーにペーストするには、レイヤーを選択して、編集／ペーストを選択しま
す。マスクを選択している場合は、そのマスクが置き換えられます。

マスクを保存する
1. 保存するレイヤーとマスクが含まれているコンポジションのタイムラインパネルで、レイ
ヤーとそのマスクプロパティを開きます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

アニメートされたマスクを保存するには、保存するマスクキーフレームを選択しま
す。
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アニメートされていないマスクを保存するには、そのマスクを選択します。

3. マスクまたはキーフレームをコピーし、マスクまたはキーフレームを新規レイヤーにペー
ストします。新規レイヤーは単純な平面レイヤーにすることができます。

複雑なマスクを保存するためだけにコンポジション作成し、それらを集めてプロジェクトを作成します。
別のプロジェクトのマスクを使用する場合は、現在のプロジェクトにそのプロジェクトを読み込みます。

また、マスクをアニメーションプリセットとして保存することもできます（アニメーションプリセッ
トの概要とリソースを参照）。

マスクを再利用する
1. 再利用するマスクを含むコンポジションを開きます。マスクを別のプロジェクトで保存し
ている場合は、プロジェクトを読み込んでから、マスクが含まれるコンポジションを開き
ます。

2. タイムラインパネルで、マスクのレイヤーとマスクプロパティを展開します。

3. マスクまたはキーフレームを選択します。

4. マスクまたはキーフレームをコピーし、マスクを適用する新規レイヤーにマスクまたは
キーフレームをペーストします。

マスクを削除する

1 つのマスクを削除するには、タイムラインパネルでマスクを選択し、Delete キーを押し
ます。
すべてのマスクを削除するには、削除するマスクを含むレイヤーを選択し、レイヤー／マ
スク／すべてのマスクを削除を選択します。

マスクパスのカラーを制御する

マスクを簡単に区別して操作しやすくするために、コンポジションパネルとレイヤーパネルではマスクパスに
色が付き、タイムラインパネルにもマスク名の横に同じ色が表示されます。After Effects の初期設定では、す
べてのマスクに黄色が使用されています。各マスクをさらに識別しやすくするために、タイムラインパネルで
手動でマスクの色を変更したり、新しいマスクに別の色を適用するように設定できます。
マスクパスの色コントラストを使用環境設定（環境設定／アピアランス）を有効にすると、After Effects はマ
スクの描画を開始した点の近くの色を分析します。次に、After Effects はその領域の色とは異なるラベルカ
ラーを選択します。また、最後に描画したマスクの色も避けます。

マスクパスのカラーを変更する
1. タイムラインパネルでマスクを選択します。

2. マスク名の左にあるカラーサンプルをクリックし、新しいカラーを選択して、「OK」を
クリックします。

マスクパスのカラーを切り替える
1. 編集／環境設定／アピアランスを選択します。

2. 「新規マスクに別のカラーを使用」を選択します。
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なし

加算

減算

マスクのモード

マスクの描画モード（マスクモード）は、1 つのレイヤー内の異なる複数のマスクがどのように相互作用する
かを制御します。初期設定では、すべてのマスクが「加算」に設定されています。加算モードでは、同じレイ
ヤーで重なり合うマスクの透明度の値が加算されます。マスクごとにモードを適用できますが、モードをアニ
メートする（マスクモードのプロパティにキーフレームまたはエクスプレッションを設定して時間の経過に
伴ってモードを変更する）ことはできません。
タイムラインパネルで、マスク名の横にあるメニューからマスクのモードを選択します。
最初に作成するマスクは、レイヤーのアルファチャンネルと相互作用します。相互作用が設定されたチャンネ
ルでイメージ全体が不透明として定義されていない場合、マスクにはレイヤーフレームとの相互作用が設定さ
れます。2 番目以降のマスクには、タイムラインパネルでそのマスクより上にあるマスクとの相互作用が設定
されます。マスクモードの処理結果は、上に重なっているマスクに設定されているモードによって異なりま
す。マスクモードは、同じレイヤー上のマスク間でのみ動作します。
マスクモードを使用すると、透明な部分が複数ある複雑なマスクを作成できます。例えば、2 つのマスクを組
み合わせるマスクモードを設定し、それらの 2 つのマスクが交差する部分を不透明にすることができます。

円のマスクに様々なモードを適用したときに作成される複合マスク。この図に示すマスクは、それぞれ不透明
度が異なります。

A. 元のマスク B. なし C. 加算 D. 減算 E. 交差 F. 比較（明） G. 比較（暗） H. 差 

マスクは、レイヤーのアルファチャンネルに直接何も影響しません。このオプションは、マスクパスを
線や塗りなどのエフェクトだけに使用する場合や、シェイプパスの基準として使用する場合に便利です。

重なり順で上にあるマスクに加算します。それぞれのマスクの上にあるマスクに累積されていきます。

上にあるマスクから減算します。このオプションは、別のマスクの中央に穴を作成する場合に便利で
す。
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交差

比較（明）

比較（暗）

差

ページの先頭へ

ページの先頭へ

重なり順で上にあるマスクに加算します。上にあるマスクと重なる部分に、次々に累積されていきま
す。上にあるマスクと重ならない部分は、完全に不透明になります。

重なり順で上にあるマスクに加算します。複数のマスクが交差している部分に、最も高い透明度
の値が使用されます。

重なり順で上にあるマスクに加算します。複数のマスクが交差している部分に、最も低い透明度
の値が使用されます。

重なり順で上にあるマスクに加算します。上にあるマスクと重ならない部分は、レイヤーに単独で存在す
るかのように動作します。上にあるマスクと重なる部分は、上にあるマスクから減算します。

マスクのエッジを拡張または縮小する

マスクの影響を受ける領域を拡張または縮小するには、「マスクの拡張」プロパティを使用します。
マスクの拡張はアルファチャンネルに影響しますが、下位レベルのマスクパスには影響しません。マスクの拡
張は基本的に、アルファチャンネルに対するマスクの影響が及ぶマスクパスからの距離（ピクセル単位）を決
定するオフセットです。

1. タイムラインパネルで、調整するレイヤーのマスクプロパティを開きます。

2. 「マスクの拡張」の下線付きの値をドラッグします。

Todd Kopriva が、アドビ システムズ社の Web サイトで、マスクの拡張でコーナーが丸くなる理由について、
図を示して詳しく説明しています。

マスクのエッジをソフトにする（ぼかす）

ぼかしとは、マスクのエッジから指定した幅だけ透明度をフェードさせ、エッジを柔らかくすることです。マ
スクのエッジをハードまたはソフトにする（ぼかす）には、「マスクの境界線のぼかし」プロパティを使用し
ます。初期設定では、ぼかしの幅は、エッジをまたがるように内側と外側に半分ずつに設定されています。例
えば、ぼかしの幅を 25 に設定すると、エッジの内側 12.5 pixel と外側 12.5 pixel がぼかしの対象になりま
す。
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マスクの境界線のぼかしに異なる値を指定した結果

A. ぼかしが 5 pixel のマスクされたレイヤー B. ぼかしが 40 pixel のマスクされたレイヤー C. 5 pixel ぼかした
結果 D. 40 pixel ぼかした結果 

「マスクの拡張」プロパティを使用してエッジを拡張または縮小することにより、マスクのぼかしを制御する
こともできます（マスクのエッジを拡張または縮小するを参照）。
マスクをぼかせるのは、レイヤーの領域内だけです。したがって、マスクパスは、常にレイヤーよりも小さ
く、レイヤーの境界線から少し離れている必要があります。ぼかしがレイヤーの外にはみ出るように設定した
場合は、ぼかしたエッジが突然途切れます。

1. 選択したレイヤーの「マスクの境界線のぼかし」プロパティを表示するには、F キーを押
します。

2. （オプション）縦と横のぼかしの量が比例して変わるようにするには、「マスクの境界線
のぼかし」プロパティの横にある現在の縦横比を固定スイッチ  をクリックします。

3. 「マスクの境界線のぼかし」プロパティを変更するには、他のプロパティと同様に、下線
付きの値をドラッグするか、下線付きの値をクリックしてテキスト入力フィールドに値を
入力します。

マスクの境界線のぼかしを使用するとガウス分布に従って不透明度の値にばらつきが発生するため、
実際に影響を受ける領域は指定したピクセル数より広くなります。指定した範囲の外でのぼかしの影響は、き
わめて小さく抑えられています。ガウス分布による減少は、線形の減少より自然に見えます。

可変幅のマスクの境界のぼかし

After Effects の以前のバージョンには、閉じたマスクにエッジのぼかしを追加する機能がありましたが、ぼか
しの幅（範囲）はマスクの周囲で同じでした。新しいマスクの境界のぼかしツール（ペンツールと同じツール
メニューで使用可能）が追加され、閉じたマスクに沿って、さまざまな幅を持つポイントを定義できます。
Todd Kopriva および video2brain によるこのビデオでは、可変幅のマスクのぼかし機能について説明していま
す。複数のぼかしポイントをオブジェクトに割り当てて、ぼかしポイントの相互作用により独特な効果を作成
します。

ぼかしポイントを作成するには：
選択されているぼかしポイントには、そのハンドルに小さな黒い点があります。
ぼかしポイントは外側のぼかし境界と内側のぼかし境界の両方を定義します。ぼかしの範囲ハンドルがマスク
の内側にない場合、内側のぼかし境界はマスクのパスになります。マスクの境界のぼかしの範囲は内側のぼか
し境界から外側のぼかし境界までです。
複数のぼかしポイントを選択するには：
選択ツールまたはマスクの境界のぼかしツールを使用して、Shift キーを押しながら、ぼかしポイントの範囲
ハンドルをクリックします。
ぼかしポイントの選択を切り替えるには：
Shift キーを押しながら、ぼかしポイントをクリックします。
ぼかしポイントを移動するには、次のいずれかを実行します：
選択ツールまたはマスクの境界のぼかしツールを使用して、ぼかしの範囲ハンドルをド
ラッグします。
複数の選択したぼかしポイントのいずれかをドラッグして、それらのぼかしポイントを同時に移動し、
ぼかし範囲ハンドルのいずれかをドラッグして、複数のぼかし範囲をスケールできます。
ぼかしポイントをマスクのコーナー ポイントの周りに「掃き集める」ことができます。

マスクの境界のぼかしツールをアクティブにして、左向きまたは右向き矢印キーを押し
て、パスに沿ってぼかしを移動したり、上向きまたは下向き矢印キーを押して、ぼかしの
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注意：

幅を伸縮したりできます。
Shift キーを押しながら、複数の選択したぼかしポイントを移動したり、長い距離や幅を移動したりすること
ができます。
ぼかしポイントをマスクパスにスナップするには：
ぼかし範囲ハンドルをマスクパスを横切るようにドラッグします。マスクパスの位置で止まります。
ぼかしのフォールオフを制御するには：
レイヤー／マスク／ぼかしのフォールオフを選択してから、次のいずれかを選択します。
スムーズ（デフォルト）
リニア

ぼかしポイントによって、ぼかしの境界の張力（滑らかさまたは曲率）を調整するには：
Alt キー（Windows）または Option キー（MacOS）を押しながら、ぼかし範囲ハンドルをドラッグして張力
を調整します。情報パネルにハンドルの現在の張力が表示されます。
ぼかしポイントの停止補間（次のぼかしポイントまでの固定のぼかしの半径の）を設定するには：
Alt キー（Windows）または Option キー（MacOS）を押しながら、ぼかし範囲ハンドルをドラッグして張力
を調整します。情報パネルにハンドルの現在の張力が表示されます。
ぼかしポイントの停止補間（次のぼかしポイントまでの固定のぼかしの半径の）を設定するには：
ぼかしポイントの上のコンテキストメニューから「停止」オプションを有効にします。ぼかしポイントハンド
ルが、固定半径の方向で先がとがって変化します。
特定のマスクセグメントのエッジのぼかしを簡単に作成するには：
Shift キーを押しながら、マスクセグメント（頂点の上ではなく、頂点の間）をクリックします。ポインター
がこのモードであることを示すように変化します。セグメントからドラッグして範囲を調整します。次の動作
に注意してください。
マスク頂点を 2 つだけ選択した場合、エッジのぼかしはそれらの間の連続したセグメント
になります。
クリックしたセグメントの両方の頂点が選択されている（つまり、セグメントが選択され
ている）場合、エッジのぼかしは連続した選択されたセグメントを含むように拡大されま
す。
マスク上のすべての頂点が選択されているか、どの頂点も選択されていない場合、または
最初の 2 つの条件が当てはまらない場合、エッジのぼかしはクリックしたセグメントのみ
になります。

ぼかしポイントを削除するには：
選択ツールまたはマスクの境界のぼかしツールを使用して、ぼかし範囲ハンドルを選択し、Delete キーを押し
ます。複数の選択したぼかしポイントを削除できます。

ポインターをマスク頂点の上に移動すると、ポインターが頂点を削除モードではなく選択モードに変
わります。

ビデオチュートリアル：マスクの境界ぼかしツール

可変幅のマスクのぼかしのヒント（マスクの境界ぼかしツール）

reTooled.net によるこのビデオチュートリア
ルでは、After Effects CS6 の可変幅のマス
クのぼかしを制御するためのマスクの境界ぼ
かしツールの使い方を紹介しています。...
詳細
http://www.retooled.net/?p=307

提供者 reTooled.net 
http://www.retooled.net

reTooled.net では、標準のデスク
トップアプリケーションを最大限に
活用し、日常の作業を効率化するた
めの編集、設計の合成、革新的ツー
ルに関するチュートリアルを提供し
ています。
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ページの先頭へ

ペンツールとマスクの境界ぼかしツールを一時的に切り替えるには、G ショートカットを
押します。

この動作は、編集／環境設定／一般（Windows）、または After Effects／環境設定／一般（Mac
OS）でオフにできます。

情報パネルに、マスクのぼかしポイント数、ぼかし範囲の長さ、位置、張力、ぼかしの
フォールオフ設定に関する情報が表示されます。

特定のビューのぼかしの境界を非表示にするには、表示オプションダイアログボックスの
「マスクの境界のぼかしの境界線」オプションを選択解除します。引き続き、境界線が描
画されている位置で境界線を操作（新しいぼかしポイントを追加するなど）を操作できま
す。

マスクパスキーフレーム全体のぼかしポイント数を制御するには、一般設定の「マスク編
集時に一定の頂点数とぼかしポイント数を保持」を使用します。

ダイアログボックスから、ぼかしポイントの張力、半径、コーナー角度の値を変更するに
は、ぼかしポイントのコンテキストメニューのコマンドを使用します。
Ctrl キー（Windows）または Cmd キー（Mac OS）キーを押しながら、マスクの頂点の上
にマウスポインターを置いて、選択ツール動作に切り替えます。

Ctrl キー（Windows）または Cmd キー（Mac OS）キーを押しながら、接線ハンドルの上
にマウスポインターを置いて、頂点を切り替えツールに切り替えます。

トラックマットとトラベリングマット

あるレイヤーを別のレイヤーによって定義された穴を通して表示するには、トラックマットを設定します。例
えば、テキストレイヤーをビデオレイヤーのトラックマットとして使用して、テキスト文字で定義したシェイ
プを通してのみビデオが表示されるようにすることができます。下のレイヤー（fill layer）は、トラックマッ
トレイヤー内の特定のチャンネル（アルファチャンネルまたはピクセルのルミナンス）の値から透明度の値を
取得します。
トラックマットのピクセルのルミナンスに基づいてレイヤーの透明度を定義して、アルファチャンネルのない
レイヤーや、アルファチャンネルを作成できないプログラムから読み込んだレイヤーを使用してトラックマッ
トを作成することができます。アルファチャンネルマットおよびルミナンスマットのどちらを使用した場合
も、ピクセルの値が大きいほど透明度が高くなります。ほとんどの場合、コントラストの高いマットを使用し
て、各部分が完全に透明か、完全に不透明になるようにします。中間的なシェードは、部分的または段階的に
透明にする部分（ソフトエッジに沿った部分など）のみに使用します。
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トラックマットなし

アルファマット

アルファ反転マット

トラベリングマット

A. トラックマットレイヤー：長方形マスクを使用した平面、ルミナンスマットに設定。マスクは画面を越え
て移動するようにアニメートされます。 B. 塗りレイヤー：パターンエフェクトを使用した平面。 C. 結果：パ
ターンはトラックマットのシェイプに表示され、別のイメージレイヤーに合成されます。 

トラックマットは、すぐ下にあるレイヤーだけに適用できます。トラックマットを複数のレイヤーに適用する
には、複数のレイヤーをプリコンポーズしてから、そのレイヤーに適用してください。
レイヤーを複製または分割した後も、After Effects では、レイヤーとそのトラックマットの順番が保持されて
います。複製または分割されたレイヤーでは、トラックマットレイヤーは塗りレイヤーの上にそのまま配置さ
れます。例えば、コンポジションが既にレイヤー A とレイヤー B を含み、A がトラックマットで B が塗りレ
イヤーである場合、レイヤーの複製または分割によるレイヤーの順序は、ABAB になります。
トラックマットレイヤーの位置やその他のトランスフォームをアニメートすることを、トラベリングマットと
いいます。トラックマットをアニメートして各レイヤーを同じ設定で塗りつぶす場合は、対象のレイヤーをプ
リコンポーズすることをお勧めします。

レイヤーをトラックマットに変換する

トラックマットメニューは、描画モードメニューと同じ列を使用します。トラックマットメニューを表示する
には、モード列が表示されていることを確認してください（列を参照）。

1. タイムラインパネルで、トラックマットにするレイヤーをドラッグし、塗りレイヤーにす
るレイヤーのすぐ上に配置します。

2. 塗りレイヤーのトラックマットメニューで次のいずれかのオプションを選択し、トラック
マットの透明度を定義します。

透明部分は作成しません。すぐ上のレイヤーは、通常のレイヤーと
して処理されます。

アルファチャンネルのピクセル値が 100％の場合、不透明になります。

アルファチャンネルのピクセル値が 0％の場合、不透明になりま
す。
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ルミナンスマット

ルミナンス反転マット

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ピクセルのルミナンス値が 100％の場合、不透明になります。

ピクセルのルミナンス値が 0％の場合、不透明になります。

「トラックマットなし」以外のオプションを選択した場合は、すぐ上のレイヤーがトラックマットに変換さ
れ、トラックマットレイヤーのビデオがオフになります。また、タイムラインパネルで、トラックマットレイ
ヤー名の横にトラックマットアイコン  が追加されます。

マットレイヤーのビデオはオフになりますが、このレイヤーを選択して移動、スケールまたは回転す
ることはできます。タイムラインパネルでレイヤーを選択してから、コンポジションパネルでレイヤーの中心
（円で囲んだ X で表示）をドラッグします。

トラックマットの機能は、「下の透明部分を維持」オプションに似ています。このオプションでは、レイヤー
の重なり順で対象レイヤーの下にあるレイヤーのコンポジットの透明部分が維持されます（合成時に下の透明
部分を維持するを参照）。

トラックマットの操作方法に関するヒント

マットレイヤーの明るい部分と暗い部分とのコントラストを強くするには、「レベル」エ
フェクトを使用します。これにより、半透明に変換される中間的な値が多くなる、という
問題が軽減されます（通常、境界を除く領域を完全に透明または不透明に定義する場合
は、マットが最も便利です）。
マットレイヤーのアルファチャンネル以外のチャンネルをマットとして使用するには、
チャンネルエフェクトのいずれか（「チャンネルシフト」エフェクトなど）を使用して、
目的のチャンネルの値をアルファチャンネルに送ります。
トラックマットをアニメートしてマットするレイヤーと一緒に移動するには、トラック
マットをマットするレイヤーの子レイヤーにします（親レイヤーと子レイヤーを参照）。

合成時に下の透明部分を維持する

「下の透明部分を維持」オプションを使用すると、レイヤーの重なり順で対象レイヤーの下にあるレイヤーの
コンポジットの透明部分が維持されます。つまり、このオプションを選択したレイヤーの不透明部分は、下に
なっているレイヤーの不透明部分に重なったときにだけ表示されます。この処理はトラックマットの処理に似
ていますが、トラックマットは単一のレイヤーである必要があり、レイヤーの重なり順で対象レイヤーの上に
ある必要があります（トラックマットとトラベリングマットを参照）。
このオプションは、きらきら光る状態や光沢のある物体の表面に光が反射するようなエフェクトを作成する場
合に便利です。
「下の透明部分を維持」オプションが選択されたレイヤーの動作は、Adobe Photoshop のクリッピングマス
クの動作に似ています。

レイヤーのモード列で「T」オプションを選択します。

Aharon Rabinowitz は、Creative COW Web サイトで、「下の透明部分を保持」オプションに関する短いビデ
オチュートリアルを公開しています。
Tim Clapham が、自身の Web サイトで、「下の透明部分を保持」スイッチに関する説明とデモを公開してい
ます。

Imagineer mocha shape for After Effects に関するリソース
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

After Effects には、After Effects のコンポジションで使用可能なトラッキングデータを書き出すことができる
Imagineer Systems mocha for After Effects（mocha-AE）というスタンドアロンの平面トラッキングアプリ
ケーションが含まれます。（mocha for After Effects（mocha-AE）のリソースを参照）。
After Effects には、パスを mocha-AE から After Effects のマットに変換する、mocha shape for After
Effects（mocha shape）プラグインも付いています。

mocha shape エフェクトを直接レイヤーに適用することはできません。適用するには、mocha-AE アプリ
ケーション側でパスデータをクリップボードにコピーしてから、 After Effects のレイヤーに貼り付けま
す。mocha-AE のパスが、マットを作成するための mocha shape エフェクトのインスタンスに変換されま
す。
Imagineer の Web サイトに、After Effects で mocha-AE と mocha shape を使用する方法を示す各種ビデオ
チュートリアルやその他のリソースがあります。
Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、可変幅のぼかしに関するヒントな
ど、mocha-AE と mocha shape に関するヒントを公開しています。
アルファチャンネル変換：合成またはストレート
シェイプとマスクの作成
シェイプパスとマスクの管理とアニメート
レイヤーを分割する
マット設定エフェクト
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キーイング

ページの先頭へ

注意：

キーイングの概要とリソース
キーイングについて：カラーキー、ルミナンスキー、差キー
キーイングエフェクト（Keylight を含む）
キーイングを考慮したフッテージの撮影と作成
After Effects でのキーイングのヒント
ガーベッジマットを使用する
ホールドアウトマットを使用する

キーイングの概要とリソース
背景が識別しやすい一定のカラーでない場合、キーイングエフェクトで背景を削除することはできま

せん。このような場合は、ロトスコーピング（個別のフレーム上で手動で描画またはペイントして、前景オブ
ジェクトを背景から分離する方法）を使用する必要があります（ロトスコーピングの概要とリソースを参
照）。

キーイングについて：カラーキー、ルミナンスキー、差キー

キーイングとは、イメージの特定のカラーまたは輝度の値によって透明度を定義することです。値をキーアウ
トすると、その値と近似値のカラーや輝度のピクセルがすべて透明になります。
キーイングは、特定の背景色を簡単に変えられるので、オブジェクトが複雑すぎて簡単にマスクできない場合
に特に便利です。キーイングしたレイヤーを別のレイヤーの上に配置すると、キーイングしたレイヤーの透明
な部分から背景が見えるコンポジットになります。
キーイングで作成したコンポジットは、映画でよく使われます。例えば、俳優がヘリコプターからぶら下がっ
たり、宇宙遊泳したりしている場面がその例です。このような効果を得るには、まず、単色のカラースクリー
ンを背景にして、適切な位置で俳優を撮影します。次に、背景色をキーアウトして、俳優がいるシーンを新し
い背景の上に合成します。
一定のカラーの背景をキーアウトする手法を、通常、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンといいま
す。ただし、背景を必ず青や緑にする必要はなく、単色であればどの色でもかまいません。レッドスクリーン
は、一般に車や宇宙船のミニチュアなど、人間以外の物の撮影に使用します。マゼンタスクリーンは、視覚効
果が評判の長編映画のキーイング処理に使用されています。他にも、このようなキーイングの用語にカラー
キーやクロマキーがあります。
差分キーイングは、カラーキーイングと異なります。差分キーイングは、基準となる背景画像から透明な部分
を定義します。単色のスクリーンではなく、任意の背景をキーアウトします。差分キーイングを使用するに
は、背景のみを含むフレームが少なくとも 1 つ必要です。このフレームと他のフレームが比較され、背景ピク
セルが透明になって前景にあるオブジェクトが残ります。ノイズ、グレイン、およびその他の微妙な差によ
り、実際に差分キーイングを使用することが非常に難しくなります。

キーイングエフェクト（Keylight を含む）

After Effects には、組み込みのキーイングエフェクトに加えて、アカデミー賞を受賞した Keylight エフェクト
も用意されており、プロ級のカラーキーイングを行えます。（キーイングエフェクトとマットエフェクトを参
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照）。
Keylight エフェクトについて詳しくは、Keylight プラグインのインストールフォルダーまたは Foundry の
Web サイトにある関連マニュアルを参照してください。

目的によっては、After Effects に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともあり
ますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に Keylight を使用してキーイングすることを
お勧めします。一部のキーイングエフェクト（「カラーキー」エフェクトや「ルミナンスキー」エフェクトな
ど）は、Keylight などの新しいエフェクトに変更されました。

キークリーナーおよび高度なスピルサプレッションエフェクトは、Keylight のようなキーイングエフェクトの
後、この順番で一緒に適用すると最も効果的です。
3 つのエフェクトすべてを適用するには、Keylight + キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメー
ションプリセット（イメージ - ユーティリティプリセットフォルダー内）を使用します。高度なスピルサプ
レッションエフェクトはデフォルトでオフになっていて、フッテージにカラースピルを取り除く必要がない場
合、Keylight エフェクトでキーカラーをサンプリングできます。詳しくは、キークリーナーエフェクトと高度
なスピルサプレッションエフェクトを参照してください。

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイト上の彼の著書 After Effects Studio Techniques: Visual
Effects and Compositing で、Keylight エフェクトの使用方法に関するヒントとテクニックを紹介していま
す。Mark Christiansen が、After Effects Studio Techniques の「Color Keying in After Effects」で、カラー
キーイングのヒントとテクニックについて詳しく説明しています。ここでは、使用すべきでないキーイングエ
フェクトやキーイングエフェクトの一般的な問題の解決方法について取り上げています。
「カラー差キー」エフェクト、「マットチョーク」エフェクト、「スピルサプレッション」エフェクト、ガ
ベージマスクの使用方法を示す詳細なチュートリアルについては、Peachpit Press の Web サイトの After
Effects Classroom in a Book の「Keying in After Effects」を参照してください。
Jeff Foster が、自身の著書 The Green Screen Handbook: Real World Production Techniques から一部の章を
サンプルとして無料で公開しています。サンプルの章では、合成の基本、カラーキーイング、ガーベッジマッ
ト、ホールドアウトマットに加えて、グリーンスクリーンショットで発生する一般的な問題を回避する方法が
含まれています。詳しくは、アドビシステムズ社の Web サイトを参照してください。
Rich Young は、After Effects Portal ウェブサイトで、キーイングのためのヒントやリソースを公開していま
す。
経験豊富な合成作業者、Chris Zwar によるキーイングと合成のヒント。

合成することを考慮に入れずに撮影されたフッテージを使用する場合は特に、品質の高いキーを生成
するには、複数のキーイングエフェクトを順に適用し、そのプロパティを慎重に変更する必要があります。

キーイングを考慮したフッテージの撮影と作成

カラーキーイングをより簡単で効果的に行うためのフッテージの撮影方法のヒントについては、Jonas
Hummelstrand の General Specialist Web サイト を参照してください。

カラースクリーンに均一な照明を当て、しわがないようにします。
できるだけ画質のよい素材（スキャンしてデジタル化したフィルムなど）を使います。
圧縮していないフッテージか、可能なかぎり圧縮率の小さいフッテージを使用します。
ファイルを圧縮すると（特に DV、HDV、Motion JPEG の圧縮アルゴリズムを使用した場
合）、ブルースクリーンから適切なキーを作成するのに必要な青色の微妙な差が破棄され
ます。カラーのサブサンプリングを可能な限り抑えたフッテージを使用してください。例
えば、4:2:0 や 4:1:1 よりは、4:2:2 を使用してください。（カラーのサブサンプリングに
ついて詳しくは、Wikipedia の Web サイトおよびアドビ システムズ社の Web サイトを参
照してください）。

Robbie Carman と Richard Harrington が、Peachpit の Web サイトで彼ら自身の著書 Video Made On A Mac
からの抜粋として、グリーンスクリーンショットの計画、撮影、キーイングおよび合成の方法を公開していま
す。
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After Effects でのキーイングのヒント

ガーベッジマットを使用して被写体のおおまかなアウトラインを作成すると、前景の被写
体から離れた背景をキーアウトする手間を省けます（ガーベッジマットを使用するを参
照）。
背景と同じような色の領域がキーアウトしないように、ホールドアウトマットを使用しま
す（ホールドアウトマットを使用するを参照）。
透明部分を認識しやすくするには、コンポジションの背景色を一時的に変更するか、キー
アウトするレイヤーの背面に背景レイヤーを配置します。キーイングエフェクトを前景レ
イヤーに適用すると、コンポジションの背景（または背景レイヤー）が透けて見えるよう
になり、透明な部分を簡単に確認できます（コンポジション設定を参照）。
均一な照明のフッテージを作成するには、1 つのフレームだけでキーイングを調整しま
す。毛髪などの細かい部分や、煙やガラスなどの透明または半透明のオブジェクトのある
フレームなど、シーンで最も複雑なフレームを選択します。照明が一定している場合は、
最初のフレームに適用した設定をすべてのフレームに適用できます。照明が変化する場合
は、いくつかのフレームでキーイングを調整する必要があります。シーンの先頭に、最初
のキーイングプロパティセットのキーフレームを配置します。1 つのプロパティだけを持
つキーフレームを設定する場合は、リニア補間を使用します。複数の相互に関連するプロ
パティを持つキーフレームが必要な場合は、停止補間を使用します。キーイングプロパ
ティのキーフレームを設定する場合は、フレームごとに結果をチェックします。キーイン
グの中間の値によって予期しない結果になる可能性があります。
カラースクリーンを背景に、明るい照明のフッテージショットをキーイングするには、カ
ラー差キーを使用します。高度なスピルサプレッションエフェクトを適用してキーカラー
のトレースを削除し、必要に応じて、他のマットエフェクトを使用します。満足する結果
が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直します。
キーイングで、複数カラーの背景から適切に色をリフトする場合や、ブルースクリーンか
グリーンスクリーンの背景から全体的に色をリフトする場合は、まず、色範囲キーを使用
します。高度なスピルサプレッションおよび他のエフェクトを適用して、マットを微調整
します。望ましい結果が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直
すか、リニアカラーキーを追加します。
シーケンスのキークリーナーおよび高度なスピルサプレッションエフェクトの使用は、
キーイングエフェクトを適用するうえで最適な方法です。 Keylight エフェクトをキーク
リーナー、高度なスピルサプレッションエフェクトの順番でレイヤー上で組み合わせて使
用できます。アニメーションプリセットの Image-Utlities フォルダーにある Keylight +
キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメーションプリセットを使用します。
高度なスピルサプレッションエフェクトはデフォルトでオフになっていて、フッテージに
カラースピルを取り除く必要がない場合、Keylight エフェクトでキーカラーをサンプリン
グできます。詳しくは、キークリーナーエフェクトと高度なスピルサプレッションエフェ
クトを参照してください。
暗い領域や影になっている領域をキーイングするには、輝度チャンネルに対して抽出キー
を使用します。
静止画像の背景を透明にするには、異なるマットキーを使用します。必要に応じて、
「チョーク」エフェクトなどを追加してマットを微調整します。
キーを使用して透明部分を作成したら、マットエフェクトでキーカラーの痕跡を取り除い
てエッジをきれいすることができます。
キーイングした後で、アルファチャンネルにぼかしを適用すると、マットのエッジが柔ら
かくなり、よい合成結果が得られます。

ガーベッジマットを使用する

ガーベッジマット（またはジャンクマット）は、シーンの不要部分を削除し、必要な被写体だけを含むおおま
かなエリアを作成します。照明が十分でなかったり、カラースクリーン（ブルースクリーンやグリーンスク
リーンなど）が均一でない場合に、被写体の周りにガベージマットを描くと、背景をキーアウトするときに必
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注意：

要な作業がかなり少なくなります。ただし、被写体の輪郭を正確にたどる（特にロトスコーピング）のに時間
をかけると、キーイングで時間を節約する意味がありません。

1. そのため、被写体をおおまかにたどるマスクを作成してください。

2. 1 つまたは複数のキーイングエフェクトを適用して、背景の他の部分をマスクアウトしま
す。

3. 必要に応じて、マットエフェクトを適用し、マットを微調整します。

Aharon Rabinowitz が、Creative COW Web サイトで、自動トレースを使用して追従性の高いガベージマット
を作成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

ホールドアウトマットを使用する

キーイングエフェクトの適用先にシーンを継ぎ足すには、ホールドアウトマット（ホールドバックマット）を
使用します。
ホールドアウトマットは、キーイングしたレイヤーの複製をマスクアウトした部分です。複製したレイヤー
で、イメージのキーカラーの領域のうち不透明のまま残したい部分だけを含むようにマスクします。次に、こ
のホールドアウトマットをキーイングレイヤーの上に直接配置します。

ホールドアウトマットの使用例

A. 元のブルースクリーンのイメージ。数字の背景も青色に表示されます。 B. キーイングの後、数字の背景も
透明になります。 C. 不透明のままにするイメージ部分を含むホールドアウトマット D. ホールドアウトマット
をキーイングイメージの上に配置すると、数字の背景が不透明になります。 

1. カラースクリーンを含むレイヤーを複製します。

2. 元のレイヤーにキーイングエフェクトとマットエフェクトを適用して、透明な部分を作成
します。

3. 複製したレイヤーでマスクを作成して、不透明のまま残したい部分以外をすべてマスクア
ウトします。

4. 複製したレイヤー（ホールドアウトマット）がキーイングレイヤーの上に調節配置される
ようにします。

レイヤーを複製後、一方のレイヤーだけで「トランスフォーム」プロパティを変
更しないでください。両方のレイヤーを一緒に動かすようにしてください。親子関係を設
定することを検討してください（ 親レイヤーと子レイヤーを参照）。

以下も参照してください
キーイングエフェクト
マットエフェクト
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ロトブラシツールとエッジを調整ツール
ロトブラシとエッジを調整ワークフロー
ロトブラシセグメンテーションのフリーズ（キャッシュ、ロック、保存）
レイヤーパネルの表示オプション
ハードマットを調整エフェクトとソフトマットを調整エフェクト
ロトブラシとエッジを調整、ハードマットを調整、およびソフトマットを調整エフェクト参照

俳優などの前景オブジェクトを背景と分離することは、様々な視覚的効果や合成作業の中でもとりわけ重要な
部分です。オブジェクトを分離するマットを作成すると、背景を置き換えたり、エフェクトを選んで背景に適
用したりするなどの作業を行えるようになります。

ロトブラシツールとエッジを調整ツール

ロトブラシツールとエッジを調整ツールを使用すると、セグメント化とマットの作成の作業が速くなります。

A. ロトブラシ B. エッジを調整 

ロトブラシ

このツールを使用して最初のマットを作成すると、背景からオブジェクトを分けることができます。ロトブラ
シツールを使用して、前景要素や背景要素の典型的な領域にストロークを描画します。この情報を元に、After
Effects が前景要素と背景要素との間にセグメント境界を作成します。After Effects は、描画領域のストローク
に基づいて、隣接するフレーム上の前景と背景を区別します。時間の推移に伴って領域の軌跡を作成するため
に様々なテクニックが使用され、この情報に基づいて時間的に前後するセグメントが生成されます。作成した
各ストロークが使用されて、隣り合うフレーム上の成果物が調整されます。フレームごとにオブジェクトが移
動したり形状が変化したりしても、セグメントの境界線はオブジェクトに合わせて変化します。

エッジを調整ツール
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エッジを調整ツールを使用すると、髪の毛や毛皮などの詳細を含む領域の周りに半透明の部分を作成すること
で、既存のマットを改善できます。

ロトブラシとエッジを調整エフェクト

このエフェクトは、レイヤーパネルで最初にロトブラシストロークまたはエッジを調整ストロールが描画され
たときに、自動的に適用されます。このエフェクトを使用すると、ロトブラシツールとエッジを調整ツールの
設定を制御できます。調整が必要なセグメント境界と境界エッジを作成したら、「ロトブラシマット」プロパ
ティと「エッジマットを調整」プロパティを使用して、マットを目的に合うように調整します。

ストローク、スパンおよびベースフレーム

ロトブラシツールとエッジを調整ツールの処理に関するヒント

ロトブラシとエッジを調整ワークフロー
1. ロトブラシツールまたはエッジを調整ツールに切り替えるには、Alt + W キー
（Windows）または Option + W キー（Mac OS）を押します。
注意：選択すると、Alt + W キー（Windows）または Option + W キー（Mac OS）を押
して、これらのツールを切り替えることができます。

2. レイヤーパネルで、レイヤーを開きます。

ロトブラシツールまたはエッジを調整ツールがアクティブな場合、タイムライ
ンパネルまたはコンポジションパネルでレイヤーをダブルクリックすると、デフォルトで
レイヤーパネルが開きます。「一般設定」の下の「ペイントツール、ロトブラシツール、
エッジを調整ツールをダブルクリックしたときにレイヤーパネルを開く」オプションをオ
フにします。

3. レイヤーパネルでムービーをプレビューすると、前景オブジェクトが一番多いフレームが
どれかわかります。また、前景と背景が一番はっきり分離しているフレームがどれかもわ
かります。
最初にストロークを描画したフレームがベースフレームになります（ロトブラシストロー
ク、スパンおよびベースフレームを参照）。

4. レイヤーパネルでドラッグして、背景から切り離すオブジェクトに前景ストロークを描画
します。前景ストロークを描画するときは、ロトブラシツールのポインターが、緑色の丸
で囲まれたプラス記号で表示されます。

ストロークはオブジェクトの端ではなく中心に描画するようにしてください（ロ
トブラシツールの処理に関するヒントを参照）。
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ストロークを描画して前景を選択

アルファ境界線ビューモードで前景オブジェクトの周囲に表示されるマゼンタのアウトラ
インは、セグメント境界です。前景と背景のおおよその境界を表す線です。他のビューで
もセグメントを表示できます（レイヤーパネルの表示オプションを参照）。

5. Alt キーを押しながらドラッグ（Windows）または Option キーを押しながらドラッグ
（Mac OS）して、背景として定義する領域に背景ストロークを描画します。背景スト
ロークを描画するときは、ロトブラシツールのポインターが、赤い丸で囲まれたマイナス
記号で表示されます。

背景ストロークを描画して領域を除外

6. セグメントができる限り正確に完全になるまで、前景ストロークと背景ストロークをベー
スフレームに描画します。ベースフレームのセグメントはできる限り正確に作成する必要
があります。これは、他のフレームのセグメントが、ベースフレームのセグメントを元に
するからです。
セグメント境界が、目的のエッジから数ピクセル以内に収まるようにします。当初のセグ
メントをより正確に調整するために、「ぼかし」や「コントラスト」などのロトブラシお
よびエッジを調整エフェクトのプロパティを変更できます（ロトブラシとマットを調整、
ハードマットを調整、およびソフトマットを調整エフェクトを参照）。

ストロークが細くなるように、ロトブラシツールのチップのサイズを変更できます。
作業の最初の段階では太いストロークが適していますが、細かさが要求される段階で
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は細いストロークが実用的です（ロトブラシストローク、スパンおよびベースフレー
ムを参照）。

7. Page Down キーまたは 2 キーを押して、フレームを 1 つ先に進めます。
After Effects では、ベースフレームから現在のフレームに情報が伝播される際に、セグメ
ント境界を判断できるように、モーショントラッキングやオプティカルフローなどの各種
技法が使用されます。

8. 現在のフレーム用に After Effects によって計算されたセグメント境界が、目的の境界と異
なる場合は、補正ストロークを作成して、前景と背景を After Effects に示してください。
必要に応じて、前景ストロークと背景ストロークを描画してセグメントを補正します。補
正ストロークは、ベースフレームから端にあるフレームに向かって伝播されます。
注意：「ロトブラシ生成」プロパティグループでプロパティを変更して、After Effects で
前のフレームから現在のフレームに向かってセグメント情報が伝播される方法を変更する
こともできます（ロトブラシとマットを調整、ハードマットを調整、およびソフトマット
を調整エフェクトを参照）。

9. セグメント化するデュレーション全体のセグメント境界を作成し終わるまで、フレームを
1 つずつ移動しながら、補正ストロークを作成します。

10. ロトブラシストロークを描画した場合、「ロトブラシとエッジを調整エフェクト」プロパ
ティで「ロトブラシマットを微調整」オプションが有効になります。必要に応じて、「ロ
トブラシマット」プロパティグループ内のプロパティを変更します。（ロトブラシとマッ
トを調整、ハードマットを調整、およびソフトマットを調整エフェクトを参照）。

11. ベースフレームに戻り、エッジを調整ツールに切り替えます。部分的に透明にする必要の
ある領域にエッジを調整ストロークを描画します。マゼンタの線で示されたマットのエッ
ジに沿うか、またいでストロークを描画します。エッジを調整ストロークを描画するとき
は、エッジを調整ツールのポインターが、青の丸で囲まれたプラス記号で表示されます。
最初のエッジを調整ストロークにより、表示をエッジ X 線を調整表示モードに変更しま
す。詳しくは、レイヤーパネルの表示オプションを参照してください。
ベースフレームの調整ストロークはできる限り正確に作成し、前景と背景が混在している
すべての領域をカバーする必要があります。これは、他のフレームの調整が、ベースフ
レームに定義された最初の調整領域を元にするからです。

エッジを調整ストロークを描画して、部分的に透明な領域をマークする

12. 調整ができる限り正確で完全になるまで、エッジを調整ツールと他のフレームを繰り返し
使用します。Alt/Option を押して、エッジを調整ストロークを消去します。

13. エッジを調整ブラシを使用した場合、「ロトブラシとエッジを調整エフェクト」プロパ
ティで「エッジマットを調整を微調整」オプションがオンになります。必要に応じて、
「エッジマットを調整」プロパティグループ内のプロパティを変更します。 （ロトブラ
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

エッジ X 線を調整

シとマットを調整、ハードマットを調整、およびソフトマットを調整エフェクトを参
照）。

作業が完了したら、レイヤーパネルの右下にあるフリーズボタンをクリックして、ロトブラシとエッジを調整
の生成情報をキャッシュ、ロックまたは保存します（ロトブラシセグメンテーションのフリーズ（キャッ
シュ、ロック、保存）を参照）。

ロトブラシセグメンテーションのフリーズ（キャッシュ、ロック、保
存）

レイヤーパネルの表示メニューがロトブラシとエッジを調整に設定されている場合、レイヤーパネルの右下隅
にフリーズボタンが表示されます。コンポジションワークエリア内のレイヤーに存在するロトブラシとエッジ
を調整のすべてのスパンを対象にセグメントをキャッシュしロックするには、このボタンをクリックします。
この操作を行うと、マットが維持され、プロジェクトとともに保存されます。これにより、プロジェクトを再
度開くか変更したときに、ロトブラシとエッジを調整エフェクトがセグメントを再反映しなくなります。
「フリーズ」ボタンをクリックしたときに、After Effects が既にセグメント情報をフレーム用に計算している
場合は、この情報がキャッシュされます。 ロトブラシとエッジを調整のスパン内のフレーム用にセグメント
がまだ計算されていない場合、After Effects はフリーズする前に、セグメントを計算する必要があります。
レイヤーパネルのロトブラシとエッジを調整のスパンビューでは、セグメント情報がフリーズされた（キャッ
シュされロックされた）フレームは青いバーで現されます。

ダイアログボックスの「停止」をクリックすると、After Effects はキャッシュにフレームを追加する
のを停止しますが、ロトブラシとエッジを調整セグメントは、「停止」をクリックした時点までセグメント情
報がキャッシュされた状態でロックされたままになります。

ロトブラシとエッジを調整セグメントのフリーズを解除するには、フリーズボタンを再度クリックします。
ロトブラシとエッジを調整セグメントがフリーズしているときに、フリーズボタンにポインターを合わせる
と、キャッシュされた情報の作成日時に関するツールヒントが表示されます。
ロトブラシとエッジを調整セグメントがフリーズしている場合、ロトブラシツールとエッジを調整ツールのポ
インターに斜線が表示されます。これは、フリーズを解除するまで、新しいストロークが結果に反映されない
ことを示します。
キャッシュおよびロックされる情報は、ロトブラシとエッジを調整のストロークの結果と、ロトブラシとエッ
ジを調整エフェクトの「ロトブラシ生成」プロパティグループ内のプロパティです。例えば、ロトブラシの新
しいストロークを描画したり、「ロトブラシ生成」プロパティグループのプロパティを変更したりして、これ
らのアイテムを変更した場合でも、セグメントのフリーズを解除しない限り、ロトブラシとエッジを調整エ
フェクトの結果には影響を与えません。「ロトブラシマット」プロパティグループ内と「エッジマットを調
整」プロパティグループ内のプロパティはフリーズされません。
フリーズされたロトブラシとマットを調整セグメント情報は、アプリケーションの実行中にキャッシュされて
ロックされ、キャッシュされた情報はプロジェクトとともに保存されます。

レイヤーパネルの表示オプション

レイヤーパネルでボタンをクリックするか、キーボードショートカットキーを使用して、レイヤーパネルの
チャンネルを表示メニューから表示モードを選択することができます。レイヤーパネルの下部にあるコント
ロールを使用して、アルファ境界線やアルファオーバーレイモードで使用されいているオーバーレイの色と不
透明度を変更できます。

エッジを調整ストロークによって X 線として作成された部分的に透明な領域を表示しま
す。(Alt + X キーまたは Option + X キー）。X 線表示で表示されていないロトブラシとエッジを調整パラメー
ター（たとえば、エッジのガタつきを軽減）を変更する場合、変更の結果を確認できるように、表示が前の表
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

アルファ

アルファ境界線

アルファオーバーレイ

注意：

ページの先頭へ

ハードマットを調整

ソフトマットを調整

ページの先頭へ

示に戻ります。

レイヤーのアルファチャンネルを表示します（Alt + 4 キー（Windows）または Option + 4 キー
（Mac OS）。

前景と背景を変えずに、セグメントの境界を色付きのアウトラインとして示してソースレイ
ヤーを表示します（Alt + 5 キー（Windows）または Option + 5 キー（Mac OS）。

前景を変えずに、背景を単色で塗りつぶしてソースレイヤーを表示します（Alt + 6
キー（Windows）または Option + 6 キー（Mac OS））。

レイヤーパネルの表示メニューをロトブラシツールとエッジを調整ツール以外の項目に変更すると、
エッジ X 線を調整、アルファ境界線、およびアルファオーバーレイの表示モードがオフになります。

ハードマットを調整エフェクトとソフトマットを調整エフェクト

ハードマットを調整エフェクトとソフトマットを調整エフェクトを使用して、マスクやカラーキーなどの従来
の方法のいずれかを使用して作成したマットを微調整します。これらのエフェクトのプロパティとコントロー
ルは、ロトブラシとエッジを調整エフェクトのプロパティとコントロールに似ています。

ハードマットを調整エフェクトを使用すると、既存のハードエッジアルファチャンネル
のエッジが向上します。ハードマットを調整エフェクトは After Effects CS5 ～ CS6 のマットを調整エフェク
トの更新されたバージョンです。

新しいソフトマットを調整エフェクトを使用すると、、ソフトマットを定義できます。
このエフェクトは、さらに詳細なエッジと透明な領域を自動的に計算する追加処理を使用します。

ロトブラシとエッジを調整、ハードマットを調整、およびソフトマット
を調整エフェクト参照

「ロトブラシ生成」プロパティグループのロトブラシとエッジを調整エフェクトのプロパティは、前景と背景
間のセグメントと、スパン内の連続するフレームでセグメント情報がどのように使用されるかに影響を与えま
す。ロトブラシエフェクトとエッジを調整のその他のプロパティは、初期セグメントに基づいて生成された
マットに影響を与えます。ハードマットを調整エフェクトはロトブラシマットと似ていますが、「モーション
ブラーを使用」プロパティや「エッジカラーを除去」プロパティなどのオプションが追加されています。ソフ
トマットを調整エフェクトはエッジマットを調整と似ていますが、「モーションブラーを使用」プロパティや
「エッジカラーを除去」プロパティなどのオプションが追加されています。

ロトブラシとエッジを調整エフェクト

ハードマットを調整エフェクト

ソフトマットを調整エフェクト
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エフェクトおよびアニメーションプリセット
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エフェクトおよびアニメーションプリセットの概要

ページの先頭へ

アニメーションプリセットの概要とリソース
エフェクトの概要とリソース
Cycore FX HD エフェクトのリソース
合成エフェクトと制御レイヤー
コンポジションカメラ属性のあるエフェクト
エフェクトコントロールパネル
エフェクト＆プリセットパネル
エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する
エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する、または無効にする
エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する
エフェクトコントロールポイント
ランダム度とランダムシード
合成エフェクト
アニメーションプリセットのリスト

アニメーションプリセットの概要とリソース

アニメーションプリセットを使用すると、キーフレーム、エフェクト、エクスプレッションなどの、レイヤー
プロパティやアニメーションの特定の構成を保存および再使用することができます。例えば、複雑なプロパ
ティ設定、キーフレーム、エクスプレッションを含む複数のエフェクトを使用して爆発の効果を作成した場
合、すべての設定を 1 つのアニメーションプリセットとして保存できます。保存したアニメーションプリセッ
トは、どのレイヤーに適用することもできます。
アニメーションプリセットの多くには、アニメーションではなく、エフェクトやトランスフォームプロパティ
などの組み合わせが含まれています。動作のアニメーションプリセットは、キーフレームではなく、エクスプ
レッションを使用してレイヤープロパティをアニメートします。
アニメーションプリセットを保存し、1 つのコンピューターから別のコンピューターに転送することもできま
す。アニメーションプリセットのファイル名の拡張子は、.ffx です。
After Effects には、数多くのアニメーションプリセットが用意されており、レイヤーに適用して自由に変更す
ることができます。これには、多数のテキストアニメーションプリセットも含まれます（テキストアニメー
ションプリセットを参照）。
After Effects のエフェクト＆プリセットパネルまたは Adobe Bridge を使用して、アニメーションプリセット
を参照し、適用できます。Presets フォルダーを Adobe Bridge で開くには、エフェクト＆プリセットパネル
メニューまたはアニメーションメニューから「アニメーションプリセットを参照」を選択します。.

熟練したユーザーが After Effects をどのように使用しているかを確認するには、アニメーションプリセッ
トを適用して、U または UU と入力します。これにより、アニメートまたは変更されたレイヤープロパ
ティだけが表示されます。アニメートまたは変更されたプロパティを表示すると、アニメーションプリ
セットのデザイナーがアニメーションプリセットを作成するためにどのような変更を加えたかを確認でき
ます。

アニメーションプリセットのダウンロード、インストールおよび移動
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注意：

注意：

ページの先頭へ

After Effects とともにインストールされるアニメーションプリセットは、Program
Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files（Windows）フォルダー
または Applications/Adobe After Effects CC（Mac OS）フォルダーの Presets
フォルダーにあります。
ユーザーが作成したアニメーションプリセットは、初期設定で、
My Documents¥Adobe¥After Effects CC（Windows）フォルダーまたは
Documents/Adobe/After Effects CC（Mac OS）フォルダーの Presets フォルダー
に保存されます。

いずれの Presets フォルダーにも、新しいアニメーションプリセットをファイル単体で追加することも、フォ
ルダーごと追加することもできます。
After Effects を起動すると、Presets フォルダーとサブフォルダーにインストールされたアニメーションプリ
セットが検索され、エフェクト＆プリセットパネルに追加されます。名前がかっこで囲まれたフォルダーの内
容は無視されます。例えば、（archived_animation_presets）フォルダーの内容は読み込まれません。

アニメーションプリセットがエフェクト＆プリセットパネルに表示されるのは、アニメーションプリ
セットが Presets フォルダーまたはそのサブフォルダーに含まれている場合だけです。プリセットを他のフォ
ルダーに移動したい場合、そのフォルダーのショートカット（Windows）またはエイリアス（Mac OS）を
Presets フォルダーに入れてください。

アニメーションプリセットの読み込みと初期化が実行されるのは、エフェクト＆プリセットパネルが表示され
ている場合だけです。エフェクト＆プリセットパネルが閉じていたり、別のパネルの背後に隠れていたりする
場合、アニメーションプリセットは初期化されません。

アニメーションプリセットを保存する
1. プロパティ（位置やスケールなど）とプロパティグループ（ペイントやトランスフォーム
など）の組み合せを選択します。エフェクトだけを選択する場合、エフェクトコントロー
ルパネルでも選択できます。

2. アニメーションメニューまたはエフェクト＆プリセットパネルメニューから「アニメー
ションプリセットを保存」を選択します。

3. ファイルの名前と保存場所を指定し、「保存」をクリックします。

アニメーションプリセットをエフェクト＆プリセットパネルに表示するには、Presets フォルダーに保存して
おく必要があります。

エフェクト＆プリセットパネルにアニメーションプリセットが表示されない場合、エフェクト＆プリ
セットパネルメニューで「リストを更新」を選択します。

アニメーションプリセットに関するオンラインリソース
アニメーションプリセット／Shapes／Backgrounds カテゴリからアニメーションプリセットを適用する
と、エフェクトコントロールパネルにカスタムの「アニメーションシェイプ制御」エフェクトが表示され
ます。このカスタムエフェクトは、このようなアニメーションプリセット用に特別に作成された特殊なエ
クスプレッションコントロールエフェクトです。このエフェクトは、別のレイヤーにコピー＆ペーストし
たり、別の場所に適用できるようアニメーションプリセットとして保存したりできます。

アニメーションプリセットは、AE Enhancers フォーラムなど、After Effects コミュニティの多くの Web サイ
トからもダウンロードできます。
After Effects に付属のアニメーションプリセットのリストについては、アニメーションプリセットのリストを
参照してください。
Andrew Kramer が Video Copilot の Web サイトで多くのアニメーションプリセットを公開しています。
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注意：

注意：

エフェクトの概要とリソース

After Effects には、レイヤーに適用する様々なエフェクトが用意されており、静止画、ビデオおよびオーディ
オの特性を追加または変更できます。例えば、エフェクトを使用すると、イメージの露出やカラーの変更、新
しいビジュアル要素の追加、サウンドの操作、イメージの変形、粒子の削除、様々な照明の追加、トランジ
ションの作成などを行うことができます。
エフェクトは、「フィルター」と混同されることがあります。フィルターとエフェクトの主な違いは、フィル
ターがイメージやレイヤーのその他の特性を永久に変更するのに対し、エフェクトやそのプロパティはいつで
も変更または削除できる点にあります。つまり、フィルターの動作は破壊的で、エフェクトの動作は非破壊的
であるということです。After Effects では、エフェクトを排他的に使用するため、変更は非破壊的に実行され
ます。エフェクトのプロパティを変更すると、直接的な結果として、プロパティは時間の経過に従って変更し
たり、アニメートしたりできます。

シェイプレイヤーの追加メニューから適用できる、「ジグザグ」や「パンク・膨張」などのパスの操
作は、Adobe Illustrator では効果（エフェクト）と呼ばれますが、After Effects の他のエフェクトとは機能が
異なります。

エフェクト＆プリセットパネルを使用して、エフェクトを参照したり適用したりできます。これらのエフェク
トプロパティは、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルを使用したり、レイヤーパネルま
たはコンポジションパネルでエフェクトコントロールポイントを移動することによって変更できます。
1 つのレイヤーに対して同じエフェクトを複数回適用し、各インスタンスの名前を変更し、インスタンスごと
に異なるプロパティを設定することができます。

After Effects 起動時にプラグインが読み込まれていないエフェクトを使用するプロジェクトを開く
と、警告メッセージのダイアログボックスが表示され、タイムラインパネルおよびエフェクトコントロールパ
ネルでは、エフェクトのインスタンス名の最初に「見つかりません :」と表示されます。エフェクトが見つか
らないすべてのインスタンスをアクティブなコンポジションのタイムラインパネルに表示するには、F キーを
2 回押します。

エフェクトプラグイン

After Effects に含まれているエフェクトを含め、すべてのエフェクトはプラグインとして実行されます。プラ
グイン（ファイル拡張子は .aex、.pbk、.pbg など）は、アプリケーションに機能を追加するための小さいソ
フトウェアモジュールです。プラグインがすべてエフェクトプラグインとは限りません。特定のファイル形式
を読み込み、操作する機能を追加するプラグインもあります。例えば、Photoshop Camera Raw プラグイン
を使用すると、After Effects で Camera Raw ファイルを処理できるようになります（プラグインを参照）。
エフェクトはプラグインとして実装されるので、自分で作成したエフェクトを含めて、Adobe 以外の製品のエ
フェクトもインストールして使用できます。1 つの新しいエフェクトまたは新しいエフェクトのフォルダー全
体を Plug-ins フォルダーに追加できます。このフォルダーは、初期設定では次のいずれかのフォルダー内に
あります。

（Windows）Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files

（Mac OS）Applications/Adobe After Effects CC

After Effects を起動すると、Plug-ins フォルダーとサブフォルダーにインストールされたすべてのエフェクト
が検索され、エフェクトメニューおよびエフェクト＆プリセットパネルに追加されます。名前がかっこで囲ま
れたフォルダーの内容は無視されます。例えば、「(archived_effects)」という名前のフォルダーの内容は読み
込まれません。
After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインには、Foundry Keylight、Synthetic Aperture Color
Finesse、Imagineer mocha shape、fnord ProEXR、CycoreFX HD プラグインなどがあります。これらのプ
ラグインは、初期設定でフルバージョンの Adobe After Effects ソフトウェアと一緒にインストールされま
す。（After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照）。

一部のプラグインのインストーラーでは、プラグインのプログラムと同じディレクトリにマニュアルもインス
トールします。
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OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェア
のEXtractoRおよび IDentifier プラグインが After Effects に含まれています。詳しくは、ProEXR プラグイ
ン、IDentifier と EXtractoR を参照してください。

エフェクトのアニメート

他のプロパティをアニメートする場合と同じく、エフェクトのプロパティをアニメートするには、キーフレー
ムやエクスプレッションを追加します。ほとんどの場合、ごく一般的な方法でアニメーションを使用するよう
なエフェクトでも、いくつかのキーフレームやエクスプレッションを設定する必要があります。例えば、トラ
ンジションエフェクトの変換終了プロパティや、タービュレントノイズエフェクトの展開設定をアニメートし
て、静的なエフェクトを動的なエフェクトに変換する場合などです。

色深度

エフェクトの多くは、イメージの色深度とアルファチャンネルのデータを bit/チャンネル（16 bpc または 32
bpc）で処理します。8 bpc のエフェクトを 16 bpc または 32 bpc のプロジェクトで使用すると、カラーの詳
細情報が失われることがあります。エフェクトが 8 bpc だけをサポートし、プロジェクトが 16 bpc または 32
bpc に設定されている場合、エフェクトコントロールパネルでは、エフェクト名の横に警告アイコン  が表
示されます。エフェクト＆プリセットパネルは、現在のプロジェクトの色深度をサポートするエフェクトだけ
を表示するように設定できます（色深度と広ダイナミックレンジカラーを参照）。

エフェクトの不透明度

 

各エフェクトのプロパティグループには、「合成オプション」プロパティグループが含まれています。すべて
のエフェクトに対して「元の画像とブレンド」コントロールと同様に機能する、新しい「エフェクトの不透明
度」プロパティがあります。「エフェクトの不透明度」プロパティを使用すると、不透明度をグローバルに変
更でき、エフェクト全体に適用されます。マスクを個別に追加する必要はありません。
「元の画像とブレンド」コントロールグループを使用すると、対象の領域にマスクを適用することによって、
画像の特定の領域にエフェクトを正確に適用することができます。
詳しくは、元の画像とブレンドエフェクトのセクションを参照してください。
 

レンダリングの順序

マスク、エフェクト、レイヤースタイルおよびトランスフォームプロパティのレンダリング順序は、適用した
エフェクトの最終結果に影響を与える場合があります。初期設定では、エフェクトは適用された順序でタイム
ラインパネルとエフェクトコントロールパネルに表示されます。エフェクトは、このリストの上から順にレン
ダリングされます。エフェクトのレンダリング順序を変更するには、リスト内でエフェクト名を新しい位置に
ドラッグします（レンダリングの順序とトランスフォームのコラップスを参照）。

調整レイヤー

調整レイヤーにエフェクトを適用すると、タイムラインパネルのレイヤーの重なり順で、下にあるすべてのレ
イヤーに反映されます（調整レイヤーを参照）。

エクスプレッション制御エフェクト

「エクスプレッション制御」エフェクトは、既存のレイヤーのプロパティを変更するのではなく、エクスプ
レッションが参照するレイヤーのプロパティを追加するのに使います（エクスプレッション制御エフェクトを
参照）。
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範囲拡張エフェクトによるエッジクリッピングの防止

エフェクトがレイヤーに適用されることにより、エフェクトの結果がレイヤーの境界内のみでしか有効となら
ず、エフェクトが唐突に途切れたように見える場合があります。「範囲拡張」エフェクトをレイヤーに適用す
ると、他のエフェクトの結果を計算するために一時的にレイヤーを拡張できます。この処理は、32 bpc 対応
エフェクトなどの最近のエフェクトでは必要ありません。

スクリプトを使用したエフェクトとエフェクトのプロパティの管理

Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、コンポジションでのエフェクトの検索とオン／オフの切り替
えを行うスクリプトを公開しています。
また、AE Enhancers フォーラムで、複数のレイヤーでエフェクトプロパティの変更を同期するスクリプトも
公開しています。

ツールで適用するエフェクト

「パペット」エフェクト、「ペイント」エフェクト、「ロトブラシ」エフェクトなどの一部のエフェクトは、
他のエフェクトのように直接適用するのではなく、ツールを使用してレイヤーに適用します（パペットツール
を使用したアニメート、ペイントツールとペイントストローク、および透明化、不透明化、合成を参照）。

Cycore FX HD エフェクトのリソース

CycoreFX HD は、After Effects CC および CS6 のインストールに含まれています。すべてのエフェクトで 16
bpc がサポートされ、35 個のエフェクトで 32 bpc（浮動小数点）がサポートされています。CycoreFX HD
プラグインでは、モーションブラーやライトなど、多くのコントロールやオプションをサポートしています。
Todd Kopriva の video2brain によるこのビデオでは、Cycore エフェクトと向上した色深度について紹介して
います。これらのエフェクトをいくつか適用する方法および異なるビット深度を使用するとはどのようなこと
なのかについて学習します。
Cycore FX（CC）プラグインのマニュアル（チュートリアルおよびサンプルプロジェクトを含む）について
は、Cycoreの Web サイトを参照してください。
Bob Donlon が、CC Particle Systems II エフェクトに関する次のチュートリアルを、アドビ システムズ社の
Web サイトで公開しています：

炎のシミュレート

Eran Stern が、彼自身の Web サイトで、CC Particle System II エフェクトと CC Mr. Mercury エフェクトを
紹介するビデオチュートリアルを公開しています。

合成エフェクトと制御レイヤー

一部のエフェクトでは、入力値として制御レイヤー（レイヤーマップ）を使用します。これらの合成エフェク
トでは、制御レイヤーのピクセル値に基づいて、エフェクトが適用されるレイヤー（適用先のレイヤー）のピ
クセルに与える影響を計算します。場合によっては、エフェクトが制御レイヤーのピクセルの輝度値を使用し
たり、制御レイヤーのピクセルの個別のチャンネル値を使用します。
例えば、「ディスプレイスメントマップ」エフェクトは、制御レイヤーの輝度値に基づいて、下になっている
レイヤーのピクセルをシフトする範囲と方向を決定します。「シャター」エフェクトは、砕かれた破片の形を
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注意：

注意：

カスタマイズする制御レイヤーと、適用先のレイヤーの特定部分をいつ爆発させるかを制御する制御レイヤー
を使用できます。
制御レイヤーのエフェクト、マスクおよびトランスフォームは、合成エフェクトでは無視されます。レイヤー
上のエフェクト、マスクおよびトランスフォームの結果を使用するには、レイヤーをプリコンポーズして、プ
リコンポジションレイヤーを制御レイヤーとして使用します。
制御レイヤーは、非表示の状態（ビデオスイッチ  がオフの状態）で使用することが一般的です。
ほとんどの合成エフェクトには、「マップを同一サイズに拡大/縮小」オプション（または同様の名前のオプ
ション）が用意されています。このオプションでは、適用先のレイヤーのサイズに合わせて制御レイヤーを一
時的に伸縮します。これにより、制御レイヤー内のピクセルを適用先のレイヤー内の各ピクセルに対応させる
ことができます。このオプションの選択を解除した場合、制御レイヤーが適用先のレイヤーの中央に元のサイ
ズで配置されたものとして合成エフェクトが計算されます。

制御レイヤーは、Adobe Photoshop などのイメージ編集プログラムで描画またはペイントして作成できま
す。
制御レイヤーを作成する場合のヒントを以下に示します。

多くの合成エフェクトでは、制御レイヤーに含まれる中間調のグレーのピクセルはヌル演
算に対応しています。このため、中間調のグレーの平面レイヤーを使用すると、制御レイ
ヤーを簡単に作成できます。
「タービュレントノイズ」エフェクトをレイヤーに適用してプリコンポーズすると、乱流
や大気の状態を表現するのに適した制御レイヤーを作成できます。
制御レイヤーは、白の平面レイヤー、黒の平面レイヤーおよびモノクロにするエリアを決
定する一番上のレイヤーのマスクをプリコンポーズすることで作成できます。マスクの境
界線をぼかすプロパティ値を大きくすると、黒の値と白の値の間の境目がぼかされます。
隣り合うピクセル値の間のコントラストによって、制御レイヤーの表面で値が変化すると
きの滑らかさが決まります。滑らかな変化を生成するには、ソフトブラシやアンチエイリ
アスブラシを使用してペイントするか、またはグラデーションを適用します。急激な変化
を生成するには、中間的なシェードを避け、50％グレー、黒、白など間隔の広いシェード
をいくつか使用します。

コンポジションカメラ属性のあるエフェクト

一部のエフェクトでは、同じコンポジション内でカメラとライトを使用できます。このエフェクトには、
「カードダンス」、「カードワイプ」、「シャター」などがあります。エフェクトには、常にコンポジション
カメラを使用するものと、エフェクトコントロールパネルにライトとカメラの両オプションが含まれるものが
あります。

「ライブ Photoshop 3D」エフェクトは、コンポジションカメラ属性を持つエフェクトとして機能しま
す。このエフェクトは、レイヤーが PSD ファイルの 3D オブジェクトレイヤーである場合にのみ表示されま
す詳しくは、Photoshop の 3D オブジェクトレイヤーを参照してください。

コンポジションカメラ属性のあるエフェクトを 2D レイヤーに適用すると、コンポジション内のカメラとライ
トの位置を追跡したり、適用された 2D レイヤー上で 3D イメージをレンダリングしたりできます。エフェク
トを適用した結果は、3D に見えます。ただし、コンポジションカメラ属性を適用したレイヤーは、2D レイ
ヤーのまま保持され、次の特性を持ちます。

タイムラインパネルで、2D レイヤーの上下にある 3D レイヤー同士を交差させたり、相
互にシャドウを落としたりすることはできません。
2D レイヤーは、3D レイヤーと交差させたり、シャドウを落としたり受けたりすることは
できません。

イメージはコンポジション上ではなくレイヤー上でレンダリングされます。そのため、これらのエ
フェクトは、コンポジションと同じサイズでコンポジションの中心に配置されたレイヤーに適用してくださ
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すべての色深度のエフェクトを表示

い。

エフェクトコントロールパネル

エフェクトをレイヤーに適用するとエフェクトコントロールパネルが開き、適用されたエフェクトと、そのプ
ロパティ値を制御するためのコントロールが一覧表示されます。タイムラインパネルでも、エフェクトを操作
したり、ほとんどのプロパティ値を変更したりできますが、エフェクトコントロールパネルを使用した方が簡
単です。エフェクトコントロールパネルには、スライダー、エフェクトコントロールポイントボタン、ヒスト
グラムなど、様々なプロパティを簡単に制御できるコントロールがあります。
エフェクトコントロールパネルはビューアなので、複数のレイヤーのエフェクトコントロールパネルを一度に
開いたり、パネルのタブにあるビューアメニューからレイヤーを選択したりすることができます。

選択したレイヤーのエフェクトコントロールパネルを開くには、F3 キーを押します。
エフェクトを選択するには、エフェクトをクリックします。重なり順の次のエフェクトを
選択するには下向き矢印キーを押し、前のエフェクトを選択するには上向き矢印キーを押
します。
選択したエフェクトを開くには右向き矢印キーを押し、閉じるには左向き矢印キーを押し
ます。
プロパティグループを開閉するには、エフェクト名またはプロパティグループ名の左にあ
る三角形をクリックします。
プロパティグループとそのすべての子グループを開閉するには、Ctrl キー（Windows）ま
たは Command キー（Mac OS）を押しながら三角形をクリックします。
選択したエフェクトのすべてのプロパティグループを開閉するには、Ctrl + @（アット
マーク）キー（Windows）または Command + @（アットマーク）キー（Mac OS）を押
します。
エフェクトのプロパティをすべて初期設定値にリセットするには、エフェクトコントロー
ルパネルの上部にある「リセット」をクリックします。
選択したエフェクトを複製するには、編集／複製を選択するか、Ctrl + D キー
（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押します。
エフェクトのレンダリング順序を変更するには、エフェクトを上下にドラッグします。
エフェクトのプロパティをアニメーションプリセットのプロパティとして使用するには、
エフェクトコントロールパネルの上部にあるアニメーションプリセットメニューから「ア
ニメーションプリセットとして保存」を選択します。
エフェクトコントロールパネルでアニメーションプリセットメニューを表示するには、パ
ネルメニューで「アニメーションプリセットを表示」を選択します。
エフェクトプロパティの値の範囲を変更するには、下線付きのプロパティ値を右クリック
する（Windows）か、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメ
ニューから「値を編集」を選択します。

エフェクト＆プリセットパネル

エフェクト＆プリセットパネルを使用して、エフェクトおよびアニメーションプリセットを参照し、適用でき
ます。パネル内の各アイテムには、その種類を示すアイコンが付いています。アイコンに表示されている数字
は、エフェクトが最大 8、16 または 32 bit/チャンネルで機能するかどうかを示しています。
エフェクトとアニメーションプリセットのリストをスクロールしたり、パネルの一番上にある検索ボックスに
名前の一部を入力してエフェクトおよびアニメーションプリセットを検索したりできます。
エフェクト＆プリセットパネルメニューで選択したオプションによって、表示する項目が決定されます：

現在のプロジェクトの色深度で使用できるエフェクトだけでなく、すべ
ての色深度で使用できるエフェクトが表示されます。
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エフェクトを表示

アニメーションプリセットを表示

ページの先頭へ

注意：

使用可能なすべてのエフェクトが表示されます。

Presets フォルダーに新たに保存したアニメーションプリセットを含む、
すべてのアニメーションプリセットを表示します。

このパネルには、パネルメニューで選択したオプションに従ってエフェクトおよびアニメーションプリセット
が表示されます。オプションには、「カテゴリ」、「エクスプローラーフォルダー」（Windows）、「Finder
フォルダー」（Mac OS）、「名前順」があります。
次のパネルメニューのコマンドを使用して、エフェクトおよびアニメーションプリセットを管理します。
エクスプローラーで表示（Windows）、Finder で表示（Mac OS）
エフェクト＆プリセットパネルで選択したエフェクトまたはアニメーションプリセットを含むフォルダーを開
きます。
 

リストを更新
エフェクトおよびアニメーションプリセットのリストを更新します。
 

 

エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する

エフェクトまたはアニメーションプリセットを単一のレイヤーに適用するには、エフェク
トまたはアニメーションプリセットを、エフェクト＆プリセットパネルからタイムライン
パネル、コンポジションパネル、エフェクトコントロールパネルのレイヤーのいずれかに
ドラッグします。

エフェクトまたはアニメーションプリセットをコンポジションパネルのレイヤーにドラッグすると、
ポインターの下にあるレイヤーの名前が情報パネルに表示されます。レイヤーを選択していない場合、アニ
メーションプリセットをダブルクリックすると、新しいレイヤーが作成され、プリセットがレイヤーに適用さ
れます。レイヤーが選択されていない場合にエフェクトをダブルクリックしても、何も起こりません。

エフェクトまたはアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するに
は、レイヤーを選択し、エフェクト＆プリセットパネルでエフェクトまたはアニメーショ
ンプリセットをダブルクリックします。
エフェクトを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択し、エフェクト
メニューの[カテゴリ]を選択して、サブメニューから[エフェクト]を選択します。
最近保存または適用したアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用す
るには、レイヤーを選択し、アニメーション／最近のアニメーションプリセットを選択し
て、リストからアニメーションプリセットを選択します。
最後に使用したアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、
レイヤーを選択し、Ctrl + Alt + Shift + F キー（Windows）または Command + Option +
Shift + F キー（Mac OS）を押します。
最後に使用したエフェクトを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択
し、Ctrl + Alt + Shift + E キー（Windows）または Command + Option + Shift + E キー
（Mac OS）を押します。
Adobe Bridge を使用してアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用
するには、レイヤーを選択し、アニメーション／アニメーションプリセットを参照を選択
して、アニメーションプリセットを表示してからダブルクリックします。
エフェクト設定をアニメーションプリセットから現在のエフェクトのインスタンスに適用
するには、エフェクトコントロールパネルで、エフェクトのアニメーションプリセットメ
ニューからアニメーションプリセット名を選択します。
エフェクトを 1 つのレイヤーから 1 つまたは複数のレイヤーにコピーするには、タイムラ
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注意：

インパネルまたはエフェクトコントロールパネルでエフェクトを選択し、編集／コピーを
選択して、ターゲットレイヤーを選択してから編集／ペーストを選択します。

エフェクトまたはアニメーションプリセットをレイヤーに適用すると、レイヤーが選択されます。

初期設定では、エフェクトをレイヤーに適用すると、レイヤーのデュレーションでエフェクトが適用されま
す。ただし、キーフレームまたはエクスプレッションを使用するか、エフェクトを調整レイヤーに適用するこ
とで、エフェクトを特定の時間に開始、終了したり、時間の経過に応じてエフェクトの強度を増減させたりで
きます。
アニメーションプリセットは、現在の時刻に適用されます。

アニメーションプリセットをレイヤーに適用した結果を表示するには、レイヤーを選択し、U キーを 2 回
押して変更されたプロパティを表示するか、U キーを 1 回押してキーフレームまたはエクスプレッション
が設定されているプロパティを表示します。

エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する、または無効に
する

エフェクトをレイヤーに適用した後でも、特定またはすべてのエフェクトを一時的に無効にして、コンポジ
ション内の他の編集作業に集中することができます。無効にしたエフェクトは、レビューでも最終出力でもレ
ンダリングされません。ただし、レンダーキューパネルでは、プレビュー用にレンダリングされたエフェクト
の種類に関係なく、すべてのエフェクトを有効にしてコンポジションをレンダリングするように指定できま
す。エフェクトを無効にしても、エフェクトプロパティで作成されたキーフレームは削除されません。すべて
のキーフレームは、エフェクトがレイヤーから削除されるまで保持されます。
アニメーションプリセットは、1 つの単位として無効にすることも、レイヤーから削除することもできませ
ん。ただし、アニメーションプリセットを構成するエフェクト、キーフレームおよびエクスプレッションを個
別に削除したり無効にしたりすることはできます。

レイヤーからエフェクトを削除するには、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラ
インパネルでエフェクト名を選択し、Delete キーを押します。
1 つまたは複数のレイヤーからすべてのエフェクトを削除するには、タイムラインパネル
またはコンポジションパネルでレイヤーを選択し、エフェクト／すべてを削除を選択する
か、Ctrl + Shift + E キー（Windows）または Command + Shift + E キー（Mac OS）を押
します。

このコマンドは、対象のエフェクトのすべてのキーフレームも削除します。すべてを削除を誤って選
択した場合は、すぐに編集／エフェクトを削除の取り消しまたは編集／すべてのエフェクトを削除の取り消し
を選択すると、エフェクトとキーフレームを元に戻すことができます。

1 つのエフェクトを一時的に無効にするには、エフェクトコントロールパネルまたはタイ
ムラインパネルでレイヤーを選択し、エフェクト名の左にあるエフェクトスイッチ  を
クリックします。
レイヤー上のすべてのエフェクトを一時的に無効にするには、タイムラインパネルでス
イッチ列にあるエフェクトスイッチ  をクリックします。
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エフェクトコントロールパネルのエフェクトスイッチ

タイムラインパネルのエフェクトスイッチ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する

検索対象のフォルダーからエフェクトやアニメーションプリセットを削除すると、それらは After Effects に読
み込まれなくなり、エフェクト＆プリセットパネルやエフェクトメニューで表示されなくなります。

1. エフェクト＆プリセットパネルでエフェクトまたはアニメーションプリセットを選択しま
す。

2. パネルメニューから「エクスプローラーで表示」（Windows）または「Finder で表示」
（Mac OS）を選択します。

3. エフェクトファイル（.aex）またはアニメーションプリセットファイル（.ffx）を、Plug-
ins フォルダーまたは Presets フォルダーの外へ移動します。

4. エフェクト＆プリセットパネルメニューで「リストを更新」を選択し、パネルのアニメー
ションプリセットのリストを更新します。

エフェクトのリストは、アプリケーションの起動時にのみ更新されます。

使用頻度の低いエフェクトやアニメーションプリセットは、完全に削除してしまうのではなく、Plug-ins
フォルダーまたは Presets フォルダー内にサブフォルダーを作成して保存しておくことをお勧めします。
例えば、(archived_animation_presets) のように、名前がかっこで囲まれたフォルダーの内容は読み込まれ
ません。

エフェクトコントロールポイント

一部のエフェクトには、エフェクトがレイヤーに対してどのように影響するかを決定する、エフェクトコント
ロールポイントが含まれています。例えば、稲妻（高度）エフェクトには、稲妻の開始ポイントを指定する
「原点」と、稲妻の向きを指定する「方向」という 2 つのエフェクトコントロールポイントが設定されていま
す。
連続ラスタライズされていないレイヤーの場合、およびトランスフォームがコラップスされていないレイヤー
の場合、エフェクトコントロールポイントはレイヤー空間内にあります。レイヤーが連続ラスタライズされて
いる場合、またはレイヤーにコラップスされたトランスフォームが含まれている場合、エフェクトコントロー
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ルポイントはコンポジション空間にあります（座標系：コンポジション空間とレイヤー空間およびレンダリン
グの順序とトランスフォームのコラップスを参照）。
ベクトルレイヤー（シェイプレイヤーとテキストレイヤーを含む）は常に連続ラスタライズされるため、これ
らのエフェクトコントロールポイントは常にコンポジション空間にあります（ベクトルグラフィックを含むレ
イヤーを連続ラスタライズするを参照）。
ヌルオブジェクトレイヤー、平面レイヤー、およびソースフッテージアイテムに基づいているその他のレイ
ヤーは、初期設定でエフェクトコントロールポイントがレイヤー空間にあります。

エフェクトコントロールポイントを表示する

レイヤーパネルでエフェクトコントロールポイントを表示するには、レイヤーパネルの表
示メニューからエフェクト名を選択します。
コンポジションパネルでエフェクトコントロールポイントを表示するには、タイムライン
パネルまたはエフェクトコントロールパネルでエフェクト名を選択します。

コンポジションパネルでエフェクトコントロールポイントを表示するには、ビューメニューで「レイ
ヤーコントロールを表示」を選択し、表示オプション（ビュー／表示オプション）の「エフェクトコントロー
ル」を選択します。

エフェクトコントロールポイントを移動する

コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでエフェクトコントロールポイント  をド
ラッグします。
エフェクトコントロールパネルで、エフェクトコントロールポイントボタン  をクリッ
クします。次に、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、エフェクトコントロー
ルポイントを配置する場所をクリックします。
他のプロパティを変更する場合と同様、タイムラインパネルまたはエフェクトコントロー
ルパネルで、エフェクトコントロールポイントをドラッグするか、XY 座標を入力しま
す。

ランダム度とランダムシード

真にランダムな結果は再現性がありません。そこで多くのエフェクトでは、ランダムシードプロパティの各値
を使用して、表面上はランダムな結果を生成する計算によってランダム度をシミュレートします。ランダム
シードプロパティ値を含むすべての設定が同じ場合、同じエフェクトの複数のインスタンスで同じ結果を得る
ことができます。これにより、ランダムな外観を維持しながらも、予測どおりの結果を得ることができます。
「ランダムシード」の値を変更しても、ランダムの程度は変わりません。別の方法でランダムに表現されるだ
けです。
乱数カテゴリのエクスプレッションを使用して、ランダム度を上げることができます。

合成エフェクト

Adobe After Effects CC のエフェクトには、任意のエフェクトを元のクリップと簡単にブレンドできるように
したり、追加の調整レイヤーやトラックマットレイヤーなしにクリップの一部だけを変更する合成オプション
が含まれています。

詳しくは、コンポジットオプションとマスク参照を参照してください。
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幻影
ブロック
燃え殻
サーキット
コスミックパワー
クリープ
カーテン
細胞組織

フォグライト
細菌
緑の水晶
消化不良
感染
電光曲線
マグマ
オーブ

ピクセル
競争
レッドスピード
川
ローズライト
シルク
スモーク
流れる曲線

自動スクロール（水平方向）
自動スクロール（垂直方向）
時間に合わせてドリフト
フェードイン
フェードイン＆アウト（フ
レーム）
フェードイン＆アウト（ミリ
秒）

フェードアウト
不透明フラッシュ（レイヤー
マーカー）
不透明フラッシュ（ランダ
ム）
時間に合わせて回転
スケールのバウンド（レイ
ヤーマーカー）
スケールのバウンド（ランダ

ウィグル（ゼリー）
ウィグル（位置）
ウィグル（回転）
ウィグル（スケール）
ウィグル（シアー）
ウィグラマ

アニメーションプリセットのリスト

様々なアニメーションプリセットが製品にバンドルされており、Support Files¥Presets フォルダーにありま
す。

アニメーションプリセットの使用、参照およびプレビューについて詳しくは、アニメーションプリセットの概
要とリソースを参照してください。

次に、Adobe After Effects にパッケージされているアニメーションプリセットのタイプ別の完全なリストを示
します。

Backgrounds（背景）
Behaviors（動作）
Image - Creative（イメージ - クリエイティブ）
Image - Special Effects（イメージ - スペシャルエフェクト）
Image - Utilities（イメージ - ユーティリティ）
Shapes（シェイプ）
Sound Effects（サウンドエフェクト）
Synthetics（合成）
Text（テキスト）
Transform（トランスフォーム）
Transitions - Dissolves（トランジション - ディゾルブ）
Transitions - Movement（トランジション - 動き）
Transitions - Wipes（トランジション - ワイプ）

Backgrounds（背景）

Behaviors（動作）
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ム）

ブルーム（明るさ）
ブルーム（明るさ + 暗さ）
ブルーム（クリスタル 1）
色合い（ブルー）
色合い（ゴールド）
色合い（赤外線）
色合い（月明かり）
色合い（レッドティント）
色合い（むらさき）
色合い（セピア）

色合い（青空）
色合い（夕焼け空）
色合い（日暮れ）
コントラスト（ルミナンス）
コントラスト（彩度）
次元（ベベル + シャドウ）
次元（グロー + シャドウ）
グレースケール
はめ込みビデオ（フレーム）
はめ込みビデオ（ギザギザ）

スコープマスク（左）NTSC
スコープマスク（左）PAL
スコープマスク（下）NTSC
スコープマスク（下）PAL
暗く（下）
サチュレーション（下）
ムービングライト（アモル
ファス）
ムービングライト（デジタ
ル）
ムービングライト（縞模様）
ビネットライト

壊れたテレビ 1 - ゆがみ
壊れたテレビ 2 - 寿命
壊れたテレビ 3 - 受信不良

ひび割れたタイル
エンボスフィルム
ちらつき（レイヤーマー
カー）

ちらつき（ランダム）
モーションレジストレーショ
ンエラー
暗視

 

ダイナミックレンジの圧縮と
伸張
フリップフロップ
フリップ

フロップ
アルファを反転
キーイング（青いブラー）
キーイング（緑のブラー）

Keylight + キークリーナー +
高度なスピルサプレッション
レベル（コンピューターから
ビデオ）
レベル（ビデオからコン
ピューター）
DV ブロックの削減
サンプルイメージのエクスプ
レッション

 

Backgrounds（背景）

多くの箱

Elements（エレメント）

60s テキストバー

Sprites - Animated（ス
プライト - アニメーショ
ン）

Sprites - Still（スプライ
ト - 静止画）

Image - Creative（イメージ - クリエイティブ）

Image - Special Effects（イメージ - スペシャルエフェクト）

Image - Utilities（イメージ - ユーティリティ）

Shapes（シェイプ）
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万華鏡
神経網（円形）
神経網（線形）
神経網（五角形）

 

追跡線（ボックス）
追跡線（ドット）
追跡線（看板）
モードボックス
リングチャート
ワイヤーフレーム
ワーム

エイリアンフェイス
（アニメーション）
円形（細胞分裂）
ダンシングノット
マンダラ（アニメー
ション）
フェーズスコープ
スピロマンダラ
キラキラ星

エイリアンの筆跡
エイリアンフェイス
箱（破線）
的
円形（半円）
円形（三つの破線）
照準（囲み）
照準（円形）
照準（正方形）
扇風機の羽根
フラワーパワー
ギア
ホーリーライト
インドの太陽
マンダラ
星の光（4）
星の光（8）
丸括弧（ベベル）
丸括弧（両方）
シーサイドデイジー
三つの歯車

 

青いバー
細胞
デジタル
幽玄

ゴールドアンビエント
稲妻（水平）
稲妻（垂直）
モザイク

オレンジの光線
スモーク（流れ）
星の爆発

 

3D Text（3D テキスト） Animate In（アニメートイン） Animate Out（アニメートアウ
ト）

Sound Effects（サウンドエフェクト）

レーザー銃
話し中
Adobe ダイヤル
発信音（US）
プッシュ音
電話会社
呼出し音（US）

Synthetics（合成）

Text（テキスト）
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3D 基本（Z 位置カスケード）
3D 基本（Z 位置タイプオン）
3D 基本（X 回転カスケード）
3D 基本（Y 回転カスケード）
3D 中央にバウンドイン
3D 後退（スケールと歪曲）
3D 後退（スクランブルとブ
ラー）
3D フリップイン（X 回転）
3D フリップアウト（X 回転）
3D フリップアップ（反射）
3D はためき（左からイン）
3D はためき（ランダムイン）
3D はためき（右からアウト）
3D フライダウン（展開）
3D フライダウン（カメラの後
ろから）
3D フライダウン（ランダム Y
回転）
3D 行（ズームイン）
3D 色つき単語の雨
3D ランダムなスパイクの回転
3D 位置を戻す
3D 回転（輪）
3D 回転イン（文字ごと）
3D 回転アウト（単語ごと）
3D スクランブルイン（Z 位
置）
3D スパイラルダウン（展開）
3D スパイラル（行ごとに回転
イン）
3D スパイラル（行ごとに回転
アウト）
3D パスに沿ってスイング
3D 単語の前転
3D ツイストと文字の色付け

中央渦巻き
文字シャッフルイン
デコーダフェードイン
ドロップイン（文字）
エスプレッソアイチャート
フェードアップ＆フリップ
フェードアップ（文字）
フェードアップ（行）
フェードアップ（単語）
フライイン
フライイン（ツイスト）
ポップバズ（単語）
文字の雨（イン）
ランダムフェードアップ
ランダムシャッフルイン
単語ランダムシャッフルイン
スローフェードオン
スムーズムーブイン
スピンイン（文字）
スピンイン（単語）
ストレートイン（文字）
ストレートイン（単語）
ストレートイン（複数行）
ストレッチイン（行）
ストレッチイン（単語）
渦巻きオン（行）
渦巻きオン（単語）
タイプライター
中央へワイプイン

エンコーダフェードアウト
フェードアウト（文字）
フェードアウト（スロー）
文字の雨（アウト）
ランダムフライオフ
ランダムフライオフ（単語）
右からスライドオフ（文字）
右からスライドオフ（単語）
ストレッチアウト（行）
ストレッチアウト（単語）
渦巻きオフ（行）
渦巻きオフ（単語）

Blurs（ブラー）

ブラー（単語）
新幹線
蒸発
フォギー
ジギー
トランスポータ

 

Curves and Spins（カーブ＆スピ
ン）

ブルーム
時計回りエントリ
反時計回り回転
塵
投げ縄タンブル
投げ縄
いす取りゲーム
ニュートン
風車
放射状閃光
逆行

Expressions（エクスプレッショ
ン）

バズ（単語）
現在の時間形式
辞書
コンポジション時間の表示
フレーム番号
シャクトリムシ
テキストバウンス
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回転
とんぼ返り
高速スピン
らせんアウト
らせんイン
スパイログラフ
急降下エントリ
お茶の葉
タイヤのリム
渦巻きイン

 

 

Fill and Stroke（塗りと線）

線の追跡
塗りのカラーワイプ
点滅（カラー＆スケール）
点滅（カラー）
点滅（緑）
点火
パルス（青）
パルス（オレンジ）
パルス（線）
色相の回転
スライドカラー点滅
線のイーズダウン
ウィグリー線幅（行）
ウィグリー線幅

 

Graphical（グラフィック）

点滅バー
ライムバー
ブルーノート
カットシェイプ
交換
緑のドット
危険
赤い輪
スクラッチーフィルム
雪片
白い縁取り
黄色い箱

Lights and Optical（ライト＆オ
プティカル）

青い閃光
ブロードウェイ
バブルパルス
出現
露出
閃光
点滅露出
変動
蛍光灯
オフィスライト
オーバーレイ
パルス露出
シャドウ
シルエット
ソナーピン
スピンフラッシュ
単語フラッシュ

Mechanical（機械）

アルゴリズムループ
アルゴリズム
自動化
受信不良
ドップラー
電磁気
ヘリコプター
テキスト挿入
運動学
機械
ピストン
ラック＆ピニオン
ロードトリップ

Miscellaneous（多種多様）

アングルフライイン
後転
吹き飛ばし
バウンスイン
バンジー
混乱
クレー射撃
ドットコム
ゆとり
爆発
ホップ スキップ ジャンプ
振り子
パンチバッグ

Multi-Line（複数行）

アルファベットスープ
収縮 - 伸張
潮流
データパケット
データストリーム
ディーラー
暗号
フライイン（文字）
フライイン（単語）
前 - 後
前 - 後（横回転）
アイデア
着信
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スケールバウンス
スクリーンロール
ステップ
潜水艦
下線
ワープ 9.8

質問
ガタガタ
ロールバウンス
連続跳び
六連発シュート
スライドバウンス
スリップイン
煙
スクイーズ
スーパーヒーロー
スイングアップ
よじれるリボン
消滅点
ウィグリー行
ヨーヨー

ジェット気流 2
ジェット気流
複数行反転
送信 - 着信
空気圧
生産
左右からの積み上げ
曜日
ワープロ
ジッピー

Organic（オーガニック）

秋
沸騰
ブーメラン
対角線バウンス
チューインガム
クライマー
ディップバウンス
二重ヘリックス
ドロップバウンス
疑似餌
はためき
飛行体
アブ
ハチドリ
昆虫ワイプ
昆虫
ラブラドル
カエル飛び
ルースライン
海流
微震
波紋
粘着シート
ゴム
船酔い
シャッフル
シマー
スライス＆ダイス
もやし
タッグチーム
麦畑

Paths（パス）

360 度ループ
アンテロープ
アリ
バックステージ
バランス
風船マン
風船
バウンシング
バブルポップ
バンプ＆スライドオン
ムカデ
集積回路
コンベアベルト
二重らせん
ダウン＆アウト
下り坂スライドオフ
下り坂スライドオン
乱舞
ハードル
空手チョップ
ループオン＆オフ
リリカル
生物
クリップ
パイプ
ラケットボール
ねずみの巣
リールからリール
ロープの吊り橋
へび
滑りやすい坂

Rotation（回転）

しずく
跳ね上げ
フル回転
ルーピーループ
ランダム回転
文字の回転
単語の回転
スピンイン
渦巻き回転
旋風
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気流
揺れ

長いらせん
らせん
弾力
絡まり
吹き抜け
対称
小間物
星型ウォーキング
ジグザグ

Scale（スケール）

ラージスケール
ダンス
スケールダウン（単語）
スケールダウン
スケールアップ（単語）
スケールアップ
ウィグリースケールワイプ
ズームアウェイ
ズームフォワード

Tracking（トラッキング）

縮小
トラッキング（詰め）
右に伸張
トラッキング（拡張）
マグニファイ
不安定
伸縮

ブロックディゾルブ（デジタ
ル）
ブロックディゾルブ（ランダ
ム）
ブロックディゾルブ（走査
線）
ボックス（中心から）NTSC
ボックス（中心から）PAL
ボックス（ランダム）NTSC
ボックス（ランダム）PAL

ボックス（ストローク）NTSC
ボックス（ストローク）PAL
ディゾルブ（染み）
ディゾルブ（ディザ）
ディゾルブ（リップル）
ディゾルブ（サンド）
ディゾルブ（凝固）

ディゾルブ（蒸気）
フェード（ブラック）
フェード（ホワイト）
フェード（露出過多）
楕円（同心）NTSC
楕円（同心）PAL
楕円（ランダム）NTSC
楕円（ランダム）PAL

カードワイプ（2D 粉砕）
カードワイプ（3D ピクセルス
トーム）

スライド（変化）
ストレッチ＆ブラー

ストレッチオーバー（水平）
ストレッチオーバー（垂直）

Transform（トランスフォーム）

XYZ 位置の分割
（位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートするを参照）。

Transitions - Dissolves（トランジション - ディゾルブ）

Transitions - Movement（トランジション - 動き）

538



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

カードワイプ（3D スイング）
はめ込み（移動）
スライド（ドロップ）
スライド（ストレート）
スライド（急降下）

ストレッチ＆スライド
ストレッチ（対角線下から）
ストレッチ（対角線上から）
ストレッチ（水平）
ストレッチ（垂直）

ズーム（2D スピン）
ズーム（3D 回転）
ズーム（バブル）
ズーム（スパイラル）
ズーム（揺れ）

 

帯状ワイプ（構築）NTSC
帯状ワイプ（構築）PAL
帯状ワイプ（交差）NTSC
帯状ワイプ（交差）PAL
帯状ワイプ（ジグザグ）NTSC
帯状ワイプ（ジグザグ）PAL
倉庫の扉
チェッカーワイプ NTSC
チェッカーワイプ PAL

貝
クロックワイプ
コーナーから表示
グリッドワイプ
アイリス（交差）
アイリス（ダイヤ）
アイリス（ポイント）
アイリス（円）
アイリス（スクエア）

アイリス（星 - 展開）
アイリス（星）
アイリス（サンバースト - 展
開）
アイリス（サンバースト）
リニアワイプ
ペイント NTSC
ペイント PAL
ラジアルワイプ（下）
ラジアルワイプ（上）
ブラインド
くさび形ワイプ

Transitions - Wipes（トランジション - ワイプ）

以下も参照してください
Adobe Bridge と After Effects の使用
プラグイン
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
カメラ、ライト、目標点
3D レイヤー
ビューア
タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの検索とフィルター
色深度と広ダイナミックレンジカラー
調整レイヤー
プロパティ値を設定する
タイムラインパネルのレイヤープロパティ
Random Numbers のメソッド（expressionreference）
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アップスケール（ディテールを保持）エフェクト

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトでは、画像のディテールを保持しながら画像を大幅に拡大できます。また、シャープな線の
シャープネスや曲線が保持されます。例えば、SD フレームサイズから HD フレームサイズへ、または HD フレームサイズからデジタルシネマのフ
レームサイズへ拡大できます。
このエフェクトは、Photoshop の画像サイズダイアログボックスの「ディテールを保持」再サンプリングオプションと非常に緊密に連携していま
す。詳しくは、画像のサイズ変更を参照してください。

エフェクトコントロール

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトでは、次のコントロールを利用できます。
コンポジションの幅に合わせる：レイヤーの幅がコンポジションの幅と一致するように、スケールのパーセンテージを設定しま
す。
コンポジションの高さに合わせる：レイヤーの高さがコンポジションの高さと一致するように、スケールのパーセンテージを設
定します。
スケール：最小値は 100％です。
ノイズを軽減：スケールを計算する前に、ノイズリダクションを適用するために使用されます。ノイズが誤って保持する必要が
あるディテールとして扱われないように、この値を大きくします。
ディテール：値を大きくすると、エッジのシャープネスやコントラストが大きくなりますが、共鳴やハロー現象が発生する可能
性があります。ディテールの値が低いと、エッジがよりスムーズで自然な状態で維持されます。
アルファ：アルファチャンネルをカラーチャネルとは異なる方法で処理します。パフォーマンスの理由で、アルファチャンネル
をカラーチャンネルと別に処理することも選択できます。デフォルト値はバイキュービックです。

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトは、トランスフォームプロパティグループのレイヤーのネイティブバイリニアまたはバイキュー
ビックスケーリングの使用など、他のスケーリング方法よりも低速です。
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エフェクトリスト

ページの先頭へ

ページの先頭へ

3D チャンネルエフェクト
ブラー＆シャープエフェクト
チャンネルエフェクト
色調補正エフェクト
アップスケール（ディテールを保持）エフェクト
ディストーションエフェクト
エクスプレッション制御エフェクト
描画エフェクト
キーイングエフェクト
マットエフェクト
ノイズ＆グレインエフェクト
遠近エフェクト
シミュレーションエフェクト
スタイライズエフェクト
テキストエフェクト
時間エフェクト
トランジションエフェクト
ユーティリティエフェクト
旧バージョンエフェクト

3D チャンネルエフェクト

3D チャンネル抽出エフェクト
デプスマットエフェクト
被写界深度エフェクト
フォグ 3D エフェクト
ID マットエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

EXtractoR エフェクト
IDentifier エフェクト
ID マット

ブラー＆シャープエフェクト

ブラー（バイラテラル）エフェクト
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ブラー（ボックス）エフェクト
ブラー（カメラレンズ）エフェクト
ブラー（チャンネル）エフェクト
ブラー（合成）エフェクト
ブラー（方向）エフェクト
ブラー（滑らか）エフェクト
ブラー（ガウス）エフェクト
ブラー（レンズ）エフェクト
ブラー（放射状）エフェクト
インターレースのちらつき削減エフェクト
シャープエフェクト
ブラー（詳細）エフェクト
アンシャープマスクエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Cross Blur エフェクト（CS6）
CC ブラー（放射状）エフェクト
CC ブラー（滑らか）エフェクト
CC Vector Blur エフェクト

チャンネルエフェクト

アリスマチックエフェクト
ブレンドエフェクト
計算エフェクト
チャンネルコンバイナーエフェクト
合成アリスマチックエフェクト
反転エフェクト
最大／最小エフェクト
カラーマット削除エフェクト
チャンネル設定エフェクト
マット設定エフェクト
チャンネルシフトエフェクト
単色合成エフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Composite エフェクト

色調補正エフェクト
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ページの先頭へ

自動カラー補正および自動コントラストエフェクト
自動レベル補正エフェクト
白黒エフェクト
輝度＆コントラストエフェクト
ブロードキャストカラーエフェクト
色を変更エフェクト
他のカラーへ変更エフェクト
チャンネルミキサーエフェクト
カラーバランスエフェクト
カラーバランス（HLS）エフェクト
カラーリンクエフェクト
カラースタビライザーエフェクト
コロラマエフェクト
トーンカーブエフェクト
平均化（イコライズ）エフェクト
露出エフェクト
ガンマ/ペデスタル/ゲインエフェクト
色相/彩度エフェクト
色抜きエフェクト
レベルエフェクト
レベル（個々の制御）エフェクト
レンズフィルターエフェクト
PS 不定マップエフェクト
特定色域の選択エフェクト
シャドウ・ハイライトエフェクト
色合いエフェクト
トライトーンエフェクト
自然な彩度エフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Color Neutralizer エフェクト（CS6）
CC Color Offset エフェクト
CC Kernel エフェクト（CS6）
CC Toner エフェクト

アップスケール（ディテールを保持）エフェクト

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトでは、画像のディテールを保持しながら画像を大幅に拡大で
きます。また、シャープな線のシャープネスや曲線が保持されます。例えば、SD フレームサイズから HD フ
レームサイズへ、または HD フレームサイズからデジタルシネマのフレームサイズへ拡大できます。
このエフェクトは、Photoshop の画像サイズダイアログボックスの「ディテールを保持」再サンプリングオプ
ションと非常に緊密に連携しています。詳しくは、Photoshop での画像のサイズ変更を参照してください。
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ページの先頭へ

エフェクトコントロール

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトでは、次のコントロールを利用できます。
Fit Toコンポジションの幅に合わせる：レイヤーの幅がコンポジションの幅と一致するよ
うに、スケールのパーセンテージを設定します。
Fit Toコンポジションの高さに合わせる：レイヤーの高さがコンポジションの高さと一致
するように、スケールのパーセンテージを設定します。
スケール：最小値は 100％です。
ノイズを軽減：スケールを計算する前に、ノイズリダクションを適用するために使用され
ます。ノイズが誤って保持する必要があるディテールとして扱われないように、この値を
大きくします。
ディテール：値を大きくすると、エッジのシャープネスやコントラストが大きくなります
が、共鳴やハロー現象が発生する可能性があります。ディテールの値が低いと、エッジが
よりスムーズで自然な状態で維持されます。
アルファ：アルファチャンネルをカラーチャネルとは異なる方法で処理します。パフォー
マンスの理由で、アルファチャンネルをカラーチャンネルと別に処理することも選択でき
ます。デフォルト値はバイキュービックです。

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトは、トランスフォームプロパティグループのレイヤーのネイ
ティブバイリニアまたはバイキュービックスケーリングの使用など、他のスケーリング方法よりも低速です。

ディストーションエフェクト

ベジェワープエフェクト
バルジエフェクト
コーナーピンエフェクト
ディスプレイスメントマップエフェクト
ゆがみエフェクト
ズームエフェクト
メッシュワープエフェクト
ミラーエフェクト
オフセットエフェクト
レンズ補正エフェクト
極座標エフェクト
リシェープエフェクト
波紋エフェクト
にじみエフェクト
球面エフェクト
トランスフォームエフェクト
タービュレントディスプレイスエフェクト
回転エフェクト
ワープエフェクト
ワープスタビライザーエフェクト（CS5.5 以降）
波形ワープエフェクト
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

サードパーティ製エフェクト：

CC Bend It エフェクト
CC Bender エフェクト
CC Blobbylize エフェクト
CC Flo Motion エフェクト
CC Griddler エフェクト
CC Lens エフェクト
CC Page Turn エフェクト
CC Power Pin エフェクト
CC Ripple Pulse エフェクト
CC Slant エフェクト
CC Smear エフェクト
CC Split エフェクト
CC Split 2 エフェクト
CC Tiler エフェクト

エクスプレッション制御エフェクト

エクスプレッション制御エフェクトを参照してください。

角度制御エフェクト
チェックボックス制御エフェクト
カラー制御エフェクト
レイヤー制御エフェクト
ポイント制御エフェクト
スライダー制御エフェクト

描画エフェクト

4 色グラデーションエフェクト
稲妻（高度）エフェクト
オーディオスペクトラムエフェクト
オーディオウェーブフォームエフェクト
レーザーエフェクト
セルパターンエフェクト
チェッカーボードエフェクト
円エフェクト
楕円エフェクト
スポイト塗りエフェクト
塗りエフェクト
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

フラクタルエフェクト
グリッドエフェクト
レンズフレアエフェクト
塗りつぶしエフェクト
電波エフェクト
グラデーションエフェクト
落書きエフェクト
線エフェクト
ベガスエフェクト
ブラシアニメーションエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Glue Gun エフェクト
CC Light Burst 2.5 エフェクト
CC Light Rays エフェクト
CC Light Sweep エフェクト
CC Threads エフェクト（CS6）

キーイングエフェクト

カラー差キーエフェクト
カラーキーエフェクト
色範囲エフェクト
異なるマットエフェクト
抽出エフェクト
インナー／アウターキーエフェクト
リニアカラーキーエフェクト
ルミナンスキーエフェクト
スピルサプレッションエフェクト
高度なスピルサプレッションエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Simple Wire Removal エフェクト
Keylight エフェクト

マットエフェクト

マットチョークエフェクト
ロトブラシとマットを調整エフェクト
チョークエフェクト
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サードパーティ製エフェクト：

mocha shape

ノイズ＆グレインエフェクト

グレイン（追加）エフェクト
ダスト＆スクラッチエフェクト
フラクタルノイズエフェクト
グレイン（マッチ）エフェクト
ミディアンエフェクト
ノイズエフェクト
ノイズアルファエフェクト
ノイズ LS エフェクトとノイズ HLS オートエフェクト
グレイン（除去）エフェクト
タービュレントノイズエフェクト

遠近エフェクト

3D メガネエフェクト
ベベルアルファエフェクト
ベベルエッジエフェクト
ドロップシャドウエフェクト
放射状シャドウエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Cylinder エフェクト
CC Environment エフェクト（CS6）
CC Sphere エフェクト
CC Spotlight エフェクト

シミュレーションエフェクト

カードダンスエフェクト
コースティックエフェクト
泡エフェクト
パーティクルプレイグラウンドエフェクト
シャターエフェクト
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ウェーブワールドエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Ball Action エフェクト
CC Bubbles エフェクト
CC Drizzle エフェクト
CC Hair エフェクト
CC Mr. Mercury エフェクト
CC Particle Systems II エフェクト
CC Particle World エフェクト
CC Pixel Polly エフェクト
CC Rainfall エフェクト（CS6）
CC Scatterize エフェクト
CC Snowfall エフェクト（CS6）
CC Star Burst エフェクト

スタイライズエフェクト

ブラシストロークエフェクト
カートゥーンエフェクト
カラーエンボスエフェクト
エンボスエフェクト
輪郭検出エフェクト
グローエフェクト
モザイクエフェクト
モーションタイルエフェクト
ポスタリゼーションエフェクト
ラフエッジエフェクト
拡散エフェクト
ストロボエフェクト
テクスチャエフェクト
しきい値エフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Block Load エフェクト（CS6）
CC Burn Film エフェクト
CC Glass エフェクト
CC Kaleida エフェクト
CC Mr. Smoothie エフェクト
CC Plastic エフェクト（CS6）
CC RepeTile エフェクト
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CC Threshold エフェクト
CC Threshold RGB エフェクト

テキストエフェクト

番号エフェクト
タイムコードエフェクト

時間エフェクト

エコーエフェクト
ポスタリゼーション時間エフェクト
時間差エフェクト
時間置き換えエフェクト
タイムワープエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Force Motion Blur エフェクト
CC Time Blend エフェクト
CC Time Blend FX エフェクト
CC Wide Time エフェクト

トランジションエフェクト

ブロックディゾルブエフェクト
カードワイプエフェクト
グラデーションワイプエフェクト
アイリスワイプエフェクト
リニアワイプエフェクト
放射状ワイプエフェクト
ブラインドエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Glass Wipe エフェクト
CC Grid Wipe エフェクト
CC Image Wipe エフェクト
CC Jaws エフェクト
CC Light Wipe エフェクト
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CC Line Sweep エフェクト（CS6）
CC Radial ScaleWipe エフェクト
CC Scale Wipe エフェクト
CC Twister エフェクト
CC WarpoMatic エフェクト（CS6）

ユーティリティエフェクト

カラー LUT を適用エフェクト
Cineon コンバーターエフェクト
カラープロファイルコンバーターエフェクト
範囲拡張エフェクト
HDR コンパンダーエフェクト
HDR ハイライト圧縮エフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Overbrights エフェクト（CS6）

旧バージョンエフェクト

旧バージョンカテゴリのエフェクトは、以前のバージョンの After Effects で作成されたプロジェクトと互換性
があります。プロジェクトを更新したり、新しいプロジェクトを作成した場合は、旧バージョンカテゴリのエ
フェクト以外のエフェクトや手法を使用する必要があります。

基本 3D エフェクト
3D レイヤーを代わりに使用します。3D レイヤーを参照してください。
Fast Blur effect

代わりにブラー（ガウス）エフェクトを使用します。詳しくは、ブラー＆シャープエフェ
クトを参照してください。
稲妻エフェクト
「稲妻（高度）」エフェクトを代わりに使用します。稲妻（高度）エフェクトを参照して
ください。
パステキストエフェクト
テキストレイヤーを代わりに使用します。パスに沿ったテキストの作成とアニメートを参
照してください。
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注意：

キーイングの概要とリソース
キーイングについて：カラーキー、ルミナンスキー、差キー
キーイングエフェクト（Keylight を含む）
キーイングを考慮したフッテージの撮影と作成
After Effects でのキーイングのヒント
ガーベッジマットを使用する
ホールドアウトマットを使用する

キーイングの概要とリソース
背景が識別しやすい一定のカラーでない場合、キーイングエフェクトで背景を削除することはできま

せん。このような場合は、ロトスコーピング（個別のフレーム上で手動で描画またはペイントして、前景オブ
ジェクトを背景から分離する方法）を使用する必要があります（ロトスコーピングの概要とリソースを参
照）。

キーイングについて：カラーキー、ルミナンスキー、差キー

キーイングとは、イメージの特定のカラーまたは輝度の値によって透明度を定義することです。値をキーアウ
トすると、その値と近似値のカラーや輝度のピクセルがすべて透明になります。
キーイングは、特定の背景色を簡単に変えられるので、オブジェクトが複雑すぎて簡単にマスクできない場合
に特に便利です。キーイングしたレイヤーを別のレイヤーの上に配置すると、キーイングしたレイヤーの透明
な部分から背景が見えるコンポジットになります。
キーイングで作成したコンポジットは、映画でよく使われます。例えば、俳優がヘリコプターからぶら下がっ
たり、宇宙遊泳したりしている場面がその例です。このような効果を得るには、まず、単色のカラースクリー
ンを背景にして、適切な位置で俳優を撮影します。次に、背景色をキーアウトして、俳優がいるシーンを新し
い背景の上に合成します。
一定のカラーの背景をキーアウトする手法を、通常、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンといいま
す。ただし、背景を必ず青や緑にする必要はなく、単色であればどの色でもかまいません。レッドスクリーン
は、一般に車や宇宙船のミニチュアなど、人間以外の物の撮影に使用します。マゼンタスクリーンは、視覚効
果が評判の長編映画のキーイング処理に使用されています。他にも、このようなキーイングの用語にカラー
キーやクロマキーがあります。
差分キーイングは、カラーキーイングと異なります。差分キーイングは、基準となる背景画像から透明な部分
を定義します。単色のスクリーンではなく、任意の背景をキーアウトします。差分キーイングを使用するに
は、背景のみを含むフレームが少なくとも 1 つ必要です。このフレームと他のフレームが比較され、背景ピク
セルが透明になって前景にあるオブジェクトが残ります。ノイズ、グレイン、およびその他の微妙な差によ
り、実際に差分キーイングを使用することが非常に難しくなります。

キーイングエフェクト（Keylight を含む）

After Effects には、組み込みのキーイングエフェクトに加えて、アカデミー賞を受賞した Keylight エフェクト
も用意されており、プロ級のカラーキーイングを行えます。（キーイングエフェクトとマットエフェクトを参
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照）。
Keylight エフェクトについて詳しくは、Keylight プラグインのインストールフォルダーまたは Foundry の
Web サイトにある関連マニュアルを参照してください。

目的によっては、After Effects に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともあり
ますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に Keylight を使用してキーイングすることを
お勧めします。一部のキーイングエフェクト（「カラーキー」エフェクトや「ルミナンスキー」エフェクトな
ど）は、Keylight などの新しいエフェクトに変更されました。

キークリーナーおよび高度なスピルサプレッションエフェクトは、Keylight のようなキーイングエフェクトの
後、この順番で一緒に適用すると最も効果的です。
3 つのエフェクトすべてを適用するには、Keylight + キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメー
ションプリセット（イメージ - ユーティリティプリセットフォルダー内）を使用します。高度なスピルサプ
レッションエフェクトはデフォルトでオフになっていて、フッテージにカラースピルを取り除く必要がない場
合、Keylight エフェクトでキーカラーをサンプリングできます。詳しくは、キークリーナーエフェクトと高度
なスピルサプレッションエフェクトを参照してください。

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイト上の彼の著書 After Effects Studio Techniques: Visual
Effects and Compositing で、Keylight エフェクトの使用方法に関するヒントとテクニックを紹介していま
す。Mark Christiansen が、After Effects Studio Techniques の「Color Keying in After Effects」で、カラー
キーイングのヒントとテクニックについて詳しく説明しています。ここでは、使用すべきでないキーイングエ
フェクトやキーイングエフェクトの一般的な問題の解決方法について取り上げています。
「カラー差キー」エフェクト、「マットチョーク」エフェクト、「スピルサプレッション」エフェクト、ガ
ベージマスクの使用方法を示す詳細なチュートリアルについては、Peachpit Press の Web サイトの After
Effects Classroom in a Book の「Keying in After Effects」を参照してください。
Jeff Foster が、自身の著書 The Green Screen Handbook: Real World Production Techniques から一部の章を
サンプルとして無料で公開しています。サンプルの章では、合成の基本、カラーキーイング、ガーベッジマッ
ト、ホールドアウトマットに加えて、グリーンスクリーンショットで発生する一般的な問題を回避する方法が
含まれています。詳しくは、アドビシステムズ社の Web サイトを参照してください。
Rich Young は、After Effects Portal ウェブサイトで、キーイングのためのヒントやリソースを公開していま
す。
経験豊富な合成作業者、Chris Zwar によるキーイングと合成のヒント。

合成することを考慮に入れずに撮影されたフッテージを使用する場合は特に、品質の高いキーを生成
するには、複数のキーイングエフェクトを順に適用し、そのプロパティを慎重に変更する必要があります。

キーイングを考慮したフッテージの撮影と作成

カラーキーイングをより簡単で効果的に行うためのフッテージの撮影方法のヒントについては、Jonas
Hummelstrand の General Specialist Web サイト を参照してください。

カラースクリーンに均一な照明を当て、しわがないようにします。
できるだけ画質のよい素材（スキャンしてデジタル化したフィルムなど）を使います。
圧縮していないフッテージか、可能なかぎり圧縮率の小さいフッテージを使用します。
ファイルを圧縮すると（特に DV、HDV、Motion JPEG の圧縮アルゴリズムを使用した場
合）、ブルースクリーンから適切なキーを作成するのに必要な青色の微妙な差が破棄され
ます。カラーのサブサンプリングを可能な限り抑えたフッテージを使用してください。例
えば、4:2:0 や 4:1:1 よりは、4:2:2 を使用してください。（カラーのサブサンプリングに
ついて詳しくは、Wikipedia の Web サイトおよびアドビ システムズ社の Web サイトを参
照してください）。

Robbie Carman と Richard Harrington が、Peachpit の Web サイトで彼ら自身の著書 Video Made On A Mac
からの抜粋として、グリーンスクリーンショットの計画、撮影、キーイングおよび合成の方法を公開していま
す。
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After Effects でのキーイングのヒント

ガーベッジマットを使用して被写体のおおまかなアウトラインを作成すると、前景の被写
体から離れた背景をキーアウトする手間を省けます（ガーベッジマットを使用するを参
照）。
背景と同じような色の領域がキーアウトしないように、ホールドアウトマットを使用しま
す（ホールドアウトマットを使用するを参照）。
透明部分を認識しやすくするには、コンポジションの背景色を一時的に変更するか、キー
アウトするレイヤーの背面に背景レイヤーを配置します。キーイングエフェクトを前景レ
イヤーに適用すると、コンポジションの背景（または背景レイヤー）が透けて見えるよう
になり、透明な部分を簡単に確認できます（コンポジション設定を参照）。
均一な照明のフッテージを作成するには、1 つのフレームだけでキーイングを調整しま
す。毛髪などの細かい部分や、煙やガラスなどの透明または半透明のオブジェクトのある
フレームなど、シーンで最も複雑なフレームを選択します。照明が一定している場合は、
最初のフレームに適用した設定をすべてのフレームに適用できます。照明が変化する場合
は、いくつかのフレームでキーイングを調整する必要があります。シーンの先頭に、最初
のキーイングプロパティセットのキーフレームを配置します。1 つのプロパティだけを持
つキーフレームを設定する場合は、リニア補間を使用します。複数の相互に関連するプロ
パティを持つキーフレームが必要な場合は、停止補間を使用します。キーイングプロパ
ティのキーフレームを設定する場合は、フレームごとに結果をチェックします。キーイン
グの中間の値によって予期しない結果になる可能性があります。
カラースクリーンを背景に、明るい照明のフッテージショットをキーイングするには、カ
ラー差キーを使用します。高度なスピルサプレッションエフェクトを適用してキーカラー
のトレースを削除し、必要に応じて、他のマットエフェクトを使用します。満足する結果
が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直します。
キーイングで、複数カラーの背景から適切に色をリフトする場合や、ブルースクリーンか
グリーンスクリーンの背景から全体的に色をリフトする場合は、まず、色範囲キーを使用
します。高度なスピルサプレッションおよび他のエフェクトを適用して、マットを微調整
します。望ましい結果が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直
すか、リニアカラーキーを追加します。
シーケンスのキークリーナーおよび高度なスピルサプレッションエフェクトの使用は、
キーイングエフェクトを適用するうえで最適な方法です。 Keylight エフェクトをキーク
リーナー、高度なスピルサプレッションエフェクトの順番でレイヤー上で組み合わせて使
用できます。アニメーションプリセットの Image-Utlities フォルダーにある Keylight +
キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメーションプリセットを使用します。
高度なスピルサプレッションエフェクトはデフォルトでオフになっていて、フッテージに
カラースピルを取り除く必要がない場合、Keylight エフェクトでキーカラーをサンプリン
グできます。詳しくは、キークリーナーエフェクトと高度なスピルサプレッションエフェ
クトを参照してください。
暗い領域や影になっている領域をキーイングするには、輝度チャンネルに対して抽出キー
を使用します。
静止画像の背景を透明にするには、異なるマットキーを使用します。必要に応じて、
「チョーク」エフェクトなどを追加してマットを微調整します。
キーを使用して透明部分を作成したら、マットエフェクトでキーカラーの痕跡を取り除い
てエッジをきれいすることができます。
キーイングした後で、アルファチャンネルにぼかしを適用すると、マットのエッジが柔ら
かくなり、よい合成結果が得られます。

ガーベッジマットを使用する

ガーベッジマット（またはジャンクマット）は、シーンの不要部分を削除し、必要な被写体だけを含むおおま
かなエリアを作成します。照明が十分でなかったり、カラースクリーン（ブルースクリーンやグリーンスク
リーンなど）が均一でない場合に、被写体の周りにガベージマットを描くと、背景をキーアウトするときに必
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ページの先頭へ

注意：

要な作業がかなり少なくなります。ただし、被写体の輪郭を正確にたどる（特にロトスコーピング）のに時間
をかけると、キーイングで時間を節約する意味がありません。

1. そのため、被写体をおおまかにたどるマスクを作成してください。

2. 1 つまたは複数のキーイングエフェクトを適用して、背景の他の部分をマスクアウトしま
す。

3. 必要に応じて、マットエフェクトを適用し、マットを微調整します。

Aharon Rabinowitz が、Creative COW Web サイトで、自動トレースを使用して追従性の高いガベージマット
を作成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

ホールドアウトマットを使用する

キーイングエフェクトの適用先にシーンを継ぎ足すには、ホールドアウトマット（ホールドバックマット）を
使用します。
ホールドアウトマットは、キーイングしたレイヤーの複製をマスクアウトした部分です。複製したレイヤー
で、イメージのキーカラーの領域のうち不透明のまま残したい部分だけを含むようにマスクします。次に、こ
のホールドアウトマットをキーイングレイヤーの上に直接配置します。

ホールドアウトマットの使用例

A. 元のブルースクリーンのイメージ。数字の背景も青色に表示されます。 B. キーイングの後、数字の背景も
透明になります。 C. 不透明のままにするイメージ部分を含むホールドアウトマット D. ホールドアウトマット
をキーイングイメージの上に配置すると、数字の背景が不透明になります。 

1. カラースクリーンを含むレイヤーを複製します。

2. 元のレイヤーにキーイングエフェクトとマットエフェクトを適用して、透明な部分を作成
します。

3. 複製したレイヤーでマスクを作成して、不透明のまま残したい部分以外をすべてマスクア
ウトします。

4. 複製したレイヤー（ホールドアウトマット）がキーイングレイヤーの上に調節配置される
ようにします。

レイヤーを複製後、一方のレイヤーだけで「トランスフォーム」プロパティを変
更しないでください。両方のレイヤーを一緒に動かすようにしてください。親子関係を設
定することを検討してください（ 親レイヤーと子レイヤーを参照）。

以下も参照してください
キーイングエフェクト
マットエフェクト
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シェイプとマスクの作成
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オーディオエフェクト

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ディレイ時間（ミリ秒）

ディレイ量

フィードバック

リバースエフェクト
バス＆トレブルエフェクト
ディレイエフェクト
フランジ＆コーラスエフェクト
ハイパス／ローパスエフェクト
モジュレータエフェクト
パラメトリック EQ エフェクト
リバーブエフェクト
ステレオミキサーエフェクト
トーンエフェクト

リバースエフェクト

レイヤーのオーディオを最終フレームから最初のフレームへと逆方向に再生します。ただし、タイムラインパ
ネルに表示されるフレームの順序は変わりません。左右のチャンネルを入れ替えるには、「チャンネルの入れ
替え」を選択します。
Harry Frank と Aharon Rabinowitz が、All Bets Are Off の Web サイトで、リバースエフェクトとリバーブエ
フェクトを使用して不気味なリバースエコーを作り出す方法に関するビデオチュートリアルを公開していま
す。

バス＆トレブルエフェクト

オーディオの低周波数（バス）または高周波数（トレブル）の音をブースト（増幅）またはカット（減衰）し
ます。音質を細かく調整する場合は、「パラメトリック EQ」エフェクトを使用してください。

ディレイエフェクト

サウンドを指定した時間後にずらして繰り返します。このエフェクトで、壁から跳ね返ってくる音などをシミュ
レートできます。
室内の音響特性をシミュレートするには、「リバーブ」エフェクトを使用してください。

元のサウンドとエコーとの時間差（ミリ秒単位）。

最初のエコーの音量を、元のサウンドの音量に対する割合で指定します。

後続のエコーを作成するために、ディレイラインにフィードバックするエコーの量。
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ドライアウト、ウェットアウト

ページの先頭へ

ボイス分割時間

ボイス

変調レート

変調深度

ボイスフェーズ変更

反転フェーズ

ステレオボイス

ドライアウト、ウェットアウト

ページの先頭へ

元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。通
常は 50％の値が使用されます。

フランジ＆コーラスエフェクト

フランジは、元のサウンドとコピーを様々にずらせて重ね、周期的なうねりを発生させる効果です。コピーの
周波数も、遅らせる時間に合わせて変えられます。コーラスは、遅らせる時間を長くし、1 人だけの声や 1 台
だけの楽器の音を、多数が発しているかのようにするエフェクトです。
「フランジ＆コーラス」エフェクトの初期設定は、フランジです。コーラスの効果を作成するには、次のよう
な値を使用します。「ボイス分割時間」を 40（効果を上げる場合はさらに高くします）、「ボイス」を 4、
「変調レート」を 0.1、「変調深度」を 50％、「ボイスフェーズ変更」を 90 にして「ステレオボイス」を選
択します。

ボイスを分割する時間（ミリ秒単位）。それぞれのボイスは、元のサウンドのディレイを応
用したものです。フランジでは 6 以下、コーラスでは 6 より高い値にします。

処理された（ウェット）オーディオに含まれるボイスの数。

変調の周期（Hz 単位）。

変調の大きさ。

後続のボイス間の変調フェーズの差（角度）。最適な値にするには、360 をボイスの数
で割った商を指定してください。

処理された（ウェット）オーディオのフェーズを反転させます。フェーズを反転させると高周
波数の音が強調され、反転させないと低周波数の音が強調されます。

2 つのチャンネルにボイスを交互に割り振り、最初のボイスは左チャンネル、2 番目のボイ
スは右チャンネル、3 番目のボイスは左チャンネルというように出力します。ステレオのボイスを再生するに
は、ステレオでプレビューまたはレンダリングします。

元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。通
常は 50％の値が使用されます。

ハイパス／ローパスエフェクト

周波数を通す上限と下限を設定します。「ハイパス」は、限界値より高い周波数を通し、低い周波数を遮断し
ます。また、「ローパス」は、限界値より低い周波数を通し、高い周波数を遮断します。「ハイパス／ローパ
ス」は、以下の目的に使用します。

サウンドの拡張または減衰（削減）。例えば、「ハイパス」エフェクトを使用すると、ボ
イスレコーディングへの影響を最小限に抑えながら、低周波数に集中しやすいトラフィッ
クノイズを削減できます。「ローパス」エフェクトを使用すると、空電ノイズやざわめき
などの高周波数サウンドを削除できます。
時間の経過に伴うサウンド間のフォーカスの変更。例えば、音楽と音声の両方が含まれる
オーディオでは、音楽をフェードアウトする一方で、音声を徐々に取り込むことができま
す。
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カットオフ周波数

ドライアウト、ウェットアウト

ページの先頭へ

変調の種類

変調レート

変調深度

振幅変調

ページの先頭へ

バンド使用可

周波数

バンド幅

ブースト／カット

機器に損傷を与える可能性がある周波数からの保護。
特定の機器への特定の周波数の転送。例えば、「ローパス」エフェクトを使用して、サブ
ウーファ向けのサウンドを分離できます。

除去するサウンドの周波数を確認するには、「フィルターオプション」の値を逆にしてオーディオをプレ
ビューします。

指定した周波数より低い音（ハイパス）か高い音（ローパス）をすべて除去します。時間
の経過に伴って、不必要な音が生じる場合は、このプロパティをアニメートしてください。
不必要な音の周波数を確認するには、「オーディオスペクトラム」エフェクトを使用します。

元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。周
波数を除去する一般的な値は、ドライアウトで 0％、ウェットアウトで 100％です。

モジュレータエフェクト

周波数と振幅を変調して、ビブラートとトレモロの両方をオーディオに追加します。

使用する波形の種類。「サイン」は、滑らかに変調します。「三角形」は、急な変調になりま
す。

変調の周期（Hz 単位）。

周波数を変調する量。

振幅を変調する量。

パラメトリック EQ エフェクト

特定の範囲の周波数の音を強調したり弱くしたりします。このエフェクトは音質を調整するのに便利です。例
えば、低周波数をブーストして、低音域を強調できます。
オーディオに不要なサウンド（背景のフォークリフトの警笛など）がある場合は、そのサウンドの周波数範囲
を分離して、サウンドを減衰させることができます。
このエフェクトを使用して、オーディオの最大 3 つの異なるバンドの質を向上させることができます。コント
ロールを調整すると、周波数レスポンスグラフにイコライザーの曲線が示されます。バンド 1 が赤、バンド 2
が緑、バンド 3 が青です。必要な周波数レスポンス曲線を事前に決定すると、コントロールを指定しやすくな
ることがあります。

不必要な音の周波数を確認するには、「オーディオスペクトラム」エフェクトを使用します。

イコライゼーションバンドとそのコントロールをアクティブにします。

変更する周波数帯域の中央の値。

変更する周波数帯域の幅。

指定した周波数帯域内で振幅をブースト（増幅）またはカット（減衰）する量。正の値は
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ページの先頭へ

リバーブ時間

ディフュージョン

減衰

明るさ

ドライアウト、ウェットアウト

ページの先頭へ

反転フェーズ

ページの先頭へ

注意：

ウェーブフォームオプション

ブースト、負の値はカットです。

リバーブエフェクト

音が物体表面から不規則に反射する現象をシミュレートして、広い室内や生演奏の音響特性を備えた室内をシ
ミュレートします。
Harry Frank と Aharon Rabinowitz が、All Bets Are Off の Web サイトで、リバースエフェクトとリバーブエ
フェクトを使用して不気味なリバースエコーを作り出す方法に関するビデオチュートリアルを公開していま
す。

元のオーディオと跳ね返るオーディオの間の平均時間（ミリ秒単位）。

エフェクトで元のオーディオをどの程度拡散するかを指定します。ディフュージョンの値
が大きいほど、オーディオがマイクロホンから遠く離れて聞こえます。

エフェクトの影響が消えるまでの所要時間を指定します。ディケイが長いほど、広い空間をシミュレー
トします。

元のオーディオから保持される詳細情報の量を指定します。値を大きくすると、生演奏の音響特性を
備えた部屋（反射が大きい）をシミュレートできます。

元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。通
常は 50％の値が使用されます。

ステレオミキサーエフェクト

オーディオの左右のチャンネルをミキシングして、一方のチャンネルからもう一方のチャンネルへ信号全体を
パンします。

ステレオ信号の両方のチャンネルのフェーズを反転させます。このコントロールを使用して、
同一周波数の 2 つのサウンドが相殺されないようにします。

トーンエフェクト

単純なトーンを合成して、潜水艦の低いごう音、背後で鳴る電話、サイレン、レーザーの炸裂音などのサウン
ドを生成します。「トーン」エフェクトの 1 つのインスタンスで 5 つまでのトーンを合成して和音を作成で
きます。オーディオ付きのレイヤーにこのエフェクトを適用すると、ドライ（元の未処理の音）が無視され、
トーンだけが再生されます。
「トーン」エフェクトを平面レイヤーなどのオーディオを含まないレイヤーに適用して、オーディオを合成す
ることもできます。

プレースホルダーレイヤーでオーディオを作成することはできません。このエフェクトでオーディオ
を生成するには、プレースホルダーをフッテージアイテムに換えます。

使用する波形の種類を指定します。サイン波は、最も澄んだトーンを生成しま
す。四角形波は、最もひずんだトーンを生成します。三角形波は、サイン波と四角形波の両方の要素を備えて
いますが、サイン波に近い波形です。のこぎり波は、サイン波と四角形波の両方の要素を備えていますが、四
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周波数

レベル

注意：

角形波に近い波形です。

Hz 単位の周波数。トーンをオフにするには、その周波数を 0.0 に設定します。

このエフェクトの全トーンの振幅を変更します。トーンが途切れたり跳ねたりするのを防ぐには、100
を周波数の数で割った値以下に指定してください。例えば、5 つの周波数をすべて使用する場合は、20％にし
ます。

トーンの終わりで雑音が発生しないようにするには、トーンの終わりのすぐ前のフレームに、必要な
レベルのキーフレームを設定して、トーンの終わりに別の 0.0 レベルのキーフレームを設定します。この方法
は、突然終了するオーディオに適しています。

以下も参照してください
ビデオとオーディオのプレビュー
オーディオスペクトラムエフェクト
キーフレームの設定と追加
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ブラー＆シャープエフェクト

ページの先頭へ

注意：

ブラー＆シャープエフェクトについて
ブラー（バイラテラル）エフェクト
ブラー（ボックス）エフェクト
ブラー（カメラレンズ）エフェクト
ブラー（チャンネル）エフェクト
ブラー（合成）エフェクト
ブラー（方向）エフェクト
ブラー（ガウス）エフェクト
ブラー（放射状）エフェクト
インターレースのちらつき削減エフェクト
シャープエフェクト
ブラー（詳細）エフェクト
アンシャープマスクエフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

CC Cross Blur エフェクト
CC ブラー（放射状）エフェクト
CC ブラー（滑らか）エフェクト
CC Vector Blur エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

ブラー＆シャープエフェクトについて

一般に、「ブラー」エフェクトとは、あるピクセルの周りをサンプリングし、その平均値を元のピクセルに割
り当てるエフェクトのことです。ブラーの強度を上げると、サンプリングする領域（半径か距離で表します）
が大きくなります。
「ブラー」エフェクトの中には、「エッジピクセルを繰り返す」オプションを選択できるものがあります。こ
のオプションは、ブラーアルゴリズムで、レイヤーのエッジの外のピクセルの値が、エッジの値と同じとみな
す場合に選択します。このオプションを選択すると、エッジが暗くなったり透明になったりせず、鮮明なまま
になります。これは、ゼロ値との平均を取るからです。ブラーアルゴリズムでレイヤーのエッジの外のピクセ
ルの値をゼロと見なす場合は、このオプションの選択を解除します。

フィルム粒子（グレイン）とノイズは、イメージにブラーを適用すると削除されます。イメージを自
然に見せるには、ノイズを追加し直して、修整が分からないようにします。（ノイズ＆グレインエフェクトを
参照）。

Stu Maschwitz が、彼自身の ProLost ブログに掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑
らか）」および「ブラー（ガウス）」エフェクトを比較しています。
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ページの先頭へ

しきい値

半径

色付き

ページの先頭へ

繰り返し

ページの先頭へ

ブラー（バイラテラル）エフェクト

「ブラー（バイラテラル）」エフェクトは、エッジとその他のディテールが維持されるように、選択的にブ
ラーを適用します。コントラストが高い領域（ピクセル値が大幅に異なる領域）は、コントラストが低い領域
よりもブラーの程度が少なくなります。
「ブラー（バイラテラル）」エフェクトと「ブラー（詳細）」エフェクトの主な違いは、「ブラー（バイラテ
ラル）」エフェクトではエッジとディテールにも多少ブラーが適用されることです。結果は、同等の設定の
「ブラー（詳細）」エフェクトよりもソフトでおぼろげな外観になります。
「ブラー（バイラテラル）」エフェクトでは、Adobe Photoshop の「ぼかし（表面）」フィルターに非常に
似た結果を得られます。
Eran Stern が Motionworks の Web サイトで、ブラー（バイラテラル）エフェクトのデモを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

「ブラー（バイラテラル）」エフェクトでは、ロゴと顔のディテールが維持されます。

エッジやその他のはっきりとしたディテールが存在する部分では、ブラーの半径は自動的に小さく
なります。「しきい値」は、維持する対象が含まれている領域とブラーを 100 ％適用する領域を「ブラー
（バイラテラル）」エフェクトがどのように判断するかを決定します。「しきい値」を低くすると、より多く
のディテールが維持されます。「しきい値」の値を高くすると、維持されるディテールが少なくなり、より単
純な結果になります。

ブラーの半径を大きくすると、より多くのピクセルが平均化されて各ピクセル値が判断されるため、半
径の値を大きくするとブラーが強くなります。

「色付き」を選択しない場合、「ブラー（バイラテラル）」エフェクトは各ピクセルの 1 つの値、つ
まり R、G、B カラーチャンネル値の加重平均である輝度値に作用します。結果は、モノクロイメージになり
ます。
「色付き」を選択した場合、「ブラー（バイラテラル）」エフェクトは各カラーチャンネルに個別に作用しま
す。結果は、カラーイメージになります。

ブラー（ボックス）エフェクト

「ブラー（ボックス）」エフェクトは、「ブラー（滑らか）」エフェクトと「ブラー（ガウス）」エフェクト
に似ていますが、ブラーの質を制御する「繰り返し」プロパティがあります。
Stu Maschwitz が、彼自身の ProLost ブログに掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑
らか）」および「ブラー（ガウス）」エフェクトを比較しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

イメージにブラーを繰り返し適用する回数。3 回にすると、「ブラー（滑らか）」エフェクトとほ
ぼ同じ質になります。繰り返す回数を多くするほど、色の移り変わりが滑らかになり、ぼかしの効果も上がり
ますが、レンダリングに長い時間がかかります。初期設定のままにすると、ボックス型のぼかしになります。
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注意：

アイリスのプロパティ

回折フリンジ

ブラーマップ

レイヤー

チャンネル

ブラーの焦点距離

ハイライト

ゲイン

しきい値

彩度

エッジ動作

ブラー（カメラレンズ）エフェクト

このエフェクトは、ブラー（レンズ）エフェクトの代替機能です。このエフェクトのブラーの半径は大きく
（500）、ブラー（レンズ）エフェクトより大幅に高速になっています。また、ブラー（カメラレンズ）エ
フェクトでは、ブラー（レンズ）エフェクトの場合のように「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチ
プロセス機能が無効になることはありません。
ブラー（カメラレンズ）エフェクト、カメラの被写界深度設定、カメラコマンドの詳細、チュートリアル、リ
ソースについては、アドビ システムズ社の Web サイトの記事を参照してください。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

ブラー（カメラレンズ）エフェクトのプロパティの説明は、カメラレイヤーの同じ名前（または類似
した名前）のカメラオプションプロパティグループにも当てはまります。

アイリスのプロパティには、シェイプ、真円率、縦横比、回転および回折フリンジが
あります。

アイリスの境界を囲むハローを作成し、アイリスブレードのエッジの周囲に集中する光
の屈折をシミュレートします。値を 100 に設定すると、ブラーのシェイプに現れる領域に基づいた、
通常の自然なハローが見られるようになります。値を 500 に設定すると、ブラーのエネルギーがすべ
てブラー内部からリングまたはハローへ押し出されます。このエフェクトは、反射屈折レンズをエ
ミュレートします。

制御レイヤーをブラーマップとして使用して、ブラー（カメラレンズ）エフェクトプロパティ
を変更することができます。

ブラーマップとして使用するレイヤー。

ブラーマップのルミナンス、カラー、またはアルファチャンネル。

ブラーなしに対応する制御レイヤーからの値。ブラーの焦点距離の値と制御レイ
ヤーからの値の差は、レイヤー上のエフェクトが適用された対象領域のブラーの度合いを決定しま
す。

しきい値を超えたピクセルのカラー値を変更します。ハイライト値を大きくすると、良好なブ
ルームブラー/グローエフェクトを得ることができます。

しきい値を超えたピクセルに送られるエネルギーの量。ピクセルの明るさがしきい値をどれだ
け超えているかに応じて、ピクセルの明るさがこの値の分だけ相対的に増加されます。

「ゲイン」によってブーストされる輝度の制限値。しきい値よりも大幅に明るいピクセル
は、わずかに明るいピクセルよりも極端にブーストされます。しきい値を 0 に設定すると、明るさが
0 を超えるあらゆるピクセルがブーストされます。1 に設定すると、実質的にハイライトを排除する
ことになります（画像に過度に明るい部分が含まれている場合を除く）。

ブーストされたピクセルに保持されるカラーの量。0 に設定すると、ブーストされるカラーが白
の方へ押され（廃止されたブラー（レンズ）の動作）、100 に設定すると、できるだけ多くのカラー
を保持しようとします。ハイライトのこの彩度は、色付きのライト（都市の夜景など）が使用されて
いる状況で特に目立ちます。カラーによって様々な色のボケが作られるからです。

ブラーエフェクトで処理される「エッジピクセルを繰り返す」オプションについて詳しくは、ブ
ラー＆シャープエフェクトについてを参照してください。
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リニア化された作業スペースを使用

注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

最大ブラー

マップを同一サイズに拡大／縮小

プロジェクトの作業用カラースペースをリニア化した場合とほとんど同
じ結果が得られます。画像にリアルなボケエフェクトを適用するには、このプロパティをオンにします（また
はプロジェクト設定で設定します）。

「リニア化された作業スペースを使用」チェックボックスをオンにするとともに、32 bpc カラーで作
業を行ってください。低い色深度で作業を行うと量子化が発生します。

上位/下位互換性について

ブラー（カメラレンズ）エフェクトを After Effects CS5.5 以降のプロジェクトに追加して、それを After
Effects CS5 プロジェクトとして保存した場合（プロジェクトの保存とバックアップ（After Effects CS5.5 以
降）を参照）、エフェクトが見つからないことを示す警告が表示されます。ブラー（レンズ）エフェクトを使
用して After Effects CS5 以前で作成されたプロジェクトを After Effects CS5.5 以降で開いた場合、そのエ
フェクトは維持されます。ただし、After Effects CS5.5 以降で、ブラー（レンズ）エフェクトを直接適用する
ことはできません。

ブラー（チャンネル）エフェクト

ブラー（チャンネル）エフェクトは、赤、緑、青、アルファチャンネルに個別にブラーを適用します。

1 つのカラーチャンネルだけにノイズや不具合がある場合（DV フッテージの MPEG 圧縮で青チャン
ネルに発生したものなど）は、「ブラー（チャンネル）」エフェクトでそのチャンネルだけをきれいにし、他
のチャンネルをそのままにしておきます。このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用で
きます。

ブラー（合成）エフェクト

「ブラー（合成）」エフェクトは、制御レイヤー（ブラーレイヤーまたはブラーマップともいいます）の輝度
の値を基にして、エフェクトレイヤーのピクセルにブラーを適用します。初期設定では、ブラーレイヤーの明
るい部分がエフェクトレイヤーのブラーの強い部分に、暗い部分がブラーの弱い部分に対応します。これを逆
にするには、「ブラーを反転」を選択します。
このエフェクトは、汚れや指紋をシミュレートしたり、特に「タービュレントノイズ」エフェクトなどで作成
した動画のブラーレイヤーで、煙や熱などの大気の変化をシミュレートするのに適しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、ブラーレイヤー（左下）、結果（右下）

適用されるレイヤー内のブラーの最大値（ピクセル単位）。

制御レイヤーを、適用先のレイヤーの寸法に合わせて伸縮します。このオ
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ページの先頭へ

方向

ページの先頭へ

ページの先頭へ

プションを選択しないと、制御レイヤーがエフェクトレイヤーの中央に合わせられます。

Steve Holmes が、Artbeats の Web サイトで、「ブラー（合成）」エフェクトの使用方法を示すビデオ
チュートリアルを公開しています。

ブラー（方向）エフェクト

「ブラー（方向）」エフェクトは、レイヤーが動いているように見せかけます。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、ブラー（方向）エフェクトを使用してガンスライドがす
ばやく動いているような効果を与える方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ブラーの方向。ブラーはピクセルの中央から両側に等しくかかるので、180°と 0°は同じ結果になりま
す。

ブラー（ガウス）エフェクト

ブラー（ガウス）エフェクトは、ブラー（以前の形式によるガウス）エフェクトに代わるエフェクトで、画像
をぼかして柔らかくし、ノイズを除去します。レイヤーの画質設定は、ブラー（ガウス）に影響しません。新
しいブラー（ガウス）エフェクトのレンダリング結果は、ブラー（以前の形式によるガウス）エフェクトとは
多少異なります。
このエフェクトは、「エッジピクセルを繰り返す」オプションを使用して動作し、8 bpc、16 bpc、および 32
bpc カラーで使用できます。このエフェクトは、GPU 高速処理を使用して、より高速にレンダリングしま
す。
Stu Maschwitz が、彼自身の ProLost ブログに掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑
らか）」および「ブラー（以前の形式によるガウス）」エフェクトを比較しています。
 

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）
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種類

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ブラー（放射状）エフェクト

ある点を中心にブラーをかけ、カメラをズームしたり回転させたかように見せます。
最高画質では、アンチエイリアスのレベルを指定できますが、ドラフト画質ではアンチエイリアスは適用され
ません。ドラフト画質でのブラーは、粒子が多少粗く見えます。ドラフト画質を特殊効果として利用すること
もできますが、インターレース表示では、粒子がチカチカして見えることがあります。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

「回転」は、カメラを回転させたときのように、中心の回りに円弧を描くブラーをかけます。「量」で
回転させる角度を指定します。「ズーム」は、中心から放射状にブラーします。「量」でブラーの長さを指定
します。

インターレースのちらつき削減エフェクト

「インターレースのちらつき削減」エフェクトは、高い垂直周波数を低減することで、インターレース方式の
メディア（NTSC ビデオなど）での使用に適したイメージを作成します。例えば、細い横線が入っているイ
メージなどは、機器での再生時にちらつくことがあります。「インターレースのちらつき削減」エフェクト、
垂直方向のぼかしを適用して水平エッジをやわらげ、ちらつきを低減します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

分離していないフィールドが、ちらつきの原因になることがあります。

シャープエフェクト

「シャープ」エフェクトを使用すると、色が変化する部分のコントラストが強くなります。レイヤーの画質設
定は、「シャープ」エフェクトに影響しません。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
シャープエフェクトは、GPU 高速処理を使用して、より高速にレンダリングします。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ブラー（詳細）エフェクト
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

半径

しきい値

モード

ページの先頭へ

半径

しきい値

イメージにある線やエッジをそのままにして、ブラーをかけます。例えば、文字やベクトルグラフィックの輪
郭をくっきりさせたまま、影の部分を滑らかにぼかします。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

ブラーの適用対象となる、周囲と異なるピクセルを検索する範囲。

排除するピクセルの値の差。

ブラーを適用する部分。「標準」を選択すると、選択した範囲全体にブラーが適用されます。「エッ
ジのみ」か「エッジのオーバーレイ」を選択すると、色の境目だけにブラーが適用されます。コントラストが
高い部分では、「エッジのみ」では白黒のエッジが、「エッジのオーバーレイ」では白いエッジが適用されま
す。

アンシャープマスクエフェクト

「アンシャープマスク」エフェクトを使用すると、エッジを決定する色同士のコントラストが強くなります。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

コントラストを調節するピクセルのエッジからの距離。小さな値を指定すると、エッジに近いピクセル
だけが調節されます。

コントラストを調節しない隣接ピクセルとの差の最大値。小さな値に設定すると、きれいに仕上が
ります。ただし、小さすぎると、画像全体のコントラストが変わり、ノイズが発生したり思わぬ結果になった
りすることがあります。

以下も参照してください
ぼかしフィルター
合成エフェクトと制御レイヤー
インターレースビデオとフィールドの分割
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キーイングエフェクト

ページの先頭へ

注意：

注意：

カラー差キーエフェクト
カラーキーエフェクト
色範囲エフェクト
異なるマットエフェクト
抽出エフェクト
インナー／アウターキーエフェクト
リニアカラーキーエフェクト
ルミナンスキーエフェクト
スピルサプレッションエフェクト
キークリーナーと高度なスピルサプレッションエフェクト
チュートリアルで学習する

カラー差キーエフェクト
目的によっては、After Effects に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともあり

ますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に Keylight を使用してキーイングすることを
お勧めします。一部のキーイングエフェクトは、Keylight などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。
「カラー差キー」エフェクトは、イメージをマット A 部分とマット B 部分の 2 つのマットに分けて、それぞ
れ反対側の開始点から透明を作成します。マット B は、指定されたキーカラーを基に、マット A はイメージ
の 2 つめの色を持たない領域に基づいて透明度を決めます。2 つのマットを合わせてアルファ  マットと呼
ばれる第 3 のマットにすることによって、はっきりとした透明度が作成されます。
カラー差キーは、青または緑のスクリーンを背景にし、良好な照明の下で撮影されたフッテージ全部に高品質
のキーイングを生成し、煙、影、ガラスなど、透明または半透明部分のあるイメージに特に効果を発揮しま
す。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

カラー差キーエフェクトの使用
1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／カラー差キーを選択し
ます。

レイヤーパネルでスポイトツールを使用するには、レイヤーパネルの表示メ
ニューから「カラー差キー」を選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、表示ポップアップメニューから「補正マット」を選択
します。ソースイメージ、両方の部分的マット、最終マットを同時に表示して比較するに
は、表示ポップアップメニューから「[A, B, マット]補正,最終」を選択します。表示ポッ
プアップメニューで使用できる他のビューについては、手順 10 で説明します。

3. 適切なキーカラーを選択します。ブルースクリーンをキーアウトするには、初期設定の青
色を使います。ブルースクリーン以外をキーアウトするには、以下のいずれかの方法に
従ってキーカラーを選択します。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

サムネールスポイト：スポイトを選択してから、コンポジションパネル内またはオリ
ジナルのサムネールイメージの該当部分をクリックします。
キーカラースポイト：スポイトを選択してから、コンポジションパネルまたはレイ
ヤーパネルの該当部分をクリックします。
キーカラーサンプル：カラースペースから色をクリックして選択します。

スポイトツールと連動してスライダーも動きます。手順 9 のスライダーを使っ
て、キーイングの結果を微調整します。

4. マットボタン  をクリックして、マットサムネールから最終の合成マットを表示しま
す。

5. 黒のスポイトを選択してマットサムネールの最も明るい黒の部分をクリックし、透明領域
を指定します。サムネールとコンポジションパネルの透明値が調整されます。

6. 白のスポイトを選択してマットサムネールの最も暗い白の部分をクリックし、不透明領域
を指定します。サムネールとコンポジションパネルの不透明値が調整されます。

最適なキーを生成するには、黒と白の部分の違いをできるだけ大きくして、イメージ
にできるだけ多くの階調のグレーが含まれるようにします。

7. カラーマッチ精度を選択します。原色（赤、青、黄）のスクリーンを使う場合は、「速度
を優先」を選択します。原色以外のスクリーンでは、「精度を優先」を選択すると最適な
結果が得られます。ただし、レンダリング時間が長くなります。

8. 透明度をさらに調整するには、部分マットのいずれかまたは両方に対して、手順 5 と手
順 6 を繰り返します。部分マット B ボタンまたは部分マット A ボタンをクリックして選
択し、これらの手順を繰り返します。

9. マットコントロールにある次のスライダーをドラッグして、各マットの透明度を調整しま
す。

「黒」は、マットの透明度の調整用です。黒のスポイトを使って調整できます。
「白」は、マットの不透明度の調整用です。白のスポイトを使用して調整できます。
「ガンマ」は、透明度をどの程度直線的に変化させるかを制御します。値が 1（初期
設定）の場合、変化は直線的です。変化を調整したり視覚的効果を与えるには、その
他の値を指定します。

10. 個々のマットの調整時に、表示メニューから次のオプションのいずれかを選択し、調整済
みまたは未調整のマットを比較します。

未調整のマットを表示するには、「非補正」を選択します。
調整済みのマットを表示するには、「補正」を選択します。

11. エフェクトコントロールパネルを閉じる前に、表示ポップアップメニューから「最終出
力」を選択します。透明部分をレンダリングするには、「最終出力」を選択する必要があ
ります。

イメージから反射キーカラーの跡を取り除くには、「カラー精度」で「最良」を指定
してスピルサプレッションを適用します。それでもイメージにまだ多数の色が残る場
合は、「チョーク」または「マットチョーク」エフェクトを適用します。

カラーキーエフェクト
2013 年 10 月リリースの After Effects CC の使用を開始すると、カラーキーエフェクトが「旧バー

ジョン」エフェクトカテゴリに移動されます。代わりに Keylight エフェクトなどの他のエフェクトを使用しま
す。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。
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注意：

「カラーキー」エフェクトは、指定のキーカラーに類似するすべてのイメージピクセルをキーアウトします。
このエフェクトは、レイヤーのアルファチャンネルのみを変更します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

カラーキーエフェクトを使用して単色をキーアウトする
1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／カラーキーを選択しま
す。

2. エフェクトコントロールパネルで、以下のいずれかの方法に従ってキーカラーを指定しま
す。

キーカラーサンプルをクリックして、カラーを選択するダイアログを開き、色を指定
します。
スポイトをクリックしてから、スクリーン上の色をクリックします。

3. カラー許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする色範囲を指定します。低い値で
はキーカラー付近の狭い範囲の色がキーアウトされ、高い値では広い範囲の色がキーアウ
トされます。

4. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の
値ではマスクが拡大されて透明領域が大きくなり、負の値ではマスクが縮小されて透明領
域が小さくなります。

5. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高
い値では、エッジがより柔らかくなりますが、レンダリングに時間がかかります。

色範囲エフェクト
目的によっては、After Effects に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともあり

ますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に Keylight を使用してキーイングすることを
お勧めします。一部のキーイングエフェクトは、Keylight などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。
「色範囲」エフェクトは、Lab、YUV、RGB カラースペースのいずれかから指定された色範囲をキーアウト
することによって、透明部分を作成します。照明が不均等で、同じ色が異なる階調を持っている複数色のスク
リーンまたは青か緑のスクリーン上でこのキーを使用できます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

暗いグリーンスクリーン（左上）、背景レイヤー（左下）、色範囲キーを使用して合成（右下）

色範囲エフェクトの使用
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1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／色範囲を選択します。

2. カラースペースメニューで、Lab、YUV または RGB を選択します。あるカラースペース
で被写体を分離するのが難しい場合は、別のカラースペースを試してください。

3. キーカラースポイトを選択してから、コンポジションパネルで透明にしたいカラーをマッ
トサムネールでクリックします。通常、この最初の色はイメージの最大面積を占めるカ
ラーです。

レイヤーパネルでスポイトツールを使用するには、レイヤーパネルの表示メ
ニューから「色範囲」を選択します。

4. プラススポイトを選択してから、マットサムネール内の別の部分をクリックして、透明に
するためにキーアウトされた色範囲に別の色か階調を追加します。

5. マイナススポイトを選択してから、マットサムネール内の別の部分をクリックして、キー
アウトされた色範囲から別の色か階調を削除します。

6. 許容量のスライダーをドラッグして、透明部分と不透明部分の境界をソフトにします。

7. 最小スライダーと最大スライダーで、プラスおよびマイナススポイトを使って選択した色
範囲を微調整します。L、Y、R スライダーは、指定したカラースペースの最初のコン
ポーネントを、a、U、G スライダーは 2 番目のコンポーネント、b、V、B スライダーは
3 番目のコンポーネントを制御します。最小スライダーをドラッグして、色範囲の始めを
微調整します。最大スライダーをドラッグして、色範囲の終わりを微調整します。

異なるマットエフェクト

「異なるマット」エフェクトは、ソースレイヤーを異なるレイヤーと比較し、異なるレイヤー内の位置とカ
ラーが一致するピクセルをソースレイヤーからキーアウトすることによって透明部分を作成します。このエ
フェクトは、通常、動いているオブジェクトの背後にある静止した背景をキーアウトして、そのオブジェクト
を別の背景上に置くために使用されます。異なるレイヤーは、通常、背景フッテージのフレーム（動いている
オブジェクトがシーンに配置される前のフレーム）です。そのため、「差異マットキー」エフェクトは、固定
カメラで撮影した背景が動かないシーンに最適です。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

差異マットキーエフェクト

A. 元の画像 B. 背景画像 C. 新しい背景画像 D. 最終的な合成画像 

異なるマットエフェクトの使用
1. モーションフッテージをソースレイヤーとして選択します。

2. ソースレイヤーから背景だけで構成されているフレームを探し、イメージファイルとして
保存します（コンポジションの 1 つのフレームをレンダリングして書き出すを参照）。

3. そのイメージファイルを After Effects に読み込んで、コンポジションに追加します。
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サイズに合わせて伸縮

注意：

ページの先頭へ

注意：

読み込んだ画像は、別のレイヤーになります。デュレーションがソースレイヤーのデュ
レーション以上の長さであることを確認してください。

背景全体が入ったフレームがない場合は、After Effects か Photoshop を使用して
複数のフレームから作成します。例えば、コピースタンプツールを使用して 1 つのフ
レームの背景をコピーしてから、別のフレームの背景の一部にペイントします。

4. タイムラインパネルのビデオスイッチをクリックして、異なるレイヤーの表示をオフにし
ます。

5. 元のソースレイヤーを選択していることを確認してから、エフェクト／キーイング／異な
るマットを選択します。

6. エフェクトコントロールパネルで、表示ポップアップメニューから「最終出力」または
「マットのみ」を選択します（透明部分に穴がないかを調べるには、「マットのみ」を使
用します。キーイングを行った後で不適切な穴を埋める方法については、マットの穴を埋
めるを参照してください）。

7. 異なるレイヤーポップアップメニューから背景ファイルを選択します。

8. このレイヤーのサイズがソースレイヤーと同じでない場合は、レイヤーサイズが異なる場
合メニューから次のいずれかを選択します。

ソースレイヤーの中央に異なるレイヤーを配置します。異なるレイヤーが
ソースレイヤーより小さい場合は、レイヤーの他の部分が黒で塗りつぶされます。

異なるレイヤーを、ソースレイヤーに合わせて伸縮します。背景
が歪むことがあります。

9. マッチングの許容度スライダーを使用して、2 つのレイヤー間のカラーの差の許容度を調
整します。低い値では透明度が下がり、高い値では透明度が上がります。

10. マッチングの柔軟度スライダーを調整して、透明部分と不透明部分のエッジをソフトにし
ます。値を高くするほど、一致するピクセルの透明度が高くなりますが、ピクセルの数自
体は増えません。

11. マットに不要なピクセルがある場合は、異なる前にブラースライダーで調整します。この
オプションは、比較する前に両方のレイヤーにわずかにブラーを適用してノイズを抑えま
す。

このブラーは、比較するときだけ適用され、最終出力には適用されません。

12. エフェクトコントロールパネルを閉じる前に、表示メニューで「最終出力」を選択し、透
明な部分がレンダリングされるようにします。

抽出エフェクト

特定のチャンネルのヒストグラムに基づいて、指定した明るさの範囲をキーアウトすることによって、透明な
部分を作成します。このエフェクトは、白黒の背景や、色を数色含む暗いまたは明るい背景のイメージに透明
な部分を作成するのに適しています。

このエフェクトで設定するオプションは、Adobe Premiere Pro の抽出エフェクトに似ていますが、エ
フェクトの目的と適用結果は同じではありません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

抽出エフェクトの使用
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このエフェクトでは、チャンネルポップアップメニューで指定された 1 つのチャンネルのヒストグラムがエ
フェクトコントロールパネルに表示されます。ヒストグラムには、各レベルの相対ピクセル数が示され、レイ
ヤーの明るさのレベルがわかります、ヒストグラムは、左から右に向かって、最も暗い値（0）から最も明る
い値（255）を示します。
ヒストグラムの下にある透明コントロールバーを使って、透明にするピクセルの範囲を調整できます。この
バーのヒストグラムに対する位置と形が透明度を決定します。バーで覆われた部分のピクセルは不透明に、覆
われていない部分のピクセルは透明になります。

1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／抽出を選択します。

2. 明るい部分または暗い部分をキーアウトする場合、チャンネルポップアップメニューから
輝度を選択します。視覚的効果を作成するには、赤、緑、青またはアルファを選択しま
す。

3. 透明コントロールバーを次の方法でドラッグし、透明部分を調整します。

右上または左上の選択ハンドルをドラッグして、バーの長さを調節することによっ
て、透明範囲を伸縮します。ホワイトポイントとブラックポイントスライダーを動か
して、長さを調整することもできます。ホワイトポイント以上でブラックポイント未
満の値が透明になります。
右下または左下の選択ハンドルをドラッグして、バーの両端の尖り具合を調整しま
す。バーの左端を尖らせると、イメージの暗い部分の透明度の柔らかさに影響し、
バーの右側を尖らせると、明るい部分の柔らかさに影響します。「ホワイトの柔らか
さ」（明るい部分）と「ブラックの柔らかさ」（暗い部分）を調整して、柔らかさの
度合いを調節することもできます。

透明コントロールバーの端を尖らせるには、まず先に、透明コントロールバーを
短くします。

バーをヒストグラムの下に配置するには、バー全体を左か右にドラッグします。

インナー／アウターキーエフェクト
目的によっては、After Effects に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともあり

ますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に Keylight を使用してキーイングすることを
お勧めします。一部のキーイングエフェクトは、Keylight などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。
「インナー／アウターキー」エフェクトは、前景にあるオブジェクトを背景から分離します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

「インナー／アウターキー」エフェクトの使用

このエフェクトを適用するには、分離したいオブジェクトの内側と外側のエッジを定義するマスクを作成しま
す。このマスクは、オブジェクトのエッジに正確に合わせる必要はありません。
このエフェクトでは、背景からソフトエッジのオブジェクトをマスクするほか、背景色が混ざっている場合
に、エッジの周辺の色を変更することによって背景色を統一します。背景色を統一するには、エッジの各ピク
セルの色と背景色を比較分析し、その差を取り除きます。これにより、新しい背景でソフトエッジのオブジェ
クトをマットしたときにハロー現象が発生するのを抑えられます。

1. 以下のいずれかの方法により、抽出したいオブジェクトのエッジを選択します。

オブジェクトの境界付近にクローズマスクを 1 つを描き、前景（内側）ポップアップ
メニューからそのマスクを選択し、背景（外側）ポップアップメニューを「なし」の
ままにしておきます。「単一マスクハイライト半径」を調整して、このマスク周囲の
エッジのサイズを制御します（この方法は、オブジェクトが単純なエッジを持ってい
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る場合にのみ適しています）。
オブジェクトのすぐ内側と外側に 1 本ずつ、合計 2 本のクローズマスクを描きます。
オブジェクトの不鮮明な部分がこの 2 本のマスクの間に確実に入るようにします。前
景（内側）ポップアップメニューから内側のマスクを選び、背景（外側）ポップアッ
プメニューから外側のマスクを選択します。

すべてのマスクのマスクモードが「なし」に設定されていることを確認してくだ
さい。

2. 必要に応じて、最適な結果が得られるような位置にマスクを移動します。

3. 複数のオブジェクトを抽出するか、オブジェクトに穴を作成するには、さらに別のマスク
を描いて、そのマスクを「前景の追加」と「背景の追加」から選択します。例えば、青空
を背景にして風に吹かれている人の髪をキーアウトするには、頭部の内側にインナーマス
クを描画し、髪の外側にアウターマスクを描画してから、空が透けて見える髪の隙間の周
りに追加のマスクを描画します。前景の追加メニューから別のマスクを選択し、隙間を抽
出して背景イメージを削除します。

4. イメージの他の部分をクリーンアップするには、オープンマスクとクローズマスクをさら
に作成し、前景をクリーンアップメニューまたは背景をクリーンアップメニューからそれ
らを選択します。「前景をクリーンアップ」マスクはマスクに沿って不透明度を増加し、
「背景をクリーンアップ」マスクはマスクに沿って不透明度を減少します。線の太さと濃
さを変更するには、「ブラシ半径」と「ブラシの筆圧」オプションを使用します。

「背景（外側）」マスクを「背景をクリーンアップ」マスクとして選択すると、
イメージの背景からノイズを削除できます。

5. エッジへのキーの適用範囲を調整するには、「エッジを細く」を設定します。正の値にす
ると、エッジが透明な部分から遠ざかり、透明な部分が大きくなります。負の値にする
と、エッジが透明な部分に近づき、前景が大きくなります。

6. エッジをソフトにするには、「エッジをぼかす」値を高くします。この値が高いと、レン
ダリングに時間がかかります。

7. 「エッジのしきい値」を指定します。不透明度の低いピクセルはイメージの背景に不要な
ノイズを発生させる可能性がありますが、この値を指定することによって、このようなピ
クセルが取り除かれます。

8. 前景と背景部分を反転するには、「抽出を反転」を選択します。

9. 抽出イメージと元のイメージのブレンドの度合いを指定するには、「元の画像とブレン
ド」を設定します。

リニアカラーキーエフェクト
目的によっては、After Effects に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともあり

ますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に Keylight を使用してキーイングすることを
お勧めします。一部のキーイングエフェクトは、Keylight などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。
リニアキーは、イメージ全体にわたる透明部分の範囲を作成します。指定したキーカラーとイメージの各ピク
セルを比較し、キーカラーとピクセルカラーがほぼ一致すると、ピクセルカラーが完全に透明になります。ほ
とんど一致しないピクセルは透明度が低くなり、まったく一致しないピクセルは不透明のままになります。こ
のため、不透明値の範囲はリニア数列になります。
「リニアカラーキー」エフェクトは、RGB、色相、クロマ情報を使って、指定したキーカラーから透明部分を
作成します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
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ソースのみ

マットのみ

リニアカラーキーエフェクトの適用

このエフェクトを使用すると、エフェクトコントロールパネルに 2 つのサムネールイメージが表示されます。
左には変更前のソースイメージが、右には表示ポップアップメニューで選択したビューが表示されます。
「キーカラー」、「マッチングの許容度」および「マッチングの柔軟度」を調整できます。「マッチングの許
容度」には、ピクセルを透明にするかどうかの判断基準となるキーカラーとの一致度を指定します。「マッチ
ングの柔軟度」は、イメージとキーカラーの間のエッジのぼかし具合を制御します。
このキーをもう一度適用すると、いったん透明にしたカラーを元に戻せます。例えば、中程度の青のスクリー
ンをキーアウトしたときに、被写体の服の薄い青の部分にも影響することがあります。この場合は、「リニア
カラーキー」をもう一度適用し、キー操作ポップアップメニューから「カラー維持」を選択することによっ
て、薄い青色を復元することができます。

1. レイヤーをソースレイヤーとして選択してから、エフェクト／キーイング／リニアカラー
キーを選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、キー操作ポップアップメニューから「キーカラー」を
選択します。

3. マッチングの適用ポップアップメニューからカラースペースを選択します。ほとんどの場
合、初期設定の RGB 設定を使用します。被写体をうまく分離できない場合は、別のカ
ラースペースを試してください。

4. エフェクトコントロールパネルで、表示ポップアップメニューから「最終出力」を選択し
ます。選択したビューが、コンポジションパネルの右のサムネールに現れます。結果の表
示方法を変えるには、以下のいずれかのビューを使用します。

キーを適用する前の元のイメージを表示します。

アルファチャンネルマットを表示します。透明部分に穴がないかどうかを
チェックするには、このビューを使用します。キーイングを行った後で不適切な穴を埋め
る方法については、マットの穴を埋めるを参照してください。

5. 以下のいずれかの方法でキーカラーを選択します。

サムネールスポイトを選択し、コンポジションパネルまたはオリジナルのサムネール
イメージの適切な部分をクリックします。
キーカラースポイトを選択し、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルの適切な
部分をクリックします。
他の色の透明度をプレビューするには、キーカラースポイトを選択し、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、コンポジションパネルま
たは元のサムネールイメージの別の場所にポインターを移動します。コンポジション
パネルのイメージの透明度が、ポインターを動かすにつれて変化します。色をクリッ
クして選択します。
キーカラーサンプルをクリックし、カラースペースから色を選択します。選択した色
が透明になります。
注意：スポイトツールと連動してスライダーも動きます。手順 6 と 7 のスライダーを
使って、キーイング結果を微調整します。レイヤーパネルでスポイトを使用するに
は、レイヤーパネルの表示ポップアップメニューから「リニアカラーキー」を選択し
ます。

6. 以下のいずれかの方法に従って、マッチングの許容度を調整します。

プラススポイト（ + ）またはマイナススポイト（-）を選択してから、左のサムネー
ルイメージ内の色をクリックします。プラススポイトは、キーカラー範囲に指定の色
を加えて、色の一致度の判断基準を緩くし、透明度レベルを高くします。マイナスス
ポイトは、キーカラー範囲から指定の色を取り除いて、色の一致度の判断基準を厳し
くし、透明度のレベルを低くします。
マッチングの許容度スライダーをドラッグします。値が 0 の場合、イメージ全体が不
透明になり、値が 100 の場合、イメージ全体が透明になります。
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注意：

7. マッチングの柔軟度スライダーをドラッグすると、マッチングの許容度を徐々にやわらげ
ることができます。一般に、20％未満にすると最良の結果が得られます。

8. エフェクトコントロールパネルを閉じる前に、表示メニューで「最終出力」を選択し、透
明な部分がレンダリングされるようにします。

リニアカラーキーを適用した後でカラーを元に戻す
1. エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルで、キー名またはツール名の左
にあるエフェクトオプションの選択を解除し、現在のキーやマットエフェクトのインスタ
ンスをオフにします。オプションの選択を解除すると、コンポジションパネルに元のイ
メージが表示され、維持するカラーを選択できるようになります。

2. エフェクト／キーイング／リニアカラーキーを選択します。エフェクトコントロールパネ
ルの最初のリニアカラーキーセットの下に 2 番目のセットが表示されます。

3. エフェクトコントロールパネルで、キー操作ポップアップメニューから「カラー維持」を
選択します。

4. 維持したい色を選択します。

5. 「リニアカラーキー」エフェクトを最初に適用するときは、エフェクトコントロールパネ
ルの表示ポップアップメニューから「最終出力」を選択し、「リニアカラーキー」エフェ
クトの他のインスタンスをオンにして、透明部分を調べます。満足のいく結果を得るため
には、色を調整したり、キーを再度適用する必要がある場合があります。

ルミナンスキーエフェクト
2013 年 10 月リリースの After Effects CC の使用を開始すると、「ルミナンスキー」エフェクトが

「旧バージョン」エフェクトカテゴリに移動され、ユーザーは「Keylight」エフェクトなどの他のエフェクト
の使用を推奨されます。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。
「ルミナンスキー」エフェクトは、指定されたルミナンスまたは輝度を持つすべての部分をレイヤーからキー
アウトします。レイヤーの画質設定は、「ルミナンスキー」エフェクトに影響しません。
このエフェクトは、マットの作成元のオブジェクトの輝度が、その背景と大きく違う場合に使用します。例え
ば、白い背景上の音符のマットを作成するには、明るい値をキーアウトします。すると、暗い色の音符だけが
不透明になります。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

白い背景のあるオリジナル（左上と左下）、「ルミナンスキー」エフェクトで白い背景を除いて下のレイヤー
の上に合成した例（右下）
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ルミナンスキーエフェクトを使用して輝度の値をキーアウトする
1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／ルミナンスキーを選択
します。

2. キーの種類ポップアップメニューから、キーアウトする範囲を指定します。

3. エフェクトコントロールパネルのしきい値スライダーをドラッグして、マットの輝度の基
準値を設定します。

4. 許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする値の範囲を指定します。小さい値では
しきい値に近い狭い範囲がキーアウトされ、大きい値では広い範囲の値がキーアウトされ
ます。

5. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の
値にするとマスクが大きくなり、透明部分が増えます。負の値はマスクを縮小します。

6. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高
い値では、エッジがより柔らかくなりますが、レンダリングに時間がかかります。

スピルサプレッションエフェクト
2014 年 6 月リリースの After Effects CC の使用を開始すると、「スピルサプレッション」エフェクト

が「旧バージョン」エフェクトカテゴリに移動され、ユーザーは「高度なスピルサプレッション」エフェクト
の使用を推奨されます。

キークリーナーと高度なスピルサプレッションエフェクト

キークリーナーエフェクト

キークリーナーエフェクトは、圧縮の結果によって消失したアルファチャンネルの詳細の回復を含めて、一般
的なキーイングエフェクトにってキーイングされたシーンから詳細を回復します。

鮮明にする必要があるエッジに沿って不要な半透明のエフェクトが表示される場合、エフェクトマスクを
（少しのマスクの境界のぼかしとともに）使用して、アクティブな領域に対してキークリーナーエフェク
トを制限します。

高度なスピルサプレッションエフェクト

高度なスピルサプレッションエフェクトは、カラーキーイングに使用される色付きの背景から前景の被写体の
カラースピルを除去します。

高度なスピルサプレッションエフェクトには、スピルサプレッションのための 2 つの方法が用意されていま
す：

1. 標準 - 標準の方法は簡潔で、優先キーカラーが自動的に検出され、ユーザーの入力が少な
くてすみます。

2. Ultra - Ultra 方法は Premiere Pro の Ultra キーエフェクトのスピルサプレッションに基づ
いています。Ultra キーについて詳しくは、Premiere Pro のUltra キーセクションを参照し
てください。
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Keylight プリセット

Keylight、キークリーナーと高度なスピルサプレッ
ションエフェクト

このようなエフェクトを簡単に適用する方法は、Keylight + キークリーナー + スピルサプレッションアニメー
ション プリセットを使用することです。

2014 年 6 月リリースの After Effects CC の使用を開始すると、「スピルサプレッション」エフェクト
が「旧バージョン」エフェクトカテゴリに移動され、ユーザーは「高度なスピルサプレッション」エフェクト
の使用を推奨されます。

Keylight エフェクト

After Effects には、組み込みのキーイングエフェクトに加えて、アカデミー賞を受賞した Keylight エフェクト
も用意されており、プロ級のカラーキーイングを行えます。Keylight エフェクトについては、Keylight プラグ
インのインストールフォルダーにある関連マニュアルを参照してください（プラグインを参照）。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。

「キーカラー」プロパティはエクスプレッションによって Keylight エフェクトの「スクリーンカ
ラー」プロパティに既にリンクされているため、スピル除去プロセスのために別のカラーを使用する場合を除
いて、変更する必要はありません。スピル除去プロセスのために別のカラーを使用するには、Keylight エクス
プレッションを無効にするか、削除するだけです。

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

Keylight エフェクト + キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメー
ションプリセット

以下の手順に従って、Keylight エフェクトをキークリーナーおよび高度なスピルサプレッションアニメーショ
ンエフェクトと一緒に適用します。
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このビデオをご覧になり、新しいキークリーナーエ
フェクトで圧縮されているか撮影に失敗したグリー
ンスクリーンフッテージからのキーイング結果を向
上させ、高度なスピルサプレッションコントロール
でカラースピルを除去する方法を学習してくださ
い。

1. Keylight + キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメーションアニメーション
プリセット（アニメーションプリセットの Image-Utlities フォルダー）を使用して、レイ
ヤーに 3 つのエフェクトを順に適用します。高度なスピルサプレッションエフェクトは
デフォルトでオフになっていて、フッテージにカラースピルを取り除く必要がない場
合、Keylight エフェクトでキーカラーをサンプリングできます。

2. 「Keylight」エフェクトの「スクリーンカラー」スポイトツールを使用して、コンポジ
ションパネルでレイヤーからキーカラーをサンプリングします。最高の結果を得られるよ
うに、通常と同じようにその他のKeylight エフェクト設定を調整します。

3. 必要に応じて、シーンからカラースピルを除去するには、高度なスピルサプレッションエ
フェクトのエフェクトスイッチをオフにします。

鮮明にする必要があるエッジに沿って不要な半透明が表示される場合、エフェクトマスクを（少しのマス
クの境界のぼかしとともに）使用して、アクティブな領域に対してキークリーナーを制限します。
マスクのぼかしの詳細については、可変幅のマスクの境界のぼかし と マスクのエッジをソフトにするの記
事を参照してください。

キークリーナーと高度なスピルサプレッションエフェクトを他のキーイングエ
フェクトと一緒に使用

以下の手順に従って、キークリーナーおよび高度なスピルサプレッションエフェクトを Keylight エフェクト以
外のキーイングエフェクトに適用します。

1. キーイング エフェクトをレイヤーに適用します。
2. 独自のスピルサプレッションの実行を試行することなく、キーイングエフェクトで完全な

RGB 結果を得られるように、このエフェクトを Keylight エフェクトの「中間結果」設定
と同様に設定します。

3. キーイングエフェクトの後にキークリーナーエフェクトを適用します。
4. キーイングエフェクトの後にキークリーナーエフェクトを適用します。

チュートリアルで学習する

以下も参照してください
キーイングの概要とリソース
マットチョークエフェクト
チョークエフェクト
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ディストーションエフェクト
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ベジェワープエフェクト
バルジエフェクト
コーナーピンエフェクト
ディスプレイスメントマップエフェクト
ゆがみエフェクト
ズームエフェクト
メッシュワープエフェクト
ミラーエフェクト
オフセットエフェクト
レンズ補正エフェクト
極座標エフェクト
リシェープエフェクト
波紋エフェクト
にじみエフェクト
球面エフェクト
トランスフォームエフェクト
タービュレントディスプレイスエフェクト
回転エフェクト
ワープエフェクト
ワープスタビライザーエフェクト
波形ワープエフェクト
サードパーティ製エフェクト

After Effects には、ネイティブおよびサードパーティープラグインの様々なディストーションエフェクトが含
まれており、イメージを歪める（モーフィングする）ために使用できます。ワープエフェクトには、ローリン
グシャッターディストーションでイメージを修正またはスタビライズするための機能が含まれています。

ベジェワープエフェクト

「ベジェワープ」エフェクトは、クローズパスのベジェ曲線を使用し、レイヤーの境界に沿ってイメージの
シェイプを生成します。この曲線は、4 つのセグメントで構成され、各セグメントに点が 3 つ（頂点 1 つと接
点 2 つ）あります。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、ベジェワープエフェクトの使用方法を示すビデオチュー
トリアルを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
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水平半径と垂直半径

バルジの高さ

テイパー半径

アンチエイリアス

すべてのエッジを固定

オリジナル（左上）、ベジェワープを適用（左下、右下）

頂点と接点の位置で、セグメントのサイズと形が決まります。各ポイントをドラッグして、エッジを形成する
曲線のシェイプを変更し、イメージを歪めます。例えば、瓶の表面にラベルを巻くときのように、イメージを
別のイメージの大きさに合わせて変形するには、ベジェワープを使用します。「ベジェワープ」エフェクト
は、広角レンズを使ったときに起こる魚眼効果（樽型歪曲）などのレンズ収差を補正するのにも便利です。こ
のエフェクトで、まっすぐな元の形に戻すことができます。エフェクトをアニメートして高い弾性値を選択す
ると、揺れるゼラチンデザートやひるがえる旗など、流動的に動作するビジュアル効果が作成できます。

バルジエフェクト

「バルジ」エフェクトは、指定した点の周囲でイメージを歪め、選択されたオプションに応じてイメージが手
前または奥へ張り出して見えるようにします。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、バルジを適用（左下、右下）

歪んでいる部分の幅と高さ（ピクセル単位）。半径値は、レイヤーの選択ハンドルをド
ラッグして設定することもできます。

バルジの奥行き。正の値に設定すると、バルジは画面に向かって手前に張り出し、負の値に設
定すると、バルジは画面に向かって奥へ張り出します。

バルジの側面の傾斜。テイパー半径を 0 に設定すると、傾斜の急なバルジになります。

バルジの境目をスムージング（カラーをブレンド）する度合い。アンチエイリアスは、レ
イヤーの画質を「最高」に設定している場合のみ適用されます。

レイヤーのエッジをバルジの対象から除外します。
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コーナーピンエフェクト

「コーナーピン」エフェクトは、イメージの 4 つのコーナーを再配置することによって、イメージを歪めま
す。このエフェクトを使用すると、イメージの伸縮、縮小、歪曲およびツイストを行うことができます。ま
た、エッジを中心にレイヤーを回転させれば、ドアが開くときのような遠近感や動きがシミュレートできま
す。モーショントラックによって追跡される矩形領域にレイヤーを追加する場合にも、このエフェクトを使用
できます。コーナーピンは、コンポジションパネル、タイムラインパネル、またはエフェクトコントロールパ
ネルで動かせます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、コーナーを移動（左下）、最終的なイメージ（右下）

AE Enhancers フォーラムには、一連の「コーナーピン」エフェクトポイントをスケーリングする、Donat
van Bellinghen によるアニメーションプリセットの説明とリンクがあります。
After Effects に付属している Cycore FX プラグインの 1 つである CC Power Pin エフェクトは、いくつかの
追加機能を提供しています。詳しくは、Cycore の Web サイトを参照してください。

ディスプレイスメントマップエフェクト

「マップレイヤー」プロパティで指定した制御レイヤーのピクセルのカラー値に従ってピクセルを垂直または
水平に動かし、レイヤーを歪めます。このエフェクトで作成するディストーションの種類は、選択するディス
プレイスメントマップとオプションによって大きく異なります。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、ディスプレイスメントマップ（左下）、歪められたイメージ（右下）

置き換えは、ディスプレイスメントマップのカラー値によって制御されます。カラー値の範囲は、0 ～ 255 で
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ページの先頭へ

す。各値は、-1 ～ 1 の範囲に変換されます。置き換えの量は、この変換値と指定した最大置き換え量を掛け
合わせて計算されます。カラー値を 0 にすると、最大の負の置き換え量になります（-1×最大置き換え量）。
カラー値 255 では、最大の正の置き換えが行われます。カラー値 128 では、置き換えが行われません。
このエフェクトでは、「マップレイヤー」で指定した制御レイヤーを使用しますが、そのレイヤーに適用され
ているエフェクトやマスクは無視されます。エフェクトが適用された制御レイヤーを使用したい場合は、レイ
ヤーをプリコンポーズしてください。制御レイヤーのサイズが、エフェクトの適用先のレイヤーと同じでない
場合は、「ディスプレイスメントマップ動作」の設定に従って、中央に配置されるか、伸縮されるか、並べら
れます。
レイヤーの元の境界を超えてエフェクトを適用する場合は、「出力を拡張」を選択します。レイヤーの元の境
界の外に動いたピクセルの値を反対側にコピーするには、「ピクセルをラップする」を選択します。例えば、
レイヤーの右側にはみ出したピクセルが左側に表示されます。

「ディスプレイスメントマップ」エフェクトに関するオンラインリソース

Rick Gerard が、彼自身の Web サイトで、「ディスプレイスメントマップ」エフェクトに関する詳細とサン
プルプロジェクトを公開しています。
Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、テキストレイヤーと煙のフッテージで「ディスプレイスメ
ントマップ」エフェクトを使用して、煙がかったテキストタイトルシーケンスの作成方法を示すビデオチュー
トリアルを公開しています。
Trish と Chris Meyer が、Artbeats の Web サイトの「Writing on the Wall」（PDF）で、描画モード、レイ
ヤースタイル、「ディスプレイスメントマップ」エフェクトを使用して、表面の一部として表示されるように
テキストを合成する方法について説明しています。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、「ディスプレイスメントマップ」エフェクト、「タービュレント
ディスプレイス」エフェクト、「テクスチャ」エフェクト、および「ブラー」エフェクトと「カラー補正」エ
フェクトの組み合わせを使用して、粗い紙の上にほのかに描かれた水彩画のような効果を与えるトランジショ
ンを作成する方法に関するサンプルプロジェクトを公開しています。
Robert Powers が、Slippery Rock NYC の Web サイトで、デプスマットを作成し、ディスプレイスメント
マップエフェクトの制御レイヤーとして使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。その結
果は、3D メガネエフェクトで立体視イメージを作成するために使用します。

ゆがみエフェクト

「ゆがみ」エフェクトを使用すると、レイヤー内の領域を押したり、引いたり、回転させたり、伸縮させたり
できます。一部のツールでは、マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ブラシ領域がゆがみます。ゆが
みは、ブラシ領域の中心に集中します。マウスボタンを押し続けるか、領域の上を繰り返しドラッグすると、
効果はさらに大きくなります。
ゆがませる領域を制限するには、「フリーズエリアマスク」を使用します。作成したゆがみを小さくしたり、
取り消したりするには、再構築モードを使用します。
「ゆがみ」エフェクトは、ターゲットレイヤーの境界を超えて適用が可能です。これは、適用先のレイヤーが
コンポジションより小さい場合に便利です。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
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フリーズエリアマスク

マスクの不透明度

マスクの境界線をぼかす

ワープ

乱気流

渦ツール（時計回り）

渦ツール（反時計回り）

縮小

膨張

ピクセル移動

反射

オリジナル（左上）、ゆがみを適用（左下、右下）

Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、ゆがみエフェクトを使用して、人間の顔を悪魔の顔のよ
うに歪ませる（モーフィングする）方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

マスクのプロパティ

フリーズエリアマスクで指定したイメージ領域に、マスク不透明度およびマスクの境
界線の設定に従ったゆがみが適用されます。マスクの外の領域がゆがみ、マスク内の領域は、マスク不透明度
およびマスクの境界線の設定に従ってゆがみます。

マスク内の領域がどれほどゆがみに影響されるかを指定します。100％に設定すると、マ
スク内の領域はゆがみの影響を受けません。50％に設定すると、ある程度の影響を受けます。不透明度を
100％に設定する場合は、マスクをぼかしてエッジがぎざぎざにならないようにしてください。

マスクした領域をマスクしていない領域とブレンドするときの、ぼかす境界線の幅
をピクセル単位で指定します。

ツール

ドラッグすると、その方向にピクセルが移動します。

ピクセルに滑らかなスクランブルをかけます。これは、炎、雲、波などの効果を出すときに便利です。

マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ピクセルが時計回りに回転します。

マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ピクセルが反時計回りに回転します。

マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ピクセルがブラシ領域の中心に向かって移動します。

マウスボタンを押し下げる操作やドラッグ操作に合わせて、ピクセルをブラシ領域の中心から外に移動しま
す。

ストロークに対して直角にピクセルを移動します。

ブラシ領域にピクセルをコピーします。
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スタンプ

再構築

復帰

移動して復帰

変形して復帰（弱）

変形して復帰（強）

ページの先頭へ

特定の場所のゆがみをマウスの位置にコピーします。コピー元の位置を指定するには、Alt キー（Windows）
または Option キー（Mac OS）を押しながらその場所をクリックします。

ゆがみを反転させたり、別の方法で適用したりします。

ゆがみエフェクトでイメージをゆがませる
1. レイヤーを選択し、エフェクト／ディストーション／ゆがみを選択します。

2. レイヤーパネルで、マスクを作成し、イメージ内で変更させたくない領域を設定します。

3. エフェクトコントロールパネルで、次の操作を行います。

作成したマスクをフリーズエリアマスクポップアップメニューから選択します。
ブラシのサイズとブラシの筆圧を指定します。筆圧を低くすると、変化が遅くなるの
で、適切なタイミングで止めやすくなります。
乱流の変位を指定し、乱流ツールでピクセルを動かす強さを設定します。
「表示オプション」グループの「メッシュを表示」を選択します。
必要に応じてメッシュのオフセットを設定します。
ディストーション率スライダーをドラッグし、ゆがみの量を指定します。

4. ツールを使用してイメージのプレビューをゆがめます。

5. ゆがみを全体的または部分的に反転させたり、イメージをまた別の方法で変更したりする
には、再構築ツール  を使用します。

ゆがみエフェクトでゆがみを取り消す

ゆがみを反転させたり、別の方法でやり直すには、再構築ツールと「再構築モード」を使用します。

1. 再構築ツールを選択し、再構築モードポップアップメニューから次のモードを選択しま
す。

フリーズ領域以外をゆがめる前の状態に戻します。

フリーズ領域以外を再構築して、開始点での置き換えと一致させます。
「移動して復帰」を使用すると、プレビューイメージの全体または一部を、別の位置に移
動できます。

フリーズ領域以外を再構築して、開始点での置き換え、回転および
全体的なスケールと一致させます。

フリーズ領域以外を再構築して、開始点での置き換え、回転、水平
比率、垂直比率および歪曲を含むすべてのローカルのゆがみと一致させます。

2. ドラッグした領域が復元されます。再構築のスピードは、ブラシの中心に近いほど速くな
ります。

ズームエフェクト
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シェイプ

中央に揃える

拡大率

リンク

なし

サイズを拡大率に比例

サイズとぼかしを拡大率に比例

サイズ

ぼかし

不透明度

スケール

通常

ソフト

イメージの全体または一部を拡大します。イメージの一部に虫めがねをかざしたように見せたり、解像度を保
ちながらイメージ全体を 100％以上に拡大したりできます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、ズームを適用（左下、右下）

ズームする領域の形。

ズームする領域の中心。

領域の拡大率。

拡大する領域のサイズとエッジのぼかしが、「拡大率」の設定でどの程度影響を受けるかを指定しま
す。「なし」以外に設定すると、「レイヤーのサイズを変更」オプションが無効になります。

拡大する領域のサイズとエッジのぼかしは、「拡大率」の設定の影響を受けません。

拡大する領域の半径を、「拡大率」（％）と「サイズ」の値をかけ合わせたも
のと同じにします。

拡大する領域の半径を、「拡大率」（％）と「サイズ」の値をかけ合
わせたものと同じにします。エッジのぼかしの幅は、「拡大率」と「ぼかし」の値をかけ合わせたも
のと同じになります。

拡大する領域の大きさ（ピクセル単位）。

エッジのぼかしの量（ピクセル単位）。

拡大する領域の不透明度。元のレイヤーの不透明度に対する割合（％）で指定します。

イメージを拡大する方法。

この指定では、イメージのシャープネスが維持されますが、拡大率が大きいとエッジがピクセル
化します。

スプラインアルゴリズムを使用します。イメージの拡大率が 100％を超える場合に「ソフト」
を使用すると、エッジのピクセル化が少なく、画質が保たれます。「ソフト」は、拡大率が大きい場
合に適しています。
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拡散

描画モード

レイヤーのサイズを変更

ページの先頭へ

行、列

画質

ディストーションメッシュ

注意：

ページの先頭へ

イメージが拡大されると、拡散（ノイズ）を生成します。

拡大した領域と元のレイヤーを合成するのに使用する描画モード。「なし」オプションを指定す
ると、ズームする領域以外は透明になります。

このオプションを選択すると、拡大した領域をレイヤーの元の境界の外まで広げる
ことができます。

メッシュワープエフェクト

「メッシュワープ」エフェクトでは、グリッド状のベジェパッチをレイヤーに適用し、そのベジェパッチを操
作すると、パッチに従ってイメージをゆがめることができます。パッチの各コーナーには、1 つの頂点と 2 ～
4 つの接線（パッチのエッジを構成する線セグメントの湾曲を調整するポイント）があります。接線の数は、
頂点がコーナー、エッジまたはグリッドのいずれの内側にあるかによって異なります。頂点と接線を移動する
と、曲線セグメントのシェイプを操作できます。グリッドが小さいほど、パッチの内側にあるイメージの調整
を詳細に行えます。
「メッシュワープ」エフェクトは、通常、2 つのイメージをモーフィングして、あるイメージから別のイメー
ジへのトランジションを作成するのに使用します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、ディストーションメッシュを適用（左下）、メッシュワープを適用（右下）

複数の頂点を選択するには、Shift キーを押しながら頂点をクリックします。

最大 31 のパッチを垂直（行）または水平（列）に指定します。大まかなゆがみを作成するには、
パッチの数を少なくします。細かく調整するには、パッチの数を増やします。グリッドのシェイプを変更する
には、頂点と接線をドラッグします。イメージは、弾力性の設定と、隣接するパッチによって作成された境界
に応じて、グリッドシェイプに従います。

曲線で定義したシェイプに、イメージがどれだけ厳密に沿うかを指定します。画質の値を高くするほ
ど、イメージは厳密にシェイプに沿った形になります。高画質の設定では、レンダリングにかかる時間が通常
よりも長くなります。

時間の経過に応じてゆがみをアニメートするには、ストップウォッチをクリック
します。

各パッチは、ゆがみの境界になります。例えば、パッチを伸ばすと、パッチ内のイメージ領域は伸
び、隣接するパッチ内のイメージ領域は縮みます。隣接するパッチのイメージは、境界によって保護されてい
るので、完全につぶれてしまうことがありません。その一方、イメージをパッチの外へ押し出すことはできま
せん。
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反射の中心

反射角度

ページの先頭へ

中央をシフト

元の画像とブレンド

ページの先頭へ

視界

レンズディストーションを反転

視界の方向

ミラーエフェクト

「ミラー」エフェクトは、イメージをある線に沿って分割し、片側をもう一方の側に反映させます。

反射の中心線の位置。

反射の中心線の角度。0°にすると、左側の鏡像が右側に映ります。90°にすると、上側の鏡像が下側
に映ります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オフセットエフェクト

「オフセット」エフェクトは、レイヤー内でイメージをパンします。イメージの片側から押し出されたビジュ
アル情報が、反対側に表示されます。「オフセット」エフェクトを 1 回使用すると、レイヤーからループ背景
が作成されます。最高画質の場合、オフセットはサブピクセル精度で実行されます。
Lloyd Alvarez が、AE Enhancers フォーラムで、「中央をシフト」プロパティに適用してタイミングのずれて
いるフィルムプロジェクターをシミュレートする簡単なエクスプレッションを公開しています。

元のイメージの新しい中心となる位置。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

レンズ補正エフェクト

「レンズ補正」エフェクトは、カメラレンズによるゆがみをイメージに追加または除去します。レンズディス
トーションが不一致な状態で要素をブレンドすると、アニメーションの異常の原因になります。例えば、リニ
アオブジェクトがシーンのディストーションに従わないことが原因で、ゆがめられたシーンでトラックされた
オブジェクトがシーン領域に一致しないケースなどが生じます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

ゆがんだフッテージの視界。視界は、ソースレイヤーのサイズと選択した「視界の方向」に比例しま
す。ディストーション量は視界に比例します。各レンズにどの視界値が適用されるかを定義する一般的なルー
ルはありません。ズームインは視界を狭くし、ズームアウトは視界を広げます。したがって、フッテージに異
なるズーム値が含まれる場合は、視界値をアニメートする必要があります。

レンズディストーションを反転します。例えば、広角レンズディストーショ
ンを削除するには、視界を 40.0 に設定し、「レンズディストーションを反転」を選択します。「レンズディ
ストーションを反転」が選択されている場合は、「サイズ変更」が有効になります。

視界の値を決める基準になる軸。これは、コンピューターで生成した要素を、レンダリングする
視野角に一致させる場合に便利です。
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視界の中心

最適ピクセル（反転を無効にする）

サイズ変更

ページの先頭へ

代替の中心視点を指定します。これは、中央に配置されていないカスタムレンズを使用する場合
に便利です。ただし、ほとんどの場合、この設定は変更する必要はありません。

ディストーション処理時に、できるだけ多くのピクセル情報を保持しま
す。このオプションを選択した場合、視界値を無効にすることができなくなります。

ディストーションを適用した結果、レイヤーが境界からはみ出してしまった場合に、レイヤーの
サイズを変更します。「サイズ変更」を使用するには、まず「レンズディストーションを反転」を選択し、次
のいずれかのオプションを選択します。「オフ」は、レイヤーのサイズを変更しません。「最高2倍」は、幅
と高さを最高 2 倍に拡大します。「最高4倍」は、幅と高さを最高 4 倍に拡大します。「無制限」は、レイ
ヤーを最大限に広げます。このオプションを選択すると、大量のメモリが必要になる場合があります。

視界値の調節とレンズディストーションの追加

視界値を一致させるには、レイヤーのサイズが同じである必要があります。ただし、「サイズ変更」を選択し
た場合、「レンズ補正」を再び適用し、同じ値を（逆に）使用してディストーションを元に戻すことができま
す。すると、「レンズ補正」の 2 つのインスタンス間に、別のエフェクトが適用できるようになります。
「レンズ補正」を使用してレイヤーのサイズを変更した後、さらに大きなコンポジションにプリコンポーズす
る場合は、プリコンポーズしたレイヤーも拡大しなければ、同じ値でディストーションを反転させることはで
きません。

1. ディストーションを設定したレイヤーを選択し、エフェクト／ディストーション／レンズ
補正を選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、視界値を調整し、ゆがんだエッジや線が直線として表
示されるようにします。この視界値を記録しておきます。

3. ゆがみを適用するコンピューターグラフィックレイヤーを選択し、手順 2 で記録してお
いた視界値を使用してレンズ補正を適用します。

4. 「レンズディストーションを反転」を選択します。

5. フッテージレイヤーからレンズ補正を削除します。

極座標エフェクト

「極座標」エフェクトによるゆがみは、レイヤーの（X,Y）座標系の各ピクセルを極座標系の対応する位置ま
たはその反対に変換することによって、レイヤーを歪ませます。このエフェクトは、選択したイメージやプロ
パティの設定によって結果が様々に異なるので、予想外のゆがみ効果を得ることができます。標準の座標系で
は、点が、原点からの水平距離（X 軸）と垂直距離（Y 軸）で表され、（X,Y）と表記されます。極座標系の
点は、原点を中心とした半径の長さ（r）と X 軸からの角度  で表され、（r, ）と表記されます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、極座標を適用（左下、右下）
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補間

変換の種類

四角形から極線へ

極線から長方形へ

ページの先頭へ

リシェープ元マスク

リシェープ先マスク

Stu Maschwitz が、彼自身の ProLost ブログで、「フラクタルノイズ」エフェクトと「コロラマ」エフェクト
を使用して太陽のコロナを作成し、「極座標」エフェクトを使用してノイズの線で円形を囲むサンプルプロ
ジェクトを公開しています。

ディストーションの量を指定します。0％にすると、ディストーションが発生しません。

変換処理の種類。

各ピクセルの（X,Y）座標を（r, ）座標として使用し、ピクセルを移動します。例
えば、（X,Y）座標値（2,3）は、原点からの距離が 2 で角度が 3 度の極座標値になります。水平線は
円にゆがみ、垂直線は放射線状にゆがみます。

各ピクセルの（r, ）座標を（X,Y）座標として使用し、ピクセルを移動します。例
えば、極座標で原点からの距離が 10、角度が 45°の点は、（X,Y）座標の（10,45）になります。

リシェープエフェクト

「リシェープ」エフェクトは、シェイプを同じレイヤー上で別のシェイプに変換します。その際、シェイプの
下にあるイメージも同時に移動され、新しい領域のシェイプに合うようにゆがめられます。ゆがめる領域を定
義するには、リシェープ元マスク、リシェープ先マスク、境界マスク（オプション）の最大 3 つのマスクを作
成するか、読み込みます。
Chris Zwar が、Creative COW の Web サイトで、「リシェープ」エフェクトを使用して、ある顔を別の顔
にモーフィングする方法を公開しています。このチュートリアルでは、対応ポイントの使用および編集に関す
る数多くのヒントを紹介しています。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

3 つのマスクを含むオリジナル（左上）、リシェープを適用（左下、右下）

初期設定では、After Effects は、マスクの作成順序または読み込み順序に基づいて、境界、リシェープ先また
はリシェープ元を各マスクに割り当てます。異なるマスクを指定することもできます。マスクには、クローズ
パスを使用してください。3 つのマスクはすべて、「リシェープ」エフェクトの適用先と同じレイヤーになけ
ればなりません。ただし、別のレイヤーからマスクをコピーすることもできます。

リシェープする領域を含むマスク。指定しない場合は、2 番目に作成されたマスクがリ
シェープ元マスクとして使用されます。コンポジションパネルとレイヤーパネルでは、アウトラインが赤色で
表示されているマスクがリシェープ元マスクです。

最終的なイメージの形になるマスク。指定しない場合は、3 番目に作成されたマスクが
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境界マスク

パーセント

弾力性

対応ポイント

計算密度

不連続

リニア

スムーズ

リシェープ先マスクとして使用されます。コンポジションパネルとレイヤーパネルでは、アウトラインが黄色
で表示されているマスクがリシェープ先マスクです。

イメージのどの部分をリシェープするかを指定します。境界の外側にあるものは変更されませ
ん。指定しない場合は、最初に作成されたマスクが境界マスクとして使用されます。コンポジションパネルと
レイヤーパネルでは、アウトラインが青色で表示されているマスクが境界マスクです。

リシェープする度合い。この値は、時間の経過に従って徐々に拡大する部分的なディストーショ
ンを作成する場合に便利です。

曲線で定義したシェイプに、イメージがどれだけ厳密に沿うかを指定します。「硬い」は冷たいゴム
のように弾力がなく、イメージのゆがみの量が最も少なくなります。「超液状」は熱したゴムのように弾力が
あり、イメージは流動体のようにゆがみます。その他の設定は、この 2 つの間に分類されます。弾力性が高い
ほど、レンダリングにかかる時間が長くなります。期待どおりに曲線に沿ったイメージができない場合は、弾
力性に関する次のガイドラインに従ってください。
一般には、イメージが多角形にならない程度に、できるだけ硬い設定を選択します。曲線
はスムーズなのに形状が多角形になってしまう場合は、弾力性を上げてみます。
リシェープ元マスクとリシェープ先マスクの形状が似ていて、湾曲が少ない（方向が大幅
に変わる曲線セグメントが少ない）場合は、「硬い」、「少し硬い」または「普通より硬
い」を使用します。
リシェープ元マスクとリシェープ先マスクの形が異なり、湾曲が緩やかな場合は、「普
通」、「ごく普通」または「普通より軟らかい」を使用します。
マスクの形状が非常に異なり、極端に湾曲している場合は、「軟らかい」、「液状」また
は「超液状」を使用します。

リシェープ先マスク上の点に関連付けられる（マッピングされる）リシェープ元マスクのポイ
ント数を示します。各ポイントはコンポジションパネルに表示され、空間におけるディストーションの補間を
設定します。ディストーションを正確に調整するには、マスク上でポイントを追加、削除または移動します。
対応ポイントの移動には選択ツールを使用し、対応ポイントの追加と削除には頂点を追加ツールと頂点を削除
ツールを使用します。これらのツールは、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと使用
できるようになります。対応ポイントは、エフェクトコントロールパネルでエフェクトを選択しているときに
のみ操作することができます。
対応ポイントは無制限に設定できますが、対応ポイントの数が多いほど、エフェクトのレンダリングにかかる
時間が長くなります。ディストーションがねじれて見える場合は、マスクの識別点に対応ポイントを追加して
ください（対応ポイントの間にある曲線の弧の長さが大幅に異なる場合、ねじれが生じることがあります）。

キーフレームの間にあるビデオフレームまたはアニメーションフレームをゆがめる方法、または
キーフレームが必要かどうかを指定します。

指定すると、各フレームごとにディストーションが計算されるので、キーフレームは不要にな
ります。「不連続」では、最も正確な結果が出ますが、レンダリングにかかる時間が長くなります。

（初期設定）。2 つ以上のキーフレームを使用して、キーフレーム間で直線補間が行われま
す。「リニア」の場合、キーフレーム間は、規則的に変化し、キーフレームには大きな変化が生じま
す。

指定すると、3 つ以上のキーフレームを使用して、三次元曲線に基づいたディストーション
の近似が行われ、動きの滑らかなディストーションが生成されます。

リシェープエフェクトの使用
1. レイヤーパネルで、レイヤーを開きます。

2. リシェープ元マスク、リシェープ先マスクおよび境界マスクをレイヤーに作成するか、読
み込みます。
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ページの先頭へ

半径

波紋の中心

各マスクに名前を付け、エフェクトコントロールパネルのマスクメニューで簡単に認
識できるようにします。

3. タイムラインパネルで、各マスクのモードメニューから「なし」を選択します。

4. 境界マスクを配置して、変更しないイメージ領域を指定します。境界マスクの内側だけが
ゆがみ、外側は変化しません。境界マスクは、リシェープ元とリシェープ先のマスクが重
ならないように、できるだけ離して配置してください。

5. リシェープ元マスクをイメージ上でスケールおよび配置します。

6. 最終的なシェイプとなるリシェープ先マスクをスケールおよび配置します。リシェープ元
マスクとリシェープ先マスクがほぼ同じ位置にあると、ディストーションが最適に機能し
ます。

7. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルをアクティブにしてレイヤーを選択し、
エフェクト／ディストーション／リシェープをクリックします。

8. マスクメニューから、リシェープ元マスク、リシェープ先マスクおよび境界マスクを選択
します。

9. 「パーセント」を調整し、弾力性のオプションを選択します。

10. コンポジションパネルで、マスク上の対応ポイントを追加、削除または移動し、ディス
トーションを調整します。

ポイントを追加するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながらマスクをクリックします。
ポイントを削除するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながらポイントをクリックします。
ポイントを移動するには、ポイントを新しい場所にドラッグします。
1 対のポイントの補間を変更するには、Shift キーを押しながらポイントをクリックし
ます。スムーズ補間は、円形のマスクの場合に最適に機能し、リニア補間は多角形の
マスクで最適に機能します。スムーズ補間とリニア補間は、1 つのコンポジションで
組み合わせて使用できます。

11. 補間法を選択し、ディストーションをプレビューします。リニア補間またはスムーズ補間
で望ましい結果が得られない場合は、キーフレームを追加してください。不連続補間で望
ましい結果が得られない場合は、別の方法を選択します。

波紋エフェクト

「波紋」エフェクトを使用すると、指定のレイヤー上に、中心点から同心円を描きながら遠ざかるように移動
する波紋が生成されます。このエフェクトを使用すると、池に石を投げたときのような効果が得られます。ま
た、中心点に向かって移動する波紋も作成できます。
「波形の速度」を使用すると、一定速度で波紋をアニメートできます。キーフレームは必要ありません。「波
紋フェーズ」にキーフレームを設定することで、波紋の様子を可変的にアニメートできます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

波紋が中心点から移動する距離を設定します。値は、イメージのサイズのパーセント値を表します。例
えば、波紋の中心がレイヤーの中心にあり、半径が 100 の場合、波紋はイメージのエッジまで移動します。
値 を 0 に設定すると、波紋は生成されません。水面の波紋と同じように、レイヤーの波紋の間隔は中心から
離れるほど小さくなります。
単一波の波紋を作成するには、「半径」を 100、「波紋の幅」を 90 ～ 100 の範囲の値、「波紋の高さ」
を任意の値に設定します。

エフェクトの中心点を指定します。
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変換の種類

波紋の速度

波形の幅

波形の高さ

波紋のフェーズ

ページの先頭へ

リシェープ元マスク

注意：

境界マスク

マスクオフセット

波紋が作成される方法を指定します。「非対称」は、自然な波紋を生成します。非対称波紋には
横のモーションが含まれ、ディストーションの量が多くなります。「対称」は、中心点から外側にだけ移動す
るモーションを生成します。生成されるディストーションの量は少なくなります。

波紋が中心点から外側に移動する速度を設定します。波形の速度を指定すると、波紋は特定の時
間範囲にわたって一定速度で（キーフレームなしで）自動的にアニメートされます。負の値を指定すると、波
紋は中心に向かって移動し、0 の値を指定すると移動しません。時間の経過につれて波形の速度を変えるに
は、このオプションを 0 に設定し、レイヤーの「波紋のフェーズ」プロパティのキーフレームを作成します。

波紋のピーク間の距離をピクセル単位で指定します。値が大きいほど、長く起伏の多い波紋が生成
され、値が小さいほど、小さな波紋が多数生成されます。

波紋の波の高さを指定します。波が高いほど、ディストーションが大きくなります。

ウェーブフォーム上で波の周期の開始点を指定します。例えば、0°（初期設定）にすると、
下降線の中間点で波が起こります。90°は谷の最低点で、180°は上昇線の中間点で波が起こります。

にじみエフェクト

「にじみ」エフェクトを使用すると、イメージ内で領域を定義し、その領域を新しい位置に移動して、イメー
ジとその周辺部分を伸縮させ、にじませたようにすることができます。領域を定義するには、マスクを使用し
ます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
にじみを使用する場合は、まず変形元マスクと境界マスクを作成するか、読み込みます。After Effects のレイ
ヤーで作成したマスクや、Adobe Illustrator で作成したマスクが使用できます。Adobe Illustrator で作成した
マスクを使用するには、マスクをコピーし、After Effects 内のレイヤーにペーストします。にじみでは、ク
ローズパスのマスクを使用します。オープンパスのマスクは、選択した時点で自動的に閉じられます。両方の
マスクが、「にじみ」エフェクトを適用するフッテージと同じレイヤーになければなりません。ただし、別の
レイヤーからマスクをコピーすることもできます。
イメージ内で変形元マスクを移動すると、変形元マスクのエッジに従って境界マスク内のイメージの位置が伸
縮します。境界マスクの外側のイメージは、伸縮しません。変形元マスクの元の位置（レイヤーパネルで設
定）と変形元マスクのオフセット位置の両方が、コンポジションパネルに表示されます。変形元マスクの最初
の位置は、赤いアウトラインで表示され、新しい位置は、暗いアウトラインで表示されます。
オフセット位置へ移動するときの変形元マスクの位置、サイズおよび回転をアニメートできます。また、レイ
ヤーパネルで、変形元マスクの元の位置をアニメートすることもできます。
設定によっては、処理に数分かかることがあります。変形元マスクが境界マスクに近づくほど、計算時間が長
くなります。処理を中断するには、コントローラをクリックします。

変形元マスクとして使用するマスクを指定します。初期設定では、そのレイヤーで 2 番
目に作成したマスク（または読み込んだマスク）が変形元マスクになります。

ディストーションを作成するには、境界マスクと変形元マスクの両方が必要です。

境界マスクとして使用するマスクを指定します。初期設定では、そのレイヤーで最初に作成した
マスク（または読み込んだマスク）が境界マスクになります。

変形元マスクの目的位置を指定します。オフセットは、X と Y の座標で表され、「オフ
セット」ボタンの右に表示されます。オフセット位置を設定するには、「オフセット」ボタンをクリックして
から、イメージ内にある目的の位置をクリックします。オフセット位置を数値で設定するには、各軸の値を新
しく入力します。「マスクオフセット」のような精密な設定が必要でない場合は、コンポジションパネルで変
形元マスクオフセットをドラッグするだけで目的の位置に移動できます。
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注意：

マスク回転

マスクスケール

パーセント

弾力性

計算密度

ページの先頭へ

ページの先頭へ

変形元マスクの位置が境界マスクに近いと、アニメーション中にうねりが生じることがあります。

変形元マスクを中心点の回りに 0 ～ 360°度回転します。

元の位置との相対で、変形元マスクを（オフセット位置で）拡大または縮小します。

生成されるにじみをパーセント値で指定します。例えば、「パーセント」を 50％に設定した場
合、変形元マスクを移動、伸縮および回転すると、指定したにじみの半分が実行されます。この値は、実行さ
れるエフェクトのパーセントを示すだけで、変形元マスクの元の位置とオフセット位置には影響しません。

曲線で定義したシェイプに、イメージがどれだけ厳密に沿うかを指定します。「硬い」を指定すると
ディストーションの量が最小になり、「超液状」を指定すると最大になります。一般には、イメージが多角形
にならない程度に、できるだけ硬い設定を選択します。

キーフレーム間での補間方法を指定します。「リニア」を指定すると、2 つ以上のキーフレームを
使用して、キーフレーム間で直線補間が行われます。「リニア」は、ディストーションがキーフレームで変化
する、ロボットの動作のようなアニメーションを生成します。「スムーズ」を指定すると、3 つ以上のキーフ
レームを使用して、三次元曲線に基づいたディストーションの近似が行われ、動きの滑らかなディストーショ
ンが生成されます。さらに精度の高いアニメーションが必要な場合は、キーフレームを追加します。例え
ば、2 つのキーフレーム間で 90 度の回転を表すディストーションを行うと、イメージが折りたたんだように
表示されます。もっとスムーズにしたい場合は、10°ごとにキーフレームを追加します。

にじみエフェクトの使用
1. レイヤーパネルで、レイヤーを開きます。

2. 境界マスクおよび変形元マスクとして使用するマスクを作成またはペーストします。

3. 「にじみ」エフェクトを適用しない領域に、境界マスクを配置します。

4. 移動する領域に変形元マスクをスケールして配置します。

5. コンポジションパネルをアクティブにし、エフェクト／ディストーション／にじみをク
リックします。

6. パーセント値を入力し、適用するにじみの量を指定します。

7. コンポジションパネルで、変形元マスクをドラッグするか、「マスクオフセット」値を使
用して、変形元マスクを目的位置に移動します。

8. 変形元マスクの回転には「マスク回転」を使用し、スケールには「マスクスケール」を使
用します。

9. 必要に応じてパーセントスライダーをドラッグし、「弾性」の設定を選択します。

球面エフェクト

イメージの領域を球に巻きつけることによって、レイヤーを歪めます。「球面」エフェクトの効果は、レイ
ヤーの画質に影響を受けます。画質が「最高」の場合は、歪めるピクセルのサブピクセルがサンプリングさ
れ、「ドラフト」の場合は、最も近いピクセル全体がサンプリングされます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

トランスフォームエフェクト
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注意：

歪曲

歪曲軸

ページの先頭へ

変形

量

サイズ

オフセット（乱流）

複雑度

展開
注意：

展開のオプション

サイクル展開

レイヤーに 2 次元の幾何学的な変形を加えます。このエフェクトは、タイムラインパネルの各レイヤーで使用
可能なトランスフォームプロパティを補完します。「アンカーポイント」、「位置」、「回転」および「不透
明度」プロパティは、タイムラインパネルの「レイヤートランスフォーム」プロパティと同じ動作をします。
このレイヤーのモーションブラーのシャッター角度を、コンポジションのシャッター角度とは別に指定できま
す（ただし、レイヤーとコンポジションのモーションブラーを有効にしておく必要があります）。

このエフェクトは、入力レイヤーを基準にします。そのため、左上隅を中心にしてレイヤーを回転さ
せるには、レイヤーパネルでレイヤーを開き、レイヤー／トランスフォームを選択し、アンカーポイントを左
上隅に動かします。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

歪曲の量。

歪曲の方向を決める軸。

タービュレントディスプレイスエフェクト

「タービュレントディスプレイス」エフェクトは、フラクタルノイズを使用して、イメージが波立っているよ
うな効果を加えます。例えば、水の流れ、ゆがんで映る鏡、風になびく旗などを作成できます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

使用する乱流の種類。「タービュレントスムーザー」、「バルジスムーザー」、「ツイストスムー
ザー」では、それぞれ「タービュレント」、「バルジ」、「ツイスト」と同じ処理が行われますが、スムー
ザーオプションではワープが滑らかになるという点が異なります。そのため、スムーザーオプションの方が、
レンダリングに時間がかかります。「垂直方向」は、イメージを垂直方向だけにワープさせます。「水平方
向」は、イメージを水平方向だけにワープさせます。「両方向」は、イメージを垂直方向と水平方向の両方に
ワープさせます。

値を大きくするほど、歪みが大きくなります。

値を大きくするほど、歪む部分が広くなります。

ディストーションを作成するのに使用するフラクタルシェイプの位置を指定します。

乱流の複雑さを指定します。値を小さくするほど、ディストーションが滑らかになります。

この設定をアニメートすると、時間の経過に伴って乱流が変化します。
「展開」の値は、循環という単位で設定しますが、この循環は常に進行し続けることに注意してくだ

さい。展開の状態は、新しい値で無限に進行を続けます。「展開」の設定を各循環での元の状態に戻すには、
「サイクル展開」オプションを使用します。

エフェクトを 1 つの短いサイクルでレンダリングして、レイヤーが継続する間このサイク
ルをループするオプションがあります。これらのオプションを設定して、乱流の要素をプリレンダリングして
ループを作成し、レンダリングにかかる時間を短くできます。

展開の状態を開始時点の状態に戻すループが作成されます。
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サイクル（周期）

注意：

ランダムシード

注意：

固定

レイヤーのサイズを変更

注意：

ページの先頭へ

角度

フラクタルが開始時点に戻る前に繰り返す、「展開」設定の循環の回数。「展開」
サイクルのタイミングは、「展開」キーフレーム間の時間によって決まります。
「サイクル」設定は、フラクタルの状態だけに影響し、幾何学模様や他の設定には影響しないため、

「サイズ」と「オフセット」の設定を変えるたびに異なる結果が得られます。

フラクタルノイズを生成する固有の乱数を指定します。このプロパティをアニメート
すると、同じフラクタルの種類で 1 つのフラクタルシェイプのセットから他のフラクタルシェイプの
セットにフラッシュのように切り替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。フラク
タルノイズを滑らかに変化させるには、「展開」プロパティをアニメートします。
作成済みの「展開」サイクルを再利用し、「ランダムシード」の値だけを変更して、乱流の新しいア

ニメーションを作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れるこ
となくノイズのパターンが変わります。

固定するエッジを指定します。指定したエッジに沿ったピクセルは歪められません。

歪んだ画像をレイヤーの元の境界の外まで広げられるようにします。

タービュレントディスプレイスエフェクトを使用した、継ぎ目のないループの作
成

1. 「展開」に 2 つのキーフレームを設定し、展開が完全に終了するようにします。

2. 満足できる結果が得られるまで、キーフレーム間の時間と展開回数を調節します。

3. 「展開のオプション」の「サイクル展開」をオンにします。

4. 「サイクル（周期）」の値を、「展開」の値で割り切れる数に設定します。

5. タイムラインパネルで、現在の時間インジケーターを、サイクルが終わる位置に動かしま
す。例えば、「サイクル（周期）」の値を 2 にした場合は、タイムラインパネルで「展
開」の値が 2 循環のフレームを見つけます。

6. 現在の時間インジケーターを 1 フレーム分戻し、継ぎ目のないループの中でフレームが
重複しないようにします。

7. 右角括弧キー（]）を押し、レイヤーのアウトポイントを現在の時刻にトリムします。

8. このレイヤーをプリレンダリングし、プロジェクトに読み込みます。

9. プリレンダリングしたフッテージアイテムがループするように設定します（フッテージア
イテムをループさせるを参照）。

他の設定のキーフレームを設定する場合は、タイムラインパネルでサイクルの繰
り返しが開始される時点で、初期設定に戻す必要があります。戻さなかった場合、これら
のプロパティはループしません。

回転エフェクト

レイヤーの中心を軸にして回転させ、イメージを歪めます。イメージは中心に近いほどシャープに歪み、極端
に歪めると渦巻き状になります。このエフェクトのディストーションは大きいので、After Effects では、高画
質イメージを作成するために特殊なアンチエイリアス技術を採用しています。その結果、「回転」エフェクト
ではレンダリング処理が遅くなることがあります。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

イメージを回転させる角度。正の角度を指定すると、イメージが時計回りに回転します。負の角度を指
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回転半径

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

波形の種類

波形の高さ

波形の幅

方向

定すると、反時計回りに回転します。渦巻きを作成するには、角度をアニメートします。

中心点からどこまでを回転させるかを指定します。この値は、レイヤーの幅と高さのどちらか大き
い方に対する割合（％）です。例えば、50 にすると、レイヤーのエッジまで回転します。

ワープエフェクト

レイヤーを歪ませたり、変形したりするには、「ワープ」エフェクトを使用します。ワープのスタイル
は、Adobe Illustrator の「ワープ」エフェクトや、Adobe Photoshop の文字のワープと同じように機能しま
す。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

レイヤーのワープ

ワープスタビライザーエフェクト

ワープスタビライザーは、不安定なフッテージをスタビライズするための新しいオプションです。詳しく
は、ワープスタビライザーエフェクトを使用したモーションのスタビライズ（CS5.5 以降）を参照してくださ
い。

波形ワープエフェクト

「波形ワープ」エフェクトは、イメージ上に波が移動するような効果を生成します。四角波、円形波、サイン
波など、様々な波形を作成できます。「波形ワープ」エフェクトは、指定した時間範囲の間、キーフレームま
たはエクスプレッションなしで自動的に一定速度でアニメートします。速度を変化させるには、キーフレーム
またはエクスプレッションを設定します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

波の形。

波形のピークの高さ（ピクセル単位）。

波の大きさ（ピクセル単位）。

イメージで波が動く方向。例えば、225°にすると、波が右上隅から左下隅に向かって対角線上を動きま
す。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

波紋の速度

固定

フェーズ

アンチエイリアス

ページの先頭へ

波が動く速度（サイクル/秒）。負の値を指定すると波の方向が反転し、0 を指定すると移動が生
じません。時間の経過に伴って速度を変えるには、0 に設定して、「フェーズ」プロパティにキーフレームか
エクスプレッションを設定します。

固定するエッジを指定します。指定したエッジに沿ったピクセルは歪められません。

波の周期の開始点。例えば、0°にすると、波が下降線の中間点で始まり、90°にすると谷の最低点で
始まります。

画像に対して実行するアンチエイリアスの量（エッジスムージング）を設定します。多く
の場合、設定値を低めにすると満足のいく結果が得られます。設定値が高いと、レンダリングにかかる時間が
大幅に長くなる可能性があります。アンチエイリアスは、レイヤーの画質を「最高」に設定している場合にの
み適用されます。

サードパーティ製エフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグインを次に示します。
CC Bend It エフェクト
CC Bender エフェクト
CC Blobbylize エフェクト
CC Flo Motion エフェクト
CC Griddler エフェクト
CC Lens エフェクト
CC Page Turn エフェクト
CC Power Pin エフェクト
CC Ripple Pulse エフェクト
CC Slant エフェクト
CC Smear エフェクト
CC Split エフェクト
CC Split 2 エフェクト
CC Tiler エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

以下も参照してください
モーションのトラッキングとスタビライズ（CS5）
モーションブラー
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エフェクトの生成

ページの先頭へ

ブレンド

4 色グラデーションエフェクト
稲妻（高度）エフェクト
オーディオスペクトラムエフェクト
オーディオウェーブフォームエフェクト
レーザーエフェクト
セルパターンエフェクト
チェッカーボードエフェクト
円エフェクト
楕円エフェクト
スポイト塗りエフェクト
塗りエフェクト
フラクタルエフェクト
グラデーションエフェクト | CC
グリッドエフェクト
レンズフレアエフェクト
塗りつぶしエフェクト
電波エフェクト
線エフェクト
ベガスエフェクト
ブラシアニメーションエフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

CC Glue Gun エフェクト
CC Light Burst 2.5 エフェクト
CC Light Rays エフェクト
CC Light Sweep エフェクト
CC Threads エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

4 色グラデーションエフェクト

「4色グラデーション」エフェクトは、4色のグラデーションを作成します。4 つのエフェクトポイントで、グ
ラデーションを定義します。ポイントの位置とカラーは、「位置とカラー」コントロールを使ってアニメート
できます。グラデーションは、エフェクトポイントを中心にした 4 つの単色の円をブレンドして作ります。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

値を大きくするほど、色の変化が滑らかになります。
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変位

不透明度

描画モード

ページの先頭へ

稲妻の種類

原点

方向／外半径

使用不可

外半径

方向

伝導状況

コアの設定

グローの設定

アルファオブスタクル

グラデーションの変位（ノイズ）の量。「変位」ではバンディングを除去しますが、バンディングが発
生する部分だけに影響します。

グラデーションの不透明度。レイヤーの不透明度に対する割合で指定します。

レイヤーとグラデーションを合成するのに使用する描画モード。

稲妻（高度）エフェクト

「稲妻（高度）」エフェクトでは、放電効果がシミュレーションされます。「稲妻」エフェクトとは異なり、
自動的にアニメートされることはありません。「伝導状況」または他のプロパティを自分でアニメートしてく
ださい。
「稲妻（高度）」エフェクトには、目的のオブジェクトの回りに稲妻を発生させるアルファオブスタクル機能
があります。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、「稲妻（高度）」エフェクトを使用して、毛細血管をシミュレート
する方法について詳しく説明しています。
Eran Stern が、Motionworks の Web サイトで、稲妻（高度）エフェクトの概要に関するビデオを公開してい
ます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

稲妻の特性を指定します。
注意：稲妻の種類によって、方向／外半径の設定が異なります。稲妻の種類で「ブレーク」を選択すると、原
点と方向との間の距離が増加するにつれ、枝が方向のポイントに向かうようになります。

稲妻を開始するポイントを指定します。

「稲妻の種類」によって、どちらの設定を使うかが決まります。

「稲妻の種類」で「垂直」を選択すると、「方向」と「外半径」の制御は使用できません。

稲妻が原点から移動する距離を指定します。稲妻の種類で「オムニ」または「至る所」を選択
した場合に使用できます。原点から指定した距離で稲妻を終了させます。

稲妻が移動する方向を指定します。稲妻の種類で「方向」、「ストライク」、「ブレーク」、
「バウンス」または「双方向ストライク」を選択した場合に使用できます。

稲妻のパスを変更します。

稲妻のコア（中心となる部分）の様々な特性を調整します。

稲妻のグロー（輝き）を調整します。
注意：グローを使用しない場合は、グローの不透明度を 0 に設定します。これにより、レンダリング時間が大
幅に短縮されます。

元のレイヤーのアルファチャンネルが稲妻のパスにどの程度影響するかを指定しま
す。「アルファオブスタクル」がゼロよりも大きい場合、レイヤーの不透明部分を障害物とみなし、その部分
を避けるように稲妻が動きます。「アルファオブスタクル」がゼロ未満の場合、稲妻は透明部分を避けて不透
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乱気流

フォーク

減衰

メインのコアの減衰

元を合成

複雑度

最小フォーク距離

終了しきい値

メインのコアの接触のみ

フラクタルの種類

コアの流出

フォークの強さ

フォークの変化

ページの先頭へ

明部分にとどまろうとします。稲妻は不透明部分と透明部分の境界を越えることができますが、「アルファオ
ブスタクル」の値がゼロから離れた値になるほど、境界を越える頻度が低くなります。
注意：アルファオブスタクル」を 0 以外の値に設定すると、フル画像解像度以外では、正しい結果をプレ
ビューできない場合があります。これはフル画像解像度では、新しい障害物が表示されることがあるためで
す。最終レンダリングを行う前に、フル解像度で結果を確認するようにしてください。

稲妻のパスの乱流の量を指定します。値を大きくすると、枝やフォークの多い複雑な稲妻になりま
す。値を小さくすると、枝の少ない単純な稲妻になります。

枝の何パーセントの位置からフォーク（枝分かれ電光）を発生させるかを指定します。フォークに
は、乱流とアルファオブスタクルの設定が影響します。

稲妻の強さの連続する減衰または消滅の量を指定します。フォークの不透明度が消失しはじめる場所に
影響を及ぼします。

フォークとともに、コアが減衰します。

追加描画モードを使用して、元のレイヤーに稲妻を合成します。このオプションを選択しない場
合、稲妻だけが表示されます。

稲妻における乱流の複雑度を指定します。

新しいフォーク（枝分かれ電光）との距離を最小ピクセル数で指定します。値を小さくす
ると、より多くのフォークが稲妻に作成されます。値を大きくするとフォークの数が少なくなります。

大気での抵抗と起こり得るアルファコリジョンに基づいて、パスが終了するレベルを指定しま
す。値を小さくすると、抵抗やアルファオブスタクルとの遭遇時に、パスがより簡単に終了します。値を大き
くすると、パスは、より確実にアルファオブスタクルに沿って移動しようとします。
注意：「乱流」または「複雑度」の値を大きくすると、場所によっては抵抗が大きくなります。伝導状況が変
化すると、抵抗が大きい場所も変化します。「アルファオブスタクル」の値を大きくすると、アルファエッジ
の抵抗が大きくなります。

メインのコアのアルファオブスタクルとの接触のみを計算します。フォークは影響
を受けません。このオプションは、「アルファオブスタクル」を選択した場合にのみ影響します。

稲妻の作成に使用される乱流のフラクタルの種類を指定します。

新しいフォークの作成時に、コアの強さの何パーセントを、そこからフォークに流出させるかを
指定します。この値を大きくすると、新しいフォークが表示される稲妻のコアの不透明度が低くなります。
フォークの強さはコアから分散されるため、この値を小さくすると、フォークの不透明度も低くなります。

新しいフォークの不透明度を指定します。この値は、コアのドレインの値のパーセンテージ
として測定されます。

フォークの不透明度が変化する量を指定し、「フォークの強さ」の値からどのくらい分散さ
せるかを決めます。

オーディオスペクトラムエフェクト

「オーディオスペクトラム」エフェクトをビデオレイヤーに適用して、オーディオ（オプションとしてビデ
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注意：

オーディオレイヤー

開始ポイント、終了ポイント

パス

極パスを使用

開始周波数、終了周波数

周波数バンド

最大高さ

オーディオのデュレーション（ミリ秒）

オーディオオフセット（ミリ秒）

太さ

柔らかさ

オ）が含まれたレイヤーのオーディオスペクトラムを表示します。「開始周波数」と「終了周波数」で定義し
た範囲で、周波数におけるオーディオレベルの強さを表示します。このエフェクトでは、マスクパスに沿った
方法など、様々な方法でオーディオスペクトラムを表示することができます。
Jerzy Drozda, Jr.が、Motionworks の Web サイトで、オーディオスペクトラムエフェクトのデモを公開して
います。

「オーディオスペクトラム」は、タイムリマップ、エフェクト、伸縮、レベルが適用されていない
オーディオソースフッテージを使用します。このようなエフェクトのスペクトラムを表示するには、「オー
ディオスペクトラム」エフェクトを適用する前にオーディオレイヤーをプリコンポーズします。

レイヤー上の別のマスクが「オーディオスペクトラム」エフェクトの出力をクリッピングしないようにす
るには、マスクモードを「なし」に設定します（マスクのモードを参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

入力用のオーディオレイヤー。

「パス」が「なし」に設定されている場合のスペクトラムの開始地点と終了地
点を指定します。

オーディオスペクトラムの表示に使用するマスクパス。

パスが 1 つの点から始まって、放射状に増えていくプロットのように見えます。

表示する周波数の最低値と最高値（Hz 単位）。

表示する周波数を分ける帯域の数。

表示する周波数の最大の高さ（ピクセル単位）。

スペクトラムの計算に使用するオーディオの継続時間（ミリ秒単
位）。

オーディオの取得に使用する時間オフセット（ミリ秒単位）。

バンドの太さ。

バンドをぼかす度合い。
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内側のカラー、外側のカラー

オーバーラップカラーをブレンド

色相補間法

ダイナミック色相フェーズ

カラーシメトリー

表示オプション

サイドオプション

デュレーション平均化

元を合成

ページの先頭へ

オーディオレイヤー

バンドの内側と外側のカラー。

オーバーラップするスペクトラムをブレンドするように指定します。

0 より大きい値にすると、周波数が色相カラースペースを循環して表示されます。

このオプションを選択して「色相補間法」を 0 より大きい値に設定すると、「開
始」カラーが、表示される範囲内の最大周波数にシフトされます。そのため、表示されるスペクトラムの基本
周波数が変化したときに、色相を合わせることができます。

このオプションを選択して「色相補間法」を 0 より大きい値に設定すると、開始カラーと
終了カラーが同じになります。そのため、クローズパスでは連続したカラーが表示されます。

周波数の表示を「デジタル」、「アナログライン」、または「アナログドット」の間で切り
替えます。

スペクトラムを表示するサイドをパスの上（サイド A）、パスの下（サイド B）、または
両サイド（サイド A および B）の間で切り替えます。

オーディオ周波数を平均化して不規則性を軽減します。

このオプションを選択すると、エフェクトとともに元のレイヤーが表示されます。

オーディオウェーブフォームエフェクト

「オーディオウェーブフォーム」エフェクトをビデオレイヤーに適用して、オーディオ（オプションとしてビ
デオ）が含まれたレイヤーのオーディオウェーブフォームを表示します。「オーディオウェーブフォーム」
は、オープンマスクパスやクローズマスクパスに沿って表示するなど、様々な方法で表示できます。
注意：オーディオウェーブフォーム」は、タイムリマップ、エフェクト、伸縮、レベルが適用されていない
オーディオソースフッテージを使用します。このようなエフェクトのスペクトラムを表示するには、「オー
ディオウェーブフォーム」エフェクトを適用する前にオーディオレイヤーをプリコンポーズします。

レイヤー上のマスクが「オーディオウェーブフォーム」エフェクトの出力をクリッピングしないようにす
るには、マスクモードを「なし」に設定します（マスクのモードを参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

ウェーブフォームとして表示するオーディオレイヤー。
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開始ポイント、終了ポイント

パス

表示サンプル

最大高さ

オーディオのデュレーション（ミリ秒）

オーディオオフセット（ミリ秒）

太さ

柔らかさ

内側のカラー、外側のカラー

ウェーブフォームオプション

表示オプション

元を合成

ページの先頭へ

「パス」を「なし」に設定した場合のウェーブフォームの開始点と終了点。

「なし」に設定すると、オーディオウェーブフォームはレイヤーのパスに沿って表示されます。

ウェーブフォームに表示するサンプルの数。

表示する周波数の最大の高さ（ピクセル単位）。

ウェーブフォームの計算に使用するオーディオの継続時間（ミリ秒
単位）。

オーディオの取得に使用する時間オフセット（ミリ秒単位）。

ウェーブフォームの太さ。

ウェーブフォームをぼかす度合い。

ウェーブフォームの内側と外側のカラー。

「モノラル」を選択すると、オーディオレイヤーの左右のチャンネルを合成し
ます。ステレオではないオーディオレイヤーはモノラルとして再生されます。

「デジタル」を選択すると、最小および最大ソースサンプルを接続する 1 本の垂直線とし
て、各サンプルが表示されます。このオプションは、デジタル機器の表示をシミュレートしたものです。「ア
ナログライン」を選択すると、最小または最大オーディオソースサンプルの前のサンプルと次のサンプルを接
続する線として、各サンプルが表示されます。このオプションは、アナログオシロスコープのディスプレイに
表示されるリトレースをシミュレートしたものです。「アナログドット」を選択すると、最小または最大オー
ディオソースサンプルを表すドットとして、各サンプルが表示されます。

追加描画モードを使用して、元のレイヤーにオーディオウェーブフォームを合成します。このオプ
ションを選択しない場合、オーディオウェーブフォームだけが表示されます。

レーザーエフェクト

「レーザー」エフェクトでは、レーザービームなどの動きをシミュレートします。レーザーショットを作成し
たり、開始地点と終了地点を指定して射的のようなレーザーを作成することができます。レーザーは、モー
ションブラーを有効にしてシャッター角度を 360 度に設定するとよりリアルに表示できます。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、レーザーエフェクトの使用方法を示すビデオチュートリ
アルとサンプルプロジェクトを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、シミュレートされたレーザービーム（右）
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ページの先頭へ

セルパターン

反転

コントラスト／シャープネス

オーバーフロー

クリップ

ソフトクランプ

「長さ」では、「時間設定」で指定されたパーセンテージ値に基づいてレーザーの長さを指定します。例え
ば、100 ％に設定すると、目に見えるレーザーの長さは「時間設定」オプションが 50％のときに最大になり
ます。「時間設定」では、レーザーの開始から終了までの時間をパーセンテージで指定します。「時間設定」
をアニメートすると、「3D 遠近法」コントロールで、レーザーの開始点と終了点の太さに基づいた遠近画法
が使われます。

セルパターンエフェクト

「セルパターン」エフェクトでは、セルのノイズに基づいて細胞状のパターンを生成します。静止している場
合だけでなくアニメートしている背景およびパターンを作成するために使用します。パターンは、質感のある
マット、変換マップ、またはディスプレイスメントマップのソースとして使用できます。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、シームレスにループする背景アニメーションでのセルパ
ターンエフェクトの使用方法を示すサンプルプロジェクトを公開しています。
Richard Harrington が、彼自身の Web サイトで、セルパターンエフェクトの使用方法に関する詳細情報と例
を公開しています。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、セルパターンエフェクトで作成したディスプレイスメントマップ（中央）、左のディスプ
レイスメントマップを使用しディスプレイスメントマップエフェクトを適用（右）

使用するセルパターン。名前に高品質がついているオプションでは、その他のオプションより
精密にレンダリングされた高品質パターンが生成されます。「混合結晶」の場合は高品質オプションのみで
す。
注意：静的プレート」オプションは、「プレート」オプションと一見同じに見えます。ただし、パターンが展
開するときに、「静的プレート」オプションでは均一の明度のままになるのに対し、「プレート」オプション
ではセルパターンの明度が変化します。

セルパターンが反転します。黒い領域は白になり、白い領域は黒になります。

「バブル」、「結晶」、「ピロー」、「混合結晶」または「チューブラ」を使
用するときに、セルパターンのコントラストを指定します。このオプションでは、すべてのプレートまたは結
晶化のオプションのシャープネスを指定します。
注意：コントラストは、オーバーフローメニューで選択したオプションによって変わります。

0 ～ 255 の範囲外にあるグレースケールの値をマップし直す方法。このオプションは、上記
のシャープネスを指定できるセルパターンが選択されている場合には選択できません。

255 を超える値を 255 にマップします。0 未満の値を 0 にマップします。コントラストの
値によって、0 ～ 255 の範囲外になる量が決まります。コントラストが高いと、イメージの大部分が
黒か白になり、グレーが少なくなります。このため、細かくないセルのディテールは、大きめのコン
トラスト設定で表示されます。

グレースケール値が 0 ～ 255 の範囲内に収まるようにリマップされます。コントラ
ストが低くなり、セルの多くがグレーになり、純粋な黒または白のセルが少なくなります。
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ラップバック

分散

サイズ

オフセット

タイルのオプション

展開

展開のオプション

サイクル展開

サイクル（周期）

ランダムシード

ページの先頭へ

アンカー

グリッドサイズ

コーナーポイント

255 を超える値と 0 未満の値を両端で折り返して 0 ～ 255 の値に割り当てます。例え
ば、258（255+3）は 252（255-3）、-3 は 3 になります。コントラストが 100 以上の場合に、複雑
な部分や細部がはっきりします。

パターンをランダムに描く度合い。値を小さくすると、単調でグリッドのようなセルパターンになりま
す。
注意：「分散」を 1.0 より大きい値に設定する場合は、レイヤーを最高画質に設定し、処理結果に影響を及ぼ
さないようにします。

セルのサイズ。初期設定値は 60 です。

パターンを作成するのに使用するフラクタルシェイプの位置を指定します。

タイルを並べたパターンを作成するには、「タイルを有効にする」を選択します。「水
平セル」と「垂直セル」で、タイル 1 枚あたりの横と縦のセルの数を指定します。

この設定をアニメートすると、時間の経過に伴ってパターンが変化します。
注意：展開の値は循環という単位で設定されますが、これらの循環は常に進行し続けることを理解することが
重要です。展開の状態は、新しい値で無限に進行を続けます。「展開」の設定を各循環での元の状態に戻すに
は、「サイクル展開」オプションを使用します。

「展開のオプション」には、エフェクトを 1 つの短いサイクルでレンダリングして、ク
リップが継続する間、このサイクルをループする設定があります。これらの設定を使って、セルパターンの要
素をプリレンダリングしてループを作成し、レンダリングにかかる時間を短くできます。

展開の状態を開始時点の状態に戻すループが作成されます。

セルパターンが開始時点に戻る前に繰り返す、「展開」設定の循環の回数。「展
開」サイクルのタイミングは、「展開」キーフレーム間の時間によって決まります。
注意：サイクル（周期）」設定は、セルパターンの状態だけに影響し、幾何学模様やほかの設定には
影響しないため、「サイズ」と「オフセット」の設定を変えるたびに異なる結果が得られます。

セルパターンを生成する固有の乱数を指定します。このプロパティをアニメートする
と、同じセルパターンの種類で 1 つのセルパターンから他のセルパターンにフラッシュのように切り
替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。セルパターンを滑らかに変化させるに
は、「展開」プロパティをアニメートします。
注意：以前に作成した展開サイクルを再利用し、ランダムシードの値だけを変更して、新しいセルパ
ターンのアニメーションを作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニ
メーションが乱れることなくセルパターンが変わります。

チェッカーボードエフェクト

四角形の並んだチェッカーボードパターンを作成します。四角形のうち半分は透明になります。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

チェッカーボードパターンの原点。このポイントを動かしてパターンをオフセットします。

四角形のサイズを定義する方法。

アンカーポイントとコーナーポイントを四角形の対角に置くことにより、寸法が決
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幅スライダー

幅＆高さスライダー

ぼかし

カラー

不透明度

描画モード

ページの先頭へ

エッジ

エッジの半径

太さ

太さ*半径

太さ＆ぼかし*半径

ぼかし

円を反転

描画モード

ページの先頭へ

まります。

四角形の幅と高さを、「幅」で指定した値と同じにします。四角形は正方形になりま
す。

四角形の高さを、「高さ」で指定した値と同じにします。四角形の幅を、「幅」
で指定した値と同じにします。

チェッカーボードパターン内のエッジのぼかしの度合い。

透明でない四角形の色。

色が付いた四角形の不透明度。

元のレイヤーの上にチェッカーボードパターンを合成するのに使用する描画モード。描画モード
は、タイムラインパネルのレイヤーモードと同じように機能します。ただし、「なし」（初期設定）では、
チェッカーボードパターンだけがレンダリングされます。

円エフェクト

カスタマイズが可能な単色の円またはリングを作成します。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

「なし」を選択すると、単色の円が作成されます。他のオプションはすべてリングを作成します。そ
れぞれのオプションが、リングの形とエッジの取り扱い方を決めるプロパティに対応しています。

「エッジの半径」プロパティと「半径」プロパティの差がリングの太さになります。

「太さ」プロパティで、リングの太さを設定します。

「太さ」プロパティと「半径」プロパティの積がリングの太さになります。

「太さ」プロパティと「半径」プロパティの積がリングの太さになります。「ぼ
かし」プロパティと「半径」プロパティの積がリングの太さになります。

ぼかしの広さ。

マットを反転します。

円またはリングと元のレイヤーを合成するのに使用する描画モード。描画モードは、タイムライ
ンパネルの描画モードと同じように機能します。ただし、「なし」では、円またはリングだけが表示され、元
のレイヤーは表示されません。

楕円エフェクト

楕円を描きます。
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サンプルポイント

サンプルの半径

平均ピクセルカラー

透明ピクセルをスキップ

すべて

すべての合成チャンネル

アルファを含む

オリジナルアルファを維持

元の画像とブレンド

ページの先頭へ

ページの先頭へ

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

スポイト塗りエフェクト

「スポイト塗り」エフェクト（旧称「カラーピッカー」エフェクト）は、抽出したカラーをソースレイヤーに
適用します。このエフェクトは、元のレイヤー上のサンプルポイントから単色を選択するか、1 つのレイヤー
でカラー値を選択し、描画モードを使用してこのカラーを別のレイヤーに適用する場合に役立ちます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

サンプリングする領域の中心。

サンプリングする領域の半径。

どのカラー値をサンプリングするかを決めます。

透明ピクセルのカラー値を除いた平均の RGB カラー値がサンプリングされ
ます。

透明ピクセルのカラー値を含めたすべての RGB カラー値の平均が抽出されます。

アルファチャンネルと合成されたすべての RGB カラー値の平均がサンプリ
ングされます。

すべての RGB カラーとアルファチャンネルの値の平均がサンプリングされます。抽
出したカラーには、サンプリングしたピクセルの透明度の平均も含まれます。

元のレイヤーのアルファチャンネルを維持します。平均ピクセルカラーメニュー
で「アルファを含む」を選択した場合は、抽出されたカラーの上に元のアルファが追加されます。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

塗りエフェクト

指定したマスクを指定したカラーで塗ります。クローズパスに線と塗りの両方を適用する場合は、線と塗りの
適用順序によって、線の表示幅が決まります。塗りを線より先に適用すると、線のブラシサイズが完全に表示
され、線を塗りより先に適用すると、塗りは線の上に表示され、パスの内側にある線の半分は隠れて表示され
なくなります。
このエフェクトは、32 ビットカラーで使用できます。

フラクタルエフェクト

「フラクタル」エフェクトでは、マンデルブローまたはジュリアのセットをレンダリングして、カラフルなテ
クスチャを生成します。このエフェクトを初めて適用したときに表示される画像は、典型的なマンデルブロー
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選択の設定

マンデルブロー、ジュリア

カラー

オーバーレイ

透明度

パレット

色相

セットの例です。「セット」とは、黒で塗られた領域です。セットの外側にあるすべてのピクセルは、セット
までの距離に従って色付けされます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

宇宙船のレイヤー（左上）、マンデルブローフラクタルと明度グラデーションパレットを適用してレイヤーの
上に合成（左下）、ジュリアフラクタルを適用（右下）

使用するセットを指定します。「マンデルブロー」を選択すると、典型的なマンデルブローセッ
トが使用されます。「マンデルブロー反転」を選択すると、関数を使用してマンデルブローセットが反転され
ます。「ジュリア」を選択すると、マンデルブローセットの中心ポイントに従って常に変化するので、表示可
能なすべてのジュリアセットを生成することができます。「ジュリア反転」を選択すると、ジュリアセットが
反転されます。ジュリアセットを表示すると、通常の境界の外側に複雑なプレーンが描画されるので、「拡
大」を負の値に設定することをお勧めします。「ジュリア上のマンデルブロー」では、「マンデルブロー」と
ほとんど同じ効果が適用されますが、ジュリアの中心ポイントが変化したときに表示が変化しません。「ジュ
リア上のマンデルブロー反転」では、「マンデルブロー反転」とほとんど同じ効果が適用されますが、ジュリ
アの中心ポイントが変化したときに表示が変化しません。

選択したセットの設定を指定します。「X（現実）」と「Y（空想）」では、マン
デルブローまたはジュリアセットのイメージの中心となるピクセルを指定します。「拡大」では、エフェクト
の拡大率を指定します。「エスケープ制限」では、黒を適用する前に、指定されたピクセルのカラーを探す回
数を指定します。また、選択ツールでポイントのパスをトレースするときの線分の最大数にもなります。値を
大きくすると、レンダリング時間が長くなります。

エフェクトのカラーを指定します。

もう一方のセットのゴーストバージョンが表示されます。例えば、ジュリアセットを表
示しているときに選択すると、マンデルブローセットのゴーストバージョンが表示されます。「オー
バーレイ」を選択すると、白い十字が黒い影とともに表示されるので、もう一方のセットの中心を正
確に把握することができます。ジュリアセットはマンデルブローセットの中心ポイントを基準にして
いるので、この機能はジュリアセットを配置する場合に役立ちます。

黒のピクセルを透明にするかどうかを指定します。パレットメニューから「単色」を選択して
いる場合は、セットの内部または外部のすべてのピクセルを透明にするかどうかを指定できます。

セットを描画するときに使用するパレットを指定します。「明度グラデーション」を選択す
ると、「色相」で指定した色相を経由して黒から白へと変化するグラデーションを作成できます。そ
の後、色相ホイールを 45 度ずつ回転しながら同じグラデーションを 8 回適用します。グラデーショ
ン内のカラーの数は「サイクルステップ」で指定します。「色相ホイール」では、色相ホイールのす
べてのカラーを最大の明るさと彩度で使用します。「白黒」では、白と黒の縞模様を使用します。
「単色」を選択すると、「色相」で指定したカラーを使用するセットの内部を除き、すべてのピクセ
ルを透明にします。「透明」を選択すると、逆の結果が得られます。

単色の色相とカラーグラデーションの開始色相を指定します。スムーズなカラー変化やパレット
のサイクルを生成するときに使用します。「サイクルステップ」では、サイクルを初めから開始する
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エッジのハイライト

高質設定

オーバーサンプル方法

オーバーサンプルファクター

ページの先頭へ

前に表示される異なるカラーのバンド数を指定します。「サイクルオフセット」では、開始ポイント
以外でサイクルを開始するポイントを指定します。

カラーバンドの間のエッジがハイライトされます。このオプションを使用する場
合は、低画質モードに設定する必要があります。高画質でエッジをハイライトする場合は、「エッジ
検出」エフェクトを代わりに使用します。

エフェクトのオーバーサンプリング設定を指定します。

エフェクトをオーバーサンプリングする方法を指定します。「エッジ検出 - 高
速 - ピクセル不明」を選択すると、単純なエッジ検出が実行され、検出されたピクセルのみがオー
バーサンプリングされます。このオプションは、領域に黒などの単色が多い場合に使用すると、処理
時間を短縮できます。結果は「ブルートフォース」とほとんど変わりません。「ブルートフォース-低
速-すべてのピクセル」を選択すると、イメージ内のすべてのピクセルがオーバーサンプリングされま
す。速度は遅くなりますが、結果は正確です。

オーバーサンプリングの実行量を指定します。例えば、値を 4 に設定
すると、各ピクセルが 16 回（4x4=16）サンプリングされ、その平均カラーが使用されます。値を大
きくすると、出力品質は高くなりますが、レンダリング時間は長くなります。

フラクタルエフェクトとツールの使用

エフェクトコントロールパネルでフラクタルエフェクトを選択した場合は、以下の方法で After Effects ツール
を使用することができます（フラクタルツールをアクティブにしない場合は、ツールを使用する前にエフェク
トの選択を解除します）。

選択範囲ツールを使用して、Alt（Windows）キーまたは Option（Mac OS）キーを押しな
がらクリックします。パスが四角形の範囲からはみ出している場合は（-2、-2、2、2）、
無限領域に入っています。この場合は、開始ポイントのカラーに基づいて、無限領域に入
るまでのラインセグメントの数が決定されます。パスが四角形の内部で終了している場合
は、黒になります。
ズームツールを使用して特定のポイントを拡大／縮小するか、Ctrl キー（Windows）また
は Command キー（Mac OS）を押しながらイメージの中心に拡大ツールを合わせて、中
心から移動します。例えば、そのまま拡大するには、中心に固定したままにします。上に
移動するには、ドラッグで少し上に移動してから、すぐに中心に戻します。
イメージをパンするには、手のひらツールを使用します。Ctrl キー（Windows）または
Command キー （Mac OS）を押しながらパンすると、逆のフラクタルになります。例え
ば、ジュリアセットを表示しているときに、Ctrl キー（Windows）または Command キー
（Mac OS）を押してマンデルブローセットにパンすると、ジュリアセットがマンデルブ
ローセットの中心ポイントに合わせて表示されていることを確認できます。
中心ポイントを 1 pixel 単位でパンするには、矢印キーを使用します。Shift キーを押すな
がら矢印キーを押すと、10 pixel 単位で調整できます。Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながら矢印キーを押すと、逆のセットの中心ポイント
を調整できます。

グラデーションエフェクト | CC

カラーのグラデーションを作成します。直線カーブや放射カーブを作成し、カーブの位置とカラーを時間とと
もに変化させます。「カーブの開始」と「カーブの終了」プロパティで、カーブの開始位置と終了位置を指定
します。「カーブ拡散」コントロールを使用すると、グラデーションの色を分散して、バンディングを防止す
ることができます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
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アンカー

グリッドサイズ

コーナーポイント

幅スライダー

幅＆高さスライダー

ボーダー

ぼかし

グリッドを反転

カラー

不透明度

描画モード

ページの先頭へ

カラーカーブを放送すると、グラデーションがきれいに見えず、縞模様になることがよくあります。
これは、放送のクロミナンス信号にはカラーカーブを滑らかに再現するのに必要な解像度がないからです。こ
のような問題は、「カーブ拡散」を使用して色を拡散することでを抑えることができます。

グリッドエフェクト

「グリッド」エフェクトでは、カスタマイズが容易なグリッドを作成します。このグリッドを単色で、または
ソースレイヤーのアルファチャンネルのマスクとしてレンダリングします。このエフェクトは、他のエフェク
トを適用できるデザイン要素およびマットを生成するときに便利です。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、グリッドエフェクトの使用方法を示すビデオチュートリ
アルを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

グリッドのパターンに沿って移動する稲妻の枝分かれ電光を作成するには、「稲妻（高度）」エフェクト
とともにグリッドを使用します。

グリッドパターンの原点。このポイントを動かしてパターンをオフセットします。

四角形のサイズを定義する方法。

アンカーポイントとコーナーポイントを四角形の対角に置くことにより、寸法が決
まります。

四角形の幅と高さを、「幅」で指定した値と同じにします。四角形は正方形になりま
す。

四角形の高さを、「高さ」で指定した値と同じにします。四角形の幅を、「幅」
で指定した値と同じにします。

グリッドの線の太さ。0 にすると、グリッドが見えなくなります。
注意：グリッドの線をアンチエイリアスすると、太さが変わって見えることがあります。

グリッドの柔らかさの度合い。

グリッドの透明部分と不透明部分を反転します。

グリッドの色。

グリッドの不透明度。

元のレイヤーの上にグリッドを合成するのに使用する描画モード。描画モードは、タイムライン
パネルのレイヤーモードと同じように機能します。ただし、「なし」（初期設定）では、グリッドだけがレン
ダリングされます。

レンズフレアエフェクト

「レンズフレア」エフェクトでは、明るい光がカメラレンズに差し込んだときの反射をシミュレートします。
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塗りポイント

塗りセレクター

カラー＆アルファ

ストレートカラー

透明度

不透明度

アルファチャンネル

許容量

しきい値を表示

十字ポインターをドラッグしてイメージ上の任意の場所をクリックするか、座標値を入力して、フレアの中心
となる場所を指定します。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

レンズフレアを 1 つ適用（左下）、複数適用（右下）

塗りつぶしエフェクト

「塗りつぶし」エフェクト（旧称「基本的な塗りつぶし」エフェクト）は、イメージファイル自体に影響を与
えずに、ある領域を単色で塗りつぶすエフェクトです。Adobe Photoshop の塗りつぶしツールと同じように
機能します。このエフェクトは、漫画のような輪郭のある絵に色を付けたり、イメージの特定の領域の色を置
き変えたりするのに使います。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

このポイントを含む領域を塗りつぶします。塗りポイントから外側に向かって周りのピクセル
を分析していき、塗りつぶす範囲を決めます。塗りつぶす範囲は、「許容量」の設定と塗りセレクターメ
ニューで選択するオプションによって変わります。

塗る対象を指定します。

塗り領域の RGB チャンネルとアルファチャンネルが新しいカラーで塗りつぶされ
ます。

塗り領域の RGB チャンネルだけが新しいカラーで塗りつぶされます。

塗りポイント周辺の透明部分だけが塗りつぶされます。このオプションを使用するには、透明
部分の中に塗りポイントを設定する必要があります。

塗りポイント周辺の不透明部分だけが塗りつぶされます。このオプションを使用するには、
不透明部分の中に塗りポイントを設定する必要があります。

塗りポイントを設定した地点のアルファチャンネルの値によって、イメージ全体
の不透明部分、または透明部分のいずれかが塗りつぶされます。

「塗りポイント」のカラーとの差分を指定し、塗りの対象に含める範囲を指定します。値を大きくす
ると、塗りつぶす範囲が広くなります。

塗りの対象になるピクセル、つまり「許容量」の範囲内に収まっているピクセルを表示しま
す。このオプションは、思わぬ結果になった場合に原因を見つけるのに便利です。小さな隙間があると、カ
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ストローク

アンチエイリアス

ぼかし

拡散

チョーク

ストローク

カラー

不透明度

描画モード

注意：

ページの先頭へ

ラーがあふれて、塗りつぶすはずでない部分まで塗りつぶされることがあります。

塗りつぶす領域のエッジの処理方法。

塗りつぶす領域のエッジにアンチエイリアスが適用されます。

塗りつぶす領域のエッジにぼかしが適用されます。「ぼかしの柔らかさ」の値を設定すること
で、エッジのぼかし方がより自然になります。

塗りつぶす領域が拡大されます。「拡散半径」の値が、塗りつぶしのカラーが、塗りつぶした領
域のエッジからはみ出すピクセル数になります。

塗りつぶす領域が縮小されます。「拡散半径」の値が、塗りつぶしのカラーが、塗りつぶし
た領域のエッジから縮むピクセル数になります。

選択した領域の境界までを塗りつぶします。境界の外側は塗りつぶしません。「ストロー
クの幅」の値が、ストロークの幅（ピクセル単位）になります。

塗りつぶしの色。

塗りつぶした領域の不透明度。

元のレイヤーの上にエフェクトの結果を合成するのに使用する描画モード。「塗りのみ」を除
き、どのモードもタイムラインの描画モードと同じように動作します。塗りつぶす部分だけを表示する場合
は、「塗りのみ」を選択します。

複数の「塗りつぶし」エフェクトをレイヤーに適用する場合は、複数に「塗りのみ」描画モードを指
定しないように注意してください。複数のインスタンスでこの描画モードを指定すると、最初に適用したエ
フェクトだけが表示されます。

電波エフェクト

静止またはアニメートしたエフェクトコントロールポイントから放射する波を作成します。池の波紋、音波、
または複雑な幾何学模様を作成する場合に使用します。「反射」オプションを使用すると、レイヤーの辺から
跳ね返る形を生成できます。電波を使用して、リアリスティックな「コースティック」エフェクト用のディス
プレイスメントマップを生成することもできます。
Satya は、電波シェイプがベースにしているマスクのアニメーションを公開しています。また、周波数に非常
に高い値を使用し、フェードイン時間とフェードアウト時間の設定を微調整して、スムーズで有機的な輪郭
（不連続なウェーブではなく）を得る方法も紹介しています。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

正方形プロファイルを使用して多角形の波を作成（左下）、サインプロファイルを使用してイメージの輪郭の
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作成ポイント

パラメーターを次に設定

レンダリング画質

波形の種類

多角形

辺の数

曲線サイズ

曲線度

星

星の辺の長さ

マスク

ソースレイヤー

ソース中心

波を作成（右下）

波が現れ始めるポイント。

個々の波形でパラメーターをアニメートできるかどうかを指定します。「バース」
を選択すると、各波形のパラメーター設定が最初から最後まで変化しません。「各フレーム」を選択すると、
パラメーターを変更したときに波形も変化します。例えば、「回転」プロパティをアニメートして星型の波形
を作成する場合に「バース」を選択すると、それぞれの星を前の星からオフセットさせてねじれたトンネルの
効果を作成できます。「各フレーム」を選択した場合は、「回転」プロパティを変更するとすべての星が同時
に回転します。

出力の画質を設定します。このエフェクトでは、まず高画質でレンダリングし、次にオー
バーサンプリングでスケールダウンすることにより、アンチエイリアスされた滑らかな形を作成します。例え
ば、100 x 100 pixel のイメージを作成する場合は、400 x 400 pixel のイメージを生成してから、4 x オーバー
サンプリングを使用してスケールダウンします。オーバーサンプリングすると画質が向上しますが、レンダリ
ングにかかる時間が長くなります。この設定は、画質を「最高」に設定している場合だけ機能します。

波の基になる形。

多角形の種類を指定します。「波形の種類」で「多角形」を選択すると、次のオプションを設定でき
るようになります。

3 辺の場合は三角形になり、以下同様に 4 辺の場合は正方形になります。64 を超える値を設
定すると、滑らかな円になります。また、「辺の数」を 3、「曲線サイズ」を 1、「曲線度」を 0.62
前後に設定しても円になります。

それぞれのポイントにおける各辺の曲げ率を指定します。

波形のそれぞれのポイントにおける曲線の程度を指定します。

多角形が星型になります。星のポイントの数は「辺の数」で変更できます。

星の谷のポイントと星の中心の距離を調整することで星の角度を指定します。

波形を作成するためのマスクを指定します。このオプションは、波形の種類ポップアップメニューで
「マスク」を選択したときに表示されます。

イメージの輪郭コントロール

「波形の種類」で「イメージの輪郭」を選択すると、イメージの輪郭と同じ形の波を作成できます。

イメージの輪郭を作成するときの入力用のレイヤー。動きのあるシェイプを表示するには、
アニメートされたレイヤーを選択します。輪郭がはっきりしたコントラストの高いグレースケールレイヤーや
アルファチャンネルをソースレイヤーとして使用することをお勧めします。「電波」エフェクトでは、エッジ
を検出してソースを輪郭に変換します。

ソースレイヤーを基準として、シェイプの中心ポイントを指定します。例えば、シェイプをフ
レームの左側に単独で配置すると、シェイプは初期設定で左側に広がります。ソースの中心はレイヤー上の任
意の場所に配置することができます。
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値のチャンネル

反転入力

しきい値

プレブラー

許容量

輪郭

周波数

拡張

方向

方向

速度

スピン

寿命（秒）

反射

イメージの輪郭を決めるのに使用するソースレイヤーのカラー属性。

選択した「値のチャンネル」オプションを反転します。

選択した値のチャンネルのしきい値を指定します。このしきい値より下のパーセンテージ値は白
に、上の値は黒にマッピングされます。このオプションを変更すると、波形を大きく変化させることができま
す。

値のしきい値がサンプリングされる前に値のチャンネルを調整します。白黒画像などのコントラ
ストの高いイメージを使用するときに、波形をエッジぎりぎりまで近づける場合は、この値を 0 に設定しま
す。

波形のレイヤーへの追従度を定義します。値を大きくすると、コーナーが鋭角的になります。値を小
さくすると、ノイズに対する波形の感度が高くなります。

拡散する波形として使用するソースレイヤーのシェイプを指定します。「輪郭」を選択すると、フレー
ムの上から下、左から右の順序でシェイプに番号が付けられます。左上隅のシェイプが 1 になります。

ウェーブモーションコントロール

「ウェーブモーション」では、波形が中心ポイントからどのように拡散するかを指定します。

作成ポイントから 1 秒ごとに拡散する波形の数を指定します。

作成ポイントから波形が広がる速度を指定します。この設定は、1 秒あたりの波の数には影響しませ
ん。

中心ポイント周辺で始まるシェイプの回転角を指定します。回転角をアニメートするには、「スピン」
オプションを使用します。

「速度」を 0 より大きい値に設定したときに、波が最初に向かう方向を指定します。初期設定では、
パーティクルは作成ポイントから拡張放射パターンで広がります。

波形が指定した方向に移動する速度を指定します。

シェイプの発生後の連続回転を設定します。

波形を表示する時間（フェードイン時間とフェードアウト時間も含む）を秒単位で指定します。
ヒント：寿命に達したときに波形が急に消えないように、「フェードアウト時間」オプションを使用します。

波形がレイヤーのエッジにぶつかったときにはね返るように指定します。このオプションは、さざ波用
のディスプレイスメントマップを作成するのに便利です。

線コントロール

「線」では、波形に使用する線の外観を指定します。
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プロファイル

カラー

不透明度

フェードイン時間

フェードアウト時間

開始幅

ページの先頭へ

ブラシの硬さ

間隔

シェイプを定義する線の外観を設定します。シェイプの輪郭は、エフェクトポイントから発生
する波形でアニメートされます。線の画質は 3D 波形タイプで定義されます。

線のカラーを指定します。

線の不透明度を最大に設定します。線の実際の不透明度は、この設定と「フェードイン時間」およ
び「フェードアウト時間」オプションの設定によって決まります。

波形がフェードインするまでの時間を指定します。フェードイン時間は秒単位で指定しま
す。フェードインは 0 の不透明度から開始されます。例えば、寿命を 3 秒、フェードイン時間を 1 秒に設定
すると、透明な状態で線が発生し、1 秒かけて完全に不透明な状態になります。

波形がフェードアウトするまでの時間を指定します。フェードアウト時間は、寿命の終
了時から逆算して設定します。寿命を 3 秒、フェードアウト時間を 1 秒に設定すると、発生から 2 秒経過し
たときにフェードアウトが始まります。「フェードイン時間」と「フェードアウト時間」の合計が「寿命」よ
り長くなる場合は、波が完全に透明にならないように 2 つのフェード時間の交点が計算されます。フェードイ
ン時間とフェードアウト時間のいずれかが寿命の値より長い場合は、寿命と同じ値に修正されます。

シェイプの発生時の幅を指定します。「終了幅」では、寿命に達したときのシェイプの幅を指定しま
す。

線エフェクト

線エフェクトは、1 つまたは複数のマスクによって定義されたパスの周囲に境界線を作成します。線のカ
ラー、不透明度、間隔に加え、ブラシ特性も指定することができます。線はメージの上に表示するか、透明イ
メージの上に表示するか、元のアルファチャンネルを表示するかなどを指定することができます。Adobe
Illustrator で作成したパスを使用するには、パスをコピーし、After Effects 内のレイヤーにペーストします。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、線エフェクトを使用して、壁に手で描かれていくように
画像を表示する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
Steve Holmes が、Layers Magazine の Web サイトで、Illustrator で蔓状の渦巻き模様を作成し、After Effects
に読み込んで表示し、線エフェクトを使用してアニメートする方法を示すチュートリアルを公開しています。

オリジナル（左上）、マスク（左下）、エフェクトを適用（右下）

線のエッジをシャープに表示するか、ぼかして表示するか指定します。

線上に表示するポイントの間隔を指定します。
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ペイントスタイル

ページの先頭へ

ストローク

イメージの輪郭

入力レイヤー

反転入力

レイヤーサイズが異なる場合

チャンネル

しきい値

プレブラー

許容量

レンダリング

選択した輪郭

短い輪郭

ストロークを元のレイヤーに適用するか、透明のレイヤーに適用するかを指定します。

ベガスエフェクト

「ベガス」エフェクトでは、動く光線やパスをベースとした脈打つパルスアニメーションをオブジェクトの周
囲に生成します。どのオブジェクトにも、光や長いパルスで囲まれたアウトラインを作成でき、アニメートす
ると光がオブジェクトを追いかけているように見えます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、ベガスエフェクトを使用して作成した EKG（心電図）の
シミュレーションの例を公開しています。

ベースにする線。「イメージの輪郭」と「マスク/パス」のどちらかを選択します。

線メニューで「イメージの輪郭」を選択した場合は、どのレイヤーのイメージの輪郭を使用
するか、および入力レイヤーの取り扱い方を指定します。

使用する輪郭のあるレイヤー。コントラストの高いグレースケールのレイヤーや、アル
ファチャンネルを使用すると、指定しやすくなります。

入力したレイヤーを線の作成の前に反転します。

入力レイヤーのサイズが「ベガス」エフェクトを適用するレイヤーのサ
イズと異なる場合のレイヤーの調整方法を指定します。「中央に揃える」を選択すると、入力レイ
ヤーがコンポジションの中央に元のサイズで配置されます。「サイズに合わせて伸縮」を選択する
と、「ベガス」エフェクトを適用するレイヤーのサイズに合わせて入力レイヤーのサイズを調整しま
す。

輪郭を定義する入力レイヤーのカラー属性。

白と黒にマップするときの境界になる値（％）。この値より小さいものが白に、大きいもの
が黒にマップされます。このプロパティは、エフェクトで描く軌跡のエッジの場所を決めるときに重
要になります。

しきい値をサンプリングする前に入力レイヤーを調整します。コントラストが高いイメー
ジを使用するときに、線をエッジぎりぎりまで近づけるには、このオプションを 0 に設定します。

線をどの程度厳密に入力レイヤーへ一致させるかを指定します。値を大きくすると、とがった
コーナーになります。値を小さくすると、ノイズに対する感度が上がります。

選択した輪郭にだけエフェクトを適用するのか、レイヤーのすべての輪郭に適用するの
かを指定します。

レンダリングメニューで「選択した輪郭」を選択した場合に、使用する輪郭を指定しま
す。輪郭には、左上から右下の順序で番号が付けられます。一番右上にある輪郭は 1 になり、以下同
様に、次の位置にある輪郭は 2 になります。

短い輪郭に少ないセグメントを含めるかどうかを指定します。初期設定では、それぞれの輪
郭が同じ数の線分に分けられます。例えば、R という文字にエフェクトを適用すると、外側にある線
は 32 本に分かれて見えますが、内側にある線はほとんどつながって見えます。このような場合は、
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マスク／パス

線分数

長さ

セグメント配置

回転

ランダムフェーズ

描画モード

カラー

幹の幅

硬さ

開始点の不透明度、終了点の不透明度

中間点の不透明度

中間点の位置

ページの先頭へ

「少ないセグメント」を選択します。

線を描く基になるマスクかパス。クローズマスクまたはオープンマスクを使用できます。

輪郭の各ストロークの作成に使用する線分の本数を指定します。例えば、Vegas という単語に適用す
る場合に「線分数」を 10 にすると、それぞれの文字のアウトライン、および e、g、a の内側の輪郭が 10 本
に分けられます。

線分の長さを、最大の長さに対する比率で指定します。例えば、「線分数」を 1 に設定した場合、線分
の最大の長さは、オブジェクトのアウトラインを完全に 1 周したときの長さになります。同様に、「線分数」
を 3 に設定すると、全アウトラインの 1/3 が線分の最大の長さになります。

線分の間隔を指定します。「集める」を選択すると、箱型の貨車のように線分をつなげま
す。線分の長さを短くすると、つながった貨車全体も短くなります。「均一」を選択すると、線分を輪郭の周
囲に均一に配置します。

線分をリンクのまわりでアニメートさせます。例えば、光が走り回るような外観を作成するには、まず
多数の線分を 50％の長さに設定しておき、「回転」を選択してライトがシェイプの周りを移動するようにア
ニメートします。

輪郭ごとに線分の開始地点を変えるように指定します。初期設定では、画面の一番高い位
置から開始されます。すべて同じ高さの場合は、一番左上の地点から開始されます。

ストロークのレイヤーへの適用方法を指定します。「透明」を選択すると、透明な背景にエフェ
クトが作成されます。「オーバー」を選択すると、既存のレイヤーの上にストロークが配置されます。「アン
ダー」を選択すると、既存のレイヤーの下にストロークが配置されます。「ステンシル」を選択すると、スト
ロークがアルファチャンネルマスクとして使用され、元のレイヤーのピクセルでストロークが塗りつぶされま
す。

ストロークのカラーを指定します。描画モードで「ステンシル」が選択されている場合は無効になり
ます。

ストロークの幅をピクセル単位で指定します。分数値もサポートされます。

ストロークのエッジの鮮明度を指定します。値を 1 に設定すると、ぼかしがほとんど適用されませ
ん。0.0 に設定すると、線にぼかしが適用され、単色のカラー領域がほとんどなくなります。

ストロークの開始時と終了時の不透明度を指定します。

ストロークの中間地点の不透明度を指定します。絶対値ではなく、相対的な値を設定しま
す。0 に設定すると、開始点から終了点まで、中間点がわからないほどスムーズに不透明度が変化します。

線分内の中間地点を指定します。値を小さくすると、中間地点が開始地点に近くなります。値
を大きくすると、中間地点が終了地点に近くなります。このオプションを使用して、中間地点の不透明度を線
分の中心からずらします。

ブラシアニメーションエフェクト

「ブラシアニメーション」エフェクトは、レイヤー上にストロークをアニメートします。例えば、草書体や署
名をシミュレートできます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ブラシの位置

ストロークの長さ（秒）

ブラシの間隔（秒）

ペイントのタイムプロパティとブラシのタイムプロパティ

ペイントスタイル

元のイメージ

透明

元のイメージを表示

注意：ブラシの位置をアニメートする簡単な方法は、モーションスケッチを使って新しい平面レイヤーに位置
キーフレームを作成してから、「ブラシの位置」プロパティにエクスプレッションを使用して、新しい平面レ
イヤーの「位置」プロパティとリンクする方法です（モーションスケッチでモーションパスをスケッチすると
エクスプレッションの追加、編集、削除を参照）。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
ペイントストロークとテキストを別の方法でアニメートすることもできます。例えば、文字ツールとテキスト
アニメーターを使って文字をアニメートしたり、ペイントツールで描いたストロークをアニメートしたりでき
ます。ペイントストロークでは、連続するデュレーションを設定できます。この設定で、「ブラシアニメー
ション」エフェクトとよく似た結果が得られます。また、シェイプのパスをアニメートすると、「パスのトリ
ミング」操作とよく似た結果になります（テキストのアニメート、ペイントストロークをアニメートおよび編
集する、およびシェイプレイヤーのシェイプ属性、ペイント操作およびパス操作を参照）。

ブラシの位置を指定します。このプロパティをアニメートしてストロークを作成します。

ストローク毎の時間（秒単位）。0 に設定すると、デュレーションは無制限になり
ます。蛇のようにくねらせるには、ゼロでない定数を 1 つだけ指定します。ストロークを伸縮させるには、こ
の値をアニメートします。

一筆ごとの間隔（秒単位）。小さい値に設定すると、ペイントストロークは滑らかにな
りますが、レンダリングに時間がかかります。

ペイントとブラシのプロパティをストロークごと
に適用するか、ストローク全体に適用するかを指定します。ストロークのブラシの跡すべてに適用する場合
は、「なし」を選択します。ペイントストロークを作成した時のプロパティの値を保持するには、そのプロパ
ティの名前を選択します。例えば、「カラー」を選択すると、それぞれのブラシの跡が、それを描いたときに
指定したカラーの値のままになります。

ペイントストロークと元のイメージを表示する方法。

元のイメージの上にペイントストロークを表示します。

透明の上にペイントストロークを表示します。元のイメージは見えません。

ペイントストローク部分に元のイメージを表示します。

以下も参照してください
ランダム度とランダムシード
マスクについて
ランダム度とランダムシード
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ノイズ＆グレインエフェクト

ページの先頭へ

グレインエフェクトの使用
グレインエフェクトでのノイズのサンプルリング
追加またはマッチングした粒子の操作
グレイン（追加）エフェクト
ダスト＆スクラッチエフェクト
フラクタルノイズエフェクト
グレイン（マッチ）エフェクト
ミディアンエフェクト
ノイズエフェクト
ノイズアルファエフェクト
ノイズ HLS エフェクトおよびノイズ HLS オートエフェクト
グレイン（除去）エフェクト
タービュレントノイズエフェクト

グレインエフェクトの使用

621



プレビュー

描画マット

最終出力

3 種類のグレインエフェクト：マッチ（左上）、追加（左下）、削除（右下）

グレインエフェクトの適用

各グレインエフェクトは初期設定で適用され、プレビュー表示モードで表示されます。プレビュー表示モード
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スクリーン

乗算

グレインエフェクトを最初に適用したときは、「元の画像とブレンド」コントロールグループの「量」の値は
0％に設定されています。この値によって、元の画像と処理済みのバージョンをブレンド（合成）する割合が
決まります。0％では、ブレンドは発生せず、選択したエフェクトは最大量で画像全体に適用されま
す。100％では、描画マットの白い領域は元の画像から変更されません。
どのマスクやマットも同じように機能します。マスクまたはマットの白いピクセルは元のイメージの白いピク
セルをグレインエフェクトの処理対象から除外します。黒いピクセルは通常に処理されます。「量」を 100％
にすると、白い領域が元の画像と完全にブレンドされます。そのため、白い領域は完全に処理から除外されま
す。これは、一致する部分を反転した場合にも当てはまります。量の値とは無関係に、マットまたはマスクの
黒い領域は常に処理の対象になります。量スライダーはマットまたはマスクの白のピクセルの下の領域だけに
影響します。各グレインエフェクトでマットまたはマスクの白い領域が処理される方法だけに影響します。

1. 画像にいずれかのグレインエフェクトを適用します。

2. エフェクトコントロールパネルで、次のいずれかの操作を行います。

グレインエフェクトを適用する領域、適用から除外する領域を囲むマットを作成する
には、「元の画像とブレンド」コントロールグループの「カラーマッチ」コントロー
ルを使用します。
現在のレイヤーを他のレイヤーまたはトラックでマスクするには、「マスクレイ
ヤー」コントロールを使用します。

3. マットをソフトにしてイメージの影響範囲から影響範囲外に緩やかなトランジションを作
成するには、「ブラーマット」の値を調整します。

4. カラーマットとレイヤーマスクの両方を使用する場合は、マッチとマスクを合成するモー
ドポップアップニューから次のいずれかのコマンドを選択します。

マスクとカラーマッチのいずれかが白い場合に、マットを白くします。

マスクとカラーマッチの両方が白い場合に、マットを白くします。

5. グレインを通して表示される元の画像の量を多くする場合は、「量」の値を減らします。

6. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

カラーマッチマットの生成

グレインエフェクトを最初に適用したときには、中間調のグレーを使用して初期設定のカラーマッチマットが
生成されるので、ほとんどのイメージで表示されたマットを確認することができます。「カラーマッチ」コン
トロールグループはカラーマッチを使用して、マットを正確に定義します。マットは、グレインエフェクトを
使用するレイヤーが入力とブレンドされている部分をイメージから分離します。

1. 画像にいずれかのグレインエフェクトを適用します。

2. エフェクトから除外する色、エフェクトを排他的に使用する色を選択するには、「元の画
像とブレンド」および「カラーマッチ」コントロールグループの「マッチングカラー」コ
ントロールで次のいずれかの調整を行います。

カラーサンプルをクリックし、カラーピッカーで色を選択します。
スポイト  をクリックしてから、スクリーン上の色をクリックします。

3. 次のいずれかの操作を行います。

選択した色に対してグレインエフェクトを適用しないようにするには、「マッチを反
転」の選択を解除します。
選択した色にのみグレインエフェクトの適用を制限して、画像の残りの部分に影響が
ないようにするには、「マッチを反転」を選択します。

4. マッチングカラーに近い色を除外するには、カラーマッチングのしきい値となる、「マッ
チングの許容量」の値を増やします。この値を大きくするほど、マットにはマッチングカ
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スクリーン

乗算

中央に揃える

サイズに合わせて伸縮

スクリーン

乗算

ラーとは異なるカラーのピクセルも多く含まれるようになります。

5. マッチングカラーに近い色かどうかを決定するときに使用される基準の初期設定
（RGB）を変更するには、「マッチングの適用」コントロールからオプションを選択し
ます。

6. 完全一致ピクセルと完全不一致ピクセルの間のトランジションの幅や、影響を受ける領域
と元のイメージをブレンドする際の滑らかさの度合いを決定するには、「マッチングの柔
軟度」コントロールを調整します。

7. マットを反転して、白い領域を黒くし、黒い領域を白くするには、「マッチを反転」を選
択します（マッチングカラーはマット内の黒になり、量の設定とは関係なくグレインエ
フェクトの処理の対象になります。他の設定には影響しません）。

8. カラーマットとレイヤーマスクの両方を使用する場合は、マッチとマスクを合成するモー
ドポップアップニューから次のいずれかのコマンドを選択します。

マスクとカラーマッチのいずれかが白い場合に、マットを白くします。

マスクとカラーマッチの両方が白い場合に、マットを白くします。

9. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

レイヤーマットの生成

グレインエフェクトを使用するレイヤーのマスクとして、別のレイヤーやトラックを使用する場合がありま
す。別のレイヤーやトラックを使用すれば、イメージの変更する部分やその度合いを正確に設定することがで
きます。

1. 画像にいずれかのグレインエフェクトを適用します。

2. エフェクトコントロールパネルで、「元の画像とブレンド」の「マスクレイヤー」コント
ロールグループの「マスクレイヤー」コントロールから、マスクとして使用するレイヤー
を選択します。

3. マスクモードポップアップメニューから、マスクモードを選択します。

4. マスクレイヤーのサイズが現在のレイヤーと異なる場合、「マスクレイヤー」コントロー
ルのマスクサイズが異なる場合ポップアップメニューで、次のいずれかを選択します。

現在のレイヤーとマスクレイヤーの中心を合わせます。

マスクレイヤーを、現在のレイヤーのサイズに合わせて伸縮しま
す。

5. カラーマットとレイヤーマスクの両方を使用する場合は、マッチとマスクを合成するモー
ドポップアップニューから次のいずれかのコマンドを選択します。

マスクとカラーマッチのいずれかが白い場合に、マットを白くします。

マスクとカラーマッチの両方が白い場合に、マットを白くします。

6. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

プレビュー範囲の変更
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ページの先頭へ

グレインエフェクトのプレビュー範囲の位置やサイズを変更するには、「プレビュー範囲」コントロールグ
ループを調整します。
粒子を追加または削除するとディテールのシャープネスに影響することがあるので、人の顔や文字など、細部
が重要になる領域をプレビューすることをお勧めします。「グレイン（除去）」エフェクトを使用して粒子を
削除するときには、単色の広い領域など、粒子がはっきりと見えている領域や最も好ましくない状態の領域を
プレビューするのが効率的です。
エフェクトコントロールパネルの各コントローラを少しずつ増減しながら適用し、適用のたびにコンポジショ
ンパネルで結果を確認すると最良の結果が得られます。

1. グレインエフェクトの適用後、エフェクトコントロールパネルで「プレビュー範囲」コン
トロールグループの中心ボタン  をクリックします。

コンポジションパネルの中心は十字型で示されます。

2. イメージ内で、プレビュー範囲の中心に指定する場所をクリックします。

プレビュー範囲が、新しい位置を中心として再描画されます。

3. プレビュー範囲のサイズを変更するには、エフェクトコントロールパネルの「幅」と「高

625



注意：

す。サンプルはすべて、通常のフィルム、DV またはビデオストックから選択する必要があります。露光不足
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ページの先頭へ

からノイズサンプルを取得しますが、別のフレームからノイズをサンプリングすることもできます。フレーム
の変更は、レイヤー内のフレーム間で照明や露出が様々に異なる場合に便利です。

1. サンプル対象のフレームを決定します。プロジェクト設定の表示形式が「フレーム」に設
定され、開始フレーム番号が 0 であることを確認してください。現在のフレームの番号
がタイムラインパネルの左上隅に青色で表示されます。「サンプリング」コントロールグ
ループのソースフレームの値として、このフレームの番号を入力します。

2. 表示モードポップアップメニューから「ノイズサンプル」を選択します。

選択したフレームがコンポジションパネルに表示され、自動サンプルがイメージ上に表示
されます。

ノイズサンプルボックスの色の変更

「グレイン（除去）」または「グレイン（マッチ）」エフェクトの表示モードを「ノイズサンプル」に変更す
ると、エフェクトによってサンプリングされた領域を表示することができます。サンプリングされた領域は、
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モノクロ

色合いの量

色合いのカラー

彩度

追加またはマッチングした粒子のアニメート

初期設定では、「グレイン（追加）」および「グレイン（マッチ）」エフェクトによって生成された粒子また
はノイズは、ソースマテリアルと同じ速度で移動し、リアルなノイズを正確にシミュレートします。ノイズの
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フィルム

乗算

加算

スクリーン

オーバーレイ

ページの先頭へ

注意：

「効果」コントロールグループの「描画モード」は、生成されるノイズのカラー値と元のソースレイヤーのカ
ラー値が各ピクセルで合成される方法を決定します。

生成される粒子をイメージ内に埋め込んで表示します。このモードは、フィルム粒子がネガに現れ
るのと同様に、明るい色よりも暗い色に影響します。

ノイズとソースのカラー値を乗算します。ただし、ノイズに対して正または負のどちらかの値が設定さ
れるので、処理結果は元のイメージよりも明るくなるか暗くなるかのどちらかです。

ソースに含まれるノイズのカラー値をノイズと加算します。ただし、グレインエフェクトによって作成
されたノイズに対して正または負のどちらかの値が設定されるので、処理結果は元のイメージよりも明るくな
るとは限りません。

ノイズとソースの明るさを反転して乗算します。このエフェクトでは、ネガを複数の露光でプリ
ントしたような効果が得られます。この処理結果では常に、元のイメージよりも明るくなります。

「フィルム」と「乗算」の作用を組み合わせたものです。シャドウとハイライトでは粒子が少
なくなりますが、ミッドトーンには粒子が十分適用されます。

グレイン（追加）エフェクト

「グレイン（追加）」エフェクトは新しいノイズを一から生成し、既存のノイズからサンプルを抽出すること
はありません。代わりに、様々なフィルムの複数のパラメーターとプリセットを合成して、たくさんの異なっ
たノイズまたは粒子を作成することができます。ノイズの特性は実質的にすべて変更することができ、カラー
を設定して、複数の方法でイメージに適用することができます。ノイズをアニメートしたり、イメージの一部
だけに適用することもできます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

追加されたノイズをカラーチャンネルに配置すると、結果イメージのカラー全体に影響を与えます。背景が暗
い場合、ノイズはイメージに対して視覚的に加算される傾向があり、赤い色合いや赤チャンネルにノイズが多
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注意：

強度

チャンネルの強度

サイズ

チャンネルのサイズ

柔らかさ

縦横比

ページの先頭へ

ロールパネルで、「グレイン（追加）」エフェクトの「調整」コントロールグループを調
整します。
追加されたノイズのカラーを変更するには、「カラー」コントロールを調整します。
生成されるノイズのカラー値と元の対象レイヤーのカラー値を各ピクセルで合成する方法
を決定するには、「効果」コントロールグループの「描画モード」を選択します。
イメージと中間点の各色調範囲に追加される粒子の量を決定するには、「効果」コント
ロールグループの「シャドウ」、「ミッドトーン」、「ハイライト」および「中間点」の
値を調整します。
追加した粒子をアニメートするには、「アニメーション」コントロールグループでプロパ
ティを調整します。
エフェクトをイメージ全体に適用するには、表示モードポップアップメニューから「最終
出力」を選択します。

調整コントロール、グレインエフェクト

「グレイン（マッチ）」および「グレイン（追加）」エフェクトには、共通する「調整」コントロールグルー
プがあります。これらのコントロールを使用して、ノイズの強度やサイズを変更し、ブラーを発生させること
ができます。これらの操作はすべて、3 つのチャンネル全体または各チャンネルに個別に実行することができ
ます。適用した粒子の縦横比を変更することもできます。

「調整」コントロールの値は、ソースレイヤーでサンプリングされたノイズを基準とします。値 1.0
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半径

しきい値

ページの先頭へ

注意：

フラクタルの種類

傷のあるオリジナル画像（左上）、傷の拡大図（左下）、鮮明度を下げて傷を取り除いた例（右下）

異なるピクセルを調べる領域の半径。値を高くしすぎると、イメージがぼやけます。ゴミを除去できる
最小値に設定してください。

他のピクセルとどの程度異なると変更するかを指定します。ノイズや傷を除去できる最高値に設定
してください。

フラクタルノイズエフェクト

「フラクタルノイズ」エフェクトは、パーリンノイズを使用して、背景やディスプレイスメントマップ、テク
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ノイズの種類

反転

コントラスト

オーバーフロー

クリップ

ソフトクランプ

ラップバック

HDR 効果を使用

トランスフォーム

複雑度

注意：

サブ設定

サブ影響

サブスケール、回転、オフセット

サブスケールを中心

展開

ノイズのグリッドの乱数を補間する方法。

ノイズを反転します。黒い領域は白になり、白い領域は黒になります。

初期設定値は 100％です。値を大きくすると、ノイズ中で白黒のはっきりした領域が増し、
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展開のオプション

サイクル展開

サイクル（周期）

注意：

ランダムシード

不透明度

描画モード

なし

色相

彩度

作成時など）、「サイクル展開」オプションを使用します。
「展開」をアニメートした場合に、一定の時間にノイズをどの程度変化させるかを指定できます。一定時間内
の循環が多いほど、ノイズが急速に変化します。短時間内に展開値を大きく変更すると、フラッシュが発生す
る場合があります。
シームレスなループを作成するには、「サイクル展開」オプションを使用し、展開キーフレームを 0 度のフル
循環で設定します。部分的な循環では、ループが中断される場合があります。

展開のオプション。
「展開」サイクルの「ランダムシード」値を変更するだけで、新しいフラクタルノイズアニメーションを
簡単に作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることな
くノイズのパターンが変わります。

コンポジション全体で展開をアニメートする代わりに、1 つの短い展開サイクルをプリレンダリングし
て、必要なデュレーションだけループさせると、レンダリングにかかる時間が短くなります。

設定した時間でループする展開のサイクルを作成します。展開の状態を開始点に戻し、
滑らかに進行するサイクル、1 回きりのサイクル、またはループセグメントを作成します。
サイクルが完全に循環するようにするため、「展開」に設定した循環回数と同じ値、または循環回数
で割り切れる値を選択します。

フラクタルノイズが開始時点に戻る前に繰り返す循環の回数。展開のキーフレーム
間の時間によって、展開サイクルの速度が決まります。このオプションは、フラクタルの展開だけに
影響し、トランスフォームなどの他の設定には影響しません。例えば、状態が同じフラクタルでも、
サイズやオフセットの設定が異なる場合は、同じに見えません。
「サイクル」は、「サイクル展開」を選択した場合だけ使用できます。

ノイズを生成するためのランダム値を設定します。このプロパティをアニメートする
と、同じフラクタルの種類で 1 つのノイズのセットから他のノイズのセットにフラッュするように切
り替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。ノイズをスムーズにアニメートさせる
には、「展開」プロパティをアニメートします。

ノイズの不透明度。

フラクタルノイズと元のイメージの合成操作。これらの描画モードは、タイムラインパネルの
モード列にあるものとほぼ同じですが、次の点が異なります。

フラクタルノイズだけをレンダリングし、元のレイヤーと合成しません。

フラクタルノイズをグレースケールではなく色相の値としてレンダリングします。元のレイヤー
の「彩度」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりません。

フラクタルノイズを、グレースケールではなく彩度の値としてレンダリングします。元のレイ
ヤーの「色相」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりませ
ん。

フラクタルノイズを使ったシームレスなループの作成
1. タイムラインパネルでレイヤーを選択し、エフェクト／ノイズ＆グレイン／フラクタルノ
イズを選択します。

2. 「展開」のキーフレームを 2 つ設定します。

3. 
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注意：

ページの先頭へ

注意：

4. 「展開のオプション」の「サイクル展開」をオンにします。

5. 「サイクル（周期）」の値を設定します。

展開キーフレームで指定した時間内に、ここで指定した回数だけ展開が循環します。サイ
クルを繰り返す前に、このサイクルをどの程度レンダリングする必要があるかを考慮し
て、サイクル値を決定します。レンダリングに時間がかからないようにするには、プロ
ジェクトに合う範囲でできるだけ短くします。
最初は、サイクルの最後のフレームが最初のフレームと同一です。シームレスなループを
作成するには、サイクルの最後のフレームの前に、レイヤーのアウトポイントに 1 フ
レームを設定することで、最後のフレームをスキップします。

6. 現在の時間インジケーターを、サイクルが終わる場所に動かします。例えば、「サイクル
（周期）」が 2 の場合は、「展開」の値が 2 のフレームを見つけます。

他のフラクタルノイズ設定のキーフレームを設定する場合は、それらを初期設定
に戻します。この初期設定値では、サイクルがタイムライン上で繰り返しを開始するか、
設定がループしないかのいずれかです。

7. 現在の時間インジケーターを、1 フレーム分戻します。

8. このフレームでレイヤーのアウトポイントをトリムします。

9. このレイヤーをプリレンダリングし、プロジェクトに読み込みます。

10. プロジェクトパネルで読み込んだフッテージアイテムを選択し、ファイル／フッテージを
変換を選択します。「ループ」に、プロジェクトのレイヤーのデュレーション内でループ
する回数を設定します。

グレイン（マッチ）エフェクト

「グレイン（マッチ）」エフェクトは、2 つのイメージ間でノイズをマッチングします。このエフェクトは、
コンポジション（合成）やブルースクリーン／グリーンスクリーンの作業を行う場合に便利です。「グレイン
（マッチ）」エフェクトはノイズを追加するだけで、削除することはできません。そのため、マッチングする
対象のノイズがソースより多い場合は、正確にマッチングできません。このような場合は、「グレイン（除
去）」エフェクトを使用して、マッチングする対象をクリーンアップしてから、その結果に「グレイン（マッ
チ）」エフェクトを適用すると、完全にマッチングすることができます。
「グレイン（マッチ）」エフェクトは、最初にノイズのサンプリングを行います。基本的に、新しいノイズの
フレーム全体がノイズサンプルとマッチするように合成されます。ノイズを新しいイメージに適用する前に、
様々な方法でノイズを変更することができます。例えば、イメージのノイズを複製し、そのノイズを大きくし
たり、赤くしたりしてから別のイメージに適用します。
「グレイン（マッチ）」エフェクトには、「グレイン（追加）」エフェクトと同じコントロールがいくつかあ
ります（グレイン（追加）エフェクトを参照）。
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ノイズサンプル

補正サンプル

プレビュー

描画マット

最終出力

オリジナルの画像（左）、エフェクトを適用（右）

イメージのノイズまたは粒子のマッチング
1. ソースと対象のレイヤーが同じコンポジションにあることを確認します。

2. 粒子を追加する対象のレイヤーを選択します。

3. エフェクト／ノイズ＆グレイン／グレイン（マッチ）を選択します。

4. エフェクトコントロールパネルの「ノイズソースレイヤー」ポップアップメニューで、粒
子をサンプリングするソースレイヤーを指定します（「ノイズソースレイヤー」で表示さ
れるのは、タイムラインパネル内に配置されているレイヤーだけです）。

粒子は自動的にサンプリングされ、対象レイヤーのプレビュー範囲に適用されます。自動
マッチを行う必要がある場合、残りの手順は省略することができます。

5. 対象のレイヤーに既に大量のノイズがあり、粒子の不一致を起こす場合は、既存ノイズを
補正スライダーを使用して粒子が増加するのを防ぎます。

6. 次のいずれかの操作を行います。

適用された粒子の強度およびサイズを調整し、ブラーを発生させるには、「調整」コ
ントロールを調整します。
追加されたノイズのカラーを変更するには、「カラー」コントロールを調整します。
生成されるノイズのカラー値と元の対象レイヤーのカラー値を各ピクセルで合成する
方法を決定するには、「効果」コントロールグループの「描画モード」を選択しま
す。
イメージと中間点の各色調範囲に追加される粒子の量を決定するには、「効果」コン
トロールグループの「シャドウ」、「ミッドトーン」、「ハイライト」および「中間
点」の値を調整します。

7. エフェクトの表示を変更する場合は、エフェクトコントロールパネルの「表示モード」か
ら次のいずれかを選択します。

現在のノイズモデルを抽出するためにサンプリングされている領域を表
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

「グレイン（マッチ）」エフェクトを使用してイメージ間の粒子をマッチする場合に、対象レイヤーに粒子が
既に表示されていると、粒子の不一致が起こったり粒子が増加する可能性があります。この問題を防ぐため
に、「既存ノイズを補正」コントロールは、ソースおよび対象の両方からノイズモデルを抽出し、対象に既に
存在するノイズに合わせてソースのノイズを修正してから対象に適用します。
この補正が自動的に行われるようにするには、既存ノイズを補正スライダーを 100％に設定します。設定後
に、表示モードポップアップメニューから「補正サンプル」を選択すると、対象レイヤーのノイズサンプルを
表示することができます。サンプルの選択を「手動」に設定すると、対象イメージ内のサンプルを再配置する
こともできます。これにより、補正サンプルポイントを手動で再配置することが可能になります。

1. 「グレイン（マッチ）」エフェクトを対象レイヤーに適用します。

2. 必要に応じて、エフェクトコントロールパネルで、「グレイン（マッチ）」エフェクトの
「既存ノイズを補正」の値を調整します。ソースレイヤー内のノイズおよび対象レイヤー
内のノイズがサンプリングされ、両者の差異が計算されます。これにより、ソースレイ
ヤーにマッチングするのに十分なノイズだけが、対象レイヤーに適用されます。

3. ノイズサンプルを変更するには、表示モードポップアップメニューから「ノイズサンプ
ル」を選択し、「サンプリング」の「サンプルの選択」を「手動」に設定してから、「ノ
イズサンプルポイント」を開きます。「サンプル数」の現在の値によって、使用可能なポ
イントの数が決まります。

4. 各サンプルポイントを再配置するには、次のいずれかの操作を行います。

コンポジションパネルで、各サンプルポイントを新しい位置にドラッグします。
エフェクトコントロールパネルの「ノイズサンプルポイント」コントロールで、サン
プルポイントに隣接する新しい XY 座標を入力します。
エフェクトコントロールパネルで、「ノイズサンプルポイント」のポイントパラメー
ター  をクリックしてから、ポイントを移動するコンポジションパネル内の位置を
クリックします。

5. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

ミディアンエフェクト

ピクセルの値を、指定した半径内にある隣接するピクセルのカラー値の中央値に置き換えます。半径を小さく
した場合に、ノイズの種類によっては除去できるものがあります。半径を大きくすると、絵の具を塗ったよう
に見えます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ノイズエフェクト

「ノイズ」エフェクトは、イメージ全体のピクセル値をランダムに変更します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
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ノイズ量

ノイズの種類

クリッピング

ページの先頭へ

ノイズ

量

オリジナルアルファ

加算

クランプ

スケール

エッジ

オーバーフロー

クリップ

ラップバック

ラップ

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

追加するノイズの量。

「カラーノイズを使用」は、赤、緑、青のチャンネルに別々の乱数の値を追加します。このオ
プションを選択しないと、各ピクセルの全チャンネルに同じ値が追加されます。

カラーチャンネルの値をクリップします。このオプションの選択を解除すると、ノイズが目立
つようになります。このオプションは、32 bpc カラーでは使用できません。

ノイズアルファエフェクト

アルファチャンネルにノイズを追加します。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ノイズの種類。「均一ランダム」は同量の黒と白のノイズを作成します。「矩形ランダム」はハイコ
ントラストのノイズを作成します。「均一アニメーション」はアニメートされたノイズを、「矩形アニメー
ション」は、アニメートされた高いコントラストのノイズを作成します。

ノイズの強度。

アルファチャンネルにノイズを追加する方法。

クリップの透明および不透明部分に同量のノイズを作成します。

不透明部分のみにノイズを作成します。

不透明度に比例したノイズ量を追加し、100％透明な部分にはノイズを作成しません。

アルファチェンネルのエッジなど、透明部分にのみノイズを作成します。

グレースケールの範囲（0 ～ 255）の外にある値をマップし直す方法。

255 を超える値を 255 にマップします。0 未満の値を 0 にマップします。

255 を超える値と 0 未満の値を両端で折り返して 0 ～ 255 の値に割り当てます。例え
ば、258（255+3）は 252（255-3）、-3 は 3 になります。

255 を超える値と 0 未満の値を循環式で 0 ～ 255 の値に割り当てます。例えば、258 は 2
に、256 は 0 に、-3 は 253 になります。
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ランダムシード

ノイズフェーズ

ノイズオプション（アニメート）

サイクルノイズ

サイクル（周期）

ページの先頭へ

ノイズ

色相

明度

彩度

粒のサイズ

ノイズフェーズ（ノイズ HLS のみ）

ノイズの乱数生成用に入力する値。このオプションは、「均一ランダム」または「矩形ラン
ダム」を選択した場合にのみ使用可能です。
フラッシングノイズを作成するには、「ランダムシード」をアニメートします。滑らかにアニメートする
ノイズを作成するには、ノイズフレーズ値をアニメートします。

ノイズの配置を指定します。このオプションは、「均一アニメーション」または「矩形アニ
メーション」を選択した場合だけ使用できます。

ノイズをアニメートする方法。
ノイズフェーズのサイクルのスピードを調整するには、「ノイズフェーズ」キーフレームのタイミングを変更
します。
「ノイズフェーズ」値のアニメート時間を短縮するには、「サイクルノイズ」オプションを使用して、
シームレスなノイズループを作成します。次に、レイヤーをレンダリングし、それを新しいソースフッ
テージアイテムとして読み込みます。  

指定した時間単位で1回実行されるノイズのサイクルを作成します。

ノイズフェーズを反復させる前に、循環するノイズフェーズの反復回数を指定しま
す（「サイクルノイズ」が選択されている場合のみ使用可能）。

ノイズ HLS エフェクトおよびノイズ HLS オートエフェクト

「ノイズ HLS」エフェクトと「ノイズ HLS オート」エフェクトは、イメージの色相、明度、彩度にノイズを
追加します。「ノイズ HLS オート」エフェクトでは、ノイズが自動的にアニメートされるので、アニメー
ションの速度を選択します。「ノイズ HLS」エフェクトをアニメートするには、キーフレームかエクスプ
レッションを使用します。この 2 つのエフェクトのコントロールは、アニメーション用の「ノイズフェーズ」
と「ノイズアニメーションの速度」を除き、すべて同じです。
これらのエフェクトは、8 bpc カラーで調整できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ノイズの種類。「均一」は均一に分布するノイズを作成します.「矩形」はハイコントラストノイズを
作成します。「粒状」は、フィルムの粒子のようなノイズを作成します。

色相の値に追加するノイズの量。

明度の値に追加するノイズの量。

彩度の値に追加するノイズの量。

ノイズの種類を「粒状」にした場合だけ選択できます。

ノイズの乱数生成用に入力する値。「ノイズフェーズ」のキーフレーム
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ノイズアニメーションの速度（ノイズ HLS オートのみ）

ページの先頭へ

注意：

を設定すると、各フェーズを循環してノイズがアニメートされます。キーフレーム間の差の値が大きいと、ノ
イズアニメーションのスピードが増加します。

ノイズのアニメーションの速度。このプロパティを
アニメートして、ノイズのアニメーションの速度を加減します。

グレイン（除去）エフェクト

粒子やビジュアルノイズを削除するには、「グレイン（除去）」エフェクトを使用します。このエフェクト
は、高度な信号処理と統計的な推定手法を使用して、ノイズがない状態の画像への復元を試みます。「ブラー
（ガウス）」エフェクトや「ミディアン」エフェクトなどを緩やかに適用してイメージのノイズを抑制する
と、結果的にシャープネスやハイライトが失われます。これに対して「グレイン（除去）エフェクト」は、粒
子やノイズと画像のディテールを区別して、ディテールができるだけ維持されるようにします。
「グレイン（除去）」エフェクトには、ノイズの抑制と画像に保持するシャープネスの量のバランスを正確に
調整するためのオプションが用意されています。また、ノイズリダクションとシャープネスのバランスをさら
に改善するために、フレーム間の差異が分析されます。この処理は時間の経過に伴って作用するので、時間
フィルタリングと呼ばれます。

「グレイン（除去）」エフェクトで有効な効果を得るには、ノイズサンプリングが適切に行われる必
要があります。自動サンプリングの結果は、画像の内容とノイズの種類によって異なります。特定のイメージ
に応じた最良の結果を得るために、サンプルの数、サイズおよび位置を変更することもできます。

「グレイン（除去）」エフェクトの「時間フィルタリング」コントロールは、統計的なアルゴリズムを使用し
て、現在のフレームを前および次のフレームとブレンド（合成）します。これらのコントロールは、DV やビ
デオフッテージから圧縮処理による不具合を削除する場合に特に効果的です。

639



注意：

マルチチャンネル

シングルチャンネル

クロマ抑制

テクスチャ

ノイズサイズバイアス

クリーンな単色エリア

ノイズサンプル

「展開」サイクルの「ランダムシード」値を変更するだけで、新しいフラクタルノイ
ズアニメーションを簡単に作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力する
と、展開のアニメーションが乱れることなくノイズのパターンが変わります。

3. 「パス」の値を調整し、検出可能なノイズ半径の最大値を設定します。
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プレビュー

描画マット

ページの先頭へ

現在の設定でエフェクトを適用した状態を 200 x 200 pixel の範囲で表示しま
す。

「元の画像とブレンド」コントロールグループの現在の設定に従って、現在
のカラーマットかマスク、または両方の組み合わせを表示します。

9. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

レイヤーへの時間フィルタリングの追加
1. 「グレイン（除去）」エフェクトをイメージに適用します。

2. 「グレイン（除去）」エフェクトのプレビュー範囲を、イメージでフレーム間の変化が最
も微妙な領域またはディテールの動きが最も多い領域上に配置します。

3. 「時間フィルタリング」コントロールの「使用」を選択します。

4. 「量」の値を 100％に設定します。

5. コンポジションをレンダリングして書き出します。

6. 動きのあるオブジェクトの周辺に不要な縞やにじみが表示されている場合は、「モーショ
ン感度」の値を小さくしてから、プレビューするかレンダリングし直します。

7. より適切な処理結果を得るには、次の方法を試してください。

バズノイズが目立つムービーのノイズをすばやく減らすには、「ノイズリダクショ
ン」の値を 0 に、「時間フィルタリング」の値を 100％に設定して、ムービーをレン
ダリングします。
プレビューの処理速度を上げるには、フレームのすべての設定を調整してから、「時
間フィルタリング」をレイヤーに適用します。
レイヤーのエフェクトを維持した状態で「時間フィルタリング」も適用するには、選
択したレイヤーをプリコンポーズ（レイヤー／プリコンポーズを選択）してから、
「グレイン（除去）」エフェクトをそのレイヤーに適用します。

アンシャープマスクコントロールを使用してイメージを鮮明にする

「グレイン（除去）」エフェクトには、「アンシャープマスク」コントロールが含まれています。「アン
シャープマスク」コントロールはエッジおよび細部のコントラストを強めて、粒子を抑制する処理中に失われ
た可能性のあるシャープネスを、ある程度復元します。

次のいずれかの操作を行います。

「アンシャープマスク」コントロールの「量」の値を大きくすると、望ましくない処
理結果が生成されたり、粒子が多い状態に戻ったりすることなく、好ましいシャープ
効果を生成できます。
「しきい値」を大きくして、シャープ効果によって発生した望ましくない処理結果を
削除します。
「半径」を調整して、アンシャープマスクによって検出されるディテールの領域を変
更します。
イメージのシャープネスがなくなり始めるまで、「ノイズリダクション」の値を調整
します。次に、値を少し小さくし、「アンシャープマスク」コントロールを適用し
て、イメージをシャープにします。

タービュレントノイズエフェクト
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注意：

フラクタルの種類

ノイズの種類

反転

コントラスト

オーバーフロー

クリップ

ソフトクランプ

ラップバック

HDR 効果を使用

トランスフォーム

「タービュレントノイズ」エフェクトは、パーリンノイズを使用して、背景やディスプレイスメントマップ、
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複雑度

注意：

サブ設定

サブ影響

サブスケール

展開

タービュランスの強さ

ランダムシード

不透明度

描画モード

なし

色相

彩度

ノイズを作成するために、「サブ設定」に従って合成するノイズレイヤーの数。この数を大きくする
と、奥行きが深く見え、微細な部分まではっきり描かれます。

「複雑度」の値を大きくすると、レンダリングにかかる時間が長くなります。場合によっては、「複
雑度」を増す代わりにサイズを小さくし、短いレンダリング時間で同様の結果を得ることもできます。レンダ
リングに時間をかけずに、複雑なノイズに見えるようにするには、コントラストか明るさを負の値か非常に高
い値に設定し、「オーバーフロー」で「ラップバック」を選択します。

ノイズは、ノイズのレイヤーを合成することによって生成されます。「サブ設定」で、レイヤーを
どのように合成するかと、レイヤーごとにプロパティをどのようにずらせていくかを決めます。レイヤーを
順々にスケールダウンしていくと、細部がきれいに見えます。

ノイズを合成するときに、各レイヤーがどの程度影響するかを指定します。100％に設定す
ると、すべての反復が同じ影響を持ちます。50％にすると、各反復の影響が前の反復の半分になりま
す。0％は、「複雑度」を 1 にするのとまったく同じです。

1 つのノイズレイヤーの前のレイヤーに対するスケーリングの比率。

一回りするたびにイメージが変化し続ける進行性の循環。これは、360°ごとにダイアル上の同じ設定が
繰り返される通常の循環とは異なります。そのため、同じ 0 度における表示でも、1 循環後の表示は異な
り、2 循環後の表示はさらにまた異なります。
「展開」をアニメートした場合に、一定の時間にノイズをどの程度変化させるかを指定できます。一定時間内
の循環が多いほど、ノイズが急速に変化します。短時間内に展開値を大きく変更すると、フラッシュが発生す
る場合があります。

展開のオプション

大きいノイズオブジェクトの速度と小さいノイズオブジェクトの速度の違
い。0 を指定すると、ノイズの動きは「フラクタルノイズ」エフェクトの場合と同じになり、小さい
ノイズオブジェクトが大きなノイズオブジェクトと同じ速度で動くようになります。大きい値を指定
すると、液体の自然な乱流のようにノイズの複数のレイヤーがかき回されるようになります。

ノイズを生成するためのランダム値を設定します。このプロパティをアニメートする
と、同じフラクタルの種類で 1 つのノイズのセットから他のノイズのセットにフラッュするように切
り替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。ノイズをスムーズにアニメートさせる
には、「展開」プロパティをアニメートします。

「展開」サイクルの「ランダムシード」値を変更するだけで、新しいノイズアニメーションを簡単に作成
できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることなくノイズの
パターンが変わります。

ノイズの不透明度。

ノイズと元のイメージの合成操作。これらの描画モードは、タイムラインパネルのモード列にあ
るものとほぼ同じですが、次の点が異なります。
各描画モードについて詳しくは、描画モードの使用方法を参照してください。

フラクタルノイズだけをレンダリングし、元のレイヤーと合成しません。

フラクタルノイズをグレースケールではなく色相の値としてレンダリングします。元のレイヤー
の「彩度」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりません。

フラクタルノイズを、グレースケールではなく彩度の値としてレンダリングします。元のレイ
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ヤーの「色相」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりませ
ん。
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トランジションエフェクト

ページの先頭へ

トランジションとトランジションエフェクトに関するオンラインリソース
トランジションエフェクトと変換完了プロパティについて
ブロックディゾルブエフェクト
カードワイプエフェクト
グラデーションワイプエフェクト
アイリスワイプエフェクト
リニアワイプエフェクト
放射状ワイプエフェクト
ブラインドエフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

CC Glass Wipe エフェクト
CC Grid Wipe エフェクト
CC Image Wipe エフェクト
CC Jaws エフェクト
CC Light Wipe エフェクト
CC Line Sweep エフェクト
CC Radial ScaleWipe エフェクト
CC Scale Wipe エフェクト
CC Twister エフェクト
CC WarpoMatic エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

トランジションとトランジションエフェクトに関するオンラインリソー
ス

アニメーションプリセットを使用してカスタムトランジションを作成する例については、Stu Maschwitz の
ProLost ブログを参照してください。このページでは、フィルムのようなちらつきをレイヤーに追加し、フィ
ルムの焼き付けトランジションをレイヤーデュレーションの最後に追加する Film Burn アニメーションプリ
セットをダウンロードできます。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、「ディスプレイスメントマップ」エフェクト、「タービュレント
ディスプレイス」エフェクト、「テクスチャ」エフェクト、および「ブラー」エフェクトと「カラー補正」エ
フェクトの組み合わせを使用して、粗い紙の上にほのかに描かれた水彩画のような効果を与えるトランジショ
ンを作成する方法に関するサンプルプロジェクトを公開しています。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、「モーションタイル」エフェクトを使用して、2 つのレイ
ヤー間でウイップパントランジションを作成する方法を示すチュートリアルを公開しています。
Dave Scotland が、CG Swot の Web サイトで、フラクタルノイズエフェクトを使用して、静止画像間のトラ
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

ンジションを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

トランジションエフェクトと変換完了プロパティについて

「アイリスワイプ」エフェクトを除くトランジションエフェクトには、「変換終了」プロパティがあります。
このプロパティが 100％ になると変換が完了し、下のレイヤーが透けて見えるようになります（エフェクト
を適用したレイヤーは完全に透明です）。通常、時間の経過に従って、このプロパティを 0％から 100％ にア
ニメートします。

ブロックディゾルブエフェクト

「ブロックディゾルブ」エフェクトは、不規則なブロック単位でレイヤーを消去します。ブロックの幅と高さ
は、ピクセル単位で個別に設定できます。画質を「ドラフト」に設定すると、ピクセル精度でブロックが配置
され、エッジがシャープになります。画質を「最高」にすると、サブピクセル精度で配置されるので、エッジ
が柔らかくなります。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

カードワイプエフェクト
カードワイプエフェクトとカードダンスエフェクトで共通のプロパティについては、ライトとマテリ

アルの共通コントロールを参照してください。

このエフェクトでは、競技場で群集がそれぞれカードを持ち上げて、ある法則のもとに裏返すような効果を生
成します。カードワイプでは、カードの行と列の数、裏返す方向、および変換の方向（裏返す順序を決めるグ
ラデーションの使用を含む）を設定できます。エフェクトをリアリスティックにするため、不規則性を与える
こともできます。行と列の使いかた次第で、ベネチアンブラインドや中国の提灯のような効果を作成できま
す。
「カードワイプ」エフェクトと「カードダンス」エフェクトには同じコントロールが多数あります。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
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変換の幅

背面レイヤー

行と列

行

列
注意：

カードスケール

反転の軸

反転の方向

反転の順序

グラデーションレイヤー

タイミングのランダム度

カメラシステム

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

基本コントロール

新しいイメージに変換する領域の幅。

カードの背面に分割されて現れるレイヤー。コンポジションのどのレイヤーでも使用できま
す。ビデオスイッチ  をオフにしてもかまいません。レイヤーにエフェクトやマスクを適用している場合
は、先にレイヤーをプリコンポーズしてください。

変換する行と列の数を指定します。「独立」を選択すると、行と列のスライダーが両方ともアクティ
ブになります。「列が行に従う」を選択すると、行スライダーのみがアクティブになります。このオプション
を選択した場合、行と列の数が常に等しくなります。

行の数（1 ～ 1000）。

「列が行に従う」を選択しない場合の列の数（1 ～ 1000）。
行と列はレイヤー内で常に均等に配置されます。アルファチャンネルを使用している場合を除き、レ

イヤーの端の方でタイルがいびつになることはありません。

カードのサイズ。1 より小さくすると、隙間から下のレイヤーが見えます。1 より大きくす
ると、カードが重なり合い、モザイク状に表示されます。

カードが反転するときの中心軸。

軸を中心にカードを反転させる方向。

トランジションが起こる順序。「グラデーション」を使用して、カスタム反転順序を定義するこ
ともできます。この場合、グラデーションの黒い部分でカードの反転が始まり、白い部分で反転が終了しま
す。

「反転の順序」で使用するグラデーションレイヤー。コンポジション内の任意のレ
イヤーを指定できます。

変換のタイミングをランダムにします。0 に設定すると、カードが規則的に反転し
ます。値を大きくするほど、反転する順序が無作為になります。

カードの 3D イメージをレンダリングするときに、エフェクトの「カメラ位置」プロパ
ティ、「コーナーピン」プロパティ、コンポジションの初期設定のカメラとライトの位置のどれを使用するか
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X 回転、Y 回転、Z 回転

X、Y 位置

Z 位置

焦点距離

トランスフォーム順序

左上隅、右上隅、左下隅、右下隅

自動焦点距離

焦点距離

位置の変位

回転の変位

を指定します。

カメラ位置コントロール

指定した軸の周りでカメラを回転させます。上、横、背面など、様々なアングルか
らカードを見ることができます。

XY 平面のカメラの位置。

Z 軸上のカメラの位置。数値を小さくすると、カメラがレイヤーに近づき、大きくすると遠ざかりま
す。

カメラからイメージまでの距離。数値を小さくすると、ズームインします。

カメラを 3 つの軸の回りに回転させる順序と、他の「カメラ位置」オプションでカメ
ラを配置する前後にカメラを回転させるかどうかを指定します。

コーナーピンの調整

コーナーピンは、もう 1 つのカメラ調整システムです。エフェクトの結果を、フレームに対して傾斜している
平面上のシーンに合成する場合に使用します。

レイヤーの四隅の位置。

アニメーション中のエフェクトの遠近を調整します。「自動焦点距離」の選択を解除すると、
指定された焦点距離を使用してカメラの位置と方向が決定され、レイヤーの四隅がコーナーピンに配置されま
す。位置と方向を決定できない場合、レイヤーはアウトラインに置き換えられ、ピンの間に描画されます。
「自動焦点処理」を選択すると、四隅のポイントに適合する焦点距離が使用されます。適合する焦点距離を使用
できない場合は、前後のフレームから適切な値を補間します。

満足のいく結果が得られない場合、他の設定に優先します。この焦点距離が、実際にピンを構成し
た場合の焦点距離と合わない場合は、イメージが不自然に見える（意図せず変形する場合など）ことがありま
す。いずれにしろ、正しい焦点距離を知っていれば、正常な結果を簡単に得ることができます。

変位コントロール

変位（位置の変位と回転の変位）を追加すると、リアルに見えます。変位は、カードの変換前、変換中、変換
後に機能します。変位を変換中にだけ行うには、「変位量」を 0 から開始し、変換中に目的の量まで徐々に増
やし、変換が完了するまでに 0 まで徐々に減らします。

X、Y および Z 軸の変位量と変位速度を指定します。X、Y、Z の各変位量で、それぞれの方向の
移動量を指定します。X、Y、Z の各変位速度値によって、それぞれの変位量オプションの変位速度を指定し
ます。

X、Y および Z 軸の周りの回転で変位する量と速度を指定します。X、Y、Z の各回転の変位量
で、回転によって変位する量を指定します。値を 90 度に指定すると、カードを任意の方向に 90 度まで回転
させることができます。X、Y、Z の各回転の変位速度値によって、回転によって変位する速度を指定しま
す。
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ページの先頭へ

変換の柔らかさ

グラデーション置き換え

タイルグラデーション

中央グラデーション

グラデーションを伸縮させフィットさせる

グラデーションを反転

ページの先頭へ

グラデーションワイプエフェクト

あるレイヤーのピクセルを、別のレイヤー（グラデーションレイヤー）の対応するピクセルの輝度の値を基に
して透明にします。グラデーションレイヤーのピクセルが暗いと、対応するピクセルの透明への変換終了値は
低く設定されます。例えば、左から右に向かって黒から白に変わるグラデーションレイヤーを使用すると、下
のレイヤーが左から右に向かって（変換終了値が大きくなるに従って）透けて見えるようになります。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

グラデーションレイヤーは、静止画像でも動画でもかまいません。グラデーションレイヤーは、グラデーショ
ンワイプを適用するレイヤーと同じコンポジション内に配置する必要があります。
グラデーションレイヤーを作成する方法は多数あります。例えば、「カラーカーブ」エフェクトを使った
り、Photoshop や Illustrator で作成することもできます。

各ピクセルをどの程度徐々に変化させるかを指定します。この値を 0％にすると、エフェク
トを適用するレイヤーのピクセルが完全に不透明か透明になります。0％ 以上にすると、変換の途中でピクセ
ルが半透明になります。

グラデーションレイヤーのピクセルをエフェクトが適用されたレイヤーのピクセル
にマップする方法を指定します。

複数のグラデーションのコピーをタイル状に並べます。

レイヤーの中心にグラデーションレイヤーを 1 つ配置します。

レイヤーのサイズに合わせて、グラデーションレイヤーの
縦と横の長さを調節します。

グラデーションレイヤーの効果を反転します。グラデーションレイヤーのピクセルが
明るいと、対応するピクセルの透明への変換終了値が低く設定されます。

アイリスワイプエフェクト

「アイリスワイプ」エフェクトは、下のレイヤーを放射状に表示していく変換を作成します。アイリスの作成
に使用するポイント数を 6 ～ 32 の範囲で指定し、内半径を使うかどうかを指定します。「内半径を使用」を
選択すると、内半径と外半径の両方の値を指定できます。アイリスは、外半径、内半径、またはその両方が 0
に設定されていると表示されません。アイリスは、内半径と外半径の両方が同じ値に設定されているときに最
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ページの先頭へ

ワイプ角度

ページの先頭へ

も丸くなります。
「アイリスワイプ」エフェクトは、他のトランジションエフェクトと異なり、「変換終了」プロパティがあり
ません。このエフェクトをアニメートして、下のレイヤーが見えるようにするには、「半径」プロパティをア
ニメートします。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェク
トは 32 ビットカラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

リニアワイプエフェクト

「リニアワイプ」エフェクトは、指定した方向で単純な線形ワイプを実行します。ドラフト画質では、ワイプ
のエッジはアンチエイリアス化されません。最高画質では、ワイプのエッジがアンチエイリアス化され、ぼか
しがスムーズになります。

ワイプする方向。例えば、90 度に指定すると、ワイプは左から右へ移動します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェク
トは 32 ビットカラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

Steve Holmes が、Artbeats の Web サイトで、リニアワイプエフェクトのアニメートされていないインスタ
ンスを使用して、様々な角度からレイヤーを切り抜いて、ソフトにぼかしたエッジにする方法を示すビデオ
チュートリアルを公開しています。

放射状ワイプエフェクト
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

開始角度

ワイプ

ページの先頭へ

「放射状ワイプ」エフェクトは、指定したポイントで回転するワイプを使用し、下にあるレイヤーを徐々に表
示していきます。最高画質では、ワイプのエッジがアンチエイリアス化されます。

変換が始まる角度。0°にすると、レイヤーの一番上から変換が始まります。

時計回りと反時計回りのどちらか、または時計回りと反時計回りを同時に実行するかを指定できま
す。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェク
トは 32 ビットカラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

ブラインドエフェクト

「ブラインド」エフェクトは、指定した方向と幅の帯を使用して、下にあるレイヤーに徐々に表示していきま
す。画質を「ドラフト」に設定すると、ピクセル精度で帯がアニメートされ、「最高」にするとサブピクセル
精度でアニメートされます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

以下も参照してください
アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて
ランダム度とランダムシード
ライトとマテリアルの共通コントロール
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チャンネルエフェクト

ページの先頭へ

ページの先頭へ

演算子

チャンネルエフェクトに関するその他のリソース
アリスマチックエフェクト
ブレンドエフェクト
計算エフェクト
チャンネルコンバイナーエフェクト
合成アリスマチックエフェクト
反転エフェクト
最大／最小エフェクト
カラーマット削除エフェクト
チャンネル設定エフェクト
マット設定エフェクト
チャンネルシフトエフェクト
単色合成エフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

CC Composite エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

チャンネルエフェクトに関するその他のリソース

Satya Meka が、After Effects Scripts の Web サイトで、Separate RGB エフェクトプラグインを公開してい
ます。Pixel Bender で記述されているこのエフェクトは、イメージの各カラーチャンネルを個別にオフセッ
ト、スケール、および回転します。
Chris Forrester が、彼自身の Web サイトでチャンネルミキサー、チャンネルシフトおよびマット設定エフェ
クトを使用して、3D アプリケーションのカラー ID パスからマットを作成する方法を示すビデオチュートリア
ルを公開しています。また、RGBCMY カラー ID パスを使用するためのチャンネルミキサーエフェクトのパ
ラメーターを設定するアニメーションプリセットも公開しています。

アリスマチックエフェクト

「アリスマチック」エフェクトは、イメージの赤、緑、青のチャンネルに、様々な種類の単純な数学演算を実
行します。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

各チャンネルに指定した値と、イメージの各ピクセルに対応するチャンネルの既存の値を計算する演
算子。
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And、Or、Xor

加算、減算、乗算、差

最高

最小

上のブロック

下のブロック

スライス

スクリーン

クリップ結果値

ページの先頭へ

レイヤーとブレンド
注意：

モード

注意：

ビット単位の論理演算を行います。

基本的な数学演算を行います。

ピクセルのチャンネルの値を、ピクセルの指定した値と元の値の大きい方に設定します。

ピクセルのチャンネルの値を、ピクセルの指定した値と元の値の小さい方に設定します。

ピクセルの元の値が指定した値より大きい場合は、ピクセルのチャンネルの値を 0 に
設定します。そうでない場合は、元の値のままにします。

ピクセルの元の値が指定した値より小さい場合は、ピクセルのチャンネルの値を 0 に
設定します。そうでない場合は、元の値のままにします。

ピクセルの元の値が指定した値より大きい場合は、ピクセルのチャンネルの値を 1.0 に設定
します。そうでない場合は、0 に設定します。どちらの場合も、他のカラーチャンネルの値は 1.0 に
設定されます。

チャンネル値の補数を乗算して、結果色を補間します。結果色がどちらかの入力カラーよ
り暗くなることはありません。

どの関数によっても有効範囲外のカラー値が生成されないようにします。このオプションを
選択しないと、一部のカラー値が繰り上げられてしまうことがあります。

ブレンドエフェクト

「ブレンド」エフェクトは、5 種類のモードのいずれかを使って 2 つのレイヤーをブレンドします。
描画モードを使うと簡単にブレンドできますが、アニメートすることはできません。「ブレンド」エフェクト
を使用することの利点は、アニメートできることにあります（描画モードとレイヤースタイルを参照）。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

ブレンドするレイヤー（2 つめのレイヤーか制御レイヤー）。
「ブレンド」エフェクトの制御レイヤーとしてのみ使用するレイヤーを、残りのコンポジションでは

表示されないようにする場合は、制御レイヤーのビデオスイッチ  の選択を解除します（タイムラインパネ
ルのレイヤースイッチと列を参照）。

合成モード：
「カラーのみ」は、2 つめのイメージ中の対応する各ピクセルの色を基にして、元のイ
メージ中の各ピクセルに色を付けます。
「色相のみ」は「カラーのみ」に似ていますが、元のイメージ内のピクセルに既に色が付
いている場合にのみ色相を適用します。
「比較（暗）」は、2 つめのイメージ中の対応するピクセルより明るい元のイメージ中の
各ピクセルを暗くします。
「比較（明）」は、2 つめのイメージ中の対応するピクセルより暗い元のイメージ中の各
ピクセルを明るくします。
「クロスフェード」は、元のイメージをフェードアウトさせ、2 つめのイメージをフェー
ドインさせます。

1 つのレイヤーの不透明プロパティを別のレイヤーの上でアニメートすることによって、エフェクト
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元の画像とブレンド

レイヤーサイズが異なる場合

ページの先頭へ

入力チャンネル

反転入力

2 つめのレイヤー

2 つめのレイヤーチャンネル

2 つめのレイヤーの不透明度

2 つめのレイヤーを反転

2 つめのレイヤーをサイズに合わせて伸縮

透明部分を保持

ページの先頭へ

注意：

を適用しなくてもクロスフェードを作成することができます。ただし、この方法は、最前面のレイヤーに透明
な部分（不透明度を最大にしても他のレイヤーが透けて見える）がある場合は適していません。クロスフェー
ドモードは、両レイヤーに透明部分がある場合でも、2 つのレイヤーの間に適切なクロスフェードを作成しま
す。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

制御レイヤーをどのように配置するかを指定します。レイヤーの画質設定がブ
レンドに影響するのは、「サイズに合わせて伸縮」が選択されている場合、およびレイヤーのサイズが異なる
場合だけです。最高画質で収縮すると、滑らかになります。

計算エフェクト

1 つのレイヤーのチャンネルを 2 つめのレイヤーのチャンネルと組み合わせます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

ブレンド用に抽出して、入力として使用するチャンネル。「RGBA」は通常全チャンネルを
表示します。「グレー」は、ピクセルの全カラーチャンネルの値を元のピクセルの輝度の値に変換します。
「赤」、「緑」、「青」は、ピクセルの全カラーチャンネルの値を、元のピクセルのそれぞれ赤、緑、青の値
に変換します。「アルファ」は、全チャンネルを元のピクセルのアルファチャンネルの値に変換します。

指定したチャンネルの情報を抽出する前に、1.0 から各チャンネルの値を差し引いてレイヤーを反
転します。

元のレイヤーとブレンドする制御レイヤー。

入力チャンネルとブレンドするチャンネル。

2 つめのレイヤーの不透明度。2 つめのレイヤーが出力にまったく影響しないよ
うにする場合は、0％に設定します。

指定したチャンネルの情報を抽出する前に、1.0 から各チャンネルの値を差し引いて
2 つめのレイヤーを反転します。

ブレンドする前に 2 つめのレイヤーを、元のレイヤーの寸法に合
わせて伸縮します。2 つめのレイヤーを元のレイヤーの中央に置く場合は、このオプションの選択を解除しま
す。

元のレイヤーのアルファチャンネルが変更されていないことを確認します。

チャンネルコンバイナーエフェクト

レイヤーのチャンネルの値を抽出、表示、調節します。

「変更オプション」でチャンネルを選択し、「ターゲット」で「明度のみ」を選択すると、どのチャ
ンネルでもグレースケールイメージとして表示できます。
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2つめのレイヤーを使用

変更オプション

変更後のカラー

反転

不透明アルファ

ページの先頭へ

第2ソースレイヤー

演算子

チャンネルを操作

オーバーフロー動作

クリップ

ラップ

スケール

第2ソースをフィットさせる

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ソースレイヤー（コンポジションにあるどのレイヤーでもかまいません）の値を取得
します。

入力に使用する値を指定します。メニューの最初の項目のいくつかは、マルチチャンネルの
入力と出力の組み合わせになっているので、「ターゲット」の値を設定する必要はありません。
「彩度（合成）」は、明度とかけ合わせた彩度の値を使用し、明度は黒または白との最短
距離になります。例えば、暗いまたは薄い青のピクセルの値は、明るいまたは純粋の青の
ピクセルよりも低くなります。ピクセルの彩度値の最も一般的な表示を示します。
「最小 RGB」は、赤、緑、青のチャンネルの値のうち、最も低いものを使用します。
「最大 RGB」は、赤、緑、青のチャンネルの値のうち、最も高いものを使用します。

値を適用するチャンネル。値を 1 つのチャンネルだけに適用して、適用しないカラーチャン
ネルを 0 に設定する場合は、「赤のみ」、「緑のみ」または「青のみ」を選択します。値をアルファチャンネ
ルに適用し、カラーチャンネルを 1.0 に設定する場合は、「アルファのみ」を選択します。 「色相のみ」を
選択すると、50％の明度と 100％の彩度を組み合わせた色相の値が適用されます。「明度のみ」を選択する
と、0％の彩度と組み合わせた明度が適用され、色相には何も影響しません。「彩度のみ」を選択すると、0％
の色相と 50％の明度を組み合わせた彩度の値が適用されます。

出力チャンネルの値を、1.0 から差し引いて反転します。

レイヤー全体のアルファチャンネルの値を 1.0（完全に不透明）にします。

合成アリスマチックエフェクト

エフェクトを適用するレイヤーと制御レイヤーを数学的に合成します。「合成アリスマチック」は、旧バー
ジョンの After Effects で作成されたプロジェクトとの互換性を保つためにのみ用意されています。「合成アリ
スマチック」エフェクトを使うより描画モードを使用した方が効果的です。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

現在のレイヤーと演算するレイヤー。

2 つのレイヤーで行う演算。

エフェクトを適用するチャンネル。

0 ～ 255 の範囲外にあるグレースケールの値をマップし直す方法。

255 を超える値を 255 にマップします。0 未満の値を 0 にマップします。

255 を超える値と 0 未満の値を循環式で 0 ～ 255 の値に割り当てます。例えば、258 は 2
に、256 は 0 に、-3 は 253 になります。

最大値と最小値をそれぞれ 255 と 0 にマップし直し、中間の値を 0 ～ 255 の間に収まるよ
うに増減します。

2 つめのレイヤーを現在のレイヤーのサイズ（幅と高さ）に合わせて拡大縮小し
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元の画像とブレンド

ページの先頭へ

チャンネル

RGB／赤／緑／青

HLS／色相／明度／彩度

YIQ／輝度／I 信号クロミナンス／Q 信号クロミナンス

アルファ

元の画像とブレンド

ページの先頭へ

ます。このオプションの選択が解除されていると、ソースレイヤーの左上のコーナーに合わせて、2 つめのレ
イヤーがそのままのサイズで配置されます。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

反転エフェクト

「反転」エフェクトは、イメージのカラー情報を反転します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

反転するチャンネル。各アイテムグループが特定のカラースペース内で動作し、そのカラース
ペース内のイメージ全体または 1 つのチャンネルだけを反転します。

「RGB」は、3 原色のチャンネルをすべて反転します。「赤」、「緑」、「青」
は、個々のカラーチャンネルを反転します。

「HLS」は、計算された 3 つのカラーチャンネルをすべて反転します。
「色相」、「明度」、「彩度」は、個々のカラーチャンネルを反転します。

「YIQ」は、NTSC の輝度チャンネルとクロ
ミナンスチャンネルをすべて反転します。「輝度」、「I 信号クロミナンス」、「Q 信号クロミナン
ス」は、個々のチャンネルを反転します。

画像のアルファチャンネルを反転します。アルファチャンネルはカラーチャンネルではあり
ません。透明度を決めるチャンネルです。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

最大／最小エフェクト

ピクセルの各チャンネルに、指定した半径内で見つかったそのチャンネルの最大値と最小値を割り当てます。
このエフェクトを使用してマットを伸縮できます。例えば、黒で囲まれた白一色の領域の各辺を 1 ピクセル分
縮小する場合は、「最小」と「半径」を 1 にします。
レイヤーの画質設定は、「最大／最小」エフェクトに影響しません。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
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操作

方向

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

「最小」は、ピクセルの各チャンネルに、指定した半径内にある指定したチャンネルの最小値を割り当
てます。「最大」は、ピクセルの各チャンネルに最大値を割り当てます。「最小次に最大」は、まず「最小」
の操作を行ってから「最大」の操作を行います。「最大次に最小」は、まず「最大」の操作を行ってから「最
小」の操作を行います。

値をスキャンする方向の軸。「水平および垂直」は、すべての方向をスキャンします。

カラーマット削除エフェクト

合成カラーチャンネルのあるレイヤーから、カラーフリンジ（ハロー）を削除します。ハローは、部分的に透
明な領域に元の背景の色が残り、この領域を別の背景色の部分に合成した場合によく発生します。このエフェ
クトを、透明な部分を作成するエフェクト（キーイングエフェクトなど）と一緒に使用すると、部分的に透明
な領域の外観を細かく調整できます（アルファチャンネル変換：合成またはストレートを参照）。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、カラーマット削除を適用（右）

別の背景色を指定するには、「背景色」を使用します。32 bpc カラーのイメージを操作するときに、このエ
フェクトで 0.0 ～ 1.0 の範囲外のカラーを生成する場合は、「HDR 効果をクリップ」の選択を解除します。
「カラーマット削除」エフェクトは、以前は非合成エフェクトと呼ばれていました。以前の名前は、このエ
フェクトが非合成カラーチャンネルによって機能（部分的に透明な領域でレイヤーのカラーチャンネルを合成
した背景色を削除）することを表しています。この機能は、イメージ内のカラーチャンネルのアルファチャン
ネルを同期する Knoll Unmult やその他のエフェクトとは異なります。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、「カラーマット削除」エフェクトの使用方法と、
どのような場合にそれを使用するかを示すビデオチュートリアルを公開しています。
Todd Kopriva が、アドビ システムズ社の Web サイトで、カラーマット削除エフェクトとチャンネルシフトエ
フェクトを使用してイメージから黒の背景を取り除く方法を公開しています。

チャンネル設定エフェクト

エフェクトレイヤーの赤、緑、青、アルファチャンネルに、制御レイヤー（ソースレイヤー）のチャンネルを
コピーします。例えば、制御レイヤーのピクセルの輝度の値を、エフェクトレイヤーのピクセルのブルー値と
して使用できます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

マット設定エフェクト

「マット設定」エフェクトは、レイヤーのアルファチャンネル（マット）をその上の別のレイヤーのチャンネ
ルと置き換えて、マットが移動しているような効果を与えます。「マット設定」エフェクトは、旧バージョン
の After Effects で作成されたプロジェクトとの互換性を保つために残されています。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェク
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レイヤーからマットを取り込む

マットに使用

反転マット

マットを伸縮してフィットさせる

元のマットを合成

合成マットレイヤー

ページの先頭へ

（チャンネル名）を取り込む

トは 32 ビットカラーで使用できます。

オリジナル（左上）、マットレイヤー（左下）、結果(右下）

場合によっては、「マット設定」エフェクトを使ってトラベリングマットを作成するよりも、トラックマット
を使った方が簡単なことがあります。ただし、「マット設定」エフェクトには、レイヤーをトラックマットレ
イヤーとして定義した場合には得られない利点がいくつかあります。「マット設定」エフェクトでマットとし
て使用するレイヤーは、レイヤーの重なり順の任意の位置に配置することができます。トラックマットレイ
ヤーの場合は、レイヤーの重なり順で、マットされたレイヤーの真上になければなりません。また、「マット
設定」エフェクトでは、1 つのレイヤーを複数のレイヤーのマットとして使用することもできます（トラック
マットとトラベリングマットを参照）。

置き換えるマットとして使用するレイヤー。

マットに使用するチャンネル。

マットの透明値を反転します。

選択したレイヤーを、現在のレイヤーのサイズに合わせて伸縮します。
「マットを伸縮してフィットさせる」が選択されていない場合、マットに指定されたレイヤーは、適用元のレ
イヤーの中心点を基準に配置されます。

現在のレイヤーを置き換えるのではなく、現在のレイヤーのマットに新しいマットを合成
します。結果のマットでは、現在のマットと新しいマットの両方が不透明である部分だけが透過して見えま
す。

現在のレイヤーに新しいマットレイヤーを合成します。

チャンネルシフトエフェクト

「チャンネルシフト」エフェクトは、イメージ内の赤、緑、青、アルファチャンネルを別のチャンネルの値で
置き換えます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

ソースとして使用するチャンネル。

Todd Kopriva が、アドビ システムズ社の Web サイトで、カラーマット削除エフェクトとチャンネルシフトエ
フェクトを使用してイメージから黒の背景を取り除く方法を公開しています。
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ソースの不透明度

カラー

不透明度

描画モード

単色合成エフェクト

「単色合成」エフェクトでは、元のソースレイヤーの背後に新しい色平面を作成し合成します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

ソースレイヤーの不透明度

平面の色

平面の不透明度

レイヤーと単色を合成するのに使用する描画モード

以下も参照してください
描画モードとレイヤースタイル
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ユーティリティエフェクト

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

カラー LUT を適用エフェクト
Cineon コンバーターエフェクト
カラープロファイルコンバーターエフェクト
範囲拡張エフェクト
HDR コンパンダーエフェクト
HDR ハイライト圧縮エフェクト

サードパーティ製エフェクト：

CC Overbrights エフェクト

カラー LUT を適用エフェクト

カラー参照テーブル（LUT）に従ってレイヤーのカラーを変換するには、「カラー LUT を適用」エフェクト
をレイヤーに適用します。LUT は、手動のカラー補正またはカラーマネジメントタスクを実行するのにも使用
します。

通常、After Effects でカラーマネジメントは、カラー LUT ではなく、ICC プロファイルを使ったスタ
ンドアロンワークフローを使用して実行します（カラーマネジメントを参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
エフェクトを適用する際に、ファイルの種類が .3dl または .cube の LUT ファイルを選択するように求め
られます。 また、エフェクトのコントロールで LUT を選択をクリックして、「カラー LUT を適用」エフェ
クトのインスタンスに読み込まれる LUT を変更することもできます。
「カラー LUT を適用」エフェクトで、浮動小数点値または .3dl ファイルや、ASSIMILATE SCRATCH シス
テムから保存された .3dl ファイル（先頭部分のコメントに SCRATCH が含まれるファイル）を使用できるよ
うになりました。オーバーレンジ IRIDAS .cube ファイル、IRIDAS .look ファイルおよび cineSpace .csp
ファイルもサポートされます。
LUTは、各軸がカラーチャンネルのすべての値の範囲のカラートランスフォームを表す 3 次元座標系（3D 立
方体）として表示することができます。各軸に沿った点は、各カラーチャンネルのカラートランスフォームを
定義します。After Effects は、3 つの軸の長さが同じ（点の数が同じ）で、各軸の点の数が 64 個以下の 3D
LUT を読み取って使用することができます。例えば、After Effects は 17x17x17 3D LUT を読み取って使用す
ることができます。

Color Finesse プラグインのフルインターフェイスの File／Export コマンド（Settings to Autodesk 3D
LUT／Smoke（3dl）など）を使用して LUT を作成できます。

Cineon コンバーターエフェクト

「Cineon コンバーターエフェクト」は、Cineon フレームのカラー変換をより高度に調整することができます
が、通常は、カラーマネジメント機能を使用して Cineon ファイル内のカラーを変換します（Cineon および
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注意：

変換の種類

注意：

10 bit ブラックポイント

内部ブラックポイント

10 bit ホワイトポイント

内部ホワイトポイント

ガンマ

ハイライトロールオフ

ページの先頭へ

DPX フッテージアイテムを参照）。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
「Cineon コンバーター」エフェクトを使用するには、Cineon ファイルを初期設定のまま読み込みます。作業
中のモードに応じて、After Effects はカラーを 8 bit に圧縮、または 16 bit あるいは 32 bit に拡張します。次
に、Cineon コンバーターエフェクトをファイルに適用し、コンポジションパネル内で結果をインタラクティ
ブに見ながら色を正確に調整します。時間の経過に伴う変化を調整するには、キーフレームかエクスプレッ
ションを設定します（キーフレームの補間を使用し、照明の最も不規則な変化にハンドルを正確に合わせま
す）。これらの補正を行う場合は、別の色調補正エフェクトを使用することをお勧めします（色調補正エフェ
クトを参照）。
各 Cineon チャンネルで使用可能な 10 bit のデータを使って、全体的なトーンバランスを保ちながら重要な
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注意：

知覚的

彩度

相対的な色域を保持

絶対的な色域を保持

オン

オフ

プロジェクト設定を使用

通常は、カラーマネジメント機能で作業するかカラープロファイルコンバーターを使用するかのいず
れかで、両方行う必要はありません。

選択したプロファイルはプロジェクトに埋め込まれ、同じプロファイルのないコンピューターでプロジェクト
を使用することができます。カラースペースを別のカラースペースに変換する際に、レンダリングのマッチン
グ方法を選択することで、After Effects のカラー変換の処理方法を指定できます。また、入力または出力プロ
ファイルをリニア化するかどうかも選択できます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
レイヤーのカラープロファイルを変換するには、入力プロファイルメニューでそのプロファイルを選択しま
す。プロジェクト設定（ファイル／プロジェクト設定）で指定したプロファイルを使用するには、「プロジェ
クトの作業用スペース」を選択します。入力プロファイルをリニア化するには、「入力プロファイルをリニア
化」オプションを選択します。出力プロファイルメニューで出力プロファイルを選択します。出力プロファイ
ルをリニア化するには、「出力プロファイルをリニア化」を選択します。「マッチング方法」メニューで、
マッチング方法を選択します。
「レンダリングのマッチング方法」では、ソースカラーの調整方法を決めます。例えば、出力先の色域内に収
まるカラーを変更しないようにしたり、色域の狭い出力先にカラーを変換するときに視覚的な関係を元の範囲
内に保持するように調整したりできます。
レンダリングのマッチング方法を変更すると、イメージのグラフィックコンテンツ、およびカラースペースを
指定するために使用したプロファイルに応じて、異なる結果が得られます。プロファイルによっては、マッチ
ング方法に関係なく同じ結果が得られます。
レンダリングのマッチング方法を指定する際に、ブラックポイントの補正を使用するように選択することもで
きます。ブラックポイントの補正を使用すると、出力デバイスのフルダイナミックレンジがシミュレートさ
れ、イメージのシャドウのディティールが保持されます。
「カラープロファイルコンバーター」エフェクトでは、次のマッチング方法が使用できます。

表示上自然に見えるように、必要であればカラー値を変更して、カラー間での視覚的な関係を保持し
ます。広範な色域の画像に適しています。

色が正確に表示されない可能性がありますが、彩度の高いカラーを作成します。グラフィックロゴな
ど、カラー間の関係を正確に保持するよりも彩度の高い明るい色を得ることが目的である場合に適していま
す。

ソースと出力先のカラースペースでハイライト効果が最も大きい部分を比較し、すべて
のカラーを相対的に一致させます。色域から外れるカラーは、出力先のカラースペースで再現できる最も近い
色に調整されます。このマッチング方法では、イメージの保持される元のカラー数は、「知覚的」を選択した
場合よりも多くなります。このマッチング方法は、After Effects 全体の初期設定です。

出力先の色域に収まるカラーは変更されませんが、色域から外れるカラーはクリップさ
れます。出力先のホワイトポイントへの色調補正は行われません。カラー間での関係を保持するよりも、カ
ラー精度を維持することが目的である場合に使用します。

「シーン参照プロファイルの補正」コントロールは、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトの各イ
ンスタンスがシーン参照プロファイルを補正するかどうかを指定するのに使用されます。

シーン参照プロファイルを補正します。

シーン参照プロファイルを補正しません。

プロジェクトの「シーン参照プロファイルの補正」オプションに指定されている設
定を使用します。

シーン参照プロファイルについて詳しくは、システムガンマ、デバイスガンマおよびシーンと表示環境との違
いを参照してください。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

DPX Scene と DPX Theater カラープロファイルを「カラープロファイルコンバーター」エフェクト
で使用する After Effects 7 プロジェクトを開くと、After Effects CS5 では、これらのプロファイルは同等の新
しいプロファイル（Kodak 5218/7218 Printing Density および Kodak 2383 Theater Preview）に自動的に更新
されません。その代わりに、プロファイルは埋め込まれたプロファイルとして表示されます。After Effects
CS5 で新しいプロファイルを手動で割り当てることでプロジェクトを変換できます。ただし、同じプロファ
イルがフッテージに割り当てられていたり、After Effects 7 の「カラーを校正」で選択されていると、After
Effects CS5 では、新しいプロファイルに自動的に更新されます（「カラーを校正」は「出力シミュレーショ
ン」に変更されました）。

Brendan Bolles が、fnord Web サイトで、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトと映画フィルムの
カラープロファイルを使用して、カラーを調整し、トーンマッピングを行って、HDR イメージを映画で撮影
したようにする方法について説明しています。

範囲拡張エフェクト

「範囲拡張」エフェクトは、すぐ次に適用されるエフェクトのためにレイヤーのサイズを拡張します。コンポ
ジションと同じサイズのバッファーを使用してレンダリングされるので、コラップストランスフォームや連続
ラスタライズが有効になっているレイヤーで特に便利です。例えば、テキストレイヤーの一部がコンポジショ
ンフレームの外側に出ている場合に、ドロップシャドウを適用すると、コンポジションレイヤーに含まれる部
分だけが影を投影します。「ドロップシャドウ」エフェクトの前に「範囲拡張」エフェクトを適用しておけ
ば、不自然にシャドウがカットされることを防げます。指定したピクセル数だけ、レイヤーのバッファーの高
さと幅が増加します。

32 bpc カラーで使用できるエフェクトの場合は、自動的にレイヤーサイズが拡張されるので、このエ
フェクトを使用する必要はありません。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、波形ワープエフェクトがレイヤーのサイズで区切られている状態（左下）、範囲拡張で
修正した結果（右下）

HDR コンパンダーエフェクト

「HDR コンパンダー」（圧縮／伸張）エフェクトは、広ダイナミックレンジカラーをサポートしていない
ツール（8 bpc や 16 bpc 用のエフェクト）でも、フッテージの広ダイナミックレンジを保持できます。
まず、広ダイナミックレンジイメージのハイライトの値を 8 bpc または 16 bpc（低ダイナミックレンジ）の
イメージの範囲内に収まるように圧縮してから、32 bpc の範囲に戻します。
「HDR コンパンダー」エフェクトは、低ダイナミックレンジエフェクトの上下のエフェクトスタックで 1 回
ずつ、レイヤーに適用します。
最初の「HDR コンパンダー」エフェクトを適用するときに、サンプリングによって値の範囲が圧縮されるの
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ページの先頭へ

で精度が下がります。そのため、精度が低くてもかまわない場合にのみ、このエフェクトを使用してくださ
い。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

HDR コンパンダーエフェクトの適用
1. 32 bpc のプロジェクトで、レイヤーに「HDR コンパンダー」エフェクトを適用します。

2. 「モード」で「レンジの圧縮」を選択します。

3. 「ゲイン」を、圧縮されるレンジの最大値（イメージの白の最大値）に設定します。ただ
し、あまり高くしすぎないでください。ハイライトで使用する 16 bpc の値が多いほど、
圧縮されるミッドトーン（ピクセルの過半数）が多くなり、圧縮中に多くのデータが失わ
れます。

4. 
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色調補正エフェクト

Lumetri Color 効果
自動カラー補正エフェクトと自動コントラストエフェクト
自動レベル補正エフェクト
白黒エフェクト
輝度＆コントラストエフェクト
ブロードキャストカラーエフェクト
色を変更エフェクト
他のカラーへ変更エフェクト
チャンネルミキサーエフェクト
カラーバランスエフェクト
カラーバランス（HLS）エフェクト
カラーリンクエフェクト
カラースタビライザーエフェクト
コロラマエフェクト
トーンカーブエフェクト
平均化（イコライズ）エフェクト
露出エフェクト
ガンマ/ペデスタル/ゲインエフェクト
色相/彩度エフェクト
色抜きエフェクト
レベルエフェクト
レベル（個々の制御）エフェクト
レンズフィルターエフェクト
PS 不定マップエフェクト
特定色域の選択エフェクト
シャドウ・ハイライトエフェクト
色合いエフェクト
トライトーンエフェクト
自然な彩度エフェクト

カラー補正とカラー調整の概要、およびチュートリアルとその他のリソースへのリンクについては、カラー補
正、カラー補整、カラー調整を参照してください。
After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

CC Color Neutralizer エフェクト
CC Color Offset エフェクト
CC Kernel エフェクト
CC Toner エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。
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ページの先頭へ

時間軸方向のスムージング（秒）

シーン検出

シャドウのクリップ、ハイライトのクリップ

ミッドトーンのスナップ（自動カラー補正のみ）

Lumetri Color 効果

After Effects には、編集タイムラインで直接フッテージをグレーディングできる、プロ品質の Lumetri カラー
グレーディングツールやカラー補正ツールがあります。エフェクトメニューおよびエフェクト＆プリセットパ
ネルのカラー補正カテゴリから Lumetri Color 効果にアクセスすることができます。Lumetri Color は、パ
フォーマンスを高速化するために高速処理されています。これらのツールを使用すると、新しい革新的な方法
でシーケンス内のカラー、コントラスト、およびハイライトを調整できます。編集作業とカラーグレーディン
グ作業を同時に行えるため、書き出したり、別のグレーディングアプリケーションを起動したりすることな
く、編集タスクとグレーディングタスクを自由に行き来できます。
カラーワークスペースは、経験豊富なカラーリストだけではなく、カラーグレーディングの初心者でも使える
ように設計されています。直感的なスライダーとコントロールを使用して、シンプルなカラー補正または複雑
な Lumetri Looks を適用できます。また、カーブやカラーホイールなどの高度なカラー補正ツールを使用し
て、カットの調整やグレーディングの微調整を簡単におこなうことができます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
Lumetri Color エフェクトは、Premiere Pro のカラーパネルと同じように機能します。Lumetri Color エフェク
トの使い方について詳しくは、カラーワークフローを参照してください。

自動カラー補正エフェクトと自動コントラストエフェクト

「自動カラー補正」エフェクトは、画像のシャドウ、ミッドトーンおよびハイライトを分析してから、その画
像のコントラストとカラーを調整します。「自動コントラスト」エフェクトは、全体的なコントラストと配色
を調整します。どちらのエフェクトも、画像の一番明るいピクセルを白、一番暗いピクセルを黒にマップして
から、その間のピクセルを割り振ります。その結果、ハイライトがさらに明るく、シャドウが暗くなります。
「自動カラー補正」エフェクトと「自動コントラスト」エフェクトは、チャンネルを個別に補正しないので、
色かぶりが起こったり、除去されたりすることはありません。
「自動レベル補正」エフェクト、「自動カラー補正」エフェクト、「自動コントラスト」エフェクトに共通す
るコントロールが多数あります。

自動カラー補正エフェクトを適用して、フレーム間の露出と色の変動によって生じたちらつきをすばやく
除去する（または、少なくとも低減する）ことができます。これは、古いフィルムのちらつきを低減した
り、光源の色のちらつきを補正する場合に便利です。

これらのエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

周りのフレームと比較して各フレームにどれだけ補正が必要かを決めるた
めに分析する連続フレームの範囲（秒単位）。0 に設定すると、各フレームが（隣接するフレームとは関係な
く）個別に分析されます。「時間軸方向のスムージング（秒）」を使用すると、時間の経過に合わせて滑らか
に補正されます。

このオプションを選択すると、「時間軸方向のスムージング」で隣接するフレームを分析すると
きに、異なるシーンのフレームが無視されます。

イメージ内で最も暗いシャドウと最も明るいハイライトのカ
ラーをクリップする量。値を高くしすぎると、シャドウやハイライトの細部が見えなくなります。0.0 ～ 1％
の範囲内の値を指定することをお勧めします。初期設定では、シャドウとハイライトのピクセルが 0.1％ク
リップされます。つまり、イメージ内の最も明るい部分と最も暗い部分を調べるときに、上端と下端の 0.1％
が無視されます。クリップ後の範囲内の最低値と最高値が黒出力と白出力にマップされます。この方法によっ
て、入力する白と黒が、ピクセルの極値ではなく実際の表示に基づいて決まります。

フレーム内のミッドトーンに近い平均値を識別し、色合い
がミッドトーンになるようにガンマ値を調整します。
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元の画像とブレンド

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

自動レベル補正エフェクト

イメージの各カラーチャンネルの最も明るい値を白に、最も暗い値を黒にマップしてから、その間の値を割り
振ります。その結果、ハイライトがさらに明るく、シャドウが暗くなります。「自動レベル補正」エフェクト
はカラーチャンネルを個別に調整するので、色合いの削除や追加が発生する可能性があります。
このエフェクトの調整については、自動カラー補正および自動コントラストエフェクトを参照してください。

自動レベル補正エフェクトを適用して、フレーム間の露出の変動によって生じたちらつきをすばやく除去
する（または、少なくとも低減する）ことができます。これは、古いフィルムのちらつきを低減する場合
などに便利です。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

白黒エフェクト

白黒エフェクトはカラーイメージをグレースケールに変換し、個々のカラーをどのように変換するかを制御で
きます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
各色成分のプロパティ値を調整して、カラーチャンネルを暗いまたは明るいグレー階調に変換します。
イメージに色合いを付けるには、色合いを選択し、カラーサンプルまたはスポイトをクリックして色を指定し
ます。
白黒エフェクトは、Photoshop の白黒調整レイヤーに基づいています。
Richard Harrington が、Creative COW の Web サイトで、白黒エフェクトの使用方法を示すビデオチュート
リアルを公開しています。

輝度＆コントラストエフェクト

個々のチャンネルではなく、レイヤー全体の輝度とコントラストを調整します。初期設定値の 0.0 のままにす
ると、何も変わりません。「輝度＆コントラスト」エフェクトを使用すると、イメージの色調を最も簡単に調
整できます。このエフェクトでは、イメージ内のすべてのピクセル値（ハイライト、シャドウ、ミッドトー
ン）が同時に調整されます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
Rich Young が、彼自身の After Effects Portal の Web サイトで、輝度＆コントラストエフェクトとその代替方
法に関するチュートリアルとリソースをまとめて公開しています。
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ページの先頭へ

注意：

注意：

ブロードキャストステージ

色を使用可能にする

輝度減少

彩度減少

IRE（最大信号振幅）

ページの先頭へ

表示

色相の変更

明度の変更

彩度の変更

ブロードキャストカラーエフェクト
After Effects に付属の Color Finesse プラグインには、カラーをブロードキャストセーフの範囲内に収

めるのに役立つ便利なツールが含まれています。詳しくは、Plug-ins フォルダーの Color Finesse サブフォル
ダーにあるマニュアルを参照してください（プラグインを参照）。

ピクセルのカラーの値を変更して、テレビ放送向けの信号の振幅の範囲内に収まるようにします。
「色を使用可能にする」の「使用不可能をキーアウト」と「使用可能をキーアウト」で、現在の設定を使用し
た場合にイメージのどの部分にブロードキャストカラーエフェクトが影響するかを指定します。

出力方式をブロードキャストセーフの範囲内に確実に収めるには、カラーマネジメント機能を使用し
て、SDTV（Rec.601 NTSC）などの適切な出力カラープロファイルを設定してください。この方法により、
作業用カラースペースで 0.0 ～ 1.0 の範囲のカラー値は、ブロードキャストセーフ値に変換されます（ブロー
ドキャストセーフカラーを参照）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

使用する出力方式。NTSC（National Television Systems Committee）は、北米の
標準規格で、日本でも使用されています。PAL（Phase Alternating Line）は西ヨーロッパと南米で多く使用さ
れています。

信号の振幅を減らす方法を指定します。

ピクセルを黒に近づけて、明るさを下げます。（初期設定）。

ピクセルのカラーを、よく似た明るさのグレーに近づけて、色の鮮やかさを下げます。IRE
が同じ場合は、輝度よりも彩度を下げた方が、イメージの変化が目立ちます。

IRE 単位の信号の最大振幅。この値より大きな振幅のピクセルを変更します。初期設
定値は 110 です。低い値にするほどイメージの変化が目立ちますが、高い値にするほど、うまく出力できな
い可能性が上がります。

色を変更エフェクト

色相、明度、および彩度を調整します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

「レイヤー補正」では、「色を変更」エフェクトの結果が表示されます。「カラー補正マスク」には、
補正するレイヤーの領域を示すグレースケールマットが表示されます。白い部分は補正量が大きいことを、黒
い部分は小さいことを表します。

色相の変更量（度単位）。

正の値にすると、対応するピクセルが明るくなり、負の値にすると暗くなります。

正の値にすると、対応するピクセルの彩度が上がり（純粋な色に近づきます）、負の値にすると
下がります（グレーに近づきます）。
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変更するカラー

マッチングの許容度

マッチングの柔軟度

マッチングの適用

カラー補正マスク反転

ページの先頭へ

変更オプション

変更後のカラー

変更するチャンネル

変更オプション

変更する範囲の中央のカラー。

「変更するカラー」であると見なされる、カラーの差分を指定します。

「変更するカラー」と一致しないカラーがこのエフェクトでどの程度影響を受けるか
を、「変更するカラー」との類似性の割合で指定します。

類似性を調べるために比較するカラースペースを指定します。「RGB」は、RGB カラー
スペースを使用します。「色相」は、彩度と明るさを無視して、色相だけを比較します。そのため、例えば、
明るい赤とピンクは一致すると見なされます。「クロマ」は、輝度（明度）を無視して、2 つのクロミナンス
を比較します。

影響を受けるカラーを決定するマスクを反転します。

他のカラーへ変更エフェクト

「他のカラーへ変更」エフェクト（旧称「カラーを変更（HLS）」エフェクト）は、イメージ内の選択したカ
ラーだけを、色相、明度、彩度（HLS）の値に基づいて、別のカラーに変更します。
「他のカラーへ変更」エフェクトには、色を変更エフェクトにはない柔軟性とオプションがあります。オプ
ションには、色を厳密に一致させるための色相、明度および彩度の許容量スライダー、および変更後の色の
RGB 値を選択できる機能があります。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、「他のカラーへ変更」エフェクトを使用して、色収差に
よって生じたカラーフリンジを除去する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、惑星の彩度を除去した例（左下）、惑星の明るい緑を黄色に変更した例（右下）

変更する範囲の中央のカラー。

ピクセルの変更先のカラー。
ヒント：カラーの変更をアニメートするには、「変更後のカラー」の色にキーフレームかエクスプレッション
を設定します。

エフェクトを適用するチャンネル。

カラーの変更方法。「カラーに設定」では、対象ピクセルを直接「変更後のカラー」に変更
します。「カラーに変換」は、HLS の値を補間して、ピクセルを目的のカラーに近づけます。各ピクセルが
どの程度変わるかは、そのピクセルの色が「変更するカラー」とどれだけ似ているかによって異なります。
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許容量

注意：

柔らかさ

補正マットを表示

ページの先頭へ

出力チャンネル ]-[ 入力チャンネル

出力チャンネル ]- 定数

モノクロ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

「変更するカラー」とどれだけ差があるカラーを変更対象と見なすかを指定します。このオプション
を開くと、色相、明度、および彩度に別個のスライダーが表示されます。

変更対象のピクセルを詳しく確認するには、「補正マットを表示」オプションを使用してください。

補正マットのエッジをぼかす度合い。値が大きいほど、カラーを変更する領域と変更しない領域の
間の変化が滑らかになります。

各ピクセルの変化量を示すグレースケールマットを表示します。白い部分は変化が大きい
ことを、暗い部分は少ないことを示します。

チャンネルミキサーエフェクト

現在のカラーチャンネルの配合を使用し、カラーチャンネルを変更します。このエフェクトは、他のカラー調
整ツールでは難しい、独創的なカラー調整を行うときに使用します。例えば、各カラーチャンネルの配合率を
指定して高画質のグレースケールイメージを作成したり、高画質のセピア調や薄い色のイメージを作成した
り、チャンネルの入れ替えや複製を行ったりできます。

出力チャンネルに追加する入力チャンネルの割合（％）。例えば、「赤 -
緑」の 10 という設定は、ピクセルの赤チャンネルの値を、そのピクセルの緑チャンネルの値の 10％だけ増や
します。「青 - 緑」の 100 と「青 - 青」の 0 という設定は、青チャンネルの値を緑チャンネルの値に置き換
えます。

出力チャンネルの値に追加する一定の値（％）。例えば、「赤 - 定数」の 100 という
設定は、各ピクセルに赤を 100％加えて、赤チャンネルを満たします。

赤、緑、青の出力チャンネルに赤の出力チャンネルの値を使用して、グレースケールイメージを作
成します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

カラーバランスエフェクト

イメージのハイライト、ミッドトーン、シャドウの赤、緑、青の量を変更します。
「輝度を保持」は、明るさの平均値を維持したままイメージの色を変更します。このオプションで、イメージ
の色調バランスを保持します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

カラーバランス（HLS）エフェクト

「カラーバランス（HLS）」エフェクトは、イメージの色相、明度および彩度を変更します。このエフェクト
は、After Effects の旧バージョンで「カラーバランス（HLS）」エフェクトを使用して作成したプロジェクト
との互換性を保つためのものです。新規プロジェクトの場合は、Adobe Photoshop の「色相・彩度」コマン
ドと同じ機能を持つ、「色相・彩度」エフェクトを使用してください。彩度を -100 に設定すると、ムービー
をグレースケールに変換することができます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
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ページの先頭へ

ソースレイヤー

サンプル

クリップ

オリジナルアルファを切り抜く

不透明度

描画モード

ページの先頭へ

フレームを設定

スタビライズ

明るさ

カラーリンクエフェクト

1 つのレイヤーに、別のレイヤーのピクセルの平均値の色を付けます。このエフェクトは、背景のレイヤーに
合うカラーを短時間で見つけるときに便利です。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、カラーリンクエフェクトを使用して、前景レイヤーと背
景レイヤーを合成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

カラーをサンプリングするレイヤー。エフェクトが適用されているレイヤーをソースレイ
ヤーにする場合は、「なし」を選択します。そのレイヤーに適用済みのマスクやエフェクトもサンプリングの
対象になります。メニューで元のレイヤーの名前を指定した場合は、そのレイヤーのマスクやエフェクトはサ
ンプリングの対象になりません。

どの値をサンプリングし、どのような操作を行うかを指定します。

チャンネルの両端の値を無視するピクセルの割合（％）。これは、ノイズや不必要なピクセルの影
響を抑えるのに便利です。

レイヤーの元のアルファチャンネルのステンシルを新しい値の上に配置しま
す。

エフェクトの不透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンドします。
この値を小さくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、0％にすると、このエフェクトはレイ
ヤーに表示されません。100％にすると、元の画像が透けて見えません。

元のレイヤーとエフェクトの結果を合成するのに使用する描画モード。レイヤーのアルファチャ
ンネルの平均値を使用する場合は、描画モードを使用できません。

カラースタビライザーエフェクト

「カラースタビライザー」エフェクトは、基準にする 1 つのフレーム（ピボットフレーム）の 1 か所、2 か
所、または 3 か所のカラー値をサンプリングし、これらの値がレイヤーのデュレーション中に変わらないよう
に、他のフレームのカラーを調整します。フッテージのちらつきを削除し、照明の変化によって色が変化した
フッテージの露出を平均化（イコライズ）するのに便利です。
ヒント：このエフェクトは、低速度撮影の写真やストップモーションアニメーションでよく発生するちらつき
を除くのに使用します。
サンプリング領域を決めるエフェクトコントロールポイントをアニメートすると、カラーを安定させたい被写
体を追跡できます。サンプリングした場所同士のカラー値の差が大きいほど、効果が上がります。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

ピボットフレームを設定します。一致させる明るさまたはカラーの領域があるフレームを表
示し、このオプションをクリックします。

安定させる要素を指定します。

1 か所（ブラックポイント）だけサンプリングして、明るさを安定させます。
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レベル

カーブ

ブラックポイント

中間ポイント

ホワイトポイント

サンプルサイズ

ページの先頭へ

フェーズを取得

フェーズを追加

フェーズを選択して追加

モードを追加

ラップ

クランプ

平均

2 か所（ブラックポイントとホワイトポイント）サンプリングして、カラーを安定させます。

3 か所（ブラックポイント、ホワイトポイント、中間ポイント）サンプリングして、カラーを
安定させます。

スタビライズする暗い部分を指定します。

スタビライズするミッドトーンの部分を指定します。

スタビライズする明るい部分を指定します。

サンプリングする領域の半径（ピクセル単位）。

コロラマエフェクト

「コロラマ」エフェクトは、イメージのカラーを変換およびアニメートするための便利で強力なエフェクトで
す。イメージをかすかに色付けしたり、カラーパレットをまったく違うものに変えたりできます。
このエフェクトでは、まず、指定したカラーの属性をグレースケールに変換し、その値を指定したカラーパ
レットの出力サイクルにマップし直します。出力されるカラーパレットの 1 つのサイクルが、「出力サイク
ル」の環に表示されます。黒のピクセルは環の上端にマップされ、時計回りに動くに従ってグレーの明るさが
増します。例えば、初期設定の色相サイクルパレットでは、黒に対応するピクセルが赤に、50％のグレーがシ
アンになります。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、コロラマエフェクトを使用して、空を置換する最初のス
テップとして手続き型マットを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

入力フェーズのコントロール

入力値として使用するカラーの属性。別のレイヤーのカラー属性を使用する場合は、「ゼ
ロ」を選択します。

入力値として使用する 2 つめのレイヤー。このレイヤーだけを使用する場合は、「フェーズ
を取得」を「ゼロ」に指定します。選択しない場合は、「フェーズを追加」で指定したレイヤーと、エフェク
トの適用先のレイヤーが両方とも使用されます。エフェクトの適用先のレイヤーを指定して、そのレイヤーか
ら属性を追加することもできます。

入力値として使用する 2 つめのレイヤーのカラー属性。

入力値を取り扱う方法。

ピクセルごとに 2 つの属性値を合計します。100％を超えると、循環式で値が変換されます。
例えば、合計 125％は 25％になります。

ピクセルごとに 2 つの属性値を合計します。100％を超える値は、100％に切り捨てられま
す。

ピクセルごとに 2 つの属性値を平均します。0 ～ 100％の 2 つの値の平均は 100％を超えるこ
とがないので、循環式で値が変わったり、切り捨てられたりすることはありません。そのため、この
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スクリーン

フェーズシフト

プリセットパレットを使用

出力サイクル

注意：

サイクル反復

パレットの補間

変更

方法が一番安全で、思わぬ結果になる可能性も低くなります。

元のレイヤー上へ第 2 レイヤーをスクリーン処理します。第 2 レイヤーで明るい領域は
元のレイヤーのその部分を明るくし、第 2 レイヤーの暗いレイヤーは破棄されます。スクリーンモー
ドは、炎、レンズフレアその他の照明エフェクトを合成する際に特に便利です。

出力サイクルの環で、入力カラーのマッピングを開始する点。正の値にすると、開始点が時
計回りに動きます。
ヒント：環に沿ってカラーを循環させるには、フェーズシフトをアニメートします。

出力サイクルのコントロール

出力サイクルのプリセット。上側のパレットは、カラーの補正と調整をすばやく
行いたいときに使用します。下側にある組み込みパレットは、自分で細かく調整したい場合に選択します。

出力サイクルの環のカラーと三角形の位置を変更して、出力されるカラーをカスタマイズしま
す。三角形は、特定のカラーが発生する色相環上の位置を指定します。「パレットの補間」が選択されていれ
ば、三角形の間のカラーが滑らかに補間されます。1 つの出力サイクルに、三角形を 1 ～ 64 個指定できま
す。
三角形の位置を変更するには、三角形をドラッグします。Shift キーを押しながら三角形を
ドラッグすると、45 度の間隔に三角形がスナップされます。ホイールの一番上で、左と
右のどちらからドラッグするかによって、三角形は開始位置または終了位置にスナップさ
れます。
三角形を追加するには、環の中か周りをクリックし、カラーピッカーからカラーを選択し
ます。終了カラーを示す一番上の矢印の左側を軽くクリックし、開始カラーの右側を軽く
クリックします。
三角形を複製するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押し
ながら、三角形を複製したい位置にドラッグします。
三角形を削除するには、その三角形を環の外にドラッグします。
不透明度を変更するには、環の上の三角形を選択し、不透明度スライダーの上に表示され
ている三角形をドラッグします。不透明度情報を出力に反映するには、「変更」の「アル
ファを変更」を選択してください。
出力サイクルをアニメートすると、キーフレームとキーフレームの間で、三角形の位置とカラーが補

間されます。最適な結果を得るには、すべてのキーフレームで出力サイクルの三角形が同数であることを確認
してください。

入力カラーをマップする出力サイクルの反復回数。初期設定は 1 で、入力範囲を 1 回の出力サ
イクルにマップします。出力サイクルの環の上端から黒の入力値をマップし始め、時計回りに白まで一巡しま
す。これを 2 に指定すると、入力範囲を 2 回分の出力サイクルにマップします。シンプルなパレットを作成
してグラデーション全体で何度も反復させるには、このオプションを使用します。

三角形の間のカラーを滑らかに補間します。このオプションをオフにすると、出力カラーが
ポスタリゼーションされます。

変更コントロール

「コロラマ」エフェクトでどのカラー属性を変更するかを指定します。イメージを微調整するには、「入力
フェーズ」と「変更」で同じカラー属性を選択します。例えば、色相を調整する場合は、両方のメニューで
「色相」を選択します。

変更するカラー属性。
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アルファを変更
注意：

空ピクセルを変更

マッチングカラー

マッチングの許容度

マッチングの柔軟度

マッチングモード

マスクレイヤー

レイヤー上に合成

元の画像とブレンド

ページの先頭へ

アルファチャンネルの値を変更します。
アルファチャンネルのあるレイヤーに「コロラマ」エフェクトを適用した場合に、出力サイクルにア

ルファチャンネルの情報が含まれていないと、レイヤーのアンチエイリアスされたエッジがモザイクのように
見えることがあります。エッジを滑らかにするには、「アルファを変更」をオフにします。「アルファを変
更」をオンにしたときに、出力サイクルにアルファ情報が含まれている場合は、変更メニューで「なし」を選
択しても出力に影響します。この方法で、RGB 情報を変更せずにアルファチャンネルだけのレベルを調整で
きます。

「コロラマ」エフェクトが、透明なピクセルにも影響を与えます（この設定は、「アル
ファを変更」を選択している場合だけ有効です）。

ピクセルの選択、マスク、および他のコントロール

これらのコントロールで、どのピクセルがエフェクトの影響を受けるかを決めます。「ピクセル選択」のカ
ラーマッチが機能するためには、「マッチングモード」が「オフ」以外の設定になっている必要があります。

「コロラマ」エフェクトで影響を受けるピクセルのカラーの範囲の中央。イメージの特定
のカラーをスポイトツールで指定する場合は、エフェクトコントロールパネルのエフェクトスイッチ  で、
「コロラマ」エフェクトを一時的にオフにしてください。

「マッチングカラー」とどれだけ差があるカラーをエフェクトの適用対象と見なすかを
指定します。「マッチングの許容度」を 0 に設定すると、「マッチングカラー」で選択したカラーだけが「コ
ロラマ」の影響を受けます。1 に設定すると、すべてのカラーが影響を受け、マッチングモードをオフにした
状態になります。

適用対象のピクセルが、イメージの残りの部分とどの程度滑らかにブレンドされるかを
指定します。例えば、赤いシャツと青いズボンを着ている人のイメージで、ズボンを赤に変える場合に、ズボ
ンの青い部分や折り目の影までマッチングされるようにこの設定を微調整します。柔軟度を高くしすぎると、
青い空もマッチングの対象になり、さらに高くすると赤いシャツまでが含まれます。

比較するカラー属性。一般に、コントラストの高いグラフィックには「RGB」を使用し、
写真イメージには「クロマ」を使用します。

マットとして使用するレイヤー。「マスクモード」で、マスクレイヤーのどの属性を使って
マットを決めるかを指定します。マットは、エフェクトを適用するレイヤーのどのピクセルがエフェクトの影
響を受けるかを決定します。

変更したピクセルを元のレイヤーの上に合成して表示します。変更したピクセルだけを表
示するには、このオプションをオフにします。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

トーンカーブエフェクト

「トーンカーブ」エフェクトは、イメージの色調範囲およびトーン応答曲線を調整します。「レベル」エフェ
クトでもトーン応答を調整できますが、「トーンカーブ」エフェクトの方が細かく制御できます。「レベル」
エフェクトでは、コントロールを 3 つ（ハイライト、シャドウ、ミッドトーン）だけ使用します。「トーン
カーブ」エフェクトでは、256 個の点からなる曲線を使って、入力値を出力値に自由にマップできます。
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注意：

ページの先頭へ

「トーンカーブ」エフェクトで使用する不定マップと曲線は、保存して後で読み込むことができます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
「トーンカーブ」エフェクトを適用すると、カーブを指定するときに使用するエフェクトコントロールパネル
にグラフが表示されます。
グラフの水平軸は、ピクセルの元の明るさの値（入力レベル）を示します。垂直軸は、新しい明るさの値（出
力レベル）を示します。初期設定の対角線では、すべてのピクセルの入力値と出力値が同じになります。カー
ブは、0 ～ 255（8 bit）または 32768（16 bit）までの明るさの値を表示し、左側にシャドウ（0）を表示しま
す。
グラフのサイズを変更するには、グラフの上にある別のリサイズボタンをクリックします。

トーンカーブエフェクトを使用する
1. エフェクト／色調補正／トーンカーブを選択します。

2. イメージに複数のカラーチャンネルがある場合は、調整するチャンネルをチャンネルメ
ニューから選択します。RGB は、単一カーブを使用してすべてのチャンネルを変更しま
す。
また、チャンネルメニューを使用することなく、個々のカラーチャンネルのカーブを直接
選択して操作することもできます。

カーブエフェクトでカーブを自動的に調整するには、エフェクトコントロールパネル
で、カーブの下にある自動ボタンをクリックします。
この自動調整は、カラーと撮影の専門家によって幅広い入力画像に対して行われた
カーブ調整のデータベースに基づきます。画像に対して行われる調整は、同様のカ
ラー分布で参照入力画像に対して行われる調整を補間します。

3. ベジェツールとペンシルツールを使用して、曲線を変更または描きます（ツールをアク
ティブにするには、ベジェボタンまたはペンシルボタン  をクリックします）。

曲線を滑らかにするには、「スムーズ」ボタンをクリックします。曲線を直線に戻すには、「リセッ
ト」ボタンをクリックします。

曲線の種類は、最後に曲線を変更するときに使用したツールによって決まります。ペンシルツールで変更した
不定マップを .amp（Photoshop のルックアップ）ファイルとして保存できます。ベジェツールで変更した曲
線は .acv（Photoshop のスプライン）ファイルとして保存できます。

平均化（イコライズ）エフェクト

「平均化（イコライズ）」エフェクトは、イメージのピクセル値を変更して、明るさまたはカラー成分を均一
に分散します。このエフェクトは、Adobe Photoshop の「平均化（イコライズ）」コマンドと同様に機能し
ます。アルファチャンネルの値が 0（完全に透明）のピクセルは無視されるので、レイヤーのマスク領域に基
づいて、レイヤーが平均化されます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）
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イコライザー

イコライザー量

ページの先頭へ

マスター

個別のチャンネル

露出

オフセット

ガンマ補正

リニアライトの変換を回避

ページの先頭へ

ページの先頭へ

「RGB」では、赤、緑および青の成分を基準にしてイメージが平均化されます。「明るさ」で
は、各ピクセルの明るさを基準にして平均化されます。「Photoshop スタイル」は、イメージのピクセルの明
るさの値を分散し直して平均化し、イメージが輝度レベルの範囲全体で均一に表現されるようにします。

再分散する輝度値の量。100％にすると、ピクセルの値ができるだけ均一に拡散され、低い
値にすると、再分散される値が少なくなります。

露出エフェクト

フッテージの色調を、一度に 1 チャンネルずつ、または全チャンネルを同時に調整します。「露出」エフェク
トは、イメージをキャプチャしたカメラの露出設定（F 値単位）を変更した結果をシミュレートします。「露
出」エフェクトでは、プロジェクトの現在のカラースペースではなく、リニアカラースペースで計算が行われ
ます。このエフェクトは、32 bpc カラーの広ダイナミックレンジ（HDR）イメージ用に設計されています
が、8 bpc と 16 bpc のイメージでも使用できます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

すべてのチャンネルを同時に調整します。

チャンネルを個別に調節します。

撮影用カメラの露出設定をシミュレートし、ライトの強さを一定の値で倍増します。露出の単位は F 値
です。

ハイライトへの変更を最小に抑えたまま、シャドウおよびミッドトーンを暗くしたり明るくした
りします。

イメージの光量曲線を調整するときに使用するガンマの値。値を高くするとイメージが明るくな
り、低くすると暗くなります。負の値は、0 を超えると再び負の値になります（値は負のままですが、正の値
として扱われ、調整が行われます）。初期値は 1.0 で、これが調整を行わない状態です。

未処理のピクセル値に「露出」エフェクトを適用する場合に選択します。このオ
プションは、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトでカラーを手動で調整している場合に便利で
す。

ガンマ/ペデスタル/ゲインエフェクト

「ガンマ/ペデスタル/ゲイン」エフェクトは、各チャンネルの応答曲線を個別に調整します。ペデスタルとゲ
インは、値が 0.0 のときに完全にオフ、値が 1.0 のときに完全にオンになります。
「黒のストレッチ」は、すべてのチャンネルの低いピクセル値をリマップします。「黒のストレッチ」の値が
高い場合、黒い部分が明るくなります。「ガンマ」は、中間曲線の形を示す指数を指定します。「ペデスタ
ル」および「ゲイン」のオプションは、チャンネルの最小および最大の出力値を指定します。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

色相/彩度エフェクト

イメージ内の色成分ごとに色相、彩度、明度を調整します。このエフェクトは、色相環に基づいています。色
相または色の調整とは、色相環上を移動することを意味します。また、彩度または色の純度の調整とは、色相
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チャンネル制御

チャンネル範囲

マスターの色相

マスターの彩度、マスターの明度

色付き

色相、彩度、明度

環の半径上を移動することを意味します。RGB に変換したグレースケールイメージに色を追加したり、RGB
イメージに色を追加したりするには、「色彩の統一」を使用します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

調整するカラーチャンネル。すべてのカラーを一度に調整するには、「マスター」を選択し
ます。

チャンネル制御メニューで選択したカラーチャンネルの定義。2 つのカラーバーは、カラー
を色相環の順に表します。上のカラーバーは調整前のカラーを示します。下のバーは、調整が最大の彩度で全
色相にどのように影響するかを表します。調整スライダーを使用して色相の範囲を編集します。

チャンネル制御メニューで選択したチャンネルの全体的な色相。色相環を使用して、全体的
な色相を変更します。色相環上に表示されている下線付きの値は、ピクセルの元の色からの回転角度を表しま
す。正の値は回転が時計回りであることを示し、負の値は反時計回りであることを示します。有効な値の範囲
は -180 ～ +180 です。

チャンネル制御メニューで選択したチャンネルの全体的な彩度と明度。有
効な値の範囲は -100 ～ +100 です。

RGB に変換されたグレースケールイメージにカラーを追加したり、RGB イメージにカラーを追加し
たりします。例えば、デュオトーンイメージのようにするには、カラーの色相値を 1 に減らします。

チャンネル制御メニューで選択した範囲の色相、彩度、明度。チャンネル制御メニューで
選択した項目用のスライダーだけが表示されます。

色相/彩度エフェクトを使用してカラーを調整する
1. エフェクト／色調補正／色相/彩度を選択します。

2. チャンネル制御メニューで、以下のように調整するカラーを選択します。

すべてのカラーを一度に調整するには、「マスター」を選択します。
調整カラーの色範囲のプリセットを選択して、その色範囲のスライダーを使用しま
す。

3. 色相の値を入力するか、色相環をドラッグします。

4. 彩度の値を入力するか、スライダーをドラッグします。カラーは、選択したピクセルの開
始カラー値を基準にして、色相環の中央または外側に向かってシフトします。

5. 明度の値を入力するか、スライダーをドラッグします。

イメージを色付けしたりモノトーンイメージを作成したりする
1. エフェクト／色調補正／色相/彩度を選択します。

2. 「色彩の統一」を選択します。イメージは現在の描画色の色相に変換されます。各ピクセ
ルの明度の値は変わりません。

3. 必要に応じて色相環をドラッグして、新しいカラーを選択します。

4. 彩度スライダーと明度スライダーをドラッグします。

色相/彩度エフェクトの調整範囲を変更する
1. チャンネル制御メニューで、個々のカラーを選択します（初期設定では、色成分を選択し
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ページの先頭へ

色抜き量

許容量

エッジの柔らかさ

マッチングの適用

ページの先頭へ

たときに選択されるカラー範囲は 30 度幅で、両側での減少は 30 度です。減少の設定が
小さすぎると、イメージにディザリングが発生することがあります）。

2. 次のいずれかの操作を行います。

白い三角形の 1 つまたは両方をドラッグして、範囲に影響を与えずに鮮明度を調整し
ます。
白い垂直バーの 1 つまたは両方をドラッグして、範囲を調整します。範囲を広げると
減少が減り、狭めると減少が増えます。

色抜きエフェクト

「色抜きエフェクト」は、「保持するカラー」で指定したカラーとは異なる、レイヤー上のすべてのカラーの
彩度を下げます。例えば、バスケットボールゲームのムービーで、ボールのオレンジ色以外のすべての色を抜
くことができます。
John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、色抜きエフェクトの使用方法の例を公開しています。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

削除するカラーの量。100％にすると、指定したカラーとは異なる部分がグレーになります。

削除するカラーをどの程度厳密に照合するかを指定します。0％にすると、「保持するカラー」と正確
に同じカラーのピクセル以外がすべて色抜きされます。100％にすると、何も変わりません。

カラーの境目の柔らかさ。値を大きくすると、カラーからグレーへの変換がなだらかにな
ります。

RGB 値と HSB 値のどちらを比較するかを指定します。厳密に比較する場合は、「RGB を
使用」を選択します。通常、色抜きされる部分が多くなります。例えば、濃い青、淡い青、その中間の青もす
べて残す場合は「HSB を使用」を選択し、「保持するカラー」でどれか 1 つの青を指定します。

レベルエフェクト

「レベル」エフェクトは、入力カラーレベルの範囲またはアルファチャンネルのレベルを、ガンマ値で決めら
れた値の分布に従って、新しい出力レベルの範囲にマップし直します。このエフェクトは、Photoshop で行う
レベル補正とよく似ています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

チャンネルメニューから「アルファ」を選択することで、レベルエフェクトを使用して、マットの完全に透明
または完全に不透明な部分を半透明に変換したり、その逆に変換することができます。透明度はモノクロのア
ルファチャンネルによって決まるので、このエフェクトを制御するときは、完全に透明なことを黒、完全に不
透明なことを白といいます。
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注意：

チャンネル

ヒストグラム

黒入力レベルと黒出力レベル

白入力レベルと白出力レベル

ガンマ

黒出力レベルにクリップと白出力レベルにクリップ

ページの先頭へ

半透明の部分を完全に透明にするには、「黒出力レベル」を 0、「黒入力レベル」を 0 よ
り大きくします。
半透明の部分を完全に不透明にするには、「白出力レベル」を 1.0、「白入力レベル」を
1.0 未満にします。
完全に透明な部分を半透明にするには、「黒出力レベル」を 0 より大きくします。
完全に不透明な部分を半透明にするには、「白出力レベル」を 1.0 未満にします。

レベル（個々の制御）エフェクトは、レベルエフェクトと同じように機能します。ただし、チャンネ
ルごとにそれぞれの色値を調整できるため、個々のプロパティにエクスプレッションを追加したり、1 つのプ
ロパティだけをアニメートしたりできます（レベル（個々の制御）エフェクトを参照）。

変更するチャンネル。

1 つのイメージ内で、各輝度の値を持つピクセルの数を示します（カラー補正、カラー補整、
カラー調整を参照）。
ヒント：ヒストグラムをクリックして、すべてのカラーチャンネルの色付きのヒストグラムの表示と、チャン
ネルメニューで選択したチャンネルのヒストグラムのみの表示を切り替えることができます。

入力イメージのピクセルのうち、「黒入力レベル」と同じ輝度のピクセルを、
「黒出力レベル」で指定した輝度にします。黒入力レベルの値は、ヒストグラムの下にある左上の三角形で示
されます。黒出力レベルの値は、ヒストグラムの下にある左下の三角形で示されます。

入力イメージのピクセルのうち、「白入力レベル」と同じ輝度のピクセルを、
「白出力レベル」で指定した輝度にします。白入力レベルの値は、ヒストグラムの下にある右上の三角形で示
されます。白出力レベルの値は、ヒストグラムの下にある右下の三角形で示されます。

出力イメージの輝度の値の分布を決める曲線の指数。ガンマ値は、ヒストグラムの下にある中央の三
角形で示されます。

「黒入力レベル」より低い輝度のピクセル、または「白
入力レベル」より高い輝度のピクセルへのエフェクトの適用結果を決めます。クリッピングをオンにすると、
「黒入力レベル」より低い輝度のピクセルが「黒出力レベル」の値にマップされ、「白入力レベル」より高い
輝度のピクセルが「白出力レベル」の値にマップされます。クリッピングをオフにすると、エフェクト適用後
のピクセルの値が「黒出力レベル」より低くなったり、「白出力レベル」より高くなったりする可能性があ
り、ガンマ値の影響を受けます。

レベル（個々の制御）エフェクト

このエフェクトは、レベルエフェクトと同じように機能します。ただし、チャンネルごとにそれぞれの色値を
調整できます。そのため、個々のプロパティにエクスプレッションを追加したり、1 つのプロパティだけをア
ニメートしたりできます。各チャンネルのコントロールを個別に表示するには、チャンネルカラーの横にある
矢印をクリックして開きます
このエフェクトのコントロールについて詳しくは、レベルエフェクトを参照してください。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）
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ページの先頭へ

フィルター暖色系（85）とフィルター寒色系（80）

フィルター暖色系（81）とフィルター寒色系（82）

個別の色

ページの先頭へ

レンズフィルターエフェクト

「レンズフィルター」エフェクトはカメラレンズに色付きのフィルターを装着するテクニックをまねて、レン
ズを通してフィルムに露光する光の照明のカラーバランスとカラー温度を調整します。このエフェクトを使用
すると、プリセットされたカラーを選択して、画像の色相を調整できます。また、 カラーピッカーやスポイ
トを使用して、カスタムカラーを指定することもできます。
「レンズフィルター」エフェクトを使用すると、次の操作を行うことができます。
フィルターカラーにプリセットされたカラーを使用するには、フィルターポップアップメ
ニューからオプションを選択します。
フィルターカラー用にカスタムカラーを選択するには、「カラー」コントロールのカラー
サンプルをクリックし、 カラーピッカーで色を選択するか、スポイトをクリックし、コン
ピューターの画面上の色をクリックします。
画像に適用するカラーの量を設定するには、「濃度」を調整します。
画像がエフェクトで暗くならないようにするには、「輝度を保持」を選択します。

Adobe Photoshop で作成したレンズフィルターの調整レイヤーを保持するには、Photoshop ファイルを
フッテージではなくコンポジションとして After Effects プロジェクトに読み込みます。Adobe Photoshop
のカラー設定を初期設定から変更している場合、After Effects でレンズフィルターのカラーが正確に一致し
ない場合があります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェク
トは 32 ビットカラーで使用できます。

画像のホワイトバランスを調整するカラー変換フィルターで
す。低いカラー温度（黄色がかった色）の照明で画像が撮影された場合、フィルター寒色系（80）を使用する
と、画像の色が青みが加わり、アンビエントライト（環境光）による低いカラー温度が補正されます。逆に、
高いカラー温度（青色がかった色）の照明で画像が撮影された場合、フィルター暖色系（85）を使用すると、画
像の暖色が強調され、アンビエントライト（環境光）による高いカラー温度が補正されます。

画像の色質を調整するライトバランスフィルターです。フィ
ルター暖色系（81）は画像を暖色系（黄色）に、フィルター寒色系（82）は画像を寒色系（青色）に調整します。

選択したカラープリセットに応じて、色相調整を画像に適用します。選択するカラーは、「レンズ
フィルター」コマンドをどのように使用するかによって異なります。色かぶりしている場合は、補色を選択し
て補正します。特定のカラーを適用して、特殊な効果を生み出したり強調したりすることもできます。例え
ば、「マリンブルー」は、水中で撮影したかのように緑がかった青をシミュレートします。

PS 不定マップエフェクト

「PS 不定マップ」エフェクトは、After Effects の以前のバージョンで「不定マップ」エフェクトを使用して
作成されたプロジェクトとの互換性を保持するためのものです。新しいプロジェクトでは、「トーンカーブ」
エフェクトを使用してください。
「PS 不定マップ」エフェクトは、Adobe Photoshop 不定マップファイルをレイヤーに適用します。不定マッ
プはイメージの明るさのレベルを調整し、指定した明るさの範囲を明るいトーンまたは暗いトーンにリマップ
します。Adobe Photoshop のトーンカーブウィンドウでは、イメージ全体または個別のチャンネルに対して
不定マップファイルを作成できます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
不定マップファイルは、エフェクトコントロールパネルのオプションとともに読み込んだり適用したりできま
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フェーズ

フェーズマップをアルファに適用

ページの先頭へ

注意：

注意：

ページの先頭へ

す。指定した不定マップは、After Effects に読み込まれると、レイヤーに、またはレイヤーの一部のチャンネ
ルに適用されます。適用対象は、作成方法に応じて決まります。不定マップを選択しないと、初期設定マップ
（明るさの線形分布）がレイヤーに適用されます。.acvファイル（Photoshop のスプラインファイル）
は、After Effects の「PS 不定マップ」エフェクトに読み込むことはできませんが、Adobe Photoshop で変換
して、After Effects の「トーンカーブ」エフェクトで使用できるファイルを作成できます。

.acv を変換するには、Adobe Photoshop のトーンカーブダイアログボックスで .acv ファイルをロード
し、ペンシルツールをクリックして、ファイルを .amp ファイルとして保存します。

不定マップを循環します。フェーズを増やすと、（トーンカーブダイアログボックスで表示される
ように）不定マップが右にシフトします。フェーズを減らすとマップが左にシフトします。

指定したマップとフェーズをレイヤーのアルファチャンネルに適用しま
す。指定したマップにアルファチャンネルがない場合は、アルファチャンネルの初期設定マップ（明るさの線
形分布）が使用されます。

特定色域の選択エフェクト

特定色域の選択の色調補正は、スキャナーや色分解プログラムで画像上の主要なカラーコンポーネントに使用
されるプロセスカラーの量を変更するときに使用します。任意の原色の量を抜粋して、他の原色に影響するこ
となく変更できます。例えば、特定色域の選択の色調補正を使用し、ある画像のグリーンのコンポーネントの
シアンを減少させ、ブルーのコンポーネントのシアンは変更せずに保持することができます。

特定色域の選択エフェクトは、特定色域の選択の調整レイヤーを使用した Photoshop ドキュメントを
忠実に再現できるように提供されています。

「特定色域の選択」は CMYK カラーを使用して画像を調整しますが、RGB 画像でも適用できます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
メソッドメニューからいずれかの値を選択します。
相対
既存のシアン、マゼンタ、イエロー、またはブラックの含有量を全体に対する比率で指定して変更できます。
例えば、マゼンタを 50％含むピクセルに 10％を追加すると、全体のマゼンタインキの含有率は 5％が追加さ
れた 55％となります。これは、50％の 10％は 5％だからです。このオプションでは、カラーコンポーネント
を含まない純粋な反射色のホワイトは調整できません。
 

絶対
カラーを絶対値で調整できます。例えば、マゼンタ 50％のピクセルに 10％を追加すると、全体のマゼンタイ
ンキの含有率は 60％に設定されます。

カラーポップアップメニューで指定する色域とそのカラーの差によって、調整効果は異なります。例
えば、マゼンタを 50％含むピクセルは、指定できる色域に完全には一致しないため、2 色の混合補正になり
ます。

カラーメニューで選択したカラーが影響を受けます。
詳細プロパティグループは、カラー調整用の別のインターフェイスを提供し、タイムラインパネルに表示され
るのと同じプロパティを表示します。

シャドウ・ハイライトエフェクト

このエフェクトは、画像の中の暗い部分を明るくしたり、ハイライトを軽減したりします。イメージ全体を暗
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量を自動補正

シャドウの量

ハイライトの量

時間軸方向のスムージング（秒）

シーン検出

元の画像とブレンド

シャドウの階調幅とハイライトの階調幅

シャドウの半径とハイライトの半径

カラー補正

注意：

くしたり明るくしたりすることはできません。シャドウとハイライトを、その周りのピクセルに基づいて個別
に調整します。また、画像の全体的なコントラストを調整することもできます。初期設定では、逆光を補正す
るように設定されています。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

「シャドウの量」と「ハイライトの量」の値が無視され、シャドウを明るくして細部をはっき
りさせるのに適度な量が自動的に決められます。また、このオプションを選択すると、「時間軸方向のスムー
ジング」コントロールも有効になります。

イメージのシャドウを明るくする量。このコントロールは「量を自動補正」を選択していない
場合のみ有効になります。

イメージのハイライトを暗くする量。このコントロールは「量を自動補正」を選択していな
い場合のみ有効になります。

周りのフレームと比較して各フレームにどれだけ補正が必要かを決めるた
めに分析する連続フレームの範囲（秒単位）。0 に設定すると、各フレームが（隣接するフレームとは関係な
く）個別に分析されます。「時間軸方向のスムージング」を使用すると、時間の経過に対してスムーズに表示
されるように補正されます。

このオプションを選択すると、時間軸方向のスムージング用に隣接するフレームを分析するとき
に、異なるシーンのフレームが無視されます。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を高くするほど、エフェクトの効果が低くなります。例えば、100％にすると、このエフェク
トはクリップに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。
「詳細オプション」カテゴリを展開すると、次のコントロールが表示されます。

シャドウとハイライトの調整できる階調の幅。値を小さくすると、
調整できる範囲が最も暗い部分または最も明るい部分に限定されます。値を大きくすると、調整できる範囲が
広がります。これらのコントロールは、調整する範囲を限定したい場合に便利です。例えば、ミッドトーンを
変更せずに暗い部分を明るくするには、「シャドウの階調幅」の値を小さくして、「シャドウの量」を調整し
たときに画像の最も暗い部分だけが明るくなるようにします。設定した値がその画像に対して大きすぎると、
強いシャドウがハイライトに接するエッジにハローが現れることがあります。初期設定では、この現象を抑え
るような設定が使用されています。「シャドウの量」か「ハイライトの量」が大きすぎるとハローが発生する
ことがあるので、これらの値を小さくしてみてください。

エフェクトを適用するときに、ピクセルがシャドウまたはハイライトの
部分にあるかどうかを判断するための領域の半径（ピクセル単位）。通常、この値は、イメージの被写体の大
きさとほぼ同じにします。

シャドウやハイライトに適用するカラー補正の度合い。例えば、「シャドウの量」を大きくした
場合は、元のイメージの暗かった部分のカラーが見えるようになります。このような場合に、このカラーをさ
らに鮮やかにしたいことがあります。「カラー補正」の値を高くするほど、これらのカラーの彩度が上がりま
す。シャドウとハイライトに対する補正が大きくなると、適用できるカラー補正の範囲も広くなります。

画像の全体的な色を変更する場合は、「シャドウ・ハイライト」エフェクトを適用してから、「色
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ミッドトーンのコントラスト

シャドウのクリップ、ハイライトのクリップ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

元の画像とブレンド

ページの先頭へ

相/彩度」エフェクトエフェクトを使用します。

ミッドトーンに適用するコントラストの度合い。値を大きくすると、ミッド
トーンのコントラストだけが増加して、シャドウが暗くなり、ハイライトが明るくなります。負の値にする
と、コントラストが抑えられます。

イメージ内で最も暗いシャドウと最も明るいハイライトのカ
ラーをクリップする量。値を高くしすぎると、シャドウやハイライトの細部が見えなくなります。0.0 ～ 1％
の範囲内の値を指定することをお勧めします。初期設定では、シャドウとハイライトのピクセルが 0.1％ク
リップされます。つまり、イメージ内の最も明るい部分と最も暗い部分を調べるときに、上端と下端の 0.1％
が無視され、残った両端の値が、出力する白と黒にマップされます。この方法によって、入力する白と黒が、
ピクセルの極値ではなく実際の表示に基づいて決まります。

色合いエフェクト

各ピクセルのカラー値を「ブラックをマップ」と「ホワイトをマップ」に指定されたカラー値の間に置き換え
て、レイヤーを淡い色にします。輝度の値が黒と白の間のピクセルを、中間の値に割り当てます。「色合いの
量」でエフェクトの強さを指定します。このエフェクトは、より高速にレンダリングするために GPU 高速処
理されます。「ブラックをマップ」と「ホワイトをマップ」パラメーターのカラー値を入れ替えるには、「カ
ラーを入れ替え」ボタンをクリックします。
さらに複雑な色合いを得るには、「コロラマ」エフェクトを使用します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

トライトーンエフェクト

明るいピクセル、暗いピクセル、ミッドトーンのピクセルを、選択したカラーにマップして、レイヤーのカ
ラー情報を変更します。「トライトーン」エフェクトは「色合い」エフェクトに似ていますが、ミッドトーン
用のコントロールがあります。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

自然な彩度エフェクト

自然な彩度エフェクトでは、すべてのカラーの彩度が最高に近づくにつれてクリッピングが最小化されるよう
に、彩度を調整します。元のイメージで彩度が低いカラーは、彩度が高いカラーよりも、自然な彩度の影響を
大きく受けます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

自然な彩度エフェクトは、肌色の彩度を高くしすぎることなく、イメージの彩度を高めるのに特に便利です。
マゼンタからオレンジの範囲の色相の彩度は、自然な彩度の影響をあまり受けません。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。
彩度が高い色よりも彩度が低い色に影響を与え、肌色を保持するには、自然な彩度プロパティを変更します。
すべてのカラーの彩度を均等に調整するには、彩度プロパティを変更します。
自然な彩度エフェクトは、Photoshop の自然な彩度調整レイヤーに基づいています。

以下も参照してください
カラー補正、カラー補整、カラー調整
ガンマとトーン応答
プレビューの露出を調整する
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シミュレーションエフェクト

注意：

ページの先頭へ

ライトの種類

ライトとマテリアルの共通コントロール
カードダンスエフェクト
コースティックエフェクト
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ライトの強さ

ライトのカラー

ライトの位置

ライトの奥行き

アンビエントライト

拡散反射

鏡面反射

ハイライトのシャープネス

ページの先頭へ

注意：

ト」を選択すると、コンポジションの最初のライトレイヤーが使用されるので、様々な設定を使用できるよう
になります。

ライトの強さを指定します。値を大きくすると、レイヤーが明るくなります。「ライトの強
さ」の設定は、すべての照明設定に反映されます。

ライトの色を指定します。

X、Y 空間でのライトの位置を指定します。ライトをインタラクティブに配置するには、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ライトのエフェクトポイントをドラッグし
ます。

Z 空間でのライトの位置を指定します。負の数値を指定すると、ライトがレイヤーの後ろに
移動します。

ライトをレイヤー上に拡散します。値を大きくすると、すべてのオブジェクトに均等に
光が照らされるので、シャドウが真っ黒になるのを防ぐことができます。アンビエントライトを純白色にし、
他のすべての照明のプロパティを 0 に設定すると、オブジェクト全体を照らして 3D 
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行と列

行

使用して、イメージまたはビデオのハーフトーンカラーの分離をシミュレートするサンプルプロジェクトを公
開しています。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、「カメラ位置」（左下）および「コーナーピン」（右下）を使用して回転

オリジナル（左）、グラデーションレイヤー（中央）、カードダンスを適用（右）

「カードダンス」エフェクトは、カードの表面にするレイヤーに適用します。ビューを設定するには、回転制
御または遠近制御を使用します。
例えば、グラデーションレイヤー 1 メニューでグレースケールの縦のグラデーションレイヤー（上下に黒から
白に変化）を選択し、次に、X 回転のソースメニューで「強度 1」を選択します。グラデーションの強度を使
用して、X 軸の回りに回転するカードがアニメートされます。カードダンスでは、グラデーションレイヤー上
の各カードの中心ピクセルに、ピクセルの輝度に基づいた数値が割り当てられます。純粋な白は 1、純粋な黒
は -1、50％グレーは 0 です。次に、その値に X 回転の乗数の値を掛けた量だけ、各カードが回転します。X
回転の乗数に 90 を設定すると、最初の行のカードはほぼ 90 度後方に回転し、最後の行のカードはほぼ 90 度
前方に、その間の行のカードは 90 度より少ない量だけ回転します。50％グレーエリアのカードはまったく回
転しません。
レイヤー内の半分のカードが右から、半分のカードが左から現れるようにする場合は、半分が黒で半分が白の
グラデーションレイヤーを作成します。X 位置のソースとしてグラデーションを設定し、X 位置の乗数に 5 を
設定し、0 までアニメートします。黒いエリア内のカードは初め左側に、白いエリア内のカードは右側に現れ
ます。

行、列、レイヤー、順序の調整

変換する行と列の数を指定します。「独立」を選択すると、行と列のスライダーが両方ともアクティ
ブになります。「列が行に従う」を選択すると、行スライダーのみがアクティブになります。このオプション
を選択した場合、行と列の数が常に等しくなります。

行の数（1 ～ 1000）。
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列
注意：

背面レイヤー

グラデーションレイヤー 1

グラデーションレイヤー 2

回転順序

トランスフォーム順序

ソース

乗数

オフセット

カメラシステム

X 回転、Y 回転、Z 回転

X、Y 位置

Z 位置

焦点距離

「列が行に従う」を選択しない場合の列の数（1 ～ 1000）。
行と列はレイヤー内で常に均等に配置されます。アルファチャンネルを使用している場合を除き、レ

イヤーの端の方でタイルがいびつになることはありません。

カードの背面に分割されて現れるレイヤー。コンポジションのどのレイヤーでも使用できま
す。ビデオスイッチ  をオフにしてもかまいません。レイヤーにエフェクトやマスクを適用している場合
は、先にレイヤーをプリコンポーズしてください。

「カードダンス」エフェクトを作成するための 1 番目の制御レイヤー。どのレイ
ヤーでも使用できます。グレースケールレイヤーを使うと、結果の予測がつきやすくなります。グラデーショ
ンレイヤーは、カードをアニメートするためのディスプレイスメントマップとして機能します。

2 番目の制御レイヤー。

回転軸を複数使用するときの軸の順序。

トランスフォーム（スケール、回転、位置）を処理する順序。

位置、回転、スケールの調整

位置（X、Y、Z）、回転（X、Y、Z）およびスケール（X、Y）は、調整するトランスフォームプロパティを
示します。カードダンスは 3D エフェクトなので、カードの軸ごとに個別にプロパティを設定できます。ただ
し、カード自体は 2D であり、Z スケールがないので、本来は奥行きがありません。

トランスフォームを設定するために使用するグラデーションレイヤーチャンネルを指定します。例え
ば、「強度 2 」を選択すると、グラデーションレイヤー 2 の強度が使用されます。

カードに適用するトランスフォームの量。

トランスフォームを開始する基準となる値。この値がトランスフォーム値（カードの中心ピクセ
ル値×乗数値）に追加されるため、トランスフォームを 0 以外の位置から開始できます。

カメラシステムとカメラ位置のコントロール

カードの 3D イメージをレンダリングするときに、エフェクトの「カメラ位置」プロパ
ティ、「コーナーピン」プロパティ、コンポジションの初期設定のカメラとライトの位置のどれを使用するか
を指定します。

指定した軸の周りでカメラを回転させます。上、横、背面など、様々なアングルか
らカードを見ることができます。

X 軸と Y 軸上のカメラの位置。

Z 軸上のカメラの位置。数値を小さくすると、カメラがレイヤーに近づき、大きくすると遠ざかりま
す。

ズームの倍率。数値を小さくすると、ズームインします。
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トランスフォーム順序

左上隅、右上隅、左下隅、右下隅

自動焦点距離

焦点距離

ページの先頭へ

注意：

注意：

カメラを 3 つの軸の回りに回転させる順序と、他のカメラの位置制御を使用してカメ
ラを配置したときに、その前後でカメラを回転させるかどうかを指定します。

コーナーピンの調整

コーナーピンは、もう 1 つのカメラ調整システムです。エフェクトの結果を、フレームに対して傾斜している
平面上のシーンに合成する場合に使用します。

レイヤーの四隅の位置。

アニメーション中のエフェクトの遠近を調整します。「自動焦点距離」の選択を解除すると、
指定された焦点距離を使用してカメラの位置と方向が決定され、レイヤーの四隅がコーナーピンに配置されま
す。位置と方向を決定できない場合、レイヤーはアウトラインに置き換えられ、ピンの間に描画されます。
「自動焦点距離」を選択すると、四隅のポイントに適合する焦点距離が使用されます。適合する焦点距離を使
用できない場合は、前後のフレームから適切な値を補間します。

満足のいく結果が得られない場合、他の設定に優先します。この焦点距離が、実際にピンを構成し
た場合の焦点距離と合わない場合は、イメージが不自然に見える（意図せず変形する場合など）ことがありま
す。正しい焦点距離を知っていれば、焦点距離の手動での設定が、正常な結果を最も簡単に得られる方法で
す。

コースティックエフェクト
複数のシミュレーションエフェクトで共有されるプロパティについて詳しくは、ライトとマテリアル

の共通コントロールを参照してください。
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下

スケール

繰り返しモード

レイヤーサイズが異なる場合

ブラー

水面

波形の高さ

スムージング

水の深さ
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表面の不透明度

コースティックの強度

空

繰り返しモード

レイヤーサイズが異なる場合

ページの先頭へ

注意：
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ドラフト

ドラフト + フローマップ

レンダリング

作成ポイント

プロデューサー X サイズ、プロデューサー Y サイズ

プロデューサーの方向

ズームプロデューサーポイント

生成レート

サイズ

サイズ変更

レーションの開始から数秒後の出力結果が大幅に変わることがあります。「物理的性質」を調整する際、シ
ミュレーションが進行していればいるほど、調整のレンダリングにかかる時間が長くなります。これは、調整
を行うたびにシミュレーションが最初から計算し直されるためです。すべてのフレームの計算時間が長くなる
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寿命
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ズーム

領域サイズ

描画モード

695



反射コンバージェンス

フローマップ

注意：

フローマップの傾斜

フローマップの適合

シミュレーション画質

ページの先頭へ

696

http://omino.com/pixelblog/2007/12/06/particle-halftone/
http://omino.com/pixelblog/2007/12/06/particle-halftone/
http://omino.com/pixelblog/2007/12/06/particle-halftone/
http://omino.com/pixelblog/2007/12/06/particle-halftone/
http://www.videomaker.com/article/14207/
http://www.videomaker.com/article/14207/
http://www.videomaker.com/article/14207/
http://www.videomaker.com/article/14207/


注意：

宇宙船レイヤーからパーティクルを発射（左上）、テキスト文字列を光線銃から発射するパーティクルとして
使用（左下）、「レイヤーエクスプローダ」を宇宙船レイヤー上で使用（右下）

まず、パーティクルのストリームや平面を作成するか、または既存のレイヤーをエクスプロード（爆発）させ
てパーティクルにするかします。パーティクルのレイヤーを作成したら、そのプロパティ（速度、サイズ、カ
ラーなど）を調整することができます。初期設定のドットパーティクルを既存のレイヤーのイメージに変える
と、例えば、雪が一片だけあるレイヤーから吹雪を作成できます。また、テキスト文字をパーティクルとして
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位置
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パーティクル半径

注意：

位置

幅／高さ

パーティクル交差／パーティクル降下

注意：

カラー

パーティクル半径／フォントサイズ

この設定は効果がありません。

ドットの半径をピクセル単位で設定し、テキスト文字のサイズをポイント単位で設定しま
す。レイヤーをパーティクルのソースとして使用する場合、この設定は効果がありません。

グリッドコントロール

グリッドは、グリッドの一連の交点からパーティクルの連続平面を作成します。グリッドパーティクルの動き
は、重力、反発、壁およびプロパティマッパーの各設定によって全面的に決定されます。初期設定では、「重
力の力」がオンに設定されているので、グリッドパーティクルは、フレームの下部に向かって降下します。
グリッドでは、新規パーティクルがフレームごとにグリッドの各交点に表示されます。この間隔は調整できま
せんが、特定のタイミングでパーティクルの生成を停止する場合は、「パーティクル半径」または「フォント
サイズ」を 0 に設定するか、またはキーフレームを使用して、パーティクル交差およびパーティクル降下の各
設定の値をアニメートします。各フレームに表示されるパーティクルを増やすには、パーティクル交差および
パーティクル降下の各値を大きくします。

初期設定では、キャノンはオン、グリッドはオフです。グリッドを使用してキャノンによるパーティ
クルの生成を停止する場合は、「パーティクル/秒」をゼロに設定してキャノンをオフにします。

グリッドの中心の X、Y 座標を指定します。グリッドパーティクルは、作成されると、そのグリッド交
点に中心を合わせて配置されます。これは、パーティクルがドット、レイヤー、テキスト文字のいずれであっ
ても同じです。テキスト文字をパーティクルとして使用している場合は、グリッドテキストを編集ダイアログ
ボックスの「グリッドを使用」オプションが初期設定でオンになり、各文字がそれぞれ固有のグリッド交点に
配置されます。そのため、標準の文字間隔、単語間隔、およびカーニングは適用されません。テキスト文字を
標準間隔のグリッド位置に表示する場合は、「グリッドを使用」オプション以外のテキストの整列を使用して
ください。

グリッドの縦横の寸法をピクセル単位で設定します。

グリッド領域の縦横に配分するパーティクルの数を指定します。パー
ティクルは、この値が 1 以上のときだけ生成されます。

「幅」、「高さ」、「パーティクル交差」および「パーティクル降下」の各オプションが使用できな
い場合は、グリッドテキストを編集ダイアログボックスの「グリッドを使用」オプションがオフに設定されて
います。

テキスト文字のドットカラーを設定します。レイヤーをパーティクルのソースとして使用する場合、
この設定は効果がありません。

ドットの半径をピクセル単位で設定するか、またはテキスト文字をポイ
ント単位で設定します。レイヤーをパーティクルのソースとして使用する場合、この設定は効果がありませ
ん。

レイヤーエクスプローダとパーティクルエクスプローダ

レイヤーエクスプローダは、レイヤーを新規パーティクルにエクスプロードし、パーティクルエクスプローダ
はパーティクルをより多くの新規パーティクルにエクスプロードします。エクスプローダは、エクスプロー
ジョン効果だけでなく、花火をシミュレートしたり、パーティクルの数を急速に増やす場合にも便利です。
エクスプロージョンから生じるパーティクルを設定する場合は、以下のガイドラインを参考にしてください。

レイヤーは、フレームごとに 1 回エクスプロードされます。初期設定では、コンポジショ
ンが継続している間、パーティクルの連続的なシャワーが作成されます。レイヤーのエク
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レイヤーをエクスプロード

新規パーティクルの半径

分散速度

反響

注意：

レイヤーを使用

スプロージョンを開始または停止する場合は、キーフレームを使用して「新規パーティク
ル半径」をアニメートし、パーティクルの生成を中止する時点で値がゼロになるようにし
ます。
レイヤーのソースがネスト化されたコンポジションの場合は、ネスト化されたコンポジ
ション内のレイヤーに対して異なる不透明度プロパティ値またはインポイントとアウトポ
イントを設定して、エクスプロードレイヤーを時間ごとに異なるポイントで透明にするこ
とができます。レイヤーエクスプローダは、レイヤーのソースが透明の場合はパーティク
ルを作成しません。
エクスプロードレイヤーの位置を変更するには、レイヤーをその新しい位置でプリコン
ポーズ（「すべての属性を新規コンポジションに移動」オプションを使用）してから、プ
リコンポーズされたレイヤーをエクスプロードレイヤーとして使用します。
パーティクルをエクスプロードした場合、新規パーティクルは、元のパーティクルの位
置、速度、不透明度、スケールおよび回転を継承します。
レイヤーやパーティクルをエクスプロードした後、パーティクルの動きは、重力、反発、
壁、プロパティマッパーの各設定の影響を受けます。

持続プロパティマッパーおよび一時プロパティマッパーでは、エクスプロージョンをよりリアルにするオ
プションが用意されています。例えば、エクスプロードされたパーティクルをフェードアウトさせるに
は、「不透明度」を変更します。また、これらのパーティクルが冷えるにつれてそのカラーが変化するよ
うにするには、「赤」、「緑」、「青」のカラーチャンネルを変更します

（レイヤーエクスプローダのみ）エクスプロードするレイヤーを選択します。
パーティクルが表示されたときにビデオを消去するには、レイヤーのビデオをオフにするか、レイヤーのアウ
トポイントをトリムします。

エクスプロージョンから生じるパーティクルの半径の値を入力します。この値は、
元のレイヤーまたはパーティクルの半径よりも小さくする必要があります。

エクスプロージョンから生じたパーティクルの速度範囲の最大値を、1 秒あたりのピクセル数で入
力します。この値を大きくすると、より分散した、雲のようなエクスプロージョンが生成されます。値を小さ
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時間オフセットの種類

時間オフセット

反響

マルチフレームレイヤーのフレームの使用方法を指定します。例えば、羽ばたく鳥の
レイヤーを使用している場合に、「時間オフセットの種類」で「相対」のオフセットを 0 にすると、鳥のすべ
てのインスタンスで羽根の羽ばたきが同期化されます。これは、マーチングバンドの場合は現実味があります
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注意：

1 インスタンスしか生成しない場合は、選択を解除します。

4. 「OK」をクリックしてキャノンテキストを編集ダイアログボックスを閉じてから、
「OK」をクリックしてパーティクルプレイグラウンドダイアログボックスを閉じます。

5. キャノンの横にある右向きの三角形をクリックしてキャノンプロパティを表示します。

6. 「フォントサイズ」の値をクリックし、10 以上の値を入力して、Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

初期設定のパーティクルのテキスト置き換えを中止するには、「キャノンテキストを編
集」ダイアログボックスのボックスからテキストをすべて削除します。

初期設定のグリッドパーティクルを文字に置き換える
1. エフェクトコントロールパネルで、「オプション」をクリックして、「グリッドテキスト
を編集」をクリックします。

2. 以下のオプションを設定します。

「フォント」および「種類」では、グリッド文字のフォントと種類を選択します。
「整列」では、ボックス内のテキストを「グリッド」の「位置」で指定された位置に
配置する場合は、「左」、「中央」または「右」をクリックし、テキストの個々の文
字を連続するグリッド交点に配置する場合は、「グリッドを使用」をクリックしま
す。
「ループテキスト」は、すべてのグリッド交点に 1 文字ずつ配置されるまで、入力し
た文字を反復する場合に選択します。グリッド交点は、「パーティクル交差」オプ
ションと「パーティクル降下」オプションによって指定されますテキストの 1 インス
タンスしか生成しない場合は、選択を解除します（このオプションは、「グリッドを
使用」整列オプションを選択した場合にのみ使用できます）。

3. ボックスにテキストを入力します。「グリッドを使用」オプションを選択し、グリッド交
点をスキップする場合は、スペースを入力します。また、次の文字を 1 つ下のグリッド
列に強制的に配置するには、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を
押します。

4. 「OK」をクリックしてグリッドテキストを編集ダイアログボックスを閉じてから、
「OK」をクリックしてパーティクルプレイグラウンドダイアログボックスを閉じます。

5. グリッドの横にある右向きの三角形をクリックしてプロパティを表示します。

6. 「フォントサイズ」の値をクリックし、10 以上の値を入力して、Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

初期設定のパーティクルのテキスト置き換えを中止するには、「グリッドテキストを編集」ダイアログボック
スのボックスからテキストをすべて削除します。

選択テキストの値を使用してテキストのサブセットに異なる影響を与える

選択テキストの値を指定して、テキストパーティクルの特定のサブセットにのみ異なる影響を与えることがで
きます。パーティクルプレイグラウンドオプションダイアログボックスを開くには、エフェクトコントロール
パネルのパーティクルプレイグラウンドエントリの上部にある「オプション」をクリックします（これは、グ
リッドまたはキャノンエミッタで使用するテキストを指定するのと同じ場所です）。次に、1 つまたは複数の
「選択テキスト」フィールドにテキストを入力して、「OK」をクリックします。これで、いずれかの反響プ
ロパティグループの文字メニューからいずれかの選択テキストセットを選択できます。例えば、「選択テキス
ト 1」に文字 e を入力し、重力／反響／文字で選択テキスト 1 を選択して、重力が文字 e にだけ影響を与え
るようにすることができます。
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速度

方向

エリア

外観

回転

注意：

他のすべてのテキスト機能の場合と同様、この機能は wingdings などのシンボルフォントで使用できま
す。

時間の経過に伴ったパーティクルの変更

キャノン、グリッド、レイヤーエクスプローダおよびパーティクルエクスプローダの調整は、パーティクルの
作成時からパーティクルに反映されます。その他、重力、反発、壁、持続プロパティマッパーおよび一時プロ
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両端揃え

ランダム拡散力

方向

反響

注意：

両端揃え

力半径

反発物

反響

境界
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パーティクル

選択マップ
注意：

文字

より古い／新しい

エイジフェザー

ダコントロール内の「反響」コントロールは、パーティクルエクスプローダが影響されるパーティクルを指定
します。

パーティクルに影響を及ぼすパーティクルジェネレーターまたはそれらの組み合わせを選択し
ます。

影響を受けたパーティクルに作用するレイヤーマップを選択します
シミュレーションスペースは、パーティクルプレイグラウンドが適用されるレイヤーの寸法に制限さ

れません。表示されないドットにも選択マップが反映されるようにするには、パーティクルプレイグラウンド
レイヤーよりも大きな選択マップを使用する必要があります。

影響を受ける文字を指定します。この調整は、テキスト文字をパーティクルタイプとして使用している
場合にのみ適用されます。

影響を受けるパーティクルの経過時間のしきい値（上限値または下限値）を秒で指定しま
す。古いパーティクルには正の値が反映され、新しいパーティクルには負の値が反映されます。例えば、10と
いう値はパーティクルは10
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注意：

なし

赤、緑、青
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角速度

回転効果

スケール

X スケール／Y スケール

X ／Y

傾き速度

X 速度／Y 速度

傾き力

X 力

Y 力

不透明度

質量

寿命

パーティクルの回転速度を1 秒あたりの度数でコピーします。この設定は、パー
ティクルの自転速度になります。

パーティクルの回転力をコピーします。正の値にすると、パーティクルの角速
度が増加し、パーティクルの質量が大きくなるにつれて、ゆっくりと増加します。ピクセ
ルの輝度が高くなると、角速度に対する影響が大きくなります。十分な回転効果が角速度
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文字

注意：

フォントサイズ

時間オフセット

スケール速度

注意：

ASCII テキスト文字に対応する値をコピーし、現在のパーティクルを置き換えま
す。このプロパティは、テキスト文字をパーティクルとして使っている場合にのみ適用さ
れます。ASCII 文字に対応するグレーのシェードをレイヤーマップでペイントまたは描画
することで、表示するテキスト文字を指定できます。値を 0 に設定すると、文字は生成

708



「一時プロパティマッパー」を使用すると、パーティクルプレイグラウンドは、パーティクルのプロパティ値
をパーティクルの現在位置でレイヤーマップのピクセルが表示する値に置き換えます。また、数値演算子を指
定し、その後パーティクルのプロパティ値と対応するレイヤーマップのピクセル値を使用して、結果値を増
加、削減または制限することもできます。
 

セット
パーティクルのプロパティ値を対応するレイヤーマップのピクセル値に置き換えます。例えば、パーティクル
のプロパティ値をレイヤーマップの対応するピクセルの輝度値に置き換えるには「設定」を使用します。これ
は最も予測しやすい演算子で、初期設定になっています。
 

加算
パーティクルのプロパティ値と対応するレイヤーマップのピクセル値の和を使用します。
 

差
パーティクルのプロパティ値とレイヤーマップの対応するピクセルの輝度値の差の絶対値を使用します。この
演算子は、差の絶対値を取るので、結果値は常に正の値になります。この演算子は、値を正の値だけに限定す
る場合に便利です。リアルな動きにしようとする場合、差演算子では適切でないことがあります。
 

減算
パーティクルのプロパティ値から、レイヤーマップの対応するピクセルの輝度値を引きます。
 

乗算
パーティクルのプロパティ値に、レイヤーマップの対応するピクセルの明るさの値を掛け合わせて、その結果
を使用します。
 

最小
レイヤーマップの輝度値とパーティクルのプロパティ値を比較して、小さい方の値を使用します。パーティク
ルのプロパティを制限して一定の値以下にするには、「最小」演算子を使用して、「最小」調整と「最大」調
整の両方をその値に合わせます。白い平面をレイヤーマップとして使用する場合は、その値に「最大」調整の
みを合わせます。
 

最高
レイヤーマップの輝度値とパーティクルのプロパティ値を比較して、大きい方の値を使用します。
 

 

プロパティの既存の値を大きくするには、正の値を使って加算演算子を適用するか、1.0 よりも大きい値を
使って乗算演算子を適用するかします。プロパティ値の変化を弱める（トーンダウンさせる）には、0.0 ～
1.0 の範囲の値を使用して乗算演算子を適用します。

パーティクルプレイグラウンドの制御レイヤー

パーティクルプレイグラウンドは、制御レイヤーを使用して、不透明度などのパーティクルのプロパティを制
御できます。制御レイヤーの作成および使用方法の概要については、合成エフェクトと制御レイヤーを参照し
てください。
制御レイヤーとして使用するイメージの色深度に関係なく、パーティクルプレイグラウンドでは常に、赤、
緑、青の各チャンネルがあたかも 8 bpc のグレースケールイメージであるかのように使用されます。カラーを
使用して制御レイヤーを作成すると、パーティクルプレイグラウンドのプロパティマッパープロパティグルー
プは、各 RGB カラーチャンネルから個別に明るさの値を抽出することができます。
制御レイヤーのアルファチャンネルは、パーティクルプレイグラウンドが制御レイヤーのピクセル値を使用す
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ページの先頭へ

注意：

る前に制御レイヤーのカラー値を変更します。アルファチャンネルの値が 0 のエリア（制御レイヤーの透明
部）は、パーティクルの値に影響しません。アルファチャンネルに 0 より大きい値が割り当てられているエリ
ア（制御レイヤーの半透明部および不透明部）は、アルファチャンネルの値に比例した影響をパーティクルの
値に与えます。持続プロパティマッパーおよび一時プロパティマッパープロパティグループを使用する場合
は、パーティクルに適用される実際の値も、「最小」と「最大」で設定されている範囲によって影響されま
す。
パーティクルプレイグラウンドは、イメージ内の赤、緑、青の 3 つのチャンネルから明るさの値を個別に抽出
できます。チャンネルごとに異なるレイヤーマップを作成する場合は、Adobe Photoshop などの個々のカ
ラーチャンネルを編集できるプログラムを使用して、レイヤーマップをそれぞれ独自のチャンネルにペイント
するか、貼り付けます。After Effects で読み込み可能な形式で、制御レイヤーを RGB イメージとして保存し
ます。このイメージは、表示可能なイメージレイヤーではなく、 3 つの異なるレイヤーマップを 1 つの非表
示レイヤーとして使用するためのものなので、RGB モードで表示すると、通常通りに表示されないことがあ
ります。

3 つの個別のイメージが既にある場合は、チャンネル設定エフェクトを使用することで、すべてのイメー
ジを結合した 1 つのRGB ファイルとして作成できます。チャンネル設定を使用すると、各イメージを結合
ファイルの固有のチャンネルに読み込むことができ、RGB レイヤーマップとして使用するのに適したイ
メージになります。

パーティクルプレイグラウンドを使用するときの注意事項

パーティクルプレイグラウンドエフェクトを使用する場合は、次の点を注意してください。

「パーティクルプレイグラウンド」エフェクトを生成する場合は、情報パネル上で生成さ
れているパーティクルの数を常に確認してください。エフェクトに 10,000 個以上のパー
ティクルが含まれている場合は、レンダリングの速度が非常に遅くなることがあります。
処理速度に問題が発生した場合、パーティクル/秒とパーティクル降下のいずれかまたは両
方を、比較的小さい値（1 ～ 100 の範囲）に設定します。
グリッドとレイヤーエクスプローダは、フレームごとにパーティクルを生成するので、作
成するエフェクトに必要以上に多くのパーティクルが生成され、レンダリングの速度が遅
くなることがあります。パーティクルの連続生成を避けるには、「レイヤーエクスプロー
ダ」、「新規パーティクル半径」、グリッドの「幅」と「高さ」、「パーティクル半
径」、「フォントサイズ」の各設定をアニメートし、時間の経過に応じて値が縮小し、最
終的にはゼロになるようにします。これにより、パーティクルプレイグラウンドは、シー
ケンスの最初でのみ、新規パーティクルを生成するようになります。
「パーティクルプレイグラウンド」エフェクトをレイヤーに適用する場合、パーティクル
の位置は、そのレイヤーの境界に制限されません。画面上で確認できないパーティクルや
イメージのエッジ付近に表示されるパーティクルを設定するには、パーティクルプレイグ
ラウンドレイヤーのエリアよりも大きい選択マップまたはプロパティマップを使用しま
す。また、After Effects では、イメージマップのアルファチャンネルも考慮されます。
マップの透明部分がパーティクルに影響を及ぼすようにする場合は、黒い平面を背景にし
てマップレイヤーをプリコンポーズします。
「パーティクルプレイグラウンド」エフェクトを使用してフィールドレンダリングを指定
するには、パーティクルプレイグラウンドオプションダイアログボックスで「フィールド
レンダリング使用可能」を選択します。これにより、パーティクルプレイグラウンドは、
フィールドレンダリングで必要な、現在のコンポジションの 2 倍のフレームレートでシ
ミュレーションを計算します。

シャターエフェクト
複数のシミュレーションエフェクトで共有されるプロパティについて詳しくは、ライトとマテリアル

の共通コントロールを参照してください。

シャターエフェクトはイメージを爆発（エクスプロード）させます。エフェクトの設定を使用して、爆発ポイ
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注意：

レンダリング

ワイヤーフレーム前面ビュー

ワイヤーフレーム

ントを設定したり、強度と半径を調整したりします。半径の外側にある部分は爆発せず、レイヤーは部分的に
未変更のまま残ります。粉々に砕かれた破片の形は、様々な形の中から選択できます（または、独自のシェイ
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ワイヤーフレーム前面ビュー + フォース

ワイヤーフレーム + フォース

パターン

カスタム粉砕マップ

白タイル（固定）

繰り返し

方向

原点

押し出す深さ

レイヤーのワイヤーフレーム前面ビューを表示し、各球のフォース
を青で表します。

ワイヤーフレームビューを表示し、球のフォースを青で表します。このビュー
にはカメラの制御機能が付いているので、3 次元空間にすべて正確に配置できます。

レンダリングコントロール

「レンダリング」は、場面全体（初期設定）、砕かれていないレイヤーまたは砕かれた破片を個別にレンダリ
ングします。例えば、砕かれた破片だけに「グロー」エフェクトを適用し、そのままの状態のレイヤーの部分
には適用しない場合は、爆発を作成し、レイヤーを複製します。次に、背面レイヤーの場合はレンダリングメ
ニューから「レイヤー」を選択し、前面レイヤーの場合は「かけら」を選択します。次に、前面レイヤーに
「グロー」エフェクトを適用します。

シェイプコントロール

「シェイプ」は、砕かれた破片の形と外観を指定します。

爆発した破片に使用するプリセットパターンを指定します。

爆発した破片のシェイプとして使用するレイヤーを指定します。

カスタム粉砕マップ内の純粋な白タイルが爆発しないようにします。このオプションを使
用して、強制的にレイヤーの一定部分が変化しないようにすることができます。
粉砕マップでイメージや O などの文字を使用する場合に、このオプションを使用します。O の中心部分と
背景など、爆発させない部分には純粋な白を設定し、残りの部分にはその他の純粋な色を設定します。

タイルパターンのスケールを指定します。このオプションは、すべてがシームレスに並べて表示さ
れるプリセット粉砕マップと同時に使用する場合にのみ有効です。この値を大きくすると、粉砕マップのサイ
ズが小さくなり、画面上の破片の数が多くなります。その結果、レイヤーはより多くの小さい破片に分割され
ます。砕かれた破片の数とサイズが突然変わる可能性があるので、この設定のアニメートはお勧めしません。

レイヤーを基準としたときのプリセット粉砕マップの向きを回転します。「繰り返し」の場合と同様、
この設定のアニメートは、アニメーションを突然変化させるので、お勧めしません。

レイヤー上のプリセット粉砕マップの正確な位置を設定します。このオプションは、特定の砕かれた破
片を持つイメージ部分を並べる場合に便利です。この設定のアニメートは、アニメーションを突然変化させる
ので、お勧めしません。

爆発した破片に 3D 
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位置

深度

半径

注意：

強度

注意：

シャターしきい値

グラデーションレイヤー

爆風の現在の中心点を X、Y 座標で指定します。

現在の中心点、またはレイヤーの前面または背面から爆風ポイントまでの距離を Z 座標で指定します。
「深度」を調整すると、レイヤーに適用される爆風の半径が決定されます。爆風の半径は球状を定義します
が、レイヤーは基本的には平面です。したがって、球の円形の断面だけが平面に交差します。レイヤーが爆風
の中心から離れるほど、円形の断面は小さくなります。爆発すると、破片は力の中心から飛び出します。「深
度」は破片が飛ぶ方向を決定します。正の値を設定すると、破片は前方に爆発し、カメラに向かって飛びます
（カメラの設定を初期設定の 0, 0, 0 にした場合）。負の値を設定すると、破片は後方に爆発し、カメラから
離れていきます。「深度」設定の結果を表示するには、「ワイヤーフレーム+球のフォース」表示を使いま
す。

爆風の球のサイズを定義します。半径は円（または球）の中心からエッジまでの距離です。この値を調
整することによって、爆発する破片を正確に微調整できます。この値を変更すると、爆発の速度と完全性が変
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注意：

グラデーションを反転

回転速度

転落軸

注意：

ランダム度

粘性

変動量

重力

重力の方向
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カラー

不透明度

前面モード、側面モード、背面モード

注意：

前面レイヤー、側面レイヤー、背面レイヤー

注意：

カメラシステム

X 回転、Y 回転、Z 回転

X、Y 位置

Z 位置

焦点距離

前面モードメニュー、側面モードメニューおよび背面モードメニューで定義するように、破片のカ
ラーを指定します。このカラーは、「モード」の設定によっては表示されない場合があります。「モード」を
「カラー」、「ティントレイヤー」、「カラー + 不透明度」または「ティントレイヤー + 不透明度」に設定
すると、選択したカラーが破片の外観に適用されます。

対応する「モード」設定の不透明度を設定します。不透明度が破片の外観に影響を与えるようにす
るには、「モード」を「カラー + 不透明度」、「レイヤー + 不透明度」または「ティントレイヤー + 不透明
度」に設定する必要があります。「不透明度」をテクスチャマップと一緒に使用することで、外観が半透明の
マテリアルを作成できます。

破片の前面、側面および背面の外観を指定します。「カラー」では、
適切な破片の面に選択したカラーが適用されます。「レイヤー」では、対応するレイヤーメニュー内で選択し
たレイヤーが、適切な破片の面にマップされます。「ティントレイヤー」では、選択したレイヤーと選択した
カラーが合成されます。この場合の効果は、色付きのフィルターを通してレイヤーを表示した場合に似ていま
す。「カラー + 不透明度」では、選択したカラーに、指定した量の不透明度が混合されます。「不透明度」を
1 に設定すると、選択したカラーが適切な面に適用されます。「不透明度」を 0 に設定すると、面は透明にな
ります。「レイヤー + 不透明度」では、選択したレイヤーに、指定された量の不透明度が混合されます。「不
透明度」を 1 に設定すると、選択したレイヤーが適切な面にマップされます。「不透明度」を 0 に設定する
と、面は透明になります。「ティントレイヤー + 不透明度」では、選択したティントレイヤーに、指定された
量の不透明度が混合されます。「不透明度」を 1 に設定すると、選択したティントレイヤーが適切な面にマッ
プされます。「不透明度」を 0 に設定すると、面は透明になります。

「シャター」エフェクトを適用するレイヤーに、透明度として使用するアルファチャンネルが含まれ
ている場合は、破片の前面、側面および背面に同じテクスチャ（または、少なくとも同じアルファチャンネル
を持つ別のレイヤー）を使用して、すべての面を透明にします。

対応する破片の面にマップするレイヤーを指定します。「前面
レイヤー」では、選択したレイヤーが破片の前面にマップされます。「背面レイヤー」では、選択したレイ
ヤーが背面にマップされます。「前面モード」と「背面モード」の両方に「レイヤー」を選択した場合は、砕
かれた各破片のピクセル情報が、前面と背面の両方で同じになります。「側面レイヤー」は、選択したレイ
ヤーが前面と背面にもマップされて、レイヤーがスライスされているかのように、選択したレイヤーの押し出
された部分を、破片の押し出された面にマップします。

エフェクトが適用されているレイヤーを選択すると、レイヤーをプリコンポーズしていない場合は、
テクスチャにその効果は現れません。ただし、「なし」を選択した場合、「シャター」エフェクトを適用した
レイヤーは、「シャター」エフェクトの前に発生したすべてのエフェクトとともにテクスチャマップとして使
用されるので、プリコンポーズは必要ありません。

カメラシステムとカメラ位置のコントロール

3D イメージをレンダリングするときに、エフェクトの「カメラ位置」プロパティ、「コー
ナーピン」プロパティ、コンポジションの初期設定のカメラとライトの位置のどれを使用するかを指定しま
す。

指定した軸の周りでカメラを回転させます。上、横、背面など、様々なアングルか
らカードを見ることができます。

XY 平面のカメラの位置。

Z 軸上のカメラの位置。数値を小さくすると、カメラがレイヤーに近づき、大きくすると遠ざかりま
す。

ズームの倍率。数値を小さくすると、ズームインします。

715



トランスフォーム順序

左上隅、右上隅、左下隅、右下隅

自動焦点距離

焦点距離

注意：

注意：

ページの先頭へ

カメラを 3 つの軸の回りに回転させる順序と、他のカメラの位置制御を使用してカメ
ラを配置したときに、その前後でカメラを回転させるかどうかを指定します。

コーナーピンの調整

コーナーピンは、もう 1 つのカメラ調整システムです。エフェクトの結果を、フレームに対して傾斜している
平面上のシーンに合成する場合に使用します。

レイヤーの四隅の位置。

アニメーション中のエフェクトの遠近を調整します。このオプションの選択を解除すると、指
定された焦点距離を使用してカメラの位置と方向が決定され、レイヤーの四隅がコーナーピンに配置されま
す。位置と方向を決定できない場合、レイヤーはアウトラインに置き換えられ、ピンの間に描画されます。こ
のオプションを選択すると、四隅のポイントに適合する焦点距離が使用されます。適合する焦点距離を使用で
きない場合は、前後のフレームから適切な値を補間します。

満足のいく結果が得られない場合、他の設定に優先します。この焦点距離が、実際にピンを構成し
た場合の焦点距離と合わない場合は、イメージが不自然に見える（意図せず変形する場合など）ことがありま
す。いずれにしろ、正しい焦点距離を知っていれば、正常な結果を簡単に得ることができます。

カスタム粉砕マップの作成

After Effects では、モノクロイメージを含むすべてのレイヤーが、RGBA イメージとして表示されます。
「シャター」エフェクトは、各チャンネルのルミナンスしきい値を計算して、カスタム粉砕マップを作成しま
す。「シャター」エフェクトは、各チャンネルの 50％ルミナンスしきい値を計算して、赤、緑、青、黄、マ
ゼンタ、シアン、白、黒の 8 色だけで構成されるイメージを作成します。チャンネルの組み合わせは、8 色を
すべてオンにしたときに 255、すべてオフにしたときに 0 となります。シャターレイヤーは、カラーが異なる
セクションのエッジに沿って分割されます。
カスタム粉砕マップをデザインする場合は、手動でイメージの各チャンネルのしきい値を 50％に設定すると
便利です（設定には、「カーブ」エフェクトを使用します）。しきい値を設定すると、イメージが砕かれて破
片になる様子を確認できます。または、中間シェードまたはアンチエイリアスを使用せずに、上記の 8 色のみ
を使用してイメージを描くことによって、カスタム粉砕マップを作成することもできます。

イメージをこの 8 色でポスタライズするには、「コロラマ」エフェクトを使用します。このとき、
「パレットの補間」の選択を解除します。詳しくは、コロラマエフェクトを参照してください。

アルファチャンネルは、砕かれた破片が存在するかどうかを決定します。白のアルファチャンネル値は、砕か
れた破片になり、黒のアルファチャンネル値は破片なしになります。アルファチャンネルを使用すると、穴が
空いているタイルマップを作成したり、押し出されたテキストなどの単純な 3D モデルを生成したりできま
す。

カスタム粉砕マップは、レイヤーが砕く破片の形を決定しますが、破片が砕かれるタイミングは決定
しません。タイミングは「フォース」によって決定され、グラデーションレイヤーによってさらにコントロー
ルできます。

Toolfarm の Web サイトには、実際のレンガを表すカスタム粉砕マップを作成する方法のチュートリアルが公
開されています。

ウェーブワールドエフェクト

「コースティック」エフェクトや「コロラマ」エフェクトなどで使用するグレースケールディスプレイスメン
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高さマップ

ワイヤーフレームプレビュー

トマップを作成します。このエフェクトは、液体の物理的な特性のシミュレーションに基づいて波を作成しま
す。波は、エフェクトポイントを起点として伝播し、相互に作用して、環境をリアルに反射します。「ウェー
ブワールド」を使用すると、ロゴおよびレイヤー側面にはね返る波をあしらったロゴのトップダウン表示を作
成できます。
Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、コースティックエフェクトとウェーブワールドエフェクト
を使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ワイヤーフレームプレビュー（左上）、高さマップビュー（左下）、結果イメージ（右下）。結果は、「コー
スティック」エフェクトサンプルの水面ソースとして使用されます。

ワイヤーフレームプレビュー（左）、高さマップビュー（中央）、結果イメージ（右）。結果は、「コロラ
マ」エフェクトサンプルの入力フェーズとして使用されます。
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水平に回転

垂直に回転

垂直比率

注意：

明るさ

コントラスト

ガンマ調整
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グリッド解像度

グリッド解像度ダウンサンプル

波紋の速度
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

種類

位置

高さ／長さ

幹の幅

角度

振幅

周波数

フェーズ

プロデューサー 1 とプロデューサー 2 コントロール

「プロデューサー」では、波の開始点を指定します。

プロデューサーの種類を指定します。「リング」では、石を池に落としたときのような波紋が作成され
ます。波は円状（または、エフェクトポイントのサイズ設定によっては楕円上）に外側に向かって放射されま
す。「ライン」では、プロデューサーの位置から楕円上ではなく線状に伝播する波が作成されます。この設定
は、非常に遠くで生じたような波を作成する場合に便利です。波は、ラインのエッジに対して垂直に生成され
ます。ラインの長さは、「高さ／長さ」の値によって決まります。

波プロデューサーの中心の位置を指定します。

「リング」プロデューサーの（垂直方向の）高さを指定し、「ライン」プロデューサーの長さを
調整します。

プロデューサーエリアの（水平方向の）幅を指定します。

「ライン」および「リング」タイプの波プロデューサーエリアの角度を指定します。この調整ではライ
ンの方向を設定し、波の初期方向を調整します。波は、ラインの一方の側から指定された長さになるまで垂直
方向に伝播します。

作成した波の高さを調整します。値を大きくするほど波は高くなりますが、クリッピングが発生する場
合があります。クリッピングは、明るさとコントラストの調整を使用して修正します。

1 秒間に生じる波の数を調整します。1 
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旧バージョンエフェクト

ページの先頭へ

スウィベル

ティルト

画像までの距離

鏡面ハイライト

プレビュー

基本 3D エフェクト
基本テキストエフェクト
カラーキーエフェクト
ブラー（滑らか）エフェクト
ブラー(以前の形式によるガウス）エフェクト
稲妻エフェクト
ルミナンスキーエフェクト
パステキストエフェクト
スピルサプレッションエフェクト

旧バージョンカテゴリのエフェクトは、以前のバージョンの After Effects で作成されたプロジェクトと互換性
があります。プロジェクトを更新したり、新しいプロジェクトを作成した場合は、旧バージョンカテゴリのエ
フェクト以外のエフェクトや手法を使用する必要があります。

基本 3D エフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「基本 3D」エフェクトが適用さ
れたレイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、3D レイヤースイッチを使用
して 3D レイヤーに変換してください（3D レイヤーを参照してください）。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
基本 3D」エフェクトを適用すると、仮想 3D 空間でレイヤーを操作することができます。
基本 3D には、レイヤーの画質設定が適用されます。ドラフト画質では、ピクセルの位置を計算する際、最も
近い整数値が採用されます。最高画質では、サブピクセルのレベルまで精確に計算されます。

水平方向の回転（垂直軸を中心とした回転）を調整します。イメージを 90°以上回転させて裏面
を見ることもできます。イメージの裏面は表面のミラーイメージになっています。

垂直方向の回転（水平軸を中心とした回転）を調整します。

イメージからユーザーの視点までの距離。

レイヤーの表面の光の反射を追加します。ライトの光源は、画面に向かって後ろの左上方向
にあります。上からライトが差すので、反射させるためにはイメージを後ろに傾ける必要があります。鏡面ハ
イライトは最高画質でしか表示できません。「プレビューワイヤーフレームを描く」を選択すると、鏡面ハイ
ライトが見えない（ハイライトの中心がレイヤーと交差していない）場合は赤いプラス記号（ + ）が、ハイラ
イトが見える場合は緑色のプラス記号（ + ）が示されます。

3D イメージのワイヤーフレームアウトラインを描画します。ワイヤーフレームアウトラインは高
速でレンダリングされます。最終的な結果を見るには、ワイヤーフレームでの操作がすべて終わったときに、
「プレビューワイヤーフレームを描く」の選択を解除します。プレビューのワイヤーフレームは、ドラフト画
質でのみ描画され、最高画質に切り替えた場合は、イメージの内容まで描画されます。そのため、最高画質の
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ページの先頭へ

注意：

位置
注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ムービーが誤ってプレビューモードでレンダリングされることはありません。

基本テキストエフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「基本テキスト」エフェクトが適
用されたレイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、テキストの書式設定やア
ニメーションをより細かく制御するテキストレイヤーを使用してください（テキストレイヤーの作成と編集を
参照してください）。
既存のレイヤーの上にテキストを配置します。テキストレイヤー上にテキストを作成する場合や、Adobe
Photoshop や Adobe Illustrator で作成したテキストを読み込んだ場合（テキストが独自のレイヤーになりま
す）とは異なります。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

テキストの幅と高さは、レイヤーのサイズに制限されません。レイヤーのサイズを超える部分は表示
されなくなります。

レイヤー上のテキストを配置する場所。
基本テキストダイアログボックスの「整列」の設定は、位置ポイントの動作に影響します。位置ポイ

ントは常に、テキストの垂直方向の中心に置かれ、レイヤーに対して相対的な位置になります。しかし、テキ
ストの整列方法が左揃えの場合は位置ポイントは左端になり、中央揃えの場合は中心に、右揃えの場合は右端
になります。

カラーキーエフェクト

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、キーイン
グの概要とリソースを参照してください。
「カラーキー」エフェクトは、指定のキーカラーに類似するすべてのイメージピクセルをキーアウトします。
このエフェクトは、レイヤーのアルファチャンネルのみを変更します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／旧バージョン／カラーキーを選択し
ます。

2. エフェクトコントロールパネルで、以下のいずれかの方法に従ってキーカラーを指定しま
す。

キーカラーサンプルをクリックして、カラーを選択するダイアログを開き、色を指定
します。
スポイトをクリックしてから、スクリーン上の色をクリックします。

3. カラー許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする色範囲を指定します。低い値で
はキーカラー付近の狭い範囲の色がキーアウトされ、高い値では広い範囲の色がキーアウ
トされます。

4. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の
値ではマスクが拡大されて透明領域が大きくなり、負の値ではマスクが縮小されて透明領
域が小さくなります。

5. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高
い値では、エッジがより柔らかくなりますが、レンダリングに時間がかかります。

ブラー（滑らか）エフェクト
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

開始ポイント、終了ポイント

線分数

振幅

再分割数、振幅の細かさ

枝分かれ度

枝分かれの繰り返し

枝分かれ角度

枝の長さ

枝数

レイヤーの画質を「最高」に設定している場合は、「ブラー（滑らか）」エフェクトの適用結果は、「ブラー
（ガウス）」とよく似ています。
Stu Maschwitz が、彼自身の ProLost ブログに掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑
らか）」および「ブラー（ガウス）」エフェクトを比較しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

ブラー(以前の形式によるガウス）エフェクト

ブラー（ガウス）エフェクトは、画像をぼかして柔らかくし、ノイズを除去します。レイヤーの画質設定は、
ブラー（ガウス）に影響しません。ブラー(以前の形式によるガウス）エフェクトは、ブラー（ガウス）エ
フェクトに比較すると多少異なるレンダリング結果を作成します。
Stu Maschwitz が、彼自身の ProLost ブログに掲載した記事の中で、ブラー（ボックス）、ブラー（滑らか）
およびブラー（以前の形式によるガウス）エフェクトを比較しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

稲妻エフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「稲妻」エフェクトが適用された
レイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、「稲妻（高度）」エフェクトを使
用してください（稲妻（高度）エフェクトを参照してください）。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

稲妻の開始点と終了点。

メインの稲妻から引き出す線分の数。値を大きくすると細かい稲妻になりますが、動きのスムーズさ
は若干落ちます。

稲妻の振れの大きさ。レイヤーの幅に対する割合（％）で指定します。

稲妻とその枝の細かさを指定します。「再分割数」の通常の値は 2 ～ 3 の範囲で
す。「振幅の細かさ」の一般的な値は 0.3 です。どちらのコントロールも、これよりも大きい値は静止画には
適していますが、アニメーションが不明瞭になります。

線分の先の枝分かれ（フォーク）の程度。値を 0 に指定すると、枝分かれ処理は行われませ
ん。1.0 に指定すると、すべての線分で枝分かれ処理が行われます。

枝をさらに分かれさせる量。値を大きくすると、1 本の木のような稲妻になります。

メインの稲妻と枝の角度。

各枝の長さ。線分の平均の長さに対する割合で指定します。

各枝を構成する線分の最大数。長い枝を作るには、「枝の長さ」と「枝数」の両方を大きな値にしま
す。

723

http://prolost.com/blog/2006/3/2/a-tale-of-three-blurs.html
http://prolost.com/blog/2006/3/2/a-tale-of-three-blurs.html
http://prolost.com/blog/2006/3/2/a-tale-of-three-blurs.html
http://prolost.com/blog/2006/3/2/a-tale-of-three-blurs.html


枝の幅

速度

安定度

終了点の固定

幅、幅の変化

内側の光る幅

外側のカラー、内側のカラー

引く力、引く方向

ランダムシード

描画モード

各フレームで再実行

ページの先頭へ

各枝の幅の平均。メインの稲妻の幅に対する割合で指定します。

稲妻の動く速さ。

稲妻が、開始点と終了点を結ぶ線からどの程度外れて振れるかを指定します。値を小さくすると、稲
妻がラインに沿って振動します。値を大きくすると、ラインから大きく外れて振動します。「安定度」と「引
く力」を使用して、稲妻が「引く方向」で指定した方向に引っ張られた後に元の位置に戻る動きを調整するこ
とができます。「安定度」の値が小さすぎると、稲妻が弧状にならずに元に戻り、値が大きすぎると、稲妻が
跳ねるように動きます。

稲妻の終了ポイントを固定します。このオプションの選択を解除すると、稲妻の終端が終了点
の周りを動き回ります。

メインの稲妻の幅、および各線分の幅の変化の度合い。幅の変化はランダムに処理されます。
値を 0 に設定すると、幅は変更されません。1 に設定すると、幅の変化が最大になります。

「内側のカラー」で指定した内側の光る部分の幅。稲妻全体の幅に対する割合を指定します。

稲妻の外側と内側の光る部分のカラー。「稲妻」エフェクトでは、これらのカ
ラーをコンポジション内の既存のカラーの上に追加するので、原色のカラーを使用することをお勧めします。
明るいカラーを選択すると実際よりも明るく表示されます。下にあるカラーの明るさによっては、白色に見え
る場合もあります。

稲妻を引っぱる力の強さと方向。「引く力」を「安定度」とともに使用すると、「ヤコブ
のはしご」効果を作成することができます。

「稲妻」エフェクトの基となる乱数ノイズを生成するための入力値。生成された稲妻の動き
が他のレイヤーやイメージの邪魔になる場合は、適切な動きになるまで値を変えていってください。

元のレイヤーの上に稲妻を合成するのに使用する描画モード。タイムラインパネルにあるものと
まったく同じです。

フレームごとに稲妻を生成し直します。再生するたびに同じフレームで同じように稲妻
を生成する場合は、このオプションの選択を解除します。このオプションを選択するとレンダリングの時間が
長くなります。

ルミナンスキーエフェクト

「ルミナンスキー」エフェクトは、指定されたルミナンスまたは輝度を持つすべての部分をレイヤーからキー
アウトします。レイヤーの画質設定は、「ルミナンスキー」エフェクトに影響しません。
このエフェクトは、マットの作成元のオブジェクトの輝度が、その背景と大きく違う場合に使用します。例え
ば、白い背景上の音符のマットを作成するには、明るい値をキーアウトします。すると、暗い色の音符だけが
不透明になります。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

ルミナンスキーエフェクトを使用して輝度の値をキーアウトする
1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／旧バージョン／ルミナンスキーを選
択します。

2. キーの種類ポップアップメニューから、キーアウトする範囲を指定します。
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ページの先頭へ

注意：

注意：

注意：

3. エフェクトコントロールパネルのしきい値スライダーをドラッグして、マットの輝度の基
準値を設定します。

4. 許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする値の範囲を指定します。小さい値では
しきい値に近い狭い範囲がキーアウトされ、大きい値では広い範囲の値がキーアウトされ
ます。

5. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の
値にするとマスクが大きくなり、透明部分が増えます。負の値はマスクを縮小します。

6. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高
い値では、エッジがより柔らかくなりますが、レンダリングに時間がかかります。

パステキストエフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「パステキスト」エフェクトが適
用されたレイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、テキストの書式設定やア
ニメーションをより細かく制御するテキストレイヤーを使用してください（パスに沿ったテキストの作成とア
ニメートを参照してください）。
「パステキスト」エフェクトを使用すると、パスに沿ってテキストをアニメートすることができます。パス
は、直線、任意の直径を持つ円、またはベジェ曲線として定義することができます。また、Adobe Photoshop
や Adobe Illustrator などの別のアプリケーションで作成したパスを読み込むこともできます。正方形でないピ
クセルを使用し、文字とパスの形を調整します。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

Adobe Type Manager（ATM）を使用し、大きなテキストの濃淡にむらが出る場合や適切にレンダリ
ングできない場合は、ATM の文字のキャッシュサイズを増やしてください。

時間の経過に応じてベジェパスの形を変更するときは、4 つのすべてのパスコントロールポイント用に初期
キーフレームを作成してください。初期キーフレームを作成しないと、コントロールポイントはアニメートし
ません。レイヤーパネルで個々のコントロールポイントのモーションパスを編集し、パスアニメートさせるほ
うが簡単な場合があります。

コンポジションパネルにハンドルが表示されるのは、エフェクトコントロールパネルでエフェクトを
選択し、テキストをマスクまたはパスに沿ってアニメートしない場合だけです。

コンポジション全体にわたってベジェパスを移動し、パスのシェイプを変えない場合は、パスではなくレイ
ヤーをアニメートします。ベジェパスの一方の半分を伸ばしたり、縮めたり、細かく動かしたりしたい一方
で、他の半分は同じ位置に固定したい場合は、接線と頂点のペアを同時に移動します。それには、適切な頂点
の外側の円をドラッグして、両方のキーフレームを作成します。

ベジェパスのコントロールポイントをアニメートする場合は、ベジェパスのシェイプとベジェのキー
フレームの空間補間を混同しないようにしてください。他のコントロールポイントのキーフレームと同じよう
に、ベジェパスの頂点または接線のキーフレームは、リニアまたはベジェに設定できます。初期設定の空間補
間法は一般設定で指定します。アニメーション／キーフレーム補間法を選択すると、個々のキーフレームに対
して空間補間法を指定できます。

「パステキスト」エフェクトを使用して作成したモーションにモーションブラーを適用することができます。
ブラーは文字単位で適用されます。レイヤーにモーションブラーを適用する場合と同じように、モーションが
速いほど、文字がぼける度合いが大きくなります。例えば、振動設定に負の値を設定し、変化に富んだモー
ションを生成すると、ぼかしが強くなります。

パスのオプションコントロール
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シェイプの種類

ベジェ

円

ループ

直線

コントロールポイント

接線1／円のポイント

頂点1／円の中心

接線 2

頂点 2

カスタムパス

パスを反転

Fill and Stroke（塗りと線）

塗りのみ

線のみ

線の上に塗り

パスの形を定義します。コンポジションウィンドウにパスを表示するには、エフェクトコン
トロールウィンドウでパステキストエフェクト名を選択する必要があります。

4 つのコントロールポイント（頂点1／円の中心、接線1／円のポイント、接線2、頂点2）で
定義されるベジェ曲線に沿ってテキストの形を作成します。パス上に入らない文字は、終点を延長し
た直線上に配置されます。

2 つのコントロールポイント（接線1／円のポイント、頂点1／円の中心）で定義される円の円周に
沿ってテキストの形を作成します。テキストが円周より長い場合は、テキストの上に重ねられます。
カスタムパスが選択され、それがクローズパスの場合は、このプロパティはパスをループする場合と
は逆に、パスの周りにテキストを形成します。

2 つのコントロールポイント（頂点1／円の中心、接線1／円のポイント）で定義される円周の
周りにテキストを作成します。テキストが円の円周より長い場合は、直線の接線 1 ポイントからはみ
出します。さらに、「マージン」を使うと、直線上にはみ出したテキストを円内に入れたり出したり
することができます。

2 つのコントロールポイント（頂点1／円の中心、頂点2）で定義される直線内にテキストを作成
します。ベジェパスと同じように、2 つのコントロールポイント間の距離は、整列が均等割りに設定
されていない限り、テキスト間隔に影響しません。

パス上のポイントを指定します。

ベジェ曲線の接線の開始点、円の直径とテキストの開始点または終了点（指定
した整列方法によって決まります）、ループの直径とテキストを入力するポイントを指定します。

ベジェ曲線の開始点となる頂点、円またはループの中心、線上のテキストの開始点
または終了点（指定した整列方法によって決まります）を指定します。

ベジェ曲線の接線の終了点を指定します。「接線2」と「頂点2」の間にある線は、曲線の終了
点の傾斜を指定します。円またはループの場合「接線2」は無視されます。

ベジェ曲線の終了点となる頂点と線の角度を指定します。円またはループの場合「頂点2」は
無視されます。

ユーザー定義のパスを指定します。レイヤーパネルまたは Adobe Illustrator で作成されたマス
クも使用できます。

パスを反転させます。

パステキストの塗りと線のオプションを指定します。

オプション

このオプションを有効にして、塗りのカラーを設定します。すべての線のオプションは無効
です。

このオプションを有効にして、線のカラーと幅のみを設定します。塗りのオプションは無効で
す。

線の上に塗りが設定されたテキストを作成できます。
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塗りの上に線

塗りのカラー

線のカラー

線幅

サイズ

トラッキング

カーニング

カーニングペア

カーニング値

方向

文字の回転

パスと直角

縦書き

ローマ字を回転

水平傾斜

水平比率、垂直比率

塗りの上に線が設定されたテキストを作成できます。

パステキストに塗りのカラーを追加します。

パステキストに線のカラーを追加します。

パステキストの線幅を変更します。

文字コントロール

文字の大きさ。

数字の間隔の平均。

2 つの文字の水平方向の間隔を調整します。テキストを変更した場合、変更していないすべての
文字のペアのカーニングは指定どおりに保持されます。「すべてをリセット」ボタンを使用して、カーニング
の変更を取り消すことができます。水平方向の文字間隔を時間の経過に応じて変化させるには、「カーニング
最大変位」を使用するか、トラッキングのキーフレームを作成します。

カーニングする文字のペアを指定します。文字のペアを選択するには、矢印をクリッ
クします。

カーニングの度合い。

各文字の方向と回転の値を指定します。

各文字は、現在の角度から指定した角度だけ回転します。回転の中心は、文字とパスが接
するポイントです。「パスと直角」は、文字の最初の角度を変更します。

各文字をパスに対して直角になるように回転させます。このオプションを選択しないと、
「文字の回転」を選択して回転させない限り、文字が常に垂直になります。

パスに沿って垂直になるように各文字を回転させます。

ローマ字をパスに沿って垂直になるように回転させます。「ローマ字を回転」を選択
していない場合は、ローマ字以外の文字だけが回転します。

斜体の文字のように、文字を左または右に傾けます。傾斜の基点は、文字とパスが接するポイント
です。文字の中心を基点として文字を傾けるには、パスが文字の中心を通るように「ベースラインシフト」を
設定します。

水平方向および垂直方向に、指定した割合だけ文字のサイズを変更します。文字は、
「サイズ」で指定した初期ラスタライズサイズを基準として変化します。スケールの割合を 100 より大きく
すると、文字のエッジがぼける場合があります。最良の結果を得るには、スケールを 100％より大きくしなく
とも必要な最大のテキストサイズが得られるように、「サイズ」のポイント数を設定します。例えば、テキス
トのサイズを 44 ポイントから 88 ポイントに増やす場合は、「サイズ」を 88 に設定し、垂直比率と水平比率
の両方の初期値を 50％に設定します。その後、88 ポイントでテキストを表示したいときには、両方のスケー
ル値を 100％に増やします。
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整列

左揃え

右揃え

中央に揃える

両端揃え

左マージン、右マージン

行間

ベースラインシフト

文字の表示

注意：

フェードタイム

段落コントロール

指定したパス上での水平方向のテキストの整列を指定します。

「左マージン」で指定した位置に最初の文字を置きます。その他の文字は、最初の文字に対し
て相対的に配置されます。右マージンは無視されます。

「右マージン」で指定した位置に最後の文字を置きます。その他の文字は、最後の文字に対し
て相対的に配置されます。左マージンは無視されます。

「左マージン」と「右マージン」の間にテキストの中心を配置します。

「左マージン」で指定した位置に最初の文字を置き、「右マージン」で指定した位置に最後
の文字を置き、その他のすべての文字を均等に配置します。トラッキングは無視されます。

マージンを指定します。「左マージン」は、開始点に対して相対的にピクセル単位
で最初の文字の位置を指定します。「右マージン」は、終了点に対して相対的に最後の文字の位置を指定しま
す。パスシェイプでは、ベジェ曲線と直線の開始点は「頂点1」であり、円とループの開始点は「接線1」で
す。ベジェ曲線と直線の終了点は「頂点2」であり、円とループの終了点は「接線2」です。定義したパスの形
に沿ってテキストを動かすには、左または右のマージン（指定した整列方法によって異なります）のキーフ
レームを作成します。正の値を指定するテキストが右に移動し、負の値を指定するとテキストが左に移動しま
す。

文字の行間隔を指定します。

パスと文字の下端の間の距離をピクセル単位で指定します。パスシェイプによっては、
パスが文字の中心を通るようにすると、テキストの間隔の見栄えが良くなる場合があります。それには、
「ベースラインシフト」を負の値に設定し、文字の中心にパスが置かれるようにします。

詳細コントロール

現在の時間に表示する文字の数。一度に 1 文字か数文字ずつ表示して、タイプしているように見
せるには、「文字の表示」をアニメートします。テキストの先頭から表示する文字数を指定するには、正の値
を指定します。テキストの末尾から表示する文字数を指定するには、負の値を指定します。スペースも文字と
して扱われますので注意してください。
この設定と「フェードタイム」を併用して、文字をフェードインすることができます。「フェードタイム」が
0 の場合は、「文字の表示」の値が次の整数までの半分になったときに次の文字が表示されます。例えば、
「文字の表示」の値が 1.5 のときに 2 番目の文字が表示され、この値が 2.5 のときに 3 番目の文字が表示さ
れるというようになります。「フェードタイム」の値を 0 にすると、文字がタイプされているような効果とな
ります。

「文字の表示」は、パスやその他の設定で定義した文字の位置には影響しません。

特定の文字が部分的に表示されるようになるまでの時間の範囲を指定します。「フェードタ
イム」は「文字の表示」と組み合わせて使用します。「フェードタイム」が 0 の場合、各文字は「文字の表
示」の値に合わせて、完全に不透明に表示されます。「フェードタイム」が 100％の場合、「文字の表示」の
値を次の整数まで段階的に増やすと、特定の文字が不透明度を増しながら現れます。文字の正確な不透明度
は、「文字の表示」の小数部分と等しくなります。例えば、「文字の表示」の値が 7.10 で、「フェードタイ
ム」の値が 100％のときには、8 番目の文字が 10％の不透明度で表示されます。「文字の表示」の値を 7.60
にすると、同じ文字が 60％の不透明度で表示されます。
「フェードタイム」の値が、0％から 100％までの間の場合、文字の不透明度は、「文字の表示」の値が次の
整数になるまで間の特定の範囲として定義されます。例えば、「フェードタイム」が 20％の場合、8 番目の
文字は「文字の表示」の値が 7.40 のときに現われはじめ、7.60 のときに完全に不透明になります。 「フェー
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ドタイム」が 60％に設定されている場合、この文字は 7.20 のときに現れ、7.80 で完全に不透明になりま
す。

文字が重なる場合に使用する描画モード。

ベースライン、カーニング、回転、スケールにランダムに加えられる最大偏差量を指定します。値
を大きくするほど偏差が大きくなります。正の値を指定すると、モーションが滑らかになり、負の値を指定す
ると、激しいモーションになります。キーフレームやエクスプレッションを指定しなくても文字を動かせま
す。ただし、キーフレームやエクスプレッションを使うと最大値を変更できます。
特定の変位値を使用すると、同じテキストと設定を使用して、表面上はランダムなモーションを生成すること
ができます。コンポジション内に複製したテキストアニメーションがある場合は、設定を変更しながらもその
変更がわからないように、各インスタンスに異なるモーションを生成できます。例えば、2 つ目のインスタン
スにスペースを追加し、スペースが見えなくなるようにカーニングを調整します。これにより、変更が見えな
いようにしながら、異なるモーションを生成することができます。
「変位設定」では、以下のオプションを指定します。

「ベースラインシフト」適用後に、文字がパスの上または下にランダムに移動
する最大距離をピクセル単位で設定します。

カーニングとトラッキングの適用後に、文字が水平軸に沿って互いにランダムに
離れる最大距離をピクセル単位で設定します。

「文字の回転」の適用後に、文字がランダムに回転する最大角度を設定します。

「水平比率」と「垂直比率」の適用後に、文字がランダムにサイズ変更される最大
値を割合として設定します。最良の結果を得るには、文字のスケールを 100％未満に設定する必要が
あります。

頂点、円の中心、接線の移動

「頂点1／円の中心」と「接線1／円のポイント」を同時に移動するには、「頂点1／円の
中心」の外側の円をドラッグします。
頂点1／円の中心」のみを移動するには、「頂点1／円の中心」の十字をドラッグします。
「接線1／円のポイント」を「頂点1／円の中心」の上に自動的にスナップさせるに
は、Windows では、ペンツール選択時にコントロールキーを押しながら、接線 1 の外側
の円をクリックし、Mac OS では、Command を押しながら接線 1 の外側の円をクリック
します。
「接線1／円のポイント」を「頂点1／円の中心」から 45°の位置にスナップさせるに
は、Shift キーを押しながら接線 1 の外側の円をドラッグします。
頂点 2 と接線 2 を同時に移動するには、頂点 2 の外側の円をドラッグします。
頂点 2 のみを移動するには、「頂点1／円の中心」の十字をドラッグします。

スピルサプレッションエフェクト

既にキーアウト済みのスクリーンのあるイメージからキーカラーの痕跡を除去します。通常、スピルサプレッ
サはイメージのエッジからカラースピルを除去するために使用します。スピルは、スクリーンからの反射光が
被写体に当たることによって発生します。

このエフェクトの結果に満足できない場合は、キーイング後にレイヤーに「色相/彩度」エフェクトを適用
し、彩度を下げてキーカラーを弱くしてみてください（色相/彩度エフェクトを参照）。
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このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェク
トは 32 ビットカラーで使用できます。

スピルサプレッションエフェクトの使用：
1. レイヤーを選択してから、エフェクト／キーイング／スピルサプレッションを選択しま
す。

2. 以下のいずれかの方法に従って、抑制したい色を選択します。
エフェクトコントロールパネルでカラーをキーアウト済みの場合は、「抑制するカ
ラー」スポイトをクリックしてから、キーのキーカラーサンプルにあるスクリーンカ
ラーをクリックします。
スピルサプレッションで、キーカラーサンプルをクリックし、色相環から色を選択し
ます。レイヤーパネルでスポイトを使用するには、レイヤーパネルの表示メニューか
ら「スピルサプレッション」を選択します。

3. 青、緑または赤を抑えるには、カラー精度メニューで「速く」を選択します。他の色を抑
制する場合は、「最良」を選択します。それは、After Effects が正確な透明度を生成する
ためにより慎重に色を分析する必要があるためです。「最良」のオプションを使うと、レン
ダリング時間が長くなる場合があります。

4. 制御スライダーを、色が十分に制御されるまでドラッグします。
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マットチョークエフェクト
チョークエフェクト

「マットを調整」エフェクトと「ロトブラシ」エフェクトについて詳しくは、ロトブラシエフェクトとマット
を調整エフェクト参照を参照してください。
After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

mocha shape エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

マットチョークエフェクト

「マットチョーク」エフェクトは、イメージ上の好ましくない穴（透明部分）を不透明部分で埋めるために、
チョークと拡散の行程を繰り返します。繰り返しが行われるのは、チョークと拡散をマット全体にわたって適
用する必要があるからです。拡散によって穴は埋まりますが、マットのシェイプを維持するために、エッジ部
分をチョークして元に戻さなければなりません。
チョークと拡散の行程は 2 段階で行われ、各段階で制御が 1 セットずつ適用されます。通常、第 2 段階では
第 1 段階の反対の処理が行われます。このような交互の調整が（マットチョークによって自動的に）指定回数
だけ繰り返され、穴が埋められます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、カラーキーの使用により発生した不要な透明部分（左下）、マットチョークを使用して
透明部分を取り除いた例（右下）

マットチョークエフェクトを使用して、アルファチャンネルだけをぼかすことができます。このエフェク
トをアルファチャンネルブラーとして使用するには、グレーレベルソフトを 100% に設定します。

マットの穴を埋める
1. レイヤーを選択してから、エフェクト／マット／マットチョークを選択します。
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2. マットが変形しない範囲で、できるだけ拡散させるために、第 1 段階の制御（最初の 3
つのプロパティ）を次のように設定します。

最大の拡散またはチョーク範囲を（ピクセル単位で）指定しま
す。

チョーク量を設定します。負の値を指定するとマットが拡散され、正の値を指
定するとマットがチョークされます。

マットのエッジをどの程度ソフトにするか指定します。0％にする
と、マットのエッジに完全に不透明か完全に透明な値だけが適用されます。100％にする
と、マットのエッジに全範囲のグレー値が適用されますが、ブラーがかかって見えること
もあります。

3. 第 2 段階の制御（次の 3 つのプロパティ）を設定して、第 1 段階で拡散させたのと同じ
量だけマットをチョークします。

4. （オプション）「反復」プロパティで、拡散およびチョークの行程を繰り返す回数を指定
します。不要な穴が埋まるまで十分に行程を繰り返すように、設定をいくつか試してみて
ください。

チョークエフェクト

「チョーク」エフェクトは、マットのエッジをわずかな単位で増減して、よりきれいなマットを作成します。
「表示」を「最終出力」にすると、エフェクト適用後のイメージが表示され、「マット」にすると、透明部分
を黒、不透明部分を白で表した白黒画像が表示されます。チョークマットはチョークの度合いを設定します。
負の値を指定するとマットが拡散され、正の値を指定するとマットがチョークされます。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、キーイングによって不要なエッジが付いた例（左下）、チョークを使用してエッジを取
り除いた例（右下）

以下も参照してください
キーイングの概要とリソース
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3D チャンネルエフェクトについて（ProEXR エフェクトを含む）
3D チャンネル抽出エフェクト
デプスマットエフェクト
被写界深度エフェクト
フォグ 3D エフェクト
ID マットエフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

EXtractoR エフェクト
IDentifier エフェクト
ID マット

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

3D チャンネルエフェクトについて（ProEXR エフェクトを含む）

「3D チャンネル」エフェクトは、2D レイヤー、特に補助チャンネルに 3D 情報のある 2D レイヤーに使用し
ます。これらの 2D レイヤーのソースは、3D アプリケーションで作成した 3D シーンを表すイメージのシー
ケンスです。
「3D チャンネル」エフェクトは、3D シーンを 2D のコンポジットに統合したり、統合した 3D シーンを変更
する場合に使用します。RLA、RPF、Softimage PIC/ZPIC、Electric Image EI/EIZ の形式で保存した 3D イ
メージファイルを読み込むことができます。PIC ファイルと EI ファイルの場合は、3D チャンネル情報はそれ
ぞれ ZPIC ファイルと EIZ ファイルに保存されています。ZPIC ファイルと EIZ ファイルを読み込まなくて
も、PIC ファイルおよび EI ファイルと同じフォルダーに保存されていれば、「3D チャンネル」エフェクトを
使用して 3D チャンネルにアクセスすることができます。「3D チャンネル」エフェクトは、3D チャンネルを
持たない、これら以外の種類のファイルには効果がありません。
「3D チャンネル」エフェクトは、Z 深度、サーフェイス法線、オブジェクト ID、テクスチャ UV、背景
RGB、非固定 RGB、マテリアル ID などの追加情報チャンネルを読み込み、操作します。Z 軸に沿った 3D 要
素のレイヤーの作成、3D シーンへの他の要素の挿入、奥行き感のあるブラー、3D シーンの領域のぼか
し、3D 要素の分離、Z 深度を利用した奥行きのあるエフェクトの適用、および他のエフェクトのパラメー
ターにする 3D チャンネル情報の抽出を行えます。
「3D チャンネル」エフェクトのあるレイヤーを 3D に変換し、正面の中央以外の場所から表示すると、期待
どおりに表示されません。

情報パネルにピクセルの深度や他のチャンネルの値を表示するには、まず「3D チャンネル」エフェクトを
適用します。次に、このエフェクトを選択し、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネルのピ
クセルをクリックします。

Lutz Albrecht は、Adobe の Web サイトで、After Effects と 3D アプリケーションとの統合に関する、2 つの
パートからなる記事を公開しています。この記事には、Maxon 社の Cinema 4D、NewTek 社の Lightwave お
よび Luxology 社の modo を含む、様々な 3D アプリケーションから、UV マップ、マットおよびチャンネル
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を作成する方法が記載されています。さらに、After Effects でそのデータを使用するための RE:Vision Effects
RE:Map プラグインおよび fnord ProEXR プラグインの使用方法について説明しています。
Dave Scotland が、CG Swot Web サイトで、3D アプリケーションで RPF ファイルを作成する方法と、After
Effects で RPF ファイルを使用する方法に関するチュートリアル（2 部構成）を公開しています。第 1 部で
は、RPF 形式の概要と、3DS Max で RPF ファイルを作成する方法について説明しています。第 2 部では、
「ID マット」、「被写界深度」、「デプスマット」、「フォグ 3D」エフェクトを使用して、After Effects で
RPF ファイル内のオブジェクト ID と Z 深度情報を使用する方法について説明しています。

OpenEXR ファイルのチャンネルの使用

「3D チャンネル」エフェクトは、チャンネルが関連付けられている場合、OpenEXR ファイルのチャンネル
（深度チャンネルなど）を使用することができます。常にシーンの特定のプロパティを表すように特定のチャ
ンネルセットが定義されている RPF などのその他の形式とは異なり、OpenEXR 形式は、固有の意味を持っ
ていないチャンネルの任意の組み合わせです。R、G、B、A チャンネルは、赤、緑、青、アルファ値を表す
のに予約されていますが、その他のチャンネルは任意の特性に使用することができます。他のエフェクトで使
用できるようにチャンネル名を特定の種類の値にマップするには、OpenEXR_channel_map.txt という名前の
ファイルを使用します。このファイルが OpenEXR 形式プラグインと同じフォルダーにある場合、OpenEXR
プラグインは、OpenEXR ファイルを読み込むときに、このファイルの情報を使ってチャンネルを関連付けま
す。
OpenEXR_channel_map.txt ファイルは After Effects に付属されていませんが、fnord ソフトウェアの Web サ
イトから ProEXR パッケージの一部としてダウンロードすることができます。fnord ソフトウェアの Web サ
イトに公開されているサンプルの OpenEXR_channel_map.txt ファイルには、その使用方法が記載されたマ
ニュアルが含まれています。
また、fnord ソフトウェアの Web サイトに公開されている ProEXR パッケージには、ProEXR Comp Creator
プラグインも含まれています。このプラグインは、OpenEXR ファイルの各チャンネルからレイヤーを作成で
きます。例えば、レイヤーは、3D アプリケーションの一連のレンダリングパスからの出力を表すことができ
ます。

ProEXR プラグイン、IDentifier と EXtractoR

OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェアの
EXtractoR および IDentifier プラグインが After Effects に含まれています。
fnord ProEXR プラグインのマニュアルは、fnord ソフトウェアの Web サイトに PDF 形式で公開されていま
す。これには、サンプルのマルチチャンネル EXR ファイルとそれを使用する After Effects プロジェクトへの
リンクが含まれています。fnord のマニュアル内の OpenEXR プラグインの削除に関する説明は、After Effects
CS5 には該当しません。

3D チャンネル抽出エフェクト

補助チャンネルを、グレースケールまたはマルチチャンネルカラーイメージとして表示します。作成したレイ
ヤーは、他のエフェクトの制御レイヤーとして使用できます。例えば、3D チャンネルイメージファイルから
深度情報を抽出し、その情報を「パーティクルプレイグラウンド」エフェクトの影響マップにします。また、
非固定 RGB チャンネルから値を抽出して、強いハイライトのマットを作成することもできます。

情報パネルにピクセルの 3D チャンネルの値を表示するには、まず「3D 抽出」エフェクトを適用して、エ
フェクトコントロールパネルで 3D チャンネルメニューからチャンネルを選択します。次に、選択ツール
でコンポジションパネルかレイヤーパネルのピクセルをクリックします。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
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ホワイトポイント、ブラックポイント

3D チャンネル

Z 深度

注意：

オブジェクト ID

テクスチャ UV

サーフェイス法線

範囲

背景 RGB

非固定 RGB

マテリアル ID

オリジナル（左）、テクスチャ UV を使用して 3D チャンネルエフェクトを適用（右）

白または黒にマップする値。

3D イメージから抽出するチャンネル：

カメラからの影のピクセルの距離を表します。白のピクセルは最も遠い距離を表し、黒のピク
セルはカメラの至近距離を表します。「ブラー（レンズ）」エフェクトなどのエフェクトでは、この
情報を使用して被写界深度エフェクトを生成できます。ルミナンスマットとしてチャンネルを直接適
用すると、曇ってしまいます。このチャンネルはアンチエイリアスされます。
最良の結果を得るには、エフェクトのホワイトポイントとブラックポイントの設定を 3D イメージを

生成した 3D アプリケーションでカメラの至近設定と遠隔設定に一致させます。

各オブジェクトには、3D アプリケーションで個別の ID を割り当てることができま
す。このチャンネルを使用して生成したマップを使用して、3D シーンの特定オブジェクトにエフェク
トを部分的に適用できます（例えば、カラー調整の適用など）。このチャンネルはアンチエイリアス
されません。

このチャンネルには、オブジェクトのテクスチャのマッピング座標が含まれており、
赤と緑のチャンネルにマッピングされます。このチャンネルはアンチエイリアスされません。
このチャンネルは、UV マップの確認に使用したり、「ディスプレイスメントマップ」エフェクトの
入力として使用できます。

このチャンネルは、オブジェクトの表面の各ポイントの方向ベクトルを RGB チャ
ンネルにマッピングします。ベクトルはカメラに相対します。サードパーティプラグインは、ダイナ
ミックリライトやレリーフのレンダリングにこのチャンネルを使用できます。このチャンネルはアン
チエイリアスされます。

このチャンネルの動作は、各 3D アプリケーションによって異なります。このチャンネルを使用
してオブジェクトのエッジや輪郭の近くに領域をマークし、アンチエイリアスやオーバーラップ動作
に関する情報を表示します。

このチャンネルには、前景オブジェクトなしの背景だけのすべての RGB ピクセルが含ま
れています。このチャンネルは通常、手続き型テクスチャから生成された空や背景などの 3D プログ
ラムに固有のダイナミック環境エフェクトを保存するのに使用されます。このチャンネルはアンチエ
イリアスされます。

このチャンネルには、露出およびガンマ調整を適用する前に 3D アプリケーションのレ
ンダリングプログラムに引き渡されるときの 3D アプリケーションからのカラーが含まれています。
このチャンネルはアンチエイリアスされます。

各マテリアルには、3D アプリケーションで個別の ID を割り当てることができます。
このチャンネルを使用して生成したマップを使用して、3D シーンの特定マテリアルにエフェクトを部
分的に適用できます。このチャンネルはアンチエイリアスされません。
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ページの先頭へ

深度

ぼかし

反転

ページの先頭へ

デプスマットエフェクト

「デプスマット」エフェクトは、3D イメージの深度情報を読み取って、Z 軸上の任意の場所でイメージをス
ライスします。例えば、3D シーンの背景を削除したり、3D シーンにオブジェクトを挿入したりできます。

3D シーンにレイヤーを挿入するには、まず 3D シーンを含むレイヤーに「デプスマット」エフェクトを適
用し、「深度」プロパティを新しいレイヤーを挿入する深度に設定します。次に、3D シーンのレイヤーを
複製して上側のレイヤーで「反転」を選択します。最後に、タイムラインパネルで重ねられている 2 つの
3D シーンレイヤーの間に新しいレイヤーを挿入します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下）、エフェクトを適用して「アルファを反転」を選択（右下）

イメージをスライスする Z 軸の値。指定した値より深度が小さい部分をすべて除去します。
オブジェクトの深度を確認するには、「デプスマット」エフェクトを選択した状態で、選択ツールでコン
ポジションパネルかレイヤーパネルのオブジェクトをクリックします。

マットのエッジをぼかす度合い。

選択すると、指定した値より深度が大きい部分をすべて選択します。選択を解除すると、指定した値よ
り深度が小さい部分をすべて除去します。

被写界深度エフェクト

3D シーンの 1 つの深度（フォーカルプレーン）に焦点を合わせているカメラをシミュレートし、他の深度の
オブジェクトにブラーを適用します。このエフェクトでは、読み込んだ 3D シーンのファイルの補助チャンネ
ルにある深度情報を使用します。After Effects で計算するカメラレイヤーの深度情報を使用する方法について
は、カメラレイヤーの作成とカメラの設定の変更を参照してください。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
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フォーカルプレーン

最大半径

フォーカルプレーンの厚さ

フォーカルバイアス

ページの先頭へ

注意：

フォグの開始深度

フォグの終了深度

濃度の拡散

オリジナル（左上）、フォーカルプレーンの値を変えて被写界深度を適用（左下、右下）

カメラとフォーカルプレーンの Z 軸上の距離。
情報パネルにオブジェクトの深度を表示するには、このエフェクトを選択し、選択ツールでコンポジショ
ンパネルかレイヤーパネルのオブジェクトをクリックします。

フォーカルプレーンの外側にあるオブジェクトに適用するブラーの度合い。

フォーカルプレーンの両側のピントを合わせる深度を指定します。

値を高くするほど、フォーカルポイントから離れるに従ってシーンの要素の焦点がぼや
ける程度が大きくなります。

Dave Scotland が、CG Swot の Web サイトで、最適ではない深度設定でレンダリングされた 3D ファイルで
「被写界深度」エフェクトを使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

フォグ 3D エフェクト

大気中に拡散する霧をシミュレートし、オブジェクトが Z 軸に沿って遠ざかるにつれてかすむようにします。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

「3D チャンネル」エフェクトカテゴリ内のすべてのエフェクトと同様、「フォグ 3D」エフェクト
は、3D アプリケーションからレンダリングされた静止画シーケンスファイルの深度情報に依存します。「3D
チャンネル」エフェクトの概要については、3D チャンネルエフェクトについて（ProEXR エフェクトを含
む）を参照してください。After Effects でフォグをシミュレートする方法については、フォグ、煙、雲の合成
を参照してください。

オリジナル（左上）、グラデーションレイヤー（左下）、フォグ 3D を適用（右下）

フォグの効果が始まる Z 軸上の位置。
オブジェクトの深度を確認するには、「デプスマット」エフェクトを選択した状態で、選択ツールでコン
ポジションパネルかレイヤーパネルのオブジェクトをクリックします。

フォグの効果が最大になる Z 軸上の位置。

拡散が発生する速さを決定します。値が高いほど、開始点からのフォグの濃度が高くなります。
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フォギーな背景

グラデーションレイヤー

レイヤーの適用

ページの先頭へ

補助チャンネル

ID 選択

ぼかし

反転

使用範囲

フォグのかかった背景を作成します（初期設定）。別のレイヤーの上に合成できるように 3D
シーンの背景を透明にする場合は、このオプションの選択を解除します。

（オプション）制御レイヤーにするグレースケールレイヤー。このレイヤーの輝度
の値がフォグの濃度に適用されます。例えば、「タービュレントノイズ」エフェクトを使用して、フォグ用の
渦巻きの制御レイヤーを作成します。必ず、グラデーションレイヤーのサイズが、3D シーンのレイヤー以上
であることを確認してください。

グラデーションレイヤーがフォグの濃度にどの程度影響するかを指定します。

ID マットエフェクト

多くの 3D プログラムでは、シーン内の各要素に個別のオブジェクト ID が割り当てられます。「ID マット」
エフェクトは、この情報を使用して、指定した要素以外をシーンから除外するマットを作成します。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左上）、手前のエイリアンを ID 選択して ID マットを適用（左下）、新しい背景に合成（右下）

オブジェクト ID かマテリアル ID に基づいて、シーンの要素を分離します。

オブジェクトの ID の値。
オブジェクトの ID を確認するには、エフェクトコントロールパネルの補助チャンネルメニューで ID の種
類を選択します。次に、このエフェクトを選択し、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネル
内のオブジェクトをクリックします。補助チャンネルメニューで「オブジェクト ID」を選択すると、「ID
選択」の値がクリックしたオブジェクトの ID に自動的に更新されます。

マットのエッジをぼかす度合い。

選択を反転します。「ID 選択」で指定したオブジェクトを除去するには、このオプションを選択しま
す。指定したオブジェクト以外をすべて除去するには、選択を解除します（初期設定）。

マットのエッジに沿ったピクセルから、オブジェクトの背面にあるカラーを除き、マットをきれい
にします。このオプションは、3D イメージに、オブジェクトの背面のカラー情報が入った範囲チャンネルが
ある場合だけ機能します。

以下も参照してください
別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用
3D レイヤー
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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スタイライズエフェクト

ページの先頭へ

ブラシストロークエフェクト
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描画角度

ブラシサイズ

描画の長さ

描画の濃度

ランダムに描画

ペイント表面

元のイメージにペイント

透明上にペイント

白にペイント、黒にペイント

元の画像とブレンド

ページの先頭へ

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ストロークを描く方向。イメージは、この方向にシフトすることになり、レイヤーの境界でクリッ
ピングが発生することがあります。このようなクリッピングの発生を防ぐには、「範囲拡張」エフェクトを適
用してから「ブラシストローク」エフェクトでレイヤーの境界を拡張します。

ブラシのサイズ（ピクセル単位）。

ストロークの最大長（ピクセル単位）。

濃度を上げると、ストロークが重なります。

ストロークに不規則さを与えます。この数値が大きいほど、指定したブラシやストローク設
定からはずれたランダムなストロークが作成されます。

ブラシストロークを適用する場所を指定します。

変更していないレイヤーの上にストロークを描きます（初期設定）。

ストロークのみ表示し、ストローク間のレイヤーを透明のままにします。

白または黒の背景の上にストロークを描きます。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

カートゥーンエフェクト

「カートゥーン」エフェクトは、イメージ内のシェーディングとカラーを単純化してスムーズにし、オブジェ
クトの間のエッジにストロークを追加します。結果は、低コントラスト領域のコントラストが低くなり、高コ
ントラスト領域のコントラストが高くなります。スケッチや漫画のようなイメージにすることも、わずかにエ
フェクトを適用することもできます。「カートゥーン」エフェクトを使用してイメージを単純化または抽象化
して、スタイリッシュにしたり、ディテールを目立たせたり、元のフッテージの低い品質を隠すことができま
す。
同様の結果をもたらす他のエフェクトおよびテクニックにに比べて、「カートゥーン」エフェクトの利点は、
その優れた時間的一貫性にあります。つまり、あるフレームと次のフレームが非常に良く似ている場合に
「カートゥーン」エフェクトを適用した結果、2 つのフレームが大幅に異なる結果になることはありません。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
「カートゥーン」エフェクトは、次の 3 段階で機能します。

1. 「ブラー（バイラテラル）」エフェクトの場合と同様のブラー操作によって、イメージを
スムーズにして微細な変化を除去します。このフェーズを制御するには、「ディテールの
半径」および「ディテールのしきい値」プロパティを変更します。
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2. 「輪郭検出」エフェクトと同様、イメージでエッジを検出して、それらにストロークを適
用します。エッジの検出方法とストロークの描画方法を制御するには、「エッジ」および
「詳細」プロパティグループのプロパティを変更します。

3. イメージの輝度とカラーの変化を低減して、シェーディングと彩色を単純化します。この
量子化（ポスタリゼーション）を制御するには、「塗り」プロパティグループのプロパ
ティを変更します。

まず「レンダリング」を「塗りのみ」に設定して、イメージのカラーを調整します。次に、「エッジ」ま
たは「塗り＆エッジ」を選択して、エッジの基本的な外観を作成します。その他のコントロールを使用し
て基本的な外観を作成したら、「詳細」プロパティグループのプロパティを使用して外観を微調整しま
す。

その他のプロパティと同様、「カートゥーン」エフェクトのプロパティをアニメートすることができます。
シーンのある部分には適している設定が、シーンのその他の部分にも適しているとは限りません。例えば、顔
のクローズアップでは、数多くの被写体がありディテールが豊富なアクションシーンよりも、色を少なくして
エッジストロークを太くします。

ムービーをアニメーション風に仕上げる場合は、カートゥーンエフェクトを適用する前に、コンポジション
のフレームレートを低くするか、レイヤーにポスタリゼーション時間エフェクトを適用することを検討し
てください。カートゥーンのフレームレートは、ライブアクションフッテージよりも大幅に低いことを忘れな
いでください。

Chris Meyer が、Lynda.com の Web サイトの After Effects CS4 New Creative Techniques シリーズで、
「カートゥーン」エフェクトに関するビデオチュートリアルを公開しています。

ビデオフッテージアイテムに基づいた元のレイヤー

「レンダリング」を「塗り」に設定して「カートゥーン」エフェクトを適用した状態

742

http://movielibrary.lynda.com/html/modPage.asp?ID=701
http://movielibrary.lynda.com/html/modPage.asp?ID=701


レンダリング

ディテールの半径

ディテールのしきい値

塗り

エッジ

「レンダリング」を「エッジ」に設定して「カートゥーン」エフェクトを適用した状態

「レンダリング」を「塗り＆エッジ」に設定して「カートゥーン」エフェクトを適用した状態

「カートゥーン」エフェクトのプロパティ

塗り、エッジ、塗り＆エッジ。実行する操作と表示する結果を指定します。

ブラー操作の半径。輪郭検出処理前に、イメージをスムーズにしてディテールを除去する
のに使用されます。ブラーの半径を大きくすると、より多くのピクセルが平均化されて各ピクセル値が判断さ
れるため、ディテールの半径の値を大きくするとブラーが強くなります。

「カートゥーン」エフェクトのブラー操作は、「ブラー（バイラテラル）」エフェク
トとほぼ同じです（ブラー（バイラテラル）エフェクトを参照）。エッジやその他のはっきりとしたディテー
ルが存在する部分では、ブラーの半径は自動的に小さくなります。「ディテールのしきい値」は、維持する対
象が含まれている領域とブラーを 100 ％適用する領域を「カートゥーン」エフェクトがどのように判断する
かを決定します。「ディテールのしきい値」を低くすると、より多くのディテールが維持されます。ディテー
ルのしきい値を高くすると、維持されるディテールが少なくなり、漫画のような単純な結果になります。

画像の輝度値は、「シェーディングのステップ数」および「シェーディングの滑らかさ」プロパティの
設定に応じて量子化（ポスタリゼーション）されます。「シェーディングの滑らかさ」の値を 0 にすると、単
純なポスタリゼーションに非常に良く似た結果になり、急激に色が変化するようになります。「シェーディン
グの滑らかさ」の値を高くすると、色が自然に混ぜ合わせられ、ポスタリゼーション値間の変化が滑らかにな
り、グラデーションが維持されます。
スムージングフェーズでは、元のイメージのディテールの量が考慮されるため、「シェーディングの滑らか
さ」の値を低くしない限り、既にスムーズな部分（空のグラデーションなど）は量子化されません。

これらのプロパティは、エッジとして検出するオブジェクトと、エッジに適用したストロークの外観
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しきい値

幹の幅

柔らかさ

不透明度

詳細

エッジの強調

エッジの黒レベル

エッジのコントラスト

パフォーマンス

ページの先頭へ

ページの先頭へ

に関する基本的な事柄を決定します。

「カートゥーン」エフェクトがエッジの境界として識別するための、2 つのピクセルの違い
を決定します。しきい値を大きくすると、より多くの領域がエッジとして識別されます。

エッジに追加されるストロークの太さ。

エッジのストロークと周囲の色の変化を柔らかくするには、この値を大きくします。

エッジに適用されるストロークの不透明度。

詳細設定は、エッジとパフォーマンスに関係します。

正の値を指定するとエッジがシャープになり、負の値を指定するとエッジが拡散されま
す。強調により、ピクセルがエッジに収束またはエッジから拡散され、エッジがシャープになるか拡
散されて、イメージ全体が変形されます。

このプロパティを 0 にすると、エッジの一部として識別されたピクセルのみにス
トロークが適用されます。「レンダリング」を「エッジ」に設定した場合、純粋な黒のストローク以
外の領域は白になります。レンダリングのエッジフェーズにグレーの階調を追加するには、「エッジ
の黒レベル」プロパティの値を少し増やします。黒い背景と白いストロークのような結果に近づける
には、このプロパティの値を大きくします。

エッジをグレースケールで表した場合のコントラスト。

OpenGL 対応の GPU 搭載ディスプレイカードを備えているコンピューターで
は、GPU を使用して「カートゥーン」エフェクトの処理を高速化することができます。

カラーエンボスエフェクト

「カラーエンボス」エフェクトは、イメージの元のカラーを損なわずにエンボスエフェクトを発揮します。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

エンボスエフェクト

「エンボス」エフェクトは、イメージ内のオブジェクトのエッジをシャープにし、カラーを抑制します。ま
た、指定した角度からエッジをハイライトすることもできます。「レリーフ」オプションを調整すると、レイ
ヤーの画質設定が「エンボス」エフェクトに影響します。レリーフは、最高画質ではサブピクセルで計算さ
れ、ドラフト品質ではピクセルレベルに四捨五入されます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

744



方向

レリーフ

コントラスト

元の画像とブレンド

ページの先頭へ

反転

ページの先頭へ

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ハイライトのソースが光る方向。

エンボスの高さ（ピクセル単位）。ハイライトされたエッジの最大幅が変更されます。

イメージの鮮明さを決めます。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を高くするほど、エフェクトの効果が低くなります。例えば、100％にすると、このエフェク
トはクリップに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

輪郭検出エフェクト

「輪郭検出」エフェクトは、変化の多いイメージのエリアを検出し、輪郭を強調します。エッジは、白い背景
上では濃い色の線として、黒い背景上では色付きの線として表示されます。「輪郭検出」エフェクトを適用す
ると、原物をスケッチしたようなイメージに見えます。

輪郭検出後に画像を反転します。「反転」を選択しなかった場合、輪郭は白い背景に暗い色の線で表示
されます。「反転」を選択した場合、輪郭は黒い背景に明るい色の線で表示されます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

グローエフェクト

イメージの明るい部分を検出し、そのピクセルと周囲のピクセルをさらに明るくすることで、拡散する光を生
成します。照明が明るすぎる露光過多をシミュレーションすることもできます。グローは、イメージの元の色
またはアルファチャンネルのいずれかに基づいて行うことができます。アルファチャンネルに基づくグロー
は、イメージのエッジだけ、つまり不透明と透明な部分の境界のエッジ部分でのみ明るく光を拡散します。ま
た 2 つのカラー（カラー A と B）の間のグラデーショングローを作成したり、ループを設定してマルチカ
ラーを作成したりすることもできます。
最高画質で「グロー」エフェクトをレンダリングすると、レイヤーの外観を変えることができます。これは、
特に Adobe Photoshop の不定マップでグローを行っている場合に有効です。レンダリングを行う前に、最高
画質でプレビューするようにしてください。

グローは 32 bpc プロジェクトではより明るくリアリスティックになります。これは、32 bpc プロジェク
トの広ダイナミックレンジでは、グローのカラー値がクリッピングされないためです。そのため、フッ
テージに広ダイナミックレンジカラーがなくても、32 bpc カラーを使用してください。

Chris Meyer が、Lynda.com の Web サイトで、「グロー」エフェクトのパラメーターの概要に関するビデオ
チュートリアルを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。
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グロー基準

グローしきい値

グロー半径

グロー強度

元を合成

グローカラー

カラールーピング

カラーループ

注意：

カラーフェーズ

A＆B中間点

カラー A、カラー B

グローの方向

ページの先頭へ

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

グローでカラーと透明の値のどちらを基準にするかを指定します。

グローを適用しない明るさのしきい値（％）を指定します。しきい値（％）を低く設定する
とグローが適用されるイメージの範囲が広くなり、高く設定すると狭くなります。

イメージの明るい部分からグローが拡散する半径（ピクセル単位）。高い値にするとグローが拡
散され、低い値にするとグローのエッジはシャープになります。

グローの明るさ。

エフェクトの結果をレイヤーと合成する方法を指定します。「上」では、「グロー操作」で指定し
たブレンド方法を使用してグローがイメージの上に配置されます。「後ろ」は、グローをイメージの後ろに置
き、背面から光るようにします。「なし」では、グローがイメージから切り離されます。
レイヤーをグローのみにするには、「元を合成」と「グロー操作」で「なし」を設定します。下にあるす
べてのレイヤーをノックアウト（ブロック）しているテキストに対して「グロー」エフェクトを適用する
には、「グロー操作」で「シルエットアルファ」を設定します。これらの「グロー」エフェクトは、イ
メージのエッジが薄い場合に、よりはっきりと表われます。

グローの色。「A＆B カラー」は、「カラー A」と「カラー B」で指定した色を使用してグラ
デーショングローを作成します。

「グローカラー」で「A＆B カラー」を選択した場合に使用するグラデーション曲線の
形。

2 つ以上のループを選択した場合、グローにマルチカラーの輪を作成します。1 つのループに
は、「グローカラー」に指定したグラデーション（または不定マップ）が使用されます。

「トーンカーブ」エフェクトを適用して、鉛筆ツールを選択し、保存（フロッピーディスク）アイコン
をクリックして、不定マップ（.amp）ファイルを作成できます。不定マップファイルを「グロー」エフェク
トで使用するには、オプションリンクをクリックして、.amp ファイルを選択します。

カラーサイクル内のカラーループの始点。初期設定では、カラーループは、最初のループの
開始点から始まります。

中間点では、グラデーションでの 2 つのカラーのバランスを設定します。低い値に設定する
と、カラー A の使用が少なくなります。高い値にすると、カラー B の使用が少なくなります。

「グローカラー」で「A＆B カラー」を選択した場合に使用するグローの色。

グローの方法（水平、垂直、水平および垂直）を指定します。

モザイクエフェクト
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水平ブロック、垂直ブロック

シャープカラー

ページの先頭へ

タイルの中心

タイルの幅、タイルの高さ

出力幅、出力高さ

ミラーエッジ

フェーズ

水平フェーズシフト

ページの先頭へ

レイヤーを単色の四角形で埋め、元のイメージをモザイク状にします。このエフェクトは、低解像度の画面を
シミュレーションしたり、顔面などを不明瞭にしたい場合に便利です。アニメートすることもできます。画質
を「最高」に設定すると、モザイクのエッジがアンチエイリアスされます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ブロックの行数と列数。

各タイルが、元のイメージの対応する部分の中央のピクセルのカラーになります。このオプ
ションを選択しないと、元のイメージの対応する部分を平均したカラーになります。

モーションタイルエフェクト

「モーションタイル」エフェクトは、出力イメージにソースイメージを複製します。モーションブラーを有効
にしておくと、タイルの位置を変更するときに動きが強調されます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、「モーションタイル」エフェクトを使用して、2 つのレイ
ヤー間でウイップパントランジションを作成する方法を示すチュートリアルを公開しています。

メインのタイルの中心。

タイルの寸法。レイヤーの寸法に対する割合（％）で指定します。

出力するイメージの寸法。入力レイヤーの寸法に対する割合（％）で指定します。

隣接するタイルをフリップして鏡像にします。フェーズが 0 に設定されている場合にこのオプ
ションを選択すると、レイヤーのエッジは周辺のタイルとともにミラーされます。

タイルの横方向と縦方向のオフセット。

タイルを横方向にずらします。

ポスタリゼーションエフェクト

「ポスタリゼーション」エフェクトはカラーをポスタリゼーションするため、カラー数が減って段階的なカ
ラートランジションは急激なカラートランジションになります。イメージ内の各チャンネルの色調レベル（明
るさの値）の数を指定します。ピクセルが一番近いレベルにマップされます。例えば、RGB イメージで 2 つ
の色調レベルを選択すると、赤 2 色、緑 2 色、青 2 色が得られます。有効な値の範囲は 2 ～ 255 です。
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レベル

ページの先頭へ

エッジの種類

エッジカラー

ボーダー

エッジのシャープネス

フラクタルの影響

スケール

幅または高さを伸縮

オフセット（乱流）

複雑度
注意：

各カラーチャンネルの色調レベルの数。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ラフエッジエフェクト

アルファチャンネルを粗くして、腐食（錆びなど）したような色を付けます。このエフェクトは、ラスタライズした
テキストやグラフィックを自然に粗く見せます。例えば、古いタイプライターで打った文字のようになりま
す。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

エッジを粗くする方法。

「さび＆カラー」、「ラフ＆カラー」または「フォトコピー＆カラー」を選択した場合に使用
する色。

アルファチャンネルのエッジから内側に向かってエフェクトを拡張する距離（ピクセル単位）。

値を小さくするとエッジが柔らかくなり、大きくすると鋭くなります。

ラフにする度合い。

ラフエッジの計算に使用するフラクタルのスケール。

ラフエッジの計算に使用するフラクタルの幅または高さ。

ラフエッジを作成するのに使用するフラクタルシェイプの位置を指定します。

ラフエッジの細かさを指定します。
「複雑度」の値を大きくすると、レンダリングにかかる時間が長くなります。レンダリング時間を長

くせずに同じ結果を得るには、複雑度を大きくする代わりにスケールの値を小さくします。
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展開
注意：

展開のオプション

サイクル展開

サイクル（周期）

注意：

ランダムシード

注意：

ページの先頭へ

粉

ランダムに拡散

ページの先頭へ

この設定をアニメートすると、時間の経過に伴ってラフエッジが変化します。
「展開」の値は、循環という単位で設定しますが、この循環は常に進行し続けることに注意してくだ

さい。展開の状態は、新しい値で無限に進行を続けます。「展開」の設定を各循環での元の状態に戻すには、
「サイクル展開」オプションを使用します。

エフェクトを 1 つの短いサイクルでレンダリングして、レイヤーが継続する間このサイク
ルをループするオプションがあります。これらの設定を使って、ラフエッジを適用した要素をプリレンダリン
グしてループを作成し、レンダリングにかかる時間を短くできます。滑らかで、常に進行する、反復しない
ループを作成しするには、以下の設定を使用します。

展開の状態を開始時点の状態に戻すループが作成されます。

フラクタルが開始時点に戻る前に繰り返す、「展開」設定の循環の回数。「展開」
サイクルのタイミングは、「展開」キーフレーム間の時間によって決まります。
「サイクル」設定は、フラクタルの状態だけに影響し、幾何学模様や他の設定には影響しないため、

「サイズ」と「オフセット」の設定を変えるたびに異なる結果が得られます。

ラフエッジのテクスチャを生成する乱数のシードを指定します。このプロパティをア
ニメートすると、同じフラクタルの種類で 1 つのフラクタルのシェイプのセットから他のフラクタル
のシェイプのセットにフラッシングします。ラフエッジを滑らかに変換させるには、「展開」コント
ロールを使用します。
作成済みの「展開」サイクルを再利用し、「ランダムシード」の値だけを変更して、新しいラフエッ

ジのアニメーションを作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱
れることなくノイズのパターンが変わります。

拡散エフェクト

「拡散」エフェクトは、レイヤーのピクセルを拡散し、ぼけた感じやにじんだ感じを与えます。各ピクセルの
色を変えずに、ピクセルの位置をランダムに変更しますが、元のポジションのおおまかなエリア内に配置され
ます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ピクセルを拡散する方向（水平または垂直）。ピクセルをすべての方向に拡散するには、「両方」を選択
します。

フレームごとに拡散を変更するかどうかを指定します。キーフレームやエクスプレッション
を指定せずに拡散をアニメートするには、「各フレームをランダムに拡散」を選択します。

ストロボエフェクト[すとろぼえふぇくと]
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ストロボカラー

元の画像とブレンド

ストロボデュレーション（秒）

ストロボ間隔（秒）

ランダムストロボの確率

ストロボ

ストロボ演算子

ページの先頭へ

ストロボエフェクト[すとろぼえふぇくと]を適用

一定または不規則な間隔で、レイヤーの値を算術演算したり、レイヤーを透明にしたりします。例えば、5 秒
に 1 回、0.1 秒間だけレイヤーを真っ白にしたり、不定期に色を反転したりできます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ライトの色。

エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に合成しながら、元のイメージとブレンド
します。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100％にすると、このエフェ
クトはレイヤーに表示されません。0％にすると、元の画像が透けて見えません。

ストロボが光る長さ（秒単位）。

ストロボが光る間隔（秒単位）。

フレームにストロボを適用する確率。

レイヤーを透明にする場合は、「レイヤーを透明にする」を選択します。「ストロボ演算子」で指
定した演算を行うには、「カラーのみに適用可能」を選択します。

各ストロボで行う演算。

テクスチャエフェクト

「テクスチャ」エフェクトでは、レイヤーに別のレイヤーをテクスチャとして与えることができます。例え
ば、木のイメージにレンガのテクスチャが含まれているように見せ、テクスチャの奥行きや光源をコントロール
することができます。画質を「最高」に設定していると、テクスチャレイヤーが、サブピクセルの精度で配置
および伸縮されます。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、「ディスプレイスメントマップ」エフェクト、「タービュレント
ディスプレイス」エフェクト、「テクスチャ」エフェクト、および「ブラー」エフェクトと「カラー補正」エ
フェクトの組み合わせを使用して、粗い紙の上にほのかに描かれた水彩画のような効果を与えるトランジショ
ンを作成する方法に関するサンプルプロジェクトを公開しています。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

テクスチャレイヤー

ライトの方向

テクスチャコントラスト

テクスチャ置き換え

テクスチャを重ねる

中央テクスチャ

テクスチャを伸縮させフィットさせる

ページの先頭へ

オリジナルのレイヤー（左）、渦レイヤーをテクスチャとして適用（右下）

テクスチャのソース。

テクスチャを照らすライトの方向。

エフェクトの強度。

テクスチャレイヤーをエフェクトレイヤーに適用する方法。

テクスチャを繰り返し適用します。

テクスチャを中央に配置します。

テクスチャをエフェクトレイヤーの寸法に合わせて伸縮させま
す。

しきい値エフェクト

グレースケールまたはカラーのイメージをコントラストの高いモノクロイメージに変換します。特定のレベル
をしきい値として指定すると、しきい値よりも明るいピクセルがすべて白、しきい値よりも暗いピクセルがす
べて黒に変換されます。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

しきい値設定 44（左）、70（中央） および 200（右）でエフェクトを適用
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テキストエフェクト

ページの先頭へ

種類

数値

数値 [先頭はゼロ]

タイムコード [30]、タイムコード [25]、タイムコード [24]

時間

日付、短い日付、長い日付

注意：

16 進数

乱数値

番号エフェクト
タイムコードエフェクト

番号エフェクト

様々なフォーマットの数字や連番を作成します。例えば、通常の数値、日付、タイムコード、実際のレンダリ
ング時刻などを付けられます。「番号」エフェクトを使用して、様々なカウンターを作成できます。連番は
30,000 個まで作成できます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。
番号ダイアログボックスでは、「フォント」、「スタイル」、「方向」、および「整列」のオプションを使用
できます。このダイアログボックスをもう一度開くには、エフェクトコントロールパネルでこのエフェクトの
「オプション」をクリックします。

番号の付け方。

十進数。

小数点以下 5 桁の十進数。

標準のノンドロップフレーム方式のタイ
ムコード（XX:XX:XX:XX）。レイヤーの現在の時刻が基準になります。

時間と分。「現在時刻／日付」も共に選択した場合は、「値／オフセット／最大乱数」の値は無
視されます。「乱数値」を選択した場合、時間は、0（午前 12:00）およびスライダーの値の範囲にな
ります。

表示される日付は、「番号」の他の設定によって決定されます。「現在時
刻／日付」を選択しない場合、「値／オフセット／最大乱数」の値は 1995 年 1 月 1 日からの日数を
示します（スライダーの 0 は 1995 年 1 月 1 日になります）。「現在時刻／日付」も選択した場合
は、「値／オフセット／最大乱数」の値が現在の日付からの日数になります（スライダーの 0 は現在
の日付になります）。「乱数値」を選択した場合は、日付が 0 （現在の日付または 1995 年 1 月 1
日）およびスライダーの値で設定されます。
閏年も考慮されています。

0 ～ F からなる 16 進数。16 進数の値は、「値／オフセット／最大乱数」の値が 0.0000125
上がるたびに 0x1 だけ、1.0 上がるたびに 0x10000 だけ増えます。「ランダム」を選択すると、0 と
「値／オフセット／最大乱数」の値で制限されます。

「値／オフセット／最大乱数」の設定で制限される乱数の値。「値／オフセット／最大乱数」が 0 の
場合、可能な最大範囲内でランダムな値が生成されます。
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値／オフセット／最大乱数

小数点位置

現在時刻／日付

位置

表示オプション

サイズ

トラッキング

プロポーショナル文字間隔

元を合成

ページの先頭へ

表示形式

選択した種類および「乱数値」を選択したかどうかによって効果が異なります。

少数点以下の桁数を指定します。

現在の日付と時刻を基準にする場合に選択します。

レイヤー上の番号を配置する場所。

テキスト上での塗り、線、または両方の組み合わせの使用方法を指定します。「塗りのみ」
は、指定したカラーで文字を塗ります。「線のみ」は、文字のアウトラインに指定したカラーの線を描きま
す。「線の上に塗り」は、塗りのカラーを線のカラーの上に重ねます。「塗りの上に線」は、線のカラーを塗
りのカラーの上に重ねます。

数字の大きさ。

数字の間隔の平均。

数字の間隔を一定にせず、数字の幅に応じて変えます。

テキストを元のイメージの上に合成します。このオプションを選択しないと、元のイメージは見え
ません。

番号エフェクトの代替方法

テキストの書式を詳しく設定したりアニメートしたりする場合は、テキストレイヤーを使用してください（テ
キストレイヤーの作成と編集を参照）。

プロジェクトの時間の表示形式に従って現在の時刻を表示するには、テキストレイヤーに「現在の時間形
式」アニメーションプリセットを適用します。

Colin Braley が、彼自身の Web サイトで、「ソーステキスト」プロパティのエクスプレッションを使用して
「番号」エフェクトの制約を乗り越えてテキストをアニメートする手順に関するチュートリアルとサンプルプ
ロジェクトを公開しています。
同様の例については、例：タイムコードをアニメートするを参照してください。

タイムコードエフェクト

タイムコードやフレーム番号情報を表示するテキストを、レイヤー上に表示します。QuickTime など外部の
ソースが埋め込んだタイムコードは、このエフェクトでは変更できません。
テキストの書式を詳しく設定したりアニメートしたりする場合は、テキストレイヤーを使用してください（テ
キストレイヤーの作成と編集を参照）。

プロジェクトの時間の表示形式に従って現在の時刻を表示するには、テキストレイヤーに「現在の時間形
式」アニメーションプリセットを適用します（例：タイムコードをアニメートするを参照）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

タイムコードの表示形式として、SMPTE 形式、フレーム番号、35 mm または 16 mm フィルム用
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

タイムソース

時間単位

ドロップフレーム

開始フレーム

テキスト位置

テキストサイズ

テキストカラー

ボックスを表示

ボックスのカラー

不透明度

元を合成

のフィートとフレームのいずれかを指定します。

エフェクトに使用されるソース。
レイヤーソース
レイヤーのソースフッテージのタイムコードに従ってタイムコードが表示されます。
コンポジション
コンポジションのタイムコードに従ってタイムコードが表示されます。
カスタム
「カスタム」セクションの設定にアクセスできます（これはこのエフェクトの以前の動作です）。設定には、
「時間単位」、「ドロップフレーム」、「開始フレーム」があります。

このエフェクトで使用するフレームレート（fps）。この設定は、「タイムコード」エフェクトで表
示される番号だけに影響します。コンポジションや、レイヤーのソースフッテージアイテムのフレームレート
には関係ありません。

ドロップフレーム方式を使用する場合に、このオプションを選択します。ノンドロップ方
式を使用する場合は、選択を解除します。

レイヤーの最初のフレームに割り当てるフレーム番号。

コンポジション空間でテキストをオーバーレイする場所。

テキストのサイズ（ポイント単位）。

テキストの色。

タイムコード値の背後に色付きボックスを表示するかどうかを指定します。

タイムコード値の背後のボックスの色。

タイムコード値の背後のボックスの不透明度。

ボックスを元のレイヤーに合成するか、透明のレイヤーに合成するかを指定します。

タイムコードエフェクトの代替方法

テキストの書式を詳しく設定したりアニメートしたりする場合は、テキストレイヤーを使用してください（テ
キストレイヤーの作成と編集を参照）。

プロジェクトの時間の表示形式に従って現在の時刻を表示するには、テキストレイヤーに「現在の時間形
式」アニメーションプリセットを適用します。

Colin Braley が、彼自身の Web サイトで、「ソーステキスト」プロパティのエクスプレッションを使用して
「タイムコード」エフェクトの制約を乗り越えてテキストをアニメートする手順に関するチュートリアルとサ
ンプルプロジェクトを公開しています。
同様の例については、例：タイムコードをアニメートするを参照してください。
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法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ローリングシャッターの修復エフェクト

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

 

DSLR などの CMOS センサーベースのカメラに共通の問題として、ビデオの走査線の間に時間差が発生する
ことがあげられます。ビデオのすべての部分が同時に記録されているわけではないため、CMOS センサーが
あるデジタルカメラでは多くの場合、ビデオフレームを 1 走査線ずつキャプチャするローリングシャッターが
使用されています。走査線の間で時間差が発生するため、イメージのすべての部分が厳密に同時に記録される
わけではありません。カメラまたは被写体が動いている場合、ローリングシャッターによりディストーション
が発生することがあります。
「ローリングシャッターの修復」エフェクト（「ディストーション」というエフェクトカテゴリにあります）
を使用してこの変形を解消することができます。
このエフェクトを適用すると、次のプロパティが使用できるようになります。
ローリングシャッターレート：フレームレートのパーセンテージ（スキャン時間）を指定します。DSLR では
50% ～ 70% の範囲になると思われます。また、iPhone ではほぼ 100% となります。ゆがんでいる線が垂直
になるようにこの値を調整します。
スキャン方向：ローリングシャッターによるスキャンの方向を指定します。ほとんどのカメラではセンサーの
上から下へとスキャンしますが、カメラを上下反対に取り付けたり、スマートフォンの場合はカメラを回転さ
せることもできます。

「詳細」セクション：
選択方式：オプティカルフロー分析とピクセルモーション時間調整を使用してワープされていないフ
レームを生成するか（ピクセルモーション）、スパースポイント追跡およびワープ方式を使用するか
（ワープ）を示します。
詳細分析：ワープでより詳細なポイント分析を実行します。ワープ方式を使用している場合に使用でき
ます。
ピクセルモーションの詳細：オプティカルフローベクトルフィールドの計算の詳細度を指定します。ピ
クセルモーション方式を使用している場合に使用できます。

ワープスタビライザーエフェクトにはローリングシャッターの修復エフェクトが含まれていますが、
スタンドアロン式の方が高度な制御が可能です。また、ローリングシャッターの問題を修復する必要はあって
も、撮影のスタビライズは必要ない場合もあります。

Todd Kopriva および video2brain によるこのビデオでは、新しいローリングシャッターの修復機能について紹
介しています。 このエフェクトを使用すると、動いているカメラ付き携帯電話で撮影したビデオのゆがみを
修正できます。
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遠近エフェクト

ページの先頭へ

3D メガネエフェクト
ベベルアルファエフェクト
べベルエッジエフェクト
ドロップシャドウエフェクト
放射状シャドウエフェクト

CC Cylinder エフェクト
CC Environment エフェクト
CC Sphere エフェクト
CC Spotlight エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

3D メガネエフェクト

「3D メガネ」エフェクトは、左用と右用の 3D ビューを合成することによって 1 つの立体視用のイメージを
作成します。3D プログラムまたは立体視用のカメラのイメージを各ビューのソースとして使用することがで
きます。
ステレオ 3D について詳しくは、カメラ、ライト、目標点を参照してください。
合成イメージの作成方法によって、イメージがどように表示されるかが決まります。例えば、遠近が若干異な
る同じ被写体のイメージを 2 つ用意し、色合いのコントラストを高めてから合成して、1 つの立体イメージを
作成することができます。立体視用のイメージの作成は、それぞれに異なる色合いを与えたビューを組み合わ
せ、赤と緑または赤と青の色がついた立体視用のメガネを使用して結果を確認しながら行います。
エフェクトは、8 bpc、16 bpc または 32 bpc のカラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

Robert Powers が、Slippery Rock NYC の Web サイトで、デプスマットを作成し、ディスプレイスメント
マップエフェクトの制御レイヤーとして使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。その結
果は、3D メガネエフェクトで立体視イメージを作成するために使用します。
ビューを反転したときに問題が発生しないように、次の点に注意してください。
コンポジションの高さと同じ高さをもつソースイメージを使用します。サイズに 1 pixel
分の差があると、位置を縦方向に 1 pixel 移動した場合と同じ結果になります。
レイヤーの位置の値が整数であることを確認します（239.7 ではなく 240 など）。
レフトビューまたはライトビューのイメージが既にインターレースされている場合は、
フィールドの不一致を防ぐために、3D メガネを使用する前に、インターレースを解除し
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レフトビュー、ライトビュー

コンバージェンスのオフセット（シーンコンバージェンス）

注意：

縦揃え

単位

左右を入れ替え

3D ビュー

ステレオペア（ステレオペア（サイドバイサイド））

オーバーアンダー

インターレース 左：奇数、右：偶数

ます。
3D メガネ」では、インターレースされたフレームが作成されるので、レンダリング設定
ダイアログボックスでインターレースオプションは選択しないでください。

ゴーストは、一方の輝度値が他方の輝度値を大きく超えた場合に、立体メガネの一方のレンズ側に他方の色が
見えてしまう現象です。例えば、赤の輝度値が大きすぎる場合、青のレンズを通して赤が見えるようになりま
す。バランス値を調整した場合は、最終的な出力メディア上で結果をテストしてください。設定したバランス
値が高すぎると、反転したシャドウが発生する場合があります。
赤と青のイメージを使用する場合、赤と青のレンズのメガネで青の色を見ると、実際には青ではなくシアンに
見えます。赤とシアンは、補色であり、相互のフィルター効果によって効率的に色が取り除かれるので、最も
効果的に色が分離します。赤と緑のイメージを使用する場合、緑が赤よりも暗く表示される場合があります。
しかし、赤と緑のメガネでイメージを見ると、緑の輝度値が赤よりも高いので、結果的に同等になります。

左目用と右目用のレイヤー。3D メガネは、コンポジション内の 1 つのレイ
ヤーにのみ適用する必要があります。2 つめのレイヤーを使用する場合、2 つのレイヤーが同じサイズである
ことが必要です。2 つめのレイヤーは、コンポジション内で表示されている必要はありません。

2 つのビューのオフセット量。このコントロー
ルは、3D 要素を画面の手前または奥のどちらに表示するかを指定するのに使用します。調整したあらゆる領
域（レフトビューとライトビューなど）のオブジェクトが画面上の同じ点に正確に表示されます。Z 空間のそ
れらの領域の手前にあるあらゆる要素が画面から飛び出します。立体メガネを通してシーンを見たときに、それ
らの領域の奥にあるあらゆる要素は画面の奥に表示されます。
コンバージェンスのオフセット（シーンコンバージェンス）を使用して、3D プログラムでレンダリングした
写真や画像など、キャリブレーションされていないカメラでレンダリングした素材を再調整することもできま
す。これらは、通常、正しく配置されていないので、コンバージェンスのオフセットに負の値を指定する必要
があります。元のフッテージが正しいコンバージェンスを使用して撮影されている場合は、この値を変更する
必要はありません。この値にキーフレームを適用すると、異常なアニメーションが作成される可能性がありま
す。

「シーンコンバージェンス」を使用した場合のエッジピクセルの処理が向上されました（より忠実に
なりました）。以前は、エッジまで埋めるのにエッジピクセルを複製していましたが、そのように処理されな
くなりました。空いているエッジを排除するために、スケールを使用します。

レフとビューとライトビューの垂直方向のオフセットを相対的に制御します。

「3D ビュー」が「ステレオペア」または「オーバーアンダー」以外に設定されている場合に、「シーン
コンバージェンス」と 「縦揃え」の測定単位（「pixel」または「%（ソース比率）」）を指定します。

レフトビューとライトビューを切り替えます。その他の 3D ビュー モードのビューも切り替
えます。

ビューを合成する方法。

左右のレイヤーがエフェクトレイヤーのバウン
ディングボックスに並んで収まるようにスケールします。「左右を入れ替え」ボックスをチェックす
ると、視点を交差させたイメージが作成されます。「ステレオペア」を選択すると、「コンバージェ
ンスのオフセット」は無効になります。

左右のレイヤーがエフェクトレイヤーのバウンディングボックスに重なって収まる
ようにスケールします。「左右を入れ替え」ボックスをチェックすると、視点を交差させたイメージ
が作成されます。「ステレオペア（サイドバイサイド）」を選択すると、「シーンコンバージェン
ス」は無効になります。

レフトビューのレイヤーの上（奇数）のフィールドとライト
ビューのレイヤーの下（偶数）のフィールドを、インターレースフレームのシーケンスに合成しま
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左：緑、右：赤

左：青、右：赤

左：緑、右：赤（バランス）

左：青、右：赤（バランス）

赤 青（バランスカラー）

バランス

ページの先頭へ

ページの先頭へ

す。このオプションは、最終的な立体視手法として偏光グラスまたは LCD シャッターグラスの使用を
想定している場合に使用します。フィールドを切り替えるには、「左右を入れ替え」を選択します。

各レイヤーの輝度値を使って、ライトビューレイヤーの色合いを赤に、レフトビュー
レイヤーの色合いを緑にします。

各レイヤーの輝度値を使って、ライトビューレイヤーの色合いを赤に、レフトビュー
レイヤーの色合いを青（シアン）にします。

「左：緑、右：赤」と同じ処理を行いますが、ビュー同士が透けて見え
るときに発生するシャドウやゴーストを防ぐために色のバランスを調整します。バランスを大きい値
に設定すると、全体的なコントラストが低くなります。

「左：青、右：赤」と同じ処理を行いますが、さらに、シャドウやゴー
ストといった現象を減らすために、色のバランスを調整します。

元のレイヤーの RGB チャンネルを使用して、レイヤーを 3D ビューに変換
します。レイヤーの元のカラーが維持されますが、シャドウやゴーストといった現象が生じることが
あります。このような効果を減らすには、バランスを調整するかイメージの彩度を下げてから 3D メ
ガネを適用します。CG イメージを使用する場合は、エフェクトを適用する前に、左右のビューの黒
のレベルを上げてみてください。

バランス調整される 3D ビューオプション内のバランスのレベルを指定します。このオプション
は、シャドウやゴーストといった現象を減らすために使用します。「赤 青（バランスカラー）」オプション
を選択したときの 3D メガネのバランスは、最適な値に初期設定されています。 「バランス」を0.0に設定す
ると、3D の被写界深度は生成されません。逆に、「バランス」に設定した値が高すぎると、高い彩度の出力
になります。

Rich Young は、After Effects Portal ウェブサイトで ステレオ 3D のリソースを公開しています。

ベベルアルファエフェクト

「ベベルアルファ」エフェクトを使用すると、イメージのアルファ境界線がのみで削ったような輪郭のはっき
りした線になり、2D の要素でも 3D のように見えます。レイヤーが完全に不透明な場合は、エフェクトがバ
ウンディングボックスに適用されます。このエフェクトで作成した境界は、ベベルエッジエフェクトで作成し
た境界よりも滑らかになります。このエフェクトは、アルファチャンネル内のテキスト要素に適用すると特に
効果的です。
目的によっては、「ベベルアルファ」エフェクトよりベベルとエンボスレイヤースタイルの方が適している場
合があります。例えば、ベベルのハイライトとシャドウに異なる描画モードを適用するには、「ベベルアル
ファ」エフェクトではなくレイヤースタイル「ベベルとエンボス」を使用します（レイヤースタイルを参
照）。
このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）
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べベルエッジエフェクト

「ベベルエッジ」エフェクトは、イメージのエッジにのみで削ったような輪郭を持たせ、3D のように表示し
ます。エッジの位置は、ソースイメージのアルファチャンネルによって決まります。ベベルアルファとは異な
り、作成されるエッジは常に四角形なので、イメージのアルファチャンネルが四角形でない場合は、表示が不
自然になります。エッジはすべて同じ厚さです。画質を「最高」に設定していると、エッジの厚さが補間され
て滑らかになります。
目的によっては、「べベルエッジ」エフェクトよりベベルとエンボスレイヤースタイルのほうが適している場
合があります（レイヤースタイルを参照）。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ドロップシャドウエフェクト

「ドロップシャドウ」エフェクトは、レイヤーの後ろにシャドウを表示します。シャドウのシェイプは、レイ
ヤーのアルファチャンネルによって決まります。
レイヤーにドロップシャドウを追加すると、レイヤーのアルファチャンネルのエッジをソフトにした外形が後
ろに現れ、背景や後ろ側のオブジェクトに影が落ちたように見えます。
ドロップシャドウでは、レイヤーの境界の外側にもシャドウを作成できます。シャドウのサブピクセルポジ
ショニングとソフトエッジの滑らかさは、レイヤーの画質設定によって異なります。
目的によっては、「ドロップシャドウ」エフェクトよりドロップシャドウレイヤースタイルの方が適している
場合があります（レイヤースタイルを参照）。
このエフェクトは、32 ビットカラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

イメージなしでシャドウだけをレンダリングするには、「シャドウのみ」を選択します。

回転するレイヤーにドロップシャドウを適用したい場合は、「トランスフォーム」エフェクトでレイ
ヤーを回転させてから、「ドロップシャドウ」エフェクトを適用します。ネスト化、プリコンポーズまたは調
整レイヤーでも同じ効果を出すことができます。これらの方法を使用しない場合、シャドウはレイヤーととも
に回転します。

放射状シャドウエフェクト

「放射状シャドウ」エフェクトでは、ドロップシャドウのような平行光ではなく、レイヤーのすぐ上にある 1
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シャドウのカラー
注意：

不透明度

光源

投影距離

柔らかさ

レンダリング

注意：

レギュラー

ガラスエッジ

カラーの影響

シャドウのみ

点からライトを当てたときに発生するシャドウ効果が生成されます。ソースレイヤーのアルファチャンネルか
らシャドウが投影されるので、レイヤーが半透明な場合は、レイヤーの色がシャドウの色として反映されま
す。放射状シャドウを使用すると、2D レイヤーの上に 3D レイヤーのシャドウが投影されているような効果
を出すことができます。
このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

シャドウの色。
レンダリングポップアップメニューで「ガラスエッジ」を選択すると、レイヤーの色が優先される場

合があります。詳細については、レンダリングの調整とカラー作用の調整を参照してください。

シャドウの不透明度。

光源の位置。
別のエフェクト（レンズフレアなど）と同じ光源を使用するには、そのエフェクトのコントロールポイン
トから位置キーフレームかエクスプレッションをコピーしてペーストします。

レイヤーと、シャドウを落とす場所との距離。この値を大きくすると、シャドウも大きくなりま
す。

シャドウのエッジの柔らかさ。

シャドウの種類。
レイヤーのピクセルの透明度が高いほど、レイヤーに近い色のシャドウが作成されます。レイヤーに半透明の
ピクセルがない場合は、このオプションの効果はほとんどありません。

「ガラスエッジ」を選択した場合に、レイヤーが完全に不透明でも、エッジがアンチエイリアスされ
ていると、シャドウのエッジにも色が付きます。アンチエイリアスされたエッジを通してレイヤーの色が映
り、シャドウの中は「シャドウのカラー」で指定した色になります。

レイヤーにある半透明のピクセルとは無関係に、「シャドウのカラー」と「不透明度」の
値に基づいてシャドウを作成します（「レギュラー」を選択すると、「カラーの影響」コントロール
は無効になります）。

レイヤーの色と不透明度に基づいて、色付きのシャドウを作成します。レイヤーに半透
明のピクセルがある場合は、レイヤーの色と透明度の両方に基づいてシャドウを作成します。例え
ば、ステンドグラスを通して日が差し込むような効果を作成できます。

シャドウの中に現れるレイヤーの色の割合。100％にすると、レイヤーの半透明のピクセルの
カラーで表示されます。レイヤーに半透明のピクセルがない場合は、このオプションの効果はほとんどなく、
「シャドウのカラー」で指定した値によってカラーが決まります。「カラーの影響」の値を低くすると、レイ
ヤーの色と「シャドウのカラー」で指定した色がブレンドされます。値を大きくすると、「シャドウのカ
ラー」の影響が小さくなります。

シャドウだけをレンダリングする場合に選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

レイヤーのサイズを変更 レイヤーの元の境界の外までシャドウを伸ばすには、このオプションを選択しま
す。
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マーカー
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レイヤーマーカーとコンポジションマーカー

コンポジションマーカーを作成する
レイヤーマーカーを適用する
マーカーの使用についてのスクリプトとユーティリティ
マーカーに関するオンラインリソース

コンポジションマーカーとレイヤーマーカーを使用して、コメントやその他のメタデータを保存し、重要な時
間をコンポジションまたはレイヤーにマークします。コンポジションマーカーはコンポジションの時間スケー
ルに表示されるのに対し、レイヤーマーカーはそれぞれ特定レイヤーのデュレーションバーに表示されます。
この 2 つのマーカーには同じ情報が保持されます。
マーカーは、時間上の 1 つのポイントまたはデュレーションを参照できます。
After Effects のコンポジションマーカーは、Adobe Premiere Pro のシーケンスマーカーに対応していま
す。After Effects のレイヤーマーカーは、Adobe Premiere Pro のクリップマーカーに対応しています。
マーカーを含むコンポジションをレンダリングすると、マーカーは、マーカーダイアログボックスで設定した
出力形式と値に基づいて、Web リンク、チャプターリンク（チャプターポイント）またはキューポイントに
変換されます。マーカーは XMP メタデータとして書き出すこともできます（XMP メタデータを参照）。
コンポジションマーカーの初期設定のコメントは番号ですが、レイヤーマーカーには初期設定のコメントはあ
りません。
リンクまたはキューポイントデータが含まれたマーカーは、アイコンに小さい点が付いています。

A. デュレーションが 1 秒のコンポジションマーカー B. キューポイントデータを含むコンポジションマー
カー C. デュレーションが 2 秒のレイヤーマーカー D. キューポイントデータを含むレイヤーマーカー 

マーカーを使用すると、レイヤーや現在の時間インジケーターを特定の時間ポイントに簡単に配置できま
す。タイムラインパネル内で、Shift キーを押しながらキーフレーム、現在の時間インジケーターまたはレ
イヤーデュレーションバーをドラッグすると、これらのアイテムがマーカーにスナップされます。

プレビュー中またはオーディオのみのプレビュー中にマーカーを追加できます。これにより、レイヤーのオー
ディオトラックの特定のポイントに簡単にマーカーを付けることができます。

マーカーのデータを表示または編集するには、マーカーをダブルクリックするか、マー
カーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し
て、「設定」を選択します。
マーカーを別の時間に移動するには、マーカーをドラッグまたはダブルクリックしてダイ
アログボックスに時間を入力します。
レイヤーのソースファイル内で、時間メタデータに基づいたレイヤーマーカーを自動的に
レイヤーに作成するには、メディア＆ディスクキャッシュ環境設定で「フッテージの
XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」設定を選択します。この設定は、初期設
定で有効になっています。
プリコンポジションレイヤーのレイヤーマーカーと、ソースコンポジションの対応するコ
ンポジションマーカーを同期するには、レイヤーマーカーを右クリック（Windows）また
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は Command キーを押しながらレイヤーマーカーをクリック（Mac OS）し、「ソースか
らマーカーを更新」を選択します。このコマンドを実行すると、レイヤーに追加されてい
たすべてのマーカーが削除されてしまいます。

レイヤーでソースとして(コンポジションではなく)ファイルが使用されている場合、このコマンドを
使用すると、ソースファイルの XMP 時間メタデータが表示されているレイヤーに、レイヤーマーカーが復元
されます。

あるコンポジションを別のコンポジションに追加すると、元のコンポジションはそのコンポジションを含むレ
イヤーとしてネスト化されます。ネスト化されたコンポジションのコンポジションマーカーは、包含コンポジ
ションのタイムラインパネルではすべてレイヤーマーカーになります。これらのマーカーは元のコンポジショ
ンマーカーにはリンクされていないので、元のコンポジションのコンポジションマーカーに変更を加えても、
ネスト化されたコンポジションのレイヤーマーカーは影響を受けません。例えば、元のコンポジションマー
カーの 1 つを削除しても、ネスト化されたコンポジションの対応するレイヤーマーカーはそのまま残ります。
スクリプトとエクスプレッションは、マーカー内に格納されているデータを読み取ったり使用することができ
ます。ソースフッテージアイテムの XMP メタデータはレイヤーマーカーに変換できるため、エクスプレッ
ションとスクリプトは XMP メタデータで使用できます。

コンポジションマーカーを作成する

コンポジションマーカーは、タイムラインパネルの時間スケールに小さい三角で表示されます。コンポジショ
ンマーカーは 1 つのコンポジションにいくつでも設定できます。
番号の付いた 1 つのコンポジションマーカーを削除しても、他のマーカーの番号は変更されません。コメント
を初期設定の番号から変更すると、次にコンポジションマーカーを作成したときに、元の番号が再利用されま
す。
毎回開始できるマーカーは、1 つのコンポジションマーカーだけです。コンポジションマーカーを追加または
削除して、時間上の同じポイントで別のコンポジションマーカーとして開始すると、追加または削除された
マーカーは別のマーカーを置き換えます。

対応するキーボードショートカットについては、マーカーのキーボードショートカットを参照してくださ
い。

空白のコンポジションマーカーを現在の時間に追加するには、レイヤーが選択されていな
いことを確認して、レイヤー／マーカーを追加を選択するか、テンキーパッドの *（アス
タリスク）キーを押します。

プレビュー中またはオーディオのみのプレビュー中に * キーを押すと、プレビューが中断されること
なく現在の時間にマーカーが追加されます。

現在の時間にコンポジションマーカーを追加してマーカーダイアログボックスを開くに
は、レイヤーが選択されていないことを確認して、Alt + テンキーパッドの * キー
（Windows）または Option + テンキーパッドの * キー（Mac OS）を押します。
コンポジションマーカーをビンから追加するには、コンポジションタイムマーカー  ボ
タンからマーカーをドラッグします。

コンポジションマーカーをビンからドラッグする
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現在の時間に番号の付いたコンポジションマーカーを追加するには、Shift キーを押しなが
ら数字キー（0 ～ 9）を押します。

押した数字と同じ番号のコンポジションマーカーが既に存在する場合、新しいマーカーは作成されま
せん。代わりに、その番号の既存のマーカーが新しい位置に移動します。

コンポジションマーカーを削除するには、コンポジションタイムマーカーボタンまでマー
カーをドラッグして戻すか、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を
押しながらマーカーをクリックします。
コンポジション上のすべてのコンポジションマーカーをロックするには、コンポジション
上のマーカーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac
OS）し、「マーカーをロック」を選択します。

レイヤーマーカーを適用する

レイヤーマーカーは、レイヤーのデュレーションバー上に小さな三角形として表示されます。レイヤーマー
カーは 1 つのレイヤーにいくつでも設定できます。
ムービーを QuickTime コンテナにレンダリングおよび読み込んだ場合、レイヤーマーカーは保持されます。

対応するキーボードショートカットについては、マーカーのキーボードショートカットを参照してくださ
い。

選択したレイヤーの現在の時間にレイヤーマーカーを追加するには、レイヤー／マーカー
を追加を選択するか、テンキーパッドの *（アスタリスクキー）を押します。

プレビュー中またはオーディオのみのプレビュー中に * キーを押すと、プレビューが中断されること
なく現在の時間にマーカーが追加されます。

現在の時間にレイヤーマーカーを追加してマーカーダイアログボックスを開くには、Alt +
テンキーパッドの * キー（Windows）または Option + テンキーパッドの * キー（Mac
OS）を押します。
レイヤーマーカーを削除するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながらマーカーをクリックします。
選択したレイヤーのレイヤーマーカーをすべて削除するには、いずれかのマーカーを右ク
リック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「すべ
てのマーカーを削除」を選択します。
レイヤー上のすべてのレイヤーマーカーをロックするには、レイヤー上のマーカーを右ク
リック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「マー
カーをロック」を選択します。
すべてのレイヤーマーカーを、レイヤーのソースファイルからの時間メタデータを含む
マーカーに置き換えるには、レイヤーマーカーを右クリック（Windows）または Control
キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「ソースからマーカーを更新」を選択しま
す。

After Effects CS6 以降では、レイヤーマーカーを追加しても、その他のオブジェクト（例えばマスク
やエフェクト）の選択は解除されません。

マーカーの使用についてのスクリプトとユーティリティ

Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、レイヤーをレイヤーマーカー位置で分割するスクリプトを公
開しています。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、次のスクリプトを公開しています。
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Magnum, the Edit Detector：フッテージレイヤー内の編集を自動的に検出し、各編集箇所
にレイヤーマーカーを配置します（または、編集ごとに別個のレイヤーに分割します）。
Zorro, the Layer Tagger：レイヤーにタグを付け、そのタグに応じてレイヤーを選択す
る、隠す（シャイ）またはソロレイヤーに設定することができます。タグはタイムラインパ
ネルのコメント列のコメントに追加されます。レイヤーマーカーとして追加することもで
きます。
Layer Marker Batch Editor では、Flash キューポイント属性を含め、選択したすべてのレ
イヤー上のマーカー属性を編集できます。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで次のスクリプトを公開しています。

rd_CopyMarkers：あるレイヤーのレイヤーマーカーを、任意の数のレイヤーにコピーし
ます。
rd_KeyMarkers：新しいレイヤーマーカーを、同じ時間のキーフレームに関する情報を示
すコメント付きで、選択したレイヤーまたは新しいヌルレイヤーに作成します。
rd_MapTextFileToMarkers：テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティにキーフ
レームを設定し、テキストファイルからのテキストに値を設定することで、キーフレーム
をテキストレイヤー上のレイヤーマーカーで指定された時間に配置します。
rd_MarkerNavigator：マーカーへのナビゲートとそれらのコメントやその他の値の確認が
簡単に行えるようになるパネルを作成します。
rd_RemoveMarkers：指定した条件（ワークエリア内のすべてのマーカーなど）に基づい
て選択したレイヤーからマーカーを自動的に削除します。
rd_Scooter：レイヤーのインポイント、レイヤーのアウトポイント、レイヤーのソースフ
レーム、キーフレーム、マーカーなど、各アイテムの様々な組み合わせを時間単位で移動
するコントロールがあるパネルを作成します。
rd_CountMarkers：選択したレイヤー上のマーカーの数を表示します。

マーカーに関するオンラインリソース

マーカー、キューポイントおよび XMP メタデータの使用についてのビデオチュートリアルを利用するには、
アドビ システムズ社の次の Web サイトを参照してください。

メタデータおよびマーカーのキューポイントへの変換：Soundbooth、Flash
Professional、After Effects を使ったキューポイントの作成方法と使用方法を紹介したビデ
オチュートリアルが公開されています。
マーカーおよびキューポイントの使用：Premiere Pro と After Effects のマーカーの概要を
紹介したビデオが公開されています。

以下も参照してください
スクリプト
ビデオとオーディオのプレビュー
MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）
XMP メタデータについて
After Effects の XMP メタデータ
After Effects、Encore および Flash とのマーカーの共有
チャプターポイント
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XMP メタデータについて
After Effects の XMP メタデータ
ファイル、クリップおよびプロジェクトの XMP メタデータについて
XMP メタデータの表示と非表示
XMP メタデータの編集

XMP メタデータについて

メタデータとは、データに関するデータのことで、作成者名や解像度、カラースペース、著作権、適用された
キーワードなど、ファイルに関する標準的な情報のセットです。例えば、ほとんどのカメラでは、日付、デュ
レーションおよびファイルの種類などのいくつかの基本情報がビデオファイルに格納されます。他のメタデー
タは、OnLocation でショットリスト情報として入力するか、Adobe Premiere Pro のキャプチャ時に入力する
ことができます。場所、作成者、著作権などのプロパティが含まれたメタデータを追加することもできます。
このメタデータは、Adobe Creative Suite アプリケーション間で共有、閲覧および使用できるため、この情報
を使用してワークフローを簡略化したりファイルを整理することができます。
Extensible Metadata Platform（XMP）は、Adobe アプリケーションで使用されているメタデータ仕様で
す。Exif、IPTC（IIM）、GPS、TIFF などの形式で保存されているメタデータは、より簡単に表示および管理
できるように XMP と同期され、XMP で記述されます。例えば、Adobe Camera Raw を使用した画像の調整
は、XMP メタデータとして保存されます。XMP 仕様は、XML をベースにしています。
メタデータスキーマは、あるワークフローに固有のプロパティのコレクションです。例えば、動的メディアス
キーマには、デジタルビデオプロジェクト用にカスタマイズされたシーンや Shot Location などのプロパティ
があります。それに対して Exif スキーマには、Exposure Time や Aperture Value など、デジタル形式の写真
用にカスタマイズされたプロパティがあります。日付やタイトルなどのより一般的はプロパティは、ダブリン
コアスキーマに含まれます。特定のスキーマまたはプロパティに関するツールヒントを表示するには、メタ
データパネルでスキーマまたはプロパティにポインターを合わせます。メタデータパネルでコマンドを使用し
て、自分自身のスキーマを作成して読み込み、XML ファイルとして他の人とそのスキーマを共有することが
できます。
メタデータは、静的メタデータと時間メタデータの 2 つの主なカテゴリに分類されます。静的メタデータは、
アセット全体に適用されるメタデータです。例えば、ビデオクリップの著作権および作成者情報は、クリップ
全体に適用されます。時間メタデータは、動的メディアアセット内の特定の時間に関連付けられたメタデータ
です。Soundbooth のビートマーカーと、Soundbooth と Premiere Pro 内のスピーチ検索によって生成される
メタデータは、時間メタデータの例です。
Adobe Story を使用すれば、情報をシナリオ（台本）から XMP メタデータに変換して、撮影の台本や日程表
などの作成を自動化することもできます。

After Effects から Adobe Story サービスを開始するには、ファイル／Adobe Story を開くを選択しま
す（なお、Adobe Story では日本語はサポートされていません）。

Adobe Bridge でファイルの静的 XMP メタデータを表示することができます。
After Effects のスクリプトとエクスプレッションは、マーカー内に格納されているデータを読み取ったり使用
することができます。ソースフッテージアイテムの XMP メタデータはレイヤーマーカーに変換できるため、
エクスプレッションとスクリプトは XMP メタデータで使用できます。スクリプトで、After Effects コンテキ
スト外のファイルの XMP メタデータを操作し、一般的なタスクの自動化と創作目的のどちらの目的にも使用
することできます。
F4V ファイルまたは FLV ファイルに含まれる XMP メタデータは、ActionScript で読み取ったり使用すること
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ができます。したがって、XMP メタデータを使用すると、Flash Player で再生中のビデオに双方向性を追加
することができます。例えば、この機能を使用して、FLV ファイルで時間メタデータを検索し、ナレーション
の特定の語句の位置から、または特定の時間メタデータ要素に関連付けられている他の位置から、再生を開始
することができます。

ファイルの XMP メタデータを選択して追加したり削除したりするには、Adobe Media Encoder の書き出
しテンプレートとメタデータ書き出しダイアログボックスを使用します。

XMP メタデータの埋め込みとサイドカーファイルへの保存

ほとんどの場合、ファイルの XMP メタデータはファイル自体に保存されます。情報をファイルに直接書き込
めない場合、XMP メタデータは、サイドカーファイルと呼ばれる別のファイルに保存されます。ファイル拡
張子は .xmp です。After Effects が XMP メタデータを直接書き込むことができるファイル形式について
は、After Effects の XMP メタデータを参照してください。
ほとんどの場合、例えば PSD から JPG へファイル形式を変換した場合でも、XMP メタデータはファイルに
残っています。また、Adobe Creative Suite アプリケーションのドキュメントまたはプロジェクトにファイル
を配置した場合も XMP メタデータは保持されます。

XMP メタデータに関するオンラインリソース

XMP の仕様、ソフトウェアおよびワークフローへの XMP メタデータの統合に関する情報、XMP
SDK（software development kit）、および XMP メタデータに関するフォーラムについては、アドビ システ
ムズ社の Web サイトの XMP Developer Center セクションを参照してください。

After Effects の XMP メタデータ

XMP メタデータの概要については、XMP メタデータについてを参照してください。
関連する XMP メタデータが含まれているファイルを After Effects で読み込んだ場合、メタデータパネルで静
的メタデータを表示したり、時間メタデータをレイヤーマーカーに変換したり、メタデータを使用して After
Effects 内の作業を容易にしたり、メタデータを出力ファイルに含めたりすることができます。
After Effects スクリプトインターフェイスには、XMP メタデータを使用して対話するためのツールが付属し
ています。

XMP メタデータを含むファイルの After Effects への読み込み

After Effects では、次のような様々な形式から XMP メタデータを読み込むことができます。

カメラ形式：AVCHD、HDV、P2、XDCAM、XDCAM EX

画像形式：GIF、JPEG、PNG、PostScript、TIFF

一般的なマルチメディアコンテナ形式：FLV、F4V、QuickTime（MOV）、Video for
Windows（AVI）、Windows Media（ASF、WAV）
オーサリング形式：InDesign ドキュメント、Photoshop ドキュメント（PSD）、Adobe
アプリケーションのその他のネイティブドキュメント形式
MPEG 形式（MP3、MPEG-2、MPEG-4）
SWF
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XMP メタデータが含まれているファイルを読み込むと、ソースファイルからメタデータを読み込んでいると
きに、「フッテージから XMP メタデータを読み込み中」というステータスメッセージが表示されます。
各アセットに関してメタデータで特に便利な点は、固有の ID 番号を持っていることです。ID 番号によって
ワークフローのどの段階でもすべてのアセットの中からそのアセットを区別することができます。固有 ID 値
によって、ファイル名が変更されても、以前に作業したファイルであれば、同じファイルであると認識されま
す。これらの固有 ID 値の利点の 1 つは、各アプリケーションがこの情報を使用して、キャッシュされたプレ
ビューと最適化されたオーディオファイルを管理して、その後のレンダリングおよび最適化を防止できること
です。
XMP で使用される ID 値は、Globally Unique Identifiers（GUID）という 16 バイトのランダムな数値で、値の
固有性を確実にするために使用されます。
メディア＆ディスクキャッシュ環境設定で「読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む」環境設定を選択し
た場合、After Effects にソースファイルを読み込んだときに XMP ID 値はソースファイルに書き込まれます。
この環境設定は、その他の Adobe アプリケーションにも影響を与えます。詳しくは、環境設定ダイアログ
ボックスに表示されるヒントをお読みください。ファイルに既に XMP ID がある場合、新しい XMP ID は書き
込まれず、何も変更されません。一般に、Adobe アプリケーションの最近のバージョンで作成されたファイル
には、既に XMP ID が含まれています。
初期設定では、「読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む」環境設定がオンに設定されています。

XMP ID の読み込み時に固有 ID 値が自動的にファイルに書き込まれるかどうかは、「読み込み時に
XMP ID をファイルに書き込む」環境設定によってのみ制御されます。この環境設定では、メタデータパネル
でのメタデータの編集時など、その他の状況で XMP メタデータがファイルに書き込まれるかどうかは制御さ
れません。

ファイルに ID を書き込むことは修正とみなされるため、ソースファイルの修正日は、ファイルを初め
て読み込んだときに更新されます。

After Effects での XMP メタデータの作業

メタデータパネル

After Effects では、メタデータパネル（ウィンドウ／メタデータ）には静的メタデータのみが表示されます。
プロジェクトメタデータはパネルの上部に表示され、ファイルメタデータは下部に表示されます。時間メタ
データは、After Effects ではレイヤーマーカーとしてのみ表示されます。
プロジェクトメタデータは、メタデータパネルを開いたときに直ちに表示されます。任意のメタデータカタゴ
リに情報を追加したり変更することができます。この情報は、プロジェクトファイルを選択したときに Bridge
に表示されます。また、「ソースの XMP メタデータを含める」出力モジュールオプションが選択されている
場合に、レンダーキューでレンダリングして書き出したファイルにも埋め込まれます。
ファイルメタデータをメタデータパネルに表示するには、まずプロジェクトパネルでファイルを選択する必要
があります。任意のメタデータカタゴリに情報を追加したり変更することができます。複数のファイルを選択
した場合、変更内容は選択したすべてのファイルに反映されます。ソースファイルメタデータへの変更は、直
ちにソースファイルに書き込まれます。
メタデータパネルに表示するメタデータのカテゴリとフィールドを変更するには、メタデータパネルメニュー
から「プロジェクトメタデータの表示設定」または「ファイルメタデータの表示設定」を選択します。

XMP メタデータのレイヤーマーカーへの変換

XMP メタデータが含まれているフッテージアイテムに基づいてレイヤーを作成すると、時間メタデータがレ
イヤーマーカーに変換されます。

XMP メタデータのレイヤーマーカーへの自動変換を有効にするには、メディア＆ディス
クキャッシュ環境設定で「フッテージの XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」
環境設定を選択します。

この変換中、「フッテージから XMP メタデータを読み込み中」というステータスメッセージが表示されま
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す。
これらのレイヤーマーカーは、他のレイヤーマーカーと同様に、自由に編集できます（レイヤーマーカーとコ
ンポジションマーカーを参照）。
ソースファイルの XMP メタデータに基づくレイヤーマーカーに対する変更内容は、ソースファイル内の
XMP メタデータには影響しません。

レイヤーのレイヤーマーカーを、レイヤーのソースの XMP メタデータから読み込まれたレイヤーマーカー
に復元するには、レイヤー上の任意のマーカーを右クリックするか（Windows）、Control キーを押しなが
らクリックし（Mac OS）、「ソースからマーカーを更新」を選択します。このコマンドを実行すると、レ
イヤーに追加されていたすべてのマーカーが削除されてしまいます。レイヤー作成時に「フッテージの
XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」環境設定を選択していなかった場合は、このコマンドを使
用して、XMP メタデータから手作業でレイヤーマーカーを作成することができます。

レイヤーマーカーの内容といっしょにエクスプレッションを使用する方法については、MarkerKey の属性（エ
クスプレッションのリファレンス）を参照してください。

After Effects からの XMP メタデータの書き出し

コンポジションをレンダリングして書き出すときに、XMP メタデータを出力ファイルに書き出すことができ
ます。出力ファイルにはそのコンポジションのソースのすべての XMP メタデータが含まれます。この出力
ファイルには、コンポジション内のすべてのコンポジションマーカーとレイヤーマーカー、コンポジション内
のレイヤーのベースであるソースファイルのすべての XMP メタデータ、タイムラインパネルおよびプロジェ
クトパネルのコメント列のコメント、そのコンポジションが含まれているプロジェクトのプロジェクトレベル
の XMP メタデータが含まれています。ネスト化されたコンポジションからの XMP メタデータは繰り返し処
理され、出力ファイルに含められます。
すべての XMP メタデータを出力ファイルに書き込むには、出力ファイルの出力モジュール設定で「ソースの
XMP メタデータを含める」を選択します。「ソースの XMP メタデータを含める」を選択解除すると、出力
ファイルに書き込まれる XMP メタデータは固有 ID のみになります（出力モジュールと出力モジュールの設
定を参照）。

「ソースの XMP メタデータを含める」がオンになっていると、ソースファイルの XMP メタデータを
読み取ったり構築したりするための時間により、レンダリングと書き出しに時間がかかることがあります。し
たがって、このオプションは初期設定ではオフになっています。

After Effects では、After Effects プロジェクトファイル（.aep、.aepx など）と Adobe アプリケーションで使
用したソースドキュメント（.psd など）に XMP メタデータを格納することに加えて、XMP メタデータを多
くのコンテナ用の形式のファイルに直接書き込むことができます。以下のファイル形式が使用できます。

QuickTime（.mov）
Video for Windows（.avi）
Windows Media（.wmv）

一部の MPEG ファイル形式では、XMP メタデータはサイドカーファイル（.xmp）に書き込まれま
す。

その他のファイル形式では、「ソースの XMP メタデータを含める」オプションは使用できません。
ファイルをレンダリングして書き出し、ソースの XMP メタデータを出力ファイルに含めるときに、XMP メ
タデータが出力ファイルに書き込まれてから、コンポジションの最初のフレームがレンダリングされます。レ
ンダーキューパネルの「現在のレンダリング情報」セクションが開いていると、レンダリング中のコンポジ
ションで使用されているソースからのメタデータをコンパイルしているときに、「ソースから XMP メタデー
タを収集中」というというステータスメッセージが表示されます。
ファイルに書き込まれる XMP メタデータは、オーディオデータやビデオデータとは別に、XML データ構造で
挿入されます。このプレーンテキストの XML データは、通常のプレーンテキストデータと同様に表示し、
様々なスクリプトで使用したり操作することができます。
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Adobe Premiere Pro

クリップ

ファイル

After Effects

プロジェクト

ファイル

ファイル

After Effects は、startTimecode 値と altTimecode 値を XMP メタデータに書き込みます。メタ
データパネルの動的メディアスキーマの「開始タイムコード」フィールドと「代替タイムコード」でこれらの
値を参照できます。

XMP メタデータの After Effects への再読み込み

レンダリングして「ソースの XMP メタデータを含める」オプションを使用して After Effects から書き出され
たファイルを After Effects に読み込むときに、ファイルがコンポジション内でレイヤーのソースとして使用さ
れていれば、出力ファイルに書き込まれていたすべての XMP メタデータを、レイヤーマーカーとして使用す
ることができます。この XMP メタデータはメタデータパネルには表示されません。

XMP メタデータを含み、レイヤーのソースとしてそのファイルを使用しているファイルを読み込むと
きに、After Effects では余分な XMP メタデータはフィルター処理されます。それによって、同一のプロジェ
クトの外でレンダリンクされ書き出されたファイルを After Effects で使用するとき、例えば、プロジェクトの
一部を再レンダリングする場合などに、重複するマーカーが増加することを避けることができます。

ファイル、クリップおよびプロジェクトの XMP メタデータについて

アドビの各種ビデオおよびオーディオアプリケーションでは、XMP メタデータを多くの面でほとんど同様に
扱います。ただし、各アプリケーションに固有のワークフローのステージを反映して、若干の相違点がありま
す。 複数のアプリケーションを連携して使用する場合、そうした若干のアプローチの違いを理解しておく
と、メタデータを最大限に活用できます。
Adobe OnLocation および Encore では、すべてのアセットが同じメタデータプロパティのセットを持ちま
す。一方、Adobe Premiere Pro、After Effects および Soundbooth では、メタデータパネルはアセットの種類
ごとに個別のセクションに分かれています。

メタデータは以下のセクションに分かれています。

プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで選択したクリップインスタンスのプロパ
ティを表示します。このメタデータはプロジェクトファイルに保存されるので、Adobe Premiere Pro
でのみ表示されます。

プロジェクトパネルで選択したソースファイルのプロパティを表示します。このメタデータ
はソースファイルに直接保存されるので、Adobe Bridge などの他のアプリケーションでも表示されま
す。

メタデータは以下のセクションに分かれています。

プロジェクト全体のプロパティを表示します。出力モジュール設定ダイアログボックス
で「ソースの XMP メタデータを含める」を選択している場合、この情報はレンダーキューから出力
するファイルに埋め込まれます。

プロジェクトパネルで選択したソースファイルのプロパティを表示します。（プロキシを選
択した場合は、実際のファイルのプロパティが表示されます）。
After Effects の場合、プロジェクトプロパティとファイルプロパティはいずれもファイルに直接保存
されるので、Adobe Bridge でこのメタデータにアクセスできます。

現在表示しているオーディオまたは ASND ファイルのプロパティが表示されます。このメ
タデータはソースファイルに直接保存されるので、他のアプリケーションでも表示されます（ただ
し、ASND ファイルのメタデータは Adobe Bridge では表示されません）。
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整数値

実数値

テキスト

ブール関数

エディターパネルで選択したマルチトラッククリップのプロパティを表示します。このメタ
データは、クリップを含む ASND ファイルに保存されるので、Soundbooth でのみ表示されます。

XMP メタデータの表示と非表示

メタデータパネルをワークフローに合わせて最適化するには、スキーマ全体または個々のプロパティの表示と
非表示を切り替えて、必要なものだけを表示します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. スキーマまたはプロパティの表示と非表示を切り替えるには、リストからスキーマまたは
プロパティを選択または選択解除します。

メタデータセットの保存、切り替えまたは削除

複数のワークフローを使用するときに、それぞれで表示する必要があるメタデータが異なる場合は、メタデー
タのセットを保存し、切り替えることができます。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

カスタマイズした表示するメタデータのセットを保存するには、「設定を保存」をク
リックします。名前を入力して「OK」をクリックします。
以前に保存したメタデータのセットを表示するには、メニューからメタデータを選択
します。
以前に保存したメタデータのセットを削除するには、メニューからメタデータを選択
し、「設定を削除」をクリックします。

スキーマとプロパティの作成

初期設定のメタデータオプションでは対応できない固有のカスタマイズしたワークフローがある場合は、独自
のスキーマおよびプロパティを作成します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. 「新規スキーマ」をクリックし、名前を入力します。

3. リストで、スキーマ名の右にある「プロパティを追加」をクリックします。

4. プロパティ名を入力し、型として次のいずれかを選択します。

ドラッグまたはクリックして変更する整数を表示します。

ドラッグまたはクリックして変更する小数を表示します。

テキストボックスを表示します（場所などのプロパティの場合）。

チェックボックスを表示します（オンまたはオフのプロパティの場合）。
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注意：

XMP メタデータの編集

Adobe のビデオアプリケーションでは、同様の名前が付けられたプロパティがメタデータパネルおよびプロ
ジェクトパネルでリンクされます。ただし、メタデータパネルではより広範なプロパティが表示され、複数の
ファイルのメタデータを同時に編集できます。

Soundbooth では、プロジェクトパネルではなく、ファイルパネルが使用されます。

1. 目的のファイルまたはクリップを選択します。

2. メタデータパネルで、必要に応じて、テキストを編集したり、値を調整したりします。
複数の項目を選択している場合、パネルにはプロパティが次のように表示されます。

値がすべての項目で同じであるプロパティについては、その一致したエントリが表示
されます。
値が異なるプロパティについては、「<複数の値>」と表示されます。共通の値を適用
するには、テキストボックスをクリックして値を入力します。

以下も参照してください
MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）
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After Effects を起動する前に行う処理速度の改善
メモリ、キャッシュ、マルチプロセッサーの最適化によるパフォーマンスの改善
グローバルパフォーマンスキャッシュを使用した処理速度の改善 | CC、CS6
プロジェクトの簡略化による処理速度の改善
画面出力の変更によるパフォーマンスの向上
エフェクト使用時に行う処理速度の改善

コンピューターシステム、After Effects、プロジェクトおよびワークフローを最適化することにより、処理速
度を改善できます。ここでは、レンダリング速度を上げるのではなく、プロジェクトを開くなどの別の処理に
必要な時間を短くすることで処理速度を改善する方法について説明します。

処理速度を全体的に改善する一番よい方法は、前もって計画し、ワークフローと出力パイプラインのテス
トを早めに実行し、配布する内容とクライアントの実際の希望との一致を確認することです詳しくは、作
業の計画を参照してください。

After Effects および Premiere Pro の処理速度の改善に関する無償のビデオチュートリアルシリーズについて
は、video2brain の Web サイトを参照してください。
処理速度を改善するためのコンピューターシステムと After Effects の最適化に関する追加のリソースについて
は、アドビ システムズ社の Web サイトの記事を参照してください。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、After Effects で作業を行いながら、バックグラウン
ドでコンポジションのレンダリングおよび書き出しを実行できる BG Renderer スクリプトを公開していま
す。

After Effects を起動する前に行う処理速度の改善

最新のアップデートを含め、After Effects の最新のバージョンをインストールしているこ
とを確認します。アップデートを確認したりインストールするには、ヘルプ／アップデー
トを選択します。
最新バージョンのドライバー（特にビデオカードドライバー）とプラグインをインストー
ルしていることを確認します。ドライバーとプラグインの更新版をダウンロードするに
は、プロバイダーの Web サイトを参照してください。
システムに十分な容量の RAM が搭載されていることを確認します。最適なパフォーマン
スは、プロセッサーコアあたりの RAM 容量が 2 GB 以上のコンピューターシステムで実
現できます。搭載されている RAM 容量の確認方法と RAM の搭載方法についての詳細
は、オペレーティングシステムおよびコンピューターのマニュアルを参照してください。
作業に必要のないアプリケーションは終了します。After Effects とメモリプールを共有し
ないアプリケーションを起動している場合に、そのアプリケーションに十分なメモリが割
り当てられていない場合、オペレーティングシステムによって RAM がハードディスクに
スワップされる際にパフォーマンスが著しく低下することがあります（64 ビット版 After
Effects のメモリ（RAM）使用についてを参照）。
作業に必要のないソフトウェアの停止による処理速度の改善について詳しく
は、video2brain の Web サイトのビデオを参照してください。
Adobe Bridge でのビデオのプレビューなど、他のアプリケーションで実行しているリ
ソースを大量に使用する操作を終了または一時停止します。
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システムに OpenGL 2.0 以降対応のグラフィックカードが搭載されていることを確認しま
す。このカードがなくても After Effects は機能しますが、OpenGL を使用すると、プレ
ビュー画面用のレンダリングなど、様々な種類のレンダリングが高速になります。詳しく
は、OpenGL でレンダリングするを参照してください。
可能な限り、プロジェクトで使用するソースフッテージファイルは高速のローカルディス
クドライブ上に置いてください。ソースフッテージファイルが低速のディスクドライブ上
（または低速のネットワーク接続の先）にあると、パフォーマンスが低下します。ソース
フッテージファイルとレンダリング出力用に別々の高速なローカルディスクドライブを使
用できると理想的です。詳しくは、video2brain の Web サイトのビデオを参照してくださ
い。
ディスクキャッシュフォルダーは、別個の高速ディスク（またはディスクアレイ）に割り
当てるのが理想的です。高速処理が可能な SSD がこの役割に適しています。

メモリ、キャッシュ、マルチプロセッサーの最適化によるパフォーマン
スの改善

他のアプリケーションに十分なメモリを割り当てます。
プレビューに対して「ディスクキャッシュを有効にする」を選択すると、フレームをディ
スクにキャッシュすることができます。After Effects では、最適な処理速度を実現するた
めに、（別個の高速ドライブ上の）ディスクキャッシュフォルダーにできるだけ多くの容
量を割り当ててください。ディスクキャッシュを参照してください。

Todd Kopriva が、アドビ システムズ社の Web サイトで、メモリとプロセッサー設定の最適化に関する詳細情
報を公開しています。
詳しくは、メモリとマルチプロセッサーの環境設定を参照してください。

グローバルパフォーマンスキャッシュを使用した処理速度の改善 |
CC、CS6

グローバルパフォーマンスキャッシュを活用するには、After Effects 5.5 以前のプロジェクトを After Effects
CS に読み込む必要があります。詳しくは、ディスクキャッシュを参照してください。
永続的なディスクキャッシュでは、フレームをディスクキャッシュに保存してセッション間で維持し、1 つの
プロジェクトで作業するとき、あるいはキャッシュされたものと同じフレームを使用する可能性のある他のプ
ロジェクトで作業するときに、レンダリングにかかる時間を短縮することで処理速度を向上します。

プロジェクトの簡略化による処理速度の改善

プロジェクトの簡略化や分割によって、現在処理中の要素以外のものにメモリやその他のリソースが使用され
るのを防ぐことができます。また、処理を実行するタイミングを制御することで、全体の処理速度を大幅に向
上できます。例えば、1 回で十分な操作を繰り返し実行しないようにしたり、適切なタイミングまでアクショ
ンの実行を延期したりできます。

使用していない要素をプロジェクトから削除します。詳しくは、プロジェクトからアイテ
ムを削除するを参照してください。
複雑なプロジェクトは単純なプロジェクトに分割し、最終ムービーをレンダリングする前
に再結合します。プロジェクトを再結合するには、すべてのプロジェクトを 1 つのプロ
ジェクトとして読み込みます。詳しくは、After Effects プロジェクトを読み込むを参照し
てください。
レンダリングする前に、レンダリングし書き込もうとしているローカルディスクではな
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い、高速なローカルディスクにソースフッテージファイルを保存します。そのためには、
「ファイルを収集」コマンドを使用できます。1 つの場所へファイルを収集するを参照し
てください。
ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングします。完成したコンポジションを
ムービーとしてレンダリングしておき、コンポジションを表示するたびに再レンダリング
されないようにします。詳しくは、ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングす
るを参照してください。
ソースアイテムで直接作業中でない場合は、ソースアイテムの代わりに低解像度プロキシ
または静止画プロキシで代用します。詳しくは、プレースホルダーとプロキシを参照して
ください。
コンポジションの解像度を低くします。詳しくは、解像度を参照してください。
ソロスイッチを使用して、作業中のレイヤーをソロ処理します。詳しくは、レイヤーをソ
ロ処理するを参照してください。

作業対象を特定することによる処理速度の改善について詳しくは、video2brain の Web サイトのビデオを参照
してください。

画面出力の変更によるパフォーマンスの向上

After Effects によるプロジェクトデータの処理方法には影響を与えずに、作業中の画面表示の設定を変更して
処理速度を向上させる方法があります。作業中にアイテムや情報を表示しておくのは便利ですが、これらの情
報を更新するのにメモリやプロセッサーリソースが消費されることになります。そのため、作業時に表示する
情報を適切に選択することが必要です。ワークフローの様々な時点において、プロジェクトを異なる観点で確
認する必要がある場合は、次の方法を必要に応じて組み合わせて使用することができます。

カラーマネジメントと出力シミュレーションの表示をオフにします。詳しくは、出力デバ
イスでのカラーの表示のシミュレートを参照してください。プレビューのカラーマネジメ
ントの処理速度と品質は、ビューアの画質の環境設定で制御します。ビューアの画質の環
境設定を参照してください。
ハードウェアによるプレビューの高速化を有効にします。これにより、GPU を使用して
画面へのプレビュー出力が高速化します。編集／環境設定／ディスプレイ設定
（Windows）または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）を選択し、
「ハードウェアによるコンポジション、レイヤーおよびフッテージパネルの高速化」を選
択します。
必要のないパネルは閉じます。開いているパネルを更新するのにメモリやプロセッサーリ
ソースが消費されるため、別のパネルで実行している作業の処理速度が低下します。
目標範囲を作成します。コンポジションの一部のみで作業を行う場合は、プレビュー中に
画面にレンダリングするコンポジションの部分を限定します。詳しくは、目標範囲
（ROI）を参照してください。
タイムラインパネルメニューの「キャッシュインジケーターを表示」を選択解除して、
キャッシュされたフレームを表示するための青いバーと緑のバーが時間スケールに表示さ
れないようにします。詳しくは、キャッシュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、
メディアキャッシュを参照してください。
「情報パネルとフローチャートにレンダリングの進行状況を表示」を選択解除して、フ
レームごとの各レンダリング操作の詳細が画面に表示されないようにします。詳しくは、
表示環境設定を参照してください。
レンダーキューパネルの現在のレンダリング情報の横にある三角形をクリックして、レン
ダーキューパネルで現在のレンダリング情報を非表示にします。詳しくは、実行中のレン
ダリング処理に関する情報を参照してください。
Caps Lock キーを押して、フッテージパネル、レイヤーパネル、コンポジションパネルが
更新されないようにします。変更を加えたときにその変更がパネルに表示される代わり
に、パネル下部に赤いバーと注意を促すテキストが表示されます。モーションパス、アン
カーポイント、マスクアウトラインなどのパネルコントロールは、動かすたびに更新され
ます。パネルの更新を再開してすべての変更を表示するには、Caps Lock キーをもう一度
押します。
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ページの先頭へ

最終出力のレンダリング中にも Caps Lock キーを押すとビューア内のプレビューの更新が無効になり
ます。ただし、無効であることを示す赤いバーは表示されません。

レイヤーの表示画質を「ドラフト」に設定します。詳しくは、レイヤーイメージの画質と
サブピクセルポジショニングを参照してください。
タイムラインパネルメニューで「ドラフト 3D」を選択します。ドラフト 3D モードで
は、3D レイヤーに対するすべてのライトおよびシャドウが無効になります。カメラの被
写界深度ブラーも無効になります。
「高速プレビュー」ボタンで「オフ」以外のオプションを選択することで、レイトレース
3D コンポジションのレイアウトやプレビューをおこなう間に高速ドラフトモードを使用
できます。
タイムラインパネルメニューの「ライブ更新」の選択を解除し、コンポジションが動的に
更新されないようにします。プレビューモードと高速プレビューの環境設定を参照してく
ださい。
タイムラインパネルメニューのオーディオウェーブフォームは必要な場合にのみ表示しま
す。詳しくは、タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボード
ショートカットを参照してください。
コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッテージパネルの下端にあるピクセル縦
横比補正ボタン  をクリックして、プレビューのピクセルの縦横比を無効にします。プ
レビューのピクセル縦横比補正およびその他のスケーリングの処理速度と品質は、ビュー
アの画質の環境設定で制御します。ビューアの画質の環境設定を参照してください。
外部ビデオモニターでビデオをプレビューする際は、「コンピューターモニターでミラー
リング」の選択を解除します。外部ビデオモニターでプレビューするを参照してくださ
い。
マスク、3D 参照軸、レイヤーハンドルなどのレイヤーコントロールを非表示にします。
詳しくは、コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替えるを
参照してください。
コンポジションの拡大率を低くします。コンポジションパネル、レイヤーパネルおよび
フッテージパネルを 100％より高い拡大率で表示すると、画面の再描画に時間がかかりま
す詳しくは、プレビュー用にイメージをズームするを参照してください。
コンポジションパネルでコンポジションの「解像度」の値を「自動」に設定し、低いズー
ムレベルでは画面に表示されないピクセルの行または列が不必要にレンダリングされない
ようにします。詳しくは、解像度を参照してください。

エフェクト使用時に行う処理速度の改善

ブラーやディストーションなどの一部のエフェクトは、大量のメモリとプロセッサーリソースを必要としま
す。これらのエフェクトを適用するタイミングと方法を適切に選択すると、全体の処理速度を大幅に向上でき
ます。

メモリやプロセッサーを大量に消費するエフェクトを後で適用します。大量のメモリやプ
ロセッサーリソースを消費し、プレビュー速度が実際の時間より遅くなる可能性のあるエ
フェクト（グローやブラーなど）を適用する前に、レイヤーをアニメートし、リアルタイ
ムプレビューが必要なその他の作業を行います。
エフェクトを一時的にオフにして、プレビューの速度を向上させます。詳しくは、エフェ
クトまたはアニメーションプリセットを削除する、または無効にするを参照してくださ
い。
パーティクルエフェクトで生成されるパーティクル数を制限します。詳しくは、シミュ
レーションエフェクトを参照してください。
同じエフェクトを複数のレイヤーに同じ設定で適用するのではなく、エフェクトを 1 つの
調整レイヤーに適用します。エフェクトを調整レイヤーに適用すると、その下位にあるす
べてのレイヤーのコンポジットに対して 1 度処理が行われます。調整レイヤーを参照して
ください。
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GPU（CUDA、OpenGL）機能

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

注意：

OpenGL、GPU、After Effects
Open GL と GPU の環境設定
OpenGL、GPU、After Effects を使用するためのハードウェアの考慮事項
機能サポートレベル

OpenGL、GPU、After Effects

OpenGL は、GPU（グラフィックプロセッシングユニット）でのハイパフォーマンスな 2D および 3D グラ
フィックの処理機能を様々なアプリケーションに提供する標準ライブラリです。OpenGL によりプレビューの
高速レンダリングが実行されます（高速ドラフトモード）。
After Effects は、一部の特殊な処理に対して、グラフィックカードの GPU（グラフィックプロセッシングユ
ニット）を活用できます。
After Effects の GPU 機能は、次の 3 つのカテゴリから成ります。

GPU 高速処理レイトレース 3D レンダラー（特定のグラフィックカードの CUDA）
高速ドラフトモードおよび Hardware BlitPipe（多少厳密な要件を満たす OpenGL）
OpenGL SwapBuffer（より緩やかな要件を満たす OpenGL）

重要：通常は、After Effects は、NVIDIA GPU の特定のセットの CUDA 機能を必要としません。GPU 高速処
理レイトレース 3D レンダラーのみ、これを必要とします。他の GPU 機能は、AMD および Intel の GPU を
含め、基本要件を満たすすべての GPU で動作します。その他の機能について、引き続きお読みください。

Open GL と GPU の環境設定

OpenGL によりインターフェイスアイテム（コンポジション、フッテージ、レイヤーパネルなど）の描画を実
行することができます。その他の描画機能（グリッド、ガイド、定規、バウンディングボックスなど）も
OpenGL により処理されています。この機能は「Hardware BlitPipe」とも呼ばれています。
OpenGL によるインターフェイスアイテムの描画を有効にするには、編集／環境設定／ディスプレイ設
定（Windows）または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）で「ハードウェアによるコン
ポジション、レイヤー、フッテージパネルの高速化」チェックボックスをクリックします。
GPU と OpenGL の情報は GPU 情報ダイアログボックスに表示されます。GPU 情報ダイアログボックスにア
クセスするには、編集／環境設定／プレビュー（Windows）または After Effects／環境設定／プレ
ビュー（Mac OS）を選択します。「GPU 情報」ボタンをクリックすると、GPU 情報ダイアログボックスが
起動します。このダイアログボックスで、設置されている GPU の OpenGL 機能に関する情報が表示されま
す。この情報により、GPU の機能サポートレベルを判別できます。また、GPU で CUDA が使用できるかど
うか、どのバージョンが設置されているかも確認できます。

高速ドラフトを有効にするには、コンポジションパネルで「高速プレビュー」ボタンをクリックし、
「高速ドラフト」を選択します。高速ドラフトを使用すると、迅速に表示できるようにするため、コンポジ
ションパネルでの表示が若干変わります。高速ドラフトは後でレイトレース 3D でレンダリングするコンポジ
ションの設定やプレビューを行う場合に便利です。

GPU がサポートされていない場合、または古いドライバーを使用している場合、レイトレース 3D コ
ンポジションのレンダリングはすべての物理コアを使用して CPU 上で実行されます。GPU をサポートしてい
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OpenGL SwapBuffer の場合

高速ドラフトプレビュー、Hardware BlitPipe、カートゥーン GPU 高速処理の場合

GPU 上でのレイトレース 3D レンダリングの場合

るヘッドレス環境の構成（レンダーファームなど）を使用している場合、GPU 情報ダイアログボックスの
「レイトレース」オプションを設定すると、レイトレース 3D コンポジションのレンダリングを強制的に
CPU で実行させることができます。CPU で実行されるレンダリングは GPU で実行されるレンダリングと同
じものです。

OpenGL、GPU、After Effects を使用するためのハードウェアの考慮事
項

レイトレース 3D コンポジションを使用する場合、スムーズな動作を実現するにはコンピューターに適切な
ハードウェアが設置されている必要があります。レイトレース 3D コンポジションを GPU 高速処理で操作す
るには、NVIDIA ビデオディスプレイカードが必要です。

GPU/OpenGL 機能の要件（レイトレース 3D および高速ドラフト）

After Effects にある次の GPU および OpenGL ベースの機能については、GPU の性能に基づいて機能を分類
する必要があります。
レイトレース 3D レンダラー
GPU でのレンダリング
高速ドラフトプレビューモード
画面への高速ブリット（OpenGL SwapBuffer）
「ハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッテージパネルの高速化」環境設定

機能サポートレベル

このレベルで必要なのは、OpenGL 1.5 以降および Shader Model 3.0 以降に対
応している GPU のみです。ほとんどの ATI および NVIDIA カードと、Intel HD Graphics 3000 チップセット
（MacBook Air、Mac Mini、各種の Windows コンピューターなどで使用できます）および 4000（現時点では
Windows のみ）がサポートされています。GPU がこの要件を満たしていない場合、CS5.5 と同様のソフト
ウェア OS ブリットが発生します。また、After Effects でのソフトウェア ブリットが改善されています。

レベル 1 の機能が含まれ
ます。このレベルでは、OpenGL 2.0 以降（および、Windows 環境では Shader Model 4.0 以降）、および
256 MB 以上のテクスチャメモリが必要です。過去 5 年以内にリリースされている ATI および NVIDIA カード
のほとんど、および Intel HD Graphics 3000/4000 はこのレベルに対応しています。
GPU でこれらの要件を満たさない場合は、次の機能が無効になります。
高速ドラフトモード
「ハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッテージパネルの高速化」環境設定
カートゥーンエフェクトの「OpenGL を使用（使用可能な場合）」オプション（カー
トゥーンエフェクトは CPU で実行されます）

レベル 1 および 2 の機能が含まれます（モニターが付属し
ているコンピューターの場合）。このレベルでは、サポートされている NVIDIA GPU と、512 MB 以上のテク
スチャメモリが必要です。現在サポートされている GPU のリストについては、アドビの Web サイトを参照
してください。

GPU ドライバーのインストール
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注意：

After Effects と CUDA 機能を使用する前に、NVIDIA GPU 用の最新のビデオドライバーをインストールしま
す。

Windows：WHQL により認証されている最新のドライバー（http://www.nvidia.com/page/drivers.html）をイ
ンストールします。
Mac OS：NVIDIA CUDA ドライバー（v4.0.50 以降、http://www.nvidia.co.jp/object/mac-driver-archive-
jp.htmlをインストールします。
CUDA ドライバーの更新は、システム環境設定の CUDA パネル、または NVIDIA の Web サイトで行うことが
できます。

GPU がサポートされていない場合、または古いドライバーを使用している場合、レイトレース 3D コ
ンポジションのレンダリングはすべての物理コアを使用して CPU 上で実行されます。GPU をサポートしてい
るヘッドレス環境の構成（レンダーファームなど）を使用している場合、GPU 情報ダイアログボックス（プ
レビュー環境設定から表示）の「レイトレース」オプションを設定すると、レイトレース 3D コンポジション
のレンダリングを強制的に CPU で実行させることができます。CPU で実行されるレンダリングは GPU で実
行されるレンダリングと同じものです。
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メモリとディスク

ページの先頭へ

他のアプリケーション用に確保する RAM

64 ビット版 After Effects のメモリ（RAM）使用について
メモリとマルチプロセッサーの環境設定
After Effects、Premiere Pro、Prelude、Media Encoder、Photoshop、SpeedGrade お
よび Audition との間で共有するメモリプール
メモリダイアログボックス
レンダリングのメモリ（RAM）要件
メモリ（RAM）の消去
メモリの問題に関するトラブルシューティング
出力ファイルの保存要件
キャッシュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、メディアキャッシュ
グローバルパフォーマンスキャッシュ
ビデオ：グローバルパフォーマンスキャッシュ
グローバル RAM キャッシュ
永続的なディスクキャッシュ
ビデオチュートリアル：After Effects の最適化による高パフォーマンスの実現
ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ
メディアキャッシュ

64 ビット版 After Effects のメモリ（RAM）使用について

メモリとマルチプロセッサーの環境設定

編集／環境設定／メモリ（Windows）または After Effects／環境設定／メモリ（Mac OS）を選択することに
より、メモリとマルチプロセッサーの環境設定を指定できます。
メモリ＆マルチプロセッサーダイアログボックスで設定を変更すると、ダイアログボックス内に表示されてい
るメモリと CPU の割り当て方法と使用方法が動的に更新されます。
「他のアプリケーション用に確保する RAM」環境設定は、「複数のフレームを同時にレンダリング」を選択
しているかどうかと関係しています。After Effects マルチプロセッサーカテゴリの設定は、「複数のフレーム
を同時にレンダリング」が選択されている場合にのみ適用されます。
Todd Kopriva が、アドビ システムズ社の Web サイトで、メモリとプロセッサーの最適な設定に関する情報を
公開しています。

オペレーティングシステム、After Effects 以外のアプリケーション
およびメモリプールを共有するアプリケーション用の RAM の空き容量を多く確保する場合は、この値を大き
くします（After Effects、Premiere Pro、 および Adobe Media Encoder との間で共有するメモリプールを参
照）。After Effects と同時に特定のアプリケーションを使用することがわかっている場合は、そのアプリケー
ションのシステム要件を確認し、そのアプリケーションに最低限必要な RAM 容量にこの値を設定します。オ
ペレーティングシステム用に十分なメモリが確保されているときに処理速度が最大になるため、この値を最低
限の基準値よりも低く設定することはできません。
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注意：

After Effects、Premiere Pro、Prelude、Media
Encoder、Photoshop、SpeedGrade および Audition との間で共有するメモリ
プール

After Effects は、Adobe CC アプリケーションとメモリプールを共有します。これは、メモリ環境設定パネル
の上部に表示されているそれぞれのアプリケーションのアイコンで示されます。実行していないアプリケー
ションのアイコンはグレー表示になります。
メモリバランサーにより、各アプリケーションに割り当てるメモリを動的に管理できるため、RAM がディス
クにスワップするのを回避できます。各アプリケーションは、数種類の基本的な情報（必要な最低メモリ量、
使用可能な最大メモリ量、現在使用中のメモリ量、優先度）をメモリバランサーに登録します。優先順位に
は、「低」、「標準」および「高」の 3 つの設定があります。「高」は、現在 After Effects と PremiereProが
アクティブなときに割り当てられます。「標準」は、バックグラウンド処理の After Effects とフォアグラウン
ドで起動する Adobe Media Encoder に割り当てられます。「低」は、Premiere Pro のバックグラウンドサー
バーとバックグラウンドの Adobe Media Encoder に割り当てられます。

メモリプール共有の結果の実例を 1 つ挙げます。例えば、Premiere Pro を起動すると、プレビュー用
に After Effects が使用できる容量が減り、Premiere Pro が終了すると、すぐに After Effects 用に RAM が解放
され、RAM プレビューのデュレーションが長くなります。

メモリダイアログボックス

メモリダイアログボックスには、搭載されている RAM、現在の RAM 使用量および許容 RAM 使用量に関す
る情報が表示されます。また、アプリケーションに関連するプロセスの一覧が、複数の列で構成される表に表
示されます。この表の内容は、プロセスID、アプリケーション名、最小必要メモリ、最大使用可能メモリ、最
大許容メモリ、現在のメモリ、現在の優先度など、各プロセスに関する情報です。
このダイアログボックスを開くには、編集／環境設定／メモリ（Windows）または After Effects／環境設
定／メモリ（Mac OS）を選択し、環境設定ダイアログボックスの下部にある「詳細」ボタンをクリックしま
す。
「コピー」ボタンを使用して、情報をクリップボードにコピーすることもできます。

レンダリングのメモリ（RAM）要件

フレームのレンダリングのメモリ要件（プレビューまたは最終出力用）は、コンポジション内のレイヤーのう
ち、メモリ消費量が一番多いもののメモリ要件に伴って大きくなります。
After Effects では、コンポジションの各フレームは一度に 1 レイヤーずつレンダリングされます。したがっ
て、使用可能なメモリで特定フレームをレンダリングできるどうかを判断する際は、コンポジションのデュ
レーションやコンポジション内のレイヤー数よりも、各レイヤーのメモリ要件の方が大きな要因になります。
コンポジションのメモリ必要量は、コンポジション内でメモリを最も大量に消費する単独のレイヤーのメモリ
必要量に相当します。
次のような条件では、レイヤーのメモリ要件が増加します。

プロジェクトの色深度を大きくしている
コンポジションの解像度を高くしている
大きいサイズのソースイメージを使用する
カラーマネジメントを有効にする
マスクを追加する
文字単位の 3D 化を使用する
コラップストランスフォームなしでプリコンポーズする
複数のレイヤーに関連する、特定の描画モード、レイヤースタイルまたはエフェクトを使
用する
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3：2 プルダウン、クロップ、サイズ変更などの出力オプションを適用する
3D レイヤーの使用時に「シャドウ」エフェクトや「被写界深度」エフェクトを追加する

After Effects では、個々のフレームを保存するために連続するメモリブロックが必要です。個々のフレームを
別々に断片的なメモリに保存することはできません。非圧縮フレームの保存に必要な RAM の量については、
「出力ファイルの保存要件を参照してください。

必要なメモリを減らし、パフォーマンスを向上するヒントについては、プロジェクトの簡略化による
処理速度の改善を参照してください。

メモリ（RAM）の消去

After Effects では、コンポジションの表示やレンダリングに必要なメモリが不足している場合、警告メッセー
ジが表示されることがあります。メモリ不足の警告が表示された場合は、メモリを解放するか、メモリを最も
大量に消費するレイヤーに必要なメモリを減らしてからやり直してください。
編集／キャッシュの消去メニューからコマンドを使用してただちにメモリを解放できます。
すべてのメモリ
イメージキャッシュメモリ
すべてのメモリ＆ディスクキャッシュ
取り消し
スナップショット

大きなプロジェクトには、メモリの消去のほうが高速です。メモリの消去はプロジェクトデータベースを同期
しません。プロジェクトデータベースの同期を強制したい場合、Option キー（Mac Os）または Alt キー
（Windows）を押して、編集／消去／すべてのメモリを選択します。これは、コンポジションパネルが正しく
アップデートできず、消去／すべてのメモリまたはすべてのメモリ＆ディスクキャッシュコマンドが使えない
場合に使用することができます。

メモリの問題に関するトラブルシューティング

エラー：「現在のフレームをレンダリングするために必要なメモリを割り当てることができません。」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくするか、RAM を増設します。

エラー：「[n] MB のメモリを割り当てることができません。」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくするか、RAM を増設します。

エラー：「イメージバッファーのサイズ [幅] x [高さ] @ [色深度] bpc（[n] GB）が内部制限を超えていま
す。」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくします。

1 つのフレームが占有可能なメモリの最大容量は 2 GB です。

エラー：「メモリの割り当て量 [n] GB が内部制限を越えています。」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくします。
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1 回のメモリ割り当ての最大サイズは 2 GB です。

出力ファイルの保存要件

圧縮されていない 1 つのフレームをフル解像度で保存するのに必要なメガバイト数は、次の計算式を使用して
求めます。
高さ（pixel）x 幅（pixel）x チャンネル当たりのビット数 / 2,097,152

2,097,152 という値は、1 メガバイト当たりのバイト数（220）、1 バイト当たりのビット数（8）およ
び 1 ピクセル当たりのチャンネル数（4）による換算率です。

以下にフレームサイズとメモリ要件の関係を何例か示します。ここでは 1 フレームあたりのメガバイト
（MB）数で表しています。

8 bpc プロジェクトにおける DV NTSC（720 x 480）フレーム：1.3 MB

8 bpc プロジェクトにおける D1/DV PAL（720 x 576）フレーム：1.6 MB

16 bpc プロジェクトにおける HDTV（1920 x 1080）フレーム：16 MB

32 bpc プロジェクトにおける 4K デジタルカメラ（4096 x 2304）フレーム：144 MB

ビデオは通常、最終出力へのレンダリング時に、エンコード処理により圧縮されます。そのため、1 つのフ
レームに必要なメモリ量をフレームレートとコンポジションのデュレーションで単純に掛け合わせることで
は、最終出力ムービーを保存するのに必要なディスク容量を判断することはできません。ただし、このような
計算によって、必要な最大ディスク容量を大まかに知ることができます。例えば、1 秒間（約 30 フレーム）
の圧縮されていない標準精細形式の 8 bpc ビデオには約 40 MB のディスク容量が必要です。このデータレー
トの長編ムービーを保存するには、200 GB 以上のディスク容量が必要です。ビデオのファイルサイズを 1 秒
あたり 3.6 MB まで縮小する DV 圧縮を使用した場合でも、典型的な長編ムービーには 20 GB 以上のディス
ク容量が必要です。
色深度が高くフレームサイズが大きく圧縮率がかなり低い長編フィルムでは、フッテージとレンダリングした
出力ムービーにテラバイト単位のディスク容量が必要なこともあります。

キャッシュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、メディアキャッ
シュ

After Effects では、コンポジションで作業中には、レンダリングされたフレームとソースイメージの一部を一
時的に RAM に格納し、プレビューと編集の速度を上げています。レンダリングにほとんど時間がかからない
フレームの場合はキャッシュされません。フレームは圧縮されないままでイメージキャッシュに保持されま
す。
After Effects ではフッテージレベルおよびレイヤーレベルでキャッシュが行われるため、より高速なプレ
ビューが可能です。変更されたレイヤーはプレビュー中にレンダリングされ、変更されていないレイヤーは
キャッシュから合成されます。
RAM キャッシュがいっぱいになると、RAM キャッシュ内の古いフレームが、新たに追加されたフレームで置
き換えられます。プレビューのためにフレームがレンダリングされるとき、キャッシュがいっぱいになると、
イメージキャッシュへのフレームの追加が中止され、RAM キャッシュに格納できたフレームのみを再生し始
めます。
タイムライン、レイヤーおよびフッテージの各パネルの時間スケールの緑色のバーは、RAM にキャッシュさ
れているフレームを示しています。タイムラインパネルの青いバーは、ディスクにキャッシュされているフ
レームを示しています。

788



レイヤーキャッシュインジケーター

注意：

ページの先頭へ

注意：

レイヤーキャッシュインジケーターを使用すると、キャッシュされたフ
レームをレイヤーごとに表示することができます。これは、どのレイヤーがコンポジションにキャッシュされ
たかを判断するのに役立ちます。

Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac）を押して「レイヤーキャッシュインジケーター」オプ
ションを有効にしてから、タイムラインパネルメニューで「キャッシュインジケーターを表示」を選択しま
す。タイムラインパネルメニューで「キャッシュインジケーターを表示」オプションを有効にする必要があり
ます。

キャッシュインジケーターを表示すると、パフォーマンスがわずかに下がります。

RAM キャッシュは、After Effects を終了すると自動的に消去されます。
RAMキャッシュの消去または RAM キャッシュとディスクキャッシュの消去を、編集／キャッシュの消去メ
ニューから選択できます。
編集／キャッシュの消去／すべてのメモリ＆ディスクキャッシュを選択し、すべての RAM キャッシュの内容
（既存の「すべてのメモリ」コマンドと同様）とディスクキャッシュの内容（「メディア＆ディスクキャッ
シュ」環境設定の既存の「ディスクキャッシュを空にする」ボタンと同様）の両方を消去します。

大きなプロジェクトでは、After Effects のほうがメモリを高速に消去します。メモリの消去はプロジェクト
データベースを同期しません。プロジェクトデータベースの同期を強制したい場合、Option キー（Mac Os）
または Alt キー（Windows）を押して、編集／消去／すべてのメモリを選択します。これは、コンポジション
パネルが正しくアップデートできず、消去／すべてのメモリまたはすべてのメモリ＆ディスクキャッシュコマ
ンドが使えない場合に使用することができます。

After Effects の 1 つのバージョンのディスクキャッシュを消去しても、他のバージョンのキャッシュ
は消去されません。例えば、After Effects CC からディスクキャッシュを消去しても、After Effects CS6 の
ディスクキャッシュには影響しません。

グローバルパフォーマンスキャッシュ

グローバルパフォーマンスキャッシュは以下で構成されます。
グローバル RAM キャッシュ： 1 つのコンポジションを変更する場合、RAM キャッシュのフレームは自動的
に消去されず、変更を取り消したりコンポジションの以前の状態をリストアしたりする場合に再使用されま
す。RAM キャッシュがいっぱいで、After Effects が新しいフレームをキャッシュする必要がある場合、RAM
キャッシュの最も古いフレームは消去されます。
持続的なディスクキャッシュ：After Effects を閉じた後も、ディスクにキャッシュされたフレームを使用でき
ます。
グローバルパフォーマンスキャッシュについて詳しくは、After Effects チームブログのブログ記事After
Effects 6 の GPU（CUDA、OpenGL）機能を参照してください。

 

Todd Kopriva と video2brain によるこのビデオでは、グローバルパフォーマンスキャッシュと持続的なディス
クキャッシュについて紹介しています。また、これらの機能によりレイヤーのレンダリングと再レンダリング
が迅速かつ簡単にできる点についても紹介しています。

プレビューにはディスクキャッシュは使用されません。これは、キャッシュされたフレームおよび
オーディオをリアルタイムで再生しないプレビューのみに使用されます。（詳しくは、プレビューを参照）。

ディスクキャッシュは初期設定で有効になっています。ディスクキャッシュの環境設定について、およびディ
スクキャッシュを有効または無効にするには、次の操作を行います。

編集／環境設定／メディア＆ディスクキャッシュ（Windows）または After Effects／環境
設定／メディア＆ディスクキャッシュ（Mac OS）を選択して、「ディスクキャッシュを
有効にする」を選択または選択解除します。
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注意：

ディスクキャッシュ環境設定では、キャッシュを格納するフォルダーを選択できます。

「フォルダー選択」ボタンをクリックし、「OK」（Windows）または「選択」（Mac
OS）をクリックします。

ディスクキャッシュを空にするには

「ディスクキャッシュを空にする」ボタンをクリックするか、または編集メニューから
「すべてのメモリ＆ディスクキャッシュ」オプションを選択します。

ディスクキャッシュが有効になっている場合でも、連続したブロックの RAM に各フレームが格納で
きる状態になっている必要があります。ディスクキャッシュを有効にしても、コンポジションの単一フレーム
の格納またはレンダリングに対して RAM が不足している場合の助けにはなりません。

ディスクキャッシュで最高の処理速度を得るには、ソースフッテージとは別の物理ハードディスクにあるフォ
ルダーを選択してください。ソースフッテージが保存されているディスクとは異なるドライブコントローラを
使用しているハードディスク上のフォルダーが最適です。ディスクキャッシュフォルダーには、可能な限り多
くの領域を割り当てた高速なハードドライブまたは SSD をお勧めします。ディスクキャッシュのフォルダー
をハードディスクのルートフォルダーにすることはできません。
RAM キャッシュと同様に、ディスクキャッシュには、フレームをキャッシュから取得した方がフレームを再
レンダリングするよりも高速である場合にのみフレームが格納されます。
「最大ディスクキャッシュサイズ」の設定では、使用するハードディスク容量（ギガバイト単位）を指定しま
す。デフォルトのディスクキャッシュサイズがボリュームの合計サイズの 10％、最大 100 GB までに設定さ
れます。

環境設定／メディア＆ディスクキャッシュに設定されているサイズに 10 GB 加えた値以上の空き容量
があることが確認されます。ディスクキャッシュ用の空き容量が不足している場合には警告が表示されます。

グローバル RAM キャッシュ

グローバル RAM キャッシュには次のようなメリットがあります。
取り消し／やり直しの後に、キャッシュされたフレームが復元されます。
レイヤーの表示をオフにして再びオンにした場合など、コンポジションやレイヤーが前の
状態に戻される場合、キャッシュされたフレームが復元されます。
隣接フレームだけでなく、タイムラインのどこでも（ループエクスプレッション、タイム
リマップ、キーフレームのコピー／ペーストを使用する場合など）、再利用可能なフレー
ムが認識されます。
再利用可能なフレームは、複製されたレイヤーや複製されたコンポジション上に認識され
ます。
キャッシュは、「現在の設定」以外を使用するレンダーキューのレンダリングによって自
動的に破棄されることはありません。

Learn by Video によるこのビデオでは、RAM とディスクキャッシュを使用して時間を節約する方法と、バッ
クグラウンドでコンポジションをレンダリングすることにより、作業を再開できるようになるまでプレビュー
のレンダリングを待つ必要がなくなることについて説明します。

永続的なディスクキャッシュ

プロジェクトを保存した後、プロジェクトを閉じるか、After Effects を終了した後でも、ディスクキャッシュ
内のフレームが維持されます。この方法は、永続的なディスクキャッシュと呼ばれます。ディスクキャッシュ
はセッションの終了時に空になりません。永続的なディスクキャッシュ機能では、ディスクキャッシュに保存
されたフレームがセッション間で保持されます。これにより、プロジェクトまたは同じキャッシュフレームを
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使用する他のプロジェクトを操作する場合に、レンダリング時間を節約できます。
プロジェクトを開いたときに、ディスクキャッシュがスキャンされ、プロジェクト内のフレームに一致するフ
レームが検索され、それらを使用できます。ディスクキャッシュには、同じセッションまたは以前のセッショ
ンで開いたすべてのプロジェクトのフレームが格納されるため、あるプロジェクトのディスクキャッシュされ
たフレームが、同じフレームを必要とする他のプロジェクトで再利用するために取得されます。キャッシュが
スキャンされているとき、タイムラインが青いマークで徐々に塗りつぶされます。

After Effects の以前のバージョンでは、この機能に必要なすべてのものがディスクに保存されなかったた
め、永続的キャッシュを使用するには、CS5.5 以前のプロジェクトを再保存してください。

ロトブラシフレームは永続的にキャッシュされません。

「ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ」でもフレームを保存するためにディスクキャッ
シュを使用します。グローバルパフォーマンスキャッシュを使用した処理速度の改善を参照してください。

ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ

作業を続けながら、コンポジションのワークエリア（または同じか複数のコンポジションの複数のワークエリ
ア）にディスクキャッシュを使用できます。コンポジションを変更しない場合は、特にダウンストリームコン
ポジションで使用する場合に、バックグラウンドでディスクキャッシュにフレームをレンダリングできます。
通常、アプリケーションが、ディスクキャッシュに入れる必要がある、適切な負荷でレンダリングできるフ
レームを識別しようとしますが、このコマンドによって、それらのフレームが次回に必要になった時に迅速に
取り出せるように、ディスクキャッシュに強制的にレンダリングさせます。

1. バックグラウンドでコンポジションをディスクにキャッシュするには、次の操作を行いま
す。
編集／環境設定／メディア＆ディスクキャッシュ（Windows）または Premiere Pro／環
境設定／メディア＆ディスクキャッシュ（MacOS）で、ディスクキャッシュが有効にさ
れていることを確認します。

最高の結果を得るため、ソースフッテージドライブと異なる高速ドライブ上の大
容量のディスクキャッシュを使用してください。SSD ドライブはディスクキャッシュに
適しています。

2. ディスクにキャッシュするフレームのワークエリアを設定します。

3. コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュを選択するか、キーボー
ドショートカット Ctrl + Enter（Windows）または Cmd + Enter（MacOS）を使用しま
す。

キャッシュワークエリアをキャンセルするには、コンポジション／ワークエリアをバック
グラウンドでキャッシュをキャンセルを選択します。

プロジェクトがディスク上の一時ファイルに保存され、After Effects のバックグラウンドインスタンスが起動
され、それがレンダリングされます。レンダリングの進行状況が情報パネルに表示されます。レンダリングさ
れるフレームは、ディスクキャッシュ内にあるため、青のキャッシュマークで表示されます。レイヤーキャッ
シュとネスト化したコンポジションは、価値がある（レンダリングするのに十分負荷がかかる）場合にのみ
ディスクキャッシュされます。

同じコンポジションまたは異なるコンポジションのさまざまなセクション、または異なるプロジェクトからの
セクションでもキューに入れることができますが、バックグラウンドで一度にレンダリングされるワークエリ
アは 1 つだけです。

キューに入れられたワークエリアを変更しても、既存のレンダリングでは前の設定が使用され続けま
す。青のキャッシュインジケーターは、取り消してその状態に戻るまで、再表示されません。

バックグラウンドで複数のコンポジションをキャッシュするには

1. キャッシュする各コンポジションにワークエリアを設定します。
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2. プロジェクトパネルでコンポジションを選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュを選択します。
Ctrl + Enter（Windows）またはCmd + Enter（MacOS）を押します。
コンテキストメニューから「ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ」を選択
します。

 

現在およびすべての保留中のバックグラウンドでキャッシュをレンダリングをキャンセルするには

コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュをキャンセルを選択しま
す。

複数のバックグラウンドジョブが実行している場合、メニューコマンドの一部にジョブ数が表示されます。

メディアキャッシュ

ある形式のビデオやオーディオを読み込むと、After Effects ではこれらを処理してキャッシュを作成し、プレ
ビューを作成するときにすばやくアクセスできるようにします。読み込んだオーディオファイルはそれぞれ調
整されて新しい .cfa ファイルになり、MPEG ファイルにはインデックスが追加されて新しい .mpgindex ファ
イルになります。ビデオアイテムやオーディオアイテムはプレビューのたびに処理されないので、メディア
キャッシュにより、プレビューのパフォーマンスが大幅に向上します。

ファイルを最初に読み込んだ場合、メディアが処理されキャッシュが実行される間、速度が遅く感じ
る場合があります。

データベースには、キャッシュされたメディアファイルへのリンクが保持されます。このメディアキャッシュ
データベースは、Adobe Media Encoder、Premiere Pro、Encore および Soundbooth で共有されるので、こ
れらのどのアプリケーションも同じキャッシュファイルを読み書きすることができます。いずれかのアプリ
ケーションでデータベースの場所を変更すると、他のアプリケーションでの場所情報も更新されます。どのア
プリケーションにも固有のキャッシュフォルダーがありますが、それらすべてを同一のデータベースが追跡し
ます。

編集／環境設定／メディア＆ディスクキャッシュ（Windows）または After Effects／環境
設定／メディア＆ディスクキャッシュ（Mac OS）を選択し、次のいずれかの操作を行い
ます。

該当する「フォルダーを選択」ボタンをクリックして、メディアキャッシュデータ
ベースまたはメディアキャッシュ自体の場所を変更します。

「データベースとキャッシュをクリーン」をクリックして調整およびインデックス済
みのファイルをキャッシュから消去し、データベースからそれらのエントリを消去し
ます。このコマンドでは、ソースファイルがないフッテージアイテムに関連するファ
イルだけが削除されます。

「データベースとキャッシュをクリーン」ボタンをクリックする前に、現在使用
しているソースメディアを含むストレージデバイスがコンピューターに接続されているこ
とを確認してください。フッテージがあるストレージデバイスが接続されていなかったた
め、フッテージがないと見なされた場合、メディアキャッシュ内の関連するファイルが削
除されます。その結果、後でこのフッテージを使用するときに、フッテージの再確認また
はインデックスの再作成が必要になります。

「データベースとキャッシュをクリーン」ボタンを使用してデータベースとキャッシュをクリーンして
も、ソースファイルがあるフッテージアイテムに関連するファイルは削除されません。最適化されたファ
イルとインデックスファイルを手動で削除するには、メディアキャッシュフォルダーに移動してファイル
を削除します。メディアキャッシュフォルダーの場所は最適化されたメディアキャッシュの環境設定に表
示されます。パスが途中で切れている場合は、「フォルダーを選択」ボタンをクリックするとパスが表示
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されます。
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エクスプレッションと自動化
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プラグイン

ページの先頭へ

注意：

プラグインのインストールと読み込み
After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン
C/C++ プラグインと After Effects SDK
その他の After Effects 用プラグイン

プラグイン（ファイル拡張子は .aex、.pbk、.pbg、.8bi など）は、アプリケーションに機能を追加するための
小さいソフトウェアモジュールです。After Effects のエフェクトや特定のファイル形式を読み込んだり処理し
たりするための機能はプラグインとして実装されています。例えば、Photoshop Camera Raw プラグインを
使用すると、After Effects で Camera Raw ファイルを処理できるようになります。

プラグインのインストールと読み込み

製品用のプラグインをアドビ システムズ社やその他のベンダーから入手できます。特定のプラグインのイン
ストール手順については、プラグインに付属しているマニュアルを参照してください。
After Effects を起動すると、Plug-ins フォルダーなど、いくつかのフォルダーからプラグインが読み込まれま
す。プラグインにインストーラーまたはインストールマニュアルが付属していない場合は、通常、プラグイン
を Plug-ins フォルダーに配置することでインストールできます。
Plug-ins フォルダーは、初期設定では次の場所にあります。

（Windows）Program Files¥Adobe¥Adobe After Effects <version>¥Support Files

（Mac OS）Applications/Adobe After Effects <version>

After Effects にはいくつかのプラグインが付属しており、Plug-ins フォルダーの中に自動的にインストールさ
れています。

プラグインの読み込み時に、名前がかっこで囲まれたフォルダーの内容は無視されます。例えば、
「(archived_effects)」という名前のフォルダーの内容は読み込まれません。

After Effects は、After Effects と Premiere Pro の間で共有するプラグインを保存しておくための MediaCore
フォルダーからもプラグインを読み込みます。サードパーティ製の一部のプラグインがこのフォルダーにイン
ストールされます。一般的に、指示された場合を除いて、プラグインは MediaCore フォルダーにはインス
トールしません。あるプラグインをこのフォルダーにインストールし、このフォルダーにあるプラグインを読
み込む 1 つまたは複数のアプリケーションがそのプラグインをサポートしていない場合、エラーやその他の問
題が発生することがあります。

Mac OS 上では、サードパーティ製のプラグインが誤って After Effects のパッケージファイルにイン
ストールされる場合があります。これらのプラグインを調べるには、Finder で Control キーを押しながら
After Effects アプリケーションアイコンをクリックし、「パッケージの内容を表示」を選択します。間違った
場所にインストールされたプラグインが見つかったら、After Effects の Plug-ins フォルダーに移します。

コンピューターシステム間で After Effects のプロジェクトを交換する場合は、プロジェクトで使用されている
プラグインが両方のシステムにインストールされていることを確認してください。同様に、ネットワークに接
続された複数のコンピューターでコンポジションをレンダリングする場合は、コンポジションで使用している
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Foundry Keylight

Synthetic Aperture Color Finesse

fnord ProEXR

CycoreFX HD

Imagineer mocha shape AE

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

すべてのプラグインがすべてのコンピューターにインストールされていることを確認してください。

Mac OS 上で、After Effects に読み込まれたすべてのプラグインのリスト（バージョン番号を含む）を作成
するには、Command + Option + Shift + Help キーを押します。このコマンドを Windows または Help
キーのない Macintosh キーボードで使用する方法については、アドビ システムズ社の Web サイトで公開
されている Todd Kopriva のブログを参照してください。

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン

After Effects には、いくつかのサードパーティ製プラグインが付属します。

Keylight のマニュアルは、Keylight のインストール時に Plug-ins フォルダーのサブフォル
ダーにインストールされます。詳しくは、キーイングエフェクト（Keylight を含む）を参照してください。

Color Finesse のマニュアルは、Color Finesse のインストール時に
Plug-ins フォルダーのサブフォルダーにインストールされます。詳しくは、Synthetic Aperture Color Finesse
のリソースを参照してください。

ProEXR プラグインのマニュアルは、fnord の Web サイトで PDF 形式で公開されています。
詳しくは、3D チャンネルエフェクトについて（ProEXR エフェクトを含む）を参照してください。

CycoreFX HD は、After Effects CC のインストールに含まれています。すべてのエフェクトで
16 bpc がサポートされ、そのエフェクトで 32 bpc（浮動小数点）がサポートされています。CycoreFX HD
プラグインでは、モーションブラーやライトなど、多くのコントロールやオプションをサポートしています。
詳しくは、Cycore FX（CC）エフェクトのリソースを参照してください。
Todd Kopriva と video2brain によるこのビデオでは、Cycore エフェクトと色深度について紹介しています。
これらのエフェクトをいくつか適用する方法および異なるビット深度を使用するとはどのようなことなのかに
ついて学習します。

mocha shape for After Effects（mocha shape AE）プラグインのマニュアル
は、Imagineer の Web サイトで公開されています。

Imagineer mocha-AE は、mocha shape for After Effects（mocha shape AE）と名前が似ています
が、プラグインではなく、独立したスタンドアロンの平面トラッカーアプリケーションです。詳しく
は、mocha for After Effects（mocha-AE）のリソースを参照してください。

C/C++ プラグインと After Effects SDK

After Effects の多くのプラグインは、After Effects SDK を使用して C/C++ プログラミング言語で記述されて
います。C/C++ で記述されているエフェクトプラグインは、ファイル拡張子が .aex になっています。C/C++
SDK を使用した After Effects 用プラグインの開発については、アドビ システムズ社の Web サイトの After
Effects Developer Center セクションを参照してください。
Kas Thomas が、MacTech の Web サイトで、After Effects プラグインの詳細な記述方法を示すチュートリア
ルを公開しています。
C/C++ SDK を使用した After Effects 用のプラグインの記述に関する質問は、After Effects SDK のユーザー
フォーラムを参照してください。

その他の After Effects 用プラグイン
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After Effects について詳しくは、After Effects プラグインに関するページおよび Toolfarm の Web サイトを参
照してください。
プラグイン、スクリプト、プロジェクト、その他の役立つアイテムを見つけるには、Adobe Add-ons ペー
ジにアクセスします。
プラグインのその他のソースについては、アドビ システムズ社の Web サイトの After Effects コミュニティの
リソースを参照してください。

以下も参照してください
エフェクトの概要とリソース
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After Effects と、After Effects と統合可能なその他のアドビソフトウェアでは、様々なプロセスを自動化する
手段が多数あります。
エクスプレッション、スクリプトおよびプラグインを使用して、After Effects 内のアニメーションや画像処理
を自動化できます。aerender、ネットワークレンダリングおよびレンダリング後の処理を使用して、レンダリ
ングを自動化できます。また、Adobe Bridge でワークフロー自動化スクリプトを使用して一部の作業を自動
化することもできます。Photoshop と After Effects の間で簡単にデータを交換できるので、Photoshop でマク
ロ、アクション、ドロップレットおよびスクリプトを使用して、After Effects で使用する画像の処理を自動化
できます。

以下も参照してください。
エクスプレッション
プラグイン
スクリプト
自動レンダリングとネットワークレンダリング
レンダリング後の処理
Adobe でタスクを自動化する
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エクスプレッションの基本

ページの先頭へ

注意：

エクスプレッションについて
エクスプレッションの使用
例：エクスプレッション言語の要素を使ってエクスプレッションを記述する
エクスプレッションとエクスプレッショングラフを表示する
ソーステキスト用のエクスプレッションを記述する
エクスプレッションにコメントを追加する
エクスプレッションを保存して再利用する
エクスプレッション制御エフェクト
エクスプレッションをキーフレームに変換する
エクスプレッション言語
エクスプレッションエラー

エクスプレッションについて

複雑なアニメーションを作成してリンクするときに、多くのキーフレームを 1 つずつ作成するのは骨の折れる
作業です。After Effects には、この作業を簡略化するエクスプレッションという機能があります。エクスプ
レッションは、ある時点での単一レイヤープロパティの単一の値を評価するスクリプトのような小さい部分か
らなるソフトウェアです。スクリプトがアプリケーションに指示を伝えるのに対し、エクスプレッションはプ
ロパティの設定内容を表します。
エクスプレッションを使用すると、レイヤープロパティ間の関係を定義し、1 つのプロパティで複数のキーフ
レームを使用して他のレイヤーを動的にアニメートすることができます。例えば、ピックウイップを使用して
パスプロパティをリンクすれば、ブラシストロークやシェイプレイヤーオブジェクトからマスクのパスを取得
できます。
エクスプレッション言語は、標準の JavaScript 言語に基づいていますが、エクスプレッションを使用するた
めに JavaScript の知識は必要ありません。ピックウイップを使用するか、エクスプレッションの単純なサン
プルをコピーして変更するだけで、エクスプレッションを作成できます。

エクスプレッションのサンプルは、サンプルプロジェクトテンプレート（ファイル／プロジェクトテ
ンプレートを参照）や、動作カテゴリのアニメーションプリセット（アニメーション／アニメーションプリ
セットを参照）に含まれています。

アニメーションプリセットにエクスプレッションを含めたり、1 つのエクスプレッションだけで構成するアニ
メーションプリセットを使用することもできます。キーフレームの代わりにエクスプレッションを使用するア
ニメーションプリセットを、動作と呼ぶこともあります。
プロパティにエクスプレッションを追加した後も、プロパティにキーフレームを追加したり、プロパティの
キーフレームを編集したりできます。エクスプレッションに、キーフレームによって決まるプロパティの値が
自動的に入力され、新しい値が生成される場合もあります。例えば、レイヤーの「回転」プロパティに対する
次のエクスプレッションは、キーフレームを使用するモーションに加えて、「回転」プロパティの値に 90 度
を加算します。

  value + 90

ウィグルなどの一部のメソッドは、プロパティのキーフレームを使用する値に対して直接作用します（プロパ
ティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）を参照）。
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ページの先頭へ

レイヤーの「位置」プロパティに次のエクスプレッションを設定すると、レイヤーのキーフレームを使用する
モーションが保持され、レイヤーがわずかに揺れます。

  wiggle(10, 10)

通常は、ウィグラーよりも、wiggle エクスプレッションを使用する方が簡単です。

テキストをアニメートする場合、エクスプレッションセレクターでは、各文字にどの程度アニメータープロパ
ティを適用するかを指定できます。1 つのアニメーターグループに 1 つまたは複数のエクスプレッションセレ
クターを追加でき、そのアニメーターグループに 1 つまたは複数のプロパティを指定できます

エクスプレッションの使用

エクスプレッションを作成するには、手動で入力するかエクスプレッション言語メニューを使用します。ま
た、ピックウイップでエクスプレッションを作成したり、サンプルのエクスプレッションや他のプロパティか
らエクスプレッションをコピーすることもできます。
エクスプレッションを使用する作業はすべてタイムラインパネルで行えますが、エフェクトコントロールパネ
ルでピックウイップをプロパティにドラッグする方が簡単な場合もあります。エクスプレッションは、エクス
プレッションフィールドで入力および編集します。このフィールドは、時間グラフにあるサイズ変更可能なテ
キストフィールドです。エクスプレッションフィールドは、レイヤーバーモードではプロパティとともに表示
され、グラフエディターモードではグラフエディターの下部に表示されます。テキストエディターでエクスプ
レッションを作成し、エクスプレッションフィールドにコピーすることもできます。エクスプレッションをレ
イヤープロパティに追加すると、初期設定のエクスプレッションがエクスプレッションフィールドに表示され
ます。この初期設定のエクスプレッションでは、特に処理は行われません。プロパティの値がそのまま設定さ
れるだけです。このため、エクスプレッションを簡単に編集できます。

タイムラインパネル（レイヤーバーモード）に表示されるエクスプレッションのインターフェイス

A. エクスプレッション使用可能スイッチ B. エクスプレッション実行後のグラフを表示ボタン C. ピックウ
イップ D. エクスプレッション言語メニュー E. エクスプレッションフィールド 

エクスプレッションの編集中は、プレビューは一切行えません。編集中はパネルの下部に赤いバーが表示され
ます。
エクスプレッションが含まれているプロパティの値は、赤かピンクで表示されます。
エクスプレッションを初めて使用する場合は、ピックウイップで簡単なエクスプレッションを作成してから、
以下に示す簡単な演算子を使用し、その動作を調節すると良いでしょう。

記
号

演算

+ 加算

- 減算

/ 除算
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* 乗算

*-1 元のエクスプレッションと逆の演算を実行します。例えば、時計回りが半時計回り
になります。

例えば、エクスプレッションの末尾に *2 と入力すると、動作が 2 倍になります。同様に、/2 と入力すると、
動作が半分になります。
エクスプレッションの編集に慣れてきたら、これらの簡単な演算子を組み合わせて使用してみましょう。例え
ば、エクスプレッションの末尾に /360*100 と追加すると、範囲が 0 ～ 360 から 0 ～ 100 に変わります。こ
の変更は、360 度回転のダイアルの値をパーセント表示するスライダーの値に変換する場合などに使用できま
す。
タイムラインパネルのエクスプレッション言語メニューには、エクスプレッションで使用できる、After
Effects 固有の言語要素が表示されます。このメニューは、有効な要素や正しい構文を調べるのに便利で、使
用可能な要素に関するリファレンスとして活用できます。このメニューからオブジェクトや属性、メソッドを
選択すると、エクスプレッションフィールドの挿入ポイントに挿入されます。エクスプレッションフィールド
のテキストを選択した状態でこの操作を行うと、そのテキストが新しいエクスプレッションテキストに置き換
えられます。エクスプレッションフィールドに挿入ポイントがない場合は、フィールド内のすべてのテキスト
が新しいテキストに置き換えられます。
エクスプレッション言語メニューには、引数と初期設定値が一覧表示されます。エクスプレッションの記述時
は、この一覧で制御できる要素を確認できます。例えば、言語メニューでは、プロパティカテゴリの wiggle
メソッドが wiggle(freq, amp, octaves=1, amp_mult=.5, t=time) の形式で表示されます。wiggle に続くかっこ
の中には 5 つの引数が指定されています。最後の 3 つの引数で使用されている「=」は、それらの引数が必須
引数ではないことを示します。これらの引数に値を指定しない場合は、初期設定の 1、0.5、および現在の時
刻に設定されます。

エクスプレッションの言語メニューを使って挿入した引数名は、必ず実際の値で置き換えてくださ
い。

Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、選択したプロパティに wiggle、smooth、loop の各エク
スプレッションを自動的に追加するスクリプトを公開しています。初級ユーザーは、このスクリプトを使用し
てエクスプレッションを試してみることをお勧めします。
Jeff Almasol は、エクスプレッションを自動的に処理して特定の変更を加えるスクリプトを公開しています。
例えば、スクリプトを使用して、無効になっているエクスプレッションを自動的に削除または有効化できま
す。詳しくは、Jeff Almasol の redefinery の Web サイトを参照してください。

エクスプレッションを追加、無効化、リンク、削除する

プロパティにエクスプレッションを追加するには、タイムラインパネルでプロパティを選
択してから、アニメーション／エクスプレッションを追加を選択するか、Alt + Shift + =
キー（Windows）または Option + Shift + = キー（Mac OS）を押すか、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、タイムラインパネルまたはエ
フェクトコントロールパネルでプロパティ名の横にあるストップウォッチボタン  をク
リックします。
レイヤーおよびコンポジションにまたがるプロパティのセットをリンクさせるには、プロ
パティリンクを使用します。
1 つまたは複数のプロパティを選択して、編集／プロパティリンクと一緒にコピーまたは
編集／相対的なプロパティリンクと一緒にコピーを選択し、それらのプロパティをコンポ
ジションの任意のレイヤーにペーストします。元のプロパティに加えられた変更が、ペー
ストしたプロパティリンクのすべてのインスタンスに反映されるように、ペーストしたプ
ロパティは、コピー元のレイヤーへの接続が維持されます。
プロパティリンクを含めてレイヤー全体をコピーしてペーストし、元のプロパティに対し
て行われた変更に従う複製を作成することもできます。
「相対的なプロパティリンクと一緒にコピー」コマンドは「プロパティリンクと一緒にコ
ピー」コマンドと同じように機能しますが、「相対的なプロパティリンクと一緒にコ
ピー」コマンドでは、名前別にソースコンポジションを参照しない式を作成します。これ
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は、式のあるレイヤーとレイヤーが含まれるコンポジションの間の相対的なリンクを維持
します。これは、例えば、1 つのコンポジションから別のコンポジションへ式で操作され
るレイヤーを移動するものの、そのレイヤーが同じコンポジション内のコントロールレイ
ヤーのみを参照する場合に使用します。「相対的プロパティリンクと一緒にコピー」コマ
ンドを使用して作成された式は、式のピックウイップを使用して作成された式と同一で
す。
「相対的プロパティリンクと一緒にコピー」コマンドでレイヤーの位置プロパティをコ
ピーした結果は次のようになります。
thisComp.layer("control_layer").transform.position

「プロパティリンクと一緒にコピー」コマンドでレイヤーの位置プロパティをコピーした
結果は次のようになります。式では特にレイヤーのソースコンポジションを参照していま
す。
comp("source_comp").layer("control_layer").transform.position

エクスプレッションを一時的に無効にするには、エクスプレッション使用可能スイッチ 
 をクリックします。エクスプレッションが無効になると、スイッチにスラッシュが付

きます（  ）。
プロパティからエクスプレッションを削除するには、タイムラインパネルでプロパティを
選択してから、アニメーション／エクスプレッションを削除を選択するか、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、タイムラインパネルまたはエ
フェクトコントロールパネルでプロパティ名の横にあるストップウォッチボタンをクリッ
クします。

ピックウイップを使ってエクスプレッションを編集する

JavaScript または After Effects のエクスプレッション言語に慣れていない場合でも、ピックウイップを使用す
ればエクスプレッションの強力な機能を活用できます。プロパティのエクスプレッションを別のプロパティと
リンクするには、プロパティのピックウイップ  を別のプロパティにドラッグします。すると、エクスプレッ
ションフィールドの挿入ポイントにそのエクスプレッションのテキストが挿入されます。エクスプレッション
フィールドのテキストを選択した状態でこの操作を行うと、そのテキストが新しいエクスプレッションテキス
トに置き換えられます。エクスプレッションフィールドに挿入ポイントがない場合は、フィールド内のすべて
のテキストが新しいテキストに置き換えられます。

ピックウイップをプロパティにドラッグして、プロパティの値にリンクする操作

ピックウイップはプロパティの名前または値までドラッグできます。プロパティの名前にドラッグした場合
は、すべての値が 1 つの値としてエクスプレッションフィールドに表示されます。例えば、ピックウイップを
「位置」プロパティの名前にドラッグすると、次のようなエクスプレッションが表示されます。

  thisComp.layer("Layer 1").transform.position

ピックウイップを「位置」プロパティのいずれかのコンポーネント値（この例では y 値）にドラッグした場合
は、「位置」プロパティの x 座標と y 座標の両方が y 値に関連付けられ、次のようなエクスプレッションが表
示されます。

  temp = thisComp.layer("Layer 1").transform.position[1]; 
  [temp, temp]
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ピックウイップのドラッグ先でレイヤー、マスク、またはエフェクトの名前が重複している場合は、名前が自
動的に変更されます。例えば、「Mask」という名前のマスクが 1 つのレイヤーに複数あり、ピックウイップ
をそのうちの 1 つにドラッグした場合は、そのマスクの名前が「Mask 2」に変更されます。
ピックウイップを使って作成するエクスプレッションの形式は、「エクスプレッションピックウイップによる
簡潔な英語を記述」（編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定
（Mac OS）の設定によって決まります。初期設定では、ピックウイップは簡潔な英語のエクスプレッション
を生成し、エクスプレッションに含まれるプロパティのタイムラインパネル名が使用されます。これらの名前
は After Effects のアプリケーションコードに組み込まれている不変の名前であるため、別の言語で After
Effects を実行した場合でも同じエクスプレッションを使用できます。変更可能なプロパティ名はすべて二重
引用符で囲まれており、どの言語でも同じです。プロジェクトを複数の言語で使用しない場合は、この設定を
オフにしてください。この設定は、エフェクトの名前やプロパティには影響しません。
次は、簡潔な英語で記述した名前の例です。

  thisComp.layer("Layer 1").transform.position

次は、簡潔な英語を使わずに記述した名前の例です。

  thisComp.layer("Layer 1")("Transform")("Position")

初期設定では、簡潔な英語が選択されているので、このマニュアルのほとんどの例では簡潔な英語の
名前を使用しています。

1. タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、ピックウイップを他のプロ
パティにドラッグします。

2. 必要に応じて、エクスプレッションフィールドで初期設定のエクスプレッションを変更し
ます。

ピックウイップを使用してあるレイヤーを参照するエクスプレッションを作成し、そのレイヤーの名
前が同じコンポジション内の他のレイヤーと同じ場合、そのレイヤーの名前は、以前のレイヤー名の最後に数
字が付けられた名前に変更されます。これにより、エクスプレッションはコンポジション内の 1 つのレイヤー
を明確に参照できるようになります。

エクスプレッションを手動で編集する
1. エクスプレッションフィールドをクリックします。これで、テキスト編集モードになりま
す。

テキスト編集モードになると、エクスプレッション全体が選択されます。既存の
エクスプレッションに追加する場合は、追加位置をクリックして挿入ポイントを表示しま
す。クリックしないと、エクスプレッション全体が置き換えられます。

2. エクスプレッションフィールドで入力、編集します。この際、エクスプレッション言語メ
ニューを使用することもできます。

複数行あるエクスプレッションの一部が見えない場合は、エクスプレッションフィー
ルドの下部または上部をドラッグしてフィールドのサイズを変更します。

3. テキスト編集モードを終了し、エクスプレッションを有効にするには、次のいずれかの操
作を行います。

テンキーパッドの Enter キーを押します。
エクスプレッションフィールドの外側の領域をクリックします。

例：エクスプレッション言語の要素を使ってエクスプレッションを記述
する
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ここでは、エクスプレッション言語の要素を使用してエクスプレッションを記述する例を紹介します。この例
で作成されるエクスプレッションは、「平面 2」の「位置」を「平面 1」の「位置」プロパティにリンクし、
「平面 2」の動きは「平面 2」の動きの 2 秒分オフセットされます。

1. 2 つの平面レイヤー（「平面 1」 と「平面 2」）を作成します。

2. キーフレームを使用して、「平面 1」の「位置」プロパティ値をアニメートします（アニ
メーション、キーフレームおよびエクスプレッションについてを参照）。

3. 「平面 2」の「位置」プロパティを選択して、アニメーション／エクスプレッションを追
加を選択するか、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロ
パティのストップウォッチボタン  をクリックします。初期設定では、次のエクスプ
レッションが表示されます。

  transform.position

4. transform.position を次のエクスプレッションで直接上書きします。

  thisComp

5. 要素 thisComp は Global 属性で、その値は、現在のコンポジションを表す Comp オブ
ジェクトです。このエクスプレッションで thisComp の後に入力できる要素を確認する
には、グローバルオブジェクト、属性、メソッド（エクスプレッションのリファレンス）
で thisComp の戻り値を調べます。
thisComp は Comp オブジェクトを返します。次に、Comp の属性とメソッド（エクス
プレッションのリファレンス）を参照して、Comp オブジェクトで使用できる属性および
メソッドを確認します。1 つの選択肢として layer(index) があります。かっこ内のイ
ンデックス（数値）に、使用するレイヤーを示す番号を指定します。この例では、「平面
1」がコンポジションの最初のレイヤーです。アクティブなコンポジションの最初のレイ
ヤーから値を取得するには、次のようにエクスプレッションの末尾に .layer(1) と入力
します。

  thisComp.layer(1)

6. 再びエクスプレッション要素リファレンスを参照して、layer(index) が Layer オブ
ジェクトを返すことを確認します。Layer General 属性とメソッド（エクスプレッション
のリファレンス）を参照して、使用する要素を確認します。例えば、レイヤーの「位置」
プロパティの値を取得するには、以下のようにエクスプレッションの末尾に .position
と入力します。

  thisComp.layer(1).position

7. Layer General 属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）から、position
属性が Property を返すことがわかります。プロパティの属性とメソッド（エクスプレッ
ションのリファレンス）を参照すると、このエクスプレッションに時間係数を追加できる
ことがわかります。現在の時刻から 2 秒後など、特定の時刻を追加するには、次のよう
にエクスプレッションの末尾に .valueAtTime(time+2) と入力します。

  thisComp.layer(1).position.valueAtTime(time+2)

8. プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）か
ら、valueAtTime メソッドが Number または Array を返すことがわかります。エクスプ
レッションが Number、Array または Boolean （true または false）を返す場合は、エク
スプレッションにその他の属性またはメソッドを追加することはできません（ただし、必
要に応じて、+、-、*、/ などの演算子を使用することはできます）。

エクスプレッションとエクスプレッショングラフを表示する

グラフエディターモードでは、グラフエディターの下部に、選択したプロパティのエクスプレッションのみを
表示するエクスプレッションフィールド（サイズ変更可能）が 1 つだけ表示されます。同時に複数のエクスプ
レッションフィールドを表示するには、タイムラインパネルをレイヤーバーモードに切り替える必要がありま
す。
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レイヤーバーモードとグラフエディターモードを切り替えるには、Shift+F3 キーを押します。

エクスプレッションが含まれるプロパティのみを表示するには、1 つまたは複数のレイ
ヤーを選択し、E キーを 2 回押します。
グラフエディターにエクスプレッションフィールドを表示するには、グラフエディターの
下部にあるグラフの種類とオプションを選択ボタン  をクリックして、「エクスプレッ
ションエディターを表示」を選択します。プロパティに新しいエクスプレッションを追加
したときは、この設定に関係なく、必ずエクスプレッションエディターが表示されます。

エクスプレッションフィールドのサイズを変更するには、レイヤーバーモードでフィールドの下端、また
はグラフエディターモードでフィールドの上端を上下にドラッグします。

エクスプレッションによって値または速度のグラフがどのように変化するかを確認するに
は、グラフエディターで値グラフまたは速度グラフを表示しているときに、エクスプレッ
ション実行後のグラフを表示ボタン  をクリックします。
灰色のグラフは、エクスプレッション適用前の値または速度を表し、鮮やかな色のグラフ
はエクスプレッション適用後の値または速度を表します。「位置」プロパティのグラフ
オーバーレイをオンにすると、コンポジションパネルのモーションパス表示も変化するの
で、エクスプレッションの影響を受けたパスを確認することができます。

タイムラインパネルの検索フィールドを使用して、エクスプレッションやプロパティのその他のコンポー
ネントを検索できます。検索文字列をエクスプレッションで指定すると、プロパティとプロパティのグ
ループおよびレイヤーはフィルターされた検索結果セットに表示されます。

ソーステキスト用のエクスプレッションを記述する

エクスプレッションでは、テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティが JavaScript の String オブ
ジェクトとして扱われます。ピックウイップを使用して別のテキストレイヤーからソーステキストを取得する
ことはできますが、この場合はエクスプレッションを加えたレイヤーの先頭文字のスタイルが全文に適用され
ます。
JavaScript String オブジェクトについて詳しくは、JavaScript の関連文書を参照してください。
文字列エクスプレッションでは「¥r」を使用してテキストで新しい行を開始できます。例えば、レイヤー上の
テキストをコピーし、すべて大文字に変換してから同じレイヤー上の次の行に追加するには、次のようにエク
スプレッションを記述します。

  text.sourceText + "\r" + text.sourceText.toUpperCase()

コンポジションにテキストレイヤーを追加し、その「ソーステキスト」プロパティにエクスプレッションを追
加すると、他のレイヤーのプロパティ値が確認できて便利です。例えば、「ソーステキスト」プロパティに次
のエクスプレッションを記述すると、すぐ次のレイヤーの「不透明度」プロパティの名前と値が表示されま
す。

  thisComp.layer(index + 1).name + "\rOpacity = " + thisComp.layer(index + 1).opacity.value

以下の例では、現在の時間でビデオスイッチがオンになっている一番上のビデオレイヤーの名前、あるいは、
そのレイヤーがソースも持つ場合はソースフッテージの名前が表示されます。

  source_footage_name = ""; 
  for (i = 1; i <= thisComp.numLayers; i++){ 
      if (i == index) continue; 
      my_layer = thisComp.layer(i); 
      if (! (my_layer.hasVideo && my_layer.active)) continue; 
      if (time >= my_layer.inPoint && time < my_layer.outPoint){ 
          try{ 
              source_footage_name = my_layer.source.name; 
          }catch(err1){ 
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              source_footage_name = my_layer.name 
          } 
          break; 
      } 
  } 
  source_footage_name

Aharon Rabinowitz が、Red Giant TV で、「ソーステキスト」プロパティとスライダーエフェクト（エクスプ
レッション制御エフェクト）を使用してビデオゲームスコアをアニメートする方法についてのビデオチュート
リアルとサンプルを公開しています。
 

エクスプレッションにコメントを追加する

複雑なエクスプレッションを後で再利用できるように、エクスプレッションの処理や詳細などをコメントとし
て記述しておくと便利です。

コメントの先頭に「//」を入力します。// から行末までのすべてのテキストが無視され
ます。例えば、次のようになります。  // これはコメントです。
この種のコメントの例については、エクスプレッションの例：カメラからの距離に応じて
3D レイヤーの不透明度をフェードする2を参照してください。
コメントの先頭に「/*」、コメントの末尾に「*/」を入力します。/* と */ の間のすべ
てのテキストが無視されます。例えば、次のようになります。  /*  これは        複
数行のコメントです。*/
この種のコメントの例については、エクスプレッションを保存して再利用するを参照して
ください。

エクスプレッションを保存して再利用する

エクスプレッションを記述したら、テキスト編集アプリケーションにコピー＆ペーストするか、アニメーショ
ンプリセットまたはプロジェクトテンプレートに保存して、将来に備えて保存します。ただし、エクスプレッ
ションはプロジェクト内の別のレイヤーと関連して記述され、特定のレイヤー名を使用する場合があるため、
エクスプレッションを変更してプロジェクト間で転送する必要があります。
通常の JavaScript 関数構文を使用して、エクスプレッション内で独自の関数を定義できます。次の例では、2
つの値の平均を計算する関数を定義し、この関数を使用する最後の行を定義します。

  function average(a, b) 
  { 
    return (a + b) / 2; 
  } 
  average(position, thisComp.layer(1).position);

各関数は、使用する各エクスプレッション内で完全に定義する必要があります。関数を追加できるグ
ローバルライブラリはありません。

他のプロジェクトで使用するためにエクスプレッションを保存する場合は、エクスプレッションにコメントを
記述しておきます（エクスプレッションにコメントを追加するを参照）。また、何箇所も値を変更しなくて済
むように、変数を使用することもできます。
例えば、次のエクスプレッションでは、先頭にエクスプレッションの処理についてのコメントを記述し、変数
宣言および初期化の後にはその変数を説明する簡単なコメントを記述しています。

  /*  This expression on a Source Text property reports the name 
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      of a layer and the value of its Opacity property. */  
    
  var myLayerIndex = 1; // layer to inspect, initialized to 1, for top layer  
    
  thisComp.layer(myLayerIndex).name + ": \rOpacity = " +   thisComp.layer(myLayerIndex).opacity.value

エクスプレッションを含むアニメーションプリセットをテンプレートとして保存すると、別のプロジェクトで
再利用することができます。ただし、エクスプレッションがそのプロジェクトに存在するプロパティだけを参
照する場合に限られます。プロパティにエクスプレッションが含まれていてキーフレームが含まれていないプ
リセットを保存した場合は、エクスプレッションのみが保存されます。プロパティに 1 つまたは複数のキーフ
レームが含まれている場合は、プリセットにすべてのキーフレーム値とエクスプレッションが保存されます。
レイヤープロパティのエクスプレッションを、プロパティのキーフレームと一緒に、またはキーフレームなし
でコピーできます。

あるプロパティのエクスプレッションとキーフレームを別のプロパティにコピーするに
は、タイムラインパネルでコピー元のレイヤープロパティを選択してコピーしてから、コ
ピー先のレイヤープロパティを選択してペーストします。
キーフレームを除き、プロパティのエクスプレッションのみを別のプロパティにコピーす
るには、コピー元のプロパティを選択し、編集／エクスプレッションのみをコピーを選択
してから、コピー先のプロパティを選択してペーストします。

キーフレームなしでエクスプレッションをコピーする方法は、複数のエクスプレッションを 1 つまたは複
数の新規レイヤーに同時にコピー＆ペーストする場合や、1 つのエクスプレッションを複数のレイヤーに
コピー＆ペーストする場合に便利です。

キーフレームや他のアイテムをペーストするときと同様、通常は After Effects によってコピー先のプ
ロパティが自動的に決定されます。この自動処理は、「位置」プロパティを別のレイヤーの「位置」プロパ
ティにコピーする場合は問題ありませんが、「位置」プロパティから「スケール」プロパティにエクスプレッ
ションをコピーする場合は、コピー先のプロパティを選択する必要があります。

Paul Tuersley は、エクスプレッションの管理と編集のための pt_ExpressEdit スクリプトを公開しています。

エクスプレッション制御エフェクト

エクスプレッション制御エフェクトを使用してコントロールを追加し、エクスプレッションを使ってプロパ
ティをそのコントロールにリンクすることにより、1 つまたは複数のプロパティの値を操作することができま
す。1 つのコントロールで、一度に複数のプロパティを制御できます。
エクスプレッション制御エフェクトの名前は、エフェクトによって制御するプロパティの種類（角度制御、
チェックボックス制御、カラー制御、レイヤー制御、ポイント制御、スライダー制御）を表します。After
Effects CS5.5 以降にも、3D ポイント制御は含まれます。

アニメーションプリセット／Shapes／Backgrounds カテゴリからアニメーションプリセットを適用する
と、エフェクトコントロールパネルにカスタムの「アニメーションシェイプ制御」エフェクトが表示され
ます。このカスタムエフェクトは、このようなアニメーションプリセット用に特別に作成された特殊なエ
クスプレッションコントロールエフェクトです。このエフェクトは、別のレイヤーにコピー＆ペーストし
たり、別の場所に適用できるようアニメーションプリセットとして保存したりできます。

エクスプレッション制御エフェクトをレイヤーに適用するには、他のエフェクトを適用するときと同じよう
に、エフェクト＆プリセットパネルからレイヤーにエフェクトをドラッグします。
エクスプレッション制御エフェクトはあらゆるレイヤーに適用できますが、ヌルレイヤーに適用して単なる制
御レイヤーとして使用すると便利です。その後で、他のレイヤーのプロパティにエクスプレッションを追加
し、この制御レイヤーから入力値を取得します。例えば、ヌルレイヤー（Null 1）にスライダー制御エフェク
トを追加し、次のエクスプレッションを複数のレイヤーの「位置」プロパティに適用することができます。

  position+[0,10*(index-1)*thisComp.layer("Null 1").effect("Slider Control")("Slider")]
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この例では、スライダーをドラッグすると、このエクスプレッションを含むすべてのレイヤーが動きます。各
レイヤーは、インデックス番号が 1 つ小さいレイヤーから 10 ピクセルずつずれて表示されます（タイムライ
ンパネルでは、上から下に向かってレイヤーのインデックス番号が大きくなります）。ヌルレイヤーでスライ
ダーのキーフレームを設定すると、その他のレイヤーがそれに従ってアニメートされます。
これは、使用目的を表すためにエクスプレッション制御エフェクトの各インスタンスの名前を変更する場合に
便利です。例えば、カラー制御エフェクトのインスタンスの名前を空の色に変更すると、制御するエフェクト
の内容が簡単にわかります。エクスプレッション制御エフェクトの各インスタンスの名前は、その他のエフェ
クトの名前と同じように変更できます。タイムラインパネルまたはエフェクト制御パネルでインスタンスを選
択し、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

コントロールの値の範囲を変更するには、下線付きのプロパティ値を右クリックするか
（Windows）、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「値を編
集」を選択します。

エクスプレッション制御エフェクトに関するその他のリソース

Jerzy Drozda, Jr.（Maltaannon が）Motionworks の Web サイトで、角度制御エフェクトとエクスプレッショ
ン制御エフェクトの概要に関する説明とデモを公開しています。
Todd Kopriva が、sampleImage メソッドとポイント制御エフェクトを使用して、指定した点のカラーをカ
ラー補正時に監視する方法について After Effects Region of Interest ブログで説明しています。

エクスプレッションをキーフレームに変換する

エクスプレッションをキーフレームに変換すると便利な場合があります。例えば、エクスプレッションの値を
固定する場合は、エクスプレッションをキーフレームに変換し、そのキーフレームを目的に応じて調整しま
す。また、エクスプレッションの評価に長い時間がかかる場合は、エクスプレッションをキーフレームに変換
すると、レンダリングにかかる時間を短縮することができます。エクスプレッションをキーフレームに変換す
ると、そのエクスプレッションが評価されたあとに、フレームごとにキーフレームが作成されます。その後、
エクスプレッションは無効になります。

タイムラインパネルで、エクスプレッションが入力されているプロパティを選択し、アニ
メーション／キーフレーム補助／エクスプレッションをキーフレームに変換を選択します。

エクスプレッション言語

JavaScript 1.2 に基づく After Effects エクスプレッション言語には、一連の組み込みオブジェクトの拡張セッ
トが追加されています。After Effects では、コアとなる標準 JavaScript 1.2 言語を使用しており、Web ブラウ
ザー専用の拡張は使用していません。After Effects には、レイヤー、コンポジション、フッテージ、カメラな
どの独自の拡張オブジェクトセットが組み込まれており、After Effects のプロジェクトのほとんどの値を取得
できます。
エクスプレッション言語はスクリプト言語を基にしていますが、スクリプトとエクスプレッションには若干の
違いがあります。その違いとは、スクリプトがアプリケーションに指示を伝えるのに対し、エクスプレッショ
ンはプロパティの設定内容を表す点です。
JavaScript についての詳細は、JavaScript のリファレンスマニュアルを参照してください。
エクスプレッションを作成する場合は、以下の点に注意してください。

エクスプレッションの値は、最後に評価されたステートメントの値です。
JavaScript は大文字と小文字を区別する言語です。
ステートメントや行の区切りにはセミコロンが必要です。

808

http://motionworks.net/effects-angle-control/
http://motionworks.net/effects-angle-control/
http://motionworks.net/effects-angle-control/
http://motionworks.net/effects-angle-control/
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/color-sampler-using-sampleimag.html
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/color-sampler-using-sampleimag.html


単語間の空白文字は無視されます（文字列に含まれる空白文字を除く）。

JavaScript では、オブジェクトに格納されている値をプロパティと呼んでいますが、After Effects ではタイム
ラインパネルで定義されているレイヤーコンポーネントを「プロパティ」と呼んでいます。このため、After
Effects では JavaScript プロパティを「メソッド」または「属性」と呼んでいます。一般に、「メソッド」と
「属性」の違いは、メソッドは通常、出力値（戻り値）を作成するのに対し、属性は出力値（戻り値）を特定
するのに既存の値を参照することです。メソッドにはメソッド名の後にかっこで囲まれているメソッドの入力
引数があるので、メソッドと属性は簡単に区別できます。
「オブジェクト」は、別のオブジェクト、属性、およびメソッドを含めることのできるアイテムです。コンポ
ジション、レイヤーおよびフッテージアイテムは、オブジェクトの一例です。コンポジション、レイヤーおよ
びフッテージアイテムは「グローバルオブジェクト」で、上位レベルのオブジェクトを参照せずにコンテキス
トで参照できます。

属性とメソッドへのアクセス

レイヤープロパティの属性やメソッドにアクセスするには、エクスプレッション言語を使用します。値にアク
セスするには、一連のオブジェクト参照をピリオド（.）演算子で区切って指定します。エフェクトプロパ
ティ、マスクまたはテキストアニメーターを参照する場合など、他のレベルのレイヤーのオブジェクトを参照
するように指定するには、かっこ( )を使用します。例えば、Layer A の「不透明度」プロパティを Layer B の
ブラー（ガウス）エフェクトにリンクするには、Layer A の「不透明度」プロパティのエクスプレッション
フィールドに次のエクスプレッションを入力します。

  thisComp.layer("Layer B").effect("Gaussian Blur")("Blurriness")

このエクスプレッションは、左から右に向かって上位レベルから特定のプロパティへのオブジェクトを表して
います。

使用しているグローバルオブジェクトは、現在のコンポジション thisComp を参照して
います。
コンポジション内の特定のレイヤーオブジェクトは、「layer("Layer B")」という名
前で参照されます。
レイヤー内の特定のエフェクトオブジェクトは、「effect("Gaussian Blur")」とい
う名前で参照されます。
エフェクト内の特定のエフェクトプロパティは、「("Blurriness")」という名前で参
照されます。

多次元プロパティの n 番目のコンポーネントは、エフェクトコントロールポイントの y コンポーネントのよう
に、次のように末尾に [n] を付加します。

  thisComp.layer("Layer B").effect("Advanced Lightning")("Origin")[1]

エクスプレッションの初期設定オブジェクトは、エクスプレッションを記述するプロパティで、その後ろにエ
クスプレッションを含むレイヤーが続きます。したがって、プロパティを指定する必要はありません。例え
ば、レイヤーの「位置」プロパティについて記述したウィグルのエクスプレッションは次のいずれかになりま
す。

  wiggle(5, 10) 
  position.wiggle(5, 10)

エクスプレッションを作成するレイヤーとプロパティの外からレイヤーとプロパティを取得する場合は、レイ
ヤーとプロパティを指定する必要があります。例えば、Layer B の「不透明度」プロパティを Layer A の「回
転」プロパティにリンクするエクスプレッションは次のようになります。

  thisComp.layer("Layer A").rotation
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同様の例を見るには、ピックウイップを使ってレイヤープロパティを別のレイヤープロパティとリンク
し、それによって生成されるエクスプレッションを参照してください。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、エクスプレッション内で任意のプロパティを参照する方法を指
定できるスクリプトを公開しています。

配列と多次元プロパティ

配列は、配列とは順序付けられた一連の数値を格納できる種類のオブジェクトです。配列は、次の例のよう
に、コンマで区切られ、かっこで囲まれた数字のリストとして表されます。

  [10, 23]

変数に配列オブジェクトを割り当てれば、配列値を容易に参照することができます。例えば、次のようになり
ます。

  myArray = [10, 23]

配列オブジェクトの次元は、配列内の要素の数のことです。myArray は 2 次元です。After Effects のプロパ
ティの次元は、保持している引数の数に応じて異なります。エクスプレッション言語では、プロパティの値は
単一の値（数値オブジェクト）または配列（配列オブジェクト）のいずれかです。
次の表に、プロパティとその次元の例を示します。

次元 プロパティ

1 回転 °

不透明度 %

2 スケール [X=幅, Y=高さ]

位置 [X, Y]

アンカーポイント [X, Y]

オーディオレベル [左, 右]

3 スケール [幅, 高さ, 深度]

3D 位置 [X, Y, Z]

3D アンカーポイント [X, Y, Z]

方向 [x, y, z]

4 カラー [赤, 緑, 青, アルファ]

配列オブジェクトの個々の要素にアクセスするには、目的の要素を示すインデックス番号とかっこを使用しま
す。配列オブジェクトの要素には 0 から始まるインデックスが割り当てられます。前述の例で
は、myArray[0] は 10 で、myArray[1] は 23 です。
以下の 2 つのエクスプレッションは等価です。

  [myArray[0], 5] 
  [10, 5]

「位置」プロパティ配列のインデックスは次のとおりです。
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position[0] は位置の X 座標です。
position[1] は位置の Y 座標です。
position[2] は位置の Z 座標です。

カラーは、4 次元の配列 [赤, 緑, 青, アルファ] で表されます。8 bpc または 16 bpc の色深度のプロジェクトで
は、カラー配列の各値が 0（黒）～ 1（白）になります。例えば、赤の場合は 0（色なし）～ 1（赤）です。
したがって、[0,0,0,0] は黒で透明、[1,1,1,1] は白で完全に不透明です。色深度が 32 bpc のプロジェクトで
は、0 未満や 1 を越える値を指定することもできます。
配列オブジェクト内で、次元のコンポーネントの最高値より大きなインデックスを使用すると、エラーになり
ます。例えば、myArray[2] ではエラーが発生しますが、position[2] では、位置の Z 座標が返されま
す。
After Effects エクスプレッション言語に含まれる多くのプロパティやメソッドでは、配列オブジェクトを引数
として取ったり、戻り値として返したりします。例えば、thisLayer.position は、レイヤーが 2D か 3D
かに応じて、2 次元または 3 次元の配列になります。
位置のアニメーションの Y の値を維持しながら X の値を 9 に固定するエクスプレッションは、次のようにな
ります。

  y = position[1]; 
  [9,y]

さらに簡潔に記述すると次のようになります。

  [9, position[1]]

これは重要なポイントなので、もう 1 つ例を見てみます。Layer A から取得した X 位置と Layer B から取得
した Y 位置を組み合わせる場合は、次のように記述できます。

  x = thisComp.layer("Layer A").position[0];  
  y = thisComp.layer("Layer B").position[1];  
  [x,y]

2D プロパティまたは 3D プロパティの配列の値を 1 つだけ参照するエクスプレッションを作成することがで
きます。初期設定では、特に指定がない限り、最初の値が使われます。例えば、Layer A の「スケール」プロ
パティから Layer B の「スケール」プロパティにピックウイップをドラッグすると、次のエクスプレッション
が表示されます。

  thisComp.layer("Layer B").scale[0]

この場合、初期設定では、「スケール」プロパティの最初の値である幅の値が使用されます。幅の代わりに高
さを使用する場合は、プロパティ名ではなく 2 番目の値に直接ピックウイップをドラッグするか、エクスプ
レッションを次のように変更します。

  thisComp.layer("Layer B").scale[1]

また、Layer B の「スケール」プロパティから Layer A の「回転」プロパティにピックウイップをドラッグす
ると、自動的に変数が作成されて 「回転」プロパティの 1 次元の値が割り当てられ、その変数が「スケー
ル」プロパティの両方の次元に使用されます。

  temp = thisComp.layer(1).transform.rotation; 
  [temp, temp]

ベクトル
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注意：

After Effects では、多くのプロパティおよびメソッドがベクトルを返します。配列が空間におけるポイントま
たは方向を表す場合、After Effects ではそれを「ベクトル」と呼びます。例えば、position はベクトルを返
す、というように表現します。
ただし、audioLevels のような関数は 2 次元の値（左と右のチャンネルのレベル）を返しますが、これはポ
イントや方向を表しているわけではないので、「ベクトルを返す」とは言いません。After Effects の関数の中
にはベクトル引数を取るものがありますが、このような関数が便利なのは渡される値が方向を表している場合
のみです。例えば、cross(vec1, vec2) では、入力ベクトルに対して垂直な第 3 のベクトルを計算しま
す。これは、vec1 と vec が空間内の方向を表している場合は便利ですが、2 組の任意の数値の組み合わせを
表している場合は特に意味がありません。

インデックスとラベル

After Effects のレイヤー、エフェクト、マスク要素のインデックスは、1 から始まります。例えば、タイムラ
インパネルの最初のレイヤーは layer(1) です。
特に理由がない限り、レイヤー、エフェクト、マスクのラベルには番号ではなく、名前を使用してください。
番号を使用すると、これらのオブジェクトを移動した場合や、After Effects のアップデートまたはアップグ
レード時に引数が変更された場合に区別しづらくなり、エラーの原因となりかねません。名前を使用する場合
は、必ず半角の二重引用符（""）で囲みます。例えば、次に示す最初のエクスプレッションの方が 2 番目のエ
クスプレッションよりわかりやすく、また最初のエクスプレッションはエフェクトの順序を変更しても機能し
ます。

  effect("Colorama").param("Get Phase From")  
  effect(1).param(2)

エクスプレッション時間

エクスプレッション内の時間は、レイヤー時間ではなく、秒単位のコンポジション時間です。エクスプレッ
ションの初期設定の時間は、エクスプレッションが評価されるコンポジションの現在の時間です。次のエクス
プレッションでは、両方ともコンポジションの初期設定の時間が使用され、同じ値が返されます。

  thisComp.layer(1).position 
  thisComp.layer(1).position.valueAtTime(time)

相対時間を使用するには、time 引数に相対値を追加します。例えば、現在の時間の 5 秒前の位置の値を取得
するには、次のエクスプレッションを使用します。

  thisComp.layer(1).position.valueAtTime(time-5)

ネスト化されたコンポジションに含まれるプロパティが参照する初期設定の時間は、リマップされた時間では
なく、コンポジションの元の初期設定の時間です。ただし、プロパティの取得に source 関数を使用する場合
は、リマップされた時間が使用されます。
例えば、包含コンポジション内のレイヤーのソースがネスト化されたコンポジションで、包含コンポジション
内でタイムリマップされているとします。この場合、次のエクスプレッションで、ネスト化されたコンポジ
ション内にあるレイヤーの位置の値を取得すると、コンポジションの初期設定時間の位置の値が返されます。

  comp("nested composition").layer(1).position

次のように、ネスト化されたコンポジションレイヤー 1 の source にアクセスすると、タイムリマップされ
た後の位置の値が返されます。

  thisComp.layer("nested composition").source.layer(1).position

エクスプレッションで特定の時間を指定すると、タイムリマップされた時間は無視されます。
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ページの先頭へ

エクスプレッションはフレーム単位ではなく、秒単位で時間どおりに動作するため、フレームで動作するよう
Time Conversion のメソッドを使用して時間値の変換が必要になる場合があります（Time Conversion のメ
ソッド（エクスプレッションのリファレンス）を参照）。

エクスプレッションエラー

エクスプレッションの評価に失敗した場合、エクスプレッションエラーがコンポジションパネルおよびレイ
ヤーパネルの下部にある警告バナーに表示されます。After Effects は、エクスプレッションを無効にしません
が、引き続き評価します。 エクスプレッションの評価に失敗する限り（つまり、エクスプレッションが修正
されるか、手動で無効にされるまで）、警告バナーが表示されます。

次の例は、エクスプレッションエラー警告バナーがどのように表示されるかを示しています。

エクスプレッションエラーの例

A. 左向き矢印または右向き矢印ボタン B. エクスプレッションを表示 C. 警告を展開／折りたたむ 

複数のエクスプレッションの評価が失敗した場合、左または右の矢印ボタンで、前または
次のエクスプレッションエラーが表示されます。
エクスプレッションを表示（拡大鏡）ボタンは、失敗したエクスプレッションのプロパ
ティをタイムラインパネルに表示します。エクスプレッションが別のコンポジションにあ
る場合、そのコンポジションが開きます。
警告を展開／折りたたむ（上向き／下向き矢印）ボタンは、エラーテキストを表示または
非表示にします。

エクスプレッションエラーのテキストは、1 行のみで、コンポジションパネルの幅に合わせて省略されます。
エクスプレッションエラーのテキストをすべて確認するには：
エクスプレッションの隣の  をクリックします。すべてのエラーがダイアログボックスに表示されます。

警告バナーを非表示にするには：
After Effects CC（Mac OS）または編集（Windows）／環境設定／一般設定を選択して、「プロジェクトに式
のエラーが含まれている場合に警告バナーを表示」を無効にします。
このオプションが無効な場合、新しいエクスプレッションエラーが発生しても、警告バナーは非表示のままで
す。
このオプションを再度有効にして、エクスプレッションエラーを表示します。

オンラインリソース

このセクションに記載されている例の多くは、Dan Ebberts によって提供された例に基づいています。Dan
Ebberts は、MotionScript の Web サイトで、エクスプレッションの例とエクスプレッションの使用方法の
チュートリアルも公開しています。
AE Enhancers フォーラムには、エクスプレッションの多くの例や情報、スクリプトやアニメーションプリ
セットが公開されています。

以下も参照してください
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

アニメーションプリセットを保存する
アニメーション、キーフレーム、および式について
テキストセレクター
グラフエディター
モーションパス
テキストレイヤーの作成と編集
タイムラインパネルのレイヤープロパティ
ヌルオブジェクトレイヤー
アニメーションプリセットの概要とリソース
色深度と広ダイナミックレンジカラー
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エクスプレッション言語リファレンス

ページの先頭へ

comp(name)

グローバルオブジェクト、属性、メソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Time Conversion のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Vector Math のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
乱数メソッド（エクスプレッションのリファレンス）
補間法（エクスプレッションのリファレンス）
Color Conversion のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
その他の演算メソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Comp の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Footage の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Layer サブオブジェクトの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Layer General の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Layer Properties の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Layer 3D の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Layer Space Transforms のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Camera の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Light の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Effect の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Mask の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
Key の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）

エクスプレッションを作成する際には、標準 JavaScript 要素のほかに、After Effects のエクスプレッション要
素を使用します。エクスプレッションにメソッドや属性を挿入するにはエクスプレッション言語メニューを、
プロパティを挿入するにはピックウイップをいつでも使用できます。
引数に等号（=）と値が含まれている場合（t=time または width=.2 など）は、別の値を指定しない限り、
ここに含まれる初期設定値が引数として使用されます。
引数の説明の中には、角かっこで囲まれた数値が使われていることがあります。この数値は返されるプロパ
ティまたは配列の次元を示します。
戻り値の説明の中には角かっこで囲まれた数値が使われていることがあります。この数値は返されるプロパ
ティまたは配列の次元を示します。特に次元が示されていない場合、返される配列の次元は入力の次元に応じ
て変わります。
W3Schools JavaScript リファレンスの Web サイトで、標準の JavaScript 言語に関する情報が公開されてい
ます。ここには、JavaScript Math および String オブジェクトに関するページも含まれています。

グローバルオブジェクト、属性、メソッド（エクスプレッションのリ
ファレンス）

返されるタイプ：Comp。
引数のタイプ：name は String です。
名前を指定して別のコンポジションを取得します。
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footage(name)

thisComp

thisLayer

thisProperty

time

colorDepth

posterizeTime(framesPerSecond)

value

ページの先頭へ

timeToFrames(t = time + thisComp.displayStartTime, fps = 1.0 / thisComp.frameDuration, isDuration
= false)

framesToTime(frames, fps = 1.0 / thisComp.frameDuration)

返されるタイプ：Footage。
引数のタイプ：name は String です。
名前を指定してフッテージアイテムを取得します。

返されるタイプ：Comp。
そのエクスプレッションを含むコンポジションを表します。

返されるタイプ：Layer、Light、Camera。
そのエクスプレッションを含むレイヤーを表します。thisLayer は初期設定オブジェクトなので、これを使
用するかどうかはオプションです。例えば、エクスプレッションを「thisLayer.width」で始めても、
「width」で始めても、結果は同じです。

返されるタイプ：Property。
そのエクスプレッションを含むプロパティを表します。例えば、「回転」プロパティのエクスプレッションを
作成する場合は、「回転」プロパティを参照するようにエクスプレッションを「thisProperty」で始めま
す。

返されるタイプ：Number。
エクスプレッションが評価されているコンポジション時間を秒単位で表します。

返されるタイプ：Number。
プロジェクトの色深度の値を返します。例えば、プロジェクトの色深度が 16 bit/チャンネルの場
合、colorDepth は 16 を返します。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：framesPerSecond は Number です。
framesPerSecond 値は、これ以降のエクスプレッションで使用されるフレームレートを示します。このエク
スプレッションを使用すると、プロパティのフレームレートを、コンポジションのフレームレートよりも低く
設定できます。例えば、以下のエクスプレッションは、1 秒あたり 1 回、ランダムな値でプロパティ値を更新
します。
  posterizeTime(1);   random()

返されるタイプ：Number、Array、String。
そのエクスプレッションを含むプロパティの現在時間の値を表します。

Time Conversion のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：t と fps は Number で、isDuration は Boolean です。
初期設定では現在のコンポジション時間である t の値を、フレーム数を表す整数に変換します。1 秒あたりの
フレーム数は fps 引数に指定します。初期設定では、現在のコンポジションのフレームレート（1.0 /
thisComp.frameDuration）です。isDuration 引数は、初期設定では false ですが、t 値が絶対時間ではな
く 2 つの時間の差を表す場合は、true にする必要があります。絶対時間は負の無限大に近づくように切り捨て
られます。デュレーションはゼロから離れて正の値になるように切り上げられます。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：frames および fps は Number です。
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timeToTimecode(t = time + thisComp.displayStartTime, timecodeBase = 30, isDuration = false)

timeToNTSCTimecode(t = time + thisComp.displayStartTime, ntscDropFrame = false, isDuration =
false)

timeToFeetAndFrames(t = time + thisComp.displayStartTime, fps = 1.0 / thisComp.frameDuration,
framesPerFoot = 16, isDuration = false)

timeToCurrentFormat(t = time + thisComp.displayStartTime, fps = 1.0 / thisComp.frameDuration,
isDuration = false)

ページの先頭へ

add(vec1, vec2)

timeToFrames の反転で、必須引数である frames に対応する時間を返します。整数である必要はありませ
ん。fps 引数については、timeToFrames を参照してください。

返され
るタイプ：String。
引数のタイプ：t と timecodeBase は Number で、isDuration は Boolean です。
t の値をタイムコードを表す String に変換します。t 引数と isDuration 引数については、timeToFrames を参
照してください。timecodeBase 値は、初期設定では 30 で、1 秒あたりのフレーム数を指定します。

返されるタイプ：String。
引数のタイプ：t は Number で、ntscDropFrame と isDuration は Boolean です。
t を NTSC タイムコードを表す String に変換します。t 引数と isDuration 引数については、timeToFrames
を参照してください。ntscDropFrame が false（初期設定）の場合は、返される String はノンドロップフレー
ムの NTSC タイムコードです。ntscDropFrame が true の場合は、返される String はドロップフレームの
NTSC タイムコードです。

返されるタイプ：String。
引数のタイプ：t、fps および framesPerFoot は Number で、isDuration は Boolean です。
t の値をフィルムのフィート数とフレーム数を表す String に変換します。t、fps および isDuration 引数につい
ては、timeToFrames を参照してください。framesPerFoot 引数には、フィルムの 1 フィートあたりのフ
レーム数を指定します。初期設定は、35mm フッテージで最も一般的な 16 です。

返されるタイプ：String。
引数のタイプ：t と fps は Number で、isDuration は Boolean です。
現在のプロジェクト設定の表示形式を使用して、t の値を時間を表す String に変換します。すべての引数の定
義については、timeToFrames を参照してください。
オプションの ntscDropFrame 引数が After Effects CS5.5 以降の timeToCurrentFormat() 機能に追加さ
れました（初期設定：ntscDropFrame = thisComp.ntscDropFrame）。
フッテージのタイムコードの表示方法を制御するには、「タイムコード」エフェクトや「番号」エフェク
トではなく、timeToCurrentFormat メソッドやその他の timeTo メソッドを使用して、タイムコードを生成
します。テキストレイヤーを作成し、エクスプレッションを「ソーステキスト」プロパティに追加して、
エクスプレッションフィールドに timeToCurrentFormat() を入力します。このメソッドを使用して、タイ
ムコードテキストの書式設定やアニメートが可能です。タイムコードは現在のプロジェクト設定で定義さ
れている表示形式を使用します。

Vector Math のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

ベクトル演算関数（Vector Math）は配列に対して演算を実行するグローバルメソッドで、配列を数学上のベ
クトルとして扱います。Math.sin などの組み込み JavaScript と異なり、これらのメソッドは Math プレ
フィックスでは使用しません。特に記述がない限り、Vector Math のメソッドは次元に関してあまり厳しくな
く、欠落している要素にはゼロを指定した状態で最大の入力配列オブジェクトの次元の値を返します。例え
ば、エクスプレッション add([10, 20], [1, 2, 3]) は [11, 22, 3] を返します。
JJ Gifford の Web サイトには、エクスプレッションで簡単な幾何学と三角法を使用する方法を示す説明と例
があります。

返されるタイプ：配列。
引数のタイプ：vec1 および vec2 は配列です。

817

http://www.adobe.com/go/learn_ae_jjgiffordexpressionsgeometrytrig_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jjgiffordexpressionsgeometrytrig_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jjgiffordexpressionsgeometrytrig_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_jjgiffordexpressionsgeometrytrig_jp


sub(vec1, vec2)

mul(vec, amount)

div(vec, amount)

clamp(value, limit1, limit2)

dot(vec1, vec2)

cross(vec1, vec2)

normalize(vec)

length(vec)

length(point1, point2)

lookAt(fromPoint, atPoint)

2 つのベクトルを加算します。

返されるタイプ：配列。
引数のタイプ：vec1 および vec2 は配列です。
2 つのベクトルを減算します。

返されるタイプ：配列。
引数のタイプ：vec は配列で、amount は Number です。
ベクトルのすべての要素を amount で乗算します。

返されるタイプ：配列。
引数のタイプ：vec は配列で、amount は Number です。
ベクトルのすべての要素を amount で除算します。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：value、limit1 および limit2 は、Number または配列です。
value の各コンポーネントの値は、limit1 と limit2 との間の値に制限されます。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：vec1 および vec2 は配列です。
ベクトル引数のドット積（内積）を返します。

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：vec1 および vec2 は配列 [2 または 3] です。
vec1 および vec2 のベクトルのクロス積（外積）を返します。詳しくは、数値演算のリファレンスまたは
JavaScript の関連文書を参照してください。

返されるタイプ：配列。
引数のタイプ：vec は配列です。
長さが 1.0 になるようにベクトルを正規化します。normalize メソッドは、操作 div(vec,
length(vec)) を簡単に行う方法です。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：vec は配列です。
ベクトル vec の長さを返します。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：point1 および point2 は配列です。
2 点間の距離を返します。point2 引数はオプションです。例えば、length(point1, point) は
length(sub(point1, point2)) と等価です。
例えば、このエクスプレッションをカメラの「フォーカス距離」プロパティに追加して、目標点にピントが合
うようにこのフォーカルプレーンをカメラの目標点に固定します。
  length(position, pointOfInterest)

返されるタイプ：配列 [3]。
引数のタイプ：fromPoint および atPoint は配列 [3] です。
引数 fromPoint は、方向を設定するレイヤーのワールド空間における位置です。引数 atPoint は、レイヤーの
方向として設定するワールド空間内のポイントです。戻り値を、方向プロパティ用のエクスプレッションとし
て使用して、レイヤーの Z 軸上のポイントを atPoint にできます。このメソッドは、カメラやライトで使用す
るととても便利です。このエクスプレッションをカメラに対して使用する場合は、自動方向をオフにします。
例えば、スポットライトの方向プロパティに対するこのエクスプレッションでは、レイヤー番号 1 のアンカー
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ページの先頭へ

注意：

seedRandom(offset, timeless=false)

random()

random(maxValOrArray)

random(minValOrArray, maxValOrArray)

gaussRandom()

gaussRandom(maxValOrArray)

ポイントでのライトの位置を同じコンポジションとし、 lookAt(position,
thisComp.layer(1).position) と記述します。

乱数メソッド（エクスプレッションのリファレンス）
wiggle メソッド（プロパティ値をランダムに変化させる場合に使用）は、プロパティの属性とメソッ

ドカテゴリに含まれています（プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）を参
照）。

返されるタイプ：なし。
引数のタイプ：offset は Number で、timeless は Boolean です。
random メソッドと gaussRandom メソッドでは、数値のシーケンスを制御するシード値が使用されます。初
期設定では、レイヤーの識別子、レイヤー内のプロパティ、および現在の時刻の関数としてシード値が計算さ
れ、オフセット値は 0 です。オフセットを 0 以外の値に設定して別の乱数シーケンスを作成するに
は、seedRandom を呼び出します。
現在の時刻をランダムシードへの入力に使用しない場合は、timeless 引数に true を使用します。timeless
引数に true を使用すると、評価の時刻によって変わらない乱数を生成できます。
offset 値は、wiggle 関数の初期値を制御するためにも使用されます（timeless 値は使用されません）。
例えば、「不透明度」プロパティに対するこのエクスプレッションでは、時間に関係なく変化するランダムな
値を不透明度値に設定しています。
  seedRandom(123456, true);   random()*100

この例では、100 を乗算して random メソッドから返された 0 ～ 1 の範囲の値を 0 ～ 100 の範囲の数値に変
換しています。この範囲は、「不透明度」プロパティにより適した 0 ～ 100％の値を表します。

返されるタイプ：Number。
0 ～ 1 の範囲の乱数を返します。
After Effects CC および CS6 では、random() の動作が変更され、レイヤーの識別子が非常に近い場合の無作
為性が高くなりました。wiggle() エクスプレッションには影響しません。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：maxValOrArray は Number または配列です。
maxValOrArray が Number の場合、このメソッドは 0 ～ maxValOrArray の範囲の数値を返しま
す。maxValOrArray が配列の場合は、 maxValOrArray と同じ次元で、各コンポーネントの値の範囲が 0 ～
maxValOrArray の配列を返します。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：minValOrArray および maxValOrArray は Number または配列です。
minValOrArray と maxValOrArray が Number の場合、このメソッドは minValOrArray ～ maxValOrArray の範
囲内の数値を返します。引数が Array の場合、このメソッドは、次元が大きい引数と同じ次元の Array を返し
ます。各コンポーネントは、minValOrArray の対応するコンポーネント～ maxValOrArray の対応するコン
ポーネントの範囲内になります。例えば、エクスプレッション random([100, 200], [300, 400]) は、
最初の値が 100 ～ 300 の範囲内にあり、2 番目の値が 200 ～ 400 の範囲内にある Array を返します。入力す
る 2 つの配列の次元が一致しない場合、小さい方の配列の、大きい方の次元がゼロで埋められます。

返されるタイプ：Number。
乱数を返します。結果はベルの形をしたガウス分布になります。結果の約 90％は 0 ～ 1 の範囲にあり、残り
の 10％はその範囲外にあります。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：maxValOrArray は Number または配列です。
maxValOrArray が Number の場合は、乱数を返します。結果の約 90％は 0 ～ maxValOrArray の範囲にあ
り、残りの 10％はその範囲外にあります。maxValOrArray が配列の場合は、maxValOrArray と同じ次元の、
乱数値の配列を返します。値の 90％は 0 ～ maxValOrArray の範囲にあり、残りの 10％はその範囲外にあり
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gaussRandom(minValOrArray, maxValOrArray)

noise(valOrArray)

ページの先頭へ

linear(t, tMin, tMax, value1, value2)

linear(t, value1, value2)

ease(t, value1, value2)

ます。結果はベルの形をしたガウス分布になります。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：minValOrArray および maxValOrArray は Number または配列です。
minValOrArray および maxValOrArray が Number の場合は、乱数を返します。結果の約 90％は
minValOrArray ～ maxValOrArray の範囲にあり、残りの 10％はその範囲外にあります。引数が配列の場合
は、次元が大きい引数と同じ次元の乱数値の配列を返します。各コンポーネントで、結果の約 90％
が、minValOrArray の対応するコンポーネント～ maxValOrArray の対応するコンポーネントの範囲にあり、
残りの 10％はその範囲外にあります。結果はベルの形をしたガウス分布になります。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：valOrArray は Number または配列 [2 または 3] です。
-1 ～ 1 の範囲の数値を返します。ノイズは実際にはランダムではなく、パーリンノイズに基づいています。
つまり、お互いに近い 2 つの入力値の戻り値は、同様に近い値になる傾向があります。このようなノイズは、
さほど差がなく一見ランダムなように見えるシーケンスを作成できるため、自然な動作をアニメートしたい場
合に便利です。例えば、rotation + 360*noise(time) のように記述します。

補間法（エクスプレッションのリファレンス）

すべての Interpolation のメソッドでは、引数 t は通常、time または value ですが、他の値にすることもで
きます。t が time の場合は、時間に対して補間が行われます。t が value の場合は、エクスプレッション
により値の範囲が新しい値の範囲にマップされます。
Interpolation のメソッドの詳細と例については、JJ Gifford の Web サイトを参照してください。
Chris と Trish Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、これらのメソッドの詳細情報と例を公開して
います。
Ian Haigh が、After Effects Scripts の Web サイトで、バウンスなどの高度な補間法のエクスプレッションを
簡単にプロパティに適用できるスクリプトを公開しています。
Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトのビデオチュートリアル（2 部構成）で、「オーディオを
キーフレームに変換」コマンドと linear エクスプレッションメソッドを使用する方法を詳細に説明していま
す。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t、tMin および tMax は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
t <= tMin の場合、value1 を返します。t >= tMax の場合、value2 を返します。tMin < t < tMax の場合
は、value1 ～ value2 のリニア補間を返します。
例えば、「不透明度」プロパティに次のエクスプレッションを指定すると、不透明度の値が 0 秒から 6 秒の
間で 20％ から 80％ に直線的に変化します。
  linear(time, 0, 6, 20, 80)

すべての Interpolation メソッドと同じように、このメソッドは、値の範囲を別の値の範囲に変換するときにも
使います。例えば、「不透明度」プロパティに次のエクスプレッションを指定すると、不透明度の値 0 ～
100％ が 20 ～ 80％ に変換されます。
  linear(value, 0, 100, 20, 80)

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
value1 と value2 の間を t の範囲が0 ～ 1 に変化するのに合わせてリニアに補間します。t <= 0 の場
合、value1 を返します。t <= 1 の場合、value2 を返します。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
引数や処理が linear と似ていますが、開始ポイントと終了ポイントの速度が 0 になるように補間がイーズ
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ease(t, tMin, tMax, value1, value2)

easeIn(t, value1, value2)

easeIn(t, tMin, tMax, value1, value2)

easeOut(t, value1, value2)

easeOut(t, tMin, tMax, value1, value2)

ページの先頭へ

rgbToHsl(rgbaArray)

hslToRgb(hslaArray)

ページの先頭へ

degreesToRadians(degrees)

インおよびイーズアウトされます。このメソッドを使用すると、アニメーションの結果が非常に滑らかになり
ます。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t、tMin および tMax は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
引数や処理が linear と似ていますが、開始ポイントと終了ポイントの速度が 0 になるように補間がイーズ
インおよびイーズアウトされます。このメソッドを使用すると、アニメーションの結果が非常に滑らかになり
ます。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
ease と同じような値が返されますが、接線は value1 側でのみ 0 になり、補間は value2 側でリニアになりま
す。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t、tMin および tMax は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
ease と同じような値が返されますが、接線は tMin 側でのみ 0 になり、補間は tMax 側でリニアになります。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
ease と同じような値が返されますが、接線は value2 側でのみ 0 になり、補間は value1 側でリニアになりま
す。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t、tMin および tMax は Number で、value1 および value2 は Number または配列です。
ease と同じような値が返されますが、接線は tMax 側でのみ 0 になり、補間は tMin 側でリニアになります。

Color Conversion のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

Harry Frank が、graymachine の Web サイトで、これらの Color Conversion のメソッドを使用して、「電
波」エフェクトによって生成される波の色を変更する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

返されるタイプ：配列 [4]。
引数のタイプ：rgbaArray は配列 [4] です。
RGBA 空間の色を HSLA 空間の色に変換します。入力は配列で、標準化した赤、緑、青、アルファチャンネ
ルをすべて 0.0 ～ 1.0 の範囲で指定します。 結果も配列で、色相、彩度、明度、アルファチャンネルの値が
すべて 0.0 ～ 1.0 の範囲で指定されます。 例えば、次のように指定します。
  rgbToHsl.effect("Change Color")("Color To Change")

返されるタイプ：配列 [4]。
引数のタイプ：hslaArray は配列 [4] です。
HSLA 空間の色を RGBA 空間の色に変換します。この変換は、rgbToHsl メソッドによる変換の逆です。

その他の演算メソッド（エクスプレッションのリファレンス）

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：degrees は Number です。
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radiansToDegrees(radians)

ページの先頭へ

layer(index)

layer(name)

layer(otherLayer, relIndex)

marker

注意：

marker.key(index)

marker.key(name)

marker.nearestKey(t)

度をラジアンに変換します。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：radians は Number です。
ラジアンを度に変換します。

Comp の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

返されるタイプ：Layer、Light、Camera。
引数のタイプ：index は Number です。
レイヤーを番号指定（タイムラインパネルに表示されている順序）で取得します。例えば、
「thisComp.layer(3)」のように記述できます。

返されるタイプ：Layer、Light、Camera。
引数のタイプ：name は String です。
名前を指定してレイヤーを取得します。名前はレイヤー名で照合されます。レイヤー名がない場合はソース名
で照合されます。レイヤー名が重複している場合は、タイムラインパネルの最初（最も上）のレイヤーが返さ
れます。例えば、次のように指定します。
  thisComp.layer("Solid 1")

返されるタイプ：Layer、Light、Camera。
引数のタイプ：otherLayer は Layer オブジェクトで、relIndex は Number です。
otherLayer から relIndex 分上または下のレイヤーを取得します。例えば、thisComp.layer(thisLayer,
1).active は、タイムラインパネルで 1 つ下のレイヤーがアクティブな場合に、true を返します。

返されるタイプ：MarkerProperty。
マーカー番号でコンポジションマーカーにアクセスすることはできません。旧バージョンの After

Effects を使って作成したプロジェクトのエクスプレッションにコンポジションマーカー番号が含まれている
場合は、番号の代わりに marker.key(name) を使用するように呼び出しを変更する必要があります。コンポジ
ションマーカーの初期設定名は番号であるため、名前を使用するように参照を変換するのは、通常は、これら
の番号を引用符で囲むだけで済みます。

返されるタイプ：MarkerKey。
引数のタイプ：index は Number です。
指定したインデックスに一致するマーカーの MarkerKey オブジェクトを返します。このインデックスは、
マーカー名ではなく、コンポジション時間でのマーカーの順番を表します。例えば、次のエクスプレッション
では、最初のコンポジションマーカーの時刻が返されます。
  thisComp.marker.key(1).time

返されるタイプ：MarkerKey。
引数のタイプ：name は String です。
指定したマーカー名に一致するマーカーの MarkerKey オブジェクトを返します。name 値は、マーカーダイ
アログボックスのコメントフィールドに入力されているマーカーの名前（例：「marker.key("1")」）で
す。コンポジションマーカーの初期設定名は番号です。コンポジションに同じ名前のマーカーが複数ある場合
は、コンポジション時間で最初のマーカーが返されます。マーカーキーの値は String で、Number ではありま
せん。例えば、次のエクスプレッションでは、マーカー名が「0」のコンポジションマーカーの時刻が返され
ます。
  thisComp.marker.key("0").time

返されるタイプ：MarkerKey。
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marker.numKeys

numLayers

activeCamera

width

height

duration

ntscDropFrame

displayStartTime

frameDuration

shutterAngle

shutterPhase

bgColor

pixelAspect

引数のタイプ：t は Numberです。
時刻が t に最も近いマーカーを返します。例えば、以下のエクスプレッションでは、時刻 1 秒に最も近いコン
ポジションマーカーの時刻が返されます。
  thisComp.marker.nearestKey(1).time

このエクスプレッションでは、現在の時刻に最も近いコンポジションマーカーの時刻が返されます。
  thisComp.marker.nearestKey(time).time

返されるタイプ：Number。
コンポジションに含まれるコンポジションマーカーの総数が返されます。

返されるタイプ：Number。
コンポジション内のレイヤーの数を返します。

返されるタイプ：Camera。
現在のフレームでコンポジションをレンダリングするカメラからカメラオブジェクトを取得します。このカメ
ラは、必ずしもコンポジションパネルに表示されているイメージを写しているカメラであるとは限りません。

返されるタイプ：Number。
コンポジションの幅をピクセル単位で返します。
次のエクスプレッションをレイヤーの「位置」プロパティに適用して、レイヤーをコンポジションフレームの
中央に配置します。
  [thisComp.width/2, thisComp.height/2]

返されるタイプ：Number。
コンポジションの高さをピクセル単位で返します。

返されるタイプ：Number。
コンポジションのデュレーション値を秒単位で返します。

返されるタイプ：Boolean。
タイムコードがドロップフレーム形式の場合は true を返します（After Effects CS5.5 以降）。

返されるタイプ：Number。
コンポジションの開始時間を秒単位で返します。

返されるタイプ：Number。
フレームのデュレーションを秒単位で返します。

返されるタイプ：Number。
コンポジションのシャッター角度の値を度数で返します。

返されるタイプ：Number。
コンポジションのシャッターフェーズの値を度数で返します。

返されるタイプ：配列 [4]。
コンポジションの背景色を返します。

返されるタイプ：Number。
コンポジションのピクセル縦横比を返します。
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name

ページの先頭へ

width

height

duration

frameDuration

ntscDropFrame

pixelAspect

name

ページの先頭へ

注意：

source

sourceTime(t = time)

effect(name)

返されるタイプ：String。
コンポジション名を返します。

Footage の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

プロジェクトパネルにあるフッテージアイテムをエクスプレッションでオブジェクトとして使用する場合は、
グローバルな footage メソッドを使用して「footage("file_name")」のように記述します。フッテージ
アイテムをソースに持つレイヤーの source 属性を使用して、フッテージオブジェクトにアクセスすることも
できます。

返されるタイプ：Number。
フッテージアイテムの幅をピクセル単位で返します。

返されるタイプ：Number。
フッテージアイテムの高さをピクセル単位で返します。

返されるタイプ：Number。
フッテージアイテムのデュレーションを秒単位で返します。

返されるタイプ：Number。
フッテージアイテムのフレームのデュレーションを秒単位で返します。

返されるタイプ：Boolean。
タイムコードがドロップフレーム形式の場合は true を返します（After Effects CS5.5 以降）。

返されるタイプ：Number。
フッテージアイテムのピクセル縦横比を返します。

返されるタイプ：String。
プロジェクトパネルに表示されるフッテージアイテムの名前を返します。

Layer サブオブジェクトの属性とメソッド（エクスプレッションのリ
ファレンス）

After Effects CC および CS6 では、エクスプレッション言語メニュー、「Layer サブオブジェク
ト」、「Layer General」、「Layer Properties」、「Layer 3D」、「Layer Space Transforms」がレイヤーサ
ブメニューに移動しました。

返されるタイプ：Comp または Footage。
レイヤーのソース Comp またはソース Footage オブジェクトを返します。初期設定の時間は、ソースの時間
に調整されます。例えば、「source.layer(1).position」のように記述できます。

返されるタイプ：Number。
時間 t に対応するレイヤーソースを返します（After Effects CS5.5 以降）。

返されるタイプ：Effect。
引数のタイプ：name は String です。
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effect(index)

mask(name)

mask(index)
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width

height

index

parent

hasParent

inPoint

注意：

エフェクトコントロールパネルから、名前でエフェクト名が検索されます。name には、初期設定名または
ユーザー定義名を指定できます。複数のエフェクトの名前が同じである場合、エフェクトコントロールパネル
で一番上にあるエフェクトが使用されます。例えば、次のように指定します。
  effect("Fast Blur")("Blurriness")

返されるタイプ：Effect。
引数のタイプ：index は Number です。
エフェクトコントロールパネルから、インデックスでエフェクトが検索されます。検索は、一番上の番号 1 か
ら下に向かって行われます。

返されるタイプ：Mask。
引数のタイプ：name は String です。
name には、初期設定名またはユーザー定義名を指定できます。複数のマスクの名前が同じである場合、最初
（一番上）にあるマスクが使用されます。例えば、次のように指定します。
  mask("Mask 1")

返されるタイプ：Mask。
引数のタイプ：index は Number です。
マスクはタイムラインパネルでインデックスを使用して検索されます。検索は、一番上の番号 1 から下に向
かって行われます。

Layer General の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレン
ス）

返されるタイプ：Number。
レイヤーの幅をピクセル単位で返します。source.width と同じです。

返されるタイプ：Number。
レイヤーの高さをピクセル単位で返します。source.height と同じです。

返されるタイプ：Number。
コンポジション内のレイヤーの番号を返します。

返されるタイプ：Layer、Light、Camera。
レイヤーに親レイヤーがある場合は、その親 Layer オブジェクトを返します。例えば、「position[0] +
parent.width」のように記述できます。

返されるタイプ：Boolean。
レイヤーに親がある場合は true を、ない場合は false を返します。
hasParent 属性は、レイヤーに親レイヤーがあるかどうかの判断に使用します。この属性は、レイヤーに現在親
レイヤーがない場合にも使用できます。例えば、次のエクスプレッションは、親の位置に基づいてウィグルを適
用するレイヤーを示しています。レイヤーに親がない場合は、そのレイヤー自体の位置に基づいてウィグリング
を行います。レイヤーに親レイヤーができた場合、それに応じてレイヤーの動作が変わります。
  idx = index;   if (hasParent) {     idx = parent.index;   }

  thisComp.layer(idx).position.wiggle(5,20)

返されるタイプ：Number。
レイヤーのインポイントを秒単位で返します。

通常は、outPoint の値が inPoint の値よりも大きくなりますが、レイヤーの時間の流れを逆にした場合
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outPoint

startTime

hasVideo

hasAudio

active

enabled

audioActive

sampleImage(point, radius = [.5, .5], postEffect=true, t=time)

注意：

注意：

ページの先頭へ

は、inPoint の値が outPoint の値よりも大きくなります。同様に、startTime の値が inPoint の値よりも大きく
なることもあります。

返されるタイプ：Number。
レイヤーのアウトポイントを秒単位で返します。

返されるタイプ：Number。
レイヤーの開始時間を秒単位で返します。

返されるタイプ：Boolean。
レイヤーにビデオがある場合は true を、ない場合は false を返します。

返されるタイプ：Boolean。
レイヤーにオーディオがある場合は true を、ない場合は false を返します。

返されるタイプ：Boolean。
レイヤーのビデオスイッチ  がオンになっていて、現在の時間が、レイヤーのインポイントからアウトポイ
ントの範囲にある場合は true を返し、それ以外の場合は false を返します。

返されるタイプ：Boolean。
レイヤーのビデオスイッチ  がオンになっている場合は true を返し、それ以外の場合は false を返します。

返されるタイプ：Boolean。
レイヤーのオーディオスイッチ  がオンになっていて、現在の時間がレイヤーのインポイントからアウトポ
イントの範囲にある場合は true を返し、それ以外の場合は false を返します。

返されるタイプ：配列 [4]。
引数のタイプ：point は配列 [2]、radius は配列 [2]、postEffect は Boolean、t は Number です。
レイヤーのカラーとアルファチャンネル値を抽出し、指定した範囲内のアルファがゼロでないピクセルの平均
値を配列 [赤, 緑, 青, アルファ] で返します。postEffect が true の場合はそのレイヤーのマスクとエフェクトの
レンダリング後、false の場合はマスクとエフェクトのレンダリング前のレイヤーから値が抽出されます。入
力値 point は、レイヤー空間内の値です。レイヤーの左上隅のピクセルの中心が [0,0] です。入力値 radius は、
値を抽出する中心点から、抽出範囲を示す長方形の各辺までの水平方向と垂直方向の距離を表します。初期設
定値では、1 ピクセルのみ抽出されます。

postEffect パラメーターは、調整レイヤーによる間接的に適用されたエフェクトではなく、レイヤー
に直接適用されたエフェクトを参照します。

エクスプレッションで sampleImage を使用しても、マルチプロセス機能が無効にならなくなりまし
た。

次の例では、レイヤーの左上隅から右と下にそれぞれ 100 ピクセルの位置にあるポイントを中心とし、幅が 4
ピクセル、高さが 3 ピクセルの長方形の範囲から値が抽出されます。
  thisComp.layer(1).sampleImage([100, 100], [2, 1.5])

Dan Ebberts が、sampleImage メソッドの使用例について、MotionScript の Web サイトで説明していま
す。
AE Enhancers フォーラムでは、sampleImage メソッドを使用してテキストレイヤーまたはシェイプレイ
ヤーを測定し、有効なバウンディングボックスを指定するエクスプレッションを公開しています。
Todd Kopriva が、sampleImage メソッドとポイント制御エフェクトを使用して、指定した点のカラーをカ
ラー補正時に監視する方法について After Effects Region of Interest ブログで説明しています。

826

http://www.adobe.com/go/learn_ae_danobscuration_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_danobscuration_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_danobscuration_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_danobscuration_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_aeenhancersboundingboxhack_jp
http://www.adobe.com/go/learn_ae_aeenhancersboundingboxhack_jp
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/color-sampler-using-sampleimag.html
http://blogs.adobe.com/toddkopriva/2009/07/color-sampler-using-sampleimag.html


anchorPoint

position

scale

rotation

opacity

audioLevels

timeRemap

marker.key(index)

marker.key(name)

marker.nearestKey(t)

Layer Properties の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレン
ス）

レイヤーにマスク、エフェクト、ペイント、またはテキストを追加した場合は、タイムラインパネルに新しい
プロパティが追加されます。ここに一覧するにはプロパティの数が多すぎるので、プロパティを参照するため
の構文を学習する場合はエクスプレッションでピックウイップを使用してください。

返されるタイプ：Property [2 または 3]。
レイヤーのアンカーポイント値をレイヤーの座標系（レイヤー空間）で返します。

返されるタイプ：Property [2 または 3]。
レイヤーに親がない場合は、レイヤーの位置の値をワールド空間で返します。レイヤーに親がある場合は、レイ
ヤーの位置の値を、親レイヤーの座標系（親レイヤーのレイヤー空間）で返します。

返されるタイプ：Property [2 または 3]。
レイヤーのスケール値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property。
レイヤーの回転値を度数で返します。3D レイヤーの場合は、Z 回転値を度数で返します。

返されるタイプ：Property。
レイヤーの不透明度値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property [2]。
レイヤーの「オーディオレベル」プロパティの値をデシベル単位で返します。これは 2D 値です。最初の値は
オーディオの左チャンネルの値、2 番目の値は右チャンネルの値です。この値はソースマテリアルのオーディ
オトラックの振幅ではありません。この値は、「オーディオレベル」プロパティの値で、キーフレームの影響
を受ける場合があります。

返されるタイプ：Property。
タイムリマップが使用可能な場合に、タイムリマップの値を秒単位で返します。

返されるタイプ：MarkerKey。
引数のタイプ：index は Number です。
指定したインデックスに一致するレイヤーマーカーの MarkerKey オブジェクトを返します。

返されるタイプ：MarkerKey。
引数のタイプ：name は String です。
指定したマーカー名に一致するレイヤーマーカーの MarkerKey オブジェクトを返します。name 値は、マー
カーダイアログボックスのコメントフィールドに入力されているマーカーの名前です。例えば、
「marker.key("ch1")」のように記述できます。レイヤーに同じ名前のマーカーが複数ある場合は、レイ
ヤー時間で最初のマーカーが返されます。マーカーキーの値は String で、Number ではありません。
プロパティに次のエクスプレッションを指定すると、名前で識別された 2 つのマーカーの間で、プロパティの
値が 0 から 100 に変わります。
  m1 = marker.key("Start").time;   m2 = marker.key("End").time;   linear(time, m1,

m2, 0, 100);

返されるタイプ：MarkerKey。
引数のタイプ：t は Numberです。
時刻が t に最も近いレイヤーマーカーを返します。例えば、次のエクスプレッションでは、時刻 1 秒に最も近
いレイヤーマーカーの時刻を返します。
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marker.numKeys

name
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orientation

rotationX

rotationY

rotationZ

lightTransmission

castsShadows

acceptsShadows

acceptsLights

ambient

diffuse

specular

shininess

  marker.nearestKey(1).time

このエクスプレッションでは、現在の時刻に最も近いレイヤーマーカーの時刻が返されます。
  marker.nearestKey(time).time

返されるタイプ：Number。
レイヤーに含まれるマーカーの総数を返します。

返されるタイプ：String。
レイヤー名を返します。

Layer 3D の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

返されるタイプ：Property [3]。
3D 方向の値を 3D レイヤーの度数で返します。

返されるタイプ：Property。
X 回転の値を 3D レイヤーの度数で返します。

返されるタイプ：Property。
Y 回転の値を 3D レイヤーの度数で返します。

返されるタイプ：Property。
Z 回転の値を 3D レイヤーの度数で返します。

返されるタイプ：Property。
3D レイヤーのライト透過プロパティの値を返します。

返されるタイプ：Property。
レイヤーがシャドウを落とす場合は 1.0 を返します。

返されるタイプ：Property。
レイヤーがシャドウを受ける場合は 1.0 を返します。

返されるタイプ：Property。
レイヤーがライトを受ける場合は 1.0 を返します。

返されるタイプ：Property。
アンビエントの値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property。
拡散の値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property。
鏡面の値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property。
光沢の値をパーセント単位で返します。
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metal
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toComp(point, t=time)

fromComp(point, t=time)

toWorld(point, t=time)

fromWorld(point, t=time)

返されるタイプ：Property。
金属の値をパーセント単位で返します。

Layer Space Transforms のメソッド（エクスプレッションのリファレ
ンス）

Layer Space Transforms のメソッドは、レイヤーの空間からワールドの空間にトランスフォームするなど、
ある空間の値を別の空間の値にトランスフォームする場合に使用します。「from」メソッドは、指定した空間
（コンポジションまたはワールド）からレイヤー空間に値をトランスフォームします。「to」メソッドは、レ
イヤー空間から指定した空間（コンポジションまたはワールド）に値をトランスフォームします。どちらのト
ランスフォームメソッドでも、トランスフォームが計算される時間を取得する引数を使用できます。ただし、
ほとんどの場合は、現在の時間（初期設定）を使用します。
Vec トランスフォームメソッドは、2 つの位置の値の違いなどの方向ベクトルをトランスフォームする場合に
使用します。位置などのポイントをトランスフォームする場合は、通常の（Vec ではない）トランスフォーム
メソッドを使用します。2D レイヤーでは、コンポジション空間とワールド空間は同じです。しかし、3D レイ
ヤーでは、コンポジション空間はアクティブカメラに依存し、ワールド空間はカメラから独立しています。

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：point は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
レイヤー空間からコンポジション空間へポイントをトランスフォームします。

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：point は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
コンポジション空間からレイヤー空間へポイントをトランスフォームします。3D レイヤーでの変換結果のポ
イントは、レイヤー空間にある場合でもゼロ以外の値になる可能性があります。例えば、
「fromComp(thisComp.layer(2).position)」のように記述できます。

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：point は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
レイヤー空間からビューに依存しないワールド空間へポイントをトランスフォームします。例えば、次のよう
に指定します。
  toWorld.effect("Bulge")("Bulge Center")

Dan Ebberts が、MotionScript の Web サイトで、toWorld メソッドを使用して、レイヤーを自動的に 1 つの
軸に沿った方向に向けるエクスプレッションを公開しています。これは、要素を直立した状態に保ち、カメラ
の動きに従って要素を回転させる場合に便利です。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、親子関係の基礎と toWorld メソッドを含んでいるエクスプ
レッションを使用してアニメートした子レイヤーのパスをトレースする方法に関するビデオチュートリアル
（2 部構成）を公開しています。

part 1
part 2

Rich Young が、AE Portal の Web サイトで、toWorld メソッドを使用して、カメラとライトを CC Sphere
エフェクトのレイヤーにリンクする一連のエクスプレッションを公開しています。

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：point は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
ワールド空間からレイヤー空間へポイントをトランスフォームします。例えば、
「fromWorld(thisComp.layer(2).position)」のように記述できます。
この方法の使用例については、エクスプレッションの例：2 つのレイヤー間のバルジを作成するを参照してく
ださい。
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toCompVec(vec, t=time)

fromCompVec(vec, t=time)

toWorldVec(vec, t=time)

fromWorldVec(vec, t=time)

fromCompToSurface(point, t=time)

ページの先頭へ

pointOfInterest

zoom

depthOfField

focusDistance

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：vec は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
レイヤー空間からコンポジション空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、
「toCompVec([1,0])」のように記述できます。

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：vec は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
コンポジション空間からレイヤー空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、2D レイヤーの場合、
次のように指定します。
  dir=sub(position, thisComp.layer(2).position);   fromCompVec(dir)

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：vec は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
レイヤー空間からワールド空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、次のように指定しま
す。  p1 = effect("Eye Bulge 1")("Bulge Center");    p2 = effect("Eye Bulge
2")("Bulge Center");     toWorld(sub(p1, p2))

返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：vec は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
ワールド空間からレイヤー空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、
「fromWorld(thisComp.layer(2).position)」のように記述できます。

返されるタイプ：配列 [2]。
引数のタイプ：point は配列 [2 または 3] で、t は Number です。
コンポジション空間上のポイントをレイヤーの表面上のポイント（Z 値ゼロ）へ、アクティブカメラから写し
たときに見える位置に投影します。このメソッドは、エフェクトコントロールポイントを設定するときに便利
です。この要素は 3D レイヤーにのみ使用します。

Camera の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

Camera オブジェクトに
は、source、effect、mask、width、height、anchorPoint、scale、opacity、audioLevels、
timeRemap を除いて、Layer オブジェクトと同じ属性とメソッドがあります。

返されるタイプ：Property [3]。
カメラの目標点の値をワールド空間で返します。

返されるタイプ：Property。
カメラのズーム値をピクセルで返します。
レイヤーの z 位置（深度）またはカメラのズーム値を変更したときにフレーム内のレイヤーの相対サイズを維
持するレイヤーの「スケール」プロパティのエクスプレッションを次に示します。
  cam = thisComp.activeCamera;    distance = length(sub(position, cam.position)); 

  scale * distance / cam.zoom;

返されるタイプ：Property。
カメラの「被写界深度」プロパティがオンの場合は 1 を、被写界深度プロパティがオフの場合は 0 を返しま
す。

返されるタイプ：Property。
カメラのフォーカス距離の値をピクセル単位で返します。
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aperture

blurLevel

active
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pointOfInterest

intensity

color

coneAngle

coneFeather

shadowDarkness

shadowDiffusion

ページの先頭へ

active

返されるタイプ：Property。
カメラの絞りの値をピクセル単位で返します。

返されるタイプ：Property。
カメラのブラーの値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Boolean。
カメラが現時点でコンポジションのアクティブなカメラである場合、つまり、カメラレイヤーのビデオスイッ
チ  がオンで、現在の時間がカメラレイヤーのインポイントからアウトポイントの範囲にあり、カメラレイ
ヤーがタイムラインパネル内で最初（一番上）にある場合に、true を返します。それ以外の場合は false を返
します。

Light の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

Light オブジェクトに
は、source、effect、mask、width、height、anchorPoint、scale、opacity、audioLevels、
timeRemap を除いて、Layer オブジェクトと同じ属性とメソッドがあります。

返されるタイプ：Property [3]。
ライトの目標点をワールド空間で返します。

返されるタイプ：Property。
ライトの強度の値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property [4]。
ライトの色の値を返します。

返されるタイプ：Property。
ライトの円錐頂角を度数で返します。

返されるタイプ：Property。
ライトの円錐ぼかしの値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property。
ライトのシャドウの暗さの値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property。
ライトのシャドウの拡散の値をピクセル単位で返します。

David Van Brink が、omino pixel ブログで、ライトにエクスプレッションを使用する方法を示す記事とサンプ
ルプロジェクトを公開しています。

Effect の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

返されるタイプ：Boolean。
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param(name)

param(index)

ページの先頭へ

注意：

MaskOpacity

MaskFeather

maskExpansion

invert

ページの先頭へ

value

valueAtTime(t)

注意：

velocity

エフェクトがオンになっている場合に（エフェクトスイッチ  が選択されている場合に）、true を返しま
す。

返されるタイプ：Property。
引数のタイプ：name は String です。
エフェクト内のプロパティを返します。エフェクトコントロールポイントは常にレイヤー空間に含まれます。
例えば、次のように指定します。
  effect("Bulge").param("Bulge Height")

返されるタイプ：Property。
引数のタイプ：index は Number です。
エフェクト内のプロパティを返します。エフェクトコントロールポイントは常にレイヤー空間に含まれます。
例えば、「effect("Bulge").param(4)」のように記述すると、バルジの高さプロパティが返されます。

Mask の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）
「マスクパス」プロパティは、他のパスプロパティ（シェイプレイヤーやブラシストロークなどのパ

ス）とリンクできますが、このプロパティの数値をエクスプレッションで直接操作することはできません。

返されるタイプ：Property。
マスクの不透明度の値をパーセント単位で返します。

返されるタイプ：Property。
マスクの境界線のぼかしの値をピクセル単位で返します。

返されるタイプ：Property。
マスクの拡張の値をピクセル単位で返します。

返されるタイプ：Boolean。
マスクが反転されている場合は true を、そうでない場合は false を返します。

プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

返されるタイプ：Number、Array、String。
現在の時刻でのプロパティの値を返します。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t は Numberです。
秒単位で指定した時間でのプロパティの値を返します。
例えば、各フレームのプロパティ値を一連の 4 つの値からランダムに選択するには、4 つの値をそれぞれ
0、1、2 および 3 秒のキーフレームとして設定し、次のエクスプレッションをプロパティに適用します。
  valueAtTime(random(4))

Dan Ebberts が、MotionScript の Web サイトで、valueAtTime メソッドと velocityAtTime メソッドを
使用する際の例とテクニックを公開しています。

返されるタイプ：Number または配列。
現在の時間での時間速度の値を返します。位置などの空間プロパティの場合は、接線ベクトルの値を返しま
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velocityAtTime(t)

speed

speedAtTime(t)

wiggle(freq, amp, octaves=1, amp_mult=.5, t=time)

temporalWiggle(freq, amp, octaves=1, amp_mult=.5, t=time)

smooth(width=.2, samples=5, t=time)

す。その結果は、プロパティと同じ次元になります。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：t は Numberです。
指定された時間での時間速度の値を返します。

返されるタイプ：Number。
初期設定の時間でプロパティが変化しているときの速度に等しい、1D の正の速度値を返します。この要素は
空間プロパティでのみ使用できます。

返されるタイプ：Number。
引数のタイプ：t は Numberです。
指定された時間での空間速度の値を返します。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：freq、amp、octaves、amp_mult、および t は Number です。
プロパティ値を不規則に変動（ウィグリング）させます。
freq 値は、1 秒あたりの変動の回数です。
amp 値は適用先のプロパティを単位とする振幅です。
octaves は加算するノイズのオクターブの数を表します。この値は、変動の細かさを制御します。この値に初
期設定値の 1 より大きい値を設定すると高い周波数が含まれ、小さい値を設定すると変動に振幅ハーモニック
が含まれます。
amp_mult は、各オクターブの amp の倍数です。この値は、ハーモニックのドロップオフの速度を制御しま
す。初期設定値は 0.5 です。値を 1 に近づけるとハーモニックは基本周波数として同じ振幅で追加され、値を
0 に近づけるとディテールが荒い状態で追加されます。
t は基本となる開始時刻です。初期設定値は現在の時刻です。別の時刻にサンプリングしたプロパティ値の
ウィグルを出力する場合は、このパラメーターを使用します。
例：position.wiggle(5, 20, 3, .5) を実行すると、平均サイズが 20 ピクセルのウィグルが 1 秒間に
5 つ作成されます。メインウィグルの他に、サイズが 10 ピクセルと 5 ピクセルの 2 つのレベルの詳細ウィグ
ルが 1 秒間にそれぞれ 10 回と 20 回発生します。
次の例では、スケールなどの 2 次元のプロパティで、両方の次元が同じだけ変動（ウィグル）します。
  v = wiggle(5, 10);   [v[0], v[0]]

次の例では、2 次元のプロパティで、Y 軸方向に沿ってのみ変動（ウィグル）します。
  freq = 3;   amp = 50;   w = wiggle(freq,amp);   [value[0],w[1]];

Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、選択したプロパティに wiggle、smooth、loop の各エク
スプレッションを自動的に追加するスクリプトを公開しています。
Dan Ebberts が、MotionScript の Web サイトで、wiggle メソッドの時間パラメーターを使用してループア
ニメーションを作成するためのサンプルエクスプレッションと詳細説明を公開しています。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：freq、amp、octaves、amp_mult、および t は Number です。
ウィグリングする時間でプロパティをサンプリングします。freq は 1 秒あたりの変動の周波数、amp は適用
先のプロパティを単位とする振幅、octaves は加算するノイズのオクターブの数、amp_mult は各オクターブ
について amp が乗算される数、t は基本となる開始時間です。この関数はサンプリングの時間だけを変更し、
値は変更しないので、この関数に意味を持たせるには、サンプリングの対象となるプロパティがアニメートさ
れている必要があります。例えば、「scale.temporalWiggle(5, .2)」のように記述できます。

返されるタイプ：Number または配列。
引数のタイプ：width、samples および t は Number です。
特定の時間範囲内でプロパティの値をならし、短時間の大きな偏差を小さくして、偏差を均一に分散させま
す。このならしは、指定された時間でのプロパティの値にボックスフィルターを適用することによって実行し
ます。widthは、フィルターが平均化される時間の範囲（秒単位）です。samples には、時間をいくつに等分
するかをを指定します。大きい数を指定すると滑らかになりますが、処理速度は遅くなります。一般的に
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loopIn(type="cycle", numKeyframes=0)

loopOut(type="cycle", numKeyframes=0)

loopInDuration(type="cycle", duration=0)

は、サンプリング回数を奇数にして、平均に現在の時間の値が含まれるようにします。例えば、
「position.smooth(.1, 5)」のように記述できます。

返されるタイプ：Number または配列。
レイヤーの先頭キーフレームからレイヤーのアウトポイントに向かって数えた時間のセグメントがループしま
す。ループはレイヤーのインポイントから再生します。numKeyframes に、ループするセグメントを指定しま
す。レイヤー内の先頭のキーフレームから numKeyframes+1 番目のキーフレームまでのセグメントがループ
します。例えば、「loopIn("cycle", 3)」と指定すると、先頭のキーフレームから 4 番目のキーフレーム
までのセグメントがループします。初期設定値の 0 では、すべてのキーフレームがループします。
キーフレームループメソッドを使用して、一連のキーフレームを繰り返すことができます。これらのメソッド
は、ほとんどのプロパティで使用できます。ただし、「ソーステキスト」プロパティ、パスシェイププロパ
ティ、「レベル」エフェクトの「ヒストグラム」プロパティなど、タイムラインパネルで単純な数値で表現で
きないプロパティでは使用できません。キーフレームまたはデュレーションの値が大きすぎる場合は、有効な
最大値に縮小されます。値が小さすぎる場合は、一定のループとなります
 

ループの
種類

結果

cycle （初期設定）指定したセグメントを繰り返します。

pingpong 指定したセグメントの先頭から末尾へ、次に末尾から先頭へと、交互に繰り返
します。

offset 指定したセグメントを繰り返しますが、セグメントの最初と最後のプロパティ
の値の差にセグメントがループした回数を掛けた値だけ、各サイクルをオフ
セットします。

continue 指定したセグメントを繰り返さずに、最初または最後のキーフレームの速度に
基づき、プロパティのアニメートを継続します。例えば、レイヤーの最後の
キーフレームの「スケール」プロパティが 100％ の場合は、後続のレイヤー
はアウトポイントへ向かって 100％ でスケールされ、ループが直接アウトポ
イントへ戻ることはありません。この種類のループでは、keyframes または
duration 引数は使用できません。

 
Paul Tuersley が、AE Enhancers フォーラムで、選択したプロパティに wiggle、smooth、loop の各エク
スプレッションを自動的に追加するスクリプトを公開しています。

返されるタイプ：Number または配列。
レイヤーの最後のキーフレームからレイヤーのインポイントに向かって数えた時間のセグメントがループしま
す。ループはレイヤーのアウトポイントまで再生します。ループするセグメントの長さは、指定したキーフ
レーム数によって決まります。numKeyframe には、ループさせるキーフレームセグメントの数を設定しま
す。指定範囲は最後のキーフレームから逆に数えます。例えば、「loop_out("cycle", 1)」と指定する
と、最後のキーフレームと最後から 2 番目のキーフレームで区切られたセグメントがループします。初期設定
値の 0 では、すべてのキーフレームがループします。詳しくは、loopIn の説明を参照してください。
David Van Brink が、ominopixel ブログで、「エコー」エフェクト、「パーティクルプレイグラウンド」エ
フェクトおよび loopOut メソッドを使用して、スタイライズされた泳ぎ回る細菌の大群をアニメートする方
法を示す記事とサンプルプロジェクトを公開しています。

返されるタイプ：Number または配列。
レイヤーの先頭キーフレームからレイヤーのアウトポイントに向かって数えた時間のセグメントがループしま
す。ループはレイヤーのインポイントから再生します。ループするセグメントの長さは、指定したデュレー
ションで決まります。duration 値は、ループさせるセグメント内のコンポジションの数を設定します。指定範
囲は先頭キーフレームから数えます。例えば、「loopInDuration("cycle", 1)」と指定すると、アニ
メーション全体の最初の 1 秒がループします。初期設定値の 0 は、ループさせるセグメントがレイヤーのア
ウトポイントから始まることを意味します。詳しくは、loopIn の説明を参照してください。
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loopOutDuration(type="cycle", duration=0)

key(index)

key(markerName)

nearestKey(t)

numKeys

注意：

propertyGroup(countUp = 1)

propertyIndex

name

返されるタイプ：Number または配列。
レイヤーの最後のキーフレームからレイヤーのインポイントに向かって数えた時間のセグメントがループしま
す。ループはレイヤーのアウトポイントまで再生します。ループするセグメントの長さは、指定したデュレー
ションで決まります。duration 値は、ループさせるセグメント内のコンポジションの数を設定します。指定範
囲は最後のキーフレームから逆に数えます。例えば、「loopOutDuration("cycle", 1)」と指定すると、
アニメーション全体の最初の 1 秒をループします。初期設定値の 0 は、ループさせるセグメントがレイヤー
のインポイントから始まることを意味します。詳しくは、loopIn の説明を参照してください。

返されるタイプ：Key または MarkerKey。
引数のタイプ：index は Number です。
指定した番号に一致する Key または MarkerKey オブジェクトを返します。例えば、「key(1)」は、最初の
キーフレームを返します。

返されるタイプ：MarkerKey。
引数のタイプ：markerName は String です。
指定した名前に一致する MarkerKey オブジェクトを返します。この要素はマーカープロパティに対してのみ
使用できます。

返されるタイプ：Key または MarkerKey。
指定した時刻に最も近い Key または MarkerKey オブジェクトを返します。

返されるタイプ：Number。
プロパティのキーフレーム数を返します。マーカープロパティのマーカー数を返します。

「次元に分割」コマンドを使用して「位置」プロパティの次元を個別のコンポーネントに分割した場
合、キーフレーム数が変わるため、このメソッドで返される値が変わります。

返されるタイプ：Group。
エクスプレッションが記述されるプロパティと関連するプロパティグループを返します。例えば、ブラシスト
ロークの「回転」プロパティに propertyGroup(1) エクスプレッションを追加すると、エクスプレッション
は回転プロパティが含まれているトランスフォームプロパティグループをターゲットにしま
す。propertyGroup(2) を追加すると、エクスプレッションは「ブラシ」プロパティグループをターゲット
にします。このメソッドにより、プロパティ階層で、名前に依存しない関係が確立できます。このメソッド
は、エクスプレッションが含まれたプロパティを複製するときに特に役立ちます。
propertyGroup の numProperties メソッドは、プロパティグループ内のプロパティ数を返します。
この例では、エクスプレッションが記述されているプロパティが含まれるグループ内のプロパティ数が返され
ます。
  thisProperty.propertyGroup(1).numProperties

返されるタイプ：Number。
マスク、エフェクト、テキストアニメーター、セレクター、シェイプ、トラッカー、トラックポイント内のプ
ロパティグループなど、同じプロパティグループに含まれるその他のプロパティに関連のあるプロパティのイ
ンデックスを返します。

返されるタイプ：String。
プロパティまたはプロパティグループの名前を返します。

例：propertyGroup メソッドと propertyIndex 属性を使用してアニメートする
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ページの先頭へ

value

time

ブラシストロークの「位置」プロパティを基準とした propertyGroup の値

A. propertyGroup(4) B. propertyGroup(3) C. propertyGroup(2) D. propertyGroup(1) E. 位置の propertyIndex は
2、回転の propertyIndex は 4 です。 

この例では、各ブラシストロークの propertyGroup メソッドが「ブラシ」プロパティグループをターゲッ
トにしています。これは、「ブラシ」プロパティグループが回転プロパティより 2 つ上のプロパティグループ
にあたるためです。各ブラシストロークの propertyIndex 属性は、各ブラシストロークの固有の値を返し
ます。返された値に時間と 200 を掛けた値が各回転値に適用されて、各ブラシストロークが別々に回転し、
渦巻状のペイントストロークが作成されます。  propertyGroup(2).propertyIndex * time * 200

  propertyGroup(2).propertyIndex * time * 200

エクスプレッションでブラシストロークをアニメートした例

Key の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

Key オブジェクトにアクセスすると、time、index、および value プロパティを取得できます。例え
ば、position.key(3).value というエクスプレッションでは、3 番目の位置キーフレームの値が返されま
す。
キーフレームを適用した「不透明度」プロパティに次のようなエクスプレッションを指定すると、キーフレー
ムの値は使用されず、キーフレームの時間上の配置のみに基づいて、フラッシュが起きる場所が決まりま
す。  d = Math.abs(time - nearestKey(time).time);   easeOut(d, 0, .1, 100, 0)

  d = Math.abs(time - nearestKey(time).time); 
  easeOut(d, 0, .1, 100, 0)

返されるタイプ：Number または配列。
キーフレームの値を返します。

返されるタイプ：Number。
キーフレームの時間を返します。

836



index

ページの先頭へ

duration

comment

chapter

url

frameTarget

返されるタイプ：Number。
キーフレームのインデックスを返します。

MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）

コンポジションマーカーとレイヤーマーカーの値に、同じメソッドを使用してアクセスできます。レイヤー
マーカーの場合は thisLayer.marker オブジェクトを、コンポジションマーカーの場合は
thisComp.marker オブジェクトをそれぞれ使用します。
マーカーは Key オブジェクトの一種であるため、エクスプレッションを使用してマーカーにアクセスするに
は nearestKey(time) などのメソッドを使用します。また、マーカーには time 属性と index 属性があり
ます。index 属性は、マーカーの番号（名前）ではなく、時間スケール内でのマーカーの順番を表すキーフ
レームのインデックス番号です。
エクスプレッションを使用して、コンポジションマーカーやレイヤーマーカーの各ダイアログボックスで設定
可能なマーカーのすべての値にアクセスできます。テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティに次の
エクスプレッションを指定すると、現在の時刻に最も近いレイヤーマーカーの時刻、デュレーション、イン
デックス、コメント（名前）、チャプター、URL、フレームターゲット、キューポイント名と、そのマーカー
がイベントキューポイント用であるかどうかが表示されます。

  m = thisLayer.marker.nearestKey(time);  
  s = "time:" + timeToCurrentFormat(m.time) + "\r" +  
      "duration: " + m.duration + "\r" +  
      "key index: " + m.index + "\r" +  
      "comment:" + m.comment + "\r" +  
      "chapter:" + m.chapter + "\r" +  
      "URL:" + m.url + "\r" +  
      "frame target: " + m.frameTarget + "\r" +  
      "cue point name: " + m.cuePointName + "\r" +  
      "Event cue point? " + m.eventCuePoint + "\r";  
  for (param in m.parameters){  
       s += "parameter: " + param + " value: " + m.parameters[param] + "\r";  
  } 
  s

フッテージアイテム内の XMP メタデータは、そのアイテムに基づいてレイヤーのレイヤーマーカーに変換で
きるため、エクスプレッションは XMP メタデータと連動できます。詳しくは、After Effects の XMP メタ
データを参照してください。
Dan Ebberts が、After Effects Developer Center で、エクスプレッションでの XMP メタデータの使用例を示
すチュートリアルを公開しています。

返されるタイプ：Number。
マーカーのデュレーション（秒単位）。

返されるタイプ：String。
マーカーダイアログボックスの「コメント」フィールドの値です。

返されるタイプ：String。
マーカーダイアログボックスの「チャプター」フィールドの値です。

返されるタイプ：String。
マーカーダイアログボックスの「URL」フィールドの値です。

返されるタイプ：String。
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eventCuePoint

cuePointName

parameters

マーカーダイアログボックスの「フレームターゲット」フィールドの値です。

返されるタイプ：Boolean。
マーカーダイアログボックスに設定されているキューポイントの種類です。イベントの場合は true が、ナビ
ゲーションの場合は false が返されます。

返されるタイプ：String。
マーカーダイアログボックスのキューポイントの「名前」フィールドの値です。

返されるタイプ：パラメーターに関連する String 値の配列。
マーカーダイアログボックスの「パラメーター名」と「パラメーター値」フィールドの値を含みます。
例えば、「background color」というパラメーターの値を直近のマーカーから取得するには、次のエクスプ
レッションを使用します。
  thisComp.marker.nearestKey(time).parameters["background color"]

以下も参照してください
エクスプレッションの基本
エクスプレッションの例
タイムコードと時間の表示単位
キーフレーム補間法
自動的に速度をゆるめる
カメラ、ライト、目標点
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エクスプレッションの例に関するオンラインリソース
エクスプレッションの例：レイヤーを円周に沿って回転させる
エクスプレッションの例：時計の針を回転させる
エクスプレッションの例：レイヤーを 2 つのレイヤーの間に配置する
エクスプレッションの例：イメージの軌跡を作成する
エクスプレッションの例：2 つのレイヤー間のバルジを作成する
エクスプレッションの例：カメラからの距離に応じて 3D レイヤーの不透明度をフェードする
エクスプレッションの例：カメラに面していない場合に 3D レイヤーを透明にする
エクスプレッションの例：カメラに面していない場合にレイヤーを水平方向に反転する
エクスプレッションの例：各レイヤーマーカーの位置でスケールをアニメートする
エクスプレッションの例：特定の時間でウィグルを開始または停止する
エクスプレッションの例：カメラのフォーカルプレーンを別のレイヤーに一致させる

このセクションに記載されている例の多くは、Dan Ebberts によって提供されたエクスプレッションに基づい
ています。

エクスプレッションの例に関するオンラインリソース

Dan Ebberts が、MotionScript の Web サイトで、エクスプレッションの例とエクスプレッションの使用方法
のチュートリアルを公開しています。例えば、Dan は、衝突検出に関するページを公開しています。
Colin Braley が、彼自身の Web サイトで、エクスプレッションを使用して、1 つのレイヤーが他のレイヤーを
自然に反発するようにする方法を示すチュートリアルとサンプルプロジェクトを公開しています。
AE Enhancers フォーラムには、エクスプレッションの他に、スクリプトやアニメーションプリセットの例や
役に立つ情報が多数公開されています。AE Enhancers フォーラムのこの投稿では、Paul Tuersley が、エクス
プレッションを使用して大群内の複数のレイヤーをアニメートする方法を示すチュートリアルとサンプルプロ
ジェクトを公開しています。
Rick Gerard が、彼自身の Web サイトで、側面が床の平面と接するように四角形のオブジェクトを床に沿っ
て転がす方法を示す例を公開しています。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、エクスプレッションと親子関係を使用して、前後輪の回転
と車両の動きを一致させる方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。
Chris Zwar が、彼自身の Web サイトで、静止画やビデオを自動的にグリッドに配置する（ビデオウォール
状）サンプルプロジェクトを公開しています。エクスプレッションのシステムに関連付けられているスライ
ダーを使用して、簡単に位置と間隔を調整できます。プロジェクトには、静止画用、ビデオ用、およびユー
ザー定義の間隔でビデオをサンプリングしてグリッドに整列させる自動ストーリーボードの作成用の 3 つのコ
ンポジションがあります。
JJ Gifford の Web サイトでは、エクスプレッションの使用方法を示すサンプルプロジェクトをいくつか公開
しています。
Maltaannon（Jerzy Drozda, Jr.）が、彼自身の Web サイトで、エクスプレッションを使用して、「オーディ
オをキーフレームに変換」コマンドの結果を使ってボリュームメーターを作成する方法を示すビデオチュート
リアルを公開しています。
Harry Frank が、graymachine の Web サイトで、エクスプレッションを使用して、外部テキストファイルか
らデータを読み取る方法を示すチュートリアルを公開しています。
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エクスプレッションの例：レイヤーを円周に沿って回転させる

他のレイヤーのプロパティを使用せずにエクスプレッションを作成することもできます。例えば、完全な円に
沿ってレイヤーを回転させることができます。

1. レイヤーを選択してから P キーを押して、タイムラインパネルに「位置」プロパティを
表示し、次に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロパ
ティ名の左側のストップウォッチをクリックします。

2. エクスプレッションフィールドに次のように入力します。

  [(thisComp.width/2), (thisComp.height/2)] + [Math.sin(time)*50, -Math.cos(time)*50]

エクスプレッションの例：時計の針を回転させる

ピックウイップを使って時計の 2 つの針の各レイヤーの回転値をリンクし、時針が 1 時間ごとに動き、分針
が時計盤を 1 周するようなアニメーションを作成できます。このようなアニメーションを作成するために両方
の針にキーフレームを設定する必要があるとしたら非常に時間がかかりますが、ピックウイップを使用すれば
ほんの数分で済みます。

1. 時針と分針の 2 つの細長い平面レイヤーを読み込むか、作成します（平面レイヤーと平
面フッテージアイテムを参照）。

2. レイヤーの端にアンカーポイントを設定します（レイヤーのアンカーポイントを参照）。

3. アンカーポイントがコンポジションの中心にくるように、レイヤーを動かします（空間上
でレイヤーを移動するを参照）。

4. 時針の回転キーフレームを設定します（キーフレームの設定と追加を参照）。

5. 分針の回転プロパティを選択して、アニメーション／エクスプレッションを追加を選択し
ます。

6. ピックウイップを時針の「回転」プロパティにドラッグします。次のエクスプレッション
が表示されます。

  thisComp.layer("hour hand").rotation

7. 分針を時針の 12 倍速く回転させるには、エクスプレッションの末尾に次のように
「*12」を追加します。

  thisComp.layer("hour hand").rotation*12

エクスプレッションの例：レイヤーを 2 つのレイヤーの間に配置する

以下のエクスプレッションの例では、1 つのレイヤーを他の 2 つのレイヤーから同じ距離に配置し、同じ距離
が保たれるようにします。

1. 3 つのレイヤーを使って作業を開始します（レイヤーの作成を参照）。

2. タイムラインパネルで、最初の 2 つのレイヤーの位置をアニメートします（モーション
パスを参照）。

3. 3 番目のレイヤーを選択してから P キーを押して「位置」プロパティを表示し、次に Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロパティ名の左側のス
トップウォッチ  ボタンをクリックします。
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4. エクスプレッションフィールドに次のように入力します。

  (thisComp.layer(1).position + thisComp.layer(2).position)/2

エクスプレッションの例：イメージの軌跡を作成する

以下の例のエクスプレッションでは、レイヤーを、タイムラインパネルで 1 つ高い位置にあるレイヤーと同じ
位置に配置しますが、指定した時間だけ遅らせて配置します（この場合は 0.5 秒）。その他の幾何学的プロパ
ティにも同様のエクスプレッションを使用できます。

1. コンポジションサイズの約 30％に縮小された 2 つの平面レイヤーを使って作業を開始し
ます（平面レイヤーと平面フッテージアイテムを参照）。

2. 最初のレイヤーの位置をアニメートします（モーションパスを参照）。

3. 2 番目のレイヤーを選択してから P キーを押して「位置」プロパティを表示し、次に Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロパティ名の左側のス
トップウォッチ  ボタンをクリックします。

4. エクスプレッションフィールドに次のように入力します。

  thisComp.layer(thisLayer, -1).position.valueAtTime(time - .5)

5. 最後のレイヤーを選択し、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac
OS）を押して、5 回複製します。

すべてのレイヤーが同じパスを通り、各レイヤーが直前のレイヤーから 0.5 秒遅れて移動します
Dan Ebberts が MotionScript の Web サイトで、イメージの軌跡を作成する際の例とテクニックを公開してい
ます。

エクスプレッションの例：2 つのレイヤー間のバルジを作成する

次のエクスプレッションでは、1 つのレイヤーにある「バルジ」エフェクトの Bulge Center 引数を別のレイ
ヤーの位置と同期させることができます。例えば、レイヤー上で拡大鏡（つまり上のレイヤー）を動かすと、
拡大鏡の下の内容がレンズを通して膨らむようなエフェクトを作成できます。このエクスプレッションでは
fromWorld メソッドを使用しているため、拡大鏡とその下のレイヤーのどちらを動かしても、適切に動作し
ます。下のレイヤーを回転させたりスケールを変更したりしても、エクスプレッションに変化はありません。
このエクスプレッションは波紋などの別のエフェクトにも使用できます。

1. 2 つのレイヤーを使って作業を開始します。1 つのレイヤーを拡大鏡または中央に穴が開
いた類似のオブジェクトにして、Magnifier という名前を付けます（レイヤーの作成を参
照）。

2. 拡大鏡レイヤーの位置をアニメートします（モーションパスを参照）。

3. もう 1 つのレイヤーに「バルジ」エフェクトを適用します（エフェクトまたはアニメー
ションプリセットを適用するを参照）。

4. タイムラインパネルで「バルジ」エフェクトの「バルジの中心」プロパティを選択して、
アニメーション／エクスプレッションを追加を選択するか、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながらプロパティのストップウォッチ  ボタンをクリッ
クします。

5. 初期設定のエクスプレッションテキストを選択して、次のように入力します。

  fromWorld(thisComp.layer("Magnifier").position)
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エクスプレッションの例：カメラからの距離に応じて 3D レイヤーの不
透明度をフェードする

3D レイヤーの「不透明度」プロパティに次のエクスプレッションを適用します。

  startFade = 500; // Start fade 500 pixels from camera. 
  endFade = 1500;  // End fade 1500 pixels from camera. 
  try
  { // Check whether there's a camera
      C = thisComp.activeCamera.toWorld([0,0,0]); 
  }
  catch(err)
  { // No camera, so assume 50mm
      w = thisComp.width * thisComp.pixelAspect; 
      z = (w/2)/Math.tan(degreesToRadians(19.799)); 
      C = [0,0,-z]; 
  } 
  P = toWorld(anchorPoint); 
  d = length(C,P); 
  linear(d,startFade,endFade,100,0)

フェードは、カメラから 500 ピクセル離れた地点から開始され、カメラから 1500 ピクセ
ルの地点で終了します。linear メソッドは、距離の値を不透明度の値にマップするのに
使用します。

エクスプレッションの例：カメラに面していない場合に 3D レイヤーを
透明にする

3D レイヤーの「不透明度」プロパティに次のエクスプレッションを適用します。

  if (toCompVec([0, 0, 1])[2] > 0 ) value else 0

Dan Ebberts が、このエクスプレッションについて MotionScript の Web サイトで説明しています。

エクスプレッションの例：カメラに面していない場合にレイヤーを水平
方向に反転する

3D レイヤーのスケールプロパティに次のエクスプレッションを適用します。

  if (toCompVec([0, 0, 1])[2] > 0 ) value else [-value[0], value[1], value[2]]

エクスプレッションの例：各レイヤーマーカーの位置でスケールをアニ
メートする
次のエクスプレッションを「スケール」プロパティに適用して、各マーカーの位置でレイ
ヤーが揺れるようにします。

  n = 0; 
  t = 0; 
  if (marker.numKeys > 0){ 
      n = marker.nearestKey(time).index; 
      if (marker.key(n).time > time) n--; 
  } 
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  if (n > 0) t = time - marker.key(n).time; 
    
  amp = 15; 
  freq = 5; 
  decay = 3.0; 
    
  angle = freq * 2 * Math.PI * t; 
  scaleFact = (100 + amp * Math.sin(angle) / Math.exp(decay * t)) / 100; 
  [value[0] * scaleFact, value[1] / scaleFact];

エクスプレッションの例：特定の時間でウィグルを開始または停止する

ここで使用している wiggle 以外のエクスプレッションを使用して、特定の時間でそのエクスプレッションの
効果を開始または停止することもできます。

次のエクスプレッションをプロパティに適用すると、2 秒経過した時点でウィグルを開始します。

timeToStart = 2;
if (time > timeToStart)
{
  wiggle(3,25);
}
else
{
  value;
}

次のエクスプレッションをプロパティに適用すると、4 秒経過した時点でウィグルを停止します。

timeToStop = 4;
if (time > timeToStop)
{
  value;
}
else
{
  wiggle(3,25);
}

次のエクスプレッションをプロパティに適用すると、2 秒経過した時点でウィグルを開始し、4 秒経過した時
点で停止します。

timeToStart = 2;
timeToStop = 4;
if ((time > timeToStart) && (time < timeToStop))
{
  wiggle(3,25);
}
else
{
  value;
}

エクスプレッションの例：カメラのフォーカルプレーンを別のレイヤー
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に一致させる
次のエクスプレッションをカメラレイヤーの「フォーカス距離」プロパティに適用し、こ
のフォーカス距離が「target」という名前のレイヤーのアンカーポイントへの距離と一致
するようにします。

  target = thisComp.layer("target"); 
  V1 = target.toWorld(target.anchorPoint) - toWorld([0,0,0]); 
  V2 = toWorldVec([0,0,1]); 
  dot(V1,V2);

Dan Ebberts が、彼自身の Motionscript の Web サイトで、このエクスプレッションの例について詳細に説明
しています。

以下も参照してください
エクスプレッションを追加、編集、削除する
カメラレイヤーの作成とカメラ設定の変更
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注意：

スクリプトの読み込みと実行
After Effects に含まれているスクリプト
スクリプトの記述と変更
その他の便利なスクリプトの参照場所

スクリプトは、一連の操作を実行するようアプリケーションに命令する一連のコマンドです。ほとんどのアド
ビ製アプリケーションでは、繰り返し作業の自動化や複雑な計算を行ったり、グラフィカルユーザーインター
フェイスからは利用できない機能を利用するのにスクリプトを使用できます。例えば、コンポジション内のレ
イヤーの並べ替え、テキストレイヤー内のテキストの検索と置換、レンダリングが完了したことを通知する電
子メールの送信などを行うことができます。
After Effects スクリプトには、JavaScript の拡張言語である Adobe ExtendScript が使用されま
す。ExtendScript ファイルのファイル拡張子は .jsx または jsxbin です。
After Effects で使用可能なスクリプト機能について詳しくは、After Effects Developer Center にある「After
Effects Scripting Guide」を参照してください。

スクリプトの読み込みと実行

After Effects を起動すると、Scripts フォルダーからスクリプトが読み込まれます。初期設定では、After
Effects の Scripts フォルダーは、次の場所にあります。

（Windows）Program Files¥Adobe¥Adobe After Effects <version>¥Support Files

（Mac OS）Applications/Adobe After Effects <version>

また、スクリプトは、After Effects CC 12.1 から始まるユーザーの場所にインストールされます。

After Effects にはいくつかのスクリプトが付属しており、Scripts フォルダーの中に自動的にインストールされ
ています。
読み込まれたスクリプトを使用するには、ファイル／スクリプトを選択します。After Effects を実行中にスク
リプトを編集した場合は、変更内容を保存して変更を適用する必要があります。After Effects を実行中にスク
リプトを Scripts フォルダーに入れた場合、そのスクリプトをスクリプトメニューに表示するには After
Effects を再起動する必要があります。ただし、「スクリプトファイルを実行」コマンドを使用して新しいス
クリプトをすぐに実行することは可能です。
ウィンドウメニューの一番下に、ScriptUI Panels フォルダーにあるスクリプトが表示されます。ドッキング可
能なパネル内のユーザーインターフェイス用にスクリプトを記述した場合は、ScriptUI フォルダーに入れる必
要があります。ScriptUI パネルは、After Effects ユーザーインターフェイスのデフォルトのパネルと同じよう
に機能します。

デフォルトでは、スクリプトによるファイルの書き込みや、ネットワークを介した通信の送受信は行
えません。スクリプトによるファイルへの書き込みやネットワーク上での通信を許可するには、編集／環境設
定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「スクリプトに
よるファイルへの書き込みとネットワークへのアクセスを許可」オプションを選択します。

845

http://www.adobe.com/go/learn_ae_devcenter_jp


ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

読み込まれたスクリプトを実行するには、ファイル／スクリプト／[スクリプト名]を選択
します
読み込まれていないスクリプトを実行するには、ファイル／スクリプト／スクリプトファ
イルを実行を選択し、スクリプトを選択して「開く」をクリックします。
実行されているスクリプトを停止するには、Esc キーを押します。
コマンドラインからスクリプトを実行するには、コマンドラインで afterfx.exe を呼び出し
ます。-r スイッチとスクリプトのフルパスを使用して、スクリプトを引数として実行し
ます。このコマンドを実行しても After Effects アプリケーションの新しいインスタンスは
開かないため、スクリプトは既存のインスタンスで実行します。
例（Windows）：
afterfx -r c:\script_path\example_script.jsx

このコマンドライン手法とカスタマイズ可能なキーボードに付属のソフトウェアを組み合わせて使用する
ことで、スクリプトの呼び出しをキーボードのショートカットに割り当てられます。

Jeff Almasol が、簡単なコンソールパネルを作成するスクリプトを公開しています。このコンソールパネルに
は、評価する ExtendScript コマンドを入力できるテキスト領域があります。エラーやメッセージは取得され
ません。このコンソールは、先にスクリプトを作成しないでコマンドを入力する簡単な方法を提供します。詳
しくは、Jeff Almasol の redefinery の Web サイトを参照してください。

Lloyd Alvarez が、AE スクリプトの Web ページで、Scripts フォルダーまたは ScriptUI Panels フォルダー
にアクセスできない場合に .jsxbin スクリプトを実行する方法に関するヒントを紹介しています。

After Effects に含まれているスクリプト

After Effects には、一般的な作業の実行を支援し、独自のスクリプトのテンプレートとして使用できる、あら
かじめ記述されたスクリプトがいくつか用意されています。

スクリプトを使用することによりどのような作業を実行できるかを確認するには、サンプルのスクリプ
ト、Demo Palette.jsx を実行してください。

スクリプトの記述と変更

ExtendScript Toolkit に含まれているスクリプトエディターを使用して、After Effects で使用するための独自の
スクリプトを記述できます。ExtendScript Toolkit は、独自のスクリプトを作成、デバッグおよびテストする
ためのインターフェイスを備えています。場合によっては、既存のスクリプトを若干変更するだけで、必要な
スクリプトを完成できます。また、コンピューターのプログラミングやスクリプト言語に関する知識があまり
なくても、スクリプトを若干変更することが可能です。
詳しくは、After Effects スクリプティングガイドを参照してください。

スクリプトエディターを起動するには、ファイル／スクリプト／スクリプトエディターを開くを選択します。

AE Enhancers フォーラムにあるチュートリアルでは、スクリプトの具体的な作成手順を示しています。
Jeff Almasol は、redefinery の Web サイトで、独自のスクリプトを簡単に作成するための便利な関数などのス
クリプトユーティリティを公開しています。
David Torno は、After Effects スクリプトの matchname のリストを公開しています。

その他の便利なスクリプトの参照場所
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

プラグイン、スクリプト、プロジェクト、その他の役立つアイテムについては、Adobe Add-ons Web サイト
を参照してください。
Dan Ebberts が、MotionScript の Web サイトのスクリプトのセクションで、スクリプトに関するチュートリ
アルと便利なスクリプト集を公開しています。
Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、便利なスクリプト集を公開しています。
AE Enhancers フォーラムには、サンプルスクリプトと、After Effects でのスクリプト（エクスプレッション
とアニメーションプリセットを含む）の使用に関する役立つ情報があります。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、便利なスクリプト集を公開しています。
Dale Bradshaw が、Creative Workflow Hacks の Web サイトで、スクリプトとヒントを公開しています。
nabscripts の Web サイトには多数の便利なスクリプトがあります。
Christopher Green が、彼自身の Web サイトで、多数の便利なスクリプトを公開しています。
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レンダリングと書き出しの概要
レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し
Adobe Media Encoder でのレンダリングと書き出し
サポートされている出力形式
1 つの場所へファイルを収集する
レンダリング出力のファイル名と場所を指定する
レンダリング設定
出力モジュールと出力モジュールの設定
ムービーのエンコードオプションと圧縮オプション
QuickTime（MOV）のエンコーディング設定と圧縮設定
レンダリング後の処理

レンダリングと書き出しの概要

レンダリングとは

レンダリングとは、ムービーを構成するフレームをコンポジションから作成することです。フレームのレンダ
リングでは、合成された 2 次元のイメージが、そのイメージのモデルを構成するコンポジション内のレイ
ヤー、設定などのすべての情報から作成されます。ムービーのレンダリングでは、ムービーを構成する一連の
フレームが 1 つずつレンダリングされます。フレームごとのレンダリング方法について詳しくは、レンダリン
グの順序とトランスフォームのコラップスを参照してください。
一般的には最終出力の生成をレンダリングと呼びますが、フッテージパネル、レイヤーパネルおよびコンポジ
ションパネルに表示されるプレビューの作成処理もレンダリングの一種です。プレビューをムービーとして保
存し、それを最終出力として使用することもできます（ビデオとオーディオのプレビューを参照）。
コンポジションを最終出力用にレンダリングして作成されたフレームは、出力モジュールによって 1 つまたは
複数の出力ファイルにエンコードされます。レンダリングして作成されたフレームを出力ファイルにエンコー
ドするこの処理は書き出しの一種です。
注意:

プロジェクトでの時間の表示方法、カラーデータの取り扱い方法、オーディオにどのサン
プルレートを使用するかについては、 プロジェクト設定を参照してください。
最終的なレンダリング出力の解像度、フレームサイズ、ピクセル縦横比のようなコンポジ
ション設定の指定方法については、コンポジション設定を参照してください。

コンポジションが完成したら、ムービーファイルを出力できます。ムービーファイルを出力する方法は 2 つあ
ります。ニーズに基づいて選択します。
次の理由により、ムービーファイルが必要なことがあります。

Premiere Pro シーケンスに配置されるか、別のビデオの編集、合成、または 3D グラ
フィックアプリケーションで使用される高画質のムービー（アルファチャンネルの有無を
問わず）または画像シーケンスが必要である。
高画質のムービーファイルを作成するには、レンダーキューを使用してレンダリングしま
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す。詳しくは、レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出しを参照してください。
Web で再生されるか、DVD または Blu-ray ディスクに使用される圧縮されたムービーが
必要である。
Web、DVD、または Blu-ray ディスク用に圧縮される高画質のムービーファイルを作成す
るには、Adobe Media Encoder を使用してエンコードします。詳しくは、Adobe Media
Encoder を参照してください。

書き出しでは、最終出力用ではなく、ワークフローの途中段階用のものもあり、レンダリングが行わ
れないこともあります。例えば、ファイル／書き出し／Adobe Premiere Pro プロジェクトを選択するとプロ
ジェクトを Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出すことができますが、この操作ではプロジェクト
情報が保存されるだけでレンダリングは行われません。通常、Dynamic Link を使用して転送されたデータは
レンダリングの対象になりません。

ムービーは、すべてのフレームを含む単一の出力ファイルとして書き出したり、静止画シーケンス（フィルム
レコーダー用に出力する場合など）として書き出したりすることができます。
Aharon Rabinowitz が、「What is Rendering?」で、レンダリングの基本を解説しています。これ
は、Creative COW の Web サイトの Multimedia 101 ポッドキャストシリーズの一部です。

出力を生成するには、After Effects レンダリングキューを使用してコンポジションをレンダリングするか、レ
ンダーキューパネルで選択したレンダリング設定を使用した Adobe Media Encoder キューにコンポジション
を追加します。
レンダリングキューについては、レンダーキューパネルで、ほとんどのムービー形式をエンコードできます。
エンコードには、組み込みバージョンの Adobe Media Encoder が使用されます。レンダーキューパネルでレ
ンダリングと書き出しの操作を管理すると、組み込みバージョンの Adobe Media Encoder が自動的に呼び出
されます。Adobe Media Encoder は、書き出し設定ダイアログボックスの形でのみ表示されます。このダイ
アログボックスを使用して、エンコードと出力の設定を指定します（詳細は、ムービーのエンコードオプショ
ンと圧縮オプションを参照。）

After Effects 出力モジュール内で書き出し設定を管理するのに使用する組み込みバージョンの Adobe
Media Encoder には、スタンドアロンのフルバージョンの Adobe Media Encoder アプリケーションに含まれ
ている一部の機能が備わっていません。

レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し

After Effects でムービーをレンダリングして書き出す主な方法として、レンダーキューパネルがあります。

コンポジションをレンダーキューパネルに追加すると、そのコンポジションはレンダーアイテムになります。
レンダーキューに多数のレンダーアイテムを追加すると、一括して自動的にレンダリングできます。レンダー
キューパネルの右上隅にある「レンダリング」ボタンをクリックすると、ステータスが「キュー」になっている
すべてのアイテムがレンダリングされ、レンダーキューパネルでの順序に従って出力されます。

このため、1 つのムービーを同じレンダリング設定で複数の形式に何度も書き出す必要がありません。レ
ンダーキューパネルで出力モジュールをレンダーアイテムに追加することで、レンダリングされた同じ
ムービーを異なるバージョンに書き出すことができます。
複数のレンダーアイテムを処理する場合は、レンダーキューパネルのコメント列にコメントを記述してお
くと便利です。コメント列が表示されていない場合は、列の見出しを右クリック（Windows）または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、列を表示／コメントを選択します。

レンダーアイテムの管理

レンダーキューパネルでは、複数のレンダーアイテムをまとめて処理できます。各レンダーアイテムでは、そ
れぞれ固有のレンダリング設定と出力モジュール設定が使用されます。
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レンダリング設定により、次の特性が決まります：
出力フレームレート
デュレーション
解像度
レイヤーの画質

出力モジュール設定はレンダリング設定の後に適用され、次のようなレンダリングの後処理を指定します。
出力形式
圧縮オプション
クロップ
出力ファイルにプロジェクトへのリンクを埋め込むかどうか

頻繁に使用するレンダリング設定と出力モジュール設定は、テンプレートとして保存することができます。

レンダーキューパネルを使用すると、「レンダリング」ボタンをクリックするだけで、1 つのコンポジション
から形式や設定が異なる複数のファイルを一度にレンダリングできます。

Cineon シーケンスなどの静止画シーケンスとして出力し、それを映画用のフィルムに変
換することができます。
ロスレス圧縮（または圧縮なし）を使用して QuickTime コンテナとして出力し、それをビ
デオ編集用のノンリニア編集（NLE）システムに転送することができます。

レイヤーやその他のアイテムで使用するのと同じショートカットキーを使用して、レンダーアイテムの選択、
複製および並び替えができます。詳細は、一般的な操作のキーボードショートカットを参照してください。

After Effects からレンダリングした出力をフィルムまたはビデオに収録するには、フィルムまたはビ
デオ転送に必要なハードウェア、または転送サービスを依頼できる業者が必要です。

レンダーキューを使用したムービーのレンダリングと書き出し
1. ムービーを作成するコンポジションをプロジェクトパネルで選択し、次のいずれかの方法
でレンダーキューにコンポジションを追加します。

コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。
コンポジションをレンダーキューパネルにドラッグします。

フッテージアイテムから新しいコンポジションを作成し、そのコンポジションをレン
ダーキューにすぐに追加するには、フッテージアイテムをプロジェクトパネルからレ
ンダーキューパネルにドラッグします。この方法は、フッテージアイテムを別の形式
に変換する場合に便利です。

2. レンダーキューパネルの「出力先」の横にある三角形をクリックして、ファイル名設定規
則を選択し、保存場所を選択します。または、「出力先」の横に表示されているテキスト
をクリックして、ファイル名を入力します（レンダリング出力のファイル名と場所を指定
するを参照）。

3. 「レンダリング設定」の右にある三角形をクリックして、レンダリング設定テンプレート
を選択します。または、「レンダリング設定」の右に表示されている下線付きのテキスト
をクリックして、設定をカスタマイズします（レンダリング設定を参照）。

4. ログポップアップメニューからログの種類を選択します。

ログファイルが書き込まれると、ログファイルのパスが「レンダリング設定」の見出しと
ログメニューに表示されます。

5. 「出力モジュール」の右にある三角形をクリックして、出力モジュール設定テンプレート
を選択します。または、「出力モジュール」の右に表示されている下線付きのテキストを
クリックして、設定をカスタマイズします。出力モジュール設定では、出力するムービー
のファイル形式を指定します。ファイル形式によっては、ファイル形式を選択すると専用
のダイアログボックスが開き、そこで各ファイル形式固有の設定を選択できます（出力モ
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キューしない

キュー

出力が必要

失敗

ユーザーが停止

完了

ジュールと出力モジュールの設定およびムービーのエンコードオプションと圧縮オプショ
ンを参照）。

出力ファイル名と保存場所を設定し、レンダリング設定と出力モジュールを選択すると、
レンダリング列でそのエントリが自動的に選択され（チェックマークが表示されます）、
ステータスが「キュー」に変わります。「キュー」ステータスは、そのレンダーアイテム
がレンダーキューに追加されたことを表します。

レンダリングを開始する前に Caps Lock キーを押すと、レンダリングされたフレーム
がコンポジションパネルに表示されなくなります。コンポジションパネルを更新しな
いことにより、フレーム数の多いシンプルなレンダーアイテムの処理に要する時間を
節約できます。

6. レンダーキューパネルの右上隅にある「レンダリング」ボタンをクリックします。

コンポジションからムービーへのレンダリング処理は、コンポジションのフレームサイズ、画質、複雑さおよ
び圧縮方式によって、数秒で終わることもあれば、数時間かかることもあります。アイテムのレンダリング中
は、After Effects で作業することはできません。レンダリングが完了すると、警告音が鳴ります。

レンダーキューを使用してファイルを書き出す方法について学習するには、このチュートリアルを参照してく
ださい。

レンダーアイテムのレンダリングが完了すると、アイテムのステータスが「完了」に変わりますが、そのアイ
テムは、レンダーキューパネルから削除するまでレンダーキューパネルにそのまま残ります。レンダリング済
みのアイテムを再びレンダリングすることはできませんが、そのアイテムを複製し、同じ設定または新しい設
定を使用して、キューに新しいアイテムを作成することはできます。

アイテムのレンダリングが終了すると、完成したムービーの出力モジュールをレンダーキューパネルから
プロジェクトパネルにドラッグして、フッテージアイテムとして読み込むことができます（フッテージア
イテムを読み込むを参照）。

レンダーアイテムのステータス

各レンダーアイテムにはステータスが割り当てられています。ステータスは、レンダーキューパネルのステー
タス列に表示されます。

レンダーアイテムは、レンダーキューパネルに一覧表示されていますが、レンダリングの準備
ができていません。適切なレンダリング設定と出力モジュール設定が選択されていることを確認してから、レ
ンダリング列のチェックボックスをオンにしてレンダーアイテムをキューに追加してください。

レンダリングの準備ができています。

出力ファイル名が指定されていません。出力先ポップアップメニューから出力ファイル名を選択
するか、「出力先」の横に表示されている「指定されていません」という下線付きテキストをクリックして
ファイル名とパスを指定します。

レンダーアイテムのレンダリングに失敗しました。テキストエディターを使用してログファイルを表示
し、レンダリングが失敗した原因を確認してください。ログファイルが書き込まれると、ログファイルのパス
が「レンダリング設定」の見出しとログメニューに表示されます。

レンダリング処理が停止されました。

アイテムのレンダリング処理が完了しました。
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レンダーアイテムの管理とレンダリングステータスの変更

プロジェクトパネルでレンダーアイテムのソースコンポジションを選択する：レンダーア
イテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）
し、コンテキストメニューで「プロジェクト内のコンポジションを表示」を選択します。
レンダーアイテムをレンダーキューから除外する（つまり、アイテムのステータスを
「キュー」から「キューしない」に変更する）：レンダリング列でそのアイテムの選択を
解除します。ただし、そのアイテムはレンダーキューパネルにそのまま残ります。
レンダーアイテムのステータスを「キューしない」から「キュー」に変更する：レンダリ
ング列でそのアイテムを選択します。
レンダーキューパネルからレンダーアイテムを削除する：アイテムを選択して Delete
キーを押すか、編集／消去を選択します。
レンダーキューパネルでアイテムの順序を変更する：アイテムを上下にドラッグします。
黒の太線がレンダーアイテム間に表示され、この黒線の位置にアイテムが移動します。レ
イヤー／アレンジを選択してから、「レンダリングアイテムを前面に移動」、「レンダリ
ングアイテムを背面に移動」、「レンダリングアイテムを最前面に移動」または「レンダ
リングアイテムを最背面に移動」を選択することで、選択したレンダーアイテムの順序を
変更することもできます。
選択したレンダーアイテムをレンダーキュー内で上に移動する：Ctrl + Alt + 上向き矢印
キー（Windows）または Command + Option + 上向き矢印キー（Mac OS）を押します。
選択したレンダーアイテムを下に移動する：Ctrl + Alt + 下向き矢印キー（Windows）また
は Command + Option + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。
選択したレンダーアイテムをレンダーキューの一番上に移動する：Ctrl + Alt + Shift + 上
向き矢印キー（Windows）または Command + Option + Shift + 上向き矢印キー（Mac
OS）を押します。
選択したレンダーアイテムをレンダーキューの一番下に移動する：Ctrl + Alt + Shift + 下
向き矢印キー（Windows）または Command + Option + Shift + 下向き矢印キー（Mac
OS）を押します。
レンダーアイテムを複製する：レンダーアイテムを右クリック（Windows）または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから次のコマン
ドを選択します。
同じファイル名でレンダリングする：「ファイル名と一緒に複製」を選択します。
新規ファイル名でレンダリングする：「複製」を選択し、「出力先」の横に表示され
ている下線付きファイル名をクリックして新しいファイル名を入力してから、「保
存」をクリックします。

レンダリングの一時停止と停止

出力モジュールの書き出し先のディスクに空き容量がないと、レンダリング操作は一時停止します。追加の
ディスク容量を確保すると、レンダリングと書き出しを再開できます。

レンダリングを一時停止するには、「一時停止」をクリックします。レンダリングを再開
するには、「続行」をクリックします。
レンダリングの一時停止中は、設定変更をはじめ、After Effects での操作はいっさいでき
ません。
同じレンダリング処理を最初からやり直すためにレンダリングを停止するには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら「停止」をクリックします。
レンダリングを停止したレンダーアイテムには、「ユーザーが停止」というステータスが
割り当てられます。また、「キュー」というステータスの新規アイテムがレンダーキュー
パネルに追加されます。この新規アイテムでは、元のレンダーアイテムと同じ出力ファイ
ル名とデュレーションが使用されます。
レンダリングを停止した後で、そのレンダリング処理を再開する場合は、「停止」をク
リックします。
レンダリングを停止したレンダーアイテムには、「ユーザーが停止」というステータスが
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割り当てられます。また、「キューしない」というステータスの新規アイテムがレンダー
キューパネルに追加されます。新規アイテムでは、番号が 1 つ上の出力ファイル名が使用
されます。また、レンダリングが中断された直前のフレームからレンダリングが再開され
ます。したがって、新規アイテムの最初のフレームは、中断されたアイテムのフレームの
うち、最後にレンダリングされたものになります。

実行中のレンダリング処理に関する情報

レンダーキューパネルの下部には、実行中のバッチレンダリング処理に関する基本的な情報が表示されます。

ステータスメッセージ。例えば、「1/4 をレンダリング中」。

レンダリング処理に割り当てられているメモリ量。

現在実行中のバッチレンダリング処理を開始した日付と時刻。

現在実行中のバッチレンダリング処理を開始してからの経過時間（一時停止していた時間は含
みません）。

ログファイルが保存される場所へのパス。
実行中のレンダリング処理の詳細を表示するには、「現在のレンダリング」の見出しの左にある三角形を
クリックします。現在のレンダリングペインはしばらくするとコラップスします（閉じます）。このペイ
ンを開いてタイムアウトを過ぎても閉じないようにするには、「現在のレンダリング」の見出しの横にあ
る三角形を Alt キーを押しながらクリック（Windows）または Option キーを押しながらクリック（Mac
OS）します。完了したレンダリング処理の詳細は、ログファイルで確認できます。ログファイルが書き込
まれると、ログファイルのパスが「レンダリング設定」の見出しとログメニューに表示されます。

レンダリング完了時の音の変更

レンダーキューのすべてのアイテムがレンダリングされて書き出されるとチャイム音が鳴り、レンダリング操
作が失敗すると別の音で通知されます。sounds フォルダーの中にある rnd_okay.wav と rnd_fail.wav と
いう名前のファイルを置き換えれば、レンダリング完了時の音を変更できます。sounds フォルダーは次の場
所にあります。

Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2015\Support
Files（Windows）
Applications/Adobe After Effects CC/Contents/Resources（Mac OS）

レンダーキューを使用したレンダリングと書き出しに関するオンラインリソース

Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、レンダーキュー内のレンダリング可能なアイテムを
取得および送信し、aerender を使用してバックグラウンドでレンダリングを実行するスクリプトを公開して
います。
Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで、選択したレイヤーをそれぞれ別にレンダリングおよび書き出し
するスクリプトを公開しています。このスクリプトは、バージョンが異なるエフェクトやレンダリングするエ
フェクトの別の部分をレイヤーが柔軟に合成できるよう個別のパスとして表す場合に便利です。
Christopher Green が、自身の Web サイトで、レンダーキューに使ったレンダリングを行う時間範囲と書き出
しを行う時間範囲をそれぞれ別に指定するガイドレイヤーを複数使用するスクリプト
（Queue_Comp_Sections.jsx）を公開しています。
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Adobe Media Encoder でのレンダリングと書き出し

また、After Effects コンポジションを Adobe Media Encoder に直接書き出すこともできます。これによっ
て、ファイルの処理中に After Effects での作業を柔軟に続行することができます。Adobe Media Encoder を
使用する際、After Effects レンダーキューでは提供されていない追加のプリセットやオプションを使用するこ
ともできます。
以下の方法の 1 つを使用して、Adobe Media Encoder キューにコンポジションを追加することができます。

Adobe Media Encoder で指定したプリセットおよび設定を使用して、最終レンダリング用
に Adobe Media Encoder キューメニューオプションに追加します（コンポジション
／Adobe Media Encoder に追加またはファイル／書き出し／Adobe Media Encode キュー
に追加）。
コンポジションを使用している間も、レンダリングキューの「AME にキュー」ボタン
（ウィンドウ／レンダリングキュー）で、レンダリングキューで指定したレンダリング設
定を使用してコンポジションのドラフトコピーをレンダリングできます。

レンダリング用に Adobe Media Encoder を使用する方法について詳しくは、Adobe Media Encoder でビデオ
またはオーディオアイテムをエンコードするを参照してください。
注意:

フォーマット設定やカラーチャネル選択のような出力モジュール設定は、「AME にキューする」オプション
を選択する際に Adobe Media Encoder に転送されません。出力ファイル名およびロケーションは転送されま
すが、 Adobe Media Encoder はそのファイル名やロケーションテンプレートを使用しないため、画像シーケ
ンスの番号付けが一致しない場合があります。

Adobe Media Encoder に直接コンポジションを追加する

Adobe Media Encoder にコンポジションを追加するには、次の操作を行います。

1. エンコードするコンポジションが含まれる After Effects プロジェクトを Adobe Media
Encoder のエンコーディングキューにドラッグします。

After Effects から Adobe Media Encoder にコンポジションを追加できます。次のいずれ
かの操作を行います。

コンポジション／Adobe Media Encoder キューに追加を選択します。
ファイル／書き出し／Adobe Media Encoder キューに追加を選択します。
Ctrl + Alt + M キー（Windows）または Command + Option + M キー（Mac
OS）を押します。

2. After Effects コンポジションを読み込みダイアログボックスが開きます。エンコードする
コンポジションを選択します。

3. Adobe Media Encoder でプリセットと出力場所を選択し、通常通りにファイルをエン
コードします。

レンダリングキューから Adobe Media Encoder にコンポジションを追加する

ドラフトレンダリング用にレンダリング設定を適用した Adobe Media Encoder にコンポジションを追加する
には：

1. コンポジション／レンダリングキューに追加を選択するか、キーボードショートカット
Control + M（Windows）または Command + M（Mac）を押します。

2. レンダリングキューパネルで、「AME にキュー」ボタンをクリックします。
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形式と出力設定の選択

After Effects には、出力用の様々な形式と圧縮オプションが用意されています。形式と圧縮オプションは、出
力の使用方法に応じて選択します。例えば、レンダリングしたムービーが視聴者に直接公開する最終的な成果
物である場合は、ムービーを再生するメディアや、ファイルサイズとデータレートに関する制限を検討する必
要があります。一方、ビデオ編集システムへの入力用の中間的なファイルである場合は、圧縮せずに、ビデオ
編集システムで使用できる形式に出力する必要があります（作業の計画を参照）。
Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、プロジェクトの計画と最終出力で使用する形式や
設定に関する記事を公開しています。
ワークフローの各フェーズでは、異なったエンコードと圧縮方法を使用できます。例えば、ショットのカラー
について顧客の承認が必要な場合は、少数のフレームをフル画質の静止画（TIFF ファイルなど）として書き
出し、アニメーションのタイミングについての承認が必要な場合は、ロスエンコード法（H.264 など）を使用
してムービーを書き出すことができます。

サポートされている出力形式

Adobe 以外のサードパーティ製プラグインやスクリプトをインストールすることで、各種のデータを書き出す
機能を追加できます。例えば、Paul Tuersley は、AE Enhancers フォーラムで、After Effects のコンポジショ
ンデータを Cinema 4D のプロジェクトデータとして書き出すスクリプトを公開しています。Mark
Christiansen が、ProVideo Coalition の Web サイトで、After Effects から Cinema4D、Maya、Lightwave お
よびその他の 3D アプリケーション用に書き出すためのスクリプトとプラグインへのリンクを公開していま
す。（プラグインを参照）。
特に記載がない限り、すべてのイメージファイル形式は 8 bit/チャンネル（bpc）で書き出されます。

ビデオとアニメーションの形式

QuickTime（MOV）
Video for Windows（AVI；Windows のみ）

アニメーション GIF を作成するには、まず QuickTime ムービーをンダリングし、After Effects から書き出
します。次に、QuickTime ムービーを Photoshop に読み込み、ムービーをアニメーション GIF に書き出し
ます。

ビデオプロジェクトの形式

Adobe Premiere Pro プロジェクト（PRPROJ）

静止画形式

Adobe Photoshop（PSD）
Cineon（CIN、DPX）
Maya IFF（IFF）
JPEG（JPG、JPE）
OpenEXR（EXR）
PNG（PNG）
Radiance（HDR、RGBE、XYZE）
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すべて

すべてのコンポジション用

選択されたコンポジション用

キューで待機中のコンポジション用

なし

レポートのみを作成

SGI（SGI、BW、RGB）
Targa（TGA、VBA、ICB、VST）
TIFF（TIF）

オーディオの形式

Audio Interchange File Format AIFF（AIFF）
MP3

WAV

1 つの場所へファイルを収集する

「ファイルを収集」コマンドを使用すると、1 つのプロジェクトまたはコンポジションのすべてのファイルの
コピーを一箇所に集めることができます。プロジェクトをアーカイブするときや、プロジェクトを別のコン
ピューターやユーザーアカウントに移動するときは、レンダリングする前にこのコマンドを使用します。
「ファイルを収集」コマンドを使用する場合、After Effects では新しいフォルダーが作成され、次の情報が新
しいフォルダーに保存されます。
プロジェクトの新しいコピー
フッテージファイルのコピー
指定されたプロキシファイル
ファイルを再作成し、コンポジションをレンダリングするために必要なファイル、エフェ
クト、およびフォントについて説明しているレポート

ファイルを収集した後も引き続きプロジェクトを変更することはできますが、それらの変更は元のプロジェク
トにしか保存されず、新しく収集したバージョンには反映されません。

1. ファイル／依存関係／ファイルを収集を選択します。

2. ファイルを収集ダイアログボックスのソースファイルを収集ポップアップメニューから、
適切なオプションを選択します。

未使用のフッテージとプロキシを含むすべてのフッテージファイルを集めます。

プロジェクト内のコンポジションで使用されるすべてのフッ
テージファイルとプロキシを集めます。

プロジェクトパネルで現在選択されているコンポジション
で使用されているすべてのフッテージファイルとプロキシを集めます。

ステータスが「キュー」になっているレンダー
キューパネル内のコンポジションで、直接または間接的に使用されるすべてのフッテージ
ファイルとプロキシを集めます。

ソースフッテージを収集せずに、プロジェクトを新しい位置にコピーします。

3. 必要に応じて、その他のオプションを選択します。

このオプションを選択すると、ファイルとプロキシをコピーせずに
レポートが作成されます。
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プロキシ設定に従う

注意：

プロジェクトの整理

レンダリング出力先を［フォルダー名］フォルダーに変更

「フォルダーの監視」レンダリング使用可能

マシンの最大数

注意：

プロキシを含むコンポジションで、現在のプロキシ設定をコピーす
るかどうかを指定します。このオプションが選択されている場合、コンポジションで使用
されているファイルのみがコピーされます。このオプションが選択されていない場合、プ
ロキシとソースファイルの両方がコピーされるため、収集されたバージョンで後からプロ
キシ設定を変更することができます。

ファイルを収集ダイアログボックスで「キューで待機中のコンポジション用」を
選択すると、プロキシの設定はレンダリングの設定から読み込まれ、コンポジションから
は読み込まれません。

ソースファイルを収集ポップアップメニューで「すべてのコンポジ
ション用」、「選択されたコンポジション用」、「キューで待機中のコンポジション用」
のいずれかを選択すると、収集したファイルから使用されていないフッテージアイテムと
コンポジションがすべて削除されます。

出力モジュール先を変更し、
収集されたファイルフォルダー内の指定されたフォルダーにファイルをレンダリングしま
す。このオプションを使用すると、ほかのコンピューターからそのプロジェクトをレンダ
リングするときに、レンダリング済みのファイルに確実にアクセスできます。出力モ
ジュールでこのフォルダーにファイルをレンダリングするには、レンダリングのステータ
スが有効（キュー、キューしないまたは続行）になっている必要があります。

「ファイルを収集」コマンドを使用して、
指定された監視フォルダーにプロジェクトを保存して、監視フォルダーによるネットワー
ク上のレンダリングを開始します。After Effects には、［プロジェクト名］_RCF.txt とい
うレンダリング制御ファイルも含まれています。このファイルによって、プロジェクトが
レンダリング用に使用可能であることが監視コンピューターに通知されます。これ
で、After Effects とインストール済みレンダリングエンジンは、ネットワーク上で連携し
てプロジェクトをレンダリングすることができます（監視フォルダーを使用したレンダリ
ングを設定するを参照）。

収集したプロジェクトをレンダリングするために割り当てるレンダリン
グエンジンまたは After Effects のライセンスされたコピー数を指定します。このオプショ
ンの下に、複数のコンピューターを使用してレンダリングするプロジェクトのアイテム数
が表示されます。

レンダリングに長時間かかる場合は、「マシンの最大数」の設定が大きすぎる可
能性があります。つまり、すべてのコンピューターでのレンダリングの進行状態を追跡す
るのに必要なネットワークのオーバーヘッドが、実際にフレームをレンダリングする時間
に比べて大きすぎます。最適なコンピューター数は、ネットワーク構成に関する様々な要
因およびコンピューターによって異なります。ネットワークで実際に試してから数を決定
してください。

4. 作成するレポートに独自の情報を追加するには、「コメント」をクリックしてコメントを
入力し、「OK」をクリックします。レポートの最後にコメントが表示されます。

5. 「収集」をクリックします。フォルダーに名前を付けて、収集したファイルの保存場所を
指定します。

ファイルの収集を開始すると、フォルダーが作成され、指定されたファイルがそこにコ
ピーされます。フォルダーの階層は、プロジェクトフォルダーやフッテージアイテムの階
層と同じになります。新規フォルダーには（フッテージ）フォルダーが含まれ、出力フォ
ルダーが含まれる場合もあります（「レンダリング出力先を［フォルダー名］フォルダー
に変更」を選択した場合）。

これらのフォルダー名は、レンダリングエンジンによりプロジェクト用として検索されないように、括弧で囲
まれています。
Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、「ファイルを収集」コマンドと「すべてのフッテージを統
合」コマンドの使用方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。
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ページの先頭へ

注意：

David Torno が、After Effects Scripts の Web サイトで、プロジェクトに関する指定した情報を書き出すスク
リプトを公開しています。

レンダリング出力のファイル名と場所を指定する
以前にレンダリングしたアイテムを検索したり、キューで待機中のレンダーアイテムの出力先をチェック
するには、レンダーキューパネルで「出力モジュール」グループを展開して下線付きのファイルパスをク
リックするか、「出力モジュール」を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
します（Mac OS）。

1 つのレンダーアイテムのファイル名と場所を指定する

ファイル名と出力先フォルダーを手動で入力するには、「出力先」の横に表示されている
下線付きテキストをクリックします。
ファイル名テンプレートを使用してファイル名を指定するには、「出力先」の横にある三
角形をクリックして、メニューからテンプレートを選択します。

カスタムのファイル名設定テンプレートの作成と使用

カスタムテンプレートを使用すると、コンポジションとプロジェクトのプロパティに応じた出力ファイル名を
付けることができます。

ファイル名テンプレートのいずれかを初期設定テンプレートにするには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながら、出力先ポップアップメニューでそのテンプレートを選択しま
す。

1. レンダーキューパネルで、出力先ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

2. 既存のテンプレートを基にして新しいファイル名テンプレートを作成する場合は、プリ
セットポップアップメニューから既存のテンプレートを選択します。

3. 「テンプレート」ボックス内でファイル名設定規則を挿入する場所をクリックし、次のい
ずれかの操作を行います。

プリセットのプロパティをファイル名に追加するには、プロパティを追加ポップアッ
プメニューからプロパティを選択します。
「テンプレート」ボックスにテキストを入力します。

挿入点はプロパティの角かっこ（[ ]）の外に置いてください。

4. 次のいずれかの操作を行います。

ファイル名テンプレートを今後も使用できるようにプリセットとして出力先メニュー
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注意：

ページの先頭へ

注意：

に保存するには、保存ボタン  をクリックします。名前選択ダイアログボックスで、
ファイル名テンプレートの名前を入力し、「OK」をクリックします。
選択したファイル名テンプレートを常に使用する場合は、「デフォルト」を選択しま
す。
選択したファイル名テンプレートを現在の出力モジュールに適用するには、「OK」
をクリックします。

出力ファイル名を自動的に生成する

環境設定で「デフォルトのファイル名とフォルダーを使用」を選択すると、レンダーキューに追加されたすべ
てのコンポジションに一意の出力名が割り当てられます（プレビューの保存により作成されたファイルは例外
で、コンポジション名が使用されます）。このオプションを選択すると、各レンダーアイテムのフォルダー名
が前のレンダーアイテムのフォルダー名と同じになります。これは、パスが変更されるまで変わりません。コ
ンポジションが複数回レンダリングされる場合は、ファイル名に番号が追加されます（composition_name_1
など）。

別のプラットフォームでプロジェクトを使用する場合、またはフォルダー監視を使用してレンダリン
グする場合は、ファイル名に high-ASCII などの拡張文字を使用しないでください。

1. 編集／環境設定／出力設定（Windows）または After Effects／環境設定／出力設定（Mac
OS）を選択します。

2. 「デフォルトのファイル名とフォルダーを使用」を選択します。

テンプレート内のパスのサポート

テンプレートにパスを追加できます。テンプレートで絶対パスを定義できます。例えば、レンダリングした
ファイルを常に E:\Output\[compName].[extension] 内に配置するテンプレートを定義して保存するこ
とができます。After Effects CC 12.2 リリースでの新しいテンプレートについて詳しくは、After Effects CC
12.2 の新機能の「ファイルの名前と場所のテンプレート」セクションを参照してください。

レンダリング設定

レンダリング設定はレンダーアイテムごとに適用されます。レンダリング設定によって、各レンダーアイテム
でのコンポジションのレンダリング方法が決まります。初期設定では、そのレンダーアイテムに対応するコン
ポジションの現在のプロジェクト設定、コンポジション設定およびスイッチ設定に基づいて決まりますが、一
部のレンダリング設定はレンダーアイテムごとに変更することができます。
レンダリング設定は、レンダーアイテムのルートコンポジションおよびネスト化されているすべてのコンポジ
ションに適用されます。

レンダリング設定は、関連付けられているレンダーアイテムの出力にのみ影響します。コンポジショ
ン自体には影響しません。
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注意：

注意：

レンダリング設定

レンダリング設定を変更する

レンダーアイテムのレンダリング設定を変更するには、レンダーキューパネルの「レンダ
リング設定」の横に表示されているレンダリング設定テンプレート名をクリックし、レン
ダリング設定ダイアログボックスで設定を変更します。
選択したレンダーアイテムにレンダリング設定テンプレートを適用するには、レンダー
キューパネルの「レンダリング設定」の横にある三角形をクリックし、メニューからテン
プレートを選択します。カスタムのレンダリング設定テンプレートか、あらかじめ用意さ
れているレンダリング設定テンプレートの中から、テンプレートを選択できます。
最良設定：主に最終出力のレンダリングに使用します。
ドラフト設定：モーションの確認やテストに適しています。
DV 設定：最良設定とほぼ同じですが、フィールドレンダリングが使用でき、「偶数
フィールドから」に設定されています。
マルチマシン設定：最良設定とほぼ同じですが、複数のマシン上でレンダリングを行える
ように「既存ファイルをスキップ」がオンに設定されています。

レンダーアイテムを作成すると、初期設定のレンダリング設定テンプレートが割り当てられます。初
期設定のレンダリング設定テンプレートを変更するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながらメニューからテンプレートを選択します。

レンダリング設定テンプレートを作成、編集、管理する

レンダリング設定テンプレートダイアログボックスでは、以下の作業を行うことができます。レンダリング設
定テンプレートダイアログボックスを開くには、編集／テンプレート／レンダリング設定を選択するか、レン
ダーキューパネルで「レンダリング設定」の横にある三角形をクリックし、「テンプレートを作成」を選択し
ます。

新しいレンダリング設定テンプレートを作成するには、「新規」をクリックし、レンダリ
ング設定を指定して「OK」をクリックします。新しいテンプレート名を入力します。
既存のレンダリング設定テンプレートを編集するには、設定名ポップアップメニューから
テンプレートを選択し、「編集」をクリックしてレンダリング設定を指定します。

既存のテンプレートを変更しても、既にレンダーキューパネルに追加されているレンダーアイテムに
は反映されません。

ムービー、個々のフレーム、プリレンダリングしたムービーまたはプロキシのレンダリン
グ時に使用する初期設定のレンダリング設定テンプレートを指定するには、レンダリング
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ログ

画質

解像度

注意：

ディスクキャッシュ

プロキシを使用

エフェクト

ソロスイッチ

ガイドレイヤー

カラー深度

フレームブレンド

設定テンプレートダイアログボックスの「初期設定」セクションのメニューからテンプ
レートを選択します。
現在読み込まれているすべてのレンダリング設定テンプレートをファイルに保存するに
は、「すべてを保存」をクリックします。
保存されているレンダリング設定テンプレートファイルを読み込むには、「読み込み」を
クリックし、レンダリング設定テンプレートファイルを選択して「開く」をクリックしま
す。

レンダリング設定リファレンス

これらの各設定は、コンポジション設定、プロジェクト設定、レイヤースイッチの設定より優先されます。

レンダリングログファイルに書き込む情報の種類を選択できます。「エラーのみ」を選択すると、レン
ダリング中にエラーが発生した場合にのみファイルが作成されます。「プラス設定」を選択すると、現在のレ
ンダリング設定を示すログファイルが作成されます。「プラスフレーム情報」を選択すると、現在のレンダリ
ング設定と各フレームのレンダリングに関する情報を示すログファイルが作成されます。ログファイルが書き
込まれると、ログファイルのパスが「レンダリング設定」の見出しとログメニューに表示されます。

すべてのレイヤーに適用されます（レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニングを参照）。

レンダリングするコンポジションの解像度を、元のコンポジションのサイズを基準として指定します
（解像度を参照）。

低解像度でレンダリングする場合は、「画質」オプションを「ドラフト」に設定してください。低解
像度のときに再高画質でレンダリングしても、鮮明なイメージを作成できないだけでなく、ドラフト画質での
レンダリングより時間がかかります。

レンダリング中にディスクキャッシュ環境設定を使用するかどうかを指定します。「読
み取り専用」を選択すると、レンダリング時に新規フレームがディスクキャッシュに書き込まれません。「現
在の設定」（初期設定）を選択すると、メディア＆ディスクキャッシュ環境設定で定義したディスクキャッ
シュ設定が使用されます（ディスクキャッシュを参照）。

レンダリング時にプロキシを使用するかどうかを指定します。「現在の設定」を選択する
と、各フッテージアイテムの設定が使用されます（プレースホルダーとプロキシを参照）。

「現在の設定」（初期設定）を選択すると、エフェクトスイッチ  の現在の設定が使用されま
す。「すべてオン」を選択すると、適用されているすべてのエフェクトがレンダリングされます。「すべてオ
フ」を選択すると、エフェクトはレンダリングされません。

「現在の設定」（初期設定）を選択すると、各レイヤーのソロスイッチ  の現在の設定が使用
されます。「すべてオフ」を選択すると、すべてのソロスイッチをオフとみなしてレンダリングされます（レ
イヤーをソロ処理するを参照）。

「現在の設定」を選択すると、最上位のコンポジションのガイドレイヤーがレンダリングさ
れます。「すべてオフ」（初期設定）を選択すると、ガイドレイヤーはレンダリングされません。ネスト化さ
れたコンポジションのガイドレイヤーは常にレンダリングされません（ガイドレイヤーを参照）。

「現在の設定」（初期設定）を選択すると、プロジェクトのビット深度が使用されます（色深度
と広ダイナミックレンジカラーを参照）。

「チェックしたレイヤーをオン」を選択すると、コンポジションの「フレームブレンド使
用可能」の設定に関係なく、フレームブレンドスイッチ  が設定されているレイヤーでのみ、フレームブレ
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フィールドレンダリング

3:2 プルダウン

モーションブラー

周期

フレームレート

既存ファイルをスキップ

注意：

ページの先頭へ

注意：

ンドがレンダリングされます（フレームブレンドを参照）。

レンダリングするコンポジションで使用するフィールドレンダリング方法を指定し
ます。フィルム用またはコンピューター画面表示用にレンダリングする場合は、「オフ」を選択します（イン
ターレースビデオとフィールドの分割を参照）。

3:2 プルダウンのフェーズを指定します（3:2 プルダウンを導入するを参照）。

「現在の設定」を選択すると、レイヤーのモーションブラースイッチ  とコンポジション
のモーションブラー使用可能スイッチの現在の設定が使用されます。「チェックしたレイヤーをオン」を選択
すると、コンポジションのモーションブラー使用可能スイッチの設定に関係なく、モーションブラースイッチ
が設定されているレイヤーでのみ、モーションブラーがレンダリングされます。「すべてのレイヤー解除」を
選択すると、レイヤースイッチやコンポジションスイッチの設定に関係なく、すべてのレイヤーがモーション
ブラーなしでレンダリングされます（モーションブラーを参照）。

コンポジションをレンダリングする範囲を指定します。コンポジション全体をレンダリングするには、
「コンポジションの長さ」を選択します。ワークエリアマーカーで示されている部分だけをレンダリングする
には、「ワークエリアのみ」を選択します。レンダリングする範囲を指定するには、「カスタム」を選択しま
す（ワークエリアを参照）。

ムービーのレンダリング時に使用するサンプリングフレームレートを指定します。「コンポ
のフレームレートを使用」を選択して、コンポジション設定ダイアログボックスで指定したフレームレートを
使用するか、「次のフレームレートを使用」を選択して別のフレームレートを指定します。コンポジションの
実際のフレームレートは変更されません。エンコードされた最終的なムービーのフレームレートは、出力モ
ジュールの設定によって決まります（フレームレートを参照）。

レンダリング済みのフレームに時間を費やすことなく、シーケンスファイルの一部
を再レンダリングすることができます。ファイルのシーケンスをレンダリングする場合、After Effects は、現
在のシーケンスの一部であるファイルを検索し、見つからないフレームを特定して、見つからなかったフレー
ムのみをレンダリングして、それをシーケンス内の適切な位置に挿入します。このオプションを使用して、複
数のコンピューター上で 1 つの静止画シーケンスをレンダリングすることもできます（複数のコンピューター
を使用して静止画シーケンスをレンダリングするを参照）。

現在の静止画シーケンスは、既存の静止画シーケンスと名前が同じで、開始フレーム番号、フレーム
レートおよび周期も一致している必要があります。また、以前レンダリングしたフレームが保存されている
フォルダーにレンダリングする必要があります。

出力モジュールと出力モジュールの設定

出力モジュール設定はレンダーアイテムごとに適用され、レンダリングしたムービーの最終出力方法を指定し
ます。出力モジュール設定では、最終出力のファイル形式、出力カラープロファイル、圧縮オプションなどの
エンコードオプションを設定します。
出力モジュール設定を使用して、レンダリングされたムービーのクロップや伸縮を行うこともできます。この
機能は、1 つのコンポジションから数種類の出力を生成するのに便利です。
出力モジュール設定は、レンダリング設定に従って生成されたレンダリング出力に適用されます。
一部の出力形式では、出力モジュール設定ダイアログボックスで形式を選択したときに追加のダイアログボッ
クスが開きます。このダイアログボックスで、圧縮オプションなどの各形式固有のオプションを設定できま
す。
各レンダーアイテムに複数の出力モジュールを適用できます。これは、1 回のレンダリングで複数のバージョ
ンのムービーを作成する場合に便利な機能です。例えば、ムービーとそのアルファマットの作成を自動化した
り、ムービーを高解像度バージョンと低解像度バージョンで作成したりすることができます。

レンダリングを実行する前に、出力モジュール設定ダイアログボックスの「オーディオ出力」の各設
定が正しく設定されていることを確認してください。オーディオをレンダリングするには、「オーディオ出
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力」を選択する必要があります。コンポジションにオーディオが含まれていない場合は、レンダリングした
ファイルのサイズが必要以上に大きくならないように、「オーディオ出力」は選択しないでください。

複数のレンダーキューアイテムの出力モジュールを同時に設定できます。レンダーキューアイテムを選択し
て、いずれかのアイテムの出力モジュール設定メニューから出力モジュールテンプレートを選択します。
出力モジュールをプロジェクトパネルにドラッグして、完成したムービーまたはプレースホルダーをプロジェ
クトに読み込み、フッテージアイテムとして使用することができます（フッテージアイテムを読み込むを参
照）。
Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、プロキシ、出力モジュールおよび出力モジュールテンプ
レートの使用方法に関するビデオチュートリアルとヒントを公開しています。

出力モジュール設定を変更する

レンダーアイテムの出力モジュール設定を変更するには、レンダーキューパネルで「出力
モジュール」の横に下線付きで表示されている出力モジュール設定テンプレート名をク
リックし、出力モジュール設定ダイアログボックスで設定を変更します。
選択したレンダーアイテムに出力モジュール設定テンプレートを適用するには、レンダー
キューパネルの「出力モジュール」の横にある三角形をクリックし、メニューからテンプ
レートを選択します。
カスタムの出力モジュール設定テンプレートか、あらかじめ用意されている出力モジュー
ル設定テンプレートの中から、テンプレートを選択できます。ビデオ、フィルムまたは
NLE システムに変換するムービーの作成に必要な「ロスレス圧縮」テンプレートなど、
様々なテンプレートが用意されています。

レンダーアイテムを作成すると、初期設定の出力モジュール設定テンプレートが割り当てられます。
初期設定の出力モジュール設定テンプレートを変更するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー
（Mac OS）を押しながらメニューからテンプレートを選択します。

複数の出力モジュールの出力モジュール設定を一度に変更するには、出力モジュールを変更して、出力モ
ジュールテンプレートを選択します。選択したすべての出力モジュールにテンプレートが適用されます。

出力モジュールテンプレートの作成、管理、編集

出力モジュールテンプレートダイアログボックスでは、次の作業を行うことができます。出力モジュールテン
プレートダイアログボックスを開くには、編集／テンプレート／出力モジュールを選択するか、レンダー
キューパネルで「出力モジュール」の横にある三角形をクリックし、メニューから「テンプレートを作成」を
選択します。

新しい出力モジュール設定テンプレートを作成するには、「新規」をクリックし、出力モ
ジュール設定を指定して「OK」をクリックします。新しいテンプレート名を入力しま
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注意：

形式

プロジェクトのリンクを含める

ソースの XMP メタデータを含める

レンダリング後の処理

形式オプション

チャンネル

す。
既存の出力モジュール設定テンプレートを編集するには、設定名ポップアップメニューか
らテンプレートを選択し、「編集」をクリックして出力モジュール設定を指定します。

既存のテンプレートを変更しても、既にレンダーキューパネルに追加されているレンダーアイテムに
は反映されません。

ムービー、個々のフレーム、 プレビュー、プリレンダリングしたムービーまたはプロキシ
の処理時に使用する初期設定の出力モジュール設定テンプレートを指定するには、出力モ
ジュールテンプレートダイアログボックスの「初期設定」セクションのメニューからテン
プレートを選択します。
現在読み込まれているすべての出力モジュールテンプレートをファイルに保存するには、
「すべてを保存」をクリックします。
保存されている出力モジュールテンプレートファイルを読み込むには、「読み込み」をク
リックし、テンプレートファイルを選択して「開く」をクリックします。

出力モジュールをレンダーアイテムに追加および削除する

デフォルト設定の新しい出力モジュールを 1 つのレンダーアイテムに追加するには、レン
ダーアイテムの最後の出力モジュールの「出力先」の左側にあるプラス記号（+）をク
リックします。
出力モジュールをレンダーアイテムから削除するには、最後の出力モジュールの「出力
先」の左側にあるマイナス記号（-）をクリックします。
新しい出力モジュールを選択されたレンダーアイテムに初期設定で追加するには、コンポ
ジション／出力モジュールを追加を選択します。
選択した出力モジュールを複製するには、Ctrl + D キー（Windows）または Command +
D キー（Mac OS）を押します。

出力モジュールの設定

出力モジュール設定ダイアログボックスの「カラーマネジメント」領域でのコントロールの使用について詳し
くは、出力カラープロファイルの割り当てを参照してください。

出力ファイルまたは出力シーケンスファイルの形式を指定します。

After Effects のソースプロジェクトへのリンク情報を出力ファイルに含める
かどうかを指定します。Adobe Premiere Pro などの他のアプリケーションで出力ファイルを開く場合は、
「オリジナルを編集」コマンドを使用して、After Effects でソースプロジェクトを編集できます。

レンダリングするコンポジションのソースとして使用するファイルか
ら、出力ファイルに XMP メタデータを含めるかどうかを指定します。XMP メタデータはソースからファイ
ル、フッテージアイテム、コンポジション、レンダリングされて書き出されたファイルまで、After Effects 全
体を移動できます初期設定では、出力モジュールのどの初期設定テンプレートも「ソースの XMP メタデータ
を含める」は選択されていません。（After Effects からの XMP メタデータの書き出しを参照）。

コンポジションのレンダリング後に After Effects によって実行されるアクションを指
定します（レンダリング後の処理を参照）。

形式固有のオプションを指定するダイアログボックスが開きます。

出力するムービーに含まれる出力チャンネルを指定します。「RGB + アルファ」を選択すると、
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注意：

深度

カラー

開始 #

サイズ変更

クロップ

オーディオ出力

注意：

ムービーにアルファチャンネルが作成されて、「数百万色+」の色深度が使用されます。ただし、アルファ
チャンネルをサポートしていないコーデックもあります。

「数百万色+」、「数兆色+」または「浮動小数点+」の色深度で作成したすべてのファイルには、ア
ルファチャンネルというラベルが付けられ、アルファチャンネルについての情報が格納されます。したがっ
て、After Effects を使用して作成したアイテムを読み込むたびにアルファ変換を指定する必要はありません。

出力するムービーの色深度を指定します。形式によっては、色深度とカラー設定に制限のある場合があ
ります。

アルファチャンネルを使用した色の作成方法を指定します。「合成チャンネル（マットあり）」また
は「ストレート（マットなし）」のいずれかを選択します（アルファチャンネル変換：合成またはストレート
を参照）。

シーケンスの開始フレームの番号を指定します。例えば、このオプションが 38 に設定されていると、
最初のフレームは [ファイル名]_00038 のように命名されます。「コンポのフレーム番号を使用」オプション
を使用すると、ワークエリアの開始フレーム番号がシーケンスの開始フレームに追加されます。

出力するムービーのサイズを指定します。フレームサイズの変更時に既存フレームの縦横比を維
持する場合は、「縦横比を x:x に固定」を選択します。テストレンダリングの場合は「伸縮画質」で「低」を
選択し、最終ムービーを作成する場合は「高」を選択します（ムービーのサイズ縮小とムービーのサイズ拡大
を参照）。

出力ムービーのエッジからピクセルを削除したり、エッジにピクセルを追加したりする場合に使用
します。ムービーの上下左右に追加または削除するピクセルの行数または列数を指定できます。クロップする
には正の値を、ピクセルの行または列を追加するには負の値を使用します。コンポジションパネルまたはレイ
ヤーパネルの選択した領域のみを書き出す場合は、「目標範囲を使用」を選択します（目標範囲（ROI）を参
照）。
ムービーの上部にピクセルを 1 行追加したり、下部からピクセルを 1 行取り除いて、フィールド順序を変
更することができます。

サンプルレート、サンプル深度（8 bit または 16 bit）および再生形式（モノラルまたはステ
レオ）を指定します。出力形式で対応可能なサンプルレートを選択してください。コンピューター上で再生す
る場合は 8 bit を、CD、デジタルオーディオ再生機器、または 16 bit 再生をサポートしているハードウェアを
使用する場合は 16 bit のサンプル深度を選択します。

一部の形式では仕様上、オーディオパラメーターに制限がかかります。これに該当する場合は、出力
モジュール設定ダイアログボックスのオーディオオプションを変更できません。また、一部の形式のオーディ
オオプションは、その形式に応じた書き出し設定ダイアログボックスで設定します。例えば、Windows Media
のオーディオ出力オプションを設定する場合は、出力モジュール設定ダイアログボックスの「形式オプショ
ン」をクリックします。

フレームレートまたはサイズの不一致を通知する警告

一部のフォーマットにはフレームサイズとフレームレートに制約が課せられています。
このように制約のある出力形式を選択した場合、コンポジション、そのレンダリング設定またはその出力モ
ジュール設定がその固定値に一致していなければ、黄色い警告アイコン  と、出力モジュール設定ダイアロ
グボックスの下部に「設定の不一致」というメッセージが表示されます。
警告アイコンをクリックすると、制約を満たすために出力ファイルがどのように変更されるかを示す詳細メッ
セージが表示されます。自動的に出力モジュールが変更されないようにする場合は、コンポジション設定、レ
ンダリング設定、出力モジュール設定に戻って設定内容を変更します。
出力モジュールの制約、フレームレート、サイズおよびピクセル縦横比の不一致について詳しくは、アドビシ
ステムズ社の Web サイトを参照してください。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

画質

キーフレーム単位

フレーム並べ替え

ムービーのエンコードオプションと圧縮オプション

圧縮は、ムービーのサイズを小さくして、ムービーを効率的に保存、送信、再生できるようにするのに不可欠
です。エンコーダーで圧縮して、デコーダーで解凍します。エンコーダーとデコーダーは、一般にコーデッ
クという用語で知られています。すべての状況に最適な 1 つのコーデックまたは一連の設定は存在しません。
例えば、カートゥーンアニメーションの圧縮に最適なコーデックは、通常、ライブアクションビデオの圧縮に
は効率的ではありません。同様に、低速なネットワーク接続経由での再生に最適なコーデックは、通常、制作
ワークフローの中間段階に最適なコーデックではありません。最終出力を念頭に置いた作業の計画について詳
しくは、作業の計画を参照してください。

レンダーキューパネルで、ほとんどのムービー形式をエンコードできます。エンコードには、組み込みバー
ジョンの Adobe Media Encoder が使用されます。レンダーキューパネルでレンダリングと書き出しの操作を
管理すると、組み込みバージョンの Adobe Media Encoder が自動的に呼び出されます。Adobe Media
Encoder は、書き出し設定ダイアログボックスの形でのみ表示されます。このダイアログボックスを使用し
て、エンコードと出力の設定を指定します

After Effects 出力モジュール内で書き出し設定を管理するのに使用する組み込みバージョンの Adobe
Media Encoder には、スタンドアロンのフルバージョンの Adobe Media Encoder アプリケーションに含まれ
ている一部の機能が備わっていません。スタンドアロンのフルバージョンの Adobe Media Encoder アプリ
ケーションについて詳しくは、Adobe Media Encoder ヘルプを参照してください。

ほとんどの出力形式で、形式固有のエンコードと圧縮のオプションを指定できます。通常、書き出す形式を選
択するか、出力モジュール設定ダイアログボックスで「形式オプション」ボタンをクリックしたときに、オプ
ションを示すダイアログボックスが表示されます（出力モジュールと出力モジュールの設定を参照）。

QuickTime（MOV）のエンコーディング設定と圧縮設定
1. レンダーキューパネルで、下線付きの出力モジュール名をクリックします。

2. 形式メニューの「QuickTime」を選択します。

3. 「ビデオ出力」セクションで「形式オプション」をクリックします。

4. QuickTime オプションダイアログボックスで、コーデックを選択し、そのコーデックと必
要性に応じて次のオプションを設定します。

高画質に設定すると画質は良くなりますが、ムービーのファイルサイズは大きくな
ります。

QuickTime 用語としてのキーフレームは、After Effects のタイムライ
ンパネルで設定する、時間の経過に応じた変化を作成するためのキーフレームとは異なる
ものを表しています。QuickTime のキーフレームは、ムービー内に一定間隔で作成される
フレームを指します。圧縮時には、圧縮キーフレームは完全なフレームとして保存されま
す。キーフレーム間にある中間フレームは、前のフレームと比較され、変更されたデータ
のみ保存されます。キーフレームを使用すると、ムービーのサイズが大幅に縮小し、ムー
ビーの編集およびレンダリングに必要なメモリが大幅に増加します。キーフレーム間隔を
短くすると、シークタイムやリバース再生は速くなりますが、ファイルサイズは大幅に大
きくなります。

一部のコーデックでは、保存の効率を上げるために、エンコード対象
のフレームとデコード対象のフレームが順番どおりになっていません。
注意：QuickTime について詳しくは、Apple 社の Web サイトを参照してください。
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ページの先頭へ

注意：

なし

読み込み設定

読み込み＆使用の置き換え

プロキシ設定

5. 「OK」をクリックします。

6. 出力モジュール設定ダイアログボックスでその他の設定を指定します。

レンダリング後の処理

コンポジションがレンダリングされた後の単純なタスクを自動化することができます。
プリレンダリングと合わせて使用するのが一般的で、例えば、コンポジション／プリレンダリングを選択する
と、選択したコンポジションがレンダーキューに追加されるのに加え、「レンダリング後の処理」オプション
が「読み込み＆使用の置き換え」に設定されます。

「レンダリング後の処理」オプションは「出力モジュール」から選択するため、出力モジュールテン
プレートを変更するとレンダリング後の処理も変更されることに注意してください（出力モジュールと出力モ
ジュールの設定を参照）。

1. レンダーキューパネルで「出力モジュール」の横に下線付きで表示されている出力モ
ジュール設定テンプレート名をクリックし、出力モジュール設定ダイアログボックスを開
きます。

2. レンダリング後の処理ポップアップメニューから以下のいずれかを選択します。

レンダリング後の処理は行いません。これが初期設定です。

レンダリングの完了時に、レンダリングされたファイルをフッテージアイ
テムとしてプロジェクトに読み込みます。

レンダリングされたファイルをプロジェクトに読み込み、指
定したアイテムと置き換えます。プロジェクトパネルのアイテムにピックウイップをド
ラッグして、置き換えるアイテムを指定します。
「読み込み＆使用の置き換え」オプションを使用して、一連の従属レンダリングアイ
テムを作成することができます。例えば、監視フォルダーを使い、複数のコンピュー
ターで静止画シーケンスをレンダリングしてから、この静止画シーケンスから 1 つの
ムービーファイルをレンダリングするように設定できます（監視フォルダーとレンダ
リングエンジンを使用したネットワークレンダリングを参照）。

レンダリングしたファイルをプロキシとして設定します。プロジェクトパ
ネルのアイテムにピックウイップをドラッグして、プロキシの設定先を指定できます。
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静止画および静止画シーケンスのレンダリングと書き出し

ページの先頭へ

ページの先頭へ

静止画シーケンをレンダリングして書き出す
コンポジションの 1 つのフレームをレンダリングして書き出す

静止画シーケンをレンダリングして書き出す

ムービーを静止画のシーケンスとしてレンダリングして書き出すことができます。この場合は、ムービーの各
フレームは個別の静止画ファイルとして出力されます。ネットワーク上にある複数のコンピューターを使って
1 つのムービーをレンダリングする場合は、常に静止画シーケンスとして出力されます。静止画シーケンス
は、多くの 3D アニメーションプログラムで使用できます。ビジュアル要素を After Effects から Flash
Professional に変換するには、PNG ファイルのシーケンスにすると便利です。
ムービーをフィルムに変換する場合は、静止画のシーケンスを作成してから、フィルムレコーダーを使用して
フィルムに変換する必要があります。
PSD ファイルのシーケンスを作成すると、Photoshop で簡単に修正、編集できます。その後、静止画シーケ
ンスを After Effects に再度読み込みます。
静止画シーケンスの出力ファイル名は、一定の形式で指定します。ファイル名には、シャープ記号を必ず含
め、それを角かっこで囲みます（[#####]）。各フレームがレンダリングされると、[#####] の部分がシーケ
ンス内のフレーム順序を示す番号で置き換えられます。例えば、mymovie_[#####].tga というファイル名
を指定すると、出力ファイルには mymovie_00001.tga、filmout_00002.tga といった名前が付けられます。
静止画シーケンスには、最高で 32766 個のフレームを含めることができます。

コンポジションの 1 つのフレームをレンダリングして書き出す

コンポジションから 1 つのフレームを書き出し、レイヤー情報を保持した Adobe Photoshop（PSD）ファイ
ルまたはレンダリング済みのイメージのいずれかの形式で保存できます。これにより、Adobe Photoshop で
ファイルを編集したり、Adobe Encore 用にファイルを準備したり、プロキシを作成したり、ポスターやス
トーリーボード用にイメージを書き出すといったことができます。
「Photoshop レイヤー」コマンドでは、After Effects コンポジションの単一フレームのすべてのレイヤーが
Photoshop ファイルに保存されます。ネスト化したコンポジションは、PSD ファイルにレイヤーグループと
して保持されます（最大で 5 レベルまで）。PSD ファイルの色深度は、After Effects プロジェクトと同じに
なります。
Photoshop のレイヤーファイルには、すべてのレイヤーを埋め込んだ（統合された）イメージが含まれます。
この機能によって、Adobe Photoshop レイヤーに対応してしないアプリケーションでも、統合されたイメー
ジが表示されます（レイヤーは無視されます）。
Photoshop でサポートされていない機能を使用しているフレームを Photoshop のレイヤーファイルとして保
存すると、After Effects で表示したフレームと出力結果が異なることがあります。例えば、Photoshop で使用
できない描画モードは、最も類似する描画モードに置き換えられます。ただし、統合されたイメージ
（Photoshop レイヤーに対応していないアプリケーションでのみ表示可能）は、After Effects と同じように表
示されます。コンポジション／フレームを保存／ファイルを選択してフレームをレンダリングし、PSD 形式
に書き出すこともできます。
プロジェクトのカラーマネジメントが無効な場合（プロジェクトの作業用カラースペースを「なし」に設定し
ている場合）、フレームを保存／Photoshop レイヤーを選択して生成した PSD ファイルには、sRGB
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IEC61966-2.1 ICC カラープロファイルが埋め込まれます。プロジェクトのカラーマネジメントが有効な場合
（プロジェクトの作業用カラースペースを「なし」以外に設定している場合）、フレームを保存／Photoshop
レイヤーを選択して生成した PSD ファイルには、プロジェクトの作業用カラースペースに対応するカラープ
ロファイルが埋め込まれます（カラーマネジメントを参照）。

1. 書き出すフレームを選択します。フレームがコンポジションパネルに表示されます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

単一のフレームを書き出すには、コンポジション／フレームを保存／ファイルを選択
します。レンダーキューパネルで適切な設定を行い、「レンダリング」をクリックし
ます。
単一のフレームを Adobe Photoshop のレイヤーファイルとして書き出すには、コン
ポジション／フレームを保存／Photoshop レイヤーを選択します。

フレームを保存／ファイルコマンドの初期設定の出力設定を変更するには、「フレームの初期設定」のレ
ンダリング設定テンプレートの設定を変更します（詳しくは、レンダリング設定テンプレートを作成、編
集、管理するを参照）。

以下も参照してください
レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し
自動レンダリングとネットワークレンダリング
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して書き出し

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

注意：

After Effects プロジェクトを、レンダリングせずに Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出すことが
できます。  

最新バージョンの Adobe After Effects を使用して作成され、Adobe Premiere Pro プロジェクトとし
て保存されたプロジェクトは、最新バージョンの Adobe Premiere Pro で開くことができます。

After Effects プロジェクトから書き出された Adobe Premiere Pro プロジェクトでは、After Effects プロジェ
クトの最初のコンポジションの設定が全シーケンスに適用されます。キーフレーム、エフェクト、その他のプ
ロパティは、After Effects レイヤーを Adobe Premiere Pro シーケンスに貼り付けたときと同様に変換されま
す（After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込みを参照）。

1. ファイル／書き出し／Adobe Premiere Pro プロジェクトを選択します。

2. プロジェクトのファイル名と場所を指定し、「保存」をクリックします。

Adobe Premiere Pro プロジェクトとシーケンスを After Effects に読み込んだり、After Effects と
Premiere Pro 間でコピー＆ペーストしたり、Dynamic Link を使用して After Effects と Premiere Pro 間でデー
タを交換することもできます。

以下も参照してください
Adobe Premiere Pro と After Effects の使用
Dynamic Link と After Effects
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ムービーの変換

ページの先頭へ

注意：

フッテージアイテムのビデオ方式を変換する
プルダウンを使用して DV フッテージを PAL から NTSC に変換する
ムービーのサイズ縮小
ムービーのサイズ拡大
コンポジションの作成とソースフッテージアイテムのレンダリングを同時に実行する
3:2 プルダウンを導入する
フィールドレンダリング順序をテストする

フッテージアイテムのビデオ方式を変換する

After Effects を使って、ある方式のビデオを別の方式に変換できます。ビデオを変換するときは、次の点に注
意してください。

解像度を変更すると、画像の鮮明さが落ちることがあります。特に、標準精細形式から高
精細形式に上げるときによく発生します。
フレームレートを変更するときに、スムーズに補間するために、フレームをブレンドしな
ければならないことがあります。長いフッテージアイテムでは、フレームをブレンドする
と、レンダリングにかなり時間がかかる場合があります。

1. 変換先の形式のプリセットを使用し、変換するフッテージをコンポジションに読み込みま
す。例えば、NTSC を PAL に変換する場合は、PAL の適切なコンポジション設定のプリ
セットを使って NTSC のフッテージアイテムを読み込みます。

2. 変換するフッテージのレイヤーを選択し、レイヤー／トランスフォームを選択し、「コン
ポジションの幅に合わせる」か「コンポジションの高さに合わせる」を選択します。

両方の形式のフレーム縦横比が同じ場合は、どちらのコマンドを選択しても同じ
結果になります。フレーム縦横比が異なる場合（4:3 から 16:9 に変換する場合など）
は、幅と高さのどちらに合わせるかで、画像がクロップされるか、上下に黒い帯が入る
（レターボックス式）かが決まります。

3. 次のいずれかの操作を行います。

フッテージにシーンの切れ目がない場合は、レイヤー／フレームブレンド／ピクセル
モーションを選択します。ピクセルモーションを使用すると、フレームが適切に補間
されますが、レンダリングに時間がかかることがあります。
フッテージにシーンの切れ目がある場合や、レンダリング時間を短くしたい場合は、
レイヤー／フレームブレンド／フレームミックスを選択します。

4. コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。

5. レンダーキューパネルのレンダリング設定メニューから、適切なプリセットを選択しま
す。例えば、DV フッテージを変換する場合は、メニューから「DV 設定」を選択しま
す。

6. レンダーキューパネルで、出力モジュールメニューから適切な出力モジュールプリセット
を選択するか、「カスタム」を選択してカスタム設定を入力します。例えば、DV PAL に
変換する場合は、適切なオーディオサンプリングレートの D1/DV-PAL 出力モジュールプ

872



ページの先頭へ

ページの先頭へ

リセットを選択します。

7. 手順 6 で選択した出力モジュールプリセットをクリックし、「形式オプション」を選択
して他のオプションを設定します。

8. レンダーキューパネルの「出力先」の見出しの右側にあるコントロールを使用して、出力
ファイルの名前と場所を指定します（レンダリング出力のファイル名と場所を指定するを
参照）。

9. 「レンダリング」ボタンをクリックして、ムービーをレンダリングします。

プルダウンを使用して DV フッテージを PAL から NTSC に変換する

After Effects では、3:2 プルダウンを使ってフィルム（24 fps）をビデオ（29.97 fps）に簡単に変更できるの
で、PAL から NTSC への変換は、25 fps の PAL のビデオが 24 fps のフィルムとして動作するように設定す
ることにより行います。このようなフッテージを 29.97 fps に変換するときに、3:2 プルダウンを適用しま
す。この方法は、特に、プログレッシブ（ノンインターレース）の PAL のビデオを変換するのに適していま
す。

1. DV NTSC または DV NTSC ワイドスクリーンプリセットで新しいコンポジションを作成
します。

2. 作成したコンポジションに、DV PAL フッテージを読み込みます。

3. DV PAL フッテージのレイヤーを選択し、レイヤー／トランスフォームを選択し、「コン
ポジションの幅に合わせる」か「コンポジションの高さに合わせる」を選択します。

4. 次のいずれかの操作を行います。

オーディオを同期したままピッチを若干低くする場合は、レイヤー／時間／時間伸縮を選
択し、「伸縮比率」ボックスに 95.904 と入力します。
ピッチをそのままにして同期を外す場合や、オーディオがないクリップの場合は、プ
ロジェクトパネルのフッテージアイテムを右クリック（Windows）するか、Control
キーを押しながらクリック（Mac OS）し、フッテージを変換／メインを選択し、
「次のフレームレートに調整」を選択します。次に、「次のフレームレートに調整」
ボックスに、23.976 と入力します。

5. コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。

6. レンダリング設定メニューから「カスタム」を選択します。

7. レンダリング設定パネルで、出力に必要なフィールド順を選択して「フィールドレンダリ
ング使用可能」を選択します。次に、3:2 プルダウンメニューからオプションのいずれか
を選択して「OK」をクリックします。

8. レンダーキュー出力モジュールメニューから出力の種類（Microsoft DV NTSC 32kHz な
ど）を選択します。

9. レンダーキューパネルの「出力先」の見出しの右側にあるコントロールを使用して、出力
ファイルの名前と場所を指定します（レンダリング出力のファイル名と場所を指定するを
参照）。

10. 「レンダリング」ボタンをクリックして、ムービーをレンダリングします。

ムービーのサイズ縮小

コンポジションから縮小サイズのムービーを作成する方法はいくつかありますが、どの方法でも処理速度と画
質のトレードオフを考える必要があります。
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コンポジションのサイズ変更

注意：

コンポジションのクロップ

注意：

目標範囲へのクロップ

注意：

コンポジションの低解像度でのレンダリング

注意：

ページの先頭へ

新規コンポジションを小さいサイズで作成し、それより大きなサイズのコンポジ
ションをその中にネスト化します。例えば、320 x 240 のコンポジション内に 640 x 480 のコンポジションを
配置します。レイヤー／トランスフォーム／コンポジションに合わせるを選択するか、Ctrl+Alt+F キー
（Windows）または Command+Option+F キー（Mac OS）を押して、ネスト化されたコンポジションを小さ
いコンポジションサイズに合わせ、レイヤー／スイッチ／コラップスを選択してトランスフォームをコラップ
スします。フル画質の解像度および高画質でレンダリングしたコンポジションは、低解像度でレンダリングし
た場合より、きれいな画質になります。

この方法では、高画質の縮小ムービーを作成できますが、ネスト化より時間が
かかります。例えば、640 x 480 のコンポジションを作成してフル画質の解像度でレンダリングする場合は、
出力モジュール設定の「サイズ変更」の値を 50％ に設定して、320 x 240 のムービーを作成することができ
ます。フル画質の解像度でレンダリングしたコンポジションは、「伸縮画質」を「高」に設定すると、非常に
きれいな画質になります。

フィールドレンダリングをオンにしている場合、ムービーの縦サイズは変更しないでください。縦方
向にサイズ変更すると、フィールド順序が乱れてモーションが歪みます。フィールドレンダリングしたムー
ビーの縦サイズを変更する必要がある場合は、クロップするか、コンポジションをネスト化してください。

この方法は、ムービーのサイズを数ピクセル縮小する場合に最適です。出力モ
ジュール設定ダイアログボックスで、「クロップ」のオプションを使用します。クロップ処理ではムービーの
一部を切り取るので、コンポジションの中央に配置されたオブジェクトの場合は、ムービーの両側を均等にク
ロップしないと、中央に配置されているように見えません。

特殊なケースでは、コンポジションの縦横比と一致しない縦横比の出力ムービーを作成するときに、
スケールされずに自動的にクロップされることがあります。例えば、720 x 486 のコンポジションを元に、ピ
クセル縦横比が 0.91 または 1.21 の 720 x 480 のムービーを作成すると、スケールされずにクロップされま
す。

コンポジションフレームの一部のみをレンダリングするには、コンポジションパネル
で目標範囲を定義します。そして、出力モジュール設定ダイアログボックスで「目標範囲を使用」オプション
を選択してからレンダリングします（目標範囲（ROI）を参照）。

フィールドレンダリングするムービーの最上部から奇数分のピクセルをクロップすると、フィールド
順序が反転します。例えば、フィールドレンダリング順序が「奇数フィールドから」に設定されているムー
ビーの最上部からピクセルを 1 行クロップすると、フィールドレンダリング順序は「偶数フィールドから」に
変わります。ムービーの最上部からピクセルをクロップする場合に、元のサイズを維持するには、最下行にピ
クセルを追加する必要があります。走査線が 1 行減っても問題ない場合は、1 回のレンダリングで、異なる
フィールド順序の 2 つのムービーを出力することができます

縮小ムービーは、この方法で最も高速に作成することができま
す。例えば、640 x 480 のコンポジションを作成する場合は、コンポジションの解像度を半分に設定すると、
レンダリングしたコンポジションのサイズを 320 x 240 に縮小することができます。縮小後に、このサイズで
ムービーまたはイメージを作成することができます。低解像度ではイメージの鮮明さが損なわれるので、この方
法は、プレビューまたはドラフト画質のムービー作成に適しています。

低解像度でレンダリングする場合は、コンポジションの画質は「ドラフト」に設定してください。解
像度が低い場合に最高画質でレンダリングしても、鮮明なイメージは作成できない上、ドラフト画質でのレン
ダリングより時間がかかります。

ムービーのサイズ拡大

レンダリングしたコンポジションの出力サイズを大きくするのは、ムービーの画質が低下するため、お勧めで
きません。ムービーを拡大する必要がある場合に高画質を維持するには、常にフル画質の解像度および高画質
でレンダリングされたコンポジションを拡大するようにしてください。次のいずれかの方法を使用します。

874



コンポジションのネスト化

注意：

コンポジションのサイズ変更

注意：

コンポジションのクロップ

注意：

ページの先頭へ

注意：

新規コンポジションを大きなサイズで作成し、それより小さいサイズのコンポジ
ションをその中へネスト化します。例えば、640 x 480 のコンポジション内に 320 x 240 のコンポジションを
配置します。ネスト化された小さいコンポジションのサイズを大きなコンポジションのサイズに合わせ、レイ
ヤー／スイッチ／コラップスを選択してトランスフォームをコラップスします。フル画質の解像度および高画
質でレンダリングしたコンポジションは、ムービーをサイズ変更した場合よりきれいな画質になります。ただ
し、この方法はコンポジションを作成してサイズ変更する方法より時間がかかります。

ドラフトムービーを特定のサイズで作成するには、レンダリングしたコンポジションで「サイズ変
更」オプションと低解像度の両方を使用します。

例えば、320 x 240 のコンポジションを作成してフル画質の解像度でレンダリ
ングする場合は、出力モジュール設定の「サイズ変更」の値を 200％ に設定して、640 x 480 のムービーを作
成することができます。フル画質の解像度でレンダリングしたコンポジションは、適度な画質になります。

フィールドレンダリングをオンにしている場合、ムービーの縦サイズは変更しないでください。縦方
向にサイズ変更すると、フィールド順序が乱れてモーションが歪みます。フィールドレンダリングしたムー
ビーの縦サイズを変更する必要がある場合は、クロップするか、コンポジションをネスト化してください。

ムービーのサイズを数ピクセル拡大するには、出力モジュール設定ダイアログ
ボックスの「クロップ」オプションに負の値を入力します。例えば、ムービーを 2 ピクセル拡大するには、出
力モジュール設定ダイアログボックスの「クロップ」セクションに -2 を入力します。負の値を指定してク
ロップするとムービーの片側だけが拡大されるので、コンポジションの中央に配置されたオブジェクトは、ク
ロップ後は中央に表示されない場合があります。

フィールドレンダリングしたムービーの最上部に奇数分のピクセルを追加すると、フィールド順序が
反転します。例えば、フィールドレンダリング順序が「奇数フィールドから」に設定されているムービーの最
上部からピクセルを 1 行追加すると、フィールドレンダリング順序は「偶数フィールドから」に変わります。
ムービーの最上部にピクセルを追加する場合に、元のサイズを維持するには、最下行でピクセルをクロップす
る必要があります

Adobe Photoshop では、イメージのスケールに使用するリサンプリングを微調整できます。リサンプリン
グを微調整するには、フレームを Photoshop に書き出してイメージサイズを変更してから、After Effects
にもう一度読み込みます。

標準精細形式ソースから高精細形式のイメージを作成するなど、高品質のスケーリングを行うためのプラグイ
ンについては、Toolfarm の Web サイトを参照してください。
複数のコンポジションを同時にスケールするスクリプトについては、AE Enhancers フォーラムを参照してく
ださい。

コンポジションの作成とソースフッテージアイテムのレンダリングを同
時に実行する

ソースフッテージからコンポジションを作成すると同時に、レンダリングを準備することができます。オリジ
ナルのソースフッテージのフレームレートや圧縮方法などを変更して、レンダリングしたバージョンをプロ
ジェクトで使用する場合などに便利です。

1. 1 つまたは複数のフッテージアイテムをプロジェクトパネルからレンダーキューパネルに
ドラッグするか、プロジェクトパネルでフッテージアイテムを選択して次のいずれかの操
作を行います。

コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。
Ctrl+Shift+/ キーまたは Ctrl+M キー（Windows）または Command+Shift+/ キーまた
は Command+M キー（Mac OS）を押します。

一般環境設定（Mac OS）の「システムのショートカットキーを使用」オプショ
ンが有効な場合のショートカットは、Ctrl+Cmd+M です

2. これにより、各ソースフッテージアイテムに対して、新しいアイテムがレンダーキューパ
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ネルに、新規コンポジションがプロジェクトパネルに、それぞれ作成されます。

3. 必要に応じてレンダリング設定を調整し、「レンダリング」をクリックします。

3:2 プルダウンを導入する

テレシネされたビデオに出力する場合やアニメーションをフィルムで撮影されたようにシミュレートする場合
は、3:2 プルダウンを使用します。フィルムからビデオに変換されたフッテージアイテムを After Effects に読
み込むときに 3:2 プルダウンを解除した場合は、3:2 プルダウンを再び使用してビデオへレンダリングし直す
ことができます。3:2 プルダウンは、5 つのフェーズのいずれかで導入することができます（ビデオから 3:2
または 24Pa プルダウンを削除するを参照）。

セグメントを編集して元のビデオフッテージに戻す場合は、3:2 プルダウンが解除されたセグメント
のフェーズを一致させることが重要です。

1. レンダーキューパネルでレンダーアイテムを選択し、「レンダリング設定」の右にある下
線付きのテキストをクリックします。

2. フィールドレンダリングポップアップメニューからフィールド順序を選択します。

3. 3:2 プルダウンポップアップメニューからフェーズを選択します。

4. 必要に応じて他の設定を選択して、「レンダリング」をクリックします。

Chris と Trish Meyer が、Artbeats の Web サイトで、3:2 プルダウンの概要に関する記事を公開しています。

フィールドレンダリング順序をテストする

フィールド分割されたフッテージを含むコンポジションをレンダリングするときは、フィールドレンダリング
オプションを、使用するビデオ機器と同じフィールド順に設定する必要があります。不適切な設定でフィール
ドをレンダリングした場合は、最終ムービーの画像がぎくしゃくしたり、歪んで表示されたりすることがあり
ます。簡単なテストを行って、ビデオ装置に応じたフィールド順序を決定することができます。

フィールド順序は、使用する装置のハードウェアまたはソフトウェアに変更を加えると変わる場合が
あります。例えば、装置制御ソフトウェアまたは VCR をフィールド順序の設定後に変更すると、設定した
フィールド順序が反転する場合があります。したがって、設定を変更した場合は必ず、以下のテストを実行し
てフィールドレンダリング順序を確認してください。

このテストには 15 分程度かかり、同じコンポジションから 2 つのバージョンのムービー（「奇数フィールド
から」でレンダリングしたものと「偶数フィールドから」でレンダリングしたもの）を作成する必要がありま
す。両方のムービーを再生し、どちらが正しく表示されるかを確認します。

1. 簡単なコンポジションを正しいフレームサイズとフレームレートで作成します。コンポジ
ション設定ダイアログボックスで「NTSC」または「PAL」を選択し、3 秒間以上のコン
ポジションを作成します。

2. コンポジション内に、小さな長方形の平面のレイヤーを作成します。このレイヤーの色に
は、コンポジションの背景色とはっきり区別できる色を指定します。この平面に「奇数
フィールドから」などのタイトルを付けると、ムービーを簡単に識別できます。

3. 位置プロパティのキーフレームを使用して、平面に速い動きを適用します。コンポジショ
ンパネルの左上から右下に、1 秒間のキーフレームを設定します。

4. プロジェクトを保存してから、コンポジションをレンダーキューパネルにドラッグしま
す。

5. 下線付きのレンダリング設定名をクリックして、フィールドレンダリングポップアップメ
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ニューから「奇数フィールドから」を選択します。

6. 「OK」をクリックしてから、「レンダリング」をクリックしてムービーを作成します。

7. コンポジションパネルで、コンポジション内の平面の色を変更して、「偶数フィールドか
ら」などの識別しやすいタイトルを付けます。

8. レンダリング設定ダイアログボックスのフィールドレンダリングポップアップメニューか
ら「偶数フィールドから」を選択し、もう一度コンポジションをレンダリングします。

9. 両方のムービーを同じ装置に録画します。

10. 両方のムービーを再生します。

一方のムービーは再生時に歪んだり、水平モーションがジャンプしたり、垂直モーション
中に形が歪んだりしますが、もう一方のムービーは、滑らかに再生され、エッジもはっき
りと表示されます。その組み合わせのハードウェア構成でムービーをレンダリングする場
合は、滑らかに再生されるムービーのフィールド順序を常に使用します。

以下も参照してください
出力モジュールと出力モジュールの設定
レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し
レンダリング設定
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aerender によるレンダリングの自動化
監視フォルダーとレンダリングエンジンを使用したネットワークレンダリング
複数のコンピューターを使用して静止画シーケンスをレンダリングする
セグメントの設定

aerender によるレンダリングの自動化

実行ファイル aerender.exe は、コマンドラインインターフェイスのプログラムです。これを使用すると、
レンダリングを自動化できます。この実行ファイルは、After Effects の基本アプリケーションと同じフォル
ダーに保存されています。このファイルが初期設定で配置される場所：

Windows: \Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files

Mac OS：/Applications/Adobe After Effects CC

aerender アプリケーションを使用して、複数のコンピューターでレンダーファームの一部としてレンダリン
グ処理を行うことができます。または、1 台のコンピューターでバッチ処理の一部として aerender アプリ
ケーションを使用することもできます。
このプログラムを使用するには、コマンドラインまたはバッチスクリプトで、コマンド aerender と入力
し、続いて必要に応じて一連の引数を入力します。シンプルな引数（-reuse など）と、さらに引数を伴う引
数（-project project_path など）があります。

aerender -help というコマンドを入力すると、使用方法が表示されます。

アプリケーションのバージョン番号とビルド番号は、標準出力（stdout）に書き出されます。
レンダリングは、既に実行中の After Effects のインスタンスか、新たに開始するインスタンスによって実行さ
れます。初期設定では、既に実行中のインスタンスがある場合でも、After Effects の新しいインスタンスが開
始されます。現在実行中のインスタンスを使用するには、–reuse  引数を使用します。
次の例では、マルチコンピューターレンダリングにより、project_1.aep にあるコンポジション 1 のフ
レーム 1 ～ 10 が、Photoshop ファイルの番号付きシーケンスにレンダリングされます。

aerender -project c:\projects\project_1.aep -comp "Composition_1" -s 1 -e 10 
-RStemplate "Multi-Machine Settings" -OMtemplate "Multi-Machine Sequence" 
-output c:\output\project_1\frames[####].psd

コンポジション 1 のみを指定のファイルにレンダリングする場合は、次のコマンドを使用します。

aerender -project c:\projects\project_1.aep -comp "Composition_1" -output c :\output\project_1\project_1.avi

プロジェクトファイルのレンダーキューにあるすべてのアイテムを現在の設定でレンダリングするには、次の
コマンドを使用します。

aerender -project c:\projects\project_1.aep
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引数 説明

–help 使用方法のメッセージを出力します。

–version aerender のバージョン番号をコンソールに表示します。
レンダリングは実行されません。

–v verbose_flag verbose_flag には、出力されるメッセージの種類を
指定します。
ERRORS：重度および問題のあるエラーのみが表示され
ます。
ERRORS_AND_PROGRESS：（初期設定）エラーとレンダ
リングの進行状況が表示されます。

–reuse 現在実行中の After Effects のインスタンスがあれば、そ
れをレンダリングに使用します。既に実行中のインスタ
ンスが使用中の場合は、レンダリングが完了すると設定
がディスクに保存されますが、After Effects は終了しま
せん。この引数を使用しない場合は、インスタンスが既
に実行されていても、新しい After Effects のインスタン
スが起動され、レンダリングが完了すると、After
Effects は終了し、設定は保存されません。

–mem_usage
image_cache_percent
max_mem_percent

image_cache_percentでは、レンダリングしたイメー
ジとフッテージをキャッシュに格納するために使用する
メモリの最大のパーセント値を指定しま
す。max_mem_percent は、After Effects で使用できる
メモリの合計パーセント値を指定します。これらの 2 つ
の値は、搭載されている RAM が一定値（n ギガバイ
ト）未満の場合は搭載 RAM に対する割合、それ以外の
場合は n に対する割合を表します。n の値は、32 bit
Windows では 2 GB、64 bit Windows では 4 GB、Mac
OS では 3.5 GB です。

–project project_path project_path には、開くプロジェクトファイルを指
定するパスまたは URI を指定します。この引数を使用し
ないと、現在開いているプロジェクトが使われます。指
定されたプロジェクトがなく、開いているプロジェクト
がない場合は、エラーになります。

–comp comp_name comp_name には、レンダリングするコンポジションを
指定します。対象のコンポジションが既にレンダー
キューに追加されている場合は、そのコンポジションの
最初のインスタンスがレンダリングされます。対象のコ
ンポジションがプロジェクトにあり、レンダーキューに
追加されていない場合、コンポジションがレンダー
キューに追加されてレンダリングされます。この引数を
指定しない場合は、レンダーキュー内のコンポジション
すべてがレンダリングされます。この場合は、–
project、–log、–output、–v、–mem_usage およ
び -close 引数のみが使用され、その他の引数は無視さ
れます。

–s start_frame start_frameに、レンダリングする最初のフレームを
指定します。この引数を指定しない場合は、ファイルの
開始フレームが使用されます。

–e end_frame end_frameに、レンダリングする最後のフレームを指定
します。この引数を指定しない場合は、ファイルの最後
のフレームが使用されます。
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–i increment incrementには、レンダリングするフレームの間隔を指
定します。値を 1 に設定すると（初期設定）、すべての
フレームが通常どおりにレンダリングされます。1 より
大きい値に設定すると、1 つのフレームをレンダリング
してそのフレームをincrement回使用
し、increment個のフレームをとばした次のフレームを
レンダリングします。値が大きいほど、レンダリングは
高速になりますが、モーションの精度は下がります。

–OMtemplate
output_module_template

output_module_templateに、出力モジュールに適用
するテンプレート名を指定します。テンプレートが存在
しない場合、この引数を使用するとエラーになります。
この引数を指定しない場合は、出力モジュール用に定義
済みのテンプレートが使用されます。

–RStemplate render_sett
ings_template

render_sett ings_templateには、レンダーアイテ
ムに適用するテンプレート名を指定します。テンプレー
トが存在しない場合、この引数を使用するとエラーにな
ります。この引数を指定しない場合は、このアイテム用
に定義済みのテンプレートが使用されます。

–output output_path output_pathには、最終出力ファイルを出力するファ
イルパスまたは URI を指定します。この引数を指定しな
いと、プロジェクトファイルで定義されているパスに出
力されます。

–log log_file_path log_file_pathには、ログファイルのパスまたは URI
を指定します。この引数を指定しないと、標準出力
（stdout）に出力されます。

–sound sound_flag sound_flagに ON と指定すると、レンダリングが完了
したときに音声が再生されます。初期設定は OFF です。

–close close_flag レンダリングの完了時にプロジェクトを閉じるかどう
か、また、変更内容を保存するかどうかを指定します。
DO_NOT_SAVE_CHANGES：（初期設定）変更内容を保存
せずにプロジェクトを閉じます。
SAVE_CHANGES：変更内容を保存してから、プロジェク
トを閉じます。
DO_NOT_CLOSE：既に実行中の After Effects インスタン
ス使われた場合は、プロジェクトが開いたままになりま
す。After Effects の新しいインスタンスが起動した場合
は、レンダリング完了後に終了します。

-rqindex
index_in_render_queue

-rqindex は -comp とほぼ同じように動作しますが、
コンポジションから自動的にレンダーアイテムは作成さ
れません。

-mp システム構成および環境設定に応じて、複数のフレーム
を同時にレンダリングする追加プロセスが作成されるこ
とがあります（メモリとマルチプロセッサーの環境設定
を参照）。

-
continueOnMissingFootage

ソースフッテージアイテムがなくても、レンダリング操
作は続行します。

Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、レンダーキュー内のレンダリング可能なアイテムを
取得および送信し、aerender を使用してバックグラウンドでレンダリングを実行するスクリプトを公開して
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います。

監視フォルダーとレンダリングエンジンを使用したネットワークレンダ
リング

ネットワークに接続された複数のコンピューターを使って、プロジェクト内の複数のコンポジションをレンダ
リングすることで、レンダリング時間を短縮できます。このためには、プロジェクトとソースファイルをネッ
トワーク上のフォルダーにコピーしてから、プロジェクトをレンダリングします（1 つのコンポジションをレ
ンダリングするのに使用する複数のコンピューターのネットワークのことをレンダーファームといいま
す）。After Effects のレンダリング専用バージョン（レンダリングエンジン）と連携動作するように設定でき
ます。
レンダリングエンジンのインストール手順は、フルバージョンの After Effects と同様です。レンダリングエン
ジンを実行するには、Adobe After Effects CC フォルダーの Adobe After Effects Render Engine エンジン
ショートカットを使用します。（セットアップとインストールを参照）。
After Effects CS5.5 では、ライセンス上の問題からレンダリング専用マシン（レンダリング会社など）ではシ
リアライズする必要がありました。After Effects CS6 以降では、aerender を実行したり、非ロイヤリティベ
アリングモードでフォルダーの監視を使用したりすることができるようになったため、シリアライズは必要あ
りません。
非ロイヤリティベアリングモードを有効にするには、ae_render_only_node.txt という名前の空のファイルを
ユーザーのアカウントの種類に応じて次のいずれかの場所に配置します。��

1. After Effects をレンダリング専用マシンにインストールします。

2. ae_render_only_node.txt という名前の空のファイルをユーザーのアカウントの種
類に応じて次のいずれかの場所に配置します。

Mac での場所：
/Users/<username>/Documents/

/Users/Shared/Adobe/

Windows での場所：
C:\Users\<username>\Documents

C:\Users\Public\Documents\Adobe

1 つの監視フォルダーと複数のレンダリングエンジンを使用して 1 つのムービーファイルを同時にレンダリン
グすることはできませんが、1 つのムービーを静止画ファイルのシーケンスとしてレンダリングすることはで
きます。レンダリング後に、これらの静止画ファイルからムービーを作成できます（レンダリング後の処理を
参照）。
複数のコンピューター上のレンダリングエンジンが 1 つの監視フォルダーを監視する場合は、複数のレンダリ
ングエンジンが協調して動作し、効率良くレンダリングを行います。キューされているレンダーアイテムの
「レンダリング設定」オプションで「既存ファイルをスキップ（複数のシステム上でのレンダリングを可能に
する）」が選択されている場合、すべてのレンダリングエンジンが同時に 1 つのレンダーアイテムを処理しま
す。各フレームは単一のレンダリングエンジンによって処理され、一度処理されたフレームが別のレンダリン
グエンジンによって処理されることはありません。このオプションが選択されていない場合は、各レンダーア
イテムに単一のレンダリングエンジンが割り当てられます。

After Effects のフルバージョンがインストールされたコンピューター（A）から、プロジェクトとすべての
ソースファイルをサーバーのフォルダー（B）に保存します。レンダリングエンジンがインストールされたコ
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ンピューター（C）は、そのプロジェクトを開き、サーバーの指定出力フォルダー（D）に静止フレームシー
ケンスをレンダリングします。

ネットワーク使用における注意事項

複数のコンピューターからレンダリングする場合は、以下の点に注意してください。

すべてのコンピューターから正確に特定できるよう、フォルダーは可能な限り絶対パスで
指定してください。絶対パスでフォルダーを指定した場合、場合によっては、すべてのコ
ンピューターでネットワークドライブを同じドライブ文字に割り当てる必要があります
（H:¥renders¥watch¥ など）。相対パスは使用しないでください（¥¥renders¥watch な
ど）。
監視フォルダーを監視する Mac OS コンピューターが複数ある場合は、異なる名前を付け
てください。コンピューターの初期設定の名前は通常は同じなので、初期設定の名前とは
別の名前に変更する必要があります。
各サーバーとクライアント（監視フォルダーを監視するコンピューター）のハードドライ
ブには、異なる名前を付けてください。
監視フォルダーサーバー上では、After Effects を監視フォルダーモードで実行しないでく
ださい。監視フォルダーには専用のサーバーを用意し、すべてのレンダリングエンジンか
らアクセスできるようにします。
ボリュームのルートまたは別のコンピューターからルートに見える共有フォルダーでは、
レンダリング出力または監視フォルダーモードの開始を実行しないでください。代わりに
サブフォルダーを指定します。また、ファイル名に high-ASCII などの拡張文字およびス
ラッシュを使用しないでください。After Effects には、複数のコンピューターによるレン
ダリング時に使用可能な「Multi-machine」サンプルテンプレートが付属しています。

Windows、Mac OS、Novell、UNIX など、異なるネットワークシステムやオペレーティングシステムから
構成されるネットワークでレンダリングを行う場合、レンダリングを実行するボリュームおよびレンダリ
ング出力先ボリュームで使用可能なファイル命名規則に従って出力ファイル名を指定してください。

プロジェクトにおける注意事項

プロジェクトで使用するフォント、エフェクト、エンコーダー（圧縮方法）はすべて、監視を行う全コン
ピューターにインストールしておいてください。必要なフォント、エフェクト、エンコーダーがインストール
されていないと、レンダリングでエラーが発生します。
コンピューターに After Effects レンダリングエンジンをインストールすると、After Effects に含まれているす
べてのプラグインがそのマシンに読み込まれます。コンポジションで他のメーカのプラグインを使用する場合
は、そのコンポジションをレンダリングするすべてのコンピューターにプラグインをインストールする必要が
あります。ただし、ネットワークレンダリングへの対応はプラグインメーカによって異なります。サードパー
ティ製プラグインで作成したエフェクトをネットワークレンダリングするように設定する前に、プラグインの
マニュアルを参照するか、プラグインの製造元もしくは販売代理店に以下の点を問い合わせてください。

プラグインのライセンス契約では、ネットワークレンダリングを目的としてプラグインの
コピーを複数インストールすることが許可されるか。
ネットワークレンダリングでプラグインを使用する場合に適用される制限事項や注意点は
あるか。

ファイル収集フォルダーについての注意事項

ファイル／ファイルを収集を選択すると、プロジェクトに関連するファイルが 1 つのフォルダーにコピーされ
ます。プロジェクトファイルとレンダリング制御ファイル（RCF）に加え、ファイルを収集ダイアログボック
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スでの設定に従ってその他のファイルがコピーされます。サーバー以外のコンピューターにファイル収集フォ
ルダーを保存する場合は、そのコンピューターでレンダリングエンジンを実行しないでください。ファイル収
集フォルダーは、ローカルディスク、ディスクのルート（Windows の場合は C:、Mac OS の場合は
Macintsoh HD）または共有フォルダーに保存しないでください。これらの保存先は、レンダリングエンジン
ごとに異なる場所を意味する可能性があります。すべてのレンダリングエンジン上で同じパスで表すことので
きるフォルダーを使用します。

収集されたファイルが監視フォルダーに表示されると、監視レンダリングエンジンすべてが自動的にレン
ダリングを開始します。「ファイルを収集」コマンドを使用してコンポジションとそのソースフッテージ
を指定の場所に格納し、後で監視フォルダーのレンダリングプロセスを開始することもできます。この場
合、プロジェクトは、指定場所に保存された順序ではなく、アルファベット順にレンダリングされます。

監視フォルダーレンダリングの従属性をトラッキングする

レンダリング後の処理メニューを使用すると、ネットワークレンダリングを行う場合にレンダリングの従属性
をトラッキングすることができます。これらのオプションを使用することにより、レンダリングの必要がある
すべてのアイテムについて、レンダリングが可能かどうか、およびレンダリングの準備ができているかどうか
が確認されます。例えば、あるレンダーアイテムが別のレンダーアイテムに従属している場合に、最初のレン
ダーアイテムのレンダリングが完了していない場合またはエラーが発生した場合、2 番目のレンダーアイテム
のレンダリングは開始されません。
このプロセスは、監視フォルダーレンダリングから単一の QuickTime または AVI ムービーをレンダリングす
る場合に使用できます。この場合、ムービーは実際には 1 台のコンピューター上に作成されます。

複数のコンピューターで処理される監視フォルダーが既に作成されていることが前提条件となりま
す。

1. レンダーキューパネルの出力モジュールをプロジェクトパネルにドラッグします。これに
より、そのアイテムを出力するためのプレースホルダーが作成されます。

2. プレースホルダーをドラッグしてレンダーキューパネルに戻します。

3. プレースホルダーに対して、適切なレンダリング設定および出力モジュール設定を行い、
「レンダリング」ボタンをクリックします。

監視フォルダーモードで起動する

監視フォルダーモードは、ローカルコンピューター上のフォルダーからのレンダリングにのみ適用されます。

After Effects を自動的に監視フォルダーモードで起動するには、Watch This Folder.aep と
いうファイル名でプロジェクトを保存します。そのプロジェクトを開くと、そのプロジェ
クトが入っているフォルダーが監視されます。
コンピューターの起動時に監視フォルダーモードで After Effects を起動するには、Watch
This Folder.aep プロジェクトへのショートカット（Windows）またはエイリアス（Mac
OS）を作成し、スタートアップフォルダー（Windows）または起動項目フォルダー
（Mac OS）に作成したショートカットまたはエイリアスを移動します。そのプロジェク
トを開くと、そのプロジェクトが入っているフォルダーが監視されます。
（Windows のみ）コマンドラインから After Effects を監視フォルダーモードで起動する
には、スタート／ファイル名を指定して実行を選択し、 "C:\Program Files\Adobe\Adobe
After Effects CC\Support Files\afterfx.exe" -wf C:\[temp] と入力します（アプリケーション
のパスおよび C:¥[temp] を、それぞれ After Effects がインストールされている正確な
フォルダー名と監視フォルダーのパスで置き換えてください）。

フルバージョンの After Effects ではなく、After Effects のレンダリングエンジンを起動するには、-re オプ
ションを指定します。

コマンドラインを使用すると、バッチファイルを処理することもできます。
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複数のコンピューターを使用して静止画シーケンスをレンダリングする

複数のコンピューターと After Effects の複数のコピーを使用して、ネットワークを通じてコンポジションをレ
ンダリングできます。複数のコンピューターを使って静止画シーケンスをレンダリングすることはできます
が、1 つのムービーをレンダリングすることはできません。
複数のコンピューター上の After Effects で静止画シーケンスをレンダリングすると、レンダリングはほぼ同時
に開始されます。既存のフレームまたは処理中のフレームをスキップするように各 After Effects で指定する
と、複数のコンピューターでプロジェクトを同時にレンダリングして、静止画シーケンスを 1 つのフォルダー
に書き込むことができます。
レンダリングには任意の数のコンピューターを使用できます。一般に、コンピューター数が多くなると、レン
ダリングの速度も上がります。ただし、通信量の多いネットワークで多くのコンピューターを使用すると、
ネットワークトラフィックの増加によって全体の処理速度が低下する場合があります。レンダーキューパネル
の「現在のレンダリング」で圧縮と書き込み中ステージの所要時間を確認することにより、ネットワークの処
理速度の低下を検知することができます。

アドビシステムズ社では、一般的なネットワーク構築に関するテクニカルサポートは行っておりませ
ん。ネットワーク管理者にお問い合わせください。

Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、複数のコンピューターで静止画シーケンスをレン
ダリングする手順をビデオチュートリアルで説明しています。

1. プロジェクトをレンダリングする各コンピューターに、After Effects をインストールしま
す。各コンピューターに同じフォントがインストールされていることを確認してくださ
い。

プラグインはネットワークで共有しないでください。After Effects を実行してい
る各コンピューターに、プラグインフォルダーがあることを確認してください。サード
パーティ製プラグインを使用する場合も、すべてのコンピューターにプラグインがインス
トールされていること、および必要な数だけのライセンスがあることを確認してくださ
い。

2. いずれかのコンピューターでプロジェクトを開いてコンポジションを選択し、コンポジ
ション／ レンダーキューに追加を選択します。

3. レンダーキューパネルで、下線付きの出力モジュール名をクリックしてシーケンスの形式
を指定し、「出力先」でフォルダーを指定します。このフォルダーは、レンダリングを行
う全コンピューターからアクセス可能である必要があります。

4. レンダーキューパネルで、下線付きのレンダリング設定をクリックし、「既存ファイルを
スキップ（複数のシステム上でのレンダリングを可能にする）」を選択します。これは、
複数のコンピューターが同じフレームをレンダリングしないようにするためのオプション
です。「既存ファイルをスキップ」を使用する場合は、1 つのレンダリングアイテムに対
して複数の出力モジュールを使用しないでください。

5. プロジェクトを、手順 2 でプロジェクトを開いたコンピューター上に保存します。

6. レンダリングを行う各コンピューターで、このプロジェクトを開いて保存します。プロ
ジェクトを保存すると、以降の手順で使用される各コンピューターの新しい相対パスが確
実に登録されます。

7. ネットワークでサイズの大きなファイルの高速転送をサポートしている場合を除き、プロ
ジェクトファイルとすべてのソースフッテージを、各レンダリングコンピューターにコ
ピーします。

8. 各コンピューターでレンダーキューパネルを開き、「レンダリング」ボタンをクリックし
ます。各コンピューターのレンダリングを同時に開始する必要はありませんが、作業量を
等しくするには、ほぼ同時に開始してください。1 つのフレームのレンダリングが終了す
ると、次にレンダリングする未処理フレームが検索されて、レンダリングが再開されま
す。

9. どのコンピューターも、いつでも停止または開始することができます。ただし、コン
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ピューターを停止した後再開しないと、そのコンピューターがレンダリング中だったフ
レームの処理が完了しない場合があります。レンダリング中のコンピューターを停止した
場合は、その後にいずれかのコンピューターを開始して、シーケンス内のすべてのフレー
ムを確実にレンダリングするようにしてください。

セグメントの設定

セグメントの設定は、環境設定の「出力設定」で行います。

編集／環境設定／出力設定（Windows）または After Effects／環境設定／出力設定（Mac OS）を選択しま
す。

After Effects では、シーケンスやムービーファイルを、指定したファイルの数やファイル サイズに基づいて複
数のセグメントに分けてレンダリングすることができます。この機能は、650 MB の CD-ROM など、サイズ
が限られている媒体でムービーを用意する場合に便利です。「映像のみのムービーファイルを [n] MB でセグ
メント」に、出力ファイルの最大サイズをメガバイトで指定します。「シーケンスを [ファイル数] ファイルで
セグメント」に、各フォルダーに出力する静止画ファイルの最大数を指定します。
ハードディスクフォーマットの制限を超えたサイズでムービーを書き出す場合は、「映像のみのムービーファ
イルを [n] MB でセグメント」に制限値より小さい値を設定します。Windows 用にフォーマットされたディス
クは、FAT、FAT32、または NTFS 方式でフォーマットできます。FAT 方式の最大ファイルサイズは 2 GB
で、FAT32 方式の場合は 4 GB です。NTFS のファイルの最大サイズは非常に大きいため（約 16 テラバイ
ト）、1 つのムービーで最大値に達することはほとんどありません。
オーディオが入っていないムービーのみをセグメント化できます。出力モジュールにオーディオが含まれてい
る場合、そのアイテムに指定した「映像のみのムービーファイルを [n] MB でセグメント」環境設定は無視さ
れます。
レンダリング設定で「既存ファイルをスキップ」を選択したレンダリングアイテムについては、「シーケンス
を [ファイル数] ファイルでセグメント」の指定は無視されます（レンダリング設定リファレンスを参照）。

セグメント化したムービーを C:¥ のようなルートディレクトリに、レンダリングして書き出すことは
できません。セグメント化したムービーをレンダリングし書き出すには、ルートディレクトリ以外の出力ディ
レクトリを選択します（レンダリング出力のファイル名と場所を指定するを参照）。

以下も参照してください
レンダリングと書き出しの基本
レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し
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GoPro CineForm コーデックについて
GoPro CineForm コーデックの設定
Adobe Media Encoder の GoPro CineForm 設定

GoPro CineForm コーデックについて

GoPro CineForm コーデックはクロスプラットフォームの中間コーデックで、HD または高解像度のメディア
を使用するフィルムやテレビのワークフローで一般的に使用されています。
最新バージョンの After Effects CC および Adobe Media Encoder CC では、GoPro CineForm コーデックを使
用して、QuickTime ファイル（.mov）をネイティブにデコードおよびエンコードすることができます。その
ため、QuickTime ファイルを作成したり使用したりするために、追加のコーデックをインストールする必要が
ありません。

GoPro CineForm コーデックの設定

GoPro CineForm コーデックを使用する場合に出力を調整するために使用できる、5 つの圧縮品質設定と 2 つ
のピクセル形式設定があります。After Effects プロジェクトを GoPro CineForm コーデックで書き出すには、
次の操作を行います。

1. レンダーキューでプロジェクトを選択し、「出力モジュール設定」をクリックします。

2. 形式ドロップダウンリストで出力形式として QuickTime を選択し、「形式オプション」
をクリックします。
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3. QuickTime オプションダイアログボックスで、ビデオコーデックとして「GoPro
CineForm」を選択します。「基本ビデオ設定」の下の画質スライダーを使用して、圧縮
設定を調整します。スライダーは 1 ～ 5 の範囲内で移動でき、1 は「低」設定用、5 は
「フィルムスキャン 2」設定用です。デフォルト値は 4（フィルムスキャン）です。

1. 低
2. 中
3. 高
4. フィルムスキャン
5. フィルムスキャン 2

この設定について詳しくは、CineForm の Web サイトの CineForm の画質設定につい
ての記事を参照してください。

4. GoPro CineForm コーデックでは、10 ビット/チャンネルでの YUV 4:2:2、または 12
ビット/チャンネルでの RGBA 4:4:4:4 でピクセルをエンコードできます。
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エンコードされるピクセル形式は、出力モジュール設定ダイアログボックスで選択する色
深度とアルファチャンネルの設定に基づきます。設定できるチャンネル設定は RGB、ア
ルファ、および RGB + アルファの 3 つです。

10bpc YUV をエンコードするには、「チャンネル」を「RGB」または「アルファ」
に設定します。この場合、「深度」は「数百万色」のみに設定できます。
12bpc RGBA をエンコードするには、「チャンネル」を「RGB + アルファ」に設定
します。この場合、「深度」は「数百万色＋」または「数兆色+」に設定できます。

After Effects では「プロジェクト」および「レンダリング設定」で指定した色深
度でコンポジションをレンダリングし、GoPro CineForm エンコーダーでは必要に応じ
て、フレームを 10 ビット YUV または 12 bpc RGBA に再サンプリングします。

5. レンダリングパネルで「レンダリング」をクリックすると、GoPro CineForm 設定でプロ
ジェクトのレンダリングが開始されます。

Adobe Media Encoder の GoPro CineForm 設定

Adobe Media Encoder で GoPro CineForm エンコーダーを使用して QuickTime 形式に出力する場合、書き出
し設定ダイアログボックスで使用できるプリセットが 3 つあります。

1. 最大深度でのアルファ付き GoPro CineForm RGB 12 ビット
2. アルファ付き GoPro CineForm RGB 12 ビット
3. GoPro CineForm YUV 10 ビット

使用されているシーン、「最大ビット深度」オプションが有効になっているかどうかに応じて、フ
レームが Adobe Media Encoder より高い、または低い画質でレンダリングされる可能性があります。GoPro
CineForm エンコーダーでは、必要に応じてフレームが 10 bpc YUV または 12 bpc RGBA に再サンプリング
されます。
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その他の検討事項

フレームレートや縦横比などの基本的な各ビデオ設定の横にあるチェックボックスをオフ
にすると、これらの設定を編集できます。GoPro 2.7K のようにサポートされていないサ
イズの場合は、解像度の設定を変更して 1080、2K、または 4K にダウンスケールする
か、または 6K にアップスケールします。
フレームサイズの制限により、ビット深度に関係なく、フレームの幅のサイズは 16 の倍
数、フレームのサイズは 8 の倍数にする必要があります。例えば、GoPro 2.7 のフレーム
サイズが 2704x1524 の場合、幅が 1524 であるために部分的なフレームサイズが 95.25
になるため、現在はサポートされていません。

以下も参照してください
Premiere Pro での CineForm コーデックのサポート
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必要システム構成 | After Effects

ページの先頭へ

対象範囲
After Effects CC（2015）の必要システム構成

Windows
Mac OS

After Effects CC（2014）の必要システム構成と言語バージョン
Windows
Mac OS
レイトレース 3D レンダラー用のサポートされる GPU
各国語バージョン

After Effects CC の必要システム構成
Windows
Mac OS

After Effects CS6 の必要システム構成
Windows
Mac OS
Adobe After Effects CS6 でサポートされるNVIDIA GPU

After Effects CS5.5 の必要システム構成
Windows
Mac OS

After Effects CS5 の必要システム構成
Windows
Mac OS

After Effects CS4 の必要システム構成
Windows
Mac OS

After Effects CC（2015）の必要システム構成

Windows

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Microsoft Windows 7（Service Pack 1）日本語版、Windows 8 日本語版、Windows 8.1 日
本語版または Windows 10 日本語版
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
5 GB のハードディスク空き容量。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要
（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不
可）
ディスクキャッシュ用の追加のディスク容量（10 GB を推奨）
1280 x 1080 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア

891



ページの先頭へ

オプション：レイトレース 3DレンダラーのGPU高速処理を利用する場合、アドビ認定の
GPU カード
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

Mac OS

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X バージョン 10.9、10.10 または 10.11 日本語版
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
インストールするには 6 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
ディスクキャッシュ用の追加のディスク容量（10 GB を推奨）
1440 x 900 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：レイトレース 3DレンダラーのGPU高速処理を利用する場合、アドビ認定の
GPU カード
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*
Mac OS X v10.11 日本語版で After Effects の様々なバージョンをテストした結果、いく
つかの例外はありますが、このオペレーティングシステムで動作することが確認されまし
た。詳細については、こちらの After Effects のブログページをご覧ください。

*ユーザーへの通知：ライセンス認証を行ってこの製品の使用を開始するには、インターネットへの接
続、Adobe ID、使用許諾契約への同意が必要になる場合があります。本製品は、アドビまたはサードパーティ
のオンラインサービスへの連携またはアクセスが可能な場合があります。アドビのサービスは 13 歳以上の
ユーザーに対してのみ提供され、追加の利用条件とアドビのプライバシーポリシー
（http://www.adobe.com/jp/legal.html を参照）への同意が必要です。これらのアプリケーションとサービス
は、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、予告なく変更または中
止となることがあります。追加料金またはメンバーシップ料金が適用されることがあります。

After Effects CC（2014）の必要システム構成と言語バージョン

Windows

Intel Core2 Duo または AMD Phenom II 以上、64 ビット対応CPU
Microsoft Windows 7 Service Pack 1日本語版、Windows 8または Windows 8.1 日本語版
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
5 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
ディスクキャッシュ用に追加のディスク容量（10 GB 以上を推奨）
1280 x 1080 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：レイトレース 3DレンダラーのGPU高速処理を利用する場合、アドビ認定の
GPU カード
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必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

Mac OS

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X v10.8、v10.9 または v10.10
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
インストールするには 5 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
ディスクキャッシュ用に追加のディスク容量（10 GB 以上を推奨）
1440 x 900 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：レイトレース 3DレンダラーのGPU高速処理を利用する場合、アドビ認定の
GPU カード
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証およびオンラインサー
ビスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

レイトレース 3D レンダラー用のサポートされる GPU

Windows CUDA

GeForce GTX 285
GeForce GTX 470
GeForce GTX 570
GeForce GTX 580
GeForce GTX 590
GeForce GTX 670
GeForce GTX 675MX
GeForce GTX 680
GeForce GTX 680MX
GeForce GTX 690
GeForce GTX 760
GeForce GTX 770
GeForce GTX 780
GeForce GTX TITAN
GeForce GT 650M

Quadro CX
Quadro FX 3700M
Quadro FX 3800
Quadro FX 3800M
Quadro FX 4800
Quadro FX 5800
Quadro 2000
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ドイツ語
英語
スペイン語

ポルトガル語（ブラジル）
ロシア語
日本語

Quadro 2000D
Quadro 2000M
Quadro 3000M
Quadro 4000
Quadro 4000M
Quadro 5000
Quadro 5000M
Quadro 5010M
Quadro 6000
Quadro K2000
Quadro K2100M
Quadro K3000M
Quadro K3100M
Quadro K4000
Quadro K4000M
Quadro K4100M
Quadro K5000
Quadro K5000M
Quadro K5100M
Quadro K6000
Tesla C2075

 

Mac OS

GeForce GTX 285
GeForce GTX 675MX
GeForce GTX 680
GeForce GTX 680MX
GeForce GT 650M
Quadro CX
Quadro FX 4800
Quadro 4000
Quadro K5000

* ユーザーへの注意：本製品をアクティベートして使用するには、インターネット接続、Adobe ID、および使
用許諾条件への同意が必要です。本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービスへの連携また
はアクセスが可能な場合があります。アドビ サービスは 13 歳以上のユーザーのみが利用でき、追加の利用条
件およびアドビのプライバシーポリシーを承諾する必要があります。これらのアプリケーションとサービス
は、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、予告なく変更または中
止となることがあります。追加料金またはメンバーシップ料金が適用されることがあります。

各国語バージョン

Adobe After Effects CC は次の言語でご利用いただけます。
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フランス語
イタリア語

韓国語

ページの先頭へ

ページの先頭へ

After Effects CC の必要システム構成

Windows

Intel® Core™2 Duo または AMD Phenom® II プロセッサー、64 ビットのサポートが必要
Windows 7（Service Pack 1）日本語版、Windows 8 日本語版、Windows 8.1 日本語版
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
5 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
ディスクキャッシュ用の追加のディスク容量（10 GB を推奨）
1280 x 900 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 対応の 3D レンダラ―を利用するには、VRAM 1 GB 以上を搭載したグ
ラフィックカードが必要（以下の一覧を参照）
必要なソフトウェアのライセンス認証、メンバーシップの検証およびオンラインサービス
の利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

Mac OS

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X v10.7.4、v10.8、または Mac OS X v10.9
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
インストールするには 5 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
ディスクキャッシュ用の追加のディスク容量（10 GB を推奨）
1440 x 900 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 対応の 3D レンダラ―を利用するには、VRAM 1 GB 以上および CUDA
5.0 を搭載したグラフィックカードが必要（以下の一覧を参照）
必要なソフトウェアのライセンス認証、メンバーシップの検証およびオンラインサービス
の利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

* 本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービス（以下「オンラインサービス」という）に連
携またはアクセスできる場合があります。Adobe® Creative Cloud™ を含むアドビのオンラインサービス
は、13 歳以上のユーザーのみを対象としており、その使用には追加の利用条件およびアドビのプライバシー
ポリシーに同意していただく必要があります。これらのアプリケーションとオンラインサービスは、国や言語
によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、予告なく変更または中止となること
もあります。追加料金またはメンバーシップ料金が適用されることがあります。
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After Effects CS6 の必要システム構成

Windows

Intel® Core™2 Duo または AMD Phenom® II プロセッサー、64 ビットのサポートが必要
Microsoft® Windows® 7（Service Pack 1） 日本語版、Windows 8 日本語版および
Windows 8.1 日本語版。Windows 8 日本語版のサポートについては、CS6 FAQ を参照し
てください*
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
3 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容
量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインス
トール不可）
ディスクキャッシュ用に追加のディスク容量（10 GB 以上を推奨）
1280 x 900 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
DVD メディアからインストールする場合は DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：レイトレース 3DレンダラーのGPU高速処理を利用する場合、アドビ認定の
GPU カード*
本ソフトウェアは、ライセンス認証を行わないと機能しません。ソフトウェアのライセン
ス認証、サブスクリプションの確認、オンラインサービスへのアクセスには、ブロードバ
ンドインターネット接続および登録が必要です。† 電話でのライセンス認証はご利用いた
だけません。

* Windows について詳しくは、サポートを参照してください。

Mac OS

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X v10.6.8、v10.7、v10.8、または v10.9 日本語版**
4 GB 以上の RAM（8 GB 以上を推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
ディスクキャッシュ用に追加のディスク容量（10 GB 以上を推奨）
1280 x 900 以上の解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応のシステム
DVD メディアからインストールする場合は DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：レイトレース 3DレンダラーのGPU高速処理を利用する場合、アドビ認定の
GPU カード*
本ソフトウェアは、ライセンス認証を行わないと機能しません。ソフトウェアのライセン
ス認証、サブスクリプションの確認、オンラインサービスへのアクセスには、ブロードバ
ンドインターネット接続および登録が必要です。† 電話でのライセンス認証はご利用いた
だけません。

** Mac OS X Mavericks について詳しくは、サポートを参照してください。

Adobe After Effects CS6 でサポートされるNVIDIA GPU
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Mac OS:

GeForce GTX 285
GeForce GT 650M*
Quadro FX 4800
Quadro 4000

Windows：
GeForce GTX 285
GeForce GTX 470
GeForce GTX 570
GeForce GTX 580
GeForce GTX 670*
GeForce GTX 680*
GeForce GTX 690*
Quadro CX
Quadro FX 3700M
Quadro FX 3800
Quadro FX 3800M
Quadro FX 4800
Quadro FX 5800
Quadro 2000
Quadro 2000D
Quadro 2000M
Quadro 3000M
Quadro 4000
Quadro 4000M
Quadro 5000
Quadro 5000M
Quadro 5010M
Quadro 6000
Tesla C2075（Windows）/Maximus の構成

* コンピューターの CPU を使用し、すべての物理的なコアを利用する Adobe® After Effects® CS6 レンダ
ラーレイトレース 3D イメージ。さらに、非常に高速なレンダリングのために、NVIDIA OptiX™ を利用する
こともできます（サポートされている NVIDIA GPU および 1024 MB 以上のテクスチャメモリが必要）。詳細
については、After Effects に関する、このブログ記事を参照してください。これらの Kepler クラスの GPU を
利用するには、After Effects CS6（11.0.2）の更新をダウンロードしてください。
† この製品は特定のアドビによるオンラインサービスまたはサードパーティがホストしているオンラインサー
ビス（「オンラインサービス」）との統合またはアクセス許可が可能です。オンラインサービスは 13 歳以上
のユーザーのみが利用でき、追加の利用条件および Adobe の プライバシーポリシーを承諾する必要がありま
す。オンラインサービスは一部の国や言語ではご利用いただけません。ご利用いただくにはユーザー登録が必
要です。また、予告なしにサービス全体または一部がご利用いただけなくなったり、変更されたりする可能性
があります。追加料金またはサブスクリプション料金が適用されることがあります。

After Effects CS5.5 の必要システム構成

Windows

Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサー（Intel Core™ i3、i5、または i7
あるいは AMD Phenom® II を推奨）64 ビットのサポートが必要
64 ビットのオペレーティングシステムが必要：Microsoft® Windows Vista® Home
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Premium 日本語版、Business 日本語版、Ultimate 日本語版、または Enterprise Service
Pack 1 日本語版または Windows® 7 日本語版
2 GB の RAM
3 GB（追加コンテンツを利用するにはさらに 2 GB）以上の空き容量のあるハードディス
ク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（外付けのフラッシュメモリを利
用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1280 x 800 のディスプレイ（OpenGL 2.0 との互換性があるビデオアダプター内蔵）
DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
オンラインサービスおよび継続的な Subscription Edition の検証（該当する場合）にはブ
ロードバンドインターネット接続が必要*

Mac OS

Intel マルチコアプロセッサー（64 ビット対応）
Mac OS X v10.5.8 または v10.6 日本語版
2 GB の RAM
4 GB（追加コンテンツを利用するにはさらに 2 GB）以上の空き容量のあるハードディス
ク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（大文字と小文字が区別される
ファイルシステムを使用している場合や、外付けのフラッシュメモリを利用したストレー
ジデバイス上にはインストール不可）
1280 x 800 のディスプレイ（OpenGL 2.0 との互換性があるビデオアダプター内蔵）
DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
オンラインサービスおよび継続的な Subscription Edition の検証（該当する場合）にはブ
ロードバンドインターネット接続が必要*

* Adobe CS Live サービスを含むアドビのオンラインサービスは、13 歳以上のユーザーのみを対象としてお
り、その使用には追加の利用条件およびアドビのオンラインプライバシーポリシー
（http://www.adobe.com/go/terms_jp）に同意していただく必要があります。オンラインサービスは一部の国
や言語ではご利用いただけません。ご利用いただくにはユーザー登録が必要です。また、予告なしにサービス
全体または一部がご利用いただけなくなったり、変更されたりする可能性があります。追加料金またはサブス
クリプション料金が適用されることがあります。

After Effects CS5 の必要システム構成

Windows

Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサー（Intel Core™2 Duo あるいは
AMD Phenom® II を推奨）64 ビットのサポートが必要
64 ビットのオペレーティングシステムが必要：Microsoft® Windows Vista® Home
Premium 日本語版、Business 日本語版、Ultimate 日本語版、または Enterprise Service
Pack 1 日本語版または Windows® 7 日本語版
2 GB の RAM
3 GB（追加コンテンツを利用するにはさらに 2 GB）以上の空き容量のあるハードディス
ク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（外付けのフラッシュメモリを利
用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1280 x 1024 のディスプレイ（OpenGL 2.0 との互換性があるビデオカード内蔵）
DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要*
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Mac OS

Multicore Intel プロセッサー（64 ビットのサポート）
Mac OS X v10.5.7 または v10.6 日本語版
2 GB の RAM
4 GB（追加コンテンツを利用するにはさらに 2 GB）以上の空き容量のあるハードディス
ク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（大文字と小文字が区別される
ファイルシステムを使用している場合や、外付けのフラッシュメモリを利用したストレー
ジデバイス上にはインストール不可）
1280 x 900 のディスプレイ（OpenGL 2.0 との互換性があるビデオカード内蔵）
DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要*

*この製品を使用すると、高速インターネット接続を利用できる場合に、オンラインでホストされている特定
の機能（「オンラインサービス」）にアクセスできます。オンラインサービスは、国や言語によっては提供さ
れていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、その全体または一部が予告なく中止または変更になる
こともあります。オンラインサービスの使用は、専用の利用条件、およびアドビのプライバシーポリシーに基
づきます。これらのサービスへのアクセスには、ユーザー登録が必要になることがあります。一部のオンライ
ンサービスには、別途料金が発生する場合があります。詳細情報ならびに利用条件やアドビのプライバシーポ
リシーについては、www.adobe.com/jp/ を参照してください。

After Effects CS4 の必要システム構成

Windows

1.5-GHz 以上のプロセッサー*
Microsoft® Windows® XP Service Pack 2（Service Pack 3 を推奨） 日本語版または
Windows Vista® Home Premium 日本語版、Business 日本語版、Ultimate 日本語版または
Enterprise Service Pack 1（32 ビット Windows XP、32 ビットおよび 64 ビットの
Windows Vista 用に認定） 日本語版
2 GB の RAM
インストール用に 1.3 GB（追加コンテンツを利用するにはさらに 2 GB）以上の空き容量
のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（フラッシュ
メモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1280 x 900 のディスプレイ（OpenGL 2.0 との互換性があるビデオカード内蔵）
DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.4.5 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要†

Windows 7 日本語版の互換性

Mac OS

マルチコアプロセッサー
Mac OS X v10.4.11 ～ 10.5.4
2 GB の RAM
インストール用に 2.9 GB（追加コンテンツを利用するにはさらに 2 GB）以上の空き容量
のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（大文字と小
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、外付けのフラッシュメモリを
利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
1280 x 900 のディスプレイ（OpenGL 2.0 との互換性があるビデオカード内蔵）
DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.4.5 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要†

Snow Leopard との互換性
* AMD システムには SSE2 対応プロセッサー
† この製品を使用すると、高速インターネット接続を利用できる場合に、オンラインでホストされている特定
の機能（「オンラインサービス」）にアクセスできます。オンラインサービスは、国や言語によっては提供さ
れていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、その全体または一部が予告なく中止または変更になる
こともあります。オンラインサービスの使用は、専用の利用条件、およびアドビのプライバシーポリシーに基
づきます。これらのサービスへのアクセスには、ユーザー登録が必要になることがあります。一部のオンライ
ンサービスには、別途料金が発生する場合があります。詳細情報ならびに利用条件やアドビのプライバシーポ
リシーについては、www.adobe.com/jp/ を参照してください。

Intel® Pentium 4、Intel Centrino、Intel Xeon または Intel Core Duo または同等のプロ
セッサー
Microsoft Windows XP Service Pack 2 または Windows Vista Home
Premium、Business、Ultimate、または Enterprise（32 ビット版に対して認証済み）
DV 用には 1 GB の RAM、HDV および HD 用には 2 GB の RAM
3 GB（追加コンテンツを利用するにはさらに 2 GB）以上の空き容量のあるハードディス
ク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要
1024 x 768 のモニター解像度。32 ビットのビデオカード、GPU 高速再生には アドビ推
奨のビデオカード
OpenGL のサポート用 : Adobe After Effects をサポートする OpenGL 2.0 カード（NVIDIA
を推奨）
DVD-ROM ドライブ
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.1.5 ソフトウェア
製品のライセンス認証には、インターネットまたは電話による接続が必要
Adobe Stock Photos* やその他サービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が
必要
推奨されるビデオカードおよび互換性のリストについては、OpenGL ページを参照してく
ださい。

関連項目
サポートされる製品バージョン
Character Animator（プレビュー）必要システム構成
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