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新機能の概要
Adobe Edge Animate CC（2014 リリース）および Adobe Edge Animate CC（2014.0.1 リリース）

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Edge Animate CC 2014 リリースには、すばやく簡単にリッチアニメーションを制作するのに役立つ新機能と
機能強化が含まれています。新機能の簡単な説明と、詳細情報が記載されているリソースのリンクを以下に記
載します。

新機能および変更点
Edge Animate CC（2014.0.1 リリース）| 2014 年 8 月
Edge Animate CC（2014 リリース）| 2014 年 6 月

HTML5 ビデオのネイティブサポート
スプライトシートの読み込み
Adobe DPS 記事へのリンク
アクションエディターの強化
Adobe Illustrator からのコピー＆ペースト
手のひらツールとズームツールのスクロール

Edge Animate CC（2014.0.1 リリース）| 2014 年 8 月

Edge Animate CC 2014.0.1 リリースでは、ベンダー接頭辞が原因で発生する Chrome のレンダリングの問題
に対する修正と、その他いくつかのバグ修正が行われています。
以前は、Edge Animate では Web ブラウザーでコンテンツを適切にレンダリングするために、ベンダー接頭
辞を追加して CSS プロパティのコードを生成していました。Chrome v36 リリースでは、ブラウザーによっ
てベンダー接頭辞がない初期設定プロパティが優先されます。このベンダーでの変更により、Edge Animate
コンテンツで特定のレンダリングの問題が発生していました。Edge Animate CC 2014.0.1 リリースでは、こ
の問題に対処しています。
Edge Animate コンテンツで Chrome のレンダリングが正しく行われていなかった場合は、Edge Animate
CC（2014.0.1 リリース）に更新してから、再公開してください。

Edge Animate CC（2014 リリース）| 2014 年 6 月

HTML5 ビデオのネイティブサポート

新しい Edge Animate では、直感的なユーザーインターフェイスを使用して、HTML5 ビデオをコンポジショ
ンに読み込めるようになりました。
読み込んだビデオは、オーバーレイの一部として使用したり、ビデオの周りで他のコンポジションエレメント
を動かしたりできます。また、ビデオのフォーマットがネイティブ HTML5 であるため、iOS デバイスや
Android デバイスでも、また最新のデスクトップブラウザーでも再生できます。

アニメーションでビデオを使用する方法について詳しくは、アニメーションへのビデオの追加を参照してくだ
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さい。

スプライトシートの読み込み

Edge Animate CC 2014 リリースでは、スプライトシートを読み込んで、マルチフレームの高度なアニメー
ションを Edge Animate コンポジションに追加できます。
スプライトシートを使用すると、HTTP 要求の回数を減らしてグラフィックをすばやくダウンロードできま
す。読み込み時にスプライトのキーフレーム設定を自動的に行うことで、フレームを手動で配置する手間が省
け、作業時間を短縮できます。
Adobe Flash Professional CC 2014 リリースなど、スプライトシートを生成できるツールで生成したスプライ
トシートを読み込めます（ファイル／スプライトシートを読み込み）。

スプライトシートの読み込み

Edge Animate にスプライトシートを読み込む方法について詳しくは、スプライトシートの読み込みを参照し
てください。
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http://idiom-q-win-1/jp/edge-animate/using/import-sprite-sheets.html


Adobe DPS 記事へのリンク

新しい Edge Animate では、コードを記述しなくても、ユーザーインターフェイス上のオプションを使用し
て、Adobe InDesign や DPS Folio の記事にリンクできるようになりました。インタラクティブなタイトル
ページ、目次、対象の記事やサブセクションへの高度なナビゲーションを、デジタルパブリケーションですば
やく簡単に作成できます。

エレメントを電子書籍の記事にリンクする方法について詳しくは、Adobe DPS 記事に対するハイパーリンク
エレメントを参照してください。

アクションエディターの強化

アクションポップアップウィンドウが再設計され、デザイナーの使い勝手がさらに向上しました。改良され
たアクションエディターは、コードを記述する必要が減り、簡単にインタラクティビティを追加できるなど、
デザイナーが親しみやすいものになっています。

Edge Animate CC 2014 より前のアクションポップアップウィンドウ
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http://idiom-q-win-1/jp/edge-animate/using/hyperlink-elements-dps-articles.html
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Edge Animate CC 2014 リリースのアクションエディター

A. 手順 1：アクションを選択 B. 手順 2：ターゲットを選択 C. 手順 3：コードスニペットを編集 

新しいアクションエディターを使用すると、ターゲットにアクションを割り当てるときの様々な手順を画面上
で確認しながら進めることができます。

1. アクションを選択 - アクションは、論理的にカテゴリーにグループ化されるようになりま
した。アクションの名前が分かる場合は、検索ボックスを使用してアクションを検索でき
ます。分からない場合は、カテゴリーを選択してそこに含まれるアクションを表示し、必
要なアクションをクリックできます。

2. ターゲットを選択 - ターゲットは、ステージの下にグループ化されています。「ステー
ジ」をクリックして、ターゲットエレメントを表示します。コンポジションにシンボルが
含まれていると、「ステージ」をクリックしたときにシンボル用のサブカテゴリーが表示
されることがあります。ターゲットエレメントをダブルクリックします。

3. 必要に応じてコードスニペットを変更します。

コードの特定部分を何度も再利用する場合には、スニペットとして保存し、必要なときにワンクリックで挿入
できます。

コードスニペットの保存

アクションエディターで、「マイスニペット」の横の「+」をクリックし、次のいずれかのオプションをク
リックします。
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新規作成

選択範囲を新規スニペットとして追加

カスタムスニペット

クリックしてコードを入力し、スニペットとして保存します。このオプションをクリックすると、
コードウィンドウが表示されます。コードを入力し、「保存」をクリックして、スニペットの名前を入力しま
す。

クリックしてコードの選択範囲をスニペットとして保存します。アク
ションエディターで、スニペットの名前を入力します。

コードスニペットの挿入

アクションエディターのコードウィンドウで、コードスニペットを挿入する位置をクリックします。「マイス
ニペット」をクリックし、表示されるリストからスニペットを選択します。コードウィンドウの挿入ポイント
に、保存されたスニペットが挿入されます。

Adobe Illustrator からのコピー＆ペースト

Edge Animate CC 2014 リリースでは、Adobe Illustrator のイラストをコピー（Ctrl + C キー（Windows）ま
たは Command + C キー（Mac OS））して、Edge Animate に直接ペースト（Ctrl + V キー（Windows）ま
たは Command + V キー（Mac OS））できます。もう Adobe Illustrator でイラストを SVG ファイルとして
保存する必要も、旧バージョンの Edge Animate のようにファイル／読み込みを選択してイラストを読み込む
必要もありません。Edge Animate にペーストしたイラストは、自動的に SVG ファイルとして読み込まれま
す。

6



  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

SVG ファイルとして読み込まれた Adobe Illustrator のイラストレーション

手のひらツールとズームツールのスクロール

Edge Animate CC 2014 リリースでは、手のひらツールとズームツールにスクロール機能が搭載されているた
め、Edge Animate コンポジションを簡単にナビゲートできます。

ズームおよびパンツール

7

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


Creative Cloud
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サポート > Creative Cloud サポート

Creative Cloud デスクトップアプリケーションを使用してアプリケー
ションとサービスの管理
対象アプリケーション Creative Cloud
目次
アプリケーションのダウンロード、ファイルの共有、フォントやストック画像の検索。これらすべてを Creative Cloud デスクトップアプリケー
ションから実行します。
このページ

アプリケーションのダウンロードとインストール

Adobe Creative Cloud デスクトップアプリケーションを使用すると、Creative Cloud メンバーシップに含まれた多数のアプリケーションやサービス
の管理を 1 つの場所で集中的に行うことができます。また、ファイルの同期や共有、何千というフォントの管理、ストック写真のライブラリへの
アクセス、アセットのデザイン、コミュニティでのクリエイティブ作品の展示や発見を行うこともできます。Creative Cloud デスクトップアプリ
ケーションがこれらすべてを見通す窓になります。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションを使って、アプリケーションをダウンロード、インストール、アップデートする方法について説明
します。アプリケーションを人気の高い順、カテゴリーまたはバージョン別に表示して、新しいアプリケーションを見つけることもできます。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションは、最初の Creative Cloud 製品のダウンロード時に自動的にインストールされます。Adobe
Application Manager をインストールしている場合、これは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションに自動的に更新されます。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションをインストールしていない場合、Creative Cloud デスクトップアプリケーションページから手動でダ
ウンロードできます。
ヒント :

モバイルデバイスにモバイルアプリケーションをダウンロードするには、モバイルアプリケーションカタログにアクセスしてください。

1. Creative Cloud デスクトップアプリケーションにアクセスするには、タスクバー（Windows）または Apple メニューバー（Mac OS）にある
Creative Cloud アイコンをクリックします。

ヒント :
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https://helpx.adobe.com/jp/support.html
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初期設定では、コンピューターにログインすると Creative Cloud デスクトップアプリケーションが起動します。Creative Cloud アイコンがな
い場合は、アプリケーションを終了している可能性があります。次の方法で再起動できます。

Windows 8.x : スタート画面を表示し、画面左下の下向き矢印をクリックします。アプリの一覧から「Adobe Creative Cloud」を選択し
ます。 Windows 7 : スタート／すべてのプログラム／Adobe Creative Cloud を選択します。
Finder で以下のフォルダーを開き、Adobe Creative Cloud をダブルクリックします。 Macintosh HD／Applications／Adobe Creative
Cloud

2. まだ選択されていない場合は、「Apps」タブをクリックします。コンピューターに最近インストールしたアプリケーションがパネルの上部
に表示されます。リストには、以前にインストールしたバージョンが含まれる場合があります。

3. 下にスクロールして、その他のアプリケーションを探します。カテゴリーまたはソフトウェアのバージョンでフィルターすることもできま
す。
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4. 「インストール」または「アップデート」をクリックします。

5. 以前のバージョンのアプリケーションをダウンロードおよびインストールするには、「以前のバージョン」を選択し、インストールメニュー
からバージョンを選択します。

ヒント :

アプリケーションのダウンロードには、ネットワークの速度によって時間がかかる場合があります。

アプリケーションの起動方法など、詳しくは、Creative Cloud アプリケーションのダウンロードとインストールを参照してください。

ファイルの同期と共有

お使いのコンピューターから Creative Cloud にファイルを同期し、どこからでもファイルにアクセスできます。ファイルは接続しているすべての
デバイスやコンピューター、および Creative Cloud Files ページで、すぐに利用できるようになります。ファイルを同期するには、すべてのコン
ピューターに Creative Cloud デスクトップアプリケーションをダウンロードしてインストールします。
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ファイルを同期するには、次のいずれかの操作を行います。
コンピューターの Creative Cloud Files ディレクトリまたはフォルダーに、ファイルをコピー＆ペーストするか、移動します。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションから Creative Cloud Files ディレクトリまたはフォルダーを開くには、「アセット」タブ、ファ
イルパネル、「フォルダーを開く」の順にクリックします。
アプリケーションから、ファイル／保存、またはファイル／名前を付けて保存を選択し、コンピューター上の Creative Cloud Files ディレ
クトリまたはフォルダーに移動します。

オリジナルのファイルは常にお使いのコンピューターまたはデバイスにあります。ファイルは Creative Cloud を介して、接続されているすべての
デバイスに同期されます。
ファイルは Creative Cloud Assets ページにオンラインで表示できます。ファイルが一旦同期されると、オンライン状態にしておく必要はありませ
ん。コンピューターの Creative Cloud Files ディレクトリまたはフォルダーからファイルを表示できます。
Creative Cloud にアップロードしたファイルの操作方法については、アセットとファイルの管理を参照してください。

Typekit からのフォントの追加

どの Creative Cloud アプリケーションでも、デスクトップソフトウェアでも Typekit フォントを使用できます。
Typekit のベンダーパートナーが提供する書体から自由に選択し、Creative Cloud でデスクトップと同期できます。同期したフォントは、どの
Creative Cloud アプリケーションでも、デスクトップソフトウェアでも使用できます。
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デスクトップコンピューターとフォントを同期するには、お支払済みの Creative Cloud メンバーシップまたは有効な Typekit アカウントが必要で
す。
コンピューターに同期されたフォントは、フォントパネルに表示されます。フォントを同期するには、次の操作を行います。

1. Creative Cloud デスクトップアプリケーションで「アセット」タブ、フォントパネルの順にクリックします。

2. 「Typekit からフォントを追加」をクリックします。ブラウザーに Typekit ウィンドウが開きます。
Typekit を初めて使用する場合は、「I’m new to Typekit」をクリックし、アカウント設定用のプロンプトに従います。

3. Typekit ウィンドウで、フォントカードにマウスを移動し、「+ フォントを使用」をクリックします。

4. 選択したファミリーからフォントを選択し、「選択したフォントを同期」をクリックします。

フォントの同期についてご質問がある場合は、ここから詳しい手順を参照できます。

 

Adobe Stock でのアセットの検索

Creative Cloud デスクトップアプリケーション内から直接 Adobe Stock の画像アセットを検索できます。
Adobe Stock を使用すると、デザイナーや企業は 4,000 万点におよぶロイヤリティフリーの厳選された高品質な画像、イラスト、およびベクター
グラフィックを自身のクリエイティブプロジェクトに取り込むことができます。必要になった時点で単品の画像を購入するか、複数画像サブスク
リプションを購入できます。
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1. 「Stock」タブで、ストック画像検索のキーワードを入力し、「検索」をクリックします。

2. メッセージが表示されたら、生年月日を入力し、「更新」をクリックします。
Adobe Stock Web サイトページが開き、検索内容に基づいたストック画像が表示されます。

Adobe Stock と Creative Cloud Libraries
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Adobe Stock Web サイトから任意のライブラリに、透かしの入ったプレビューを追加できます。ライブラリがサポートされた Cloud アプリケー
ション（Photoshop、lllustrator、InDesign、Premiere Pro、After Effects）で、透かしが埋め込まれたストック画像をライブラリパネルからプロ
ジェクトにドラッグするだけです。認証の準備ができたら、Creative Cloud デスクトップアプリケーションのライブラリパネル内からストック画
像をライセンス認証することもできます。
画像をライセンス認証すると、ライブラリにリンクされたアセットをサポートする Creative Cloud アプリケーション
（Photoshop、Illustrator、InDesign）により、画像のすべてのリンク済みインスタンスがライセンス認証された透かしのない高解像度バージョン
に自動的に更新されます。
詳しくは、Adobe Stock の使用を参照してください。

Market でのデザインアセットの検索

Creative Cloud Market は、専門家によって選ばれた、クリエイターによるクリエイターのための上質なコンテンツのコレクションです。Creative
Cloud メンバーには、このマーケットで、デスクトップとモバイルデバイス（Creative Cloud 連携アプリ利用）のためのアセットが無償で提供され
ます。ベクターグラフィック、アイコン、パターン、UI キットなど多彩な品揃えから選ぶことができます。Creative Cloud メンバーは、ユニーク
なアセットを毎月 500 個まで無料でダウンロードできます。この新しい有力なサービスによって、クリエイターはアセットをたやすく見つけられ
るようになり、見つけたアセットを基にして新たに構築したり、そのアセットを加工したり、変更したりすることで、クリエイティブプロセスを
活性化できます。

15

http://idiom-q-win-1/jp/creative-cloud/how-to/creative-cloud-libraries-stock-linked-assets.html
http://idiom-q-win-1/jp/creative-cloud/how-to/creative-cloud-libraries-stock-linked-assets.html


詳しくは、Creative Cloud Market アセットを参照してください。

Behance で作品を公開、発見

Behance でクリエイティブ作品を披露、発見できます。メンバーは、作品のポートフォリオを作成して、広範囲に効果的に披露できます。また、
世界中から集まった最新のクリエイティブ作品の中から「注目」や「人気」などのカテゴリーを選択して、作品を探すこともできます。

ログインまたは新規登録して、Behance のアクティビティフィード、ポートフォリオ、「新しい作品の公開と発見」にアクセスしてくださ
い。既にアカウントをお持ちの場合は、ログインするよう求められます。アカウントをお持ちでない場合は、簡単にサインアップできます。
Behance のアカウントがなくても、コミュニティパネルを使用して、Creative Cloud デスクトップアプリケーションからプロジェクトや制作
中の作品を見ることができます。
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詳しくは、Behance での共有に関する記事を参照するか、Adobe Behance コミュニティフォーラムをご覧ください。.

ホームとアクティビティフィード

Creative Cloud デスクトップアプリケーションのホームパネルのアクティビティストリームには、Creative Cloud へのユーザー操作履歴が表示され
ます。利用可能な新しいアプリケーション、アップデート、インストールのステータスなどのイベントやアクティビティがここに表示されます。
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ログインで Creative Cloud を認証する

Creative Cloud の認証と認証解除

Creative Cloud を有効にするには、Adobe ID で Creative Cloud にログインします。ログインすると、お客様の Adobe ID に関連付けられている
Creative Cloud ライセンスとすべてのインストール済みアプリケーションおよびサービスが認証されます。その後、アプリケーションとサービス
を通常どおり使用できます。

ログインするには、タスクバー（Windows）または Apple メニューバー（Mac OS）にある淡色表示された Creative Cloud アイコンをク
リックして、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを開きます。
Adobe ID（通常は電子メールアドレス）とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。（Creative Cloud デスクトップアプリ
ケーションが開いた場合、既にログインしています。）
これで、Creative Cloud サービスを使用、Creative Cloud アプリケーションをインストール、以前インストールした Creative Cloud アプリ
ケーションを起動できます。

Creative Cloud の認証を解除するには、Creative Cloud からログアウトします。ログアウトすると、そのコンピューターの Adobe ID に関連付けら
れたすべてのインストール済み Creative Cloud アプリケーションおよびサービスの認証が解除されます。アプリケーションはインストールされた
ままですが、有効なライセンスに接続されていません。もう一度ログインすると、ライセンスは再度有効になり、アプリケーションとサービスを
使用できます。

ログアウトするには、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを開いて、歯車アイコンをクリックし、「環境設定」を選択します。
「全般」をクリックし、「ログアウト」をクリックします。
これで、そのコンピューターの Adobe ID に関連付けられた Creative Cloud アプリケーションおよびサービスの認証が解除されました。

手順について詳しくは、ログアウトとログインで Creative Cloud アプリケーションを認証するを参照してください。

環境設定

Creative Cloud デスクトップアプリケーションの環境設定ダイアログボックスを開くには、歯車アイコンをクリックし、「環境設定」を選択しま
す。
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環境設定ダイアログボックスには、Creative Cloud の操作またはカスタマイズのためのオプション（ソフトウェアのインストール言語の変
更、Creative Cloud サービス設定の調整、アカウントの認証を一時解除する必要がある場合のログアウトなど）が用意されています。

Adobe ID に関連付けられたすべての Creative Cloud アプリケーションおよびサービスの認証を解除するにと、「全般」をクリックし、「ロ
グアウト」をクリックします。ログアウトすると、Adobe ID に関連付けられたすべてのインストール済み Creative Cloud アプリケーション
およびサービスの認証が解除されます。
自動アップデートを有効にするには、「Creative Cloud デスクトップを常に最新に保つ」を選択します。
ソフトウェアのインストール言語またはインストール場所を変更するには、環境設定／Creative Cloud／アプリケーションを選択します。
手順について詳しくは、Creative Cloud アプリケーションの言語設定を変更するを参照してください。
Adobe Experience Manager（AEM）アセットリポジトリで作品に接続するには、「AEM アセットへログイン」を選択します。詳しく
は、AEM アセットを参照してください。
「ファイル」、「フォント」、「Behance」タブを使用して、それぞれの設定を変更します。
アドビからの通知を表示するには、各タブの「OS 通知を表示」設定を選択します。

Was this helpful?
Yes   No 

By clicking Submit, you accept the Adobe Terms of Use.
 
^ ページの先頭へ

その他の関連ヘルプ
Creative Cloud アプリケーションのダウンロードとインストール
Creative Cloud アプリケーションのアップデート
Creative Cloud アプリケーションのアンインストールまたは削除
ログアウトとログインで Creative Cloud アプリケーションを認証する

Creative Cloud サポート
オンラインマニュアル、チュートリアルを参照したり、カスタマーサポートへ問い合わせることができます。さらに詳しく

 

さらにヘルプが必要ですか？

コミュニティで質問

質問を投稿すると、専門家が回答します。
コミュニティフォーラムで質問
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サポートへのお問い合わせ

専門性の高い担当者が良質なサポートを提供します。
サポート

 地域の変更日本 (変更)
地域を選択してください
地域を選択すると、アドビサイトで使用する言語と内容が変わります。
Americas Brasil Canada - English Canada - Français Latinoamérica México United States Europe, Middle East and Africa Africa -
English België Belgique Belgium - English Česká republika Cyprus - English Danmark Deutschland Eastern Europe -
English Eesti España France Greece - English Hrvatska Ireland Israel - English Italia Latvija Lietuva Luxembourg - Deutsch Luxembourg -
English Luxembourg - Français Magyarország Malta - English Middle East and North Africa - English Moyen-Orient et Afrique du Nord -
Français Nederland Norge Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovenija Slovensko Srbija Suisse Suomi Sverige Svizzera Türkiye
United Kingdom България Россия Україна ישראל - עברית Asia - Pacific Australia Hong Kong S.A.R. of China India - English New
Zealand Southeast Asia (Includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) - English 中国 中國香港特別行政區 台
灣 日本 한국 Commonwealth of Independent States Includes Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova,
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

製品 ダウンロード ラーニングとサポート 会社情報
Copyright © 2015 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
プライバシー 利用条件 Cookie Ad Choices
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アセットの参照、同期、管理

ページの先頭へ

ファイル

モバイル作品

ライブラリ
注意：

アセットの参照
ファイルの同期またはアップロード
ファイルの削除
ストレージプランと容量
トラブルシューティング

Adobe Creative Cloud アカウントにはオンラインストレージが付属しているため、どこにいてもデバイスやコ
ンピューターに関係なくファイルを利用できます。 多くの Creative ファイルタイプをコンピューター、タブ
レット、スマートフォンの Web ブラウザーで直接プレビューできます。対応するファイルタイプ
は、PSD、AI、INDD、JPG、PDF、GIF、PNG、Photoshop Touch、Ideas などです。

Adobe Creative Cloud デスクトップアプリケーションではすべてのファイルが同期されます。このため、追
加、変更、削除を行うと、接続されたすべてのコンピューターおよびデバイスに反映されます。例え
ば、Creative Cloud Assets ページを使用して .ai ファイルをアップロードした場合、接続されたすべてのコン
ピューターに自動的にダウンロードされます。

アセットの参照

Creative Cloud アセットには、デスクトップと同期されているファイルや、Creative Cloud 対応のモバイルア
プリで作成されたアセット、Creative Cloud ライブラリが含まれます。それらのアセットすべてを Creative
Cloud Assets ページで参照できます。同ページでは、アセットは次のように整理されます。

デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリと同期されているアセット

Creative Cloud 対応のモバイルアプリで作成されたアセット

ユーザーが作成したデザインライブラリ
ファイルでは、デスクトップのアセットに対して名前の変更、共有、ダウンロード、置換、アーカイ

ブといった操作を実行できますが、Creative Cloud Assets ページのモバイル作品およびライブラリでは、ア
セットを表示することしかできません。
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すべて：Creative Cloud Files ディレクトリと同期されているすべてのアセット
共有：他の Creative Cloud ユーザーと共有しているファイル
アーカイブ済み：削除されたファイル

同様に、モバイル作品では、Creative Cloud モバイルアプリで作成されたアセッ
トを参照することができ、アセットは作成元のモバイルアプリに基づいて分類さ
れています。
ライブラリについて詳しくは、Creative Cloud Libraries を参照してください。

ページの先頭へ

アセットのカテゴリーをクリックすると、サブカテゴリーがある場合は展開して表示されます。例えば、Files
のアセットは、すべて、共有およびアーカイブ済みに分類されています。
 

ファイルの同期またはアップロード

次のいずれかの操作を行うと、コンピューターのファイルが同期されます。
デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリに、ファイルをコピー＆ペーストする
か、移動します。
アプリケーションから、ファイル／保存、またはファイル／別名で保存を選択し、コン
ピューターの Creative Cloud Files ディレクトリに移動します。

Creative Cloud デスクトップアプリケーションから Creative Cloud Files ディレクトリを開くには、アセッ
ト／ファイルを選択し、「フォルダーを開く」をクリックします。

22

http://idiom-q-win-1/jp/creative-cloud/help/libraries.html


注意：

Creative Cloud のファイルのアップロードおよび管
理は、Creative Cloud Assets ページのアクションメ
ニューを使用して行います。 アセットをデスクトップから Creative Cloud Assets

ページにドラッグ＆ドロップします。

ページの先頭へ

特殊文字（|、"、?、<、>、/、*、: など）を含むファイル名は同期できません。予約語（AUX や
Com1 など）を使用したファイルも同期できません。エラーが表示された場合、ファイル名を変更して
Creative Cloud と同期させます。詳しくは、ファイルの同期に関する問題を参照してください。

次のいずれかの方法で、直接 Creative Cloud Assets ページにファイルをアップロードすることもできます。

ファイルの置き換え

ファイルをもう一度アップロードすると、ファイルの 1 バージョンが作成され、既存のファイルが新しいファ
イルで置き換えられます。Creative Cloud には、Photoshop Touch、Adobe Ideas、Creative Cloud デスク
トップアプリケーションを介してファイルに行ったすべての変更のコピーと同期も保存されます。
ファイルを置き換えるには、Creative Cloud Assets ページで次の操作を行います。
注意：新しいファイルの種類と、置き換えられるファイルの種類が同じである必要があります。例え
ば、.PSD ファイルを .AI ファイルに置き換えることはできません。
 
バージョン管理について詳しくは、バージョン管理に関する FAQを参照してください。

1. ファイルがある場所へ移動し、ファイルを開いて表示します。
2. アクション／置き換えを選択するか、ファイルをフォルダーからブラウザーウィンドウに
ドラッグします。

ファイルの削除

ファイルは、Creative Cloud Web サイトまたは Adobe Touch Apps から削除できます。OS のコマンドを使
用して、デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリからファイルを削除することもできます。ファイ
ルの削除はすべてアカウントと同期され、ファイルは Creative Cloud でアーカイブされます。元のファイル
は常にコンピューターに保持され、Creative Cloud にコピーが作成されるため、どこからでもアクセスできま
す。
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ページの先頭へ

アーカイブされたファイルは、引き続きオンラインストレージを消費します。アーカイブフォルダーからファ
イルを完全に削除したり、ファイルを復元したりすることができます。ファイルを完全に削除すると、スト
レージ容量が解放されます。

ファイルの完全な削除または復元

アセットを完全に削除するには、2 ステップ必要です。
アーカイブされたファイルを復元することもできます。

1. デスクトップの Creative Cloud Files ディレクトリ、Creative Cloud 対応 Touch Apps、
または Creative Cloud Assets ページからファイルをアーカイブできます。アーカイブさ
れたファイルは、マイアセット／ファイルのアーカイブ済みカテゴリーに移動します。

2. アーカイブ済み ページで、完全に削除するファイルを選択し、「完全に削除」をクリッ
クします。

3. 確認ダイアログで、「完全に削除」をクリックします。
1. アーカイブ済みページで、復元するファイルを選択し、「復元」をクリックします。
2. 確認ダイアログボックスで、「復元」をクリックします。

ストレージプランと容量

ご利用いただけるストレージ容量は、Creative Cloud メンバーシップにより異なります。

メンバーシッププラン 無料ストレージ容量
無料 2 GB

Creative Cloud（フォトグラフィプラン） 2 GB

Creative Cloud（単体プランおよびコンプリートプラン） 20 GB

Creative Cloud グループ版 100 GB

ストレージのステータスは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションのアセットパネルにある「ファイ
ル」タブ、または Creative Cloud Activity ページの設定ページで確認できます。
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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

Creative Cloud デスクトップアプリケーションのスト
レージのステータス

設定ページのストレージのステータス

注意：

ページの先頭へ

コミュニティで質問
フォーラムでサポートエ
キスパートに相談

お問い合わせ
スタッフに問い合わせる

関連項目
Creative Cloud Assets を開始
する
ファイルおよびフォルダーの
共有
フォルダー共有による共同作
業
ファイルを同期し、共同作業
者と共有する（ビデオ、10
分）
Adobe Creative Cloud のス
テータス
ファイルの同期に関する問題
バージョン管理に関する FAQ

 

容量を超過した場合、Creative Cloud はどのデバイスからでも最大 1 GB までは同期できます。その後は新規
ファイルの同期は行わず、容量を超過したことが通知されます。アップロードできないファイルには、赤字の
大きな「！」マークが付きます。マークが付いたファイルでも、移動、名前の変更、削除はできます。ファイ
ルを同期するには、他のファイルを完全に削除して、空きスペースを確保する必要があります。

ストレージのごく一部が管理用に使用されます。そのため、実際のストレージスペースは割り当てよ
りも若干少なく、ユーザーファイルの数に応じて 100 KB ～ 500 KB となります。

トラブルシューティング
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Typekit からのフォントの追加

Typekit は、デスクトップアプリケーションや Web サイトで
使用可能な、膨大な種類のフォントを提供するサブスクリプ
ションサービスです。

Typekit ポートフォリオプランは、Creative Cloud サブスクリプション
に含まれています。また、Creative Cloud の無償メンバーは、Typekit
の一部のフォントを Web やデスクトップで使用できます。

フォントをデスクトップと同期す
るには、Creative Cloud（通常
版、単体サブスクリプションまた
は無料版）に登録するか、または
単体の Typekit プランに登録しま
す。詳しくは、Typekit 製品ペー
ジと Typekit のプランを参照して
ください。 

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Creative Cloud デスクトップアプ
リケーションから：
「フォント」タブで、「Typekit

Typekit 統合アプリケーションか
ら：
アプリケーションのフォントメ

Typekit.com Web サイト上で直
接：
Adobe ID およびパスワードを使用

はじめに
Typekit のフォントの参照および追加
同期されたフォントの使用
フォントの同期の管理

はじめに

Typekit のベンダーパートナーが提供する書体から自由に選択し、Creative Cloud でデスクトップと同期する
か、または Web 上で使用できます。同期したフォントは、すべての Creative Cloud アプリケーション
（Photoshop、InDesign など）で使用できるほか、MS Word などのデスクトップアプリケーションでも使用
できます。

フォントを同期するには、コンピューターに Creative Cloud デスクトップ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。まだインストールされていない場合は、ダウンロードしてインストールします。
詳しくは、デスクトップの Creative Cloud を参照してください。

フォントを同期して、デスクトップアプリケーションで使用できるようにするため、既定では Typekit はオン
になっています。

この時点で、Web ブラウザーで、同期するフォントが既に選択されている場合、そのフォントが自動的にコ
ンピューターに同期されます。

Typekit のフォントの参照および追加

複数の場所から Typekit ライブラリにアクセスできます。次に示す新しいフォントの選択方法のうち、既
存のワークフローに最適な方法を組み合わせて使用してください。
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からフォントを追加」をクリック
します。ブラウザーウィンドウが
開き、Typekit.com にログインし
た状態になります。

ニューで、「Typekit からフォン
トを追加」をクリックします。ア
プリケーション内から直接ブラウ
ザーウィンドウが起動されます。

して Typekit.com にログインしま
す。
 

 

フォントを参照し、フィルタリングして目的のフォントに絞り込むことができます。特定のフォントを使
用できるかどうかが、フォントカードに示されます。

フォントカードに示された使用可否情報

A. Web およびデスクトップ B. Web 

各フォントカードをクリックして、書体の詳細を確認します。使用可能なすべての太さとスタイルの書体
のサンプルなどが確認できます。
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「フォントを使用」をクリックします。このファミリーを使用ウィンドウで、フォントをデスクトップに
同期するか、または Web で使用するキットに追加するかを指定します。

フォントファミリーから必要なスタイルを選択し、「選択したフォントを同期」をクリックします。

Creative Cloud アプリケーションがインストールされたすべてのコンピューターにフォントが同期されます。
フォントを表示するには、Creative Cloud アプリケーションを開き、フォントパネルをクリックします。
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ページの先頭へ

InDesign CC での
Typekit フォントの使用

Premiere Pro CC での
Typekit フォントの使用

Illustrator CC での
Typekit フォントの使用

After Effects CC での
Typekit フォントの使用

Photoshop CC での
Typekit フォントの使用

同期されたフォントの使用

同期したフォントを使用するには、デスクトップアプリケーションを開き、フォントメニューに移動します。
同期されたフォントがオプションリストに表示されます。Microsoft Office などの一部のデスクトップアプリ
ケーションでは、新しいフォントが同期された後で再起動が必要になる場合があります。

Typekit から同期されたフォントが表示された InDesign のフォントメニュー

Creative Cloud アプリケーション内で Typekit のフォントを使用する方法について詳しくは、次を参照してく
ださい。
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ページの先頭へ

フォントの同期の管理

コンピューターの同期されたフォントは、Adobe Creative Cloud アプリケーションのフォントパネルまたは
Typekit.com アカウントを使用して参照できます。

同期されたフォントの削除

同期されたフォントをコンピューターから削除するには：
1. Adobe Creative Cloud のフォントパネルで、「フォントを管理」をクリックします。同
期されたフォントページがブラウザーウィンドウに開きます。Typekit.com にログインし
て、同期されたフォントページに直接移動することもできます。

2. 使用しなくなったフォントの右側にある「削除」をクリックします。

Typekit をオフにする

フォントの同期を有効または無効にすることができます。フォントの同期を無効にすると、フォントの同期が
停止し、同期されたフォントがコンピューターから削除されます。

1. Creative Cloud デスクトップアプリケーションで、 ／環境設定／Creative Cloudを選択
します。

2. 「フォント」をクリックします。

3. フォントの同期を有効または無効にするには、Typekit のオン／オフ設定から「オン」ま
たは「オフ」を選択します。

オフライン時の Typekit の使用

Creative Cloud アプリケーションが実行中でログインの状態のときにオフラインになった場合、同期された
フォントはすべて引き続き使用できます。Typekit.com でフォント同期の選択内容を変更した場合、その変更
は接続が回復するまで反映されません。
オフライン時に Creative Cloud アプリケーションを起動した場合、フォントは通常のフォントメニューに表
示されず、使用できません。
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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

関連記事
デスクトップとのフォントの同期 | Typekit.com （英語）
Creative Cloud を介してデスクトップアプリケーションにフォントを追加する
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Creative Cloud Market

ページの先頭へ

Creative Cloud Market は、専門家によって選ばれた、クリエイターによるクリエイターのための上質なコン
テンツのコレクションです。フォトグラフィプランのお客様を除く Creative Cloud 有償サービスのメンバー
のみがご利用いただけます。Creative Cloud メンバーには、この Market で、デスクトップとモバイル
（Creative Cloud 連携アプリ利用）両方のためのアセットが無償で提供されます。ベクターグラフィック、ア
イコン、パターン、UI キットなど多彩な品揃えから選ぶことができます。Creative Cloud メンバーは、ユ
ニークなアセットを毎月 500 個まで無料でダウンロードできます。この新しい有力なサービスによって、ア
セットをたやすく見つけられるようになり、見つけたアセットを基にして新たに構築したり、そのアセットを
加工したり、変更したりすることで、クリエイティブプロセスを活性化できます。

Market にアクセスするには、Creative Cloud デスクトップアプリケーションをインストールするか、Adobe
Photoshop Sketch などのサポートされたモバイルアプリをインストールする必要があります。ダウンロード
の方法については、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを参照してください。詳しくは、短いビデ
オチュートリアルをご覧ください：Creative Cloud Market デザインアセットへのアクセス

クリエイティブアセットの検索とダウンロード

Creative Cloud デスクトップアプリケーションから、数千に及ぶ高品質なアセットを参照できます。アセット
／Marketを選択します。または、ドロップダウンを開いてカテゴリーまたはキーワードで検索して、プロ
ジェクトに最適なアセットを見つけることができます。

1. Creative Cloud デスクトップアプリケーションでアセット／Marketを選択します。

2. Creative Cloud Market には選りすぐりの上質なコンテンツが揃っており、次のカテゴ
リーに分かれています。
配置用：レイヤーが整えられマスクが適切に設定された、写真およびデジタルベース
のテンプレート（PSD ファイル）。
ユーザーインターフェイス：レイヤーが設定された PSD。モバイル用および Web 用
のフルキット、フォーム、チャート、ナビゲーション、ウィジェットが含まれます
（PSD ファイル）。
ベクトルシェイプ：Photoshop、InDesign、および Illustrator と統合されている、拡
大縮小可能なオブジェクトおよびシェイプ（SVG ファイル）。
アイコン：印刷、Web および標識用の、字形、輪郭、平面および 3D シンボル
（PNG／SVG ファイル）のセット。
パターン：無限に繰り返すことができる、幾何学、イラスト、テクスチャのパターン
と背景（PNG／SVG ファイル）。
ブラシ：Photoshop 用の高品質なナチュラルメディアブラシおよび抽象ブラシ
（ABR／TPL ファイル）。

アセットをフィルター処理するには、Market ポップアップメニューでカテゴリーを選択
します。
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3. アセットを検索するには、  をクリックして、検索する語を入力します。

検索結果をフィルター処理して並べ替えることができます。

4. アセットのサムネールをクリックすると、アセットの追加情報と詳細が表示されます。

5. 「ダウンロード」をクリックし、アセットをダウンロードするライブラリを選択します。
新規ライブラリを作成することもできます。詳しくは、Creative Cloud Libraries を参照
してください。
ライブラリに加え、アセットもメインの Creative Cloud Files フォルダー
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の Market ダウンロードフォルダーに自動的にダウンロードされます。

FAQ

Creative Cloud Market を入手するにはどうすればよいですか？
Creative Cloud Market は、フォトグラフィプランのお客様（Photoshop 写真家向けプランおよび Creative
Cloud フォトグラフィプラン）を除く Creative Cloud 有償サービスのメンバーのみがご利用いただけま
す。Adobe Sketch iPad アプリケーションを使用すると、期間限定で、すべての Creative Cloud メンバー
が Adobe Creative Cloud Market にアクセス可能になります。Creative Cloud 無償メンバーおよびフォト
グラフィプランメンバーは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを使用して Market を参照でき
ますが、コンテンツをダウンロードすることはできません。Creative Cloud Market のコンテンツをダウン
ロードして使用するには、Creative Cloud 単体プランまたはコンプリートプランにアップグレードしてく
ださい。
フォトグラフィプランのメンバーが Creative Cloud Market にアクセスできない理由を教えてください。
Creative Cloud Market は、特定の有償 Creative Cloud プランに追加された、フォトグラフィプランのお客
様の特典には含まれていない新しい特典です。Creative Cloud Market、TypeKit、ProSite などの一部の
Creative Cloud サービスは、Creative Cloud 単体プランまたはコンプリートプランのお客様のみご利用い
ただけます。Creative Cloud Market のコンテンツをダウンロードして使用するには、Creative Cloud 単体
プランまたはコンプリートプランにアップグレードしてください。
Creative Cloud メンバーシップが必要ですか？
Creative Cloud Market は Creative Cloud 有償サービスのメンバーのみご利用いただけます。単体サブスク
リプションおよび通常版メンバーシップのメンバー（個人、チーム、学生・教職員、または法人）が対象
になります。ユーザーは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを介して Creative Cloud Market
にアクセスできます。
Creative Cloud フォトグラフィプランメンバーは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションから
Market にアクセスできません。無償メンバーは、Creative Cloud デスクトップアプリケーションを使用し
て Market アセットを参照できますが、コンテンツをダウンロードすることはできません。
 

ダウンロードしたアセットは自分のストレージ容量にカウントされますか？
はい。ダウンロードされたアセットは Creative Cloud Files フォルダーに格納され、ストレージにカウン
トされます。ストレージ容量を超過すると、アセットをダウンロードできなくなります。古いファイルを
削除してスペースを空ける必要があります。詳しくは、ファイルの管理と同期を参照してください。

34

http://sketch.adobe.com/jp
https://creative.adobe.com/ja/plans
https://creative.adobe.com/ja/plans
https://creative.adobe.com/ja/plans
http://idiom-q-win-1/jp/creative-cloud/help/sync-files.html


  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

これらのアセットを自分のプロジェクトで使用できますか？
はい。これらのユニークなアセットは無償で提供され、プロジェクトで使用できます。
これらのアセットを将来使用するためにコピーつまりバックアップしておくことができますか？
はい。Creative Cloud Market から入手したアセットを将来使用するためにバックアップしておくことがで
きます。
ダウンロードしたアセットを共有できますか？
いいえ。対象の Creative Cloud メンバーは自らの出版物、製作物およびプロジェクトでアセットを無料で
使用できますが、アセットを共有または再配布することはできません。
アドビは Creative Cloud Market のコンテンツをどのように調達していますか？
アドビは、業界の優秀なクリエイターによるコンテンツを Behance で直接調達しています。Behance
は、クリエイティブな作品を発表したり発見したりすることができる最先端のフリーオンラインプラット
フォームです。
自分の作品を Creative Cloud Market に出品できますか？
作品を多くの人に知ってもらうために、Behance に作品を投稿することを潜在的なアーティストであるす
べてのユーザーにお勧めします。 アドビでは、将来使用できるコンテンツを専門家が Behance で探して
います。

35

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://www.behance.net/


Creative Cloud Extract

Creative Cloud Extract を使用すると、Photoshop のデザインからコードを簡単に抽出
できます。Extract では Web デザイナーとデベロッパーのいずれの手順もシンプル
で、Web デザインから編集可能なコードに変換する作業効率が大幅に改善されます。

Web デベロッパーにデザイン仕様を伝える方法として広く使用されているのが Photoshop のコンポジション
で、デベロッパーはそのデザイン意図を HTML や CSS に変換します。一般的な手順では、まずデザイナーが
Web やモバイルデザインで使用する Photoshop カンプを作成します。次にプロダクションデザイナーが、ア
セットをスライスし、裁ち落としを作成して、デベロッパー用の PSD ファイルを作成します。そして、Web
デベロッパーがデザイン要素とアセットをコードに変換します。
そのワークフローを Extract がまったく作り変えました。Web デザイナーは Photoshop CC で最適化されたア
セットを瞬時に書き出し、Creative Cloud アセットを使って PSD をデベロッパーと共有できます。それを受
け取ったデベロッパーは自分のブラウザー内で重要なデザイン情報を利用したり、アセットをダウンロードで
きます。デベロッパーはこの情報にアクセスし、Dreamweaver CC でのコードの作成に適用できます。

Creative Cloud の Extract 機能は、様々なサービスの中で PSD デザインをコード化できます。いつでもデザ
イナーが使いやすいツールやテクノロジーで Extract を使用し、デザインをコードに変換できます。
使い慣れた Photoshop CC 環境で作業し、レイヤーやレイヤーグループから画像アセット
を定義して抽出することができます。
Web デベロッパーは Creative Cloud アセットの PSD ファイルにアクセスし、Extract を
使って画像アセット、計測値、CSS スタイルを書き出せます。書き出したアセットや
CSS スタイルを使用して、デザインカンプからコードに変換します。
Web デザイナーとデベロッパーは、Dreamweaver 内で Extract を使用でき、コンテキス
トコードヒント、アセット抽出、その他の処理をコーディング環境で直接できるので、完
全な自己完結ソリューションとなります。
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Photoshop の Extract アセット
Photoshop カンプを作成した
後、Adobe Generator 技術に基づく
シンプルなビジュアルインターフェ
イスを使用して、個別レイヤーまた
はレイヤーグループからすばやく画
像アセットを定義し、パッケージ化
できます。劇的に時間が短縮され、
本来のデザイン業務に多くの時間を
費やせます。

Dreamweaver の Extract

Dreamweaver で PSD を表示し、コ
ンテキストコードヒントを使用し
て、CSS 内のフォント、カラー、グ
ラデーションを簡単に定義できるよ
うになりました。最適化された画像
をライブビューのサーフェスにド
ラッグ＆ドロップしたりテキストを
コピーできるなど、様々な操作がで
きます。

Creative Cloud アセットでの
Extract

ブラウザーの Creative Cloud アセッ
トから直接 PSD を共有できるので、
カラー、グラデーション、フォン
ト、テキスト、CSS などのデザイン
情報をすばやく抽出し、カンプから
コードに変換できます。さら
に、Web 用に最適化された
PNG、SVG、JPG 画像を書き出すこ
ともできます。

Extract for Brackets（Preview）
Brackets での Extract との統合に
よって、Extract の機能を軽量な最新
のコードエディターで利用できるよ
うになりました。Extract for
Brackets（Preview）を使用すると、
コンテキストコードヒントを利用し
て、PSD からデザイン情報をクリー
ンかつ最小限の CSS として抽出する
ことができます。また、レイヤーを
画像として抽出したり、PSD の情報
を使用してプリプロセッサー変数を
定義したりすることもできるほか、
オブジェクト間のサイズや距離を簡
単に取得することも可能です。

ファイルの同期
Creative Cloud アセットに PSD
ファイルと抽出した画像を同期し
て保存すれば、どのデバイスから
でも最新のファイルにアクセスで
きます。

フォルダーの共有
Creative Cloud アセットを使用し
てフォルダーを共有すれば、チー
ムのメンバー全員が同じファイル
セットで作業できます。ファイル
をレビューし、コメントを追加す
ることもできます。Creative
Cloud アセットには、基本的な
バージョン管理機能も付属してい
ます。

フォントの同期
Creative Cloud には Typekit の
フォントにアクセスする機能があ
り、デザインに最適なフォントを
ダウンロードできます。

他の Creative Cloud サービスを使用してファイル、フォント、カラーなどのアセットを同期し、メンバー全
員が最新のデザインにアクセスできるようにすれば、デザインワークフローがさらにシンプルになります。

詳細情報 コミュニティで質問 お問い合わせ

Creative Cloud Extract チュートリアル フォーラムでサポートエキスパートに相談 スタッフに
問い合わせる
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Creative Cloud Libraries
Adobe Creative Cloud 2015 リリースでのアップデート

ページの先頭へ

キャプチャ 管理 再利用と作成

Libraries でできること
Creative Cloud アプリケーションでの Libraries のサポート
概要：Creative Cloud Libraries の使用
ライブラリへの追加
再利用と作成
共有と共同作業
Adobe Stock と Creative Cloud Libraries

FAQ

Creative Cloud Libraries を使用すれば、Adobe CreativeSync テクノロジーにより、お
気に入りのアセットをどこにいても使用することができます。複数の Creative Cloud
デスクトップアプリケーションやモバイルアプリケーションで画像、カラー、テキスト
スタイルなどを作成して、他のデスクトップアプリケーションやモバイルアプリケー
ションから簡単にアクセスできるので、シームレスなクリエイティブワークフローが実
現します。
概要については、Creative Cloud Libraries 入門をご覧ください。

Libraries でできること
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Creative Cloud Libraries は、デス
クトップアプリケーションに限ら
ず、様々なアプリケーションから
デザインアセットをキャプチャす
るメカニズムを提供します。ひら
めいたらすぐその場で Creative
Cloud モバイルアプリファミリー
を使用してインスピレーションを
取り込めるだけでなく、Adobe
Stock や Creative Cloud Market か
らアセットをダウンロードするこ
ともできます。

デザインアセットを複数の
Creative Cloud Libraries に整理で
きます。プロジェクトやアセット
の種類だけでなく、自分のお気に
入りごとに整理して、署名のスタ
イルの作成に再利用することも可
能です。

Creative Cloud Libraries のオブ
ジェクトを使用して、デザインや
アートワークを再利用および作成
できます。

ページの先頭へ

Creative Cloud アプリケーションでの Libraries のサポート
モバイルアプリケーション

アプリ

アセット
の
Libraries
への保存
をサポー
ト

Libraries のア
セットの使用を
サポート

詳細情報を記載したリソース

Shape CC ベクトル
シェイプ 該当なし Adobe Shape CC に関する FAQ

Color CC カラー
テーマ 該当なし Adobe Color CC に関する FAQ

Brush CC ブラシ 該当なし Adobe Brush CC に関する FAQ

Illustrator
Draw 該当なし 画像、シェイプ Adobe Illustrator Draw に関する FAQ

Photoshop
Sketch 該当なし ブラシ Adobe Photoshop Sketch に関する

FAQ

Illustrator Line 該当なし カラーとグラ
フィック

Adobe Illustrator Line CC に関する
FAQ

Hue CC 該当なし Adobe Hue CC に関する FAQ

Comp CC 該当なし Adobe Comp CC に関する FAQ

Premiere Clip 該当なし Adobe Premiere Clip に関する FAQ

Photoshop
Mix 該当なし Adobe Photoshop Mix に関する FAQ

Creative
Cloud モバイ
ルアプリ

該当なし Creative Cloud | よくある質問

デスクトップアプリケーションとブラウザーアプリケーション
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ページの先頭へ

モバイル
ますます充実していくアドビのモ
バイルアプリファミリーを使用し
て、ライブラリにアセットを追加
できます。その方法について
は、モバイルアプリのラーニング
リソースをご覧ください。

デスクトップ
Creative Cloud デスクトップアプ
リケーションを使用して、コン
ピューター上の Creative Cloud
Libraries にアセットを追加しま
す。デスクトップアプリケーショ
ンの Libraries パネルにアセットを
ドラッグします。Creative Cloud
Assets ページでライブラリを表示
および参照することもできます。
デスクトップアプリケーションで
の Libraries の使用方法について
は、Creative Cloud デスクトップ

Creative Cloud Market

Creative Cloud Market でアセット
を検索してライブラリに追加しま
す。Creative Cloud デスクトップ
アプリケーションを使用し
て、Creative Cloud Market からア
セットを参照して追加しま
す。Creative Cloud モバイルアプ
リケーションを使用してアセット
をライブラリに追加することもで
きます。

アプリまたはサービ
ス

アセット
の
Libraries
への保存
をサポー
ト

Libraries
のアセッ
トの使用
をサポー
ト

詳細情報を記載したリソース

デスクトップアプリケーション

Photoshop Photoshop の Creative Cloud
Libraries

Illustrator Illustrator の Creative Cloud Libraries

InDesign InDesign の Creative Cloud Libraries

Premiere Pro Premiere Pro の Creative Cloud
Libraries

After Effects After Effects の Creative Cloud
Libraries

Creative Cloud
Market （Creative
Cloud デスクトップ
アプリケーション経
由）

該当なし Creative Cloud Market

ブラウザー
Creative Cloud
Assets

表示、管理（名前変
更、削除）のみ

Creative Cloud Assets | 今日から始
めるCreative Cloud Assets

概要：Creative Cloud Libraries の使用

ライブラリへの追加

Creative Cloud Libraries は、デスクトップアプリケーションに限らず、様々なアプリケーションからデザイン
アセットをキャプチャするメカニズムを提供します。ひらめいたらすぐその場で Creative Cloud モバイルア
プリファミリーを使用してインスピレーションを取り込めるだけでなく、Adobe Stock や Creative Cloud
Market からアセットをダウンロードすることもできます。
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アプリケーションのラーニングリ
ソースを参照してください。

デスクトップ
Libraries をサポートするデスク
トップアプリケーションで
Libraries パネル
（Windows／Libraries）を開き、
オブジェクトをキャンバスにド
ラッグします。

モバイルアプリケーション
モバイルアプリケーションを使用
して、ライブラリからオブジェク
トを選択し、プロジェクトに配置
します。

ブラウザー
Creative Cloud Assets ページでラ
イブラリを参照および表示しま
す。ライブラリを削除することも
できます。

デスクトップ 

Creative Cloud Libraries をサポートしているデスク
トップアプリケーションで Libraries パネル
（Windows／Libraries）を開きます。パネルメ
ニューから「リンクを共有」または「フォルダー共
有」を選択します。

ブラウザー

左の Creative Cloud Assets パネルで「Libraries」を
クリックします。ライブラリフォルダーメニューか
ら「リンクを送信」または「フォルダー共有」を選
択します。

再利用と作成

共有と共同作業

Adobe Stock と Creative Cloud Libraries

Adobe Stock は Creative Cloud Libraries と緊密に連携します。ストック画像の透かしが埋め込まれたプレ
ビューを Adobe Stock Web サイトを使用して直接ライブラリに追加できます。次に、ライブラリがサポート
された Creative Cloud アプリケーション（Photoshop、lllustrator、InDesign、Premiere Pro、After Effects）
で、透かしが埋め込まれた画像を Libraries パネルからクリエイティブプロジェクトにドラッグできます。ス
トックイメージがプロジェクトに合っていることを確認したら、Libraries パネル内から直接ストック画像のラ
イセンス認証を実行できます。
ライブラリにリンクされたアセットをサポートする Creative Cloud アプリケーション
（Photoshop、Illustrator、InDesign）により、この連携がさらに深まります。ストック画像をライセンス認証
すると、開いているドキュメント内のストック画像のすべてのリンクされたインスタンスが、透かしのないラ
イセンス認証された高解像度ストック画像に自動的に更新されます。
詳しくは、Adobe Stock の使用を参照してください。
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FAQ

ライブラリにはアイテムをいくつまで追加できますか?

ライブラリに追加できるアセットは最大 1,000 個までです。
作成できるライブラリの数に制限はありますか?

いいえ。作成できるライブラリの数に制限はありません。
サポートされているすべてのアプリケーションで、ライブラリに保存されているすべてのアセットを使用
できますか?

アプリケーションの操作中に、そのアプリケーションに関連する Libraries コンテンツを表示および使用で
きます。例えば、レイヤースタイルをライブラリに追加できますが、これらのスタイルを使用できるのは
PhotoShop のみです。
どのようなカラー情報がサポートされていますか?

ライブラリでは単一のスウォッチまたはカラーテーマのカラーデータがサポートされています。ライブラ
リではプロセスカラーのみサポートされています。スポットカラーはサポートされていないため、ライブ
ラリにはプロセスカラーとして追加されます。
Libraries に格納されているアセットを Creative Cloud デスクトップアプリケーション全体で再利用でき
ますか?

ほとんどのアセットは、デスクトップアプリケーション間で再利用できます。Photoshop のレイヤースタ
イルは特質すべき例外です。これらは現在 Photoshop でのみ再利用できます。
Illustrator または PhotoShop で InDesign テキストスタイルアセットを使用した場合、これらのアプリケー
ションで、アセットのプロパティと、ホストアプリケーションで使用できるテキストスタイルのプロパ
ティのマッピングが試行されます。ホストアプリケーションにないプロパティは無視されます。
アセットはどこに保存されますか?

アセットはデバイス上にローカルに保存され、Creative Cloud と同期されます。
ライブラリは他のユーザーと共有できますか?

はい。ライブラリでの共同作業を参照してください。
Creative Cloud Libraries と統合された一部のモバイルアプリ（Brush、Color、Shape）では、ライブラリ
での共同作業はまだサポートされていません。また、これらのモバイルアプリで作業するときは、共有し
ているライブラリはすべて使用できません。ただし、他のユーザーとライブラリを共有した場合、そのラ
イブラリは Creative Cloud デスクトップアプリケーションおよびモバイルアプリで使用できます。
Creative Cloud メンバーシップが必要ですか？
Creative Cloud Libraries を使用するには、無償または有償の Creative Cloud メンバーシップが必要です。
Creative Cloud Libraries に関する情報はどこで入手できますか?

ライブラリに関する詳しい情報は、次のリソースで確認できます。
ビデオチュートリアル

Creative Cloud Libraries の使い方入門（概要）
Illustrator およびモバイルの Creative Cloud Libraries
Photoshop およびモバイルの Creative Cloud Libraries

モバイルアプリケーションで Creative Cloud Libraries のデモンストレーションを行うビデオチュートリア
ル

Shape CC
Brush CC
Color CC
Illustrator Draw
Photoshop Sketch
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コンテンツを作成してアセットを読み込む
アニメーション用のコンテンツを作成する（英語）
参照 (2012/12/12)

プロジェクトを作成してコンテンツを読み込む（ビデオ）（英語）
チュートリアル - ビデオ (2012/12/12)

アセットを作成して Edge Animate プロジェクトに読み込む
チュートリアル - ビデオ 

Animate で Flash スプライトシートを使用する（チュートリアル）（英語）
チュートリアル - ビデオ  (2012/12/12)
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Web フォントを使用する

  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

Edge Animate 内から直接、Edge Web Fonts をテキストに適用できます。Edge Web Fonts ダイアログボックスからフォントを選択すると、サー
バーからそのフォントを取得するためのコードが、取得元のコードに自動的に組み込まれます。
Edge Animate ではまた、Edge Web Fonts の代替フォントを指定できます。ユーザーのコンピューターで何らかの問題があって Web フォントを
ダウンロードして使用できない場合、代替フォントが表示に使用されるようになります。

1. Edge Animate カンバス内でテキストを挿入します。

2. プロパティパネルの「テキスト」オプションで、フォントメニューの隣にある「+」ボタンをクリックします。

3. 使用するフォントを選択します。フォントが適用されたテキストのプレビューが表示されます。
パネルの左側にあるボタンを使用して、パネル内のフォントをタイプに基づいてフィルターできます。例えば、サンセリフタ
イプのフォントのみを表示するには、「サンセリフ」ボタンをクリックします。 

4. 「フォントを追加」をクリックします。

選択して適用されたフォントが Edge Animate のフォントライブラリに追加されます。フォントライブラリでフォントをダブ
ルクリックして、代替フォントを指定します。
何らかの問題があってサーバーから Web フォントをダウンロードできない場合、代替フォントが表示に使用されるようになり
ます。フォントはリストに表示されている順に選択されます。

46

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ja
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


アニメーションへのオーディオの追加

ページの先頭へ

Adobe Edge Animate では、<audio> 要素を伴う HTML5 オーディオがネイティブサポートされるので、アニメーションプロジェクトに音声を追加
することが可能です。基本的な HTML および JavaScript を使用して、コンポジションでのオーディオの再生を制御できます。また、オーディオエ
レメントをタッチイベントおよびマウスイベントにバインドし、タイムライン上でのオーディオの再生をトリガーすることもできます。Adobe
Edge Animate のオーディオ機能は、HTML DOM に埋め込まれています。従って、プラグインを必要とすることなく、任意のコンピューターやデ
バイスで音声が再生されます。

Edge Animate には以下の形式のオーディオを読み込めます。
.mp3
.ogg/.oga
.wav
.m4a
.aac

ブラウザーの枠を超えて最高の一貫性を実現するには、.mp3 および .ogg 形式のオーディオエレメントをプロジェクトに加えてください。対応す
るオーディオ形式について詳しくは、HTML5 の audio 要素と video 要素でサポートされているメディアフォーマットをご覧ください。

オーディオファイルのフォールバックバージョンを作成するには、Creative Cloud メンバーシップに含まれる Adobe Audition などのオーディオ変
換アプリケーションを使用できます。

コンポジションへのオーディオの追加
オーディオの再生と制御
オーディオの微調整
オーディオのプリロード
デフォルトのオーディオプレーヤーの有効化
デバイスでのオーディオの使用
ヒントとクロスブラウザーへの考慮事項

コンポジションへのオーディオの追加

次のいずれかの操作を実行します。
オーディオファイルをファイルシステムからプロジェクトにドラッグ＆ドロップします。オーディオファイルの名前の付いた
「オーディオグループ」がライブラリに作成されます。このオーディオグループには、オーディオファイルに加え、異なるブラ
ウザー間の互換性を維持するためのフォールバックファイルが含まれています。
注意：フォールバックファイルは、プロジェクトにドロップすると、自動的にオーディオグループに分類されます。
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ページの先頭へ

ライブラリのオーディオグループ

プロジェクトのライブラリで「オーディオを追加」をクリックして、目的のオーディオファイルを選択し、そのオーディオグ
ループをステージにドラッグします。

ライブラリの「オーディオを追加」オプション

プロジェクトにオーディオを追加すると、エレメントパネルに「オーディオエレメント」が表示されます。エレメントパネルでそのオーディオエ
レメントを選択すると、オーディオの再生を制御するためのオプションが表示されます。

エレメントパネルのオーディオ

オーディオの再生と制御

オーディオの再生および制御には以下のオプションが用意されています。
プロパティパネル
自動再生：タイムライン上でオーディオファイルを自動的に再生します。
ループ：再生が終わったオーディオファイルを最初からループ再生します。

プロパティパネルのオーディオコントロールオプション

タイムライン
再生：現在の再生ヘッドの位置からオーディオファイルを再生します。
再生の開始位置：再生を開始したい位置をタイムマーカーで指定できます。
一時停止：オーディオトラックを一時停止できます。再生機能を使用して再生を開始します。
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ページの先頭へ

タイムラインのオーディオコントロールオプション

オーディオアクション：アクションのコードスニペットを使用し、イベントによってオーディオ再生を制御します。

参照項目

オーディオアクション
1. タイムラインでオーディオエレメントの横にある {} をクリックし、アクションエディターを開きます。

2. 表示されるイベントのリストから、必要なトリガーをクリックします。

3. 「アクションを選択」リストで「オーディオ」をクリックし、必要なアクションをクリックします。

アクションエディターのオーディオアクション

4. 「ターゲットを選択」セクションで「ステージ」をクリックし、選択したアクションを適用する必要があるエレメントをダブ
ルクリックします。

5. 必要に応じて、コードウィンドウ内のコードを変更します。

重要：オーディオによっては、ローカルでは完璧に再生されていても、Web サーバーにロー すると再生できないことがあります。そのような場合
は、オーディオのサポートに必要な MIME タイプを含むよう Web サイトの .htaccess ファイルを構成します。ご不明な点があれば、Web サイ
ト管理者にご相談ください。

オーディオの微調整
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注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

タイムラインでは、キーフレームトランジションの設定によってボリュームトランジションを制御できます。ボリュームトランジションを使用し
て、フェードイン、フェードアウト、複数トラックのクロスフェードといった独自のオーディオエフェクトを作成します。

ほとんどのモバイルデバイスでは、オーディオのボリュームトランジションを利用できません。制限事項については、デバイスでのオー
ディオの使用を参照してください。

オーディオのプリロード

コンポジションを読み込む前にオーディオファイルをプリロードするには、ステージのプロパティパネルにあるプリロードセクションで「オー
ディオをプリロード」を選択します。
注意：ほとんどのモバイルデバイスでは、オーディオのプリロードを利用できません。制限事項については、デバイスでのオーディオの使用を参
照してください。

デフォルトのオーディオプレーヤーの有効化

ブラウザーにデフォルトの Windows Media Player を使用してオーディオコントロールを表示できます。デフォルトのオーディオプレーヤーは、初
期設定では非表示になっています。プレーヤーを表示するには、オーディオエレメントを選択し、プロパティパネルで「オン」を選択します。

デフォルトのオーディオプレーヤーの有効化

プレーヤースキンはブラウザーによってレンダリングされ、表示されるブラウザーに応じて見た目が異なります。例えば、Chrome で表示されるプ
レーヤーは、Firefox で表示されるものとは異なっています。独自のプレーヤーを作成するのに使用できるカスタムコントロールの作成方法につい
ては、オーディオアクションを参照してください。

プレーヤーがステージに表示されたら、他のオブジェクトに追加するのと同じように、モーションプロパティと変形プロパティをプレーヤーに追
加できます。<audio> 要素は特別なタイプの HTML 要素であるため、以下に示すプロパティのサブセットのみを適用できます。
不透明度
切り抜き
位置とサイズ
変形

デバイスでのオーディオの使用

iOS

iOS（iPad を含むすべてのデバイス）の Safari では、ユーザーが携帯電話ネットワークを使用している場合、データ単位で料金が請求されること
があるので、プリロード、自動再生および再生アクションは無効にしておきます。ユーザーがオーディオを再生するまでデータは読み込まれませ
ん。
ユーザーイベントによってトリガーされたオーディオエレメントを、オーディオアクションを使用して呼び出すこともできます。オーディオアク
ションについて詳しくは、オーディオアクションを参照してください。

ボリュームプロパティで設定したボリュームキーフレームおよびコントロールは、iOS デバイスに対応していません。その場合、デバイス自体の
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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

ページの先頭へ

音量調整を使用してボリュームを調整できます。

iOS 4.0 以前の iPhone および iPod touch では、オーディオはインライン再生されず、フルスクリーンモードで表示されていました。iOS 4.0 以降
は、すべてのデバイスで、オーディオがインライン再生されます。

Android

オーディオエレメントについて、大抵は Android にも iOS と同じ制限があります。

ヒントとクロスブラウザーへの考慮事項

オーディオの同期

オーディオを使用して、ステージの構成に合わせて音を動かすことができます。ただし、Web の性質上、オーディオトラックがステージ上を動く
エレメントと同期しなくなる可能性があります。特に長めのトラックでは、動きと音を調和させる際に再生の待ち時間が発生することがありま
す。

オーディオスプライト

オーディオスプライトを使用すると、別々の再生可能な部分から単一のオーディオファイルを作成できます。この手法は、すべてのオーディオを
単一のファイルにダウンロードしてダウンロード時間を短縮するのに用いられます。

オーディオスプライトを使用するには、オーディオエレメントをシンボルに変換し、再生マーカーを用いてスプライトのセクションを呼び出しま
す。
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アニメーションへのビデオの追加

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Edge Animate では、HTML5 ビデオがネイティブサポートされているので、お好きなビデオクリップをコンポジション内で簡単に使用できます。
ビデオの再生は、基本的な再生アクションと JavaScript を使用して制御できます。また、ビデオエレメントをタッチイベントやマウスイベントに
バインドし、豊かでインタラクティブなエクスペリエンスを作り出すことも可能です。
ビデオ再生機能は、HTML DOM でサポートされています。したがって、プラグインを必要とせず、任意の最新のデスクトップコンピューターやデ
バイスのブラウザーでビデオが再生できます。

Edge Animate に .mp4 および .ogv ファイルを読み込むことができます。

ブラウザーの枠を超えて最高の互換性を実現するには、.mp4 および .ogv 形式のビデオエレメントをプロジェクトに加えてください。対応するビ
デオ形式について詳しくは、HTML5 の audio 要素と video 要素でサポートされているメディアフォーマットを参照してください。

ビデオのコンポジションへの追加
ビデオの再生と制御
ビデオのプリロード
デフォルトのビデオプレーヤーの有効化
デバイスでのビデオの使用

ビデオのコンポジションへの追加

次のいずれかの操作を実行します。
ファイル／読み込みをクリックするか、ビデオファイルをファイルシステムから直接ステージにドラッグ＆ドロップします。ビ
デオファイルの名前の付いた「ビデオグループ」がライブラリに作成されます。このビデオグループには、ビデオファイルに加
え、異なるブラウザー間の互換性を維持するために追加したフォールバックファイルが含まれています。
注意：フォールバックファイルは、コンポジションで読み込むと、自動的にビデオグループに名前別に分類されます。

プロジェクトのライブラリで「ビデオを追加」をクリックして、目的のビデオファイルを選択し、そのビデオグループをライブ
ラリからステージにドラッグします。

ライブラリの「ビデオを追加」オプション

コンポジションにビデオを追加すると、エレメントパネルに「ビデオエレメント」が表示されます。エレメントパネルでそのビデオエレメントを
選択すると、ビデオの再生を制御するためのオプションがプロパティパネルに表示されます。

ビデオの再生と制御
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ビデオの再生および制御には、以下のオプションが用意されています。
プロパティパネル
自動再生：タイムラインおよびデスクトップブラウザー上でビデオファイルを自動的に再生します。
ループ：再生が終わったビデオファイルを最初からループ再生します。

プロパティパネルのビデオコントロール

タイムライン
再生：現在の再生ヘッドの位置からビデオファイルを再生します。
途中から再生：ビデオの再生を開始する位置をタイムマーカーで指定できます。
一時停止：ビデオを一時停止できます。再生を開始するには、再生機能を使用します。

タイムラインのビデオ再生オプション

ビデオアクション：アクションエディターのコードスニペットを使用し、イベントによってビデオ再生を制御します。

ビデオアクション
1. タイムラインでステージの横にある {} をクリックし、アクションエディターを開きます。

2. トリガー（イベント）をクリックします。

3. 「アクションを選択」リストで「ビデオ」をクリックし、必要なアクションをクリックします。

また、「アクションを選択」セクションにある検索ボックスを使用してアクションを検索できます。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

アクションエディターのビデオアクション

4. 「ターゲットを選択」セクションで「ステージ」をクリックし、選択したアクションを割り当てるエレメントまたはシンボル
をダブルクリックします。

また、「ターゲットを選択」セクションにある検索ボックスを使用してエレメントまたはシンボルを検索できます。

ビデオのプリロード

コンポジションを読み込む前にビデオファイルをプリロードするには、ステージのプロパティパネルにあるプリロードセクションで「オーディオ
をプリロード」を選択します。
注意：ほとんどのモバイルデバイスでは、ビデオのプリロードを利用できません。制限事項については、デバイスでのビデオの使用を参照してく
ださい。

ビデオのプリロード

デフォルトのビデオプレーヤーの有効化

ブラウザーのデフォルトのメディアプレーヤーを使用してビデオコントロールを表示できます。デフォルトのビデオプレーヤーは、初期設定では
非表示になっています。デフォルトのプレーヤーを有効にするには、ビデオエレメントを選択し、プロパティパネルの「ビデオ」セクションで
「コントロール」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

ページの先頭へ

プロパティパネルにおけるデフォルトのビデオプレーヤーの有効化

プレーヤースキンはブラウザーによってレンダリングされ、表示されるブラウザーに応じて見た目が異なります。例えば、Chrome で表示されるプ
レーヤーは Firefox で表示されるものとは異なっています。

プレーヤーがステージに表示されたら、他のオブジェクトに追加するのと同じように、モーションプロパティ、変形プロパティ、および他のプロ
パティをプレーヤーに追加できます。

デバイスでのビデオの使用

iOS

iOS（iPad などのすべてのデバイス用）の Safari では、ユーザーが携帯電話ネットワークを使用している場合、データ単位で料金が請求されるこ
とがあるので、プリロード、自動再生および再生アクションは無効にしておきます。ユーザーがビデオを再生するまでデータは読み込まれませ
ん。
ユーザーイベントによってトリガーされたビデオエレメントを、ビデオアクションを使用して呼び出すこともできます。ビデオアクションについ
て詳しくは、ビデオアクションを参照してください。

Android

Android の場合も、大抵はビデオについて iOS と同じ制限があります。
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スプライトシートの読み込み

注意：

ページの先頭へ

デザイナーとして複雑なイメージおよびキャラクターアニメーションを作成するため、Adobe Photoshop や Adobe Flash Professional などの他の
多様なツールまたはプログラムを使用する可能性は大いにあります。Edge Animate では、それらのツールによって生成したスプライトシートを読
み込むことにより、そうした作成物を再利用できます。

スプライトシートは、タイル状にグリッド配置された小さなグラフィックスが複数含まれるイメージファイルです。複数のグラフィックスを 1 つ
のファイルにコンパイルすると、Edge Animate および他のアプリケーションで 1 つのファイルを読み込むだけでそれらのグラフィックスを使用で
きるようになります。このように読み込み効率が良いと、アニメーションの作成などのパフォーマンスが特に重要視される状況においてとても役
立ちます。 

ほとんどのツールでは、スプライトシートはイメージファイル（PNG/JPEG）としてのみエクスポートできます。Adobe Flash Professional CC
2014 以降では、Edge Animate 固有のスプライトシートを生成できます。PNG／JPEG として保存されたスプライトシートおよび Flash
Professional で生成されたスプライトシートのどちらであっても Edge Animate にインポートできます。

読み込んで使用するスプライトシートのサイズが 2048 X 2048 ピクセルを超える場合、デバイス上の Edge Animate コンポジションでパ
フォーマンスに関する問題が生じることがあります。

イメージファイルとしてのみ保存されたスプライトシートの読み込み
Adobe Flash Professional で生成されたスプライトシートの読み込み

イメージファイルとしてのみ保存されたスプライトシートの読み込み
1. スプライトシートを Edge Animate で読み込む前に、以下の点を確認してください。

スプライトシートのイメージのサイズがすべて等しい
イメージ間の余白が統一されている

2. Edge Animate を開きます。シンボルパネルから、+ を右クリックして「スプライトシートを読み込み」をクリックします。

また、ファイル／スプライトシートを読み込みをクリックすることもできます。

シンボルパネルからのスプライトシートの読み込み

3. 必要なスプライトシートを参照し、PNG ファイルまたは JPEG ファイルを選択します。「OK」をクリックします。

「スプライトタイルを定義」ダイアログボックスが表示されます。
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スプライトタイルを定義 - PNG または JPEG スプライトシートの読み込み

アニメーションをプレビューするには、「アニメーションをプレビュー」をクリックします。
継続時間と FPS を指定します。PNG および JPEG ファイルの場合、FPS は初期設定で 24 に設定されています。必要に
応じて FPS を変更できます。
行数と列数、およびトリミングのオプションを指定します。

4. 「読み込み」をクリックします。

イメージパネルに、スプライトシートに対応する PNG または JPEG ファイルが保存されます。構成要素のイメージは、シン
ボルパネルに個別のシンボル（spritesheet_name_n という名前）として保存されます。

5. シンボルパネルの必要なシンボルをステージにドラッグします。

Adobe Flash Professional で生成されたスプライトシートの読み込み
1. Adobe Flash Professional CC 2014 以降で Edge Animate 形式を選択してスプライトシートを生成したことを確認します。

Adobe Flash Professional CC におけるスプライトシートの生成方法については、Adobe Flash Professional CC ヘルプを参照
してください。

2. シンボルパネルから、+ を右クリックして「スプライトシートを読み込み」をクリックします。

また、ファイル／スプライトシートを読み込みをクリックすることもできます。
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シンボルパネルを使用したスプライトシートの読み込み

3. 必要なスプライトシートを参照し、PNG ファイルまたは JPEG ファイルを選択します。「OK」をクリックします。

「スプライトタイルを定義」ダイアログボックスが表示されます。

スプライトタイルを定義 - Flash スプライトシートの読み込み

選択した PNG または JPEG に対応する EAS ファイルを読み込むには、「EAS ファイルを読み込む」を選択します。
アニメーションをプレビューするには、「アニメーションをプレビュー」をクリックします。
継続時間と FPS を指定します。EAS ファイルの場合、FPS はソースから継承されます。必要に応じて FPS を変更できま
す。

4. 「読み込み」をクリックします。

イメージパネルに、スプライトシートに対応する PNG または JPEG ファイルが保存されます。構成要素のイメージは、シン
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ボルパネルに個別のシンボル（spritesheet_name_n という名前）として保存されます。

5. シンボルパネルの必要なシンボルをステージにドラッグします。

59

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


Adobe DPS 記事に対するハイパーリンクエレメント

Adobe Digital Publishing Suite（DPS）を用いてパブリッシュされた電子マガジンは、Edge Animate コンポジションを含めることにより魅力的か
つ興味深くなります。Edge Animate を使用すると、Adobe InDesign（DPSの一部）に簡単に組み込むことができる OAM ファイルとしてコンポジ
ションをパブリッシュできます。

さらに、Edge Animate コンポジションは電子マガジン内のナビゲーションエイドとして使用できます。コンポジション内のエレメントには、マガ
ジンでアニメーションが埋め込まれる特定の記事に対してハイパーリンクを作成できます。読者はそうしたハイパーリンクエレメントをクリック
すると、関連する記事に素早くジャンプできます。
ハイパーリンクは、コンポジションのエレメントと必要な Adobe DPS 記事との間に Edge Animate から簡単に設定できます。設定後、アニメー
ションを OAM ファイルとしてパブリッシュし、それらを記事内に埋め込むことによってリンクをテストできます。

Adobe DPS 記事または記事内のページとエレメントとの間にハイパーリンクを作成するには、次のようにします。

1. タイムラインでステージの横にある {} をクリックします。

2. アクションエディターに表示されるリストからトリガーを選択します。ナビゲーションを設定するため、compositionReady
イベントを選択することをお勧めします。

compositionReady イベントが表示されているアクションエディター

3. 「アクションを選択」セクションで「Adobe DPS」をクリックし、「記事をナビゲート」をクリックします。リンク先の記事
名およびページ番号を指定します。また、手順 5 に記されているように詳細を指定するためのコードを編集することもできま
す。
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アクションエディターの Adobe DPS アクションオプション

4. 「ターゲットを選択」セクションで「ステージ」をクリックし、上のアクションのターゲットとなるエレメントの名前をダブ
ルクリックします。

5. （オプション）コードを編集して、次のいずれかを指定します。

Adobe InDesign において必要な Folio 形式での記事の名前とページ番号

例：

記事への相対リンク（first、last、next、previous、current など）

例：
folio 形式で最後の記事にある最終ページにナビゲートするには、navto://relative/last#last を使用します。

相対的な navto ハイパーリンクの使用法について詳しくは、Adobe DPS のドキュメントを参照してください。

1 sym.$("Rectangle").append('<a style="display:block;width:100%;height:100%;" 
href="navto://my_article_Name#my_page_number"/>');

1 sym.$("Rectangle").append('<a style="display:block;width:100%;height:100%;" 
href="navto://relative/last#last');
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タイムラインを使用してアニメーションを作成する
Edge Animate のタイムライン（英語）
チュートリアル - ビデオ (2012/12/13)

Edge Animate でアニメーションを作成する（英語）
チュートリアル - ビデオ (2012/12/13)

テキストをアニメーション化する（英語）
チュートリアル - ビデオ (2012/12/13)

独立したシンボルタイムラインを活用する（英語）
チュートリアル - テキスト (2012/12/12)

アニメーション化されたロゴを作成する（英語）
チュートリアル - テキスト (2013/01/08)
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ピンツール、キーフレーム、トランジションを使用したアニメーショ
ン化

ページの先頭へ

ピンツールを使用してアニメーションを作成する
キーフレームを使用してアニメーションを作成する
個々のキーフレームを編集する
トランジションをコピーする
さらに詳しく

Edge Animate では、キーフレームに基く従来のアニメーションの手法でアニメーションを作成できます。また、Edge Animate ではピンツールに
基いてキーフレームを作成する別の手法も用意されています。

ピンツールを使用してアニメーションを作成する

ピンツールは、タイムラインのある時点のエレメントのプロパティ値を固定します。編集作業を行うときには、再生ヘッドの位置のプロパティ値
を変更する間、ピンツールによって現在の値が固定されます。Edge Animate では、再生ヘッドまで、または再生ヘッドからのキーフレームおよび
トランジションを生成できます。
ピンツールを使用してアニメーション化するには：

1. タイムラインのある時点で固定するエレメントのプロパティを定義します。

2. タイムラインパネルのピンの切り替えボタンをクリックします。

ピンの切り替え

再生ヘッドをダブルクリックするか、キーボードの P キーを押すことによって、ピンをアクティブにすることもできます。

3. タイムライン上のピンを、タイムラインでエレメントのプロパティを固定する場所までドラッグします。

4. 初期プロパティを固定した状態で、エレメントのプロパティの値を変更します。
山形のパターンが再生ヘッドを指しているので、再生ヘッドの位置で変更が設定されます。
Adobe Edge Animate によって、再生ヘッドとピンの位置の間に自動的にキーフレームが追加されます。手動でキーフレーム
を追加したり、タイムライン上の再生ヘッドの位置を変更したりする必要はありません。

5. アニメーションをプレビューするには、タイムラインパネルの再生ボタンをクリックするか、キーボードのスペースバーを押
します。

ピンツールによるアニメーション化のレッスン：
1. Edge Animate でウィンドウ／レッスンを選択します。
2. 「アニメーション 2：ピン」をクリックします。
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キーフレームは、ある時点のプロパティの値を指定します。キーフレームを使用してアニメーション化する場合、タイムラインの 2 つ以上の位置
にキーフレームを追加し、各位置で異なるエレメントプロパティを定義します。Edge Animate はプロパティ値を使用して、キーフレーム間でコン
テンツをアニメーション化します。
キーフレームを使用してアニメーション化するには：

1. ステージでアニメーション化するエレメントを選択します。

2. タイムライン上でアニメーションを開始する位置に再生ヘッドを移動します。

3. エレメントのプロパティパネルで、時間の経過と共に変化させるプロパティの横にあるキーフレームを追加ボタン（菱形のボ
タン）をクリックします。

キーフレームの追加

4. タイムライン上で別の位置に再生ヘッドを移動し、プロパティの値を変更します。
Edge によって、自動的に終了キーフレームが追加され、トランジションが作成されます。

5. アニメーションをプレビューするには、タイムラインパネルの再生ボタンをクリックするか、キーボードのスペースバーを押
します。

キーフレームによるアニメーション化のレッスン：
1. Edge Animate でウィンドウ／レッスンを選択します。
2. 「アニメーション 1：キーフレーム」をクリックします。

個々のキーフレームを編集する

1. タイムライン上のキーフレームの位置（菱形のアイコン）に再生ヘッドを移動します。
2. タイムラインパネルの左側で編集可能なプロパティ値を変更します。

トランジションをコピーする

トランジションをコピーして、同じエレメントのタイムラインまたは別のエレメントのタイムラインにペーストすることができます。
1. タイムライン上のトランジションをクリックして選択します。選択すると、タイムライン上のトランジションバーの周囲にオ
レンジ色の境界線が表示されます。

2. Ctrl + C キー（Windows）または Command + C キー（Macintosh）を押してトランジションをクリップボードにコピーしま
す。
Ctrl + X キー（Windows）または Command + X キー（Macintosh）を使用して、エレメントからトランジションをカットする
こともできます。

3. トランジションを別のエレメントにコピーする場合は、ステージでエレメントを選択します。
4. タイムライン上でコピーしたトランジションを開始する位置に再生ヘッドを移動します。
5. Ctrl + V キー（Windows）または Command + V キー（Macintosh）を押してトランジションをタイムラインにペーストしま
す。

さらに詳しく
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アセットを作成して読み込む（英語）
アニメーションを作成する（英語）
柔軟なレイアウトを作成する（英語）
アニメーション化されたロゴを作成する（英語）
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Adding text to your project (Tutorial)

Excerpted from “Adobe Edge Animate: The Missing Manual”

Learn how to add and animate text in your Adobe Edge project.... Read More

http://shop.oreilly.com/product/0636920027553...

by Chris Grover 
http://www.oreillynet.com/...

Published by O’Reilly. Copyright @ 2012. All rights reserved.

What's covered
Introduction
Changing Text-Specific Properties
Using Web Fonts
Adding Web Fonts to Your Composition
Changing Other Text Properties
Clipping Text Around the Edges
Making That Headline Drop In
Dealing with the Template
Adding Some Bounce
Creating a Bounce Manually
Using Animate’s Prebuilt Bounce
Building Your First Animation
Setting the Stage
Creating Art in Animate
Rectangles: Building a Basic Box
Aligning, Distributing, and Arranging Elements
Rulers and Manual Guides
Arranging Elements: Z-Order
A Rectangular Animation
Animating by Adding Property Keyframes
Rounded Rectangles: More than Meets the Eye
A Circle Is a Very Rounded Rectangle
Adding Drop Shadows to Graphics
Importing Art
Choosing between GIF, JPG, PNG and SVG

Introduction
66

http://shop.oreilly.com/product/0636920027553.do
http://shop.oreilly.com/product/0636920027553.do
http://shop.oreilly.com/product/0636920027553.do
http://www.oreillynet.com/pub/au/2674
http://www.oreillynet.com/pub/au/2674


To the top

There are three ways to add text to your Animate project:

Use the text tool.
In the Tools palette, click the big T (or use the shortcut key T), and then in your document, click and drag to
create a text box. Initially, you don’t have to worry too much about positioning or sizing the text box. You
can manage those details later. Just go ahead and start typing. Try the phrase “ON the EDGE.” The text you
enter appears on the stage, as shown in Figure 1. If you want to create multiple paragraphs, just press Enter
(Return) as you would in your word processor. When you’re done, you can close the text window by pressing
Esc or clicking the X button in the upper-right corner.
Copy and paste.
If you’re working with large blocks of text, you may have already worked up a draft in a word processor or
some other source. In that case, you can copy the text in your word processor, and then in Animate create a
text box and press Ctrl+V (Command-V) to paste it into your project. It won’t be formatted exactly as it was
originally, but the text will be there. This process maintains some of the major formatting, such as paragraph
breaks.
Open HTML with text.
Perhaps you have a web page already created in an HTML editor or some other web-building tool. You’d like
to add some animation excitement to the static page. You can open that page in Animate using File Open
and then use Animate to make the elements move. You’re limited in what you can do with text imported in
this way. You can’t edit it or change its formatting. In essence, it’s just another graphic element you can use
in an animation. One significant advantage to this method is that links within the text are maintained.

Changing Text-Specific Properties

Once you have text in your Animate project, there are several text-specific properties that you can use to change
its appearance, as shown in Figure 2. These properties appear in the Text subpanel. Initially, some of the less-used
options may be hidden. Click the button in the lower-left corner of the subpanel to show and hide additional
properties. The names for each of these tools follow CSS (cascading style sheet) naming conventions, so they are
lowercase with hyphens between words.

font-family. You can choose from several different typefaces. You might not find all the same fonts that you
have on your computer. In web design, you’re limited to fonts that are available to your audience unless you
have a way of providing the font with your project. For more details on fonts and typefaces, see the next
section.
color. Click the swatch, and the standard color picker appears where you can set the color for your text.
font-size. Dial in font size by number. Next to font-size you see a button called Text Property Unit. Click
this to change the method for specifying font-size.
font-unit. Animate uses three different units for specifying font size: pixels (px) ems (em) and percentage
(%). Pixels are equivalent to a single dot on a monitor. An em is roughly the size of the letter M. Most web
browsers give users the ability to adjust the size of text, so an em is a unit that changes according to the
browser setting. Percentage is a useful option when designing web content that may be viewed on mobile
devices as well as desktop computers.
font-style. Slants the text so it looks like italics.
font-weight. Gives you several options such as Thin, Extra Light, Normal, and Extra Bold. The order of
options and their accompanying numbers give you hints for comparing the different weights.
font-decoration. Use this button to underline text.
text-align. Just like your word processor, Animate lets you align text right, center, or left. Alignment affects
all the text in the text box. So if you want to create one paragraph aligned right and one paragraph
centered, they must be in separate text boxes.
text-indent. Indents the first line within a text box. You can change the value in pixels. It doesn't accept
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negative numbers to create hanging indents.
line-height. Use to set the space between lines of text.
letter-spacing. As the name implies, you can adjust the space between letters. Often used to create
distinctive headlines or company logos, this effect should be used sparingly for normal body text.
word-spacing. Varies the distance between words. Use carefully or you may end up with awkward, hard-to-
read text.

Using Web Fonts

There’s another way to increase the number of typefaces you use in your Animate animations. For years, web
designers have been using web fonts. For programs, including web browsers, to display a specific font, they need
to have access to the font description. Usually, that description resides on the same computer as the program—
sometimes called the client. Web fonts work a little differently. For example, with Google’s web fonts
(www.google.com/webfonts), the definitions for the fonts are stored on Google’s servers. As a web designer, you
can use these fonts by adding code to your pages that tell browsers where to find the font descriptions.

First, find the web font you want to use. Google web fonts are free and surprisingly easy to use, so they’re a great
candidate for your first attempt. Here are the steps to selecting a Google web font and grabbing the code you
need to identify it in your project:

1. In your web browser, go to: www.google.com/webfonts. You see a page displaying font samples. There are
hundreds, so the widgets on the left help you filter the fonts. The buttons at the bottom of the page direct
you to the three steps for a successful web font hunt: Choose, Review, and Use.

2. On the left, below the word Filters, click the drop-down menu. Choose from Serif, Sans-Serif, Display, and
Hand Writing. The menu uses checkboxes, so you can choose a combination of characteristics. For example,
you could use Sans-Serif and Display.

3. If necessary, use the Thickness, Slant, and Width sliders to narrow your font search. With so many choices,
it helps to thin the crowd of fonts displayed on the screen.

4. Use the tabs at the top of the font window to change the display to Word,
Sentence, or Paragraph.

If you’re looking for a font for headings, the Word or Sentence tab is the best
choice. If you’re choosing a font for body text, make sure you check its appearance
with the Paragraph option.

5. Click the blue “Add to Collection” button. You can have more than one font in a collection, but for page-
rendering speed and good design, you’ll want to limit the number of fonts you use.

6. Click Review. This step may not always be necessary, but as the name implies, on this page you can take a
closer look at your font in use as a headline or paragraph.

7. Click Use. A new page loads with instructions for using the fonts on your web site. Part way down the page is
a blue box with the heading “Add this code to your website”; see Figure 3.

8. Click the Standard tab and then select and copy the code displayed. With the code stored on your clipboard,
you’re ready and loaded for the second part of the process: adding the location for the font description to
your Animate project.

Adding Web Fonts to Your Composition
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Once you’ve chosen a Google or other brand web font and copied the code that identifies it, adding to your project
easy in Animate. Here are the steps:

1. In the Library panel, on the bar that says Fonts, click the + button, as shown in Figure 4.

The Add Web Fonts dialog box appears.

2. Paste the code that identifies the location of your font in the lower “embed code” text box.

This code is provided by the same organization that hosts the web font. If you followed the previous steps,
the code is stored on your clipboard.

3. Type the name of web font in the upper Font Fallback List along with the fonts that should be used if the
web font isn’t available. If the client computer isn’t connected to the Internet, then the web font won’t be
available.

4. Click the Add Font button. The font now appears in the Font Name drop-down menu when you’re working
with text.

Changing Other Text Properties

Like any other element in Animate, you probably don’t expect your text to be static all the time. Fortunately for
you, the designer, you don’t have to learn new tools to make your text dance around the screen. The X/Y Position
properties determine where your text appears, and the W/H Size properties determine the dimensions of the text
box. Keep in mind that the Size properties change the size of the text box, but they don’t change the size of the
letters. To change the size of the letters, you can use the font-size properties or the Scale properties. Sometimes
you'll want the size of your text to change depending on the size of the browser window. If that's the case, use %
(percentage) for the Text Properties Unit. As with drawings and photos, you can create property keyframes in the
timeline to make text properties change over time.

Remember those fold, spindle, and mutilate tools? You can use the Transform properties on text, too. Go ahead
and rotate or skew blocks of text for special effects as you add or remove them from the web page. Use the Scale
properties to make the text box and the text inside bigger or smaller. Scale works on text the same way it works
on a JPEG image: Dial in a percentage, and everything grows or shrinks. Keep in mind that text gets a bit blurry
when it is enlarged using the Scale property.

Clipping Text Around the Edges

As with other graphic elements on the stage, you can use Clip properties to hide the edges of a text box. It’s a lot
like cropping the edges of photograph. Suppose you want animate a text box so that at first only a pinpoint in the
middle is visible, then it grows to display an entire block of text. Select your text and then look near the bottom of
the Properties panel. Click the triangle button to expand the Clip subpanel. In the upper-right corner of the
subpanel, click the button to turn on clipping. Edge Animate provides four controls that represent the top, bottom,
left, and right edges of the element (Figure 7). Type or scrub in values in pixels (px).
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As you make changes, you see the effect they have on your text box. Want to remove clip properties after you’ve
applied them? Just right-click (Control-click) the clipped element and choose Remove Clip from the shortcut menu.

Making That Headline Drop In

In most cases, the purpose of text is to communicate a message, so it’s counterproductive to subject your
audience to constantly moving and changing text. That doesn’t mean you can’t have a little bit of fun. For instance,
you may want to have the heading on your web page drop down or bounce into place when the page first loads.
In this project, you create a banner at the top of the stage. When the web page loads, three words—“ON the
EDGE”—drop into place. In this case, you’re animating the phrase “ON the EDGE.” You break the words into three
separate text boxes, so that you can move each word independently. In other cases, you may want to animate all
the individual letters in a word or phrase. The toughest part of the trick is to get the letter or words to line up
properly once they’re in place. You want letter spacing to look natural, and you want the text to sit evenly on a
horizontal line. Often, when you’re animating words or letters like this, it helps to create a positioning template,
and that’s exactly what you do in this project. The positioning template (Figure 8) is visible at design time to help
you align those moving words and letters. When you’re done building the animation, you can remove the template.

Here are the steps to create a drop-in heading:

1. Create and save a new 550 x 400 document with a white background color. As usual, create a new folder to
hold the HTML and JavaScript files for your project.

2. With the Rectangle tool (M), create a rectangle 550px x 100px and place it at X=0, Y=0. Set the background
color to R=200, G=210, B=250 and A=100%. Set border color to none. Give the rectangle the ID BannerBG.
The quickest way to make a rectangle to spec is to drag out a quick box that’s any old shape and then type
in the values in Properties. Make sure you click the link next to the W/H Size properties so you can enter
nonproportional values.

3. In the Elements panel, click the Lock Element button next to BannerBG. A padlock appears next to BannerBG.
Now, you can’t accidentally select or move the blue box on the stage.

4. Select the text tool and drag out a text box. Then type ON the EDGE. Set the font to Arial Black; the size to
72 px; and the alignment to Centered. This text will serve as a positioning template for the animated text.

5. In Properties, give the text box the name OnEdgeTemplate. As with your graphics, you want to be able to
identify different blocks of text in the timeline and the Elements panel. At this point, the properties for the
text look like Figure 9.

6. Set the text box’s size and location to match the colored rectangle, with the size to 550px x 100px and the
location to X=0, Y=0. When you’re done, the top of the Animate stage should look like Figure 10. If for some
reason the text is behind the blue box, you can change the Z-order in the Elements panel. Just drag
OnEdgeTemplate so that it’s above BannerBG.

7. Select OnEdgeTemplate and then press Ctrl+D (c-D). This duplicates the text, though you might not notice
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right away because it is placed right on top of the previous text. However, you can see OnEdgeTemplateCopy
in the Elements panel.

8. Drag OnEdgeTemplateCopy down to the middle of the stage. In the next steps, you’ll use this to create
individual text boxes with separate words: “ON,” “the,” and “EDGE.” Before that, it’s a good idea to finish
setting up the positioning template.

9. Select the original OnEdgeTemplate and then set the Text Color to red (#ff0000). As advertised, this text is
being used for a positioning template. Later, the bright red color will make it easier to see if the text is
correctly positioned.

10. In Elements, click the Lock Element button next to OnEdgeTemplate. This locks your positioning template in
place so you can’t accidentally select or move it.

11. Select OnEdgeTemplateCopy and press Ctrl+D (c-D) twice. This creates two more copies of the entire banner
text.

12. Double-click the first OnEdgeTemplateCopy. In the text edit box, delete everything except the word “ON.”
Then in Properties, rename the text ON. It’s best to eliminate extra spaces when you’re animating single
words or letters and you should reduce the width the text box to fit the edited text.

13. Repeat step 12 to make text elements for the and EDGE. You now have three properly labeled words that
you can identify and animate independently. You may want to resize the text boxes’ width to match the
words, as shown in Figure 11.

14. Drag the word “ON” up so that it is above and slightly to the left of the stage. Drag the word “EDGE” so that
it is above and slightly to the right of the stage. Drag the word the straight up so that it is above the stage.
These are the starting positions for each of the words. They should be completely offstage.

15. Select “ON” and change the Rotate property to -30. Select “EDGE” and set the rotation to 30 degrees. These
two words will appear to drop in at an angle from their respective sides.

16. Select all three words and click the Location and Rotate Add Keyframe buttons. The starting positions for
each word are duly recorded in keyframes.

17. Drag the playhead to the half-second mark: 0:00.500. The entire animation will take a second, which is
plenty of time for a simple animation like this. You don’t want to bore your audience. Each word will take a
half-second to complete its move. Each word will start at a different moment.

18. Select “ON” and set the Rotate property back to 0, and move “ON” over the same word in the positioning
template. If you want to review the motion, drag the playhead back and forth. If necessary, you can readjust
the start or end point. Just move the playhead into position and tweak the word’s position.

19. Move the playhead to 0:00.250. Then select the word “the” and click the Location Add Keyframe button. The
plan here is to start the word “the” moving before “ON” has finished its movement. However, you want the
word “the” to remain motionless for the first quarter-second, so you must create two location keyframes with
identical values at 0:00.000 and 0:00.250.

20. Drag the playhead to 0:00.750, and then move “the” over the same word in the positioning template. Use
the Timeline Zoom slider to get a better view of the timeline. The units of measure at the top of the timeline
change depending on the zoom level. (Figure 11)

No rotation is used for “the”, so this word will appear to drop straight down.

21. Move the playhead to 0:00.500. Select “EDGE” and click the Location and Rotate Add Keyframe buttons.

This keeps “EDGE” in place for the first half-second of the animation.
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22. Move the playhead to 0:01, and then drag “EDGE” into place over the positioning template.

At the 1-second mark on the timeline, the words have finished their journey, and the first version of the
animation is complete, except for removing the positioning template.

Before you remove the red positioning template, you probably want to preview the animation. Press Home
and then the space bar to get a look. If necessary, you can continue to tweak the starting and ending points
for the animated words. For example, you might prefer it if “ON” and “EDGE” drop in first and the word “the”
is added last.

Dealing with the Template

The red positioning template isn’t meant to be a permanent part of the animation. So if you’re happy with
everything, you can remove it. First turn off the Lock Element button to make the Template selectable. Then you
can select the template in either the Elements panel or on the stage and press Delete. As an alternative, you could
turn the template into a drop shadow (Figure 13) or glow effect for the text.

For a drop shadow, set the text to a mid-gray tone and then adjust the opacity to taste. Something around
30 percent usually works well. You might want to keep the drop shadow hidden until the three words have
finished moving. If that’s the case, set the opacity to zero until that point in the animation, and then bring it
up.
For a glow effect, choose a yellow or orange color. Use the Scale control to make the text slightly larger than
the text that drops in place. Again, you’ll probably want to use opacity to control the timing and appearance
of the glow text. You might want the glow effect to fade in and then fade out, adding momentary emphasis
on the heading.

Adding Some Bounce

If the previous example, where text drops into place, is too sedate for your web page, you might want to consider
adding a little bounce to the action. Bounce makes it seem like your web page adheres to the laws of physics. Like
a basketball, your text can start with a big bounce and then one or two smaller bounces until it settles into place.
You can create your own bounce by adding position keyframes, or you can create a bounce using the Easing
properties that are part of the transition in the timeline.

Creating a Bounce Manually

Open the file and examine the Elements panel—you’ll see the stage with three other elements. “BOUNCE” is the
word that you’ll animate. “BounceTemplate” (red text) is the positioning template. As in the previous example, this
marks the final position for the animated text. The ground element is a gray rectangle that’s positioned at the
bottom of the stage. You can think of this as the ground on which the text will bounce.

A bouncing motion is created in the timeline by adding keyframes with alternating up and down locations (Figure
14). With the playhead still at 0:00, select BOUNCE and click the “Add Keyframe for Y” button in Properties. This
sets the starting point. For the next leg of the journey, drag the playhead to 1:00 and move BOUNCE so that it
covers BounceTemplate.
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Click “Add Keyframe for Y” to add new location keyframes. Drag the playhead to 1.75 and then move BOUNCE up
near the middle of the stage. Move the playhead to 2.25 and then move BOUNCE back over the template. You can
create a few more bounces using a shorter period for the motion—half a second, then a quarter second. With
each bounce up, shorten the distance.

When you get tired of a straight up-and-down bounce, you can always add a little rotation to the movement,
making it look like the word is bouncing back and forth off of the lower corners. If you reduce the vertical scale
property when the text hits the ground, you can create a cartoon-like smooshing action, as if the text were
compressing on impact with the ground.

Using Animate’s Prebuilt Bounce

First, a little background about transitions and the concept of easing. When you animate an element on the stage,
by changing properties and creating keyframe properties in the timeline, you create transitions. Those transitions
are shown visually as bars in the timeline. Like the elements on the stage, transitions have properties, too. One of
the properties is called Easing. In the real world, when objects move, they accelerate and decelerate. You never
see a car begin to move at full speed or come to a stop instantly. The Easing properties help you create more
realistic movement by automatically controlling an element’s transition. It just so happens that one of the easing
options helps you to create a bouncing motion.

Here are some steps to explore transition properties:

1. Drag the playhead to 0:01, and then drag BOUNCE down so that it covers BounceTemplate. Animate creates
a transition in the timeline.

2. In the timeline, click the transition lane next to BOUNCE. The transition in the timeline is highlighted.

3. At the top of the timeline, click the Easing button. The easing panel appears above the timeline. Initially, the
tooltip for this button says Easing: Linear, because that is the easing method that’s applied. With linear
easing, the transition is applied at a steady rate from beginning to end.

4. On left side of the Easing panel, click Ease Out. Then, on the right, click Bounce, as shown in Figure 15.
When you click Ease out, the panel displays a number of Ease Out methods. The graph gives you a visual
representation of the easing method.

5. Click outside of the Easing panel. The panel closes and your easing method is applied to the selected
transition.

6. Press Home and then the space bar.

When the animation plays, you’ll notice some nice bouncy action at the end of the motion. If you’d applied
EaseInBounce, the bouncing motion would have occurred at the beginning of the transition.

The easing properties for transitions can be a real timesaver. Animate includes a number of different
transitions, but sometimes the names are a little cryptic. The best way to learn the different easing
characteristics is to create a practice animation and apply different eases to identical elements and
transitions.

Building Your First Animation
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1. Start Animate and go to File New to create a new document. When you create a new document, you start
off with an empty stage. You see “Stage” as the only element listed in the Elements and Properties windows.
As you see in the Properties panel, the stage has dimension, color, and other properties. You’ll learn more
about each of these properties later.

2. Create a folder for your project and then choose File Save As to save your file with a name like Hello_World
or First_Try.

You can create a folder outside of Animate using Windows Explorer or Finder, or you can create a new folder
as part of a File Save As command. It’s a good practice to save your Animate project immediately with a
helpful name. That way you won’t end up with a bunch of “untitled” projects that you don’t remember. Also,
it makes it easy to save your work early and often with a quick Ctrl+S or Command-S. It’s best to save each
Animate project in its own folder because Animate creates several files and an edge_includes folder when you
first save a project.

3. In the Properties window, click the white Background Color swatch. A panel appears where you can choose a
color (Figure 16). If you prefer a strictly visual approach, click the spectrum bar at the left for a basic hue
and then click inside the square to fine-tune your selection. In some cases, you may have a specific color
specification in RGB (red-green-blue) format or as a hexadecimal number.

4. When the color picker appears, choose a dark blue color to represent deep space. If in doubt, try R=30
G=45 B=90 A=100 for this project. Animate uses Adobe’s standard method for choosing numbers. When you
see a highlighted number, that means you can either click and then type in a number, or you can click and
drag to “scrub” in a number. Drag right to increase the number, left to decrease.

5. Still in the Stage properties panel, change the Overflow to hidden. The Overflow property controls the
visibility of items when they are viewed in a web browser. On a web page, the stage may represent just a
portion of the entire web page. You can control the visibility of elements outside of the stage's rectangle.
Change this property to hidden when you don't want to see elements that are offstage.

6. Choose File Import. Using the Import window that appears, find and select an image, like a planet earth, for
example. Click Open to import the image into your project.

After you import a file to your Animate project, it is listed in the Elements window and is displayed on the
stage. It’s automatically selected, so you see the properties for the newly imported element in the Properties
window. The “planet_earth” has visibility properties at the top of the panel. Right below are Position and Size
properties. Below those, you see the Transform properties that let you rotate, skew, and scale elements.
Below that, the source file is listed—a handy point to keep in mind when you’re trying to remember, “What
the heck was the name of that file anyway?”

7. In the Properties panel, click the ID box at the very top and change planet_earth to World.

As Animate imports graphics, it names them using the file name. In some cases, that may be fine, but often
you’ll want to rename the element inside of Animate. Keep in mind this doesn’t change the filename of your
graphic. The ID World is used when you’re working in Animate. IDs serve an important function in HTML
code, as you’ll learn later in this book. Notice that in the Elements panel your World appears with its new
name. Because it’s on the stage, World also appears in the timeline.

8. In the timeline, make sure the playhead is at 0:00. If you haven’t made any timeline changes since you
created this project, the playhead is at 0:00, marking the first moment or frame of the animation, as shown
in Figure 17. If you need to move the playhead, drag the gold-colored, bottom part of the playhead. The top
part is called the pin. It should follow automatically.

You’ll learn more about the two-part playhead in the following steps.

9. Drag the World past the bottom of the stage. As mentioned in step 5, you can control whether offstage items
are displayed on the web page. With Overflow set to hidden, when you're in the Animate workspace, offstage
elements appear a little darker than usual. When the final project is viewed in a browser, these elements will
be hidden.

10. In the timeline, make sure that the Auto-Keyframe Mode button is pressed. When the Auto-Keyframe Mode
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button (Figure 17) is pressed, keyframes are automatically created in the timeline as you make changes to
element properties. Keyframe markers look like diamonds.

11. In the timeline, make sure that the Auto-Transition Mode button is pressed. When this button is pressed,
Animate creates smooth transitions instead of abrupt changes. In this case, the World graphic will smoothly
move from one position to another.

12. Drag playhead to 0:01 on the timeline. In the timeline, 0:01 marks 1 second into the animation. A red line
extends downward from the playhead, providing a marker for all the element and property layers.

13. With the World still selected, in the Properties panel, go to Position and Size and click the diamond shaped
buttons next to X and Y. Two diamond-shaped keyframes appear in the timeline marking the position for the
Left and Top edge of the World graphic. The X and Y properties set the position of elements on the stage. By
clicking the diamond next to Location in the Properties panel, you manually recorded the World’s location on
the stage. As a result, the World stays in the same X/Y position for the first second of the animation.

14. Click the Toggle Pin button, then drag the bottom, gold part of the playhead to 0:03. To animate an element,
you change its properties over a specific period of time. The playhead and the pin let you mark two points in
time, as shown in Figure 18.

15. Drag the World graphic so that Earth is visible on the stage. You can center the image on the stage, or you
can choose some other eyepleasing layout.

16. Click the Toggle Pin button, then press the Home key and then press the space bar. When you press Home,
the playhead returns to 0:00. Pressing the space bar plays your animation so you can preview the action on
the stage.

17. Move the playhead back to 0:00, and then in the toolbar, click the letter T. The text tool is selected, and the
cursor changes to a cross.

18. Click on the stage and type Hello World. When you're done, close the text window by pressing ESC or
clicking the X button in the upper-right corner. The words “Hello World” appear on the stage, but they’re
probably not positioned or formatted as you want.

19. In the Properties window, set the ID for the text box to HelloWorld. Naming your text makes it easier to
identify in the timeline and the Elements panel. Animate doesn’t permit space in names, so you need to use
HelloWorld or Hello_World.

20. Using the Properties panel, format the text. Change the text color to white or a very light blue. Choose Arial
Black or another bold font. Adjust the size so it nearly fills the screen (72 px works well with Arial Black).
Animate notes each change to the text in the timeline, adding property layers and creating keyframes.

21. Position the text. If you’re not sure about the placement, try it centered horizontally and about a third of the
way down the stage.

22. With the playhead still at 0:00, set the opacity to 0. The Opacity slider is at the top of the Properties panel.
This means the text will not be visible at the beginning of the animation. Only the selection box shows and
that will disappear as soon as you click something else. Don’t worry, though—you can select any element,
whether it’s visible or not, by clicking its name in the Elements panel.

23. Make sure Toggle Pin is turned off. When Toggle Pin is off, the button doesn’t appear pushed in and the pin
moves with the playhead.

24. Drag the playhead to 0:02. With the text selected, click the diamond next to Opacity in the Properties panel.
As you drag the playhead, you see the World move on the stage. Filmmakers and animators refer to dragging
the playhead as scrubbing, a quick and easy way to review a segment of your animation. Clicking the Opacity
diamond creates a keyframe at the 2-second mark where the text is still invisible.
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25. Turn Toggle Pin back on, then drag the playhead to the 0:03 mark. With the pin at 0:02 and the playhead at
0:03, you’re ready to create another transition.

26. With the HelloWorld text box selected, set its opacity to 100. Animate creates a transition so that the text
gradually changes from 0 to 100 percent opacity between 0:02 and 0:03 in your animation.

27. Drag the pin to the 0:03 mark, then drag the playhead to 0:04. Set the opacity back to 0. The text
disappears again.

28. Press Ctrl+S (Command-S) to save your work.

As explained earlier, Animate saves your animation as a collection of HTML and JavaScript files. The main
HTML file uses the name you provided in step 2, when you first saved your project. So, for example, you may
see Hello_World .html in the project folder. When you imported the planet_earth.png image, Animate created
an images folder and placed a copy of the graphic in the folder. Your simple animation is complete. You can
preview it in Animate by pressing Home and then the space bar. The earth rises into view, and your message
fades in and then fades out (Figure 19). The entire animation takes 4 seconds.

Setting the Stage

As the Bard said a few hundred years ago, “All the world’s a stage.” That’s certainly true in Edge Animate. As
explained in Chapter 1, when you place an element on the stage, it’s visible to your audience. There are a couple
of ways to hide or remove elements from the stage. If you have the stage Overflow properties set to hidden, then
you can exit stage right, left, top, or bottom by moving the element off stage.

At least, it’s not visible when viewed in a browser. The stage that you work with in Edge Animate represents a
portion of a web page when it’s viewed in a browser. The stage has a limited number of properties. The most
obvious are its dimensions and background color, but you’ll want to understand them all. Here’s the rundown
starting from the top of the Properties panel:

The ID, as you might guess, is the name of your animation. When you save a project, Animate creates a web
page, also known as an HTML document. Most browsers show the ID of the web page in a tab or the
window’s title bar.
Initially, stage dimensions are shown as W (width) and H (height) properties in pixels. No big surprises here.
You can type in or scrub in the width and height of the stage. The stage doesn’t have to appear in the upper-
left corner of a web page. For example, if your Animate composition is a banner ad, you might create a tall,
narrow stage and then position it on the left side of the page. Use the link next to the W and H properties to
lock and unlock your stage’s aspect ratio. When Link Width and Height are unbroken, changing one
dimension automatically changes the other so that the stage stays proportionate; when the link is broken,
you can change W and H independently. You can change the measurement from pixels (px) to a percentage
(%). For example, if you set the stage width to 80%, the stage will be 80 percent the size of the web
browser window that it’s viewed in. This feature is great if you’re developing a page for computers, tablets,
and phones. What’s more, if the browser window is resized, the stage automatically adjusts to the new size.
The background color is set using a color picker. In the Properties panel, click the color swatch and a color
picker appears, as shown in Figure 20. Click the bar (also called the spectrum) on the left to choose a hue,
and then click in the larger square to fine-tune the shade. The circle is positioned over the selected color,
and the swatch in the lower-right corner displays it. The three swatches at top right make it easy to quickly
choose a white, black, or transparent background. If you work with a team, you may be given a color spec in
RGB or hexadecimal formats. On the other hand, if you’re calling the shots, you may want to specify a color
for other designers.

Use Min W and Max W to set the minimum and maximum width for the stage. Web pages aren’t a fixed size.
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Your page may be viewed on a smartphone or a big screen TV. On top of that, your audience may resize the
browser window. You can gain some control over how your project looks by setting a minimum and
maximum width. You can use pixels to set an absolute value or you can use a percentage for responsive
designs. Initially, Max W is set to none. To turn it on, click the label and deselect none. At that point the
value appears in the panel and you can make adjustments.
The Overflow menu controls the way elements appear when they’re offstage. Often, you’ll want to set this
menu to hidden, which makes elements outside the stage’s rectangle invisible. The hidden option works well
when you want to have elements enter and exit the stage. If you set the menu to visible, elements that
move beyond the boundary of the stage remain visible as long as there’s room on the web page. The scroll
option places scroll bars at the right and bottom of the stage, making it possible to view elements that move
outside the specified dimensions of the stage. The auto option automatically adds scroll bars if content exists
beyond the confines of the stage.
Use the Autoplay checkbox to tell your animation to automatically run when its web page is loaded in a
browser. If the box is turned off, you must use a JavaScript trigger to run the animation.
The Composition ID is used to identify this particular stage and its accompanying timeline. This becomes
important when you have more than one Animate composition on a single web page. You’ll learn more about
this in the JavaScript chapters.
The Down-level Stage and Poster properties create alternative elements for web browsers that aren’t HTML5
savvy.
The Preloader is responsible for loading all the resources needed to display your composition on a web page.
Those resources include JavaScript libraries and graphics.

Creating Art in Animate

The next section describes in detail the properties of the rectangle. However, many of these properties are used by
other objects, such as blocks of text and artwork that you import into Animate. So when you’re learning all about
rotating, skewing, and scaling rectangles, keep in mind that you can rotate, skew, and scale text and photos, too.

Rectangles: Building a Basic Box

Using the Rectangle tool (M), you can add blocks of color to the stage. These blocks are great if you want to
differentiate portions of the web page. For example, perhaps you want to make a sidebar. Add a rectangle, and
then you can place text or graphics over the rectangle, setting it off from the rest of the page. Chances are you
know the basic drill for creating a rectangle. Click the Rectangle tool on the Tools palette, and then click and drag
on the stage to mark its shape. To create a square, hold the Shift key while you drag. The new element appears
on the stage, and it’s automatically selected, so you see eight white squares around the border that represent
handles (Figure 21). You can continue to change the size and shape of the rectangle after it’s drawn by dragging
the handles. Here are the basic properties that describe your rectangles:

ID. As soon as you draw a rectangle on the stage, it’s listed in the Elements panel. When the rectangle is
selected, its properties appear in the Properties panel. As with all your Animate elements, you probably want
to give your rectangle a meaningful ID, such as LeftSidebar or Header. Otherwise, you’ll be searching
through Rectangle1, Rectangle2, and Rectangle3 trying to find the one you want. To rename your rectangle,
select it and change the ID at the top of the Properties panel. As an alternative, you can double-click the
name in the Elements panel.
Tag. Check out Rectangle in the Elements panel and see <div> after the name. Your rectangle is
automatically assigned an HTML <div> tag. Animate uses these tags to identify, position, and transform
elements. With other Elements, Edge Animate lets you choose different tags. For example, when you add a
photo to your animation, there are good reasons to use a <img> tag instead of <div>.
Position. Underneath the name in the Properties panel, you see the Position and Size properties. The upper-
left corner of the stage is referenced as X=0, Y=0. Moving from left to right increases the X value. Moving
from top to bottom increases the Y value. Initially, your rectangle’s position is referenced by the upper-left
corner. You can change that reference point, using the “Relative to” tool. It looks like a box with a square at
each corner. Suppose you need to position an element a certain distance from the lower-right corner of the
stage: you may want to use the lower-right corner of your element as a reference point. In that case, just
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click the lower-right square in the “Relative to” box.
Size. Next to the Location properties are the Size properties: W (width) and H (height). These change
automatically when you drag a rectangle’s handles. You can also type in or scrub in a specific number.
Initially for rectangles, the size properties use pixels as the unit of measure. However, you can change from
pixels to percentage. So a rectangle with a width of 20% would be 20 percent of the width of the stage. Use
the link next to the W and H properties to lock and unlock the aspect ratio for your rectangle. When the Link
Scale is unbroken, changing one dimension automatically changes the other so that the rectangle stays
proportionate. When the link is broken, you can change W and H independently.
Display. Some elements are always on stage while others may come and go. The Display menu gives you a
way to easily hide an element until it is needed. Your three choices include: Always On, On, and Off.
Overflow. The overflow control for your rectangle works like the one for your stage, except it explicitly
applies to the rectangle.
Opacity. Use the slider near the top of the Properties panel when want to control the Opacity of the entire
rectangle. When you want to adjust the opacity of the border or background independently, click their color
swatches (explained under Color) and change the A (alpha property).
Color. Rectangles have two basic parts: border color and background color. Border color marks the outer
edge of the rectangle, while background color is the color inside the box. (Other programs sometimes call
these properties stroke and fill.) You can assign separate colors to the border and background, or you can
make them transparent by setting the Alpha channel to zero. There are two additional properties for the
stroke. You can set the size in pixels (px) and you can choose among a solid stroke, a dashed stroke, a
dotted stroke, or none—no stroke at all. The toolbar at the top of the workspace gives you another way to
quickly change the background and border color of a selected element. It works just like the color picker in
the properties panel.

Aligning, Distributing, and Arranging Elements

The maxim that “everything has its place” is certainly true when it comes to animation. With more than one
element on the stage, their relationship to each other is critical. Designers often have a specific grid in mind when
they’re creating printed pages or web pages. It’s best when boxes of text or graphics are aligned with this invisible
grid. When several elements are aligned, it usually looks best when there’s an equal distance between them. You
can spend a lot of time eyeballing the stage to try to get everything just right, but fortunately, you don’t have to.

To experiment with Animate’s Arrange, Align, and Distribute tools, you may want to create three or four simple
objects from the Rectangle and Rounded Rectangle tools like the ones shown in Figure 22. As you drag elements
around the stage, you’ll notice magenta-colored lines sprouting from the edges and midpoints. These are Smart
Guides, and they can help you to quickly align one or more objects while you’re mid-move. In many cases, that
may be all the help you need.

For more formal alignment needs, turn to the Modify Align menu. For align to work, you need to select at least
two elements. One of those elements may be the stage. You can select the elements on the stage or you can use
the Elements panel. To use these commands, select all the elements that you want to align and then choose one
of the options:

Modify Align Left
Modify Align Horizontal Center
Modify Align Right
Modify Align Top
Modify Align Vertical Center
Modify Align Bottom You use the Modify Distribute commands to put equal distance between three or
more elements on the stage. You can choose which part of your elements the distribute command uses for
the process and whether the action takes place along the horizontal or vertical axis. The specific commands
are:
Modify Distribute Left
Modify Distribute Horizontal Center Modify Distribute Right
Modify Distribute Top
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Modify Distribute Vertical Center
Modify Distribute Bottom

Rulers and Manual Guides

The stage includes rulers that help you place elements with precision. You can show and hide the rulers using the
View menu (View Rulers) or with the shortcut key: Ctrl+R (Command-R). The rulers extend beyond the edges of
the stage, but there are markers that indicate the stage’s current size. For help with alignment chores, create
guides by clicking on either the horizontal or vertical ruler and dragging toward the stage. Your guide follows and
stays in place when you release the mouse button. If that’s not the perfect spot, you can drag your guide to a new
location. When you no longer want a guide, you can remove it by dragging it back to the ruler. To avoid
inadvertently selecting and moving a guide, use the View Lock Guides command.

This locks them in place until you use View Unlock Guides to free them again. For quick help with alignment work,
turn on Snap to Guides (View Snap to Guides).

You can drag multiple guides onto the stage for various alignment duties and you can show and hide all the guides
at once using the View Guides command (Ctrl+; or Command-;).

Arranging Elements: Z-Order

In addition to horizontal and vertical position, there’s another way you can arrange objects on your stage. As you
create elements, you may notice that new elements appear to be in front of the older elements, and if you drag a
new element to the same X/Y position on the stage, it hides an older one. If you’re familiar with Photoshop, you
might think of this positioning as “layers.” In geek-speak, it’s often referred to as the Z-layer or the Z-order,
because this third dimension is known as the Z axis.

You can examine the Z-order of the elements on the stage by simply looking at the Elements panel. Elements at
the top of the list are closer to the front. If you want to change the order, just drag an element to a new position
in the panel. Animate also gives you menu commands and shortcut keys to rearrange elements:

Modify Arrange Bring to Front (Ctrl+Shift+] or Shift-Command-])
Modify Arrange Bring Forward (Ctrl+] or Command -])
Modify Arrange Send Backward (Ctrl+[ or Command -[)
Modify Arrange Send to Back (Ctrl+Shift+[ or Shift- Command -[)

A Rectangular Animation

Roll up your sleeves. Enough theory, it’s time for some animation. In this exercise, you create four rectangles. You
give them names, apply color, and skew them.

Then you position them on the stage and make them move, change shape, and then appear to dissolve. It’s the
sort of effect that might be part of a banner ad or the introduction to a more complex animation.

This exercise is divided into two parts. In the first set of steps, you create and position the color bars:

1. Open and save a new Animate project with the name Color_Bars. Don’t forget to create a new folder for your
project.

2. Set the stage color to white and the dimensions to W=550 px and H=400 px. Animate remembers the last
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stage settings you used. So if you followed previous exercises or experimented on your own, you may need
to make these changes.

3. In the timeline (Figure 23) make sure that the Auto Keyframe Mode and Auto Transition Mode buttons are
pressed. If you move your cursor over the buttons, tooltips show their names. For example, at the top of the
timeline you see: Auto-Keyframe Mode, Auto-Transition Mode, Toggle Pin, and Easing.

4. Draw a rectangle and in the Properties ID, type Red. The ID box appears at the top of the Properties panel
when the rectangle is selected.

5. In Properties, click the background color and set it to pure red, and set the to none. When you’re done, the
hex color number should be #ff0000.

6. Set the rectangle’s size to W=550px and H=100px. The quickest way to accomplish this is to type the
dimensions in the Properties panel, but if you’re a mouse master, you can drag the rectangle’s handles. You
may need to click the “link” button next to W and H to change the width and height independently.

7. Set the Skew (x) to 50 deg (degrees). The horizontal skew is the top setting. A positive number slides the top
edge to the left and the bottom edge to the right.

8. Position your red, skewed rectangle in the top-left corner of the stage so that only its point tip is visible. The
Location properties should be X=-550px, Y=0px. Ideally, just a red triangle shows in the top-left corner of
the stage.

9. With the Red rectangle selected, press Ctrl+D (Command-D). Change the ID of RedCopy to Green. Then,
change the color to match. The hex value for solid green is #00ff00. You can change the background color of
a selected element in the Properties Color subpanel or you can use the color swatches in the toolbar above
the stage.

10. Line up the top of the green rectangle with the bottom of the red rectangle (Y=100px). Then, hold the Shift
key down and slide Green to the right until only the tip shows (X=430px).

Holding the Shift key down while you move an element helps to lock it to the horizontal or vertical axis as
you drag it. You can still drag it off axis, but it’s a little “sticky.”

11. Create two more skewed rectangles, naming and coloring them Blue and Yellow. Position the rectangles on
alternating sides of the stage. The blue color is #0000ff, and yellow color is #ffff00. When you’re done
positioning the rectangles, the stage should look like Figure 23.

Animating by Adding Property Keyframes

Now that you’ve successfully created and positioned the color bars, it’s time to make them move. Chapter 1
showed how the position of elements on the stage is controlled by property keyframes in the timeline. When the
Auto-Keyframe Mode button is pressed, as shown in Figure 23, new property keyframes are created whenever you
set or change a property. You can also create property keyframes manually by clicking the diamond-shaped
buttons in the Properties panel. You want to lock in the Position, Size, and Opacity properties at the beginning of
your animation by creating property keyframes. Then you’ll move down the timeline and create different property
keyframes. The result will be animation magic.

1. Make sure the timeline’s playhead is at 0:00. Select the parallelogram named Red; then in the Properties
panel, click the diamond-shaped buttons next to X, Y, W, H, and Opacity.

The X and Y properties are in the Position and Size subpanel. They control the position. The W and H buttons
create keyframes for width and height. The Opacity slider is near the top of the Properties panel. The
diamond buttons add property keyframes and individual property layers in the timeline as you can see in
Figure 24. Property keyframes anchor a specific property value at a specific point in time. In the timeline, you
should see property keyframes and property layers for:
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Left
Top
Width
Height
Opacity

If you don’t see all those keyframes and property timelines under Red, you should create them manually by
clicking the diamond button next to the missing property.

2. Repeat step 1 for the Green, Blue, and Yellow color bars to create the property keyframes and property
layers for each. To speed things up, you can select all three bars first and then click the keyframe buttons.

3. Make sure the Auto-Keyframe Mode and Auto-Transition Mode are on (pressed in) and the other buttons are
not. When Auto-Keyframe is on, Animate automatically creates property keyframes as you change elements
on the stage. It’s a two-step process. Move the playhead to a point in time and then change your element’s
properties. You can make changes in the Properties panel or you can make changes on the stage with the
Selection and Transform tools.

4. In the timeline, drag the playhead to the 0:02 position. For this step, the pin should be toggled off (not
pressed in).

5. Drag each of the rectangles across the stage until the tail end of the skewed rectangle is visible.

At this point, most of the stage is covered by the color bars, with white triangles of the stage showing
through at the edges. Remember to press the Shift key as you drag if you want to steady the bars’ vertical
position.

6. With all the rectangles selected, in Properties click the Add Key Keyframe for Opacity button. Drag the
playhead back and forth to preview the animation. The opacity for each color bar is set to 100 percent at the
2 second point. Scrubbing the playhead gives you a quick look at the action.

7. Drag the playhead to the 0:03 marker. This position represents the point 3 seconds into your animation.

8. Select each rectangle and then change the height (H property) to 300 px and the opacity to 50 percent. This
has the effect of making the rectangles grow, slicing vertically into one another, and at the same time start
to blur. See Figure 25. Keep in mind, you may need to delink the W and H properties to change them
independently.

9. Drag the playhead to the 0:04 marker. Then change each rectangle’s height to 500 px and the opacity to 0
percent. The effect is that the rectangles keep growing and blur out of view.

Rounded Rectangles: More than Meets the Eye

OK, Animate pulls a fast one when it comes to the Rectangle, Rounded Rectangle, and Ellipse tools. The dirty little
secret is that you can create all these shapes using the Rectangle tool and tweaking the properties. The reasons
for this quirk have to do with the fact that JavaScript code is defining these shapes. You can check this by creating
a shape with each tool and examining their properties. You can turn a rectangle into a rounded rectangle simply by
adjusting the Corners Radius properties, as shown in Figure 26. Likewise, you can square off a rounded rectangle
using the same tools. So here’s a look at how they work.
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In a new Animate project, create a rectangle and leave it selected. Choose the Transform Tool (Q), then with the
mouse, hover over the keyframe diamond in the rounded rectangle properties, and the tooltip explains that it will
“Add Keyframe for Border Radii.” The three buttons at the top of the panel are labeled 1, 4, and 8. Below, you see
a square made up of buttons where you can individually select the four corners of a rectangle. There’s a number
next to the corner buttons that’s initially set to 0. A corner radius of zero means your rectangle has nice, sharp-
edged corners. Click on the number and drag to the right to round off the corners. The number box accepts only
positive numbers, so you can’t drag left. Notice that as you drag, the black diamonds at the corners of your
rectangle move to the center. These diamonds are control points for the corner radii. You can manually drag the
diamonds on any rectangle to create and adjust rounded corners.

Reset your rectangle so that it’s square, and then click the upper-right corner in the Properties panel. Change the
radius setting and this time, you notice that the upper-right corner remains square while the others take on the
rounded style. When a corner button is pressed in, that deselects the corner from the rounded settings.

Reset the rectangle once more and click the upper-right corner so it pops back out. Then click the 4 button at the
top of the corner properties. Four new number boxes appear next to each corner. Now you can set each corner
independently with different radius values. This gives you the ability to create irregular shapes even though,
technically, they still have four corners. Combine this with the skewing and scaling properties, and you can create
some really interesting amoeba effects. Click the 8 button, and each corner has two control numbers. This gives
you the ability to move the control point off center, making a corner that is flatter on one side compared to the
other. Notice that when you adjust the settings, the black diamond control point moves, too. You can always
adjust your corners using either the number boxes or the control points in the rectangle.

A Circle Is a Very Rounded Rectangle

You can experiment with the Corners Radius properties by turning Rectangles into ovals and circles. For example,
here are the steps to turn a square into a circle:

 

1. Click the Rectangle tool and, while holding the Shift key, drag out a box. Holding the Shift key down
constrains the rectangle so that all sides are equal.

2. In the Corners properties, click the 1 button. With this setting, all the corners share the same corner radius
value.

3. Click and drag the border radius number box until the square turns into a circle, as shown in Figure 27.

It’s possible to drag the number so that the corner radii pass one another at the center, but that’s not
necessary to create a circle. You can change and adjust your circle properties just as you would any other
object that you create in Animate. By skewing your object, you can create ellipses. By scaling it, you can
create ovals. And, of course, you can create anything in between a square and an ellipse with the right
settings.

Adding Drop Shadows to Graphics

Drop shadows not only look cool, they give you a way to visually separate different elements. Apply a drop shadow
to a graphic, and you make it look like it’s floating above the stage. Add a shadow to the interior of an element,
and you give it a more three-dimensional appearance. Shadows are often used with buttons to create a different
appearance for over, clicked, and selected states. Animate gives you an easy way to create drop shadows and
modify them to your needs and taste.
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For a subtle shadow that sets an element off from the background, try the following steps:

1. Draw three elements on the stage.

2. Select one and then in the Properties panel, scroll down to the Drop Shadow controls shown in Figure 28.

3. Click the color swatch and choose Black.

4. Click the horizontal offset and type 4.

5. Click the vertical offset and type 4.

6. Click the Blur radius and type 14.

7. Click Spread and type 2.

If you want one of the elements to look three dimensional, you can use the same settings but click the Inset
button. Instead of appearing outside of the element, the shadow is created inside the element. As the name
implies, the Spread property controls the size of the shadow making it spread in all directions. As with any
other property, you can make the drop shadow change over time. With a little creativity, you can create the
impression of the sun changing position in the sky, with shadows moving and changing shape. Shadows are
an important tool for text, too: text is more readable over a busy background when separated by a shadow.

Importing Art

It’s easy enough to create basic shapes and text in Animate, but when it comes to complex artwork, you’ll
probably turn to your favorite art creation tools. For elaborate drawings and line art, that may be Adobe Illustrator.
For photographs, you may use Photoshop, Lightroom, or iPhoto. Adobe Fireworks may be the ideal companion tool
for Animate because both tools were designed to create Web content. No matter how you create JPEGs, GIFs,
PNGs, or SVGs, you can import them into Animate and then animate them by changing their position on the stage
and their appearance.

Regardless of the file format, the process for importing artwork is the same. Go to File Import and then find the
file you want to bring into your project. The Missing CD folder 02-2_Sliding_Show has three photos in JPEG format.
You can practice by creating a new project complete with a new folder named 02-2_Sliding_Show and import each
of the photos. After you choose File Import, a standard file/folder window opens for your PC or Mac. If you want
to import all three files at once, just Shift-click to select them. As usual, Animate imports the files and, as a handy
timesaver, names them based on the filenames. In this case, you’ll find squirrel, farmhouse, and bike in your
Elements panel. Each image is also automatically placed at the 0,0 position on the stage. You’ll only see one of the
images though, because they’re covering one another.

Choosing between GIF, JPG, PNG and SVG

The world of 2D computer graphics offers two systems for storing and displaying images: bitmaps (technically
called raster graphics) and vector graphics.

Computer programs store bitmaps as a bunch of pixels, identified by color and position. The term Bitmap graphics
doesn’t refer to just files with the Windows bitmap (.bmp) extension; it refers to all images stored in bitmap
format, including .gif, .jpg, .tiff, and .png.

The good thing about bitmap graphics is that they let you create super-realistic detail with complex colors,
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gradients, and subtle shadings. On the downside, uncompressed bitmaps typically take up a whopping amount of
disk space, and they’re not particularly scalable. For example, suppose you have a bitmap image of a car, and you
tell a program to increase the size by 500 percent.

The program has to create new pixels for the bigger image, so it duplicates the pixels (colored dots) already in the
image. The results aren’t always pretty. The entire image is likely to appear blurry. The curved edges may become
blocky or pixelated.

Computers store vector graphics as a bunch of formulas. Compared to raster graphics, vector graphics are
relatively modest in size, and they’re scalable. In other words, if you draw a tiny car and decide to scale it 500
percent, your scaled drawing will still have nice, crisp details.

The strengths and weaknesses of each format are important when you’re working with images. Bitmaps are better
for photorealistic images with lots of colors and shades. Vector graphics are better for line art, charts, diagrams,
and images that you’re going to scale to different sizes. Animate can import four types of graphics files—JPG, GIF,
PNG, and SVG—however, there are a couple of gotchas that might surprise you.

JPG files, also known as JPEGS, are the familiar bitmap format used on the web and in many cameras. The format
was developed by the Joint Photographic Experts Group, hence the acronym. JPEGs use what is known as a lossy
compression technique to create smaller file sizes. Image editors that work with JPEGs usually let you choose the
degree of compression. If your image will only be viewed on a screen, you can crank up the compression. If it’s
headed to a photo printer and you want it poster size, you’re going to need all those pixels.

GIF files were developed by CompuServe, one of the early online services. The acronym comes from Graphic
Interchange Format. GIFs’ popularity seems to be fading compared to JPEGs and PNGs, but you’ll still find them on
many websites. GIFs are bitmaps stored with a lossless compression technique, but use a limited color palette. The
result is that an image with big swaths of solid colors, like a company logo or a bar graph, might result in a very
small file. On the other hand, a photographic image won’t compress as well and may not look as good in GIF as,
say, in JPEG because of the limited number of colors. GIFs provide a couple of neat tricks. You can create
animated GIFs using simple frame-by-frame animation. Programs like Adobe Fireworks and

Flash make the process fairly easy. GIFs also let you designate parts of the image as transparent. That’s great if
you’re placing an irregular shape, like an animated character, over an already developed background, like a room’s
interior.

PNG files were developed at a time when there were patent issues regarding GIF. Pronounced “ping,” this
abbreviation stands for Portable Network Graphics. The PNG format was designed to be used on the Web (as
opposed to print graphics) and to improve upon features already popular in GIFs. PNGs use a lossless compression
technique, provide a bigger color palette, can display animated sequences and can include transparency within the
image. PNGs are well supported among modern web browsers, but there are probably still some older browsers
out there that don’t handle the format. The PNG format works well with Animate, in part because both were
developed with the Web in mind. SVG files are vector-based. The name stands for Scalable Vector Graphics. That
means rather than recording a pixel-by-pixel map of an image, SVG files contain formulas that describe the lines,
curves, shapes, and other details of an image. All modern web browsers support the SVG format, but older
browsers’ support for SVG is inconsistent.

If you resize an SVG image when you're working in Animate, it's likely to start looking pixelated—that jagged stair-
step appearance that graphics get when they're enlarged. When this modified image is viewed in a browser, the
pixelation shows. It's interesting to note that if you don't change the image within Animate, it resizes gracefully in
a browser window, when it gets larger and smaller.
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シンボルを使用してネストされたアニメーションを作成する

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

シンボルを使用して再利用可能なアニメーションを作成する
シンボルを作成する
シンボルのエレメントをアニメーション化する
シンボルを書き出す
シンボルを読み込む
JavaScript でシンボルを制御する
さらに詳しく

独立したタイムラインとインタラクティブ機能を使用して、ネストされたアニメーションを作成します。シンボルは、独自のタイムラインを含む
エレメントです。シンボルはステージ上の通常のエレメントとしてアニメーション化する（例えば、シンボルを左から右に移動するなど）ことが
できます。シンボルを構成する個々のエレメントをアニメーション化することもできます。つまり、別のアニメーションの内部にアニメーション
を作成できます。
シンボルは再利用可能で、API やビルド済みのコードスニペットを使用して制御できます。
シンボルによるアニメーション化のレッスン：

1. Edge Animate でウィンドウ／レッスンを選択します。
2. 「シンボルによる再利用」をクリックします。

シンボルを作成する

1. エレメントパネルで、1 つまたは複数のエレメントを選択します。複数のエレメントを選択すると、選択したエレメントから
単一のシンボルが作成されます。 

注意：シンボルを選択して、ネストされたシンボルを作成することもできます。
2. 右クリックして、コンテキストメニューから「シンボルに変換」を選択します。
3. シンボルを作成ダイアログボックスで、「シンボル名」を設定し、「OK」をクリックします。

シンボルのエレメントをアニメーション化する

1. エレメントパネルで、シンボルを右クリックし、「シンボルを編集」を選択します。 

ステージでシンボルを右クリックすることもできます。
2. シンボルを構成する 1 つまたは複数のエレメントをアニメーション化します。
3. シンボル編集モードを終了するには、プレビューウィンドウの上部にある「ステージ」という単語をクリックします。
4. アニメーションをプレビューするには、タイムラインパネルの再生ボタンをクリックするか、キーボードのスペースバーを押
します。

シンボルを書き出す

あるプロジェクトからシンボルをコピーして、別のプロジェクトにペーストできます。
シンボルとそのプロパティを 1 つのファイル（.easym）に書き出して、共有したり、別のコンポジションに読み込んだりすることもできます。

1. エレメントパネルでシンボルを右クリックし、「コピー」を選択します。
2. 別のプロジェクトに切り替えます。
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3. エレメントパネルでステージエレメントを右クリックし、「ペースト」を選択します。
1. ステージまたはライブラリパネルで書き出すシンボルを選択します。
2. 右クリックし、「シンボルの書き出し」を選択します。

シンボルを読み込む

1. ライブラリの「シンボル」タブの横にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. 読み込むシンボルファイル（.easym）を参照して選択します。

JavaScript でシンボルを制御する

JavaScript を使用してシンボルを制御できます。詳しくは、次を参照してください。
JavaScript を使用してインタラクティブ機能を追加する
Edge Animate API ガイドの「シンボルの操作」

さらに詳しく

独立したシンボルタイムラインを活用する（英語）
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既存の HTML をアニメーション化する

  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：

既存の HTML ページのエレメントをアニメーション化したり、エレメントにインタラクティブ機能を追加したりすることができます。Edge
Animate によって生成されたアニメーションコードは別のファイルに格納されるため、HTML ページの整合性は保持されます。

1. Edge で既存の HTML を開きます（ファイル／開く）。
Edge Animate では、標準準拠のコードのみが開かれます。例えば、重複する ID がある場合、ドキュメントに重複する ID が
含まれていることが、Edge Animate によって通知され、ファイルは開かれません。エラーが表示されたり、動作が不自然であ
る場合は、HTML バリデーターを使用して HTML ページを実行してみます。

2. ステージでページエレメントを選択します。
エレメントパネルでページエレメントを選択することもできます。エレメントパネルにはページの DOM（ドキュメントオブ
ジェクトモデル）が表示されます。

3. エレメントをアニメーション化します。「アニメーションを作成する」を参照してください。

HTML エレメントに対して実行できる処理には制限があります。HTML エレメントはシンボルに変換することはでき
ず、他のエレメントのプロパティをすべて持っているわけではありません。エラーが表示されたり、動作が不自然である場合
は、HTML バリデーターを使用して HTML ページを実行してみます。

Edge で div、テキスト、読み込み画像などのエレメントを追加し、これらのエレメントをアニメーション化したり、エレメントにインタラクティ
ブ機能を追加したりすることができます。
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JavaScript を使用してインタラクティブ機能を追加する

ページの先頭へ

ページの先頭へ

インタラクティブ機能を追加する
アクションを定義する
コードエディターを使用する
タイムラインにラベルを追加する
タイムラインにトリガーを追加する
さらに詳しく

JavaScript を使用してコンポジションにインタラクティブ機能を追加できます。組み込みのコードエディターやスニペットライブラリを使用し
て、各エレメントのアクションを定義できます。アクションは、単一イベントを処理するために追加できる関数です。

アクションを定義する
1. タイムラインで、エレメント名またはシンボル名の左側にあるアクションを開くボタンをクリックします。

エレメントパネルで、エレメント名またはシンボル名の左側にある、アクションを開くボタンをクリックすることもできま
す。

2. アクションのトリガーとなるイベントを選択します。
アクションエディターが表示され、右側にコードエディターとコードスニペットのリストが表示されます。

3. イベントのコードを記述します。
独自のコードを記述することも、コードスニペットを使用して一般的な関数を追加することもできます。詳しくは、Edge
Animate API ガイドを参照してください。

コードエディターを使用する

コードエディターによって、プロジェクトの JavaScript コード全体を把握できます。また、アクションファイルの生のコードを表示することもで
きます。

1. ウィンドウ／コードを選択します。
Ctrl + E キー（Windows）または Command + E キー（Macintosh）を押して開くこともできます。

2. 左側のサイドバーで、ステージの左にあるプラス（+）アイコンをクリックしてイベントまたはエレメントを選択します。

3. JavaScript ファイル全体を編集するには、パネルの右上にある「フルコード」ボタンをクリックします。
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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

タイムラインにラベルを追加する

タイムラインにラベルを挿入し、挿入したラベルを関数パラメーターでタイムリファレンスとして使用できます。タイムコード値を想定している
すべての再生関数のパラメーターとして、ラベル名を使用できます。ラベルを使用することによって、タイムライン上のポイントまで再生または
シークするようなアクションを作成できます。
ラベルを追加するには：

1. 目的の位置まで再生ヘッドを移動します。

2. タイムラインの右上隅にあるラベルを挿入ボタンをクリックします。

Ctrl + L キー（Windows）または Command + L キー（Macintosh）を押して追加することもできます。

3. ラベルの名前を指定します。

4. コードエディターでエレメントのアクションを定義するときには、タイムコード値を想定している再生関数のパラメーターと
してラベル名を使用します。
例えば、sym.play(1000) の代わりに、sym.play('mylabel') を使用できます。

タイムラインにトリガーを追加する

タイムラインにトリガーを配置して、ある時点で JavaScript コードを実行できます。
トリガーを追加するには：

1. 目的の位置まで再生ヘッドを移動します。

2. タイムラインの右上隅にあるトリガーを挿入ボタンをクリックします。

Ctrl + T キー（Windows）または Command + T キー（Macintosh）を押して挿入することもできます。

コードパネルが表示されます。

3. トリガーで実行するアクションを定義します。詳しくは、Edge Animate API ガイドを参照してください。

タイムラインでトリガーアイコンをダブルクリックすれば、いつでもトリガーのコードを変更できます。

さらに詳しく
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インタラクティブ機能を追加する（英語）
Edge Animate API ガイド
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モーションパスの使用
曲線パスに沿ってアニメーションを作成する（英語）
チュートリアル - ビデオ (2014/07/15)
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新機能の概要
Edge Animate CC 2.0（2013 年 6 月）

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Edge Animate CC のアップデートをご利用いただけます
詳しくは、新機能の概要を参照してください。

新機能の概要
モーションパス
CDN ホスティングによって最適化されたパブリッシュ
テンプレート
スワイプジェスチャ
スポイトツール
エレメントのカラーコーディング
エレメントパネルとタイムラインでのジャンプ

新機能の概要

Edge Animate のプロダクトマネージャー、Sarah Hunt が Edge Animate CC 機能の概要を簡単に説明します。

モーションパス

モーションパスにより、手動で描いた曲線のパスに沿って動作するエレメントに、表現豊かなモーションを追加できます。この機能を使用して、
線形運動では実現できない流体物理学的な運動による現実世界の現象をエミュレートできます。

モーションパスを使用してエレメントの運動を制御するには、以下の手順に従ってください。

1. ステージ上のエレメントを選択し、「位置とサイズ」アコーディオンの下にあるコンテキストプロパティパネル（CPP）の
「モーションパス」をクリックします。

コンテキストプロパティパネルの「モーションパス」オプション

コンポジション内の新しいエレメントのデフォルトの移動手段をモーションパスに設定するには、「レイアウトの初期設定」
で「モーションパスを使用してアニメーション化」を選択します。
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新しいエレメントの初期設定としてモーションパスを使用する

2. キーフレームまたはピンを使用して通常行っているようにトランジションを作成します。このとき、次の図のように、2 つの
アンカーポイント（三角形で表される）の間に線が描画されます。

動かされる「Bee」エレメント

「Bee」エレメントのパス

線の任意の場所をクリックすると、ハンドルが表示されます。ハンドルをドラッグすることによって、ベジェ曲線を使用して
パスを定義できます。「自動回転」オプションを使用して、オブジェクトがパスに沿って動くときのオブジェクトの方向を制
御します。
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パスをクリックして編集用のハンドルを表示

ベジェ曲線を使用して定義されたモーションパス

アンカーポイントを追加するには、パスをマウスでポイントし、クリックします。
アンカーポイントを削除するには、アンカーをマウスでポイントし、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながらクリックします。
ベジェ曲線を鋭角な点に変換するには、アンカーポイントをクリックし、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。
アンカーポイントのいずれかの側で 2 つのハンドルのリンクを解除し、互いに独立して移動できるようにするには、Alt
キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックしてドラッグします。

タイムライン上の位置のキーフレームは、2 つの独立したモーションパスを表します。キーフレームを追加してパスを 2 つに分割したり、キーフ
レームを削除して 1 つの連続したパスを作成したりすることができます。モーションパスにイージングを適用することができ、イージング効果は
パスごとに再生されます。

モーションパスを分割するには、タイムラインにキーフレームを追加します。
連続したモーションパスを作成するには、タイムラインで位置のキーフレームを削除します。
隣接する 2 つのモーションパスを間隔を置いて分割するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押し
ながら、連結されたキーフレームアンカーをクリックしてドラッグします。
独立したモーションパスの 2 つのエンドアンカーを接続するには、アンカーをドラッグして近付けます。エンドアンカーは接
続位置にスナップされます。

オブジェクトは変形の基点によってパスに結び付けられます。オブジェクトが中心からずれたパスに沿って移動するように、変形の基点を調整で
きます。

モーションパスとレスポンシブレイアウト

現在の実装では、モーションパスでパーセンテージベースのレイアウトを使用するように設定できません。この問題を回避するには、パスオブ
ジェクトをグループ、親またはシンボル内に設定し、親でパーセンテージベースの配置を使用するように設定します。この方法を使用して、上／
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

右／下／左を基準にしてモーションパスを設定することもできます。

チュートリアル

ウィンドウ／レッスンパネルをクリックし、「モーションパス」をクリックすると、Animate コンポジションでのモーションパスの使用方法に関
するガイド付きの実習を実行できます。

CDN ホスティングによって最適化されたパブリッシュ

Adobe Content Deliver Network（CDN）でランタイムファイルを使用して、コンテンツの高速配信を許可します。そのためには、パブリッシュ設
定で「Runtime ファイルを Adobe CDN でホスト」オプションを選択します。全く料金の発生しないキャッシュホスティングの特典付きで、プロ
ジェクトのダウンロードを高速化できます。
コンテンツをオフラインで実行する必要がある場合は、パブリッシュ設定でこのオプションの選択を解除します。このオプションは初期設定では
有効になっています。

CDN ホスティングによるパブリッシュ

テンプレート

テンプレートギャラリーからテンプレートの読み込み、保存、再利用ができるようになりました。この機能により、共通ファイルパターン用の
Animate コンポジションを読み込むことができます。テンプレートでは、イメージ、テキスト、シンボル、フォントのほか、現在のコンポジショ
ンでカスタマイズした変更点をキャプチャできます。ビジュアルテンプレートローダーからテンプレートを読み込むこともできます。

テンプレートのメニューには、ようこそ画面（「テンプレートから作成」）または「ファイル」メニューからアクセスできます。テンプレート
ギャラリーで、テンプレートのインポートや削除ができるほか、テンプレートから新しいコンポジションを作成できます。
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ファイルメニューの「テンプレートから作成」オプション

テンプレートファイルは、.antmpl という拡張子を持ち、自由に配布できると共に、ファイルシステムの任意の場所に格納できます。

スワイプジェスチャ

モバイル用の操作として、エレメントに左右のスワイプアクションをバインドできるようになりました。スワイプアクションは、コンポジション
内のすべてのエレメントにバインドできます。スワイプジェスチャをステージ自体に割り当てるか、複数のエレメントに適用して、ユニークなモ
バイル操作性を作成できます。

タイムラインでエレメントを右クリックして、メニューから「<エレメント> のアクションを開く」をクリックします。次に、「swipeleft」ま
たは「swiperight」をクリックします。

スワイプジェスチャ
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

タイムラインでのエレメントのカラーコーディング

エレメントパネルでのカラーコーディング

ページの先頭へ

スポイトツール

カラー選択パネルで新しいスポイトツールが導入されました。スポイトツールアイコンを選択して、ステージからカラーをサンプリングします。

スポイトツール

エレメントのカラーコーディング

コンポジション内の様々なエレメントにカラーを割り当てることができるようになり、エレメントを容易に識別して操作できます。エレメントパ
ネルまたはタイムラインでカラーパレットをクリックしてカラーを割り当てることができます。これらのカラーはタイムラインのトランジション
にも反映されます。

エレメントパネルとタイムラインでのジャンプ

エレメントパネルやタイムラインでは、スクロールして選択したエレメントを表示できるようになりました（パネルがスクロールする場合）。
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レイアウトとデザイン
柔軟なレイアウトを作成する（英語）
(2012/12/10)

レスポンシブで滑らかな Web ページのレイアウトを作成する（英語）
チュートリアル - ビデオ 
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古いブラウザーをターゲットにする

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ポスターイメージによる古いブラウザーのサポート
Google Chrome Frame による古いブラウザーのサポート

Adobe Edge Animate では、HTML5、CSS3、JavaScript などの Web 標準を使用して、アニメーションやインタラクティブ機能を定義します。こ
れらの標準をサポートしていない古いブラウザーでは、一部の機能が動作しない場合や、表示されない場合があります。このような場合でも、ポ
スターイメージを作成することによって、古いブラウザーをターゲットにすることができます。Windows ユーザーの場合は、Internet Explorer 向
けの Google Chrome Frame 拡張機能を使用することもできます。

ポスターイメージによる古いブラウザーのサポート

ポスターイメージまたは独自のアートワークの形式で、プロジェクトのフォールバック状態を定義します。
ユーザーが古い Web ブラウザーでコンテンツを表示すると、ポスターイメージが表示されます。

1. タイムラインパネルで、すべてのアニメーションの終了状態の位置に再生ヘッドを配置します。

2. エレメントパネルで、ステージエレメントを選択します。

3. プロパティパネルで、ポスターイメージとしてステージをキャプチャボタン（カメラアイコン）をクリックします。

4. 表示された、ポスターイメージをキャプチャダイアログボックスで、「キャプチャ」をクリックします。

5. プロパティパネルで、下位ステージプロパティの「編集」ボタンをクリックします。

6. 「挿入」ボタンをクリックします。キャプチャしたイメージが下位ステージに表示されます。
独自のアートワークを使用するには、ライブラリパネルから下位ステージに画像をドラッグします。

7. プレビューウィンドウの上部にあるパンくずリストで「ステージ」をクリックして、メインステージに戻ります。

Google Chrome Frame による古いブラウザーのサポート

Google Chrome Frame は、古いバージョンの Internet Explorer にインストールできる拡張機能です。 Edge Animate で使用されるような HTML5
テクノロジーを利用できるようにします。
Google Developers Web サイトの「Enable open web technologies in Internet Explorer（Internet Explorer でオープン Web テクノロジーを有効に
する）」（英語）も参照してください。

1. ファイル／パブリッシュ設定を選択します。
2. パブリッシュ設定ダイアログボックスで、パブリッシュターゲットとして「Web」が選択されていることを確認します。
3. 「Google Chrome Frame を IE 6、7 および 8 で使用」オプションを選択します。
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4. デフォルトの Chrome Frame インストーラーオプションである「プロンプトなし」を使用します。
5. 「保存」をクリックしてパブリッシュ設定を保存し、コンポジションに戻ります。
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連係とパブリッシュ
Adobe Edge Animate Runtime API
参照 (2012/12/12)

パブリッシュと統合（英語）
チュートリアル - ビデオ (2012/12/13)

Edge Animate と Twitter API（英語）
参照 (2012/12/12)

Adobe Edge を使用して HTML アニメーションで DPS Folio を拡張する（英語）
チュートリアル - テキスト (2012/12/12)

InDesign または Muse で Animate ファイルを使用する（英語）
チュートリアル - ビデオ (2012/12/13)

Edge Animate を使用して WordPress サイトを引き立たせる（英語）
チュートリアル - ビデオ 

Edge Animate を使用して PhoneGap Build アプリケーションを作成する（英語）
チュートリアル - ビデオ 

InDesign または Muse で Edge Animate ファイルを使用する（英語）
チュートリアル - ビデオ  (2012/12/13)

サードパーティ製 Web コンポーネントを使用して Edge Animate を拡張する（英語）
参照  (2012/12/12)
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パブリッシュと統合
Web 用にコンテンツを最適化する
Animate 展開パッケージ（.oam）としてパブリッシュする
Apple iBooks Author にパブリッシュする
さらに詳しく

コンテンツをパブリッシュするには：
1. パブリッシュ設定を指定します。詳しくは、以下の手順を参照してください。
2. ファイル／パブリッシュを選択します。

Web 用にコンテンツを最適化する

1. ファイル／パブリッシュ設定を選択します。
2. パブリッシュ設定ダイアログボックスで、パブリッシュターゲットとして「Web」が選択されていることを確認します。
3. ターゲットディレクトリをメモするか、または変更します。
4. 環境設定の「CDN を経由したフレームワーク」を設定します。 

コンポジションの関連する jQuery アセットを、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）からダウンロードするには、このオプ
ションを選択します。アセットをコンポジションと共にパッケージするには、このオプションの選択を解除したままにしま
す。

5. 環境設定の「静的 HTML としてコンテンツをパブリッシュ」を設定します。 

JavaScript によってドキュメントに Edge Animate コンテンツを注入する代わりに、HTML マークアップを生成するには、こ
のオプションを選択します。このオプションによって、一部のプラットフォームでも SEO との親和性やアクセス性が向上しま
す。

6. 「保存」をクリックしてパブリッシュ設定を保存するか、「パブリッシュ」をクリックします。

Animate 展開パッケージ（.oam）としてパブリッシュする

アドビの他のツールで使用するために、プロジェクトのパッケージファイルを作成するにはこの書き出しオプションを選択します。Animate 展開
パッケージをサポートしているツールには、Adobe Digital Publishing Suite（DPS）、InDesign CS6、Dreamweaver CS6 および Muse がありま
す。

1. ファイル／パブリッシュ設定を選択します。
2. パブリッシュ設定ダイアログボックスで、パブリッシュターゲットとして「Animate 展開パッケージ」が選択されていること
を確認します。

3. ターゲットディレクトリをメモするか、または変更します。
4. （オプション）ポスターイメージを指定します。
5. 「保存」をクリックしてパブリッシュ設定を保存するか、「パブリッシュ」をクリックします。

Apple iBooks Author にパブリッシュする

1. ファイル／パブリッシュ設定を選択します。
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2. パブリッシュ設定ダイアログボックスで、パブリッシュターゲットとして「iBooks/OS X」が選択されていることを確認しま
す。

3. ターゲットディレクトリをメモするか、または変更します。
4. （オプション）ポスターイメージを指定します。
5. 「保存」をクリックしてパブリッシュ設定を保存するか、「パブリッシュ」をクリックします。

さらに詳しく

Adobe Edge を使用して HTML アニメーションで DPS Folio を拡張する（英語）
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対象製品
Edge Animate CC（2015 リリース）
Edge Animate CC（2014 および 2014.1）
Edge Animate CC の必要システム構成
Edge Animate 1.5 の必要システム構成
Edge Animate 1.0 の必要システム構成

Edge Animate CC（2015 リリース）

Windows
Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサー
Microsoft Windows® 7、Windows 8、または Windows 8.1 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280x800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビットのビデオカード
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
マルチコアの Intel プロセッサー
Mac OS X v10.9 以降
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280x800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビットのビデオカード
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。*

* 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に連
携またはアクセスできる場合があります。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/aboutadobe/legal.html を参照）へ
の同意が必要です。
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があります。また提供は予告なく
変更されたり停止されたりする場合があります。
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。

Edge Animate CC（2014 および 2014.1）
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Windows
Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサー
Windows® 7、Windows 8、または Windows 8.1 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280x800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビットのビデオカード

Mac OS
マルチコアの Intel プロセッサー
Mac OS X v10.7、v10.8、または v10.9 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280x800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビットのビデオカード

Edge Animate CC 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
Windows® 7 または Windows 8 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280x800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビットのビデオカード

Mac OS
マルチコアの Intel プロセッサー
Mac OS X オペレーティングシステム v10.7 以降
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280x800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビットのビデオカード

Edge Animate 1.5 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
Windows® 7、Windows 8、または Windows 8.1 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280 x 800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、および 16 ビットのグラフィック
アダプター

Mac OS
マルチコアの Intel プロセッサー
Mac OS X v10.6、v10.7、v10.8、または v10.9 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280 x 800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、および 16 ビットのグラフィック
アダプター
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Edge Animate 1.0 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
Windows® 7 または Windows 8 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280 x 800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、および 16 ビットのグラフィック
アダプター

Mac OS
マルチコアの Intel プロセッサー
Mac OS X v10.6、v10.7、または v10.8 オペレーティングシステム
1 GB の RAM
インストール用に 200 MB 以上の空き容量があるハードディスク
1280 x 800 の画面解像度をサポートするディスプレイ、および 16 ビットのグラフィック
アダプター
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