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新機能の概要
Adobe Premiere Pro CC 2015 リリース（2016 年 6 月)

Adobe Premiere Pro CC 2015.3 リリース（2016 年 6 月）では、プロキシメ
ディアを簡単に作成できるようになりました。これにより、元の高解像度クリッ
プとプロキシの低解像度クリップをシームレスに切り替えることができま
す。Premiere Pro ファミリのアプリケーションを相互に連携させたり、Creative
Cloud で Creative Cloud アセットと連携させたりして、より効率的な制作環境
を実現し、作業をスピードアップすることができます。さらに、VR ビデオワー
クフローのための強力なサポートを提供するようになりました。色と光はますま
す重要性を増していますが、新たに強化された Lumetri カラーツールによって、
ますますクリエイティブな作品を制作できるようになりました。CreativeSync
により、メディア、Look、イメージ、Stock コンテンツなどあらゆる Creative
Cloud アセットを Premiere Pro CC で活用できます。

目次
Premiere Pro プロキシワークフロー
インジェストワークフロー
VR ビデオワークフロー
Lumetri カラーツールの新しい機能強化
コントロールサーフェスのサポート
HSL セカンダリ
Lumetri スコープの機能強化
新しい SpeedLooks Linear Look バンドル
編集機能の強化
新しいキーボードショートカット
編集機能の強化
VFX クリップマーカーワークフロー
フィールドオプションとフィールド優先度の複数選択の使用
新しい最小のタイムラインの高さ
モーフカットの顔検出機能の向上
個別エフェクトの削除機能
範囲選択時のタイムラインの垂直自動スクロール
新しいオープンキャプション
パフォーマンスと安定性の向上
幅広いネイティブなカメラサポートにより、柔軟で高速な編集作業が可能です。
MENA 言語向けの Premiere Pro のタイトルのサポート拡張
書き出しオプションの機能強化

Twitter へのターゲットパブリッシングのサポート
Panasonic AVC-LongG の書き出しのサポート
AS-10 の書き出しのサポート
FCP XML タイムリマップのサポート
XDCAM HD ディスクへの直接書き出し
QT XDCAM HD から MXF XDCAM HD へのスマートレンダリング
10 ビット出力での HEVC サポート
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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

デュレーションでの XAVC-Intra 仕様の制限を取り除くための新しいチェックボックス
静止画形式用の「ソースの一致」オプション
矢印の開閉の状態

Adobe Stock アセットの購入
強化された共同作業ワークフロー
ドルビービジョンのメタデータの保持

Premiere Pro プロキシワークフロー

プロキシメディアの作成をサポートして、元の高解像度クリップとプロキシの低解像度クリップを簡単に切り
替えられるようになりました。8K、HD または HFR といった「重い」メディアは、最もパワフルなコン
ピューターシステムでさえ過負荷にすることがあります。低解像度プロキシを使用して編集をスピードアップ
しつつ、最終出力用の元の高解像度メディアに切り替える機能を維持できます。プロキシを作成することで、
高解像度のメディアを様々なデバイス（処理速度が遅く、ストレージ容量も少ない軽量デバイスなど）で柔軟
に操作できるようになります。プロキシの低解像度ファイルと元の高解像度ファイルの切り替えは、ごく簡単
にスムーズに実行できます。

詳しくは、Premiere Pro プロキシワークフローを参照してください。

インジェストワークフロー

バックグラウンドで読み込まれている間も、フッテージの編集を直ちに開始できるようになりました。カメラ
メディアをマウントすると、すぐに編集が始まります。コピーが完了すると、Premiere Pro はコピーされたメ
ディアを使用するように切り替えるので、カメラメディアを他の用途に利用できます。

詳しくは、インジェストワークフローを参照してください。

VR ビデオワークフロー

3



ページの先頭へ

新しい VR ワークフローを使用すると、新しいモニターコントロールを使用するか、ビデオをクリックしてド
ラッグすることで、球状のメディア内を仮想的に移動し、VR ビデオの再生エクスペリエンスを完全にプレ
ビューできます。Premiere Pro で書き出すと、YouTube などの VR 対応ビデオプレーヤーで自動的に認識さ
れるように、ファイルに適切なフラグが設定されます。立体モードに切り替えることで、立体視 VR メディア
もプレビューできます（立体 3D 眼鏡が必要です）。

詳しくは、Premiere Pro での VR ワークフローを参照してください。

Lumetri カラーツールの新しい機能強化

Lumetri カラーツールの新しい機能強化によって、色をもっとクリエイティブに操作できるようになりまし
た。例えば、HSL セカンダリを使用すると、調整をおこなう特定の色域を簡単に選択できます。また、カ
ラーグレーディングコントロールサーフェスもサポートされました。これにより、マウスやキーボードを使用
するよりも微妙なカラーグレーディングが可能になります。ホワイトバランススポイトツール機能を使用し
て、フレーム内のホワイトバランスを 1 クリックで設定できるようになりました。スコープの明るさを 3 つ
のレベルのいずれかに設定し、様々な明るさの条件で読み取りやすくすることもできます。1 クリックでプリ
セット SpeedLook を適用できます。

コントロールサーフェスのサポート

Lumetri パネルのグレーディングコントロールを、コントロールサーフェスデバイスにマッピングできます
（Tangent デバイス - Elements／Wave／Ripple）。 

詳しくは、コントロールサーフェスのサポートを参照してください。

HSL セカンダリ

HSL セカンダリという新しいセクションが Lumetri カラーエフェクトに追加されました。このセクションは、
カラー／ルミナンスキーを分離して二次カラー補正を適用するための補助的なカラーツールを提供します。
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ページの先頭へ

詳しくは、HSL セカンダリを参照してください。

Lumetri スコープの機能強化

Lumetri スコープには、8 ビット表示画質が改善され、スコープの明るさを「標準」（100％）から「明るい」
（125％）または「グレー表示」（50％）へと調整する機能が導入されました。

詳しくは、Lumetri スコープの機能強化を参照してください。

新しい SpeedLooks Linear Look バンドル

新しいクリエイティブ Look プリセットパッケージである SpeedLooks Studio Linear が使用可能になりまし
た。これらの Look プリセットは、Rec709／DSLR フッテージ用に最適化されています。

詳しくは、SpeedLooks Studio Linear を参照してください。

編集機能の強化

新しいキーボードショートカット

追加された主なキーボードショートカットには次のものがあります。
タイムライン上で即座にズームインして個別のフレームを表示したり、前のズームレベル
に戻ったりできるトグル。
オーディオ波形のピークファイルを生成するための新しいショートカット。この機能は、
「ピークファイルの自動作成」設定を無効にしている場合に便利です。
キーフレームを追加／削除するための新しいショートカット。
キーフレームを 1 フレームずつ移動するための新しいショートカット。
次／前のキーフレームを選択するための新しいショートカット。
キーフレーム値を増加／減少させる新しいショートカット。

詳しくは、初期設定のキーボードショートカットを参照してください。

編集機能の強化

編集作業のスピードアップと効率化に役立つ機能拡張がいくつか追加されました。範囲の選択がタイムライン
を垂直方向に自動スクロールして、現在のビュー以外の追加クリップを選択するようになりました。「属性を
削除」コマンドを使用して、特定のエフェクトを削除します。 

詳しくは、シーケンスの作成と変更を参照してください。
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ページの先頭へ

VFX クリップマーカーワークフロー

シーケンスのすべてのクリップマーカーをマーカーパネルに表示できるようになりました。色によって
マーカーパネルのクリップマーカーをフィルタリングし、指定した色付きのマーカーのみを表示します。

詳しくは、マーカーの操作を参照してください。

フィールドオプションとフィールド優先度の複数選択の使用

タイムライン（またはプロジェクトパネル）の複数のクリップにフィールド優先度を適用できるようになりま
した。 

詳しくは、フィールドオプションとフィールド優先度の複数選択の使用を参照してください。

新しい最小のタイムラインの高さ

より多くのスペースを他に割り当てるために、シーケンスビデオとオーディオトラックをより短いタイムライ
ンにドラッグして、使用中ではないトラックを展開できるようになりました。

モーフカットの顔検出機能の向上

モーフカットの顔検出機能が改良されました。比較的難しいショットでも顔を検出できるようになったので、
モーフカットを使用できる場面が増えました。

個別エフェクトの削除機能

既にエフェクトが適用されているシーケンス内のクリップを選択し、「属性を削除」コマンドを使用して、
様々なクリップから特定のエフェクトを削除できるようになりました。

範囲選択時のタイムラインの垂直自動スクロール

選択ツールまたはなげなわツールを使用している間、Premiere Pro のタイムラインを垂直方向に自動スクロー
ルして、現在のビュー以外のクリップを選択できるようになりました。

新しいオープンキャプション

オープンキャプションを作成および編集するための新機能が導入されました。サードパーティのプラグインを
使用することなく、Premiere Pro で直接オープンキャプション（字幕）を作成できるようになりました。この
機能を使用して、画面上のオープンキャプションのフォント、色、サイズ、位置を選択できます。

詳しくは、新しいオープンキャプションを参照してください。
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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

パフォーマンスと安定性の向上

Windows で H264 GPU アクセラレーションがサポートされ、最大のパフォーマンスを発揮できるようになり
ました。軽量型 PC と内蔵された Intel GPU によって、GPU アクセラレーションによる H264 メディアの再
生パフォーマンスを向上させることができるようになりました。

幅広いネイティブなカメラサポートにより、柔軟で高速な編集作業が可
能です。

Red Weapon を含む幅広いネイティブ形式をサポートするようになりました。幅広いネイティブ形式のサポー
トにより、トランスコーディングを気にすることなく、事実上あらゆる種類のメディアを編集できます。これ
により、多くの時間を節約し、すぐに編集作業に取りかかることができます。

MENA 言語向けの Premiere Pro のタイトルのサポート拡張

Premiere Pro CC 内のタイトル機能では、アラビア語やヘブライ語などの MENA 地域の言語を含む、より多
くの言語をネイティブにサポートするようになりました。多くの地域のユーザーが、ネイティブ言語でタイト
ルを組み込むことができます。

書き出しオプションの機能強化

Twitter へのターゲットパブリッシングのサポート

Premiere Pro の各種出力先パブリッシングワークフローに Twitter が追加され、YouTube、Facebook、Vimeo
など他のソーシャルメディアパブリッシングオプションに加わりました。Premiere Pro から Twitter に直接ビ
デオを出力し、共有できるようになりました。

Panasonic AVC-LongG の書き出しのサポート

MXF OP1a ラッパーに Panasonic AVC-LongG コーデック（AVC-LongG6/12/25/50）のサポートが追加され
ました。これらのコーデックは、MXF OP1a 形式で利用できます。 

AS-10 の書き出しのサポート

形式のドロップダウンで、新たに AS-10 書き出しオプションを使用した書き出しがサポートされるようにな
りました。 

FCP XML タイムリマップのサポート
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注意：

ページの先頭へ

速度カーブの読み込み、および Final Cut Pro XML ドキュメントへの速度カーブの書き出しがサポートされる
ようになりました。 

XDCAM HD ディスクへの直接書き出し

XDCAM HD ディスクへの直接書き出しオプションが追加されました。XDCAM HD コーデックが選択されて
いる場合、「Sony デバイスの互換性」チェックボックスが表示されます。このチェックボックスをオンにす
ると、XDCAM HD ディスクへの直接書き出しのサポートが有効になります。

QT XDCAM HD から MXF XDCAM HD へのスマートレンダリング

MXF ラッパーに、QuickTime XDCAM HD ソースをスマートレンダリングできるようになりました。一致して
いる MXF OP1a プリセットの「スマートレンダリングを有効にする」チェックボックスを選択するだけの簡
単な操作です。

Premiere Pro では、MXF XDCAM ソースの QuickTime XDCAM へのスマートレンダリングはサポー
トされていません。

10 ビット出力での HEVC サポート

HEVC の「ビデオ」タブのプロファイル設定で使用できる HEVC 10 ビット書き出しがサポートされるように
なりました。主要 10 プロファイルで 10 ビットでの書き出しが可能です。主要 10 プロファイルの選択時
に、Rec. 2020 カラープライマリを使用して書き出すこともできます。 

デュレーションでの XAVC-Intra 仕様の制限を取り除くための新しいチェック
ボックス

XAVC 書き出し設定に新しいチェックボックス「Sony デバイスの互換性」が追加されました。この設定はデ
フォルトでオフになっています。オフの場合は、常にソースの全デュレーションに対応する出力が生成されま
す。オンにすると、出力が Sony 仕様に従います（これにより、ファイルの末尾が切り詰められる場合があり
ます）。

静止画形式用の「ソースの一致」オプション

Adobe Media Encoder でサポートされるすべての静止画形式に、ソースフレームの高さ、幅、レート、
フィールドオーダーおよび縦横比を一致させる「ソースの一致」が提供されるようになりました。古いプリ
セットは削除され、新しいソースの一致バージョンに置き換えられました。

矢印の開閉の状態

「書き出し設定」で矢印の状態が記憶されるようになり、毎回開閉して調整する必要がなくなりました。

Adobe Stock アセットの購入
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

Adobe Stock アセットを Premiere Pro のプロジェクトパネルから直接購入できるようになりました。すかし
入りの Adobe Stock アセットに対しては、プロジェクトパネルにこれらのファイル用に新しい買い物かごア
イコンが表示され、このアイコンをクリックすることで、プロジェクトパネルから直接 Adobe Stock アセッ
トを購入できるようになりました。また、シーケンスにすかし入りの Adobe Stock アセットがある場合は、
シーケンスのクリップを右クリックして、コンテキストメニューの「ライセンス」オプションを表示できま
す。シーケンスのクリップからすかし入りの Adobe Stock アセットを直接購入できます。

強化された共同作業ワークフロー

使用のみ可能で、編集はできない読み取り専用の CC ライブラリを共有できます。新しいアセットは自動的に
更新され、すぐに共有されます。この機能によって、名前の変更やライブラリからの削除はできない、読み取
り専用のロックされたライブラリアセットを共有できます。また、読み取り専用の
ライブラリに異なるレベルのアクセス権を設定できます。「編集のみ」のアクセス権を設定すると、共同作業
者によるライブラリのコンテンツの編集、名前変更、移動または削除が可能です。「表示のみ」のアクセス権
を設定すると、共同作業者はアセットの使用およびコメントの追加のみが可能になります。パブリックリンク
（URL）を共有して、ライブラリセットを共有できるようになりました。このライブラリはユーザーのライブ
ラリパネルに表示されるので、ライブラリをサポートするアプリケーションで、ライブラリの更新を自動的に
取得できます。

ドルビービジョンのメタデータの保持

この機能により、ドルビービジョン MXF クリップを使用して、基となるメディアファイルのスマートレンダ
リングと共に、ドルビークリップのカットのみのコピーを新しいドルビーコンテナーに書き出すことができま
す。変更が適用されている場合は、書き出した MXF にはドルビーメタデータは保持されません。この機能
は、結合したり、既存のドルビービジョンのマテリアルのカットのみを編集したりするのに便利です。 
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便利なモバイルアプリ
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Premiere Pro での Premiere Clip ビデオの編集

ページの先頭へ

Premiere Clip ビデオの Creative Cloud への書き出し
Premiere Clip の Premiere Pro への読み込み

Adobe Premiere Clip は、クリップを編集して手軽に魅力的なビデオを作成できる無償モバイルアプリです。
軽量かつ高機能なこのアプリを使用すれば、モバイルデバイスや iPad に保存されているメディアをビデオ作
品に作り上げることができます。指先の操作のみで、ハリウッド並みの高品質の映像と音声を実現できま
す。 

CreativeSync テクノロジーにより、あらゆるデバイスから Premiere Clip プロジェクトにアクセスできます。
例えば、あるデバイスで作成したプロジェクトを別のデバイスで開き、作業の続きを行うことができます。あ
るいは、Premiere Clip ビデオを直接ソーシャルネットワークで共有したり、デスクトップの Premiere Pro に
送信してさらに編集を加えたりすることもできます。
Premiere Clip は、iTunes や Google Play アプリストアから無償でダウンロードできます。Premiere Clip を
使用してモバイルデバイスでビデオの作成や編集を行う方法について詳しくは、FAQ を参照してください。
きめ細やかなプロ品質の編集で Premiere Clip ビデオを 1 つ上のレベルに引き上げるには、Premiere Clip か
ら Creative Cloud アカウントにビデオプロジェクトを書き出します。Adobe Creative Cloud for desktop で
は、すべてのファイルが同期されるため、接続されているすべてのコンピューターおよびデバイスにすべての
変更が反映されます。Premiere Pro CC でビデオプロジェクトを編集するには、プロジェクトを Premiere Pro
に読み込みます。プロジェクトが Premiere Pro で開き、プロジェクトに関連付けられているすべてのアセッ
ト、編集、ビートマーカー、および Premiere Clip で適用したカスタム Look も、プロジェクトと共に読み込
まれます。

Premiere Clip ビデオの Creative Cloud への書き出し

Premiere Clip と Premiere Pro など、アプリケーション間でビデオを共有するには、次のようにビデオプロ
ジェクトを Creative Cloud アカウントに書き出します：

1. 上部のメニューバーにある共有アイコンをタップします。
2. 「Premiere Pro で編集」をタップします。数分で、プロジェクトとメディアが Creative

Cloud フォルダーに送信されます。
注意：プロジェクトを Premiere Pro に送信する前に、プロジェクトに含まれるメディアを同期する必要があ
ります。
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3. Creative Cloud アカウントでプロジェクトが同期されると、プロジェクトが送信されたこ
とを示すメッセージが表示されます。
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ページの先頭へ

Premiere Clip の Premiere Pro への読み込み

Premiere Clip の XML ファイルを Premiere Pro プロジェクトとして読み込むと、さらに編集を加えることが
できます。

1. コンピューターで Premiere Pro を起動します（CC の有償メンバーでない場合は、こち
らから無償体験版をダウンロードしてください）。メニューバーから、ファイル
／Premiere Clip プロジェクトを変換を選択します。Creative Cloud ファイルの
AdobePremiereClipExport フォルダーが開き、書き出されたメディアと Premiere Clip
ファイルが表示されます。

2. Premiere Clip プロジェクトの XML ファイルをクリックして、「開く」をクリックしま
す。書き出されたすべてのメディアと編集を含むプロジェクトが Premiere Pro プロジェ
クトとして開きます。

注意：Premiere Clip XML ファイルを Premiere Pro に読み込むと、Premiere Clip XML ファイルは Premiere
Pro プロジェクト（.prproj）ファイルに変換され、システム上で最後に Premiere Pro ファイルを保存した、ま
たは開いたフォルダーに保存されます。

13

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://creative.adobe.com/products/download/premiere?promoid=KSPHF
http://creative.adobe.com/products/download/premiere?promoid=KSPHF


共同作業
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Premiere Pro と Adobe Anywhere

ページの先頭へ

Adobe Anywhere について
Adobe Anywhere サーバーへのサインイン
新しい Adobe Anywhere プロダクションの設定
変更を共有し、競合を解決する
Adobe Anywhere プロダクションの書き出し
プロダクションをプロジェクトに変換
プロジェクトをプロダクションに変換

Adobe Anywhere について
Adobe Anywhere は、現時点では Creative Cloud エンタープライズ版のみのご提供となります。

Adobe Anywhere は、チームが Premiere Pro や Prelude を使用して、標準ネットワークを介して集中管理さ
れるメディアやアセットを処理できる共同作業ワークフロープラットフォームです。Adobe Anywhere は
Adobe Creative Cloud を補完し、プロダクションワークフローのための高度なコラボレーション機能を利用で
きるようになります。

Mercury Streaming Engines が組み込まれた Adobe Anywhere は、大企業のお客様が複数の場所に Adobe
Anywhere を展開するためのストリーミングソリューションを提供します。Adobe Anywhere が提供するコラ
ボレーション機能セットには、プロダクションの共有、バージョンコントロール、スマートな競合解決などが
含まれます。
Adobe Anywhere は大企業の難しい要件を満たすよう最適化されており、サーバー、ストレージ、標準的ネッ
トワーク、メディアアセット管理ソリューションといった企業インフラストラクチャを必要とします。こうし
た要件があるので、Adobe Anywhere は小規模なワークグループではご利用になれません。
Adobe Anywhere はアドビの認定を受けた Anywhere システムインテグレーターによって既存のワークフロー
に統合、導入されます。Adobe Mercury Streaming Engine のノードでは、チームメンバーの個々のコン
ピューターに GPU 高速処理エフェクトによるシーケンスのリアルタイムの動的な表示ストリーミングを提供
します。エディターはローカルまたはリモートのネットワークを使用して、リモートに保存されているメディ
アに同時にアクセス、ストリーミング、および作業を行うことができます。ファイル転送、重複メディア、プ
ロキシファイルなどは不要です。

詳しくは、Adobe Anywhere を参照してください。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

Adobe Anywhere サーバーへのサインイン

Premiere Pro CC または Prelude CC では、スタートアップスクリーンから直接、あるいはファイルメニュー
から Adobe Anywhere のログインダイアログを呼び出すことができます。

Anywhere サーバーにサインインするには、次の手順を行います。
1. スタートアップスクリーンの右下に表示されるサインインボタンをクリックします。ま
た、ファイル／Adobe Anywhere／サインインをクリックします。

2. Adobe Anywhere にサインインダイアログボックスで、Anywhere Collaboration Hub
サーバーの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

この情報はシステムインテグレーターから提供されます。

3. ユーザー名とパスワードを入力し、「サインイン」をクリックします。

スタートアップスクリーンから表示される Adobe Anywhere にサインインダイアログボックス

新しい Adobe Anywhere プロダクションの設定
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ページの先頭へ

Adobe Anywhere 環境でのすべての作業はプロダクション内で実行されます。プロダクションはメディアア
セットおよびシーケンスの共有コレクションおよびそれらの関連メタデータです。
Adobe Anywhere サーバーにサインインすると、スタートアップウィンドウから直接、またはファイルメ
ニューから Premiere Pro または Prelude のプロダクションを作成できます。プロダクションを新規に作成す
ることも、
あらかじめ設定されているテンプレートを基にして作成することもできます。
プロダクションは Premiere Pro または Prelude のプロジェクトファイルの機能と似ています。ただし、変更
が瞬時にハンドオフされるため、複数のユーザーが、サポートされるすべてのクライアントでプロダクション
を同時に共有できます。レベルが無限のバージョンシステムが組み込まれています。
 

変更を共有し、競合を解決する

プロダクションを開くと、プロダクションの最新バージョンのスナップショットが記録され、タイムスタンプ
が付けられます。
変更を行うと、サーバーに保存される固有のサンドボックスコピー内に各スナップショットが記録され、タイ
ムスタンプが付けられます。Adobe Anywhere でこれらの変更が自動的にサンドボックスに保存されます。
変更をプロダクションに割り当てられた他のユーザーが利用できるようにするには、プロダクションパネルの
右下にある「変更内容を共有」をクリックして、明示的に共有する必要があります。

共有バージョンのプロダクションを作成し、この統合バージョンに変更を加えます。

一般的に共有プロダクションで作業を行っている他のユーザーに変更が通知されるまで、わずか数秒しか
かかりません。変更は赤の鉛筆アイコンによって示され、「変更点を取得」ボタンで強調表示されます。 

「変更内容を共有」ボタンをクリックして、変更を他のユーザーと共有します。

競合を解決

変更を共有する前に、プロダクションのサンドボックスバージョンと現在の共有バージョンの間の相違点を解
決します。

17



ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

複数の人が同じプロダクションで同時に作業できるため、Adobe Anywhere では意図しない競合または上書き
に対する保護が実施されます。
ユーザーが単独でプロダクションの複数の部分に対して作業を行っている場合、変更を共有したときに競合が
発生しません。ただし、2 人のユーザーがプロダクション内の同じシーケンスを変更する場合、競合が発生し
ます。
作業中のアセットを別の人が既に変更している場合、競合についての情報が提供され、他の人の変更、自分の
変更、あるいはその両方を維持する機会が得られます。競合を解決するためにどのオプションを使用する場合
でも、Adobe Anywhere には堅牢な組み込みのバージョン管理システムがあるため、データが失われることは
ありません。

Adobe Anywhere プロダクションの書き出し

プロダクションを書き出すには、ファイル／書き出しを選択します。
書き出しダイアログは Adobe Anywhere 環境で Premiere Pro を使用する場合でも、スタンドアロンの
Premiere Pro で作業する場合でも同じです。
複数の書き出しオプションの使用について詳しくは、書き出しのワークフローと概要を参照してください。

プロダクションをプロジェクトに変換

Adobe Anywhere では、Anywhere プロダクションをローカルの Premiere Pro プロジェクトファイルに変換
できます。
ファイル／Adobe Anywhere／プロダクションをプロジェクトに変換を選択します。
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プロジェクトをプロダクションに変換

Premiere Pro プロジェクトファイルを簡単にプロダクションに変換できます。
ファイル／Adobe Anywhere／プロジェクトをプロダクションに変換を選択します。

関連項目
Adobe Anywhere | 機能
Adobe Anywhere | FAQ
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Premiere Pro の Creative Cloud Libraries

ページの先頭へ

Creative Cloud Libraries では、思い付いたことをい
つでも保存することができます!さまざまな Creative
Cloud デスクトップアプリケーション、モバイルア
プリケーションでアセットをキャプチャしたり、ま
たは Creative Cloud Market や Adobe Stock からア
セットをダウンロードしてプロジェクトを使用でき
ます。
詳しくは、Creative Cloud Libraries を参照してく
ださい。

ビデオ：ポストプロダクションでの Creative
Cloud Libraries の使用
Creative Cloud Libraries を使用して、ポストプロダ
クションワークフローで Creative Cloud アセットを
整理、再利用および共有する方法について学習しま
す。（2 分間）
 

ページの先頭へ

Creative Cloud Libraries について
ライブラリパネル
Creative Cloud Libraries を追加
ライブラリに Look を追加
Adobe Stock からのアセットの追加
ライブラリ内のアセットを使用
Creative Cloud ユーザーとのコラボレショーン

Creative Cloud Libraries について

ライブラリパネル

Creative Cloud Libraries は Premiere Pro のライブラリパネルに表示されます。
Premiere Pro を起動しているときに Creative Cloud Libraries を表示するには、Premiere Pro のスタート画面
で「ライブラリ」オプションをクリックします。
スタート画面から Creative Cloud Library をデスクトップにダウンロードする、または同期するには、ライブ
ラリ／［ライブラリ名］をクリックし、画面の下部に表示されるライブラリカード上で「CC Libraries に同
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プロジェクト間

コンピューター間

アプリケーション間

ページの先頭へ

ページの先頭へ

期」をクリックします。
Creative Cloud Libraries（ライブラリパネル）を開くには、ウィンドウ／ライブラリをクリックします。

次の方法で、ライブラリにアクセスできます。

ライブラリに保存した内容は、作業している Premiere Pro プロジェクト全体で使用できま
す。

ライブラリは Creative Cloud と同期されます。ライブラリは、Creative Cloud ID を使用し
てサインインしたコンピューターで使用できます。

ライブラリパネルで保存した内容は、Creative Cloud Libraries をサポートするデスク
トップアプリケーションおよびモバイルアプリケーション全体で自動的に使用できるようになります。
例えば、After Effects CC、Photoshop CC などのデスクトップアプリケーション、および Adobe Hue や
Premiere Clip などのモバイルアプリケーションにまたがって使用できます。

Creative Cloud Libraries を追加

ライブラリはいくつでも作成でき、アセットを整理できます。作成したライブラリは、Premiere Pro のライブ
ラリパネルに表示されます。 

ライブラリを作成するには、次のようにします。
1. ライブラリパネルのドロップダウンをクリックし、「新しいライブラリを作成」を選択す
るか、またはポップアップパネルをクリックして、「新しいライブラリを作成」を選択し
ます。

2. ライブラリの名前を入力して「作成」をクリックします。

ライブラリに Look を追加

Look としてクリップに適用したカラーグレーディング情報を保存できます。Look をライブラリにアップロー
ドするには、次の手順を行います。

1. タイムラインパネルでクリップまたはシーケンス内のトラック項目を選択します。
2. Lumetri カラーパネルにフォーカスがあり、Lumetri エフェクトがクリップに適用されて
いることを確認してください。

3. ライブラリパネルの下部にある「Look を追加」アイコンをクリックします。
選択したクリップと同じ名前の .look ファイルが作成されます。アップロードされた Look はライブラリパネ
ルでサムネイルとして表示されます。
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ページの先頭へ

ライブラリパネルを使用して Look を追加

Adobe モバイルアプリケーションを使用して Look をアップロードする
色のインスピレーションはどこで得られるかわかりません。Adobe Hue CC モバイルアプリケーションを使用
すると、目にした色やライトを即座にキャプチャできます。
Adobe Hue CC について詳しくは、この FAQ を参照してください。
キャプチャした Look は自動的にライブラリに同期され、Premiere Pro でのクリップのカラーグレーディング
に使用できます。
Premiere Pro でのクリップのカラーグレーディングについて詳しくは、カラーワークフローを参照してくださ
い。
 

Adobe Stock からのアセットの追加

Adobe Stock は、何百万もの高品質でロイヤリティフリーの写真、ビデオ、イラストおよびグラフィックを販
売するサービスです。 

Premiere Pro から直接 Adobe Stock アセットを検索できます：
1. Premiere Pro でライブラリパネルを開くには、ウィンドウ／ライブラリを選択します。
2. ライブラリパネルの上部にある「Adobe Stock を検索」バーに検索キーワードを入力しま
す。パネル内に検索結果が表示されます。

3. 使用したいアセットが見つかったら、すぐにライセンスを購入して、Premiere Pro のラ
イブラリに追加することができます。あるいは、ライセンス未取得のプレビューバージョ
ン（すかし入り）をライブラリに追加して、後でライセンスを取得することもできます。
すぐにアセットを購入するには、アセットを選択して、「購入してライブラリに保存」ア
イコンをクリックします。
ライセンス未取得のプレビューバージョンをライブラリに追加するには、アセットを選択
して、「<ライブラリ名> にプレビューを保存」アイコンをクリックします。

一覧表示されているアセットのコンテキストメニューから、これらのオプションを選択することもできま
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注意：

ページの先頭へ

グラフィック要素

Look

ページの先頭へ

す。 

Adobe Stock のアセットがライブラリに自動的に表示されない場合は、パネルの右下にある「同期」
ボタン（Creative Cloud アイコン）をクリックして、手動で同期を実行します。アセットがライブラリに表示
されるようになるはずです。

アセットのプレビューバージョンをライブラリに追加した場合は、後でライセンスを取得できます。アセット
のライセンスを取得するには、アセットをクリック／右クリックして、コンテキストメニューから、静止画プ
レビューの場合は「画像を購入...」、ビデオプレビューの場合は「ビデオを購入...」を選択します。アセット
のライセンスを取得すると、現在開いているファイル内にある、そのアセットにリンクされているすべてのイ
ンスタンスが、すかしのないライセンス取得済みの高解像度アセットに自動的に更新されます。

アセットのライセンスを取得すると、シーケンス内で使用されていたライセンス未取得のコピーがす
べてフルクオリティバージョンに自動的に置き換えられますが、編集内容はそのまま保持されます。

Adobe Stock のビデオフッテージを Creative Cloud Libraries とともに使用する方法について詳しく
は、このビデオチュートリアルを参照してください。Adobe Stock について詳しくは、Adobe Stock の使用
を参照してください。

ライブラリ内のアセットを使用

ライブラリパネルのグラフィック要素をプロジェクトパネルまたはタイムラインにドラッ
グするか、またはグラフィックを右クリックしてプロジェクトに追加を選択して、ライブラリに保存されたグ
ラフィックを使用できます。Premiere Pro でグラフィック要素がプロジェクト項目として読み込まれ、タイム
ラインにデフォルトのデュレーションの静止画像クリップが作成されます。

ライブラリパネルかｒプロジェクトパネルまたはタイムラインの項目に Look をドラッグすると、ライ
ブラリに保存した Look を適用できます。
Look をタイムラインにドラッグ
ライブラリパネルからタイムラインのクリップに Look をドラッグすると、新しい
Lumetri カラーエフェクトがタイムラインに追加されます。Lumetri カラーエフェクトがそ
のトラックに存在している場合、既存の Lumetri カラーエフェクトが新しい Look で更新
されます。
トラック項目がプログラムモニターに表示されている場合、エフェクトがレンダリングさ
れます。
Lumetri カラーエフェクトがエフェクトコントロールパネルに追加されます。

または、シーケンス内のクリップを選択して、ライブラリ内の Look を右クリックして「Look を適用」を選
択することもできます。
Look をプロジェクトパネルにドラッグ
ライブラリパネルからプロジェクトパネル内のプロジェクト項目に Look をドラッグする
と、Lumetri カラーエフェクトがマスタークリップに適用されます。
トラック項目がソースモニターに表示されている場合、エフェクトがレンダリングされま
す。
エフェクトコントロールパネルで Lumetri カラーエフェクトがマスタークリップに追加さ
れます。

.cube ファイル名拡張子が付いている Look をドラッグすると、Lumetri カラーパネルの「基本補正」セク
ションの下の「LUT を入力」フィールドがその Look に設定されます。
.look ファイル名拡張子が付いている Look をドラッグすると、Lumetri カラーパネルの「Creative」セク
ションの下の「Look」フィールドがその Look に設定されます。

Creative Cloud ユーザーとのコラボレショーン
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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

ライブラリを他の Creative Cloud ユーザーと共有して、共有ライブラリのコンテンツを表示、編集、または
使用できます。

Creative Cloud の登録者とライブラリを共有している場合、さらに他の Creative Cloud ユーザーと共有で
きます。

ライブラリを共有
1. ライブラリパネルでポップアップメニューをクリックして、「共同作業」を選択します。
2. 表示されるブラウザーページに、ライブラリを共有する相手の電子メールアドレスと、オ
プションでメッセージを入力します。

共有ライブラリに参加
1. Adobe Creative Cloud for Desktop アプリケーションを起動して、Adobe ID 資格情報で
ログインします。

2. ライブラリを共有している場合、ホームパネルに通知が表示されます。
3. ライブラリでの共同作業の招待状ごとに「承諾」ボタンをクリックします。
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ワークスペースとワークフロー
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プロキシワークフロー

Premiere Pro CC の新しいプロキシワークフローでは、8K、HDR お
よび高フレームレートのメディアを使用できます。そのため、ネイ
ティブ形式とプロキシ形式を切り替えて、ジョブをスピードアップで
きます。インジェスト時にプロキシを作成して、ネイティブの最大解
像度のメディアに自動的に関連付けることもできるようになりまし
た。1 クリックで最大解像度とプロキシを切り替えることができま
す。

ビデオ：プロキシワークフロー
軽量型のデバイスで動作するメ
ディアのプロキシ版を作成し、元
の高解像度ファイルとプロキシの
低解像度ファイルを簡単に切り替
える方法について説明します。
（6 分間）
 

ページの先頭へ

インジェストワークフロー
プロキシ追加ワークフローのオプション
プロキシを有効化
プロキシを追加と最大解像度のメディアを再接続

ネイティブ形式およびプロキシ形式の操作

インジェストワークフロー

Premiere Pro のメディアブラウザーパネルで、編集を開始しながら、バックグラウンドでメディアを自動的に
インジェストできます。 
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インジェストワークフロー

メディアブラウザーパネルのインジェストチェックボックスで、自動インジェスト動作のオン／オフを切り替
えます。このチェックボックスの横にある設定ボタンをクリックすると、プロジェクト設定ダイアログが開
き、インジェスト設定を調整できます。プロジェクト設定ダイアログにある同様のインジェストチェックボッ
クスは、メディアブラウザーパネルの設定との同期が維持されます。自動インジェスト動作をオンにした場合
は、ファイルがプロジェクトに読み込まれたときに自動的に開始される操作を次の 4 つから選択できます。イ
ンジェスト処理がバックグラウンドで完了しても、引き続き編集が可能です。
コピー - メディアをそのまま新しい場所にコピーできます。例えば、この操作は通常、リ
ムーバブルメディアからローカルのハードドライブにカメラのフッテージを転送するのに
使用します。転送パスは、設定の「主な宛先」オプションで指定します。メディアのコ
ピーが終了すると、プロジェクトのクリップはこれらのファイルのコピーを指すようにな
ります。  
トランスコード - メディアを新しい形式で、新しい場所にトランスコードできます。例え
ば、この操作を使用して、元のカメラのフッテージをポストプロダクション施設内で使用
されている特定の形式にトランスコードできます。ファイルパスは、設定の「主な宛先」
オプションで指定します。形式は、選択したプリセットによって指定されます。メディア
をトランスコードした後、プロジェクトのクリップはこれらのトランスコードされたファ
イルのコピーを指します。 
プロキシ作成 - このオプションを使用すると、プロキシを作成してメディアに追加できま
す。例えば、この操作は通常、編集中のパフォーマンス向上のための低解像度クリップを
作成するのに使用します。最終出力用には、元の最大解像度ファイルに再び切り替えるこ
とができます。プロキシの作成先のファイルパスは、設定の「プロキシ宛先」オプション
で指定します。形式は、選択したプリセットによって指定されます。プロキシが作成され
ると、プロジェクトのクリップに自動的に追加されます。
プロキシをコピーして作成 - このオプションは、メディアをコピーして、上で指定したよ
うにプロキシを作成します。4 つすべてのオプションに、ファイルの保存先が「プロジェ
クトファイルと同じ」に設定されたデフォルトのプリセットが用意されています。その代
わりに、ユーザー定義の宛先や、ファイルがクラウドと自動的に同期される Creative
Cloud ファイルフォルダーを選択することもできます。また、Adobe Media Encoder を使
用して、独自の「インジェスト」プリセットを作成することもできます。詳しく
は、Adobe Media Encoder を使用した「インジェスト」プリセットの作成を参照してくだ
さい。

これらのオプションには、ファイル保存先が「プロジェクトファイルと同じ」に設定されたデフォルトのプリ
セットが用意されています。その代わりに、ユーザー定義の宛先や、ファイルがクラウドと自動的に同期され
る Creative Cloud ファイルフォルダーを選択することもできます。また、Adobe Media Encoder を使用し
て、独自の「インジェスト」プリセットを作成することもできます。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

インジェスト設定

プロキシ追加ワークフローのオプション

プロジェクトパネルで既存のプロキシファイルを最大解像度のメディアに追加することもできます。ビデオま
たは A/V クリップまたはビンのコンテキストメニューを使用して、プロキシおよびサブメニューオプション
（プロキシを作成、プロキシを追加、最大解像度のメディアを再接続）を表示します。 

「プロキシを作成」を選択すると、トランスコード先と形式のオプションが表示されたダ
イアログが開きます。このオプションは、Adobe Media Encoder（AME）のキューにプロ
キシを送信し、Premiere Pro のクリップに自動的にプロキシを追加します。
「プロキシを追加」を選択すると、最大解像度のクリップにプロキシクリップを追加しま
す。
プロキシクリップがオンラインになっている場合にのみ、「最大解像度のメディアを再接
続」を選択して、選択されたプロキシクリップに最大解像度のクリップを追加します。

プロキシを有効化

「プロキシを有効化」オプションは、最大解像度のメディアとプロキシの表示を切り替えるためのグローバル
なシステム環境設定としても使用できます。このオプションには、環境設定／メディア／プロキシを有効化を
選択するか、ソースモニターまたはプログラムモニターのボタンエディターから「プロキシの切り替え」ボタ
ンを追加してアクセスできます。プロジェクトを別のシステムに移動した場合、環境設定は、プロジェクトで
はなく、そのシステムに設定されている内容によって決定されます。「プロキシを有効化」ボタンの状態
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注意：

は、2 つのモニターと環境設定間でリンクされています。このオプションを選択解除すると、Premiere Pro で
はソースモニターとプログラムモニターに最大解像度のクリップが表示されます。このオプションを選択する
と、ソースモニターとプログラムモニターにプロキシクリップが表示されます。 

プロキシを追加と最大解像度のメディアを再接続

プロキシクリップまたは最大解像度のクリップを再リンクまたは追加したい場合は、プロキシメディアにサ
フィックス "_proxy'" を付けて命名することをお勧めします。 

同じディレクトリにプロキシクリップと最大解像度クリップの両方が存在すると、自動関連付けが正
しくおこなわれないことがあります。また、これらのクリップにまったく同じファイル名を付けることはお勧
めしません。同名の別のクリップがシステム上にある場合は、正しくないクリップに関連付けられることがあ
るからです（リンクメディアの再リンクと同様）。クリップを 1 つずつ追加する場合は、「自動的に他を再リ
ンク」オプションを選択しないでください。 

「プロキシを追加」オプションと「最大解像度のメディアを再接続」オプションは、ビデオまたは A/V クリッ
プにのみ適用されます。オーディオのみや、静止画（画像シーケンスを含む）など、その他の種類のファイル
はサポートされていません。すべてのインポーターが同じように機能するわけではないので、一部の形式では
オーディオのみのファイルを選択できます。この場合、ファイルを追加しようとすると「追加失敗」になり、
不一致が警告されます。「OK」をクリックすると、追加ダイアログに戻って、互換性のあるクリップを選択
できます。「プロキシを作成」は、オフラインクリップには使用できません。

新しいメディアの追加

プロキシまたは最大解像度が既に追加されている場合でも、新しいメディアを追加することはできます。プロ
キシを分離する方法はありません。追加されたプロキシは、プロジェクトマネージャー、レンダリングして置
き換え、AAF、Final Cut Pro XML、EDL、OMF などの相互交換オプションではサポートされません。これら
の書き出し機能を使用すると、プロキシが失われる可能性があります。

メディアの書き出し

「書き出し」を選択した場合、書き出しメディアは常に最大解像度を使用します。プロキシは使用しません。
この唯一の例外は、最大解像度のメディアがオフラインであるが、プロキシがオンラインである場合です。こ
の場合、書き出しがプロキシを使用しているという警告が表示されます。書き出しは、フレームサイズなどの
最大解像度のメディアのパラメーターに基づきますが、プロキシのフレームを書き出します。

レンダリングしたファイルのプレビュー

プロキシが追加されていて、「プロキシを有効化」が設定されている場合でも、プレビューのレンダリング
ファイルは最大解像度のメディアからレンダリングされます。この唯一の例外は、最大解像度のクリップがオ
フラインで、プロキシがオンラインの場合です。 

追加したプロキシの取り消し

「プロキシを追加」の取り消しを選択できます。取り消し操作は、「最大解像度のメディアを再接続」オプ
ションおよび「プロキシを有効化」オプションには使用できません。 
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注意：

サポートされる形式

また、マスタークリップエフェクトソース設定を持つ形式（例えば R3D および ARRI）は、最大解像度のメ
ディアでサポートされます。MCE ソース設定形式は、プロキシクリップとしての使用をサポートしません
が、H.264 プロキシを持つ R3D 最大解像度のような設定をサポートします。DPX プロキシを持つ ARRI 最大
解像度のメディアはサポートされていません。変更／オーディオチャンネルと「フッテージを変換」は、プロ
キシワークフローではサポートされません。

互換性

Premiere Pro のプロキシ機能は、After Effects のプロキシ機能と互換性がありません。「プロキシを追加」と
「最大解像度のメディアを再接続」も、After Effects コンポジションおよびプロジェクトではサポートされて
いません（つまり、プロキシでの After Effects Dynamic Link サポートはありません）。Adobe Audition
Dynamic Link での編集は、プロキシワークフローではサポートされません。

サポートされているワークフローでは、最大解像度のクリップで割り切れる他のフレームサイズおよ
び組み合わせを持つプロキシ（例：1920 x 1080 1.0 の最大解像度と、960 x 540 1.o の PAR プロキシまたは
1440 x 1080 1.33 の PAR プロキシ）が生成されますが、フィールド、フレームレート、デュレーション、
オーディオチャンネルなど他のパラメーターが一致している必要があります。 

プロキシまたは最大解像度のクリップに強制的に一致させることができる唯一のパラメーターは、オーディオ
チャンネルのパラメーターです。オーディオチャンネルが Premiere Pro と一致しない場合、「追加失敗」ダ
イアログが表示されます。このダイアログを閉じると、追加ダイアログに戻るので、オーディオチャンネルが
一致するクリップを選択します。フレームレート、デュレーション、フィールドなど他のパラメーターが最大
解像度とプロキシの間で一致しない場合や、フレームサイズと PAR の組み合わせが割り切れない場合は、警
告なしでプロキシが生成され、結果的にいくつかの問題が発生します。 
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カラーワークフロー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Premiere Pro には、カラーグレーディングのタスクをより迅速かつ効
率的にするためのあらかじめ設定されたカラーワークスペースがあり
ます。
ウィンドウ／ワークスペース／カラーを選択するか、またはワークス

-ERR:REF-NOT-FOUND- ビデ
オ：Lumetri カラーの概要 

カラーワークスペース内の
Lumetri カラーパネルについて学

Premiere Pro でのカラーグレーディング
カラーワークスペースの設定
一般的なカラー補正ワークフロー
基本カラー補正の適用
Look を適用
RGB カーブと色相／彩度の曲線の調整
ミッドトーン、シャドウ、およびハイライトを調整
ビネットを適用
エフェクトコントロールパネルによる微調整やリセット
Look、LUT、および保存したプリセットの書き出し
ハイダイナミックレンジコントロール
Lumetri カラーのコントロールサーフェスサポート
Lumetri スコープを表示
SpeedLooks Studio Linear Look バンドル

Premiere Pro でのカラーグレーディング

Premiere Pro には、編集タイムラインで直接フッテージをグレーディングでき、プロ品質のカラーグレーディ
ングツールやカラー補正ツールがあります。

カラーツールは Premiere Pro の Lumetri カラーワークスペースで使用できます。これらのツールを使用する
と、新しい革新的な方法でシーケンス内のカラー、コントラスト、およびハイライトを調整できます。編集作
業とカラーグレーディング作業を同時に行えるため、書き出したり、別のグレーディングアプリケーションを
起動したりすることなく、編集タスクとグレーディングタスクを自由に行き来できます。
カラーワークスペースは、経験豊富なカラーリストだけではなく、カラーグレーディングの初心者でも使える
ように設計されています。直感的なスライダーとコントロールを使用して、シンプルなカラー補正または複雑
な Lumetri Looks を適用できます。また、カーブやカラーホイールなどの高度なカラー補正ツールを使用し
て、カットの調整やグレーディングの微調整を簡単に行うことができます。 

プロジェクトをカラースペシャリストにハンドオフしたい場合は、引き続き SpeedGrade を専用のカラーグ
レーディングアプリケーションとして使用できます。迅速で手軽な SpeedGrade への Direct Link ワークフ
ローを使用して、グレーディングするプロジェクトを SpeedGrade に送信できます。詳しくは、Direct Link
のワークフローを参照してください。

カラーワークスペースの設定
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ペースの切り替えからカラーを選択します。カラーワークスペースで
プログラムモニターの右側に Lumetri カラーパネルが開かれ、プログ
ラムモニターの左側に Lumetri のスコープパネルが開かれます。

習します（3 分間）。
 

ページの先頭へ

注意：

カラーワークスペースの設定

A. Lumetri のスコープパネル B. カーブ、カラーホイール、およびスライダーを調整する Lumetri カラーパネ
ル 

Lumetri カラーパネルでは、カーブ、カラーホイール、およびスライダーの調整などの強力で使いやすいカ
ラーツールがいくつかのセクションに配置されています。Lumetri カラーパネルの各セクションは、カラー
ワークフローの特定のタスクに特化しています。

カラー調整の前後の比較を表示するには、ソースモニターでのマスタークリップの表示をプログラムモニ
ターでの表示と比較します。

Lumetri のスコープパネルには、調整に基づくクロマとルミナンスの波形としてのさまざまな分析が表示さ
れ、クリップのグレーディングを行うときに評価できます。

一般的なカラー補正ワークフロー
1. カラーワークスペースが設定されていることを確認します。

2. シーケンス内の目的のクリップに再生ヘッドを置きます。

Lumetri カラーパネルが開いているときは、自動的にシーケンスメニューから「再生ヘッ
ドの後の選択範囲」オプションが選択されます。クリップの自動選択によって、行ったカ
ラー調整が選択したクリップに適用されます。

自動クリップ選択は、オーディオトラックでリンクされたオーディオクリップに
も適用されます。カラー調整をビデオクリップのみに集中させるには、オーディオトラッ
クのターゲット設定をオフにします。

3. 「基本補正」セクションを使用して、カラー調整を開始します。
「基本補正」セクションのコントロールによって、LUT（参照テーブル）の適用と、簡単
に使用できるコントロールによる露出や照明への他の技術的な修正がガイドされます。詳
しくは、基本カラー補正を参照してください。

4. 「Creative」セクションを使用して、Look を適用します。その後、調整スライダーを使
用してさらに調整できます。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

詳しくは、Look を適用するを参照してください。

5. 「カーブ」セクションを使用して、「RGB カーブ」や「色相/彩度の曲線」を使用する
Look をさらに調整します。
詳しくは、カーブの調整を参照してください。

6. より正確なカラー調整のために、カラーホイールを使用してシャドウ、ミッドトーン、お
よびハイライトを調整します。
詳しくは、カラーホイールの調整を参照してください。

7. すべてのカラー調整を行った後、高品質のビネットを作成し、ビデオを際立たせます。
詳しくは、ビネットを適用するを参照してください。

基本カラー補正の適用

「基本補正」セクションのコントロールを使用すると、暗すぎるビデオや明るすぎるビデオを補正し、クリッ
プの色相（カラーまたはクロマ）とルミナンス（露出とコントラスト）の両方を調整できます。 

コントロールを調整するには、目的の結果が得られるまでスライダーをドラッグします。または、スライダー
の横にあるボックスに特定の値を設定します。現在の値をクリックしてボックスを選択し、新しい値を入力し
ます。

基本カラー補正の適用前（左）と適用後（右）

LUT を入力

ホワイトバランス

トーン

Look を適用

「Creative」セクションでは、カラーの調整中にクリエイティブな範囲を拡張できます。複雑な Lumetri Look
を簡単に適用し、直感的なスライダーコントロールを使用して、自然な彩度や彩度などの他のパラメーターを
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ページの先頭へ

調整できます。

Lumetri カラーパネルには、適用前に Looks プリセットをクリックできる Look プリセットサムネールビュー
アがあります。プレビューで満足したら、クリップに Look を適用できます。

複数の Look の適用

Look

調整

RGB カーブと色相／彩度の曲線の調整
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

RGB カーブと色相/彩度の曲線を使用して、明るさとコントラストを増加し、ハイコントラストの外観を作成
します。

RGB カーブ

色相/彩度の曲線

ミッドトーン、シャドウ、およびハイライトを調整

ホイールの中央をクリックしてドラッグすると、ミッドトーン、シャドウ、およびハイライトを調整できま
す。

カラーホイールを使用して、シャドウ、ミッドトーン、およびハイライトの強度を調整します。また、ホイー
ルの代わりにスライダーを使用してこれらの調整を行うこともできます。
シャドウまたはハイライトの詳細を調整して、他の明るいクリップの領域を明るさを調整できます。補正が必
要な領域を分離して、これらの調整を適用することができます。ミッドトーンカラーホイールを使用して、ク
リップのコントラスト全体を調整します。
中央が空白なホイールは、調整が行われていないことを示します。ホイールの中央をク
リックしてホイールの穴を埋めるようにカーソルをドラッグし、必要に応じて調整を行い
ます。
スライダーコントロールを使用する場合、スライダーを上にドラッグすると値が大きくな
り、スライダーを下にドラッグすると値が小さくなります。たとえば、シャドウのスライ
ダーを上にドラッグするとシャドウが明るくなり、ハイライトのスライダーを下にドラッ
グするとハイライトが暗くなります。

ビネットを適用

ビネットを適用すると、エッジでフェードアウトし、中央が明るい外観を実現できます。
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適用量

中間点

角丸の割合

ぼかし

ページの先頭へ

ビネットの適用前（左）と適用後（右）

ビネットコントロールでは、エッジのサイズ、形、明るさを制御できます。

画像のエッジの明るさを設定します。ボックスに数値を入力するか、スライダーを移動してクリップ
の階調を徐々に調整します。

適用量スライダーによる影響を受ける領域の幅を指定します。スライダーを移動するか、小さい値を
入力すると、画像のより大きな部分が影響を受けます。大きい値を入力すると、画像のエッジへの影響が制限
されます。

ビネットのサイズ（角丸の割合）を指定します。負の値を指定するとビネットエフェクトが誇張
され、正の値を指定するとビネットの影響が少なくなります。

ビネットのエッジを定義します。小さい値を指定すると、エッジがよりハードでシャープになり、大
きな値を指定するとエッジがよりソフトで厚くなります。

エフェクトコントロールパネルによる微調整やリセット

エフェクトコントロールパネルからカラー設定を調整

Lumetri カラーパネルでのカラー設定の調整とは別に、エフェクトコントロールパネルの「Lumetri カラー」
セクションで設定をリセットしたり調整したりできます。
さらに、エフェクトコントロールパネルのマスクツールを使用して、自由なマスクやシェイプマスクを描画で
きます。マスクを描画し、基本補正カラーツールを使用してクリップ内の特定の領域を補正できます。あるい
は、反転マスク選択を使用して、マスクされた領域をクリップの残りの部分に適用されたカラー補正から除外
することもできます。さらに、クリップの複数の領域に適用された複数のカラー調整によって、複数のシェイ
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ページの先頭へ

.look の書き出し

.cube の書き出し

ページの先頭へ

プマスクを追加できます。

バルーンにカラー補正マスクを適用する前（左）と適用した後（右）

Look、LUT、および保存したプリセットの書き出し

数回のクリックで Look、LUT、およびプリセットを保存

Premiere Pro では、さまざまなプロジェクトやアプリケーションのカラー調整を簡単に保存して再利用できま
す。すべてのカラーグレーディング情報を .Look ファイルまたは LUT ファイルとして書き出し、Adobe
Premiere Pro またはサードパーティのアプリケーションで使用できます。
「Lumetri カラー」ポップアップメニューを選択し、次のコマンドを選択します：

カラー調整を .look 形式の Lumetri Look プリセットファイルとして書き出します。

参照テーブルを他のカラーグレーディングアプリケーションに読み込むために、.cube 形
式で書き出します。

また、カスタマイズしたカラーエフェクトの設定を、プリセットとして保存することもできます。
「Lumetri カラー」ポップアップメニューを選択し、「プリセットを保存」を選択します。プリセットの保存
ダイアログボックスで、プリセットの名前を入力します。必要に応じて、説明を入力します。詳しくは、この
ヘルプ記事を参照してください。
 

ハイダイナミックレンジコントロール

Lumetri カラーパネルのハイダイナミックレンジコントロールを使用すると、従来のビデオよりも幅広い範囲
のシャドウとハイライトの詳細を調整できます。以下のツールを使用することで、HDR ビデオフッテージに
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対して繊細なカラー調整を行い、リッチなディテールを再現できます。
HDR の切り替え：Lumetri パネルのグレーディング機能を、0～100 の範囲で調整する
SDR モード（初期設定）から、HDR モードに切り替えます。

HDR 白レベルのポイント選択：白ポイントの範囲を 100 より大きく設定して、HDR に適
合させます。

鏡面白レベルのコントロール：トーンを特定の HDR 白レベルの値で調整します。例え
ば、白ポイントが 200 に設定されている場合は、HDR 鏡面反射レベルコントロールを調
整したときに、200 を超えるすべての値が変化します。

調整可能な RGB カーブ範囲コントロール：シャドウ／ミッドトーン／ハイライトの範囲
を調整して、0～10000 Nit の HDR 範囲を可能にします。

38



注意：

HSL セカンダリ

HSL セカンダリは、カラー／ルミナンスキーを分離して二次カラー補正を適用するための補助的なカラー
ツールです。 

HSL コントロールの場所

HSL コントロールを使用するには、Lumetri パネルを開いて、「HSL セカンダリ」セクションを選択します。
または、次の方法もあります。

Lumetri カラー エフェクトを追加します。
エフェクトコントロールパネルを開きます。
Lumetri エフェクトの矢印をクリックして展開し、「HSL セカンダリ 」セクションを選択
します。

キーを設定する方法

対象範囲を設定するには、「キー」をクリックして矢印を展開し、範囲セレクターコントロールを表示しま
す。 

1. スポイトツールを使用して、対象範囲を選択／追加／除外できます。具体的には、スポイ
トツール（「設定カラー」など）を選択して、サンプリングする色範囲の上にマウスを移
動し、左クリックして範囲を適用します。Command／Ctrl キーを押したままプログラム
モニターの上にマウスポインタを置くと、スポイトツールを 5 x 5 ピクセルの選択に設定
できます。 

2. 色範囲のプリセット（C／M／Y／R／G／B）から色範囲を選択します。
範囲セレクターツールを使用して、範囲を微調整します。範囲全体を移動するには、目的の H／S／L スライ
ダーをクリックし、マウスのボタンを押しながら左または右に移動します。スライダー上部の三角形を使用す
ると、範囲を拡大／制限できます。下部の三角形を使用すると、選択をぼかすことができます。また、色相、
彩度、明度の範囲を完全に選択解除することもできます。選択解除すると、キーに範囲全体が組み込まれま
す。例えば、H と S の範囲の選択を解除すると、明度のキーを適用する輝度の範囲を素早く調整できます。
範囲をリセットするには、スライダーの下にあるリセットボタンをクリックするか、または適切な範囲をダブ
ルクリックして単一の範囲をリセットします。スライダーコントロールの下にあるキーオプション（カラー／
黒、カラー／グレー、白／黒）を使用して、イメージに選択されている範囲を表示できます。キーを反転する
には、横にある反転ボタンを使用します。 

HSL スライダー、ノイズ除去およびブラーコントロールを調整するときは、プレビューのオン／オフ
が自動的に切り替わります。これにより、キーを調整するときのプレビューワークフローが簡単になりま
す。 
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

補正

「補正」セクションに用意されている、カラーホイールなどのグレーディングツールを使用します。デフォル
トのカラーホイールは、ミッドトーンコントロールに表示されます。3 ウェイコントロール（Lumetri ホイー
ルセクションなど）に切り替えるには、上部のアコーディオンボタンをクリックします。

Lumetri カラーのコントロールサーフェスサポート

Lumetri パネルのグレーディングコントロールを、コントロールサーフェスデバイスにマッピングできます
（Tangent デバイス - Elements／Wave／Ripple）。
Tangent コントロールサーフェスのデバイスを設定するには、次のようにします。

1. Premiere Pro および Tangent Hub ソフトウェアをインストールします（詳しく
は、Tangent デバイスのサポート Web サイトを参照してください）。  

2. Premiere Pro で、環境設定を開く／コントロールサーフェスをクリックします。
3. 「追加」をクリックし、「Tangent」を選択して、PR プロジェクトを保存します。

PR によって、事前設定済みの Tangent コントロールマッピングレイアウトがインストールされます。これ
は、PR／Lumetri を制御するためのよい足掛かりとなります。
 デフォルトのマッピングには [編集]、[Lumetri - 基本]、[Lumetri - クリエイティブ]、[Lumetri - カー
ブ]、[Lumetri - ホイール]、[Lumetri - HSL]、[Lumetri - ビネット] のモードがあり、各モードには事前設定済み
のコマンドのセットが用意されています。コマンドのマッピングは、必要に応じて Tangent Hub ソフトウェ
アで手動で変更できます（詳しくは、Tangent のサポート Web サイトを参照してください）。

サードパーティ製のコントロールサーフェスは、サードパーティの Web サイトからプラグインをイン
ストールすることでもサポートされます。

Lumetri でコントロールサーフェスを使用する方法

Premiere Pro で対応するグレーディングモードに移動するには、Lumetri パネルのセクションを選択します。
例えば、Lumetri パネルのホイールセクションを選択すると、コントロールサーフェスのハードウェアがホ
イールモードにマッピングされ、Creative を選択すると、このモードが変更されて、対応するホイールおよび
スライダーがマッピングされます。モードがマッピングされている場合は、コントロールサーフェスデバイス
から手動でモードを選択することもできます（つまり Elements）。Lumetri パネルが表示される場合、パネル
の UI に対応するセクションが表示されます。手動で別のモードに切り替えるまでは、最後に使用したモード
が有効なままとなります。

Lumetri スコープを表示

Lumetri スコープパネル（ウィンドウ／Lumetri スコープ）には、ベクトルスコープ、ヒストグラム、パレー
ド、波形など、サイズを変更できる組み込みのビデオスコープが表示されます。これらのスコープは、クリッ
プのカラー補正を正確に評価するために役立ちます。任意のポイントにおいて、Lumetri のスコープパネルで
5 つのスコープのすべてを表示できます。
Lumetri スコープパネルの右下にあるポップアップメニューでは、分析するスコープの性質に応じて、8 ビッ
ト、浮動小数または HDR を選択できます。例えば HDR を選択すると、スコープがハイダイナミックレンジ
のデータ範囲に変化し、0～10000 Nit の範囲を示すスコープスケールが表示されます。 
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ベクトルスコープ

Lumetri のスコープパネル

Lumetri のスコープパネル

2 つのベクトルスコープから選択できます：
ベクトルスコープ HLS：色相、彩度、明るさおよび信号情報を一目で識別できます。
ベクトルスコープ YUV：カラーホイールに似た円形のチャートが表示され、ビデオのクロ
ミナンス情報が示されます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ヒストグラム

パレード

波形

明るさ

ページの先頭へ

注意：

各色の強さレベルでのピクセル密度の統計分析が表示されます。
ヒストグラムはシャドウ、ミッドストーン、およびハイライトを正確に評価し、画像全体の階調スケールを調
整するために役立ちます。

ルミナンスのレベルとデジタルビデオ信号内の色成分の差異チャンネルを表す波形が表示されま
す。RGB、YUV、RGB-白、および YUV-白のパレードタイプから選択できます。
たとえば、YUV 波形が使いやすい場合は、YUV パレードを使用してカラーやルミナンスを調整できます。一
方、赤、緑、および青のチャンネルの間の関係を比較する場合、クリップの赤、緑、および青のチャンネルの
レベルを示す波形が表示される RGB パレードスコープを使用します。

次の波形スコープから選択できます：
RGB 波形：すべてのカラーチャンネルの信号レベルのスナップショットを表示するため
に、オーバーレイされた RGB 信号が表示されます。
輝度波形：IRE 値（–20～120）が表示され、効率的にショットの明るさを分析し、コン
トラスト比率を測定できます。
YC 波形：クリップ内のルミナンス（波形では緑で表示）とクロミナンス（青で表示）の
値が表示されます。
YC クロマなし波形：クリップのルミナンス値のみが表示されます。

次の明るさの設定から選択できます：
明るい = 125％
標準 = 100％
グレー表示 = 50％

SpeedLooks Studio Linear Look バンドル

Lumetri クリエイティブ Look プリセットは、SpeedLooks Studio Linear という新しいパッケージに置き換え
られました。これらのプリセットは、Rec709／DSLR フッテージ用に最適化されています。新しいプリセッ
トを見つけるには、次のようにします。

1. Lumetri パネルを開き、「クリエイティブ」セクションを選択します。 
2. 「クリエイティブ」セクションで、「Look」ドロップダウンを選択するか、またはサム
ネールプレビューを使用してあらかじめインストールされている Look プリセットを参照
します。

3. 新しいプリセットには「SL」というラベルが付けられます。つまり、「SL - Clean Fuji A
HDR」を選択します。

以前の SpeedLooks Log バンドル（カメラパッチ + クリエイティブ Look）は Lumetri パネルから削
除されました。ただし、従来のプロジェクトでのこれらのプリセットの使用は引き続きサポートされてお
り、Lumetri エフェクトプリセットとして利用可能です。
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基本的なワークフロー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

編集を始める前に
編集の開始
プラットフォーム間での作業

ワークフローは、読み込みまたはキャプチャから最終的な出力に至る各ビデオ編集手順で構成されます。基本
的なワークフローでは、ほとんどのプロジェクトで実行する最も一般的な手順について説明します。P2 ワー
クフローやプラットフォーム間のワークフローなどの特殊なワークフローでは、各ワークフローに固有な設
定、バリエーションまたは事柄について説明します。
プロジェクトおよび最初のシーケンスを作成する前に制作ワークフロー全体を確認することで、その制作物に
適したように Adobe Premiere Pro を最適化することができます。また、制作物の特定手順における特別な
ニーズに備えることもできます。例えば、制作を開始する前に、フッテージのパラメーターを確認すること
で、制作物に最適なシーケンスプリセットを選択することができます。
コンピューターシステム、ワークフローおよび Premiere Pro を最短期間で最大限活用するための最適化に関
するリソースについては、After Effects 目標範囲（ROI）に関するこのブログ投稿を参照してください。
Adobe Premiere Pro を使用して、放送用、DVD 用、Web 用のいずれのビデオを編集する場合も、通常は、以
降に説明するようなワークフローに従います。基本的なワークフローの推奨チュートリアルを参照するには、
このページ下部までスクロールしてください。

編集を始める前に

Premiere Pro での編集を始めるには、編集するフッテージが必要です。自分でフッテージを撮影するか、他の
人が撮影したフッテージを使用します。グラフィックやオーディオファイルなどの作業もできます。
今後携わるであろう多くのプロジェクトで、スクリプト（台本）は不要かもしれません。それでも、特にドラ
マのプロジェクトなどでは、台本に基づいて作業したり台本を書いたりする必要が生じることも考えられま
す。台本書きや制作の詳細の整理には、Adobe Story が便利です。
撮影を進めながら録画を整理し、ログの注釈を付けることができます。また、撮影しながらフッテージを調整
およびモニターし、ドライブに直接保存することもできます。
ここで、留意していただきたい重要なポイントは、Adobe Premiere Pro での編集には、必ずしも Adobe
Story を使用する必要はないということです。台本を書き、セットのメモをとることは必須手順ではありませ
んが、プロジェクトを開始前に整理するためには役立ちます。

編集の開始

フッテージの用意ができたら、以下の手順に従って Premiere Pro での編集を開始します。

1. 新規プロジェクトの開始または既存のプロジェクトの使用

Premiere Pro のスタート画面から既存のプロジェクトを開くか、新規プロジェクトを開始します。
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注意：

新規プロジェクトを開始すると、新規プロジェクトダイアログが起動します。新規プロジェクトダイアログ
で、プロジェクトファイルの名前と場所、ビデオキャプチャ形式などのプロジェクトの設定を指定できます。
（詳しくは、プロジェクトの作成と変更を参照してください）。新規プロジェクトダイアログで設定を選択し
たら、「OK」をクリックします。
新規プロジェクトダイアログを閉じると、新規シーケンスダイアログが表示されます。フッテージの設定に一
致するシーケンスプリセットをこのダイアログで選択します。初めに、カメラの種類のフォルダーを開き、次
にフレームレートのフォルダーを開き（必要な場合）、プリセットをクリックします。ダイアログの一番下に
シーケンス名を入力して「OK」をクリックします。
シーケンスプリセットの選択について不明な点がある場合は、この FAQ エントリ「How do I choose the
right sequence settings?」を参照してください。
既存のプロジェクトを開くには、Premiere Pro のスタート画面の「最近使用したプロジェクトを開く」の下に
あるリンクの 1 つをクリックします。リンクをクリックすると、そのプロジェクトが起動します。

2. ビデオとオーディオのキャプチャおよび読み込み

ファイルベースのアセットの場合、メディアブラウザーを使用して、コンピューターソースから主なメディア
形式でファイルを読み込めます。キャプチャまたは読み込む各ファイルは、自動的にプロジェクトパネルにク
リップとして表示されます。
または、キャプチャパネルを使用して、フッテージをビデオカメラまたは VTR から直接キャプチャします。
適切なハードウェアを使用すると、VHS から HDTV など、ほかの形式にデジタル化してキャプチャすること
ができます。

Adobe Premiere Pro は、ビデオ、オーディオ、静止画など、様々なデジタルメディアを読み込むこともでき
ます。Premiere Pro は、Adobe® Illustrator® のアートワークや Photoshop® のレイヤーファイルも読み込む
ことができ、さらに After Effects® プロジェクトも変換できるため、様々なアプリケーションが利用可能な
シームレスで統合されたワークフローが実現できます。標準カラーバー、カラーマット、カウントダウンなど
の合成メディアを作成できます（詳しくは、キャプチャとデジタイズについてを参照してください）。
Adobe® Bridge を使用してメディアファイルを整理し、検索することもできます。その後、Adobe Bridge で
「配置」コマンドを使用して、ファイルを Premiere Pro に直接配置します。
プロジェクトパネルでは、フッテージにラベルを設定したり、カテゴリを設定したり、フッテージをビンにグ
ループ化したりして、複雑なプロジェクトを整理できます。複数のビンを個別のパネルに同時に開くことも、
ビンを別のビンの中に配置することもできます。また、プロジェクトパネルのアイコン表示を使用すれば、ク
リップをストーリーボード形式で配置して、シーケンスを視覚的に表示したり、すばやく組み立てることがで
きます。

オーディオのキャプチャまたは読み込みを行う前に、環境設定／オーディオ／初期設定のトラック形
式が目的のチャンネルフォーマットに適した設定になっているか確認してください。

3. シーケンスの組み立てと調整

ソースモニターを使用して、シーケンスにクリップを追加する前に、それぞれのクリップを表示したり、編集
ポイントを設定したり、ほかの重要なフレームにマーカーを付けることができます。マスタクリップを、独自
のインポイントとアウトポイントの付いた複数のサブクリップに分割することもできます。オーディオについ
ても、詳細な波形を表示させたり、オーディオのサンプルベースの精度で編集を行うことができます

44

http://forums.adobe.com/thread/878497
http://forums.adobe.com/thread/878497
http://forums.adobe.com/thread/878497
http://forums.adobe.com/thread/878497


A：ソースモニター、B：プログラムモニター、C：タイムラインパネル

クリップをタイムラインパネルのシーケンスに追加するには、クリップをドラッグするか、ソースモニターの
インサートボタンまたは上書きボタンを使用します。クリップを自動的にシーケンスとして組み立てて、プロ
ジェクトパネルでの順番を反映した 1 つのシーケンスにすることもできます。編集したシーケンスは、プログ
ラムモニターで表示したり、接続したテレビモニターにフルスクリーンで最高品質で再生することができます
（タイムラインパネルおよびシーケンスへのクリップの追加を参照してください）。
シーケンスの微調整は、ツールパネルにある各種のツールや、コンテキストに応じて変わるツールを使用し
て、タイムラインパネルでクリップを操作することで行います。クリップ同士の間を微調整したければ、専用
のトリミングモニターを使用します。また、あるシーケンスを別のシーケンスの中でクリップとして使用し
て、シーケンスをネストさせれば、ほかの方法では実現できないような効果を生み出すことができます。

4. タイトルの追加

Premiere Pro のタイトル機能を使用すると、スタイリッシュな静止画タイトルや、タイトルロール、タイトル
クロールが作成でき、ビデオに簡単にスーパーインポーズすることができます。さまざまなタイトルテンプ
レートが用意されており、どれも必要に応じて自由に変更できます。またクリップの場合と同様に、シーケン
スのタイトルに対しても、編集を加えたり、フェードイン・フェードアウト、アニメート、エフェクトの適用
も行うことができます（タイトルの作成と編集を参照）。
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ページの先頭へ

タイトル

5. トランジションとエフェクトの追加

エフェクトパネルには、シーケンスのクリップに適用できる各種のトランジションとエフェクトのリストがあ
ります。これらのエフェクトや、クリップの不透明度、モーション、および可変レートは、エフェクトコント
ロールパネルを使用して調整できます。エフェクトコントロールパネルでは、従来のキーフレームという方法
を使用してクリップのプロパティをアニメートすることもできます。トランジションを調整する場合、エフェ
クトコントロールパネルに表示されるコントロールは、それぞれのトランジションによって変わります。また
タイムラインパネルで、トランジション、およびクリップのエフェクトのキーフレームを表示および調整する
ことができます（詳しくは、トランジションの概要：トランジションの適用およびエフェクトのクリップへの
適用を参照してください）。

6. オーディオのミキシング

トラックベースでオーディオを調整する場合は、オーディオミキサーを使用します。オーディオトラックミキ
サーは、フェードとパンのスライダー、センドやエフェクトなど、フル機能のオーディオミキシングボードを
忠実に再現しています。Premiere Pro は調整内容をリアルタイムで保存します。サウンドカードが対応してい
れば、サウンドミキサーを通じてオーディオを録音したり、5.1 サラウンドサウンド用にオーディオをミキシ
ングすることができます詳しくは、オーディオトラックおよびクリップのミキシングを参照してください。

7. 書き出し

編集の終わったシーケンスは、テープ、DVD、Blu-ray ディスクまたはムービーファイルなど、自分の好きな
メディアで提供することができます。Adobe Media Encoder を使用すれば、対象とする視聴者に合わせ
て、MPEG-2、MPEG-4、FLV ファイルおよびほかのコーデックや形式の設定をカスタマイズすることができ
ます。詳しくは、書き出しの種類を参照してください。

プラットフォーム間での作業
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法律上の注意   |   プライバシーポリシー

シーケンス設定

エフェクト

Adobe Media Encoder のプリセット

プレビューファイル

高ビット深度ファイル

プレビューのレンダリング

プロジェクトの作業は、様々なプラットフォームのコンピューターで行うことができます。例えば、Windows
で開始しても Mac OS で作業を続けることができます。ただし、異なるプラットフォーム間でプロジェクト
を移動すると、いくつかの機能が変わるので注意してください。

あるプラットフォームでプロジェクトを作成し、別のプラットフォームに移動できます。移
動先のプラットフォームに同等のシーケンス設定が存在する場合、Premiere Pro はその設定を適用します。例
えば、DV キャプチャおよびデバイスコントロール設定が含まれている DV プロジェクトを Windows で作成
します。そして、Mac OS でそのプロジェクトを開くと、Premiere Pro は Mac OS の適切な DV キャプチャ
およびデバイスコントロールの設定を適用します。プロジェクトを保存すると、これらの Mac OS の設定が
記録されます。その後、このプロジェクトを Windows で開くと、Premiere Pro はこれらの設定を Windows
の設定に変換します。

Mac OS で利用可能なビデオエフェクトは、すべて Windows でも利用できます。Mac OS で利用
できないエフェクトが含まれているプロジェクトを Mac OS で開いた場合、それらのエフェクトはオフライ
ンエフェクトとして表示されます。これらのエフェクトは、Premiere Pro ヘルプで「Windows のみ」と示さ
れています。オーディオエフェクトは、両方のプラットフォームですべて利用できます。またエフェクトのプ
リセットも、両方のプラットフォームで機能します（いずれかのプラットフォームで利用できないエフェクト
にプリセットが適用されている場合には機能しません）。

特定のプラットフォームで作成したプリセットは、別のプラット
フォームでは利用できません。

あるプラットフォームで作成したプレビューファイルは、別のプラットフォームでは利
用できません。プロジェクトを別のプラットフォームで開くと、Premiere Pro はプレビューファイルをレンダ
リングし直します。その後、そのプロジェクトを元のプラットフォームで開いた場合も、Premiere Pro はプレ
ビューファイルを再度レンダリングします。

10 bit 4:2:2 未圧縮ビデオ（v210）または 8 bit 4:2:2 未圧縮ビデオ（UYVU）が含まれ
ている Windows AVI ファイルは、Mac OS ではサポートされていません。

レンダリングされていない非ネイティブファイルの再生品質は、ネイティブプ
ラットフォームで再生した場合よりも低下します。例えば、AVI ファイルを Mac OS で再生する
と、Windows で再生した場合よりも品質が低下します。Premiere Pro は、非ネイティブファイルのプレ
ビューファイルを現在のプラットフォーム上でレンダリングします。Premiere Pro は、常にネイティブ形式で
プレビューファイルをレンダリングします。レンダリングが必要なファイルが含まれているセクションは、タ
イムライン上の赤いバーで示されます。
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タッチとジェスチャーによる操作

ページの先頭へ

Premiere Pro CC でタッチやジェスチャーを使用する
1 本指のタップ／ドラッグ
2 本指のピンチ
2 本指のスクロール
2 本指のスクラブ
プロジェクトパネルのサムネールコントロール
ボタンに対するタッチおよびジェスチャー操作
プログラムモニターのドロップゾーンで実行できるドラッグ＆ドロップ編集

Premiere Pro CC でタッチやジェスチャーを使用する

Microsoft Surface Pro や Windows では、Premiere Pro CC をタッチ操作でコントロールすることができま
す。マルチタッチデバイスを使用すると、キーボードを主体とするワークフローをさらに強化できます。簡単
なジェスチャーで、カットの作成、メディアのスクラブ、インポイントやアウトポイントのマーク、タイムラ
インへのクリップのドラッグ＆ドロップ、編集などのタスクを実行できます。
Premiere Pro CC の 2015 年 11 月リリースでは、Microsoft Surface Pro シリーズなどのタッチデバイスに対
応する多様なタッチやジェスチャーを使用できるため、タッチインターフェイスのパワーを最大限に活用し
て、編集ワークフローを効率化することができます。例えば、タッチやジェスチャーによって、クリップをス
クラブし、選択し、編集して、シーケンスを構成し、ラフカットを作成することができます。タッチ操作は、
主にアセンブリやラフカットのワークフローで使用しますが、サムネールコントロールおよびプログラムモニ
ターのドロップゾーンではタッチ以外の操作も使用できます。また、通常マウスを使用する編集ワークフロー
でマウス操作の代わりにタッチ操作を使用することもできます。

1 本指のタップ／ドラッグ

1 本指のタップを使用すると、プロジェクトパネルでクリップを選択し、そのクリップのサムネールコント
ロールを有効にできます。サムネールコントロールでは、ボタンをタップしてコマンドを実行したり、クリッ
プ上をドラッグしてスクラブを実行したりできます。また、1 本指でクリップをドラッグすれば、プログラム
モニターにドロップして編集ドロップゾーンを活用したり、タイムラインパネルにクリップを追加したりする
こともできます。
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タップしてドラッグ

2 本指のピンチ

2 本の指でつまむような動作をするピンチでは、クリップをズームアウトできます。クリップをズームインす
るには、2 本の指を押し広げるように動かします。このピンチジェスチャーは、プロジェクトパネル（リスト
表示およびアイコン表示）、モニターパネル、およびタイムラインパネルで使用できます。

ズームイン
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ズームイン

2 本指のスクロール

垂直方向または水平方向のスクロールバーがある場合は、2本の指を揃えて 1 方向に動かすことで、パネルを
スクロールできます。タイムラインパネルのようにスクロール可能なゾーンが複数ある場合でも、スクロール
は常に 1 つのゾーン内で 1 方向にのみ実行できます。

上または下方向にスクロール

2 本指のスクラブ

プロジェクトパネルのアイコン表示やモニターパネルでは、2 本指のスクロールと同じ要領でクリップやシー
ケンスを順方向または逆方向にスクラブできます（ホバースクラブと同様の機能）。このスクラブジェス
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チャーでは、サムネール／モニターの幅に基づいて 1：1 の比率でクリップやシーケンスの再生ヘッドを移動
できます。1 回のスクラブで移動できるのは、時間にして 30 分のデュレーションまでです。再生ヘッドの位
置をさらに 30 分移動するには、もう一度スクラブジェスチャーを実行してください。ジェスチャーを終了す
ると、再生ヘッドはその終了時の位置にとどまります。
プロジェクトパネルのクリップで 2 本指のスクラブジェスチャーを使用するには、クリップをタップして選択
します。サムネールコントロールが表示されます。

スクラブ

プロジェクトパネルのサムネールコントロール

プロジェクトパネルがアイコン表示に設定されている場合は、クリップを選択すると、クリップの再生、スク
ラブ、マークを実行できるサムネールコントロールが表示されます。このコントロールでは、ボタンをタップ
したり、ドラッグしてボタンの操作をコントロールしたりできます。タッチ操作を使用している場合は、特に
設定を行わなくても、クリップ上にサムネールコントロールが表示されます。マウス操作でサムネールコント
ロールを使用する場合は、プロジェクトパネルの設定メニューから「すべてのポインティングデバイスのサム
ネールコントロール」を有効にしてください。

サムネールコントロール
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ページの先頭へ

ボタンに対するタッチおよびジェスチャー操作

「フレームステップ」ボタン
「フレームステップ」ボタンをタップまたはクリックすると、ボタンの矢印の方向に従って次のフレームに移
動します。このボタンを指やマウスでドラッグすると、クリップの再生または逆再生が遅い速度で開始されま
す。速度は、最大 1 倍速まで徐々に上げることができます。
「シャトル」ボタン
クリップの再生中、「フレームステップ」ボタンは「シャトル」ボタンになります。「シャトル」ボタンを
タップまたはクリックすると、再生速度が倍になります。ボタンの矢印の方向に、最大 32 倍速で再生または
逆再生できます。このボタンを指やマウスでドラッグすると、1 倍速から最大 32 倍速まで速度を上げること
ができます。
インポイントとアウトポイントのボタン
「インをマーク」および「アウトをマーク」ボタンは、一時停止中または再生中のクリップに、それぞれイン
ポイントとアウトポイントをマークします。これらのボタンを指やマウスでドラッグすると、インポイントや
アウトポイントをスクラブして、目的の位置まで移動できます。インポイントやアウトポイントをマークする
と、クリップのサムネールが更新され、マークを配置したフレームが表示されます。
クリップを使用するプロジェクトパネルでの編集
クリップをシーケンスに組み込むには、クリップのサムネールをタップして押さえたまま、あるいはクリック
して押さえたまま、タイムラインパネルまたはプログラムモニターまでドラッグします。サムネールをドラッ
グするときには、サムネールコントロールのボタンを避けて、サムネールの中央部分をタップまたはクリック
してください。サムネールをタイムラインパネルにドラッグする場合、タッチ操作のみ（修飾キーを使用しな
い）で実行できる編集は、上書きのみです。

プログラムモニターのドロップゾーンで実行できるドラッグ＆ドロップ
編集

プログラムモニターにクリップをドラッグすると、修飾キーを使用せずに 6 種類の編集を行うことができま
す。指やマウスでクリップをプログラムモニターまでドラッグすると、各種類の編集を実行できるドロップ
ゾーンが表示されます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ドロップゾーン

インサート
インサートドロップゾーンでは、タイムラインパネルのソースパッチに従って、シーケンスの再生ヘッド（あ
るいは、イン／アウトポイント）の位置にクリップが挿入されます。この挿入ポイントより後ろにあるクリッ
プは、ロックされているトラックを除いて、シーケンス内を後方に移動（リップル）されます。
上書き
上書きドロップゾーンでは、タイムラインパネルのソースパッチに従って、シーケンスの再生ヘッド（あるい
は、イン／アウトポイント）の位置にクリップが挿入されます。この挿入ポイントより後ろにあるクリップ
は、ソースクリップのデュレーションと重なる部分が上書きされます。ロックされているトラックは、上書き
されません。
前に挿入／後ろに挿入
前にインサートおよび後ろにインサートドロップゾーンでは、クリップがそれぞれ再生ヘッドの前また後ろに
挿入されます。このドロップゾーンの編集も、タイムラインパネルのソースパッチに従って行われます。パッ
チがオンになっているトラックの再生ヘッドの位置にコンテンツがない場合は、通常のインサート編集として
処理されます。インポイントとアウトポイントは、通常のインサート編集として処理される場合を除き、無視
されます。挿入ポイントより後ろにあるクリップは、ロックされているトラックを除いて、シーケンス内を後
方に移動されます。
置き換え
置き換えドロップゾーンでは、パッチがオンになっているトラックの再生ヘッドの位置にコンテンツがある場
合、クリップによってそのコンテンツが置き換えられます。コンテンツがない場合、編集は実行されません。
シーケンス内で選択されているクリップがあれば、再生ヘッドの位置に関わらず、選択されているクリップが
置き換えられます。プロジェクトパネルで複数のクリップが選択されている場合は、最初のクリップのみが置
き換えられます。
オーバーレイ
オーバーレイドロップゾーンでは、シーケンス内の他のクリップと重ならない最下位の空のトラックの再生
ヘッド（あるいは、イン／アウトポイント）の位置にクリップが挿入されます。クリップは空の領域に上書き
されるため、挿入ポイントの後ろにあるクリップが移動されることはありません。ソースパッチでは、シーケ
ンスに組み込むソースクリップのパートが指定されますが、マップ先のトラックは編集には影響しません。使
用できるトラックがない場合は、新しいトラックが自動的に作成されます。
注意：サムネールを異なるドロップゾーンにドラッグしても、編集の結果が同じになる場合があります。例え
ば、シーケンスに含まれる最後のクリップの終了位置に再生ヘッドがあり、モニターに黒いフレームが表示さ
れているとします。この状態でサムネールをドロップすると、「後ろにインサート」、「インサート」、「上
書き」編集はすべて同じ結果になり、最後のクリップの後ろにドロップしたクリップが挿入されます。

関連リンク
タッチおよびジェスチャーベースの編集（ビデオ）

53

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


ワークスペース

注意：

ページの先頭へ

目次
ワークスペースについて
プロジェクトでのワークスペースの読み込み
ワークスペースのカスタマイズ
ワークスペースの選択
ワークスペースの順序の変更とワークスペースの削除
ワークフローの保存またはリセット
Premiere Pro CC（2015 年 11 月リリース）のデフォルトのワークスペース
パネルのドッキング、グループ化、フローティング
パネルグループのサイズ変更
パネルを開く、閉じる、スクロール
マルチモニターの操作
インターフェイスの明るさの調節
ビデオチュートリアル - Premiere Pro CC（2014）

Premiere Pro CC に、新しいタスク指向のワークスペースレイアウト、タブ形式のパネル、その他の
機能によって改良された動的なユーザーインターフェイスが導入されました。2015 リリースより前のバー
ジョンの Premiere Pro CC を使用している場合、この記事で説明しているパネルやツールの一部が見つから
ないことがあります。

ワークスペースについて

アドビ システムズ社のビデオおよびオーディオアプリケーションには、共通のカスタマイズ可能なワークス
ペースが用意されています。各アプリケーションには独自のパネル（プロジェクト、メタデータ、タイムライ
ン）がありますが、パネルの移動やグループ化の方法はすべての製品で共通です。
プログラムのメインウィンドウはアプリケーションウィンドウと呼ばれます。このウィンドウでは、ワークス
ペースと呼ばれる構成でパネルが表示されます。初期設定のワークスペースには、グループ化されたパネルお
よびグループに属さない単独のパネルが表示されます。
作業スタイルに適したレイアウトにパネルを並び替えて、ワークスペースをカスタマイズできます。パネルを
再び整列すると、他のパネルはウィンドウに収まるように自動的にサイズ変更されます。タスクごとに複数の
カスタムワークスペースを作成および保存できます。例えば、編集用のワークスペースとプレビュー用のワー
クスペースなどです。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ワークスペースの例

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

フローティングウィンドウを使用して、以前のバージョンの Adobe アプリケーションと同じようなワーク
スペースを作成したり、複数のモニターにパネルを配置したりできます。

プロジェクトでのワークスペースの読み込み

プロジェクト内で行われたワークスペースの選択およびカスタマイズは、プロジェクトファイルに保存されま
す。初期設定では、Premiere Pro は現在のワークスペースにプロジェクトを開きますが、プロジェクトを最後
に使用したワークスペースで開くこともできます。このオプションは、プロジェクトごとにワークスペースを
並び替えることが多い場合に特に便利です。

プロジェクトを読み込んだときにワークスペースが空白の場合は、プロジェクトを閉じます。「プロジェ
クトからワークスペースを読み込み」の選択を解除します。プロジェクトをもう一度読み込み、プロジェ
クトに既存のワークスペースを選択します。

プロジェクトを開く前に、ウィンドウ／ワークスペース／プロジェクトからワークスペー
スを読み込みを選択します。

ワークスペースのカスタマイズ

ワークスペースの選択

アドビ システムズ社のビデオおよびオーディオアプリケーションには、特定のタスクのためにパネルのレイ
アウトを最適化した定義済みのワークスペースがいくつか用意されています。これらのワークスペース、また
は保存しているカスタムワークスペースのいずれかを選択すると、それに応じて現在のワークスペースは再描
画されます。
ワークスペースパネルの「ワークスペース」ボタンを使用して、1 回のクリックでデフォルトのワークスペー
スまたはカスタムワークスペースにアクセスできるようになりました。 
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注意：

注意：

ワークスペースの上部に表示されている名前をクリックすると、別のレイアウトに切り替
えることができます。
「シェブロン」アイコン（>>）をクリックすると、オーバーフローメニューが開きます。
オーバーフローメニューには、ワークスペースパネルに表示されないワークスペースレイ
アウトが含まれています。 
「シェブロン」アイコンの横にある垂直の境界線をドラッグして、オーバーフローメ
ニューでのワークスペースの表示と非表示を制御します。

以前のカスタムワークスペースでは、ワークスペースの上部にワークスペースパネルが開かれません
でした。ワークスペースパネルを開いて上部にドッキングし、変更をワークスペースに保存できます。

また、ウィンドウメニューからワークスペースを開くこともできます。

作業対象のプロジェクトを開き、ウィンドウ／ワークスペースを選択して、目的のワーク
スペースを選択します。

ワークスペースの順序の変更とワークスペースの削除

ワークスペースの表示順序を変更したり、ワークスペースをオーバーフローメニューに移動したり、ワークス
ペースを非表示にしてワークスペースパネルに表示されないようにしたりできます。また、このパネルから
ワークスペースを削除することできます。 

1. 現在アクティブなワークスペースの横に表示されている「ワークスペースメニュー」アイ
コンをクリックします。

A. 「ワークスペースメニュー」アイコン 

2. 表示されているワークスペースメニューで、「ワークスペースを編集」をクリックしま
す。

また、ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースを編集からワークスペース
を編集ダイアログにアクセスすることもできます。

3. ワークスペースを編集ダイアログが表示されます。ここで、ワークスペースの表示順序を
変更したり、オーバーフローメニューに移動したり、非表示にしたりできます。また、
ワークスペースを削除することもできます。
変更を元に戻すには、「キャンセル」をクリックします。 
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注意：

ワークフローの保存またはリセット

カスタムワークスペースの保存

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

必要に応じてグループやパネルを並べ換えて、次のいずれかの操作を行います。
「ワークスペースメニュー」アイコンをクリックして、「新規ワークスペースとして
保存」を選択します。

あるいは、ウィンドウ／ワークスペース／新規ワークスペースとして保存を選択しま
す。

 

変更をデフォルトのワークスペースに保存

元のデフォルトレイアウトへの変更を保存すると、それらを元に戻す唯一の方法は、レイアウトフォ
ルダーからワークスペース構成ファイルを削除することです。

デフォルトのワークスペースへの変更を保存するには、次のいずれかの操作を行います：
「ワークスペースメニュー」アイコンをクリックし、「このワークスペースに変更を保
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存」を選択します。
ウィンドウ／ワークスペース／このワークスペースに変更を保存を選択します。

ワークスペースのリセット

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

次のいずれかの操作を行います。
「ワークスペースメニュー」アイコンをクリックして、保存したレイアウトにリセッ
トを選択します。
ウィンドウ／ワークスペース ／保存したレイアウトにリセットを選択します。

Premiere Pro CC（2015 年 11 月リリース）のデフォルトのワークスペース

2015 年 11 月にリリースされた Premiere Pro CC では、デフォルトのワークスペースがすべて改良されてい
ます。また、新たにタイトルとすべてのパネルという 2 つのワークスペースも追加されています。タイト
ルワークスペースでは、スタックパネルの右側の列にタイトルツールが表示され、プログラムモニターと同じ
フレームにタイトルデザイナーが表示されます。すべてのパネルワークスペースでは、すべてのパネルが開き
ます。
新しいデフォルトのワークスペースを使用するには、Premiere Pro CC がクリーンなシステム（旧バージョン
の Premiere のユーザーフォルダーが存在しない）にインストールされているか、レイアウトフォルダーが一
度手動で削除され、その後 Premiere Pro CC によって自動的に復元されている必要があります。
また、同期設定を使用している場合は、設定ファイルに含まれる旧バージョンのデフォルトのワークスペース
によって
新しいワークスペースが上書きされるおそれがあります。新しいデフォルトのワークスペースと以前のカスタ
ムワークスペースを併用するには、次の操作を行います。

1. カスタムワークスペースに新しいデフォルトのワークスペースと同じ名前のものがないこ
とを確認します。同じ名前のものがある場合は、カスタムワークスペースの名前を変更し
て、保存しなおしてください。

2. 「プロジェクトからワークスペースを読み込み」（ウィンドウ／ワークスペースサブメ
ニュー）がオンになっていることを確認します。

3. カスタムワークスペースを使用（選択）している状態で Premiere プロジェクトを保存し
ます。カスタムワークスペースが複数ある場合は、カスタムワークスペースごとにプロ
ジェクトを 1 つ作成し、同様に保存します。

4. 現在のレイアウトフォルダーをコピーして、バックアップを作成しておきます（復元が必
要となる場合に使用）。

5. レイアウトフォルダーを削除します（次回 Premiere Pro を起動すると、新しいデフォル
トのワークスペースが作成されるときに、このフォルダーも再作成されます）。

6. Premiere Pro を起動します。新しいワークスペースが表示されます。
7. カスタムワークスペースを使用している状態で保存したプロジェクトを開きます。カスタ
ムワークスペースが読み込まれ、新しいデフォルトのワークスペースと共に使用できるよ
うになります。

8. カスタムワークスペースが複数ある場合は、それらのプロジェクトも開きます。各カスタ
ムワークスペースが読み込まれます。

パネルのドッキング、グループ化、フローティング

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

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

パネル（A）をドッキングゾーン（B）にドラッグしてドッキングします（C）

グループ化ゾーン

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

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

パネルのドッキングまたはグループ化

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

2. 目的のパネルを目的のドロップゾーンにドラッグします。ドロップゾーンのタイプに応じ
て、ドッキングまたはグループ化されます。
Ctrl キーを押しながらパネルをドラッグすると、パネルが浮動になります。
 

パネルグループのパネルは、スタック形式またはタブ形式で表示することができます。ス
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タック形式のパネルは、パネルヘッダーをマウスでクリック（タッチパネルの場合は指で
タップ）すると、展開したり、折りたたんだりできます。パネルグループ設定で、いずれ
かのオプションを選択してください。

パネルのドッキングを解除してフローティングウィンドウ化

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

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

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

パネルグループのサイズ変更

パネルグループ間の境界線にポインターを置くと、サイズ変更アイコンが表示されます。そのアイコンをド
ラッグすると、その境界線を共有するすべてのグループのサイズが変更されます。例えば、ワークスペースに
縦に 3 つのパネルグループが表示されているとします。下の 2 つのグループ間の境界線をドラッグすると、
その 2 つのグループのサイズが変更されますが、一番上のグループのサイズは変更されません。

ポインターの下にあるパネルを最大化するには、@（アットマーク）キーを押します（Shift キーは押さな
いでください）。パネルを元のサイズに戻すには、もう一度アットマークキーを押します。

1. 次のいずれかの操作を行います。

縦方向または横方向のいずれか一方向にサイズを変更するには、2 つのパネルグルー
プの間にポインターを置きます。ポインターが二重矢印  に変わります。

両方向に同時にサイズを変更するには、3 つ以上のパネルグループが交差する部分に
ポインターを置きます。ポインターが四重矢印  に変わります。

2. マウスボタンを押してドラッグし、パネルグループのサイズを変更します。

パネルフレーム間の境界線をドラッグしてサイズを水平方向に変更
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A. 元のグループとサイズ変更アイコン B. サイズが変更されたグループ 

パネルを開く、閉じる、スクロール

アプリケーションウィンドウでパネルグループを閉じると、画面上の空いた領域を使用して、他のグループの
サイズが変更されます。フローティングウィンドウを閉じると、そのウィンドウ内のパネルも閉じます。

パネルを開くには、ウィンドウメニューからパネルを選択します。
パネルまたはウィンドウを閉じるには、Ctrl + W キー（Windows）または Command +
W（Mac OS）を押すか、閉じるボタン  をクリックします。
狭いパネルグループで隠れたパネルのタブを表示するには、水平スクロールバーをドラッ
グします。
任意のパネルをパネルグループの最前面に移動するには、次のいずれかの操作を行いま
す。
最前面に移動するパネルのタブをクリックします。
タブ領域上にカーソルを置き、マウスのスクロールホイールを回します。スクロール
するとパネルが順々に最前面に移動されます。
タブを横方向にドラッグすると順序が変わります。

狭いパネルグループで隠れたパネルを表示するには、パネルグループの上にあるスクロー
ルバーをドラッグします。

狭いグループ内のパネルをすべて表示するには水平スクロールバーをドラッグする

マルチモニターの操作

マルチモニターを使用することにより、利用可能な画面領域を増やすことができます。マルチモニターを使用
する場合、アプリケーションウィンドウを一方のモニターに表示し、フローティングウィンドウをセカンドモ
ニターに配置します。モニターの構成はワークスペースに保存されます。

インターフェイスの明るさの調節

暗い編集室で作業する場合や、カラー補正を行う場合に、明るさを下げることができます。明るさを変更する
と、パネル、ウィンドウおよびダイアログボックスには影響しますが、パネルの内部に位置していないスク
ロールバー、タイトルバーおよびメニューには影響しません。また、Windows 上のバックグラウンドにも影
響しません。

1. 編集／環境設定／アピアランス（Windows）または Premiere Pro／環境設定／アピアラ
ンス（Mac OS）を選択します。

2. ユーザーインタフェイスの明るさスライダーを左右にドラッグします。初期設定の明るさ
に戻すには「初期設定」をクリックします。
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インターフェイスの概要
ビデオ編集ワークフローで Premiere Pro のパネルお
よびツールを使用する方法を学習します。

ビデオチュートリアル - Premiere Pro CC（2014）
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パネルの操作
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ページの先頭へ

注意：

パネルの切り替え
フルスクリーンでのパネルの表示
パネルオプションの表示
コンテキストメニューとパネルメニューの表示
ツールパネルとオプションパネル
情報パネル内のクリップ情報

パネルの切り替え

キーボードショートカットを使用して、パネルを順番にアクティブにできます。

次のいずれかの操作を行います。

右に向かってパネルを順番にアクティブにするには、Ctrl + Shift + .（ピリオド）キー
（Windows）または Control + Shift + .（ピリオド）キー（Mac OS）を押します。
左に向かってパネルを順番にアクティブにするには、Ctrl + Shift + ,（コンマ）キー
（Windows）または Control + Shift + ,（コンマ）キー（Mac OS）を押します。
パネルをアクティブにするための手順およびキーボードショートカットについて
は、Kevin Monahan のブログ投稿を参照してください。

フルスクリーンでのパネルの表示

パネルを画面全体に表示するフルスクリーンモードと通常の表示を切り替えることができます。この操作は、
現在フォーカスされているパネルやマウスポインタの下にあるパネルに実行できます。

1. 最大化するパネルの上にマウスカーソルを置きます。

2. アクセント記号（`）キーを押します。米国版のキーボードの場合、このキーは 1 の数字
キーの左にあります。このキーは、バッククオートキーまたはチルダキーになっている場
合もあります。パネルサイズを元に戻すには、もう一度アクセントキーを押します。

ウィンドウ／フレームを最大化を選択して、選択したパネルを最大化することもできま
す。パネルサイズを元に戻すには、ウィンドウ／フレームサイズを戻すを選択します。ま
た、Shift + アクセントキーを押して選択したパネルを最大化することもできます。マウ
スカーソルを置いたパネルのサイズを切り替えるには、アクセントキーを押します。

米国版以外のキーボードで操作するコンピューターに Adobe Premiere Pro をイ
ンストールする場合、「カーソルがあるフレームを最大化または戻す」コマンドはアクセ
ントキー以外のキーにマッピングされます。「カーソルがあるフレームを最大化または戻
す」（およびこれと対になる「アクティブフレームを最大化または戻す」）のキーは、
キーボードショートカットダイアログボックスに一覧表示されます。このコマンドを見つ
けるには、「Adobe Premiere Pro 初期設定」セットを選択します。次に、メニューから
「アプリケーション」を選択します。「ヘルプ」という見出しの下にある「カーソルがあ
るフレームを最大化または戻す」までスクロールし、最適なキーボードショートカットを
設定します。
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注意：

パネルオプションの表示
パネルの右上にあるパネルメニューアイコン  をクリックします。

パネルを最小化した状態でも、パネルメニューを開くことができます。

Photoshop では、パネルおよびツールヒントのテキストのフォントサイズを変更でき
ます。インターフェイス環境設定で、UI のフォントサイズメニューからサイズを選択
します。

コンテキストメニューとパネルメニューの表示

画面上部のメニューに加えて、それぞれのコマンドは、コンテキストメニューから選択することもできます。
コンテキストメニューには、現在アクティブなツールまたは選択されたアイテムに関連するコマンドが表示さ
れます。また、パネルメニューには、アクティブなパネルに関連するコマンドが表示されます。

パネルメニューを表示するには、パネルの右上隅にあるボタン  をクリックします。
コンテキストメニューを表示するには、パネルを右クリックします。

ツールパネルとオプションパネル

オプションパネルを開くと、初期設定でメニューバーの下にある水平方向のドッキングエリアにオプション
バーとして表示されます。ほかのパネルと同様に、オプションパネルをドッキング解除、移動、再ドッキング
することができます。初期設定では、オプションパネルにはワークスペースのメニューと CS サービスへのリ
ンクが表示されます。ツールパネルをオプションパネルにドッキングすることもできます。

ツール

ツールを選択すると、ポインターの形状が選択したツールに従って変化します。例えば、レーザーツールを選
択し、ポインターをタイムラインパネルのクリップの上に置くと、アイコンがレーザー  の形状に変化しま
す。ただし、選択ツールアイコン  は、現在実行されているタスクを反映した形状に変化することがありま
す。場合によっては、ツールを使用するときに補助キー（Shift キーなど）を押すと機能が変わり、アイコン
もそれに従って変化します。ツールは、ツールパネルから選択するか、もしくはキーボードショートカットを
使用して選択できます。またツールパネルは、パネルのサイズを変更したり、縦方向や横方向に表示させるこ
とができます。

ツールの初期設定は選択ツールになっており、特別な機能を使用する場合を除いて、常に選択ツール
を利用します。自分の思っているとおりに動作しない場合には、まず選択ツールが選択されていることを確認
してみてください。

ツールボックス

A. 選択ツール B. リップルツール C. レート調整ツール D. スリップツール E. ペンツール F. 手のひらツー
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選択ツール

トラック選択ツール

リップルツール

ローリングツール

レート調整ツール

レーザーツール

スリップツール

スライドツール

ペンツール

ル G. トラックの前方選択ツール H. ローリングツール I. レーザーツール J. スライドツール K. ズームツール 

タイムラインパネルでツールを使用するには、ツールをクリックするか、対応するキーボードショートカット
を押します。 ツールにカーソルを合わせると、名前とキーボードショートカットが表示されます。

クリップ、メニュー項目、およびユーザーインターフェイス内のその他のオブジェクトを選択す
るための標準的なツールです。 通常、その他の特殊ツールを使い終わったら選択ツールを選択しておくと、
効率的に操作することができます。 選択ツールの使用方法について詳しくは、1 つまたは複数のクリップの選
択を参照してください。

このツールは、シーケンス内のカーソルの右側にあるすべてのクリップを選択する場合
に選択します。 トラック内のクリップとその右側にあるすべてのクリップを選択するには、クリップをク
リックします。すべてのトラックのクリップとその右側にあるすべてのクリップを選択するには、Shift キー
を押しながらクリップをクリックします。 Shift キーを押すと、トラック選択ツールがマルチトラック選択
ツールに変わります。トラック選択ツールの使用方法について詳しくは、1 つまたは複数のクリップの選択お
よび特定のトラック上のすべてのクリップの削除を参照してください。

このツールは、タイムライン内のクリップのインポイントまたはアウトポイントをトリミン
グする場合に選択します。 リップルツールでは、編集によって生じたスペースが削除され、トリミングした
クリップの左または右に行ったすべての編集操作が維持されます。リップルツールの使用方法について詳しく
は、ローリング編集とリップル編集または Andrew Devis によるリップルツールに関するビデオチュートリア
ルを参照してください。

このツールは、タイムライン内の 2 つのクリップ間の編集ポイントをロールする場合に使
用します。ローリングツールは、2 つのクリップの合計デュレーションを維持したまま、一方のクリップのイ
ンポイントともう一方のクリップのアウトポイントを同時にトリミングします。ローリングツールの使用方法
について詳しくは、ローリング編集とリップル編集または Andrew Devis によるローリングツールに関するビ
デオチュートリアルを参照してください。

このツールは、再生速度を速くしてタイムライン内のクリップを短くしたり、再生速度を
遅くしてタイムライン内のクリップを長くする場合に使用します。 レート調整ツールは、速度とデュレー
ションを変更しますが、クリップのインポイントとアウトポイントは変更しません。 レート調整ツールの使
用方法について詳しくは、レート調整ツールを使用したクリップ速度とデュレーションの変更または Andrew
Devis によるレート調整ツールの解説ビデオを参照してください。

このツールは、タイムライン内のクリップを 1 箇所または複数の位置で分割する場合に使用
します。 クリップの特定の位置をクリックすると、その位置でクリップが正確に分割されます。 すべてのト
ラックのクリップを特定の位置で分割するには、任意のクリップの特定の位置を Shift キーを押しながらク
リックします。 レーザーツールの使用方法について詳しくは、レーザーツールを使用した 1 つまたは複数の
クリップの分割またはカットまたは Andrew Devis によるレーザーツールの解説ビデオを参照してください。

このツールは、デュレーション（インポイントとアウトポイント間の時間的長さ）を保った
まま、タイムライン内のクリップのインポイントとアウトポイントを同時に変更するのに使用します。例え
ば、タイムライン内で 10 秒のクリップを 5 秒にトリミングした場合、スリップツールを使用して、10 秒間
のどの部分をタイムラインに表示するかを指定することができます。スリップツールの使用方法について詳し
くは、スリップ編集とスライド編集または Andrew Devis によるスリップツールの解説ビデオを参照してくだ
さい。

このツールは、クリップをタイムライン内で左または右に移動して、そのクリップの両側に
あるクリップを同時にトリミングする場合に選択します。 3 つのクリップの合計デュレーションとタイムライ
ンでのグループの位置は保たれます。 スライドツールの使用方法について詳しくは、スリップ編集とスライ
ド編集または Andrew Devis によるスライドツールの解説ビデオを参照してください。

このツールは、タイムライン内のキーフレームを設定または選択したり、接続線を調整する場合
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手のひらツール

ズームツール

ページの先頭へ

に選択します。 接続線を調整するには、接続線を垂直方向にドラッグします。キーフレームを設定するに
は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら接続線上をクリックします。連続
していないキーフレームを選択する場合は、Shift キーを押しながらクリックします。連続しているキーフ
レームを選択するには、それらを囲むようにドラッグします。 ペンツールの使用方法について詳しくは、
キーフレームの選択を参照してください。

このツールは、タイムラインの表示エリアを右または左に移動する場合に選択します。 表示
エリアの任意の場所で左または右にドラッグします。

このツールは、タイムラインの表示エリアをズームインまたはズームアウトする場合に選択し
ます。 表示エリアをクリックすると、1 段階ごとにズームインします。 Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押しながらクリックすると、1 段階ごとにズームアウトします。 ズームツールの使用方法
について詳しくは、シーケンス内の移動を参照してください。

オプションパネルを開く

ウィンドウ／オプションを選択します。

ツールパネルのオプションパネルへのドッキング
1. ツールパネル内のパネルメニューアイコンをクリックします。

2. 「オプションパネルにドッキング」を選択します。

ツールパネルのオプションパネルからのドッキング解除
オプションパネルで、選択ツールの左側にある点線の領域をクリックします。
Premiere Pro は、オプションパネルからツールパネルを取り除き、オプションパネルに
ドッキングする前に表示されていた元の位置に戻します。

情報パネル内のクリップ情報

情報パネルには、選択項目に関するデータ、およびタイムラインの時間インジケーターの下にあるクリップの
タイムコード情報が表示されます。
パネルの上部には、現在選択している項目の情報が表示されます。メディアタイプ、作業中のパネルなどによ
り、表示される情報は異なります。例えば、タイムラインパネルの空きスペースまたはプロジェクトパネル内
のクリップに固有の情報が表示されます。
ビデオ
フレームレート、フレームサイズ、ピクセル縦横比の順に情報が表示されます。
オーディオ
サンプルレート、ビット数、チャンネルの順に情報が表示されます。
テープ
テープ名が表示されます。
イン
選択したクリップのインポイントのタイムコードが表示されます。
アウト
選択したクリップのアウトポイントのタイムコードが表示されます。
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注意：

デュレーション
選択したクリップのデュレーションが表示されます。
現在選択しているデータの下にあるセクションには、各ビデオトラックおよびオーディオトラック内のアク
ティブなシーケンスおよびクリップのタイムコード値が表示されます。各トラックの情報はタイムラインでの
重なり順と同じ順序で表示されるので、トラックに関連する値が一目でわかります。ビデオトラックタイム
コードは上に行くほど大きいトラック番号が付けられ、オーディオトラックは下に行くほど大きいトラック番
号が付けられます。このセクションが空になるのは、すべてのシーケンスを閉じた場合だけです。
現在のシーケンスからトラックを追加または削除すると、情報パネルは更新され、シーケンス内の正確なト
ラック数が表示されます。トラック数には上限はありません。同様に、別のシーケンスに切り替えると、情報
パネルは更新され、切り替えたシーケンス内の正確なトラック数が表示されます。
情報パネルは現在選択している項目および時間インジケーターの下にあるすべてのトラック項目のタイムコー
ドを表示します。再生ヘッドがタイムラインの空き領域に来ると、トラックのタイムコード値は表示されませ
んが、トラックラベルは表示されたままになります。タイムコードは、シーケンス内のトラックの実際のレイ
アウトと同じ順序で縦に並んで表示されます。

情報パネル

A. 選択したクリップの名前 B. 選択したクリップのデータ C. テープ名 D. クリップの開始ポイントと終了ポイ
ントのシーケンスタイムコード位置 E. アクティブシーケンスの名前 F. 時間インジケーターの選択したクリッ
プ内のソースのタイムコード位置 G. 時間インジケーターのビデオトラック上のクリップにあるソースのタイ
ムコード位置 H. 時間インジケーターのオーディオトラック上のクリップにあるソースのタイムコード位置 

環境設定ダイアログボックスのパネルの一部の初期設定の動作を変更することができます。詳しく
は、環境設定を参照してください。
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ソースモニターとプログラムモニターの使用

ページの先頭へ

ソースモニターとプログラムモニターの概要
ソースモニターでのクリップの表示または消去
ソースモニターのソースメニューでのクリップのナビゲート
ソースモニターとプログラムモニターの再生コントロールの使用
モニターでのセーフエリアの表示
ソースモニターおよびプログラムモニターでのフィールドの選択
表示モードの選択

ソースモニターとプログラムモニターの概要

ソースモニターは、個々のクリップの再生と編集に使用します。ソースモニターで、シーケンスに追加するク
リップを準備します。インポイントやアウトポイント、およびクリップで使用するソーストラック（オーディ
オまたはビデオ）を指定します。また、クリップマーカーを設定して、タイムラインパネルのシーケンスにク
リップを追加することもできます。
プログラムモニターには、編集したシーケンスが再生されます。つまり、タイムラインパネル内のアクティブ
なシーケンスが表示されます。また、シーケンスマーカーを設定したり、シーケンスのインポイントとアウト
ポイントを指定して、シーケンス中のフレームの追加位置やフレームの削除位置を定義できます。
各モニターには、タイムルーラーとコントロールがあります。これらを使用して、再生を制御したり、ソース
クリップまたはシーケンスの任意のポイントやフレームに移動したりします。インポイントとアウトポイント
を設定し、インポイントとアウトポイントに移動して、マーカーを設定します。デフォルトでは、ソースモニ
ターではインサートボタンと上書きボタンを使用でき、プログラムモニターにはリフトボタンと抽出ボタンを
使用できます。各モニターには、ビデオの 1 つのフレームから静止画を作成するためのフレームを書き出しボ
タンもあります。

68



ソースモニター

A. 再生ヘッド B. タイムコード C. ズームレベルを選択 D. ズームスクロールバー E. ビデオのみドラッグ F.
オーディオのみドラッグ G. 設定ボタン H. イン／アウトデュレーション 

プログラムモニター

A. タイムコード B. ズームレベルを選択 C. 再生ヘッド D. ズームスクロールバー E. 再生時の解像度 F. 設定ボ
タン G. ボタンエディター 

モニターパネルボタンバーのカスタマイズ

デフォルトでは、最もよく使用するボタンはソースモニターとプログラムモニターの最下部に表示されていま
す。この他のボタンを追加することもできます。モニターの右下にある「+」をクリックして、ボタンエディ
ターを開きます。ボタンをボタンエディターからドラッグしてボタンバーに追加します。最大 2 行分のボタン
を追加できます。ボタンのグループの区切りとなるスペースもボタンバーにドラッグできます。ボタンを非表
示にするには、ボタンをドラッグしてボタンバーの外に出します。すべてのボタンをオフにするには、パネル
メニューで「トランスポートコントロールを表示」の選択を解除します。

ボタンにマウスカーソルを合わせると、そのボタンのキーボードショートカットが表示されます。

ソースモニターおよびプログラムモニターの画質の設定

一部の形式は、高圧縮率または高データレートであることにより、フルモーション再生で表示することができ
ません。解像度を低くするとモーション再生速度が速くなりますが、表示画質が低下します。この現象
は、AVCHD およびその他の H.264 コーデックベースのメディアを表示しているときに顕著に現れます。「フ
ル解像度」より低い設定では、これらの形式のエラー訂正はオフになっていて、再生時にちらつきが発生しま
す。ただし、これらのちらつきは書き出したメディアには現れません。
個別の再生解像度と一時停止解像度により、モニタリング時の制御性が高まります。高解像度のフッテージで
は、再生がスムーズになるように再生解像度を低い値（1/4 など）に設定して、一時停止解像度をフルに設定
することができます。これらの設定により、再生を一時停止したときに、フォーカスやエッジの詳細の品質を
すばやく確認できます。スクラブするとモニターが一時停止解像度ではなく、再生解像度になります。
シーケンスによっては、一部の解像度を使用できないものもあります。DV などの標準定義シーケンスでは、
「フル画質」と「1/2」のみを使用できます。フレームサイズが 1080 以下の多くの HD シーケンスの場合
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注意：

注意：

は、「フル画質」、「1/2」、「1/4」を使用できます。RED など、フレームサイズが 1080 を超えるシーケン
スの場合は、より小さな解像度を使用できます。

シーケンスの解像度を下回る解像度でプレビューをレンダリングした場合、再生解像度はプレビュー
解像度の数分の一になります。例えば、プレビューファイルがシーケンスフレームサイズの 1/2（1/2 の解像
度）でレンダリングされるように設定し、再生解像度を 1/2 の解像度に設定できます。この場合、レンダリン
グされるプレビューは、元の解像度の 1/4 で再生されます（元のメディアの解像度がシーケンスの解像度と同
じであると仮定した場合）。

ソースモニターおよびプログラムモニターの画質の設定

再生解像度にキーボードショートカットを割り当てることができます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

ソースモニターまたはプログラムモニターの画像を右クリックします。

ソースモニターまたはプログラムモニターのパネルメニューアイコンをクリックしま
す。

ソースモニターまたはプログラムモニターの設定ボタンをクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

再生時の解像度を設定する場合は、「再生時の解像度」を選択します。

一時停止時の解像度を設定する場合は、「一時停止時の解像度」を選択します。

3. メニューで目的の解像度を選択します。

ズームレベルの変更

ソースモニターおよびプログラムモニターでは、表示領域に収まるようにビデオのサイズが変更されます。そ
れぞれの表示のズームレベルを上げて、ビデオの細部を参照することができます。また、ズームレベルを下げ
て、（例えばモーションエフェクトを調整しやすくするために）画像周囲のペーストボード領域を広げること
もできます。

1. ソースモニターまたはプログラムモニターのズームレベルを、現在の時間表示の右側にあ
るズームレベルを選択メニューから選択します。

ソースモニターには、ソースメディアの画像のサイズに倍率の値をかけたサイズの画像が
表示されます。プログラムモニターには、シーケンス設定で指定されている画像のサイズ
に倍率の値をかけたサイズの画像が表示されます。全体表示を選択すると、モニターの表
示領域に収まるようにビデオのサイズが変更されます。

2. モニターの表示領域を変更するには、モニターのスクロールバーを使用して、ビデオ画像
の可視領域を変更します。現在のモニターサイズで画像全体を表示できない場合は、スク
ロールバーが表示されます。

コマ落ちインジケーター

ソースモニターとプログラムモニターの両方に、再生中にコマ落ちが発生しているかどうかを示すアイコン
（停止ライトのような形状）を表示するオプションがあります。このライトは、最初は緑色ですが、コマ落ち
が発生すると黄色に変わり、再生のたびにリセットされます。コマ落ちの回数はツールヒントに表示されま
す。
ソースモニターまたはプログラムモニターでコマ落ちインジケーターを有効にするには、パネルメニューまた
は設定メニューで「コマ落ちインジケーターを表示」を有効にします。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ソースモニターでのクリップの表示または消去

プロジェクトパネルにリストされているソースクリップや、シーケンス内のクリップを表示して編集するに
は、ソースモニターでクリップを開きます。開いているクリップは、ソースメニューにリストされます。この
メニューは、「ソースモニター」タブから表示できます。

1. クリップを開くには、次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルでクリップをダブルクリックします。
または、クリップをプロジェクトパネルからソースモニターにドラッグします。ソー
スモニターにクリップが表示され、ソースメニューにクリップ名が追加されます。

プロジェクトパネルで複数のクリップまたはビン全体を選択して、ソースモニターに
ドラッグします。または、プロジェクトパネルで複数のクリップを選択して、それら
をダブルクリックします。クリップは、選択した順にソースメニューに追加され、最
後に選択したクリップがソースモニターに表示されます。

表示するクリップの名前をソースメニューから選択します（ソースメニューを表示す
るには、「ソース」タブの現在のクリップ名の右側にある下向きの三角形をクリック
します）。

ソースメニューから表示するクリップを選択

ソースメニューには、マスタークリップの場合はその名前が表示され、シーケンスか
ら開いたクリップの場合は、シーケンス名、クリップ名およびシーケンスでの開始時
間が表示されます。

2. ソースモニターからクリップを消去するには、ソースメニューから「閉じる」を選択する
か、「すべてを閉じる」を選択してすべてのクリップを消去します。

「ソースモニター」タブの閉じるボタン  をクリックして、すべてのクリップとソー
スモニター自体を閉じることもできます。

ソースモニターのソースメニューでのクリップのナビゲート

ソースモニターに読み込まれた複数のクリップをナビゲートするキーボードショートカットを設定できます。
キーボードショートカットを使用すれば、ソースモニターポップアップメニューでのクリップ間の切り替え、
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ページの先頭へ

タイムルーラー

再生ヘッド
注意：

現在の時間表示

最初のクリップまたは最後のクリップへの移動、1 つまたはすべてのクリップを閉じる操作をすばやく実行で
きます。

1. 編集／キーボードショートカット（Windows）または Premiere Pro／キーボードショー
トカット（Mac OS）を選択します。

キーボードショートカットダイアログボックスが表示されます。

2. ダイアログボックスで、パネルの横の三角形をクリックし、さらにソースモニターパネ
ルの横の三角形をクリックして、そのパネルのキーボードショートカットを表示します。

3. 次のうち任意のコマンドに対してキーボードショートカットを設定します。

ソースクリップ : 閉じる
ソースクリップ : すべて閉じる
ソースクリップ : 最初
ソースクリップ : 最後
ソースクリップ : 次
ソースクリップ : 前

4. 「OK」をクリックします。

ソースモニターとプログラムモニターの再生コントロールの使用

ソースモニターには、クリップ内を移動する（時間位置やフレームを移動する）ためのコントロールがありま
す。プログラムモニターにも、シーケンス内を移動する同様のコントロールがあります。

A. 現在の時間表示 B. 再生ヘッド C. ズームスクロールバー D. タイムルーラー E. デュレーション表示 

ソースモニターにはクリップのデュレーションが表示され、プログラムモニターにはシーケ
ンスが表示されます。目盛りはプロジェクト設定ダイアログボックスで指定したビデオ表示形式を使用して、
時間を測定します。タイムルーラーを切り替えると、ほかの形式でタイムコードを表示できます。各ルーラー
には、対応するモニターのマーカーのアイコンと、インポイントとアウトポイントのアイコンも表示されま
す。再生ヘッド、マーカー、インポイントとアウトポイントは、タイムルーラーでそれぞれのアイコンをド
ラッグすることで調整できます。
タイムルーラーの数字は、デフォルトではオフになっています。タイムルーラーの数字をオンにするに
は、ソースモニターまたはプログラムモニターのパネルメニューで「タイムルーラー数」を選択してくだ
さい。

各モニターのタイムルーラーに表示される現在のフレームの位置を示します。
再生ヘッドは、以前は「時間インジケーター（CTI）」と呼ばれていました。

現在のフレームのタイムコードが表示されます。現在の時間は、各モニターの左下に表示さ
れます。ソースモニターには、開いているクリップの現在の時間が表示され、プログラムモニターには、シー
ケンスの現在の時間が表示されます。別の時間へ移動するには、時間表示をクリックして新しい時間を入力す
るか、時間表示にポインターを合わせて左または右へドラッグします。タイムコード全体表示とフレーム数表
示を切り替えるには、プログラムモニターかタイムラインパネルで現在の時間を Ctrl キーを押しながらクリッ
ク（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac OS）します。
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デュレーション表示

ズームスクロールバー

注意：

ページの先頭へ

開いているクリップまたはシーケンスのデュレーションが表示されます。デュレーショ
ンは、クリップまたはシーケンスに設定されているインポイントとアウトポイント間の時間差です。インポイ
ントが設定されていない場合は、クリップの開始時間またはシーケンスの開始時間がインポイントとして使用
されます。アウトポイントが設定されていない場合は、クリップの終了時間（ソースモニターの場合）または
シーケンス内の最後のクリップの終了時間（プログラムモニターの場合）がアウトポイントとして使用され、
これに基づいてデュレーションが計算されます。

ズームスクロールバーは、各モニターのタイムルーラーの可視領域に対応していま
す。ハンドル（両端の白い部分）をドラッグすると、バーの幅を変更し、下のタイムルーラーのスケールを変
更することができます。バーをドラッグして最大幅まで広げると、タイムルーラーのデュレーション全体が表
示されます。バーを縮めると、表示がズームインされてルーラーのデュレーションの表示が詳細なものになり
ます。バーの拡大と縮小は、再生ヘッドを中心として行われます。マウスカーソルをバーに合わせると、マウ
スホイールを使用してバーの縮小や拡張ができるようになります。バーの外側の領域でマウスホイールをスク
ロールして同じ拡大や縮小操作を行うこともできます。バーのハンドル以外の部分をドラッグすると、スケー
ルを変更せずに、タイムルーラーの可視部分をスクロールできます。バーをドラッグするときは再生ヘッドは
移動しませんが、バーを動かしてタイムルーラー内でクリックすると、再生ヘッドをバーと同じ領域に移動す
ることができます。ズームスクロールバーは、タイムラインの中にもあります。

プログラムモニターのタイムルーラーやズームスクロールバーを変更しても、タイムラインパネルの
タイムルーラーや表示エリアには影響しません。

ソースモニターとプログラムモニターのコントロールの表示

コントロールを表示するかどうかをソースモニターとプログラムモニターのパネルメニューで設定できます。
例えば、再生時の J、K、L というキーボードショートカットを知っている場合は、トランスポートコント
ロールを非表示にすると、メディアを表示する領域が広くなります。
パネルメニューのオプションを選択または選択を解除することによって表示と非表示の切り替えができるコン
トロールは次のとおりです。
トランスポートコントロール
マーカー
タイムルーラーの数字
コマ落ちインジケーター

コントロールの表示と非表示を切り替えるための同様のコマンドの多くは、各モニターの設定ボタンからもア
クセスできます。

モニターでのセーフエリアの表示
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

A. アクションセーフエリア B. タイトルセーフエリア 

セーフエリアガイドは、操作用の補助ガイドであり、プレビューや書き出したファイルには含まれません。

ソースモニターまたはプログラムモニターの設定ボタンをクリックし、「セーフマージ
ン」を選択します。「セーフマージン」は、ソースモニターまたはプログラムモニターの
パネルメニューから選択することもできます。

標準のアクションセーフエリアとタイトルセーフエリアは、それぞれ 10 ％と 20 ％に
なっています。セーフエリアのサイズは、プロジェクト設定ダイアログボックスで変
更できます。（詳しくは、プロジェクト設定ダイアログボックスを参照してくださ
い）。

ソースモニターおよびプログラムモニターでのフィールドの選択

最初のフィールド、2 番目のフィールド、または両方のフィールドにインターレースフッテージが表示される
ようにソースモニターとプログラムモニターを設定できます。ソースモニターでプログレッシブクリップを開
くと、ソースモニターの設定は無効になります。アクティブなシーケンスでプログレッシブシーケンスプリ
セットを使用すると、プログラムモニターの設定は無効になります。

1. ソースモニターまたはプログラムモニターで、パネルメニューボタン  をクリックし
ます。

2. 必要に応じて、「1 番目のフィールドを表示」、「2 番目のフィールドを表示」または
「両方のフィールドを表示」を選択します。

表示モードの選択

標準ビデオ、ビデオのアルファチャンネルまたはいずれかの測定ツールを表示できます。

ソースモニターまたはプログラムモニターで、設定ボタンをクリックするか、パネルメ
ニューをクリックして、次のいずれかの表示モード設定を選択します。
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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

コンポジットビデオ

アルファ

すべてのスコープ

ベクトルスコープ

YC 波形

YCbCr パレード

RGB パレード

ベクトルスコープ／YC 波形／YCbCr パレード

ベクトルスコープ／YC 波形／RGB パレード

通常のビデオを表示します。

透明度をグレースケールの画像として表示します。

波形モニター、ベクトルスコープ、YCbCr パレードおよび RGB パ
レードを表示します。

ベクトルスコープを表示します。色相と彩度を含む、ビデオのクロミ
ナンスを測定、表示します。

標準的な波形モニターを表示します。ビデオのルミナンスを IRE 単位で測定、
表示します。

ビデオの Y、Cb および Cr 構成要素を IRE 単位で個別に測定する波形
モニターを表示します。

ビデオの R、G、B 構成要素を IRE 単位で個別に測定する波形モニターを
表示します。

波形モニター、ベクトルスコープおよび
YCbCr パレードを表示します。

波形モニター、ベクトルスコープおよび
RGB パレードを表示します。

ベクトルスコープ／YC 波形／YCbCr パレードに設定されたプログラムモニター

A. 波形モニター B. YCbCr パレード C. ベクトルスコープ D. YC 波形 

プログラムモニターと連動するリファレンスモニターにこれらの要素を表示すると、波形モニターとベク
トルスコープ表示を効果的に使用することができます。リファレンスモニターを参照してください。
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環境設定

ページの先頭へ

環境設定の変更
一般環境設定
アピアランス環境設定
オーディオ環境設定
オーディオハードウェア環境設定
自動保存の環境設定
キャプチャ環境設定
コントロールサーフェスの環境設定
デバイスコントロール環境設定
ラベルカラー環境設定
ラベル初期設定環境設定
メディア環境設定
メモリの環境設定
再生の環境設定
同期の設定の環境設定
タイトル環境設定
トリミング環境設定

環境設定の変更

Premiere Pro の外観と動作は、様々な方法でカスタマイズすることができます。例えば、トランジションの初
期設定の長さを定義したり、ユーザーインターフェイスの明るさを設定することができます。ほとんどの環境
設定は、変更するまで維持されます。ただし、スクラッチディスクの環境設定はプロジェクトごとに保存され
ます。そのため、プロジェクトを開くたびに、そのプロジェクトの設定時に選択したスクラッチディスクが自
動的に選択されます。

環境設定ダイアログボックスを開くには、編集／環境設定（Windows）または Premiere
Pro／環境設定（Mac OS）を選択し、変更する環境設定のカテゴリを選択します。
初期設定の環境に戻すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し
ながらアプリケーションを起動します。スプラッシュ画面が表示されたら、Alt キーまた
は Option キーを放します。
環境設定およびプラグインキャッシュを同時に初期設定に戻すには、Shift キーと Alt キー
（Windows）または Shift キーと Option キー（Mac OS）を押しながらアプリケーション
を起動します。スプラッシュ画面が表示されたら、Shift キーと Alt キーまたは Shift キー
と Option キーを放します。

環境設定は次の場所に保存されます。

Windows：<drive>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Premiere Pro

Mac
OS：<drive>/Users/<username>Library/Preferences/com.adobe.AdobePremierePro.plist
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起動時：

ビデオとオーディオトランジションのデフォルト

静止画像のデフォルトデュレーション

再生時のタイムラインスクロール

タイムラインのマウススクロール

「インサート / 上書き」編集を実行後タイムラインにフォーカスを設定

スナップが有効になっている場合に、タイムラインで再生ヘッドをスナップ

リンクが解除されたクリップの非同期インジケーターを表示

デフォルトでフレームサイズに合わせる

ビン

ビデオのレンダリング時のオーディオのレンダリング

この『Adobe Premiere Pro Classroom in a Book』からの抜粋では、Premiere Pro を使用開始するときのプロ
ジェクト、シーケンスおよび環境設定を設定する方法を説明しています。詳しくは、「Selecting Settings,
Adjusting Preferences, and Managing Assets in Adobe Premiere Pro」を参照してください。

一般環境設定

環境設定ダイアログボックスの「一般」ペインでは、トランジションのデュレーションからツールヒントま
で、次のようにいくつかの設定をカスタマイズできます。

Premiere Pro のスタートアップスクリーンを表示するか、最後に開いていたファイルを表示するか
を選択できます。

オーディオとビデオのトランジションのデフォルトデュ
レーションを指定します。

静止画を表示するデフォルトデュレーションを指定します。

シーケンスが表示されているタイムラインよりも長い場合、再生中にタイ
ムラインをスクロールするために、複数のオプションから選択できます。
ページスクロールでは、再生ヘッドがオフスクリーンに移動した後で、タイムラインが自動的に新しいビュー
に移動します。このオプションを選択すると、再生が継続され、停止することがありません。 
スムーズスクロールを選択すると、クリップおよびタイムラインルーラーが移動したときに、再生ヘッドが画
面の中央に維持されます。

垂直または水平のスクロールを選択できます。初期設定では、Windows の
マウススクロールは水平に、Mac OS のマウススクロールは垂直になっています。Windows では、Ctrl キーを
押すと垂直のスクロールに切り替わります。

編集を行った後で、ソースモニター
ではなくタイムラインをアクティブにする場合は、この環境設定を選択します。

スナップを有効にするには、こ
の環境設定を選択します。
スナップがオンになっている場合、タイムラインで再生ヘッドを移動して、再生ヘッドをスナップするか、編
集に直接ジャンプします。例えば、スナップを有効にして再生ヘッドを特定のマーカーに合わせることができ
ます。
スナップのオンとオフを切り替えるには、キーボードの S キーを押します。

リンク解除されたり、同期から除外されている
場合でも、オーディオやビデオの非同期インジケーターが表示されます。

この環境設定を選択すると、読み込んだアセットをプロジェクトの
初期設定フレームサイズに自動的にスケールできます。 

ビン上でダブルクリック、または Shift キーや Option キーを押してダブルクリックする場合のビンの動
作は、ビンの環境設定で制御できます。

この環境設定を選択した場合、Premiere Pro でビデオ
プレビューをレンダリングすると、オーディオプレビューが自動的にレンダリングされます。詳しくは、ビデ
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クリップの不一致警告ダイアログを表示

イベントインジケーターを表示

編集範囲が一致しない場合に、ペースト範囲の調整ダイアログを開く

ツールヒントを表示

ページの先頭へ

ページの先頭へ

自動一致時間

5.1 ミックスダウンタイプ

スクラブ中にオーディオを再生

シャトル中のピッチを維持

タイムラインへの録音中に入力をミュート

ピークファイルの自動作成

オのレンダリング時のオーディオのレンダリングを参照してください。

クリップをシーケンスにドラッグすると、クリップの属性がシーケ
ンスの設定と一致するかどうかを Premiere Pro が検知します。属性が一致していない場合、クリップの不一
致警告ダイアログを表示ダイアログボックスが表示されます。

 
ユーザーインターフェイスの右下に表示されるイベント通知のポップアップウィンドウをオフにするには、こ
の環境設定の選択を解除します。詳しくは、イベント通知を参照してください。

ソースモニターおよびプログラムモニ
ターで異なるインポイントとアウトポイントが設定されている場合、ペースト範囲の調整ダイアログボックス
が表示されます。ペースト範囲の調整ダイアログで、使用するインポイントとアウトポイントを選択できま
す。この環境設定を選択した場合、Premiere Pro で選択内容を保存でき、毎回ペースト範囲の調整ダイアログ
が表示されることはなくなります。

ツールヒントのオンとオフを切り替えることができます。

アピアランス環境設定

環境設定ダイアログボックスの「アピアランス」ペインでは、ユーザーインターフェイスの明るさを調節でき
ます。
また、青いハイライトカラーの明るさと彩度、インタラクティブコントロール、焦点インジケーターも制御し
ます。

オーディオ環境設定

環境設定の「自動一致時間」で、オーディオミキサーで調整されたコントロールを直前の設定
に戻す時間を指定します。適用されるコントロールは、オーディオ、サブミックスおよび（センド以外の）マ
スタートラックにおけるボリューム、パン、エフェクトおよびセンドパラメーターのつまみです。環境設定の
「自動一致時間」は、タッチモードではプロパティに、読み取りモードではキーフレームを持つエフェクトに
影響します。

Premiere Pro がソースチャンネルを 5.1 オーディオトラックにミックスする方法
を指定します。

オーディオのスクラブを有効にします。「スクラブ中にオーディオを切り替
え」というキーボードショートカットを作成して、スクラブ中にオーディオのスクラブをオン／オフに切り替
えることができます。オーディオスクラブのオン／オフを切り替えようとするたびに環境設定ダイアログボッ
クスに戻るよりも、キーボードショートカットを使用する方が簡単です。

スクラブ時および再生時に J、K、L キーを使用してオーディオピッチを維持でき
ます。この環境設定を選択すると、再生速度が通常の速度よりも速い場合や遅い場合に、発話の明瞭度が向上
します。

タイムラインの録音中にオーディオ入力がモニターされないよう
にする場合は、このボックスをチェックします。

この環境設定を選択すると、Premiere Pro でオーディオの読み込み時に波形表示
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デフォルトのオーディオトラック

モノラルメディア

ステレオメディア

5.1 メディア

のためのピークファイルが自動的に生成されます。オーディオ波形を表示する必要がない場合、この環境設定
をオフにします。

クリップをシーケンスに追加したときに、クリップのオーディオチャンネ
ルが表示されるトラックの種類（モノラル、ステレオ、またはマルチチャンネルモノラル）を定義しま
す。Premiere Pro でソース形式でこれらの各トラック形式を読み込んでレンダリング（「ファイルを使用」オ
プションを選択する場合）するか、別のトラック形式に変換（「ファイルを使用」以外のいずれかのトラック
タイプを選択する場合）します。次のリストで、トラックとクリップタイプの間の互換性について説明しま
す：
モノラルトラックでは、モノラルのクリップとステレオのクリップを保持できる
ステレオトラックでは、モノラルのクリップとステレオのクリップを保持できる
5.1 トラックでは 5.1 クリップのみを保持できる
アダプティブトラックではモノラル、ステレオ、およびアダプティブ（マルチチャンネ
ル）クリップ（5.1 を除く）を保持できる

次の定義は、次のトラックタイプがシーケンスにドロップされるときに Premiere Pro でどのように処理され
るかを説明しています：

Premiere Pro でモノラルファイルをどのように処理すべきかを指定できます。
マッピングは次のように行われます：
「ファイルを使用」ではファイルを同じ形式で、モノラルで読み込みます。
「モノラル」では、ソースファイルとして「ファイルを使用」を選択した場合と
同様に、ファイルをモノラルとして読み込み、環境設定がモノラルになります。
「ステレオ」では、モノラルメディアファイルモノラルとして読み込みます。メ
ディアがステレオとして処理されるように、ファイル内のモノラルチャンネルが
ステレオ内の 1 つのチャンネルに割り当てられ、その他のチャンネルは無音のま
まになります。
「5.1 」ではモノラルファイルを 5.1 サラウンドクリップとして読み込みます。
ファイルが 5.1 サラウンドメディアとして処理されるように、ファイル内のモノ
ラルチャンネルが 5.1 形式の 1 つのチャンネルにマップされ、5 つのチャンネル
は無音になります。
「アダプティブ」では、ファイルを N（最大 N は 32）チャンネルクリップとし
て読み込み、モノラルチャンネルが最初のチャンネルになります。

本質的にステレオであるファイルを Premiere Pro で処理する方法を指定できま
す。次のようなオプションがあります：
「ファイルを使用」では、ファイルをソース形式で読み込みます。この場合はス
テレオです。
「モノラル」では、ファイルをモノラルとして読み込みます。ステレオの L-R
チャンネルは 2 つのモノラルチャンネルとして処理されます。
「ステレオ」では、ファイルをステレオとして読み込み、チャンネルマッピング
がソース形式とまったく同じです。
「5.1」ではファイルを 5.1 サラウンドクリップとして読み込みます。4 つの無音
チャンネルがあるファイルのステレオチャンネルは、5.1 サラウンドメディアとし
て処理されます。
「アダプティブ」では、ファイルを N（最大 N は 32）チャンネルクリップとし
て読み込み、ステレオチャンネルが最初の 2 チャンネルになります。

Premiere Pro での 5.1 メディアファイルの処理方法を指定できます。オプションは次の
とおりです：
「ファイルを使用」では、ファイルをソース形式で読み込みます。この場合
は、5.1 チャンネルサラウンドメディアです。
「モノラル」では、ファイルをモノラルとして読み込みます。これによって、 6
つのモノラルチャンネルが作成されます。
「ステレオ」では、ファイルをステレオとして読み込み、6 つのチャンネルを 3
組のステレオにマッピングします。
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マルチチャンネルモノラルメディア

オートメーションキーフレームの最適化

リニアキーフレームの簡略化

簡略化する最小時間間隔

大きなボリュームを調整

オーディオプラグインマネージャー

ページの先頭へ

「5.1」ではファイルを 5.1 メディアとして読み込み、マッピングはソースファイ
ルとまったく同じです。この場合、「ファイルを使用」と同じ処理を行います。
「アダプティブ」ではファイルを N（最大 N は 32）チャンネルクリップとして
読み込み、最初の 6 チャンネルと残りのチャンネルが無音です。

N 個の独立したメディアの PPro での処理方法を指定します。オ
プションは次のとおりです：
「ファイルを使用」ファイルをソース形式で読み込みます。この場合、チャンネ
ル数がソースと同じであるマルチチャンネルのモノラルメディアです。
「モノラル」は「ファイルを使用」と同じです。つまり、すべての N チャンネル
が N モノラルトラックとして維持されます。
「ステレオ」では、ソースの N 個のモノラルチャンネルが（N/2）組のステレオ
にグループ化されます。
「5.1」では、無音チャンネル（必要な場合）を 5.1 構成の完全なセットに追加す
ることによって、マルチチャンネルのモノラルファイルを 1 つまたは複数の 5.1
トラックのセットとして読み込みます。
「アダプティブ」ではファイルを N（最大 N は 32）チャンネルクリップとして
読み込み、チャンネルがソースメディア内の同じ数のモノラルチャンネルにマッ
プされます。

リニアキーフレームの簡略化と簡略化する最小時間間隔を定義しま
す。

開始キーフレームと終了キーフレームとを結ぶ直線に当てはまらないポ
イントのみにキーフレームが作成されます。例えば、0 dB から -12 dB のフェードにオートメーショ
ンを使用していると仮定します。このオプションを選択すると、開始（0 dB）および終了（-12 dB）
キーフレームよりも値が増加しているポイントに対してだけキーフレームが作成されます。このオプ
ションを選択しない場合には、値の変化する速度に応じて、これらの 2 つのポイント間に同じ値のイ
ンクリメンタルキーフレームが複数作成されます。このオプションは、初期設定で選択されていま
す。

指定した値より大きな間隔にのみキーフレームが作成されます。1～2000
ミリ秒の値を入力します。

この環境設定では、「クリップボリュームを大幅に上げる」コマンドを使用する場
合に増加する量をデシベル単位で設定できます。

Mac では、オーディオプラグインマネージャーダイアログボックスを開
いて、サードパーティの VST3 プラグインおよび Audio Units（AU）プラグインで作業できます。

オーディオハードウェア環境設定

環境設定ダイアログボックス（編集／環境設定／オーディオハードウェア）の「オーディオハードウェア」ペ
インで、Premiere Pro がオーディオの再生および録音に使用するコンピューターオーディオデバイスと ASIO
設定および MME 設定（Windows のみ）または CoreAudio 設定（Mac OS のみ）などの設定を指定Dekiま
す。オーディオハードウェアデバイスを接続する場合、そのデバイスタイプのハードウェア設定（デフォルト
の入力、デフォルトの出力、マスタークロック、レイテンシー、およびサンプルレートなど）がこのダイアロ
グボックスに読み込まれます。たとえば、次の画面に、プロパティのデフォルトの選択を変更できる、接続さ
れている MME デバイス（Windows）の設定が表示されます：
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MME オーディオハードウェア環境設定

次の画像は、入力のみ、出力のみ、および全二重モードをサポートできるレイテンシーの低い CoreAudio デ
バイスの環境設定を示します。マスタークロック（MOTU、SPDIF、および ADAT）、I/O バッファーサイズ
（低レイテンシー、32 サンプル）などのプロパティを変更できます。 
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ページの先頭へ

プロジェクトを自動保存

自動保存の間隔

プロジェクトバージョンの最大数

注意：

CoreAudio ハードウェア環境設定

オーディオ入力および出力の設定

録音や再生のために入力と出力を設定するとき、Adobe Premiere Pro では、次の種類のサウンドカードドラ
イバーを使用できます。
Windows では、ASIO ドライバーがプロ向けカードをサポートし、MME ドライバーが通常は標準のカードを
サポートします。
Mac OS では、CoreAudio ドライバーがプロ向けと標準の両方のカードをサポートします。
ASIO ドライバーと CoreAudio ドライバーの方がパフォーマンスが高く、レイテンシーが小さいので、なるべ
くこれらのカードを使用するようお勧めします。また、ASIO を使用した録音では、再生時のボリューム、パ
ンおよびエフェクトの変化をその場で確認しながら録音できます。

1. 編集／環境設定／オーディオハードウェア（Windows）、または環境設定／オーディオ
ハードウェア（Mac OS）を選択します。

2. デバイスクラスメニューから、使用するサウンドカード用のドライバーを選択します。
3. カードからのデフォルトの入力および出力を選択します。Adobe Audition ヘルプのト
ラックに対するオーディオ入力および出力の割り当てを参照してください。

4. （MME および CoreAudio）「マスタークロック」には、他のデジタルオーディオハード
ウェアを同期させる入力または出力を選択します（サンプルが正確に整列されていること
を確認）。

5. 「I/O バッファーサイズ」（ASIO および CoreAudio）または「レイテンシー」（MME）
には、オーディオのドロップアウトが発生しない最低限の設定を指定します。最適な設定
はシステムの処理スピードによって異なるため、いくつかの設定を試してみてください。

6. オーディオハードウェアのサンプルレートを選択します（複数の出力メディアに共通の
レートについて詳しくは、Adobe Audition ヘルプのサンプルレートについてを参照して
ください）。

7. （オプション）ASIO カードおよび CoreAudio カードのパフォーマンスを最適にするに
は、「設定」をクリックします。詳しくは、サウンドカードのマニュアルを参照してくだ
さい。 

8. 「出力マッピング」の下で、サポートされている各オーディオチャンネルの出力先となる
お使いのコンピューターのサウンドシステム内のスピーカーを指定できます。

自動保存の環境設定

初期設定では、プロジェクトは 15 分間隔で自動的に保存され、最新の 5 つのバー
ジョンのプロジェクトファイルがハードディスクに保持されます。
プロジェクトは、以前に保存したバージョンにいつでも戻すことができます。プロジェクトファイルは、ソー
スのビデオファイルと比べると非常に小さいので、プロジェクトのアーカイブを頻繁に行っても、消費される
ディスク容量は比較的わずかで済みます。プロジェクトファイルをアプリケーションと同じドライブに保存す
ることをお勧めします。アーカイブされたファイルは、Premiere Pro の自動保存フォルダーに保存されます。

プロジェクトを自動保存し、保存する間隔を分単位で入力します。

保存するプロジェクトファイルのバージョン数を入力します。例え
ば、「10」と入力すると、最新のバージョンが 10 個保存されます。
自動保存が定期的に実行されるように指定した場合、Premiere Pro は変更の検出時にプロジェクトを

プロジェクトファイルに自動保存します。
自動保存は変更をプロジェクトに手動で保存するかどうかに関係なく実行されます。以前のバージョンの

82



バックアッププロジェクトを Creative Cloud に保存

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Premiere Pro では、自動保存が設定された間隔内に手動で保存した場合、自動保存は実行されませんでした。
設定された間隔を超えてシステムがアイドル状態になった場合、Premiere Pro は自動保存を強制的に行いま
す。

この環境設定を選択した場合、Premiere Pro で
Creative Cloud ベースのストレージに直接プロジェクトを自動保存できます。
Premiere Pro でプロジェクトが自動保存されると、Creative Cloud オンラインストレージに「Adobe
Premiere Pro Auto-Save」という名前のディレクトリが作成されます。すべてのバックアッププロジェクトが
「Adobe Premiere Pro Auto-Save」ディレクトリに保存されます。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションのファイルタブから、バックアップしたプロジェクトにアクセ
スできます。また、Web サイトで /Creative Cloud アカウントを使用してファイルにアクセスすることもでき
ます。

キャプチャ環境設定

ビデオデッキやカメラからビデオおよびオーディオを直接変換する方法を制御します（その他のプロジェクト
設定は、キャプチャ操作には影響しません）。このパネルの内容は、編集モードに応じて異なります。DV
フッテージをキャプチャする場合は、初期設定の DV キャプチャ設定を使用してください。キャプチャ形式と
して「DV/IEEE1394 キャプチャ」が選択されている場合、オプションが IEEE 1394 の標準値に自動的に設定
されるため、使用可能なオプションはありません。Premiere Pro との互換性が確認されているキャプチャカー
ドに付属するソフトウェアなど、ほかのソフトウェアをインストールしている場合は、ほかのキャプチャ形式
やオプションが表示されます。

P2 DVCPRO 50 および P2 DVCPRO HD プロジェクトでは、アセットはカメラによってデジタル
ファイルとして直接 P2 カードにキャプチャされるため、キャプチャ形式設定は適用されません。

コントロールサーフェスの環境設定

環境設定ダイアログのコントロールサーフェスパネルで、ハードウェアコントロールデバイスを構成できま
す。
編集ボタン、追加ボタン、および削除ボタンを使用して、構成内のコントロールサーフェスを追加、編集、お
よび削除できます。
デバイスクラスの追加をクリックして、デバイスを選択します。EUCON または Mackie を追加できます。あ
るいは、両方を追加することもできます。
編集をクリックして、選択したコントロールサーフェスの MIDI 入力デバイスや MIDI 出力デバイスなどの構
成設定を指定します。
Premiere Pro でのコントロールサーフェスのコントロールの使用について詳しくは、コントロールサーフェス
のサポートを参照してください。

デバイスコントロール環境設定

環境設定ダイアログボックスの「デバイスコントロール」ペインでは、Premiere Pro が再生／録画デバイス
（VTR またはビデオカメラなど）の制御時に使用する設定を指定します。

ラベルカラー環境設定
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

不確定メディアのタイムベース

タイムコード

フレーム数

読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む

クリップと XMP メタデータをリンク

読み込みにキャプションを含める

収録中ファイル

ページの先頭へ

ページの先頭へ

環境設定ダイアログボックスの「ラベルカラー」ペインでは、初期設定のカラーおよびカラー名を変更できま
す。プロジェクトパネル内のメタデータの表示で、これらのカラーおよびカラー名でアセットにラベルを付け
ることができます。

ラベル初期設定環境設定

環境設定ダイアログボックスの「ラベル初期設定」ペインでは、ビン、シーケンス、異なる種類のメディアに
割り当てる初期設定のカラーを変更できます。

メディア環境設定

読み込んだ静止画像シーケンスのフレームレートを指定します。

Premiere Pro で、オリジナルのタイムコードを読み込んだクリップを表示するか、00:00:00 か
ら始まる新規タイムコードを割り当てるかを指定します。

Premiere Pro で、読み込んだクリップの最初のフレームに 0 または 1 を割り当てるか、タイム
コード変換で数字を割り当てるかを指定します。

XMP メタデータフィールドに ID 情報を書き込む場合は、この
チェックボックスをオンにします。

クリップのメタデータを XMP メタデータにリンクして、1 つを変更す
るともう一方も変更されるようにするには、このチェックボックスをオンにします。

埋め込みクローズドキャプションファイルにある埋め込みクローズドキャ
プションデータを検出して自動的に読み込むには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボッ
クスをオフにして埋め込みキャプションを読み込まないようにすると、読み込み時間を節約できます。

Premiere Pro は OP1A MXF の収録中ファイルをサポートしています。環境設定を使用する
と、ファイルを収録中に Premiere を自動更新するかどうか、また自動更新する場合はその間隔を選択できま
す。この環境設定によって、自分のプロジェクトですぐにこれらのファイルを編集することができるようにな
ります。

メモリの環境設定

環境設定ダイアログボックスの「メモリ」ペインで、ほかのアプリケーションと Premiere Pro 用に確保して
おく RAM 容量を指定できます。例えば、ほかのアプリケーション用に確保しておく RAM 容量を少なくする
と、Premiere Pro が使用可能な RAM 容量が増えます。
高解像度のソースビデオや静止画を含むシーケンスなどでは、複数フレームで同時にレンダリングを行う際
に、大量のメモリが必要になることがあります。このようなアセットにより、Premiere Pro はレンダリングを
中止し、メモリ不足の警告を通知することがあります。このような場合、環境設定で「レンダリングの最適
化」を「パフォーマンス」から「メモリ」に変更することで、メモリの空き容量を最大化できます。レンダリ
ング実行時にメモリの最適化が必要ではなくなったら、設定を「パフォーマンス」に戻します。
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プリロール

ポストロール

複数フレーム先へ進む/前へ戻る

オーディオデバイス

ビデオデバイス

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

再生の環境設定

環境設定ダイアログボックスの再生パネルでオーディオまたはビデオの初期設定のプレイヤーを選択し、プリ
ロールとポストロールの環境設定を設定できます。サードパーティ製のキャプチャカードのデバイス設定にア
クセスすることもできます。
Premiere Pro では、次の場所で、このプレイヤーを使用してクリップおよびシーケンスのメディアが再生され
ます。
ソースモニター
プログラムモニター
プロジェクトパネルの上部にあるプレビュー領域
トリミングモード
トリミングモニター
マルチカメラモニター
エフェクトコントロールパネルのビデオトランジションプレビュー

コンピューターの初期設定のプレイヤーまたはサードパーティ製のプラグインプレイヤーを選択できます。
サードパーティ製のプレイヤーは一部のキャプチャカードとともにインストールされます。

様々な編集機能でフッテージを再生するときの編集ポイントの前の秒数。

様々な編集機能でフッテージを再生するときの編集ポイントの後の秒数。

キーボードショートカットの Shift + 左向き矢印または Shift + 右向き矢印を
使用する場合に移動するフレーム数を指定します。デフォルトでは 5 フレームに設定されます。

オーディオデバイスメニューでオーディオデバイスを選択します。

設定ボタンをクリックすることで、出力用の DV やサードパーティ製のデバイスを設定しま
す。サードパーティ製のキャプチャカードがインストールされている場合、ビデオ形式およびピクセル形式に
対しては、設定ボタンをクリックして Mercury Transmit ダイアログボックスにアクセスします。
バックグラウンドでビデオ出力を無効にするチェックボックスを使用できます。

同期の設定の環境設定

複数のコンピューターで Premiere Pro を使用する場合、環境設定、プリセット、ライブラリ間の管理と同期
には時間がかかり、複雑で、エラーが起こりやすくなります。新しい「設定を同期」機能では、一般環境設
定、キーボードショートカット、プリセット、ライブラリを Creative Cloud に同期できます。詳しく
は、Premiere Pro CC の設定を同期を参照してください。

タイトル環境設定

環境設定ダイアログボックスの「タイトル」ペインでは、Premiere Pro がタイトルのスタイルサンプルパネル
およびフォントブラウザーに表示する文字を変更できます。

トリミング環境設定
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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トリミングモニターには、トリムオフセット値ボタンがあります。いずれかのボタンをクリックすると、トリ
ミングポイントが前後に移動します。環境設定ダイアログボックスの「トリミング」ペインでは、トリムオフ
セット値ボタンをクリックしたときに、トリミングポイントが移動するフレーム数を指定できます。
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Adobe Creative Cloud を使用する同期設定

また、ライセンス認証済みのソフトウェアの別のユーザーへのコピー
など、コンピューター上の設定をダウンロードして使用することもで
きます。この機能では、複数のユーザーが同じコンピューター上で各
自の個人設定を使用して作業することができます。例えば、フリーラ
ンスの編集者がポストプロダクション施設で、複数のシフトで作業を
行う場合などが考えられます。
同期は Adobe Creative Cloud アカウントを介して実行されます。設定
が Creative Cloud アカウントにアップロードされ、他のコンピュー
ターにダウンロードされて適用されます。同期は手動で開始する必要
があります。自動的に実行されない場合、スケジュールを設定できま
せん。

ビデオ：設定の同期
Premiere Pro のパーソナライズさ
れ、カスタマイズされた設定を他
の場所でも使用できるようにする
方法について説明します。
（方法についての説明、2 分）

ページの先頭へ

同期の開始
別のアカウントから設定を同期
同期の管理
プロジェクトの Creative Cloud への自動保存
設定の同期を移行

複数のコンピューターで Adobe® Premiere® Pro を使用する場合、環境設定、プリセット、ライブラリ間の管
理と同期には時間がかかり、複雑で、エラーが起こりやすくなります。
新しい「設定を同期」機能では、一般環境設定、キーボードショートカット、プリセット、ライブラリを
Creative Cloud に同期できます。例えば、複数台のマシンを使用する場合、同期設定機能により、マシン間で
設定の同期を維持できます。

Adobe Creative Cloud を使用する同期設定

同期の開始
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

初回起動時にスタート画面で「設定を同期」を選択して同期を開始できます。または、ファイル／［お客様の
Adobe ID］／今すぐ同期を選択できます。
ユーザーの識別には、製品ライセンスに割り当てられた Adobe ID が使用されます。このアプリケーションの
設定をまだ作成してアップロードしていない場合、デフォルトではローカル設定がクラウドにアップロードさ
れます。
注意：同期を開始する前に、CC デスクトップアプリケーションを最新バージョンにアップグレードしてお
り、Adobe ID でログインしていることを確認してください。

別のアカウントから設定を同期

お客様が作業しているコンピューターで使用されている製品ライセンスに割り当てられた Adobe ID の代わり
に、別の Adobe ID を使用して設定を同期することを選択できます。

別の Adobe ID を使用して設定を同期するには、スタート画面で「別のアカウントの設定を使用」を選択しま
す。または、ファイル／［お客様の Adobe ID］／別のアカウントの設定を使用を選択します。
Adobe ID およびパスワードを入力します。指定した Creative Cloud アカウントの設定がダウンロードされて
適用され、スタート画面にユーザー名が表示されます。

同期の管理

設定を消去

すべての設定を消去し、デフォルト設定に戻すことができます。編集／［お客様の Adobe ID］／設定を消
去を選択します。

プロジェクトが開かれている間に「設定を消去」を選択すると、Premiere Pro は現在のプロジェクト
を保存して閉じ、次へ進みます。

同期環境設定を指定して同期の競合を管理する

環境設定ダイアログボックスでは、同期設定オプションを指定できます。例えば、Creative Cloud にキーボー
ドショートカットだけを保存し、コンピューター上の他の環境設定や設定を同期しないように選択することが
できます。
また、環境設定ダイアログボックスでは、同期の競合が発生した場合に実行するアクションを選択することも
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同期設定

注意：

注意：

同期するとき

アプリケーション終了時に設定を自動的に消去

ページの先頭へ

できます。

同期する内容を指定するには、ファイル／［お客様の Adobe ID］／同期の設定を管理を選択しま
す。または、環境設定ダイアログボックスの「同期設定」（編集／環境設定／同期設定）を開きます。

正常に設定を同期するために、必ずアプリケーション内から設定を変更します。同期設定機能では、
環境設定フォルダーに手動で保存されたファイルを同期しません。

環境設定および設定を同期するオプションを選択します。同期可能な環境設定は、コンピューターやハード
ウェアの設定に依存しません。
環境設定／設定
ワークスペースのレイアウト
キーボードショートカット

Windows 用に作成されたキーボードショートカットでは、Windows コンピューターでのみ同期を実
行します。Mac OS のキーボードショートカットでは Mac OS コンピューターでのみ同期を実行します。

同期の開始時に、ローカル設定と Creative Cloud に保存された設定の更新日が比較されます。
更新日が一致しない場合、同期の競合が検出されます。
同期の競合が発生した場合に実行するアクションを次の中から選択して指定できます。
常に確認
常に設定をアップロード
常に設定をダウンロード

「常に確認」を選択すると、同期設定ダイアログが開き、設定をアップロードまたはダウンロードするように
求められます。

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

この環境設定オプションを選択すると、Premiere Pro を終了
するたびに同期設定が消去されます。次回の起動時に、デフォルト設定が使用されます。

プロジェクトの Creative Cloud への自動保存

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おり、ファイルをどこででも、どのデ
バイスやコンピューターでも使用できるようになります。
Premiere Pro ではプロジェクトを直接 Creative Cloud ベースのストレージに自動保存できるため、セキュリ
ティで保護されたアクセス可能なストレージ環境にプロジェクトのバックアップを保存できます。
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ページの先頭へ

環境設定ダイアログで「自動保存」を選択し、「バックアッププロジェクトを Creative Cloud に保存」を選
択します。
Premiere Pro でプロジェクトが自動保存されると、Creative Cloud オンラインストレージに「Adobe
Premiere Pro Auto-Save」という名前のディレクトリが作成されます。すべてのバックアッププロジェクトが
「Adobe Premiere Pro Auto-Save」ディレクトリに保存されます。
Creative Cloud デスクトップアプリケーションのファイルタブから、バックアップしたプロジェクトにアクセ
スできます。また、Web サイトで Creative Cloud アカウントを使用してファイルにアクセスすることもでき
ます。

設定の同期を移行

Premiere Pro CC のメジャーバージョンごとにそのバージョンの設定ファイルのコピーがあります。例え
ば、Premiere Pro CC 7.x では設定ファイルの保存に「7.0」ディレクトリを使用し、2014 バージョンの
Premiere Pro CC では「8.0」ディレクトリを使用します。
最新バージョンの 7.x バージョンの Premiere Pro CC から バージョンにアップグレードする場合、設定の同
期が自動的に新しいバージョンに移行されます。
スタート画面の「設定を同期」または「別のアカウントの設定を使用」を選択するか、ファイル／［お客様の
Adobe ID］メニューから「今すぐ同期」または「別のアカウントの設定を使用」を選択します。「7.0」ディ
レクトリのすべて設定ファイルが自動的に「8.0」ディレクトリにコピーされます。

重要事項：
最初に設定を同期した後にのみ、「8.0」ディレクトリが Creative Cloud サーバー上に作
成されます。最初に設定を同期する場合、「7.0」ディレクトリのすべての設定を「8.0」
ディレクトリにコピーするため、同期に時間がかかることに注意してください。
新しいキーボードショートカットやワークスペースなどのローカル設定をカスタマイズす
る前に、1 台のコンピューター上で一度以上、設定を同期します。これを行うと、以前の
バージョンからの設定の自動移行中に設定が失われることがありません。
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アプリケーション間のワークフロー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

クリップのオリジナルのアプリケーションでの編集
After Effects と Premiere Pro の間でのコピーとペースト
Photoshop と Premiere Pro の操作
SpeedGrade と Premiere Pro の操作
Adobe Story および Premiere Pro の操作
Encore と Premiere Pro の操作
Apple Final Cut Pro と Adobe Premiere Pro の操作
Avid Media Composer と Adobe Premiere Pro の操作

Premiere Pro プロジェクトで利用されているアセットは、他の各種 Adobe アプリケーションを使用して機能
拡張したり変更したりできます。また、他のアプリケーションで開始したプロジェクトを Premiere Pro で編
集することもできます。

クリップのオリジナルのアプリケーションでの編集

Premiere Pro の「オリジナルを編集」コマンドでは、ファイルの種類に関連付けられているアプリケーション
でクリップが開かれます。関連付けられているアプリケーションでクリップを編集すると、Premiere Pro は
ファイルを置換せずに、変更内容を自動的に現在のプロジェクトに組み込みます。同様に、Adobe After
Effects など、ほかのアプリケーションに配置した Premiere Pro シーケンスをそれらのアプリケーションの
「オリジナルを編集」コマンドで開くことができます。

1. プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルでクリップを選択します。

2. 編集／オリジナルを編集を選択します。

「オリジナルを編集」コマンドに必要なデータとともに、Premiere Pro からムービー
を書き出すことができます。ムービー書き出し設定ダイアログボックスで、埋め込み
オプションメニューから「プロジェクト」を選択します。

After Effects と Premiere Pro の間でのコピーとペースト

After Effects のタイムラインパネルから、オーディオまたは平面を含むビデオ映像のアイ
テムを基にしたレイヤーをコピーして、Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルに
ペーストできます。
Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルから、アセット（トラック内のアイテム）を
コピーして、After Effects のタイムラインパネルにペーストできます。
After Effects と Adobe Premiere Pro のどちらからでも、もう一方のプロジェクトパネル
にフッテージアイテムをコピー＆ペーストすることができます。
注意：ただし、After Effects のプロジェクトパネルから Adobe Premiere Pro のタイムラ
インパネルにフッテージアイテムをペーストすることはできません。

Adobe Premiere Pro のプロジェクトからすべてのクリップまたはシーケンス単位で処理したい場合は、「読
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み込み」コマンドを使用してプロジェクトを After Effects に読み込みます。

Adobe Dynamic Link を使用すると、レンダリングせずに、After Effects の新規または既存のコンポジショ
ンと Adobe Premiere Pro との間にダイナミックリンクを作成できます詳しくは、Adobe Dynamic Link を
参照してください。
 

After Effects から Adobe Premiere Pro へのコピー

After Effects のコンポジションからフッテージアイテムを基にしたレイヤーをコピーして、Adobe Premiere
Pro のシーケンスにペーストできます。Adobe Premiere Pro では、これらのレイヤーはシーケンス内のク
リップに変換され、ソースフッテージがプロジェクトパネルにコピーされます。レイヤーに Adobe Premiere
Pro でも使用されているエフェクトが含まれている場合、Adobe Premiere Pro はエフェクトとそのすべての
設定およびキーフレームを継承します。
ネスト化されたコンポジション、Photoshop レイヤー、平面レイヤーおよびオーディオレイヤーをコピーする
こともできます。Adobe Premiere Pro では、ネスト化されたコンポジションはネストされたシーケンスに、
平面レイヤーはカラーマットに変換されます。シェイプ、テキスト、カメラ、ライトまたは調整レイヤーを
Adobe Premiere Pro にコピーすることはできません。

1. Adobe Premiere Pro を起動します（After Effects でレイヤーをコピーする前に Adobe
Premiere Pro を起動する必要があります）。

2. After Effects のタイムラインパネルでレイヤー（複数可）を選択します。

After Effects で時間軸上で重なっていない複数のレイヤーを選択しコピーした場
合、レイヤーは Adobe Premiere Pro では同じトラックに配置されます。一方、After
Effects でレイヤーが重なっている場合、Adobe Premiere Pro では、選択した順序に従っ
てトラックに配置されます。各レイヤーは別々のトラックに配置され、最後に選択したレ
イヤーがトラック 1 に表示されます。例えば、前面から背面へ順にレイヤーを選択した
場合、Adobe Premiere Pro では逆の順序で表示され、最も背面のレイヤーがトラック 1
に表示されます。

3. 編集／コピーを選択します。

4. Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルでシーケンスを開きます。

5. 現在の時間インジケーターを目的の位置に移動し、編集／ペースト、または編集／イン
サートペーストを選択します。

Premiere Pro へのペーストの結果

Adobe Premiere Pro のシーケンスにレイヤーをペーストする場合、コピーされたレイヤーに含まれるキーフ
レーム、エフェクトおよびその他のプロパティは、次のように変換されます。

After
Effects
のアイ
テム

Adobe Premiere Pro
で変換されたアイテ
ム

注意

オー
ディオ
レベル
プロパ
ティ

チャンネルボリュー
ムエフェクト

描画 Adobe Premiere Pro
でサポートされる描
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モード
画モードに変換

エフェ
クトプ
ロパ
ティと
キーフ
レーム

エフェクトプロパ
ティとキーフレーム
（エフェクトが
Adobe Premiere Pro
にも存在する場合）

Adobe Premiere Pro では、サポートされていないエ
フェクトはエフェクトコントロールパネルにオフライ
ンとしてリスト表示されます。After Effects のエフェ
クト名と Adobe Premiere Pro のエフェクト名が同じ
場合がありますが、実際には異なるエフェクトなの
で、これらは変換されません。

エクス
プレッ
ション

変換されません

レイ
ヤー
マー
カー

クリップマーカー

マスク
とマッ
ト

変換されません

ステレ
オミキ
サーエ
フェク
ト

チャンネルボリュー
ムエフェクト

タイム
リマッ
ププロ
パティ

タイムリマップエ
フェクト

時間伸
縮プロ
パティ

速度プロパティ 速度と時間伸縮は反比例します。例えば、After
Effects での 200 ％の伸縮は Adobe Premiere Pro では
50 ％の速度に変換されます。

トラン
ス
フォー
ムプロ
パティ
の値と
キーフ
レーム

モーションまたは不
透明度の値とキーフ
レーム

ベジェ、自動ベジェ、連続ベジェまたは停止などの
キーフレームの種類は保持されます。

R3D
ソース
ファイ
ル用の
ソース
設定

R3D ソースファイ
ル用のソース設定

Adobe Premiere Pro から After Effects へのコピー

Adobe Premiere Pro のシーケンスからビデオまたはオーディオアセットをコピーして、After Effects のコンポ
ジションにペーストできます。After Effects ではアセットがレイヤーに変換され、ソースフッテージのアイテ
ムがプロジェクトパネルにコピーされます。アセットに After Effects でも使用されているエフェクトが含まれ
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ている場合、After Effects はエフェクトとそのすべての設定およびキーフレームを変換します。
カラーマット、静止画、ネストされたシーケンスおよびオフラインファイルもコピーできます。After Effects
では、カラーマットは平面レイヤーに、ネストされたシーケンスはネスト化されたコンポジションに変換され
ます。Photoshop の静止画を After Effects にコピーした場合、After Effects では Photoshop のレイヤー情報
が保持されます。After Effects に Adobe Premiere Pro タイトルをペーストすることはできませんが、Adobe
Premiere Pro のタイトルから属性のあるテキストを After Effects にペーストすることはできます。

1. Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルでアセットを選択します。

2. 編集／コピーを選択します。

3. After Effects のタイムラインパネルでコンポジションを開きます。

4. タイムラインパネルがアクティブになっている状態で、編集／ペーストを選択します。ア
セットがタイムラインパネルの最上層のレイヤーとして表示されます。

アセットを現在の時間インジケーターの位置にペーストするには、現在の時間イ
ンジケーターの位置を合わせ、Ctrl + Alt + V キー（Windows）または Command +
Option+V キー（Mac OS）を押します。

After Effects でのペーストの結果

After Effects のコンポジションにアセットをペーストする場合、コピーされたアセットに含まれるキーフレー
ム、エフェクトおよびその他のプロパティは、次のように変換されます。

Adobe
Premiere Pro
のアセット

After Effects で変換
されたアイテム

注意

オーディオト
ラック

オーディオレイヤー 5.1 サラウンドまたは 16 ビットを超えるオー
ディオトラックはサポートされていません。
モノラルおよびステレオオーディオトラック
はレイヤーとして読み込まれます。

カラーバー＆
トーン

変換されません

描画モード 変換されます

クリップマー
カー

レイヤーマーカー

カラーマット 平面レイヤー

クロップエ
フェクト

マスクレイヤー

フレームの保
持

タイムリマッププロ
パティ

モーションま
たは不透明度
の値とキーフ
レーム

トランスフォームプ
ロパティの値とキー
フレーム

ベジェ、自動ベジェ、連続ベジェまたは停止
などのキーフレームの種類は保持されます。

シーケンス
マーカー

新規平面レイヤー上
のマーカー

シーケンスマーカーをコピーするには、シー
ケンス自体をコピーするか、または Adobe
Premiere Pro のプロジェクト全体をコンポジ
ションとして読み込む必要があります。
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速度プロパ
ティ

時間伸縮プロパティ 速度と時間伸縮は反比例します。例え
ば、Adobe Premiere Pro での 50 ％の速度は
After Effects では 200 ％の伸縮に変換されま
す。

タイムリマッ
プエフェクト

タイムリマッププロ
パティ

タイトル 変換されません

カウントダウ
ンマーク

変換されません

ビデオとオー
ディオのトラ
ンジション

クロスディゾルブの
み不透明度キーフ
レームまたは平面レ
イヤー

ビデオエフェ
クトプロパ
ティとキーフ
レーム

エフェクトプロパ
ティとキーフレーム
（エフェクトが After
Effects にも存在する
場合）

After Effects では、サポートされていないエ
フェクトはエフェクトコントロールパネルに
表示されません。

ボリュームお
よびチャンネ
ルボリューム
オーディオエ
フェクト

ステレオミキサーエ
フェクト

その他のオーディオエフェクトは変換されま
せん。

R3D ソース
ファイル用の
ソース設定

R3D ソースファイル
用のソース設定

Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込む際は、Premiere Pro から After Effects にコピー
する場合と同様の方法で機能の変換が行われます。

Photoshop と Premiere Pro の操作

Photoshop を使用して静止画を作成した後、その静止画を Premiere Pro で変更することができます。画像全
体や、任意のレイヤーをアニメーション化することも可能です。
また、ビデオの各フレームや画像シーケンスのファイルも Photoshop で編集できます。さらに、Photoshop
の各種のツールを使用してビデオの編集やペイント作業を行う以外にも、エフェクト、マスク、変形、レイ
ヤースタイルおよび描画モードを適用することができます。コピースタンプツール、パターンスタンプツー
ル、修復ブラシまたはスポット修復ブラシを使用してペイントしたり、パッチツールを使用してビデオフレー
ムを編集することもできます。
Photoshop でコピースタンプツールを使用すると、ビデオレイヤーからフレームをサンプリングし、サンプリ
ングしたソースを別のフレームにペイントできます。別のターゲットフレームに移動すると、最初にサンプリ
ングしたフレームに合わせてソースフレームが変更されます。
編集作業が終わったら、ビデオを PSD ファイルとして保存したり、QuickTime ムービーまたは静止画シーケ
ンスとしてレンダリングすることができます。編集されたビデオを Premiere Pro で再び読み込み、さらに編
集を続けることも可能です。
Premiere Pro を使用してムービーを作成している場合、Photoshop を使用して、そのムービーを構成する
個々のフレームを調整できます。Photoshop をすると、次のことができるようになります。
必要のない視覚的な要素を削除する。
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個々のフレームを描画する。
優れた選択ツールとマスキングツールを使用して、アニメーションや合成の目的でフレー
ムを要素に分割する。

Premiere Pro および Photoshop でのワークフローのビデオチュートリアル

このチュートリアルでは、Photoshop でビデオ編集用のグラフィックコンテンツおよび写
真コンテンツを非常に簡単に生成する方法を学習します。
ビデオプロジェクトで、統合されていない Photoshop ファイルを処理する方法を学習する
には、このチュートリアルをご覧ください。
このビデオチュートリアルでは、Photoshop ファイルを Premiere Pro に読み込み、個々
のレイヤーにアクセスして特定のアニメーションやエフェクトを処理する方法について説
明します。

具体的なタスクでのメリット

Premiere Pro の長所は、様々なビデオ編集機能が豊富に用意されている点です。これらの機能を使用する
と、Photoshop ファイルをビデオクリップ、オーディオクリップおよびほかのアセットと結合することができ
ます。例えば、Photoshop ファイルをタイトル、グラフィックおよびマスクとして使用できます。
一方、Photoshop には、ペイントツール、ドローツールおよび画像中の各部の選択ツールなど、優れたツール
があります。Photoshop のクイック選択ツールやマグネット選択ツールにより、簡単に複雑な形状からマスク
を作成することができます。Premiere Pro を使用してマスクを手作業で描画するよりも、同じ作業を
Photoshop で処理する方が効率的です。同様に、画像中のゴミを取り除く目的でペイントストロークを手作業
で適用したい場合も、Photoshop のペイントツールの方が便利です。
Photoshop Extended のアニメーション機能およびビデオ機能には、キーフレームベースの簡単なアニメー
ションが用意されています。ただし、Premiere Pro には、様々なプロパティに対する豊富なキーフレームコン
トロールが備わっています。

静止画像の交換

Premiere Pro では数多くのファイル形式で静止画像の読み込みと書き出しが可能です。Photoshop から
Premiere Pro に個々のフレームや静止画像のシーケンスを交換するときは、最高の柔軟性を得られるように
Photoshop ネイティブの PSD 形式を使用します。
Premiere Pro に PSD ファイルを読み込むときには、レイヤーを統合した画像として読み込むか、レイヤーを
保持したまま読み込むかを選択できます。
先に Photoshop で静止画像を作成しておき、それを Premiere Pro に読み込むことをお勧めします。このよう
な準備作業の例としては、カラー補正、画像サイズの調整、画像の切り抜きなどがあります。Premiere Pro で
は、プレビューまたは最終出力の各フレームがレンダリングされるため、1 秒間分の個々のフレームに対し
て、同じ操作を何度も繰り返す必要が出てきます。そのため、ソース画像の変更は Photoshop で行うほうが
適切な場合があります。
Photoshop で、特定の種類のビデオ出力用に正しく設定された PSD ドキュメントを作成することができま
す。作成するには、新規ファイルダイアログボックスから、「フィルムとビデオ」プリセットを選択しま
す。Premiere Pro で、コンポジションとシーケンスの設定に適した PSD ドキュメントを作成できます。ファ
イル／新規／Photoshop ファイルを選択します。

ムービーの交換

PSD ビデオファイルを Photoshop との間で交換することはなくなりましたが、Photoshop からムービーを直
接レンダリングしてそれを Premiere Pro で再び読み込むことができます。例えば、Photoshop で QuickTime
ムービーを作成し、Premiere Pro で読み込むことが可能です。

カラー
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Premiere Pro では、カラーが内部的に RGB（赤、緑、青）カラーパレットで扱われます。Photoshop で作成
したビデオクリップを Premiere Pro で編集する場合、RGB を使用してビデオクリップを作成してください。
最終的なムービーを放送用に使用する場合は、その画像のカラーがブロードキャストセーフであることを
Photoshop で確認しておくことをお勧めします。確認方法としては、Photoshop で SDTV NTSC もしくは
HDTV（Rec.601）などの適切な出力先カラースペースをドキュメントに割り当てると便利です。

Photoshop ファイルの作成と編集

Premiere Pro プロジェクトのピクセルとフレーム縦横比の設定を自動的に継承する Photoshop 静止画ファイ
ルを作成できます。また、Premiere Pro プロジェクトの静止画ファイルを Photoshop で編集することもでき
ます。

プロジェクトでの Photoshop ファイルの作成

ファイル／新規／Photoshop ファイルを選択します。

Photoshop が起動され、新しい空の静止画が表示されます。ピクセルサイズはプロジェク
トのビデオフレームサイズと同じ（標準的なサイズを使用している場合）で、イメージガ
イドはプロジェクトのタイトルセーフエリアおよびアクションセーフエリアを表します。

Photoshop での静止画ファイルの編集

プロジェクトでは、Adobe Photoshop がサポートするほとんどの形式の画像ファイルを開くことができま
す。Premiere Pro は、CMYK または LAB カラー形式のファイルを読み込みません。

1. プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで静止画クリップを選択します。

2. 編集／Adobe Photoshop で編集を選択します。

ファイルが Photoshop で開かれます。ファイルを保存すると、変更内容が Premiere Pro
プロジェクトに反映されます。

SpeedGrade と Premiere Pro の操作

Adobe SpeedGrade は、フッテージ用の高度なカラーグレーディング機能を提供するカラーグレーディングア
プリケーションです。
Direct Link 機能を使用して、SpeedGrade で直接 Premiere Pro プロジェクトにカラーグレーディングを適用
できます。または、ラウンドトリップワークフローを使用して、カラーグレーディングのために Premiere Pro
から SpeedGrade へビデオシーケンスを、Premiere Pro に戻すことができます。
詳しくは、Premiere Pro と SpeedGrade の間の Direct Link ワークフローを参照してください。

Adobe Story および Premiere Pro の操作

Premiere Pro CC の Adobe Story パネルでは、Adobe Story で作成されたスクリプトを関連メタデータと一緒
に書き出し、編集をガイドすることができます。
Adobe Story パネルから、Story アカウントを持つすべてのスクリプトにアクセスできます。
Premiere Pro 内で Adobe Story パネルを開くには、ウィンドウ／Adobe Story を選択します。
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作業中に特定のシーン、場所、会話、および文字に素早く移動できます。また、次の手順を実行して、Adobe
Story シーンを Premiere Pro 内のクリップに直接追加することもできます：

1. ウィンドウ／Adobe Story を選択し、Premiere Pro 内で Adobe Story パネルを開きま
す。

2. Adobe Story パネルから追加するシーンをドラッグし、プロジェクトパネルで目的のク
リップにドロップします。

Adobe Story のすべての機能の概要について詳しくは、このビデオを参照してください。

Encore と Premiere Pro の操作

Adobe Encore CS6 と Adobe Premiere Pro を使用して、1 つのシーケンスを DVD や Blu-ray ディスクに書き
出すことができます。プロジェクト内の各シーケンスを別々の DVD や Blu-ray ディスクに書き出すことがで
きます。まず、ディスクに書き出したいコンテンツをすべてシーケンスに追加します。シーケンスの編集が完
了したら、次の操作を行います。

Encore CS6 を Premiere Pro CC と一緒に使用するには、次の資料を参照してください：
Premiere Pro CC と Encore CS6 のインストール
Encore CS6 と Premiere Pro CC の使用
Encore CS6 は Creative Cloud と一緒にインストールされない

Encore チャプターマーカーの追加

Encore チャプターマーカーは、Adobe Premiere Pro のシーケンスに追加できます。Encore チャプターマー
カーをシーケンスとともに Encore に送信できます。
Encore でオートプレイ DVD を作成する場合、Encore チャプターマーカーはシーンマーカーになります。こ
の場合、DVD の再生時にリモコンの前へ戻るボタンや次へ進むボタンを押すと、前後のシーンマーカーに
ジャンプします。メニュー付きの DVD または Blu-ray ディスクを作成する場合、メニューのシーンボタンを
Encore チャプターマーカーにリンクできます。

Encore に送信または MPEG-2 ファイルに送信

シーケンス全体、またはシーケンスの任意の部分を Adobe Premiere Pro から Encore に送信できます。その
後、Encore を使用して、シーケンスをメニューなしの DVD に直接書き出したり、書き出す前にメニューやボ
タンを追加することができます。Encore を使用すると、次のことができるようになります。

プロジェクトをディスクに書き出す
プロジェクトを DVD イメージファイルに保存する
プロジェクトを 一連の DVD フォルダーに保存する
プロジェクトを DLT テープ上の DVD マスターファイルに保存する
プロジェクトを Web ページへの掲載用に SWF ファイルに書き出す

また、MPEG2-DVD 形式を使用して、DVD 規格に準拠した MPEG-2 ファイルを Adobe Premiere Pro から書
き出すこともできます。MPEG2 ファイルはほとんどの DVD オーサリングアプリケーションで使用できま
す。
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メニューテンプレートの選択

Encore のテンプレートは、あらかじめデザインされたメニューテンプレートで、さまざまなスタイルが用意
されています。テンプレートのボタンは、シーケンスに配置されたチャプターマーカーに自動的にリンクされ
ます。Encore は、1 つのシーケンスに設定されたすべてのチャプターマーカーに対応できるように、必要に
応じて、追加のサブメニューを作成します。

オートプレイ DVD にはメニューがありません。オートプレイ DVD の場合はテンプレートを選択しな
いでください。

メニューテンプレートのカスタマイズ

Encore を使用して、タイトルの編集、グラフィックの変更または背景用ビデオの追加を行うことができま
す。また「モーションボタン」オプションを設定すると、ボタンのサムネールをビデオ化して使用することが
できます。

ディスクのプレビュー

各機能の動作や DVD または Blu-ray ディスクのメニューの表示を、DVD をプレビューウィンドウで確認しま
す。

ディスクに書き込む

コンピューターに DVD ライターまたは Blu-ray ディスクライターが接続されていれば、コンテンツをディス
クに書き出すことができます。コンピューターのハードディスクから再生できるように、エンコードしたファ
イルをフォルダーに保存することもできます。また、ISO イメージで保存して、そのままの形式で配布した
り、DVD に書き出すことができます。

Encore は、DVD ビデオ形式に準拠した DVD を作成します。データ DVD やオーディオ DVD は作成
できません。

Apple Final Cut Pro と Adobe Premiere Pro の操作

Final Cut Pro プロジェクトの XML ファイルを Premiere Pro に読み込むことができます。詳しくは、Final
Cut Pro からの XML プロジェクトファイルの読み込みを参照してください。Premiere Pro プロジェクトの
ファイルを Final Cut Pro の XML ファイルとして書き出すことができます。
詳しくは、Final Cut Pro プロジェクトの XML ファイルへの書き出しを参照してください。
Final Cut Pro と Premiere Pro の間で可能なワークフローについては、他のノンリニア編集ツールを使用した
オープンワークフローを参照してください。
XML プロジェクトを使用して Final Cut Pro と Premiere Pro の間で情報を交換する方法について、Joost van
der Hoeven によるビデオチュートリアルがアドビ システムズ社の Web サイトで公開されています。

Premiere Pro および Final Cut Pro 7（およびそれ以前）では、ファイル交換のために Final Cut Pro XML
ファイルを共有できます。Final Cut Pro X と Premiere Pro の間で情報を交換するには、「Xto7」という
サードパーティ製ツールを使用できます。このツールの使用について詳しくは、ここを参照してくださ
い。

Final Cut Pro から Premiere Pro への簡単な移行に関するドキュメントについては、このページを参照してく
ださい。
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Premiere Pro から書き出した XML ファイルは、いくつかのバージョンの Final Cut Express に読み込
むこともできます。

Avid Media Composer と Adobe Premiere Pro の操作

Premiere Pro と Avid Media Composer の間で可能なワークフローについて詳しくは、他のノンリニア編集
ツールを使用したオープンワークフローを参照してください。
Maxim Jago による このビデオチュートリアルでは、Avid Media Composer を使用したラウンドトリップの
ワークフローについて解説しています。

関連トピック
静止画像の書き出し
ファイルの転送と読み込み
DVD 用のコンテンツのキャプチャ
非テープ方式の形式のアセットの読み込み
DVD または Blu-ray ディスクへの書き出し
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Adobe Dynamic Link
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Dynamic Link について
Dynamic Link のパフォーマンス
Dynamic Link を使用した After Effects コンポジションの作成とリンク
動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する
After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する
Premiere Pro 内のクリップからの After Effects コンポジションの作成
オフラインコンポジションと Dynamic Link

Dynamic Link について

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

Dynamic Link のパフォーマンス

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

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

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

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

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

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

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

1. コンポジションに置き換えるクリップをシーケンス内で選択します。

2. 選択したクリップを右クリックします。

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

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

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

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

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

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

既存コンポジションへのリンク

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

次のいずれかの操作を行います。

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

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

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

動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する

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

After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する

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

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

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

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

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

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

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

1. コンポジションに置き換えるクリップをシーケンス内で選択します。

2. 選択したクリップを右クリックします。

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

オフラインコンポジションと Dynamic Link

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

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

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

ダイナミックリンクコンポジションのオフライン化

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

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

2. プロジェクト／オフラインにするを選択します。

ダイナミックリンクコンポジションの再リンク

Adobe Premiere Pro でコンポジションを右クリックし、メディアをリンクを選択します。表示されるダイアログボックスで、After Effects プロ
ジェクトを選択します。Adobe Premiere Pro で自動的にコンポジションが再リンクされます。
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Premiere Pro と SpeedGrade の間の Direct Link ワークフロー
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Direct Link について
Direct Link で Premiere Pro シーケンスの編集またはカラー調整を行う
Premiere Pro プロジェクトを SpeedGrade で直接開く
Direct Link モードでの制限事項
ビデオチュートリアル

Direct Link について

Direct Link ワークフローは、Premiere Pro CC と SpeedGrade CC の間の編集とカラー調整が統合されたワー
クフローです。

以前は、SpeedGrade を使用して Premiere Pro からフッテージのカラー調整を行うために、DPX 静止画像
シーケンスまたは Edit Decision List（EDL）のいずれかでシーケンスをレンダリングして SpeedGrade に書
き出していました。SpeedGrade でのカラー補整が完了したら、これらのプロジェクトを高度な編集のために
独立したビデオファイルとして Premiere Pro に書き出していました。 

Direct Link を使用すると、このワークフローを迅速に、効率的に行えます。Direct Link では、Mercury
Playback Engine の機能を利用して、Premiere Pro プロジェクトを直接 SpeedGrade に送信して開くことが
できます。SpeedGrade で Premiere Pro シーケンスのカラー調整を行い、数回のクリックで Premiere Pro に
返送することができます。

Direct Link を使用する際に最適なパフォーマンスを得るには、Windows の GPU アクセラレーションに対
応する NVIDIA CUDA グラフィックカードを使用します。Adobe 認定の NVIDIA グラフィックカードにつ
いて詳しくは、必要システム構成を参照してください。

Direct Link で Premiere Pro シーケンスの編集またはカラー調整を行う

Direct Link のワークフローでは、レンダリングや最適化などの時間のかかる複雑な作業を行うことなく、編集
とカラー調整の間で Premiere Pro プロジェクトを往復できます。

Premiere Pro を使用してカラー補正を行ったプロジェクトを Direct Link を使用して Speedgrade に送信する
場合、Speedgrade にカスタム Lumetri カラーレイヤーが表示されます。このレイヤーには 1 つのレイヤーで
プロジェクトに対して行ったすべてのカラーの変更がカスタムコントロールなしで反映されます。必要に応じ
て、この機能のオンとオフを切り替えることができます。

105



注意：

Premiere Pro と SpeedGrade の Direct Link のワークフロー

手順 1：Premiere Pro シーケンスを選択します
カラー調整を行う Premiere Pro シーケンスを選択します。

Timeline パネルまたは Project パネルからシーケンスを選択してください。 

手順 2：Direct Link を使用して、シーケンスを SpeedGrade に送信します。
Direct Link を使用すると、Premiere Pro プロジェクトを書き出すことなく、プロジェクトを直接
SpeedGrade に送信して開くことができます。
Direct Link を使用するには、ファイル／Adobe SpeedGrade への Direct Link を選択します。

手順 3：SpeedGrade でシーケンスを選択して開きます。
Direct Link のワークフローを選択した場合、Premiere Pro で、Premiere Pro でのプロジェクトへの変更を保
存し、SpeedGrade で開くかどうかを確認するメッセージが表示されます。「はい」をクリックします。

手順 4：選択したシーケンスを SpeedGrade で開きます
Premiere Pro が閉じられ、SpeedGrade のタイムラインでシーケンスが開かれます。タイムラインでは
Premiere Pro と同じ使い慣れたトラックレイアウトを使用します。
SpeedGrade のタイムラインには、すべてのクリップ編集ポイント、トランシジョン、およびレイヤーを表示
できます。

SpeedGrade のプロジェクトタイムライン
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手順 5：カラー調整ツールとマスクツールを使用して、シーケンスのカラー調整を行います。
SpeedGrade では、Look やマスクを使用して、シーケンスのカラー調整を行えます。SpeedGrade で適用し
た Look は、Premiere Pro で再びシーケンスを開いたときに、Lumetri プリセットとして表示されます。
Premiere Pro で Lumetri Look が既に適用されている場合、SpeedGrade タイムラインで使用できます。ここ
では、パラメーターを調整できます。

A. Premiere Pro プロジェクトのシーケンス B. SpeedGrade でカラー調整された Premiere Pro シーケンス 

Direct Link のワークフローは、SpeedGrade でカラー補正やカラー調整のタスクにフォーカスできるように設
計されました。このフォーカスのために、SpeedGrade の「Color」タブと「Look」タブが Direct Link モード
で使用可能です。詳しくは、Direct Link ワークフローでの制限事項を参照してください。

手順 6：カラー調整されたシーケンスを、編集のために Premiere Pro に送信します
SpeedGrade でのシーケンスのカラー調整が完了したら、最終出力やさらなる編集のために Premiere Pro で
シーケンスを保存して再び開きます。
SpeedGrade ユーザーインターフェイスの左上にある「Direct Link to Adobe Premiere Pro」アイコンをク
リックします。

カラー調整されたシーケンスが、Premiere Pro ですべてのカラー調整が完全な状態で開かれます。
SpeedGrade で適用されたカラー調整とマスクは、Premiere Pro で Lumetri エフェクトとして表示されま
す。Premiere Pro では、Effects Controls パネルを使用して、調整レイヤーごとに、クリップごとに、Lumetri
エフェクトを個別にオンまたはオフにすることができます。
編集を続行するか、Premiere Pro での最終出力のためにシーケンスを書き出します。
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注意：

注意：

Premiere Pro プロジェクトを SpeedGrade で直接開く

ネイティブ Premiere Pro プロジェクトを SpeedGrade で直接開き、カラー調整の変更を適用し、Premiere
Pro でプロジェクトを再び開くことができます。
SpeedGrade のスタートアップスクリーンでは、次のことを行えます。
最近アクセスした Premiere Pro プロジェクト（.pproj）を開く
Premiere Pro プロジェクト（.pproj）を開く
SpeedGrade プロジェクト（.IRCP）を作成する

Premiere Pro プロジェクトを開くと、Sequence Importer ダイアログが開かれ、プロジェクトに含まれている
すべてのシーケンスが表示されます。開くシーケンスを選択します。

SpeedGrade では複数の Premiere Pro シーケンスを同時に開くことはできません。

SpeedGrade では、一次または二次カラー補正を適用し、Look およびマスクを適用し、必要なすべてのカ
ラー調整を実行できます。

SpeedGrade（.IRCP）プロジェクトを再び Premiere Pro に送信することはできません。Direct Link
を使用するには、Premiere Pro プロジェクト（.pproj）で開始します。

要点：
SpeedGrade から Premiere Pro の調整レイヤーを表示して調整したり、シーケンスに適
用したあらゆるトランジションを表示したりできます。
SpeedGrade で適用したカラー調整はすべて、自動的に Premiere Pro で使用できま
す。.look ファイルを書き出す必要はありません。

オフラインメディアの操作

SpeedGrade で不明なメディアファイルのある Premiere Pro プロジェクトを開くとき、Premiere Pro でのよ
うにオフラインメディアをリンクしたり配置したりはできません。
オフラインメディアを再リンクするには、プロジェクトを Premiere Pro に戻す必要があります。

After Effects コンポジションの操作

After Effects コンポジションを Premiere Pro プロジェクトで使用するには、次のいくつかの方法がありま
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映画のようなビデオを作成する方法
Direct Linkを使ってプロジェクトをSpeedGradeへ書
き出し後に読み込み、総合的なカラーグレーディン
グおよびプリセットのフィルムストックやカメラの
見た目を適用する方法を学びます。

す。
Premiere Pro のクリップを After Effects コンポジションに置き換える
Adobe Dynamic Link を使用して After Effects コンポジションにリンクする
After Effects コンポジション（AEP ファイル）を Premiere Pro プロジェクトに読み込む

どの方法を使用する場合でも、After Effects コンポジションが含まれている Premiere Pro シーケンスを
SpeedGrade で直接開くことができます。SpeedGrade ではシーケンスが Direct Link モードで開かれるた
め、Premiere Pro シーケンスのカラー調整と同様にコンポジションのカラー調整を行うことができます。

Direct Link モードでの制限事項

Direct Link のワークフローは、SpeedGrade でのカラー補正やカラー調整のワークフローのみにフォーカスす
るように設計されました。
このフォーカスによって、Direct Link モードで SpeedGrade を使用している場合、検討すべきことがいくつ
かあります。

Direct Link モードの使用中は、自動保存機能がオフになります。
Direct Link を使用するには、Premiere Pro プロジェクト（.pproj）で開始します。Direct
Link モードでは SpeedGrade プロジェクト（.IRCP）を Premiere Pro に送信することは
できません。
Direct Link モードでは、SpeedGrade で Premiere Pro プロジェクトをレンダリングでき
ません。レンダリングするには、プロジェクトを再び Premiere Pro に戻します。した
がって、Direct Link を使用している場合は「Render」タブと「Results」タブを使用でき
ません。
SpeedGrade では一度に 1 つの Premiere Pro シーケンスのみを開くことができます。複
数のシーケンスを同時に開くことはできません。プロジェクト内の別のシーケンスを開く
には、SpeedGrade タイムラインの  をクリックして Sequence Importer ダイアログを
開きます。
Media Browser を起動してメディアから参照することはできないため、Direct Link を使用
している場合は「Media」タブを使用できません。
SpeedGrade で Premiere Pro シーケンスにクリップを追加することはできません。シー
ケンスを編集するには、プロジェクトを Premiere Pro に戻します。
オーディオの調整やパン & スキャン機能の使用もできません。したがって、Direct Link を
使用している場合は「Stereo 3D」タブ、「Audio」タブ、「Pan And Scan」タブを使用
できません。
Premiere Pro シーケンスにワープスタビライザーエフェクトを適用する場合、Direct Link
を使用してシーケンスを SpeedGrade に送信する前に、分析が完了していることを確認し
てください。そうでない場合は、エラーメッセージが表示されます。 

ビデオチュートリアル

109



  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

110

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


基本的なワークフロー
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編集を始める前に
編集の開始
プラットフォーム間での作業

ワークフローは、読み込みまたはキャプチャから最終的な出力に至る各ビデオ編集手順で構成されます。基本
的なワークフローでは、ほとんどのプロジェクトで実行する最も一般的な手順について説明します。P2 ワー
クフローやプラットフォーム間のワークフローなどの特殊なワークフローでは、各ワークフローに固有な設
定、バリエーションまたは事柄について説明します。
プロジェクトおよび最初のシーケンスを作成する前に制作ワークフロー全体を確認することで、その制作物に
適したように Adobe Premiere Pro を最適化することができます。また、制作物の特定手順における特別な
ニーズに備えることもできます。例えば、制作を開始する前に、フッテージのパラメーターを確認すること
で、制作物に最適なシーケンスプリセットを選択することができます。
コンピューターシステム、ワークフローおよび Premiere Pro を最短期間で最大限活用するための最適化に関
するリソースについては、After Effects 目標範囲（ROI）に関するこのブログ投稿を参照してください。
Adobe Premiere Pro を使用して、放送用、DVD 用、Web 用のいずれのビデオを編集する場合も、通常は、以
降に説明するようなワークフローに従います。基本的なワークフローの推奨チュートリアルを参照するには、
このページ下部までスクロールしてください。

編集を始める前に

Premiere Pro での編集を始めるには、編集するフッテージが必要です。自分でフッテージを撮影するか、他の
人が撮影したフッテージを使用します。グラフィックやオーディオファイルなどの作業もできます。
今後携わるであろう多くのプロジェクトで、スクリプト（台本）は不要かもしれません。それでも、特にドラ
マのプロジェクトなどでは、台本に基づいて作業したり台本を書いたりする必要が生じることも考えられま
す。台本書きや制作の詳細の整理には、Adobe Story が便利です。
撮影を進めながら録画を整理し、ログの注釈を付けることができます。また、撮影しながらフッテージを調整
およびモニターし、ドライブに直接保存することもできます。
ここで、留意していただきたい重要なポイントは、Adobe Premiere Pro での編集には、必ずしも Adobe
Story を使用する必要はないということです。台本を書き、セットのメモをとることは必須手順ではありませ
んが、プロジェクトを開始前に整理するためには役立ちます。

編集の開始

フッテージの用意ができたら、以下の手順に従って Premiere Pro での編集を開始します。

1. 新規プロジェクトの開始または既存のプロジェクトの使用

Premiere Pro のスタート画面から既存のプロジェクトを開くか、新規プロジェクトを開始します。
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新規プロジェクトを開始すると、新規プロジェクトダイアログが起動します。新規プロジェクトダイアログ
で、プロジェクトファイルの名前と場所、ビデオキャプチャ形式などのプロジェクトの設定を指定できます。
（詳しくは、プロジェクトの作成と変更を参照してください）。新規プロジェクトダイアログで設定を選択し
たら、「OK」をクリックします。
新規プロジェクトダイアログを閉じると、新規シーケンスダイアログが表示されます。フッテージの設定に一
致するシーケンスプリセットをこのダイアログで選択します。初めに、カメラの種類のフォルダーを開き、次
にフレームレートのフォルダーを開き（必要な場合）、プリセットをクリックします。ダイアログの一番下に
シーケンス名を入力して「OK」をクリックします。
シーケンスプリセットの選択について不明な点がある場合は、この FAQ エントリ「How do I choose the
right sequence settings?」を参照してください。
既存のプロジェクトを開くには、Premiere Pro のスタート画面の「最近使用したプロジェクトを開く」の下に
あるリンクの 1 つをクリックします。リンクをクリックすると、そのプロジェクトが起動します。

2. ビデオとオーディオのキャプチャおよび読み込み

ファイルベースのアセットの場合、メディアブラウザーを使用して、コンピューターソースから主なメディア
形式でファイルを読み込めます。キャプチャまたは読み込む各ファイルは、自動的にプロジェクトパネルにク
リップとして表示されます。
または、キャプチャパネルを使用して、フッテージをビデオカメラまたは VTR から直接キャプチャします。
適切なハードウェアを使用すると、VHS から HDTV など、ほかの形式にデジタル化してキャプチャすること
ができます。

Adobe Premiere Pro は、ビデオ、オーディオ、静止画など、様々なデジタルメディアを読み込むこともでき
ます。Premiere Pro は、Adobe® Illustrator® のアートワークや Photoshop® のレイヤーファイルも読み込む
ことができ、さらに After Effects® プロジェクトも変換できるため、様々なアプリケーションが利用可能な
シームレスで統合されたワークフローが実現できます。標準カラーバー、カラーマット、カウントダウンなど
の合成メディアを作成できます（詳しくは、キャプチャとデジタイズについてを参照してください）。
Adobe® Bridge を使用してメディアファイルを整理し、検索することもできます。その後、Adobe Bridge で
「配置」コマンドを使用して、ファイルを Premiere Pro に直接配置します。
プロジェクトパネルでは、フッテージにラベルを設定したり、カテゴリを設定したり、フッテージをビンにグ
ループ化したりして、複雑なプロジェクトを整理できます。複数のビンを個別のパネルに同時に開くことも、
ビンを別のビンの中に配置することもできます。また、プロジェクトパネルのアイコン表示を使用すれば、ク
リップをストーリーボード形式で配置して、シーケンスを視覚的に表示したり、すばやく組み立てることがで
きます。

オーディオのキャプチャまたは読み込みを行う前に、環境設定／オーディオ／初期設定のトラック形
式が目的のチャンネルフォーマットに適した設定になっているか確認してください。

3. シーケンスの組み立てと調整

ソースモニターを使用して、シーケンスにクリップを追加する前に、それぞれのクリップを表示したり、編集
ポイントを設定したり、ほかの重要なフレームにマーカーを付けることができます。マスタクリップを、独自
のインポイントとアウトポイントの付いた複数のサブクリップに分割することもできます。オーディオについ
ても、詳細な波形を表示させたり、オーディオのサンプルベースの精度で編集を行うことができます
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A：ソースモニター、B：プログラムモニター、C：タイムラインパネル

クリップをタイムラインパネルのシーケンスに追加するには、クリップをドラッグするか、ソースモニターの
インサートボタンまたは上書きボタンを使用します。クリップを自動的にシーケンスとして組み立てて、プロ
ジェクトパネルでの順番を反映した 1 つのシーケンスにすることもできます。編集したシーケンスは、プログ
ラムモニターで表示したり、接続したテレビモニターにフルスクリーンで最高品質で再生することができます
（タイムラインパネルおよびシーケンスへのクリップの追加を参照してください）。
シーケンスの微調整は、ツールパネルにある各種のツールや、コンテキストに応じて変わるツールを使用し
て、タイムラインパネルでクリップを操作することで行います。クリップ同士の間を微調整したければ、専用
のトリミングモニターを使用します。また、あるシーケンスを別のシーケンスの中でクリップとして使用し
て、シーケンスをネストさせれば、ほかの方法では実現できないような効果を生み出すことができます。

4. タイトルの追加

Premiere Pro のタイトル機能を使用すると、スタイリッシュな静止画タイトルや、タイトルロール、タイトル
クロールが作成でき、ビデオに簡単にスーパーインポーズすることができます。さまざまなタイトルテンプ
レートが用意されており、どれも必要に応じて自由に変更できます。またクリップの場合と同様に、シーケン
スのタイトルに対しても、編集を加えたり、フェードイン・フェードアウト、アニメート、エフェクトの適用
も行うことができます（タイトルの作成と編集を参照）。
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タイトル

5. トランジションとエフェクトの追加

エフェクトパネルには、シーケンスのクリップに適用できる各種のトランジションとエフェクトのリストがあ
ります。これらのエフェクトや、クリップの不透明度、モーション、および可変レートは、エフェクトコント
ロールパネルを使用して調整できます。エフェクトコントロールパネルでは、従来のキーフレームという方法
を使用してクリップのプロパティをアニメートすることもできます。トランジションを調整する場合、エフェ
クトコントロールパネルに表示されるコントロールは、それぞれのトランジションによって変わります。また
タイムラインパネルで、トランジション、およびクリップのエフェクトのキーフレームを表示および調整する
ことができます（詳しくは、トランジションの概要：トランジションの適用およびエフェクトのクリップへの
適用を参照してください）。

6. オーディオのミキシング

トラックベースでオーディオを調整する場合は、オーディオミキサーを使用します。オーディオトラックミキ
サーは、フェードとパンのスライダー、センドやエフェクトなど、フル機能のオーディオミキシングボードを
忠実に再現しています。Premiere Pro は調整内容をリアルタイムで保存します。サウンドカードが対応してい
れば、サウンドミキサーを通じてオーディオを録音したり、5.1 サラウンドサウンド用にオーディオをミキシ
ングすることができます詳しくは、オーディオトラックおよびクリップのミキシングを参照してください。

7. 書き出し

編集の終わったシーケンスは、テープ、DVD、Blu-ray ディスクまたはムービーファイルなど、自分の好きな
メディアで提供することができます。Adobe Media Encoder を使用すれば、対象とする視聴者に合わせ
て、MPEG-2、MPEG-4、FLV ファイルおよびほかのコーデックや形式の設定をカスタマイズすることができ
ます。詳しくは、書き出しの種類を参照してください。

プラットフォーム間での作業
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シーケンス設定

エフェクト

Adobe Media Encoder のプリセット

プレビューファイル

高ビット深度ファイル

プレビューのレンダリング

プロジェクトの作業は、様々なプラットフォームのコンピューターで行うことができます。例えば、Windows
で開始しても Mac OS で作業を続けることができます。ただし、異なるプラットフォーム間でプロジェクト
を移動すると、いくつかの機能が変わるので注意してください。

あるプラットフォームでプロジェクトを作成し、別のプラットフォームに移動できます。移
動先のプラットフォームに同等のシーケンス設定が存在する場合、Premiere Pro はその設定を適用します。例
えば、DV キャプチャおよびデバイスコントロール設定が含まれている DV プロジェクトを Windows で作成
します。そして、Mac OS でそのプロジェクトを開くと、Premiere Pro は Mac OS の適切な DV キャプチャ
およびデバイスコントロールの設定を適用します。プロジェクトを保存すると、これらの Mac OS の設定が
記録されます。その後、このプロジェクトを Windows で開くと、Premiere Pro はこれらの設定を Windows
の設定に変換します。

Mac OS で利用可能なビデオエフェクトは、すべて Windows でも利用できます。Mac OS で利用
できないエフェクトが含まれているプロジェクトを Mac OS で開いた場合、それらのエフェクトはオフライ
ンエフェクトとして表示されます。これらのエフェクトは、Premiere Pro ヘルプで「Windows のみ」と示さ
れています。オーディオエフェクトは、両方のプラットフォームですべて利用できます。またエフェクトのプ
リセットも、両方のプラットフォームで機能します（いずれかのプラットフォームで利用できないエフェクト
にプリセットが適用されている場合には機能しません）。

特定のプラットフォームで作成したプリセットは、別のプラット
フォームでは利用できません。

あるプラットフォームで作成したプレビューファイルは、別のプラットフォームでは利
用できません。プロジェクトを別のプラットフォームで開くと、Premiere Pro はプレビューファイルをレンダ
リングし直します。その後、そのプロジェクトを元のプラットフォームで開いた場合も、Premiere Pro はプレ
ビューファイルを再度レンダリングします。

10 bit 4:2:2 未圧縮ビデオ（v210）または 8 bit 4:2:2 未圧縮ビデオ（UYVU）が含まれ
ている Windows AVI ファイルは、Mac OS ではサポートされていません。

レンダリングされていない非ネイティブファイルの再生品質は、ネイティブプ
ラットフォームで再生した場合よりも低下します。例えば、AVI ファイルを Mac OS で再生する
と、Windows で再生した場合よりも品質が低下します。Premiere Pro は、非ネイティブファイルのプレ
ビューファイルを現在のプラットフォーム上でレンダリングします。Premiere Pro は、常にネイティブ形式で
プレビューファイルをレンダリングします。レンダリングが必要なファイルが含まれているセクションは、タ
イムライン上の赤いバーで示されます。
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Premiere Pro CC のキーボードショートカット

なるべくマウスで操作せずに作業できるように、多くのコマンドに
は、対応するキーボードショートカットが用意されています。新たな
キーボードショートカットを追加したり編集したりすることもできま
す。

ビデオ：キーボードショートカッ
ト
時間を節約できるキーボード
ショートカットを使用する方法
や、独自のキーボードショート
カットを作成する方法を学習しま
す。（7 分間）
 

ページの先頭へ

Premiere Pro CC のデフォルトのキーボードショートカット
キーボードショートカットの確認
キーボードショートカットのカスタマイズと読み込み
1 台のコンピューターから別のコンピューターへキーボードショートカットをコピーする
コマンドへの複数のキーボードショートカットの割り当て
ショートカットの削除
キーボードショートカットの印刷

Premiere Pro CC のデフォルトのキーボードショートカット

操作 Windows Mac OS

   ファイル   

      プロジェクト／プロダク
ション...

Ctrl + Alt + N Opt + Cmd + N

      シーケンス... Ctrl + N Cmd + N

      ビン  Cmd + /

      タイトル... Ctrl + T Cmd + T

      プロジェクトを開く／プ
ロダクション...

Ctrl + O Cmd + O

      Adobe Bridge で参照... Ctrl + Alt + O Opt + Cmd + O

      プロジェクトを閉じる Ctrl + Shift + W Shift + Cmd + W

      閉じる Ctrl + W Cmd + W

      保存 Ctrl + S Cmd + S

      別名で保存... Ctrl + Shift + S Shift + Cmd + S

      コピーを保存... Ctrl + Alt + S Opt + Cmd + S

      キャプチャ... F5 F5

      バッチキャプチャ... F6 F6

      メディアブラウザーから Ctrl + Alt + I Opt + Cmd + I
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読み込み
      読み込み... Ctrl + I Cmd + I

      書き出し   

         メディア... Ctrl + M Cmd + M

      プロパティ情報   

         選択... Ctrl + Shift + H Shift + Cmd + H

      終了 Ctrl + Q  

   編集   

      取り消し Ctrl + Z Cmd + Z

      やり直し Ctrl + Shift + Z Shift + Cmd + Z

      カット Ctrl + X Cmd + X

      コピー Ctrl + C Cmd + C

      ペースト Ctrl + V Cmd + V

      インサートペースト Ctrl + Shift + V Shift + Cmd + V

      属性のペースト Ctrl + Alt + V Opt + Cmd + V

      消去 Delete 前方削除
      リップル削除 Shift + Delete Shift + 前方削除
      複製 Ctrl + Shift + / Shift + Cmd + /

      すべてを選択 Ctrl + A Cmd + A

      すべてを選択解除 Ctrl + Shift + A Shift + Cmd + A

      検索... Ctrl + F Cmd + F

      オリジナルを編集 Ctrl + E Cmd + E

      キーボードショートカッ
ト Ctrl + Alt + K Command + Option + K

   クリップ   

      サブクリップを作成... Ctrl + U Command + U

      オーディオチャンネル... Shift + G Shift + G

      速度・デュレーション... Ctrl + R Cmd + R

      インサート , ,

      上書き . .

      有効 Shift + E Shift + Command + E

      リンク Ctrl + L Command + L

      グループ Ctrl + G Cmd + G

      グループ解除 Ctrl + Shift + G Shift + Cmd + G

   シーケンス   

      ワークエリアでエフェク
トを
      レンダリング

Enter Return

      マッチフレーム F F

      逆マッチフレーム Shift + R Shift + R

      編集点を追加 Ctrl + K Cmd + K

      編集点をすべてのトラッ
クに追加 Ctrl + Shift + K Shift + Cmd + K
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      トリミング編集 T T

      選択した編集点を再生
ヘッドまで
      再生ヘッド

E E

      ビデオトランジションを
適用 Ctrl + D Cmd + D

      オーディオトランジショ
ンを適用 Ctrl + Shift + D Shift + Cmd + D

      選択項目にデフォルトの
トランジションを
      適用

Shift + D Shift + D

      リフト : :

      抽出 ^ ^

      ズームイン ; ;

      ズームアウト - -

      ギャップへ移動   

         シーケンス内で次へ Shift + ; Shift + ;

         シーケンス内で前へ Ctrl + Shift + ; Option + ;

      スナップ S S

   マーカー   

      インをマーク I I

      アウトをマーク O O

      クリップをマーク X X

      選択項目をマーク / /

      インへ移動 Shift + I Shift + I

      アウトへ移動 Shift + O Shift + O

      インを消去 Ctrl + Shift + i Opt + I

      アウトを消去 Ctrl + Shift + O Opt + O

      インポイントとアウトポ
イントを消去 Ctrl + Shift + X Opt + X

      マーカーを追加 M M

      次のマーカーへ移動 Shift + M Shift + M

      前のマーカーへ移動 Ctrl + Shift + M Shift + Cmd + M

      現在のマーカーを消去 Ctrl + Alt + M Opt + M

      すべてのマーカーを消去 Ctrl + Alt + Shift + M Opt + Cmd + M

      行揃え   

         左 Ctrl + Shift + L Shift + Cmd + L

         中心 Ctrl + Shift + C Shift + Cmd + C

         右 Ctrl + Shift + R Shift + Cmd + R

      タブルーラー... Ctrl + Shift + T Shift + Cmd + T

      テンプレート... Ctrl + J Cmd + J

      選択   

         前面 Ctrl + Alt + ] Opt + Cmd + ]

         背面 Ctrl + Alt + [ Opt + Cmd + [
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      アレンジ
         最前面へ Ctrl + Shift + ] Shift + Cmd + ]

         前面へ Ctrl + ] Cmd + ]

         最背面へ Ctrl + Shift + [ Shift + Cmd + [

         背面へ Ctrl + [ Cmd + [

   ウィンドウ   

      ワークスペース   

       現在のワークスペース
をリセット...

Alt + Shift + 0 Option + Shift + 0

      オーディオクリップミキ
サー Shift + 9 Shift + 9

      オーディオトラックミキ
サー Shift + 6 Shift + 6

      エフェクトコントロール Shift + 5 Shift + 5

      エフェクト Shift + 7 Shift + 7

      メディアブラウザー Shift + 8 Shift + 8

      プログラムモニター Shift + 4 Shift + 4

      プロジェクト Shift + 1 Shift + 1

      ソースモニター Shift + 2 Shift + 2

      タイムライン Shift + 3 Shift + 3

      アプリケーションのタイ
トルの表示切り替え Ctrl + \ Cmd + \

   ヘルプ   

      Adobe Premiere Pro
      ヘルプ...

F1 F1

      キーボードショートカッ
ト...

  

      ソース
      に合わせてトラックを追
加

  

   ポスターフレームを解除 Ctrl + Shift + P Opt + P

   カメラ 1 へカットを切り
替え Ctrl + 1 Ctrl + 1

   カメラ 2 へカットを切り
替え Ctrl + 2 Ctrl + 2

   カメラ 3 へカットを切り
替え Ctrl + 3 Ctrl + 3

   カメラ 4 へカットを切り
替え Ctrl + 4 Ctrl + 4

   カメラ 5 へカットを切り
替え Ctrl + 5 Ctrl + 5

   カメラ 6 へカットを切り
替え Ctrl + 6 Ctrl + 6

   カメラ 7 へカットを切り
替え Ctrl + 7 Ctrl + 7

   カメラ 8 へカットを切り
替え Ctrl + 8 Ctrl + 8
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   カメラ 9 へカットを切り
替え  Ctrl + 9

   クリップボリュームを下
げる [ [

   クリップボリュームを大
幅に下げる Shift + [ Shift + [

    すべてのトラックを拡大
表示 Shift + ^ Shift + ^

   フレームを書き出し Ctrl + Shift + E Shift + E

   次の編集ポイントを再生
ヘッドまで
   変更

Shift + W Shift + W

   前の編集ポイントを再生
ヘッドまで
   変更

Shift + Q Shift + Q

  パネル   

      オーディオミキサーパネ
ルメニュー   

         トラックの表示切り替
え...

Ctrl + Alt + T Opt + Cmd + T

         ループ Ctrl + L Command + L

         メーター入力のみ Ctrl + Shift + I Ctrl + Shift + I

     キャプチャパネル   

         録画 V V

         録音 A A

      取り出し E E

      早送り F F

      インポイントへ移動 Q Q

      アウトポイントへ移動 W W

      録画 G G

      巻き戻し R R

      前のフレーム 左矢印 左矢印
      次のフレーム 右矢印 右矢印
      停止 S S

      エフェクトコントロール
パネル
      メニュー 

  

      選択したエフェクトを削
除 

Backspace キー Delete

      エフェクトパネルメ
ニュー   

         新規カスタムビン Ctrl + / Cmd + /

         カスタム項目を削除 Backspace キー Delete

      ヒストリーパネルメ
ニュー   

         前のアクション 左矢印 左矢印
         次のアクション 右矢印 右矢印
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         削除 Backspace キー Delete

      ソースモニターで開く Shift + O Shift + O

      1 つ上のディレクトリ Ctrl + 上矢印 Cmd + 上矢印
      ディレクトリリストを選
択 Shift + 左矢印 Shift + 左向き矢印

      メディアリストを選択 Shift + 右向き矢印 Shift + 右向き矢印
      ループ Ctrl + L Command + L

      再生 スペースキー スペースキー
      次の編集ポイントへ移動 下矢印 下矢印
      前の編集ポイントへ移動 上矢印 上矢印
      再生／停止 スペースキー スペースキー
      記録開始／停止 0 0

      前のフレーム 左矢印 左矢印
      次のフレーム 右矢印 右矢印
      ループ Ctrl + L Command + L

  ツール   

   選択ツール V V

   トラック選択ツール A A

   リップルツール B B

   ローリングツール N N

   レート調整ツール R R

   レーザーツール C C

   スリップツール Y Y

   スライドツール U U

   ペンツール P P

   手のひらツール H H

   ズームツール Z Z

マルチカメラ

結果 Windows Mac OS

 次の編集ポイントへ移動 下矢印 下矢印

   次の編集ポイントへ移動 Shift + 下矢印 Shift + 下矢印

   前の編集ポイントへ移動 上矢印 上矢印

   前の編集ポイントへ移動 Shift + 上矢印 Shift + 上矢印

   選択したクリップの終了位置へ移動 Shift + End Shift + End

   選択したクリップの開始位置へ移動 Shift + Home Shift + Home

   シーケンスまたはクリップ終了位置へ移動 End End
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   シーケンスまたはクリップ開始位置へ移動 Home Home

   クリップボリュームを上げる ] ]

   クリップボリュームを大幅に上げる Shift + ] Shift + ]

   アクティブフレームを最大化または戻す Shift + @ Shift + @

   カーソルがあるフレームを最大化または戻す @ @

   すべてのトラックを最小化 Shift + - Shift + -

   前後を再生 Shift + K Shift + K

   インからアウトへ再生 Ctrl + Shift + スペー
スキー Opt + K

   プリロールとポストロールを含めてインからア
ウトまで再生 Shift + スペースキー Shift + スペース

キー

   再生ヘッドからアウトポイントまで再生 Ctrl + スペースキー Ctrl + スペース
キー

   再生／停止 スペースキー スペースキー

   ネスト化したシーケンスを表示 Ctrl + Shift + F Shift + T

   次の編集ポイントを再生ヘッドまでリップルト
リミング W W

   前の編集ポイントを再生ヘッドまでリップルト
リミング Q Q

   カメラ 1 を選択 1 1

   カメラ 2 を選択 2 2

   カメラ 3 を選択 3 3

   カメラ 4 を選択 4 4

   カメラ 5 を選択 5 5

   カメラ 6 を選択 6 6

   カメラ 7 を選択 7 7

   カメラ 8 を選択 8 8

   カメラ 9 を選択 9 9

   検索ボックスを選択 Shift + F Shift + F

   再生ヘッドでクリップを選択 D D

   次のクリップを選択 Ctrl + 下矢印 Cmd + 下矢印

   次のパネルを選択 Ctrl + Shift + . Ctrl + Shift + .

   前のクリップを選択 Ctrl + 上矢印 Cmd + 上矢印

   前のパネルを選択 Ctrl + Shift + , Ctrl + Shift + ,
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   ポスターフレームを設定 Shift + P Cmd + P

   左へシャトル J J

   右へシャトル L L

   左へシャトル（スロー） Shift + J Shift + J

   右へシャトル（スロー） Shift + L Shift + L

   シャトル停止 K K

   前のフレーム 左矢印 左矢印

   5 フレーム前へ戻る Shift + 左矢印 Shift + 左矢印

   次のフレーム 右矢印 右矢印

   5 フレーム先へ進む Shift + 右矢印 Shift + 右矢印

   すべてのターゲットオーディオを切り替え Ctrl + 9 Cmd + 9

   すべてのソースオーディオを切り替え Ctrl + Alt + 9 Opt + Cmd + 9

すべてのソースビデオを切り替え Ctrl + Alt + 0 Opt + Cmd + 0

すべてのターゲットビデオを切り替え Ctrl + 0 Cmd + 0

スクラブ中にオーディオを切り替え Shift + S Shift + S

コントロールサーフェスのクリップミキサーモー
ドを切り替え   

   フルスクリーン表示の切り替え Ctrl + @ Ctrl + @

   マルチカメラ表示を切り替え Shift + 0 Shift + 0

   編集ポイント選択形式の切り替え Shift + T Ctrl + T

   1 フレームマイナストリミング Ctrl + 左矢印 Opt + 左矢印

   指定した値でマイナストリミング Ctrl + Shift + 左矢印 Opt + Shift + 左
矢印

   1 フレームプラストリミング Ctrl + 右矢印 Opt + 右矢印

   指定した値でプラストリミング Ctrl + Shift + 右矢印 Opt + Shift + 右
矢印

   次の編集ポイントを再生ヘッドまでトリミング Ctrl + Alt + W Opt + W

   前の編集ポイントを再生ヘッドまでトリミング Ctrl + Alt + Q Opt + Q

プロジェクトパネル

結果 Windows Mac OS
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ワークスペース 1 Alt+Shift + 1 Opt + Shift + 1

   ワークスペース 2 Alt+Shift + 2 Opt + Shift + 2

   ワークスペース 3 Alt+Shift + 3 Opt + Shift + 3

   ワークスペース 4 Alt+Shift + 4 Opt + Shift + 4

   ワークスペース 5 Alt+Shift + 5 Opt + Shift + 5

   ワークスペース 6 Alt+Shift + 6 Opt + Shift + 6

   ワークスペース 7 Alt+Shift + 7 Opt + Shift + 7

   ワークスペース 8 Alt+Shift + 8 Opt + Shift + 8

   ワークスペース 9 Alt+Shift + 9 Opt + Shift + 9

   シーケンスに合わせてズーム ¥ ¥

      上の項目を選択範囲に追加 Shift + 上矢印 Shift + 上矢印

      下の項目を選択 下矢印 下矢印

      最後の項目を選択 End End

      先頭の項目を選択 Home Home

      左の項目を選択 左矢印 左矢印

      下のページの項目を選択 Page Down Page Down

      上のページの項目を選択 Page Up Page Up

      右の項目を選択 右矢印 右矢印

      上の項目を選択 上矢印 上矢印

      次の表示項目フィールド Tab Tab

      次の行フィールド Enter Return

      ソースモニターで開く Shift + O Shift + O

      前の表示項目フィールド Shift + Tab Shift + Tab

      前の行フィールド Shift + Enter Shift + Return

      次のサムネールの大きさ Shift + ] Shift + ]

      前のサムネールの大きさ Shift + [ Shift + [

      表示切り替え Shift + ¥ Shift + ¥

タイムラインパネル

結果 Windows Mac OS
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クリップマーカーを追加 Ctrl + 1  

      選択項目を削除 Backspace キー Delete

      オーディオトラックの縦幅を狭める Alt + - Opt + -

      ビデオトラックの縦幅を狭める Ctrl + - Cmd + -

      オーディオトラックの縦幅を広げる Alt + = Opt + =

      ビデオトラックの縦幅を広げる Ctrl + = Cmd + =

      選択したクリップを左に 5 フレーム
移動 Alt + Shift + 左矢印 Shift + Cmd + 左矢印

      選択したクリップを左に 1 フレーム
移動 Alt + 左矢印 Cmd + 左矢印

      選択したクリップを右に 5 フレーム
移動 Alt + Shift + 右矢印 Shift + Cmd + 右矢印

      選択したクリップを右に 1 フレーム
移動 Alt + 右矢印 Cmd + 右矢印

      リップル削除 Alt + Backspace キー Opt + Delete

      ワークエリアバーのインポイントを
設定 Alt + [ Opt + [

      ワークエリアバーのアウトポイント
を設定 Alt +] Opt + ]

      次の画面を表示 Page Down Page Down

      前の画面を表示 Page Up Page Up

      選択したクリップを左に 5 フレーム
スライド Alt + Shift + , Opt + Shift + ,

      選択したクリップを左に 1 フレーム
スライド Alt + , Opt + ,

      選択したクリップを右に 5 フレーム
スライド Alt + Shift + . Opt + Shift + .

      選択したクリップを右に 1 フレーム
スライド Alt + . Opt + .

      選択したクリップを左に 5 フレーム
スリップ

Ctrl + Alt + Shift + 左
矢印

Opt + Shift + Cmd + 左
矢印

      選択したクリップを左に 1 フレーム
スリップ Ctrl + Alt + 左矢印 Opt + Cmd + 左矢印

      選択したクリップを右に 5 フレーム
スリップ

Ctrl + Alt + Shift + 右
矢印

Opt + Shift + Cmd + 右
矢印

      選択したクリップを右に 1 フレーム
スリップ Ctrl + Alt + 右矢印 Opt + Cmd + 右矢印
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タイトル

結果 Windows Mac OS

円弧ツール A A

      太字 Ctrl + B Cmd + B

      カーニングを 5 ユニット単位で減少 Alt + Shift + 左矢印 Opt + Shift + 左矢印

      カーニングを 1 ユニット単位で減少 Alt + 左矢印 Opt + 左矢印

      行間を 5 ユニット単位で減少 Alt + Shift + 下矢印 Opt + Shift + 下矢印

      行間を 1 ユニット単位で減少 Alt + 下矢印 Opt + 下矢印

      テキストサイズを 5 ポイント単位で減少 Ctrl + Alt + Shift +
左矢印

Opt + Shift + Cmd +
左矢印

      テキストサイズを 1 ポイント単位で減少 Ctrl + Alt + 左矢印 Opt + Cmd + 左矢印

      楕円ツール E E

      カーニングを 5 ユニット単位で増加 Alt + Shift + 右矢印 Opt + Shift + 右矢印

      カーニングを 1 ユニット単位で増加 Alt + 右矢印 Opt + 右矢印

      行間を 5 ユニット単位で増加 Alt + Shift + 上矢印 Opt + Shift + 上矢印

      行間を 1 ユニット単位で増加 Alt + 上矢印 Opt + 上矢印

      テキストサイズを 5 ポイント単位で増加 Ctrl + Alt + Shift +
右矢印

Opt + Shift + Cmd +
右矢印

      テキストサイズを 1 ポイント単位で増加 Ctrl + Alt + 右矢印 Opt + Cmd + 右矢印

      著作権記号の挿入 Ctrl + Alt + Shift +
C

Opt + Shift + Cmd +
C

      登録商標の挿入 Ctrl + Alt + Shift +
R

Opt + Shift + Cmd +
R

      斜体 Ctrl + I Cmd + I

      ラインツール L L

      選択したオブジェクトを下に 5 ピクセル
単位で移動 Shift + 下矢印 Shift + 下矢印

      選択したオブジェクトを下に 1 ピクセル
単位で移動 下矢印 下矢印

      選択したオブジェクトを左に 5 ピクセル
単位で移動 Shift + 左矢印 Shift + 左矢印

      選択したオブジェクトを左に 1 ピクセル
単位で移動 左矢印 左矢印

      選択したオブジェクトを右に 5 ピクセル
単位で移動 Shift + 右矢印 Shift + 右矢印
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      選択したオブジェクトを右に 1 ピクセル
単位で移動 右矢印 右矢印

      選択したオブジェクトを上に 5 ピクセル
単位で移動 Shift + 上矢印 Shift + 上矢印

      選択したオブジェクトを上に 1 ピクセル
単位で移動 上矢印 上矢印

      パス上文字ツール（横書き）   

      ペンツール P P

      オブジェクトを下のタイトルセーフマー
ジンに配置 Ctrl + Shift + D Shift + Cmd + D

      オブジェクトを左のタイトルセーフマー
ジンに配置 Ctrl + Shift + F Shift + Cmd + F

      オブジェクトを上のタイトルセーフマー
ジンに配置 Ctrl + Shift + O Shift + Cmd + O

      長方形ツール R R

      回転ツール O O

      選択ツール V V

      横書き文字ツール T T

      下線 Ctrl + U Cmd + U

      縦書き文字ツール C C

      三角形ツール W W

トリミングモニターパネル

結果 Windows Mac OS

両方のクリップにフォーカス Alt + 1 Opt + 1

      後続クリップ側にフォーカス Alt + 3 Opt + 3

      先行クリップ側にフォーカス Alt + 2 Opt + 2

      ループ Ctrl + L Cmd + L

      指定した値でマイナストリミング Alt + Shift + 左矢印 Opt + Shift + 左矢印

      1 フレームマイナストリミング Alt + 左矢印 Opt + 左矢印

      指定した値でプラストリミング Alt + Shift + 右矢印 Opt + Shift + 右矢印

      1 フレームプラストリミング Alt + 右矢印 Opt + 右矢印
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アプリケーション

パネル

ツール

キーボードショートカットの確認

ツール、ボタンまたはメニューコマンドのキーボードショートカットを確認するには、次のいずれかの操作を
行います。

ツールまたはボタンのキーボードショートカットを確認する場合は、ツールヒントが表示
されるまで、ツールまたはボタンの上にマウスカーソルを合わせます。キーボードショー
トカットが使用可能な場合は、ツールの説明の後ろにキーボードショートカットが表示さ
れます。
メニューコマンドのキーボードショートカットを確認する場合は、コマンドの右側に表示
されるキーボードショートカットを参照します。
ツールヒントまたはメニューに表示されていないキーボードショートカットのうち、頻繁
に使用されるものについては、この記事にある表を参照してください。初期設定および最
新のショートカットの一覧については、編集／キーボードショートカット（Windows）、
または Premiere Pro／ショートカット（Mac OS）を選択してください
キーボードショートカットダイアログボックス内に検索フィールドを使用して、特定のコ
マンドをすばやく検索できます。

Adobe Premiere Pro での Apple Final Cut Pro または Avid Media Composer のキーボードショートカットの
使用、キーボードショートカットのカスタマイズ、カスタムキーボードショートカットの別のシステムへの移
行については、AdobeTV の Kevin Monahan および Karl Soule によるこのビデオを参照してください。

キーボードショートカットのカスタマイズと読み込み

使用しているほかの編集ソフトウェアに合わせてショートカットを設定できます。ほかのセットが使用可能な
場合は、キーボードショートカットダイアログボックスのキーボードレイアウトプリセットメニューから選択
することができます。

1. キーボードショートカットをカスタマイズするには、以下のいずれかを選択します。

Windows では、編集／キーボードショートカットを選択します。
Mac OS では、Premiere Pro／キーボードショートカットを選択します

2. キーボードショートカットダイアログボックスで、メニューからオプションを選択しま
す。

メニューバーのコマンドが、カテゴリ別に表示されます。

パネルやメニューに関連付けられているコマンドが表示されます。

ツールアイコンのリストが表示されます。

3. 「コマンド」列に、ショートカットを作成または変更するコマンドを表示します。必要に
応じて、カテゴリ名の隣の右向きの三角形をクリックして、そのカテゴリに含まれるコマ
ンドを表示します。

4. 項目のショートカットフィールドをダブルクリックして選択します。

5. その項目に割り当てるショートカットキーを入力します。選択したショートカットが既に
使用されている場合は、キーボードショートカットダイアログボックスにメッセージが表
示されます。

6. 次のいずれかの操作を行います。

ショートカットキーを消去して元のコマンドに戻すには、「取り消し」ボタンをク
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リックします。
いままでこのショートカットキーを使用していたコマンドに移動するには、「ジャン
プ」ボタンをクリックします。
ショートカットキーを削除するには、「消去」ボタンをクリックします。
前回に入力したショートカットキーを再入力するには、「やり直し」ボタンをクリッ
クします。

7. 作成するカスタムショートカットの数に応じて、上記の手順を繰り返します。完了した
ら、「別名で保存」ボタンをクリックし、キーセットの名前を入力して、「保存」ボタン
をクリックします。

一部のコマンドは、オペレーティングシステムで使用されます。これらのコマン
ドを Premiere Pro に再割り当てすることはできません。また、テンキーの +（プラス）
キーと -（マイナス）キーは、相対的なタイムコード値を入力するために必要不可欠であ
るため、割り当てることはできません。メインキーボードの -（マイナス）キーは割り当
てることができます。

1 台のコンピューターから別のコンピューターへキーボードショート
カットをコピーする

Creative Cloud を使用してキーボードショートカットを同期する

Premiere Pro CC では、「設定を同期」機能を使用して、コンピューター間でキーボードショートカットをす
ばやく簡単に同期できます。「設定を同期」を使用すると、カスタマイズしたショートカットをお使いのコン
ピューターから Creative Cloud にアップロードできます。その後、Creative Cloud から他のコンピューター
にキーボードショートカットを同期できます。
詳しくは、Adobe Creative Cloud を使用する同期設定を参照してください。

キーボードショートカットは同じプラットフォームのみで同期されます。Windows と Mac OS のプ
ラットフォーム間では同期されません。つまり、Windows 用に作成されたキーボードショートカットで
は、Windows コンピューターでのみ同期を実行します。Mac OS のキーボードショートカットでは Mac OS
コンピューターでのみ同期を実行します。

キーボードショートカットを手動でコピーする

カスタマイズしたキーボードショートカットを 1 台のコンピューターから別のコンピューターや同じコン
ピューター上の別の場所にコピーできます。 

1. 別のコンピューターにコピーするキーボードショートカットファイル（.kys）の場所を指
定します。

カスタマイズしたキーボードショートカットファイルの場所は、Premiere Pro CC で
Creative Cloud の「設定を同期」にサインインしているかどうかによって異なります。
Creative Cloud の「設定を同期」にサインイン済み

Win：Users\[ユーザー名]\Documents\Adobe\Premiere Pro\[バージョン]\Profile-
CreativeCloud-\Win\
Mac：Users/[ユーザー名]/Documents/Adobe/Premiere Pro/[バージョン]/Profile-
CreativeCloud-/Mac/

Creative Cloud の「設定を同期」からサインアウト
Win：Users\[ユーザー名]\Documents\Adobe\Premiere Pro\[バージョン]\Profile-
username\Win\
Mac：Users/[ユーザー名]/Documents/Adobe/Premiere Pro/[バージョン]/Profile-
username/Mac/
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[バージョン] に指定できるのは 7.0 または 8.0 です

2. キーボードショートカットファイル（.kys）をコピーし、目的の場所に貼り付けます。
キーボードショートカットファイルを別のコンピューター上の場所にコピーするに
は、.kys ファイルを USB ドライブなどのリムーバブルドライブにコピーします。次ぎ
に、.kys ファイルをリムーバブルドライブから移動先コンピューターの適切な場所にコ
ピーします。

コマンドへの複数のキーボードショートカットの割り当て

1 つのコマンドに複数のキーボードショートカットを割り当てることができます。
キーボードショートカットダイアログに、キーボードショートカットが編集可能なボタンとして表示され、複
数のショートカットの変更および追加、またはショートカットの削除を行えます。

ショートカットを追加
コマンドにショートカットを追加するには、既存のショートカットの右側をクリックします。既存のショート
カットがない場合は、ショートカット列の任意の場所をクリックします。入力したショートカット名が、新し
いショートカットとして作成されます。

ショートカットを編集
ショートカットを編集するには、「ショートカット」列のショートカットのテキストをクリックします。テキ
ストは編集可能なボタンと一緒に配置されます。使用するショートカットを入力します。入力したショート
カットが既に使用されている場合は、警告が表示されます。

ショートカットを削除
ショートカットを削除するには、編集可能なショートカットのボタンの「x」をクリックします。

ショートカットの削除
1. 次のいずれかの操作を行います。

Windows では、編集／キーボードショートカットを選択します。
Mac OS では、Premiere Pro／キーボードショートカットを選択します

2. 次のいずれかの操作を行います。

ショートカットを削除するには、削除するショートカットを選択して、「消去」ボタ
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ンをクリックします。
ショートカットのセットを削除するには、キーボードレイアウトプリセットメニュー
からキーセットを選択して、「削除」ボタンをクリックします。削除を確認する警告
ダイアログボックスが表示されたら、「削除」ボタンをクリックして削除を実行しま
す。

キーボードショートカットの印刷

多くのエディターには、キーボードショートカットの検索および参照用のドキュメントが用意されていま
す。Premiere Pro では、キーボードショートカットをドキュメントにコピーアンドペーストして印刷できま
す。また、印刷や PDF としての保存が可能なヘルプドキュメントのページも用意されています。
ドキュメントへのコピーアンドペースト、PDF の印刷またはキーボードショートカットダイアログボックス
の確認のいずれの方法を使用する場合でも、キーボードへのマッピングが可能なコマンドを調べておくことが
重要です。新しいキーボードショートカットを追加することにより、さらに多くの操作をキーボードから実行
できるようになります。

キーボードショートカットのスプレッドシートの印刷

キーボードショートカットダイアログボックスからショートカットの一覧をコピーし、スプレッドシートなど
のテキスト文書にペーストして、一覧を印刷することができます。このコピーアンドペーストのメリットは、
カスタマイズしたキーボードショートカットも表示できる点です。Final Cut Pro、Avid Media Composer また
はカスタムのキーボードショートカットを選択すると、それらのショートカットが印刷されます。

次のいずれかの操作を行います。
Ctrl + Shift キーを押して、編集／キーボードショートカットを選択します
（Windows）。
Command + Shift キーを押して、Premiere Pro／キーボードショートカットを選択し
ます（Mac OS）。

「>> クリップボード」ボタンをクリックします。
テキストエディターまたはスプレッドシートプログラムで新しいドキュメントを開きま
す。
クリップボードの内容をドキュメントにペーストします。
ドキュメントを保存して印刷します。

キーボードショートカットの PDF の印刷

次のヘルプ記事に含まれる既存のキーボードショートカットの PDF を印刷できます。
Premiere Pro CC（Windows）
Premiere Pro CC（Mac）
Web ブラウザーでキーボードショートカットに関する記事を開き、印刷してください。
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編集を始める前に
編集の開始
様々なプラットフォームでの作業

ワークフローは、読み込みまたはキャプチャから最終的な出力に至る各ビデオ編集手順で構成されます。基本
的なワークフローでは、ほとんどのプロジェクトで実行する最も一般的な手順について説明します。P2 ワー
クフローやプラットフォーム間のワークフローなどの特殊なワークフローでは、各ワークフローに固有な設
定、バリエーションまたは事柄について説明します。
プロジェクトおよび最初のシーケンスを作成する前に制作ワークフロー全体を確認することで、その制作物に
適したように Adobe Premiere Pro を最適化することができます。また、制作物の特定手順における特別な
ニーズに備えることもできます。例えば、制作を開始する前に、フッテージのパラメーターを確認すること
で、制作物に最適なシーケンスプリセットを選択することができます。
コンピューターシステム、ワークフローおよび Premiere Pro を最短期間で最大限活用するための最適化に関
するリソースについては、After Effects 目標範囲（ROI）に関するこのブログ投稿を参照してください。
Adobe Premiere Pro を使用して、放送用、DVD 用、Web 用のいずれのビデオを編集する場合も、通常は、以
降に説明するようなワークフローに従います。基本的なワークフローの推奨チュートリアルを参照するには、
このページ下部までスクロールしてください。

編集を始める前に

Premiere Pro での編集を始めるには、編集するフッテージが必要です。自分でフッテージを撮影するか、他の
人が撮影したフッテージを使用します。グラフィックやオーディオファイルなどの作業もできます。
今後携わるであろう多くのプロジェクトで、スクリプト（台本）は不要かもしれません。それでも、特にドラ
マのプロジェクトなどでは、台本に基づいて作業したり台本を書いたりする必要が生じることも考えられま
す。台本書きや制作の詳細の整理には、Adobe Story が便利です。
撮影を進めながら録画を整理し、ログの注釈を付けることができます。また、撮影しながらフッテージを調整
およびモニターし、ドライブに直接保存することもできます。
ここで、留意していただきたい重要なポイントは、Adobe Premiere Pro での編集には、必ずしも Adobe
Story を使用する必要はないということです。台本を書き、セットのメモをとることは必須手順ではありませ
んが、プロジェクトを開始前に整理するためには役立ちます。

編集の開始

フッテージの用意ができたら、以下の手順に従って Premiere Pro での編集を開始します。

1. 新規プロジェクトの開始または既存のプロジェクトの使用

Premiere Pro のスタート画面から既存のプロジェクトを開くか、新規プロジェクトを開始します。
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新規プロジェクトを開始すると、新規プロジェクトダイアログが起動します。新規プロジェクトダイアログ
で、プロジェクトファイルの名前と場所、ビデオキャプチャ形式などのプロジェクトの設定を指定できます。
（詳しくは、プロジェクトの作成と変更を参照してください）。新規プロジェクトダイアログで設定を選択し
たら、「OK」をクリックします。
新規プロジェクトダイアログを閉じると、新規シーケンスダイアログが表示されます。フッテージの設定に一
致するシーケンスプリセットをこのダイアログで選択します。初めに、カメラの種類のフォルダーを開き、次
にフレームレートのフォルダーを開き（必要な場合）、プリセットをクリックします。ダイアログの一番下に
シーケンス名を入力して「OK」をクリックします。
シーケンスプリセットの選択について不明な点がある場合は、この FAQ エントリ「How do I choose the
right sequence settings」を参照してください。
既存のプロジェクトを開くには、Premiere Pro のスタート画面の「最近使用したプロジェクトを開く」の下に
あるリンクの 1 つをクリックします。リンクをクリックすると、そのプロジェクトが起動します。

2. ビデオとオーディオのキャプチャおよび読み込み

ファイルベースのアセットの場合、メディアブラウザーを使用して、コンピューターソースから主なメディア
形式でファイルを読み込めます。キャプチャまたは読み込む各ファイルは、自動的にプロジェクトパネルにク
リップとして表示されます。
または、キャプチャパネルを使用して、フッテージをビデオカメラまたは VTR から直接キャプチャします。
適切なハードウェアを使用すると、VHS から HDTV など、ほかの形式にデジタル化してキャプチャすること
ができます。

Adobe Premiere Pro は、ビデオ、オーディオ、静止画など、様々なデジタルメディアを読み込むこともでき
ます。Premiere Pro は、Adobe® Illustrator® のアートワークや Photoshop® のレイヤーファイルも読み込む
ことができ、さらに After Effects® プロジェクトも変換できるため、様々なアプリケーションが利用可能な
シームレスで統合されたワークフローが実現できます。標準カラーバー、カラーマット、カウントダウンなど
の合成メディアを作成できます（詳しくは、キャプチャとデジタイズについてを参照してください）。
Adobe® Bridge を使用してメディアファイルを整理し、検索することもできます。その後、Adobe Bridge で
「配置」コマンドを使用して、ファイルを Premiere Pro に直接配置します。
プロジェクトパネルでは、フッテージにラベルを設定したり、カテゴリを設定したり、フッテージをビンにグ
ループ化したりして、複雑なプロジェクトを整理できます。複数のビンを個別のパネルに同時に開くことも、
ビンを別のビンの中に配置することもできます。また、プロジェクトパネルのアイコン表示を使用すれば、ク
リップをストーリーボード形式で配置して、シーケンスを視覚的に表示したり、すばやく組み立てることがで
きます。

オーディオのキャプチャまたは読み込みをおこなう前に、環境設定／オーディオ／初期設定のトラッ
ク形式が目的のチャンネルフォーマットに適した設定になっているか確認してください。

3. シーケンスの組み立てと調整

ソースモニターを使用して、シーケンスにクリップを追加する前に、それぞれのクリップを表示したり、編集
ポイントを設定したり、ほかの重要なフレームにマーカーを付けることができます。マスタクリップを、独自
のインポイントとアウトポイントの付いた複数のサブクリップに分割することもできます。オーディオについ
ても、詳細な波形を表示させたり、オーディオのサンプルベースの精度で編集を行うことができます
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A：ソースモニター、B：プログラムモニター、C：タイムラインパネル

クリップをタイムラインパネルのシーケンスに追加するには、クリップをドラッグするか、ソースモニターの
インサートボタンまたは上書きボタンを使用します。クリップを自動的にシーケンスとして組み立てて、プロ
ジェクトパネルでの順番を反映した 1 つのシーケンスにすることもできます。編集したシーケンスは、プログ
ラムモニターで表示したり、接続したテレビモニターにフルスクリーンで最高品質で再生することができます
（タイムラインパネルおよびシーケンスへのクリップの追加を参照してください）。
シーケンスの微調整は、ツールパネルにある各種のツールや、コンテキストに応じて変わるツールを使用し
て、タイムラインパネルでクリップを操作することでおこないます。クリップ同士の間を微調整したければ、
専用のトリミングモニターを使用します。また、あるシーケンスを別のシーケンスの中でクリップとして使用
して、シーケンスをネストさせれば、ほかの方法では実現できないような効果を生み出すことができます。

4. タイトルの追加

Premiere Pro のタイトル機能を使用すると、スタイリッシュな静止画タイトルや、タイトルロール、タイトル
クロールが作成でき、ビデオに簡単にスーパーインポーズすることができます。さまざまなタイトルテンプ
レートが用意されており、どれも必要に応じて自由に変更できます。またクリップの場合と同様に、シーケン
スのタイトルに対しても、編集を加えたり、フェードイン・フェードアウト、アニメート、エフェクトの適用
も行うことができます（タイトルの作成と編集を参照）。
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タイトル

5. トランジションとエフェクトの追加

エフェクトパネルには、シーケンスのクリップに適用できる各種のトランジションとエフェクトのリストがあ
ります。これらのエフェクトや、クリップの不透明度、モーション、および可変レートは、エフェクトコント
ロールパネルを使用して調整できます。エフェクトコントロールパネルでは、従来のキーフレームという方法
を使用してクリップのプロパティをアニメートすることもできます。トランジションを調整する場合、エフェ
クトコントロールパネルに表示されるコントロールは、それぞれのトランジションによって変わります。また
タイムラインパネルで、トランジション、およびクリップのエフェクトのキーフレームを表示および調整する
ことができます（詳しくは、トランジションの概要：トランジションの適用およびエフェクトのクリップへの
適用を参照してください）。

6. オーディ のミキシング

トラックベースでオーディオを調整する場合は、オーディオミキサーを使用します。オーディオトラックミキ
サーは、フェードとパンのスライダー、センドやエフェクトなど、フル機能のオーディオミキシングボードを
忠実に再現しています。Premiere Pro は調整内容をリアルタイムで保存します。サウンドカードが対応してい
れば、サウンドミキサーを通じてオーディオを録音したり、5.1 サラウンドサウンド用にオーディオをミキシ
ングすることができます詳しくは、オーディオトラックおよびクリップのミキシングを参照してください。

7. 書き出し

編集の終わったシーケンスは、テープ、DVD、Blu-ray ディスクまたはムービーファイルなど、自分の好きな
メディアで提供することができます。Adobe Media Encoder を使用すれば、対象とする視聴者に合わせ
て、MPEG-2、MPEG-4、FLV ファイルおよびほかのコーデックや形式の設定をカスタマイズすることができ
ます。詳しくは、書き出しの種類を参照してください。

様々なプラットフォームでの作業
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シーケンス設定

エフェクト

Adobe Media Encoder のプリセット

プレビューファイル

高ビット深度ファイル

プレビューのレンダリング

プロジェクトの作業は、様々なプラットフォームのコンピューターで行うことができます。例えば、Windows
で開始しても Mac OS で作業を続けることができます。ただし、異なるプラットフォーム間でプロジェクト
を移動すると、いくつかの機能が変わるので注意してください。

あるプラットフォームでプロジェクトを作成し、別のプラットフォームに移動できます。移
動先のプラットフォームに同等のシーケンス設定が存在する場合、Premiere Pro はその設定を適用します。例
えば、DV キャプチャおよびデバイスコントロール設定が含まれている DV プロジェクトを Windows で作成
します。そして、Mac OS でそのプロジェクトを開くと、Premiere Pro は Mac OS の適切な DV キャプチャ
およびデバイスコントロールの設定を適用します。プロジェクトを保存すると、これらの Mac OS の設定が
記録されます。その後、このプロジェクトを Windows で開くと、Premiere Pro はこれらの設定を Windows
の設定に変換します。

Mac OS で利用可能なビデオエフェクトは、すべて Windows でも利用できます。Mac OS で利用
できないエフェクトが含まれているプロジェクトを Mac OS で開いた場合、それらのエフェクトはオフライ
ンエフェクトとして表示されます。これらのエフェクトは、Premiere Pro ヘルプで「Windows のみ」と示さ
れています。オーディオエフェクトは、両方のプラットフォームですべて利用できます。またエフェクトのプ
リセットも、両方のプラットフォームで機能します（いずれかのプラットフォームで利用できないエフェクト
にプリセットが適用されている場合には機能しません）。

特定のプラットフォームで作成したプリセットは、別のプラット
フォームでは利用できません。

あるプラットフォームで作成したプレビューファイルは、別のプラットフォームでは利
用できません。プロジェクトを別のプラットフォームで開くと、Premiere Pro はプレビューファイルをレンダ
リングし直します。その後、そのプロジェクトを元のプラットフォームで開いた場合も、Premiere Pro はプレ
ビューファイルを再度レンダリングします。

10 bit 4:2:2 未圧縮ビデオ（v210）または 8 bit 4:2:2 未圧縮ビデオ（UYVU）が含まれ
ている Windows AVI ファイルは、Mac OS ではサポートされていません。

レンダリングされていない非ネイティブファイルの再生品質は、ネイティブプ
ラットフォームで再生した場合よりも低下します。例えば、AVI ファイルを Mac OS で再生する
と、Windows で再生した場合よりも品質が低下します。Premiere Pro は、非ネイティブファイルのプレ
ビューファイルを現在のプラットフォーム上でレンダリングします。Premiere Pro は、常にネイティブ形式で
プレビューファイルをレンダリングします。レンダリングが必要なファイルが含まれているセクションは、タ
イムライン上の赤いバーで示されます。
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VR ワークフローのサポート
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VR ビデオを表示するためのモニター設定
VR ビデオ設定
360 度のパン
VR ビデオのパブリッシュ

Premiere Pro は、モニターパネルでの VR ビデオの表示をサポートします。また、Premiere Pro から直
接、YouTube や Facebook などの Web 上のサイトに VR ビデオをパブリッシュすることもできます。

VR ビデオモニターパネル

VR ビデオを表示するためのモニター設定

投影ビューで VR ビデオを表示するには
1. モニターの設定またはコンテキストメニューから VR ビデオ設定ダイアログを開きます。
このダイアログで、フレームレイアウトを設定します（「平面視」または「立体
視」）。 

2. 立体視レイアウト、キャプチャされたビューの水平および垂直、モニタービューの水平お
よび垂直を調整するオプションもあります。これらのオプションによって、VR ビデオ
フッテージを表示するときのモニターの視界が決定されます。

VR ビデオ設定

立体視ビュー（左、右、アナグリフ）と連動させて、様々な VR ビデオ形式や、最大で水平方向 360 度、垂
直方向 180 度の完全な球体となるキャプチャされたビューを操作できます。立体視ビデオまたは赤と青の立
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体形式では、左眼または右眼からのビューを選択できます。Premiere Pro を使用すると、360 度の完全な球体
ビューに満たない形でキャプチャされた VR フッテージも操作できます。モニターに表示される視界を設定し
て、様々な表示エクスペリエンスをエミュレートできます。例えば、Oculus Rift では 90 x 60 度の視界が表示
されますが、YouTube では 160 x 90 度の視界が表示されます。プログラムモニターおよびソースモニターで
は、独自の個別 VR ビデオ設定がプロジェクトに保存されます。

VR ビデオ設定

設定が完了したら、設定メニューから「有効」を選択して、VR ビデオ表示をオンにします。有効にすると、
モニターでは球面投影内にインタラクティブな視界が表示されます。ビデオフレームの下と右の端には、水平
および垂直のスライダーが表示されます。これらのスライダーを使用して、視界をパンしたり、傾けたりでき
ます。これらのスライダーの横には、パンと傾きの現在の値を示す数値が表示されます。この値をドラッグ＆
ドロップし、視界をパンまたは傾けることができます。クリックして数値を直接入力することもできます。

360 度のパン

下にあるダイヤルを使用して、360 度の連続的なパンをおこなうことができます。このダイヤルは、視界の方
向を示します。ビデオフレーム内をダブルクリックすると、視界が中央に戻ります。これらの方法のいずれか
を使用して、再生中やビデオの一時停止中にインタラクティブに視界を変更できます。通常のモニター表示に
戻るには、モニター設定メニューを開き、VR ビデオの「有効」オプションを選択解除します。 

ボタンを使用して、VR ビデオ表示の有効／無効を切り替えることもできます。このボタンは、モニターの再
生ボタンにドッキングできます。モニターの右下隅の「+」アイコンをクリックして、ボタンエディターを開
きます。「VR ビデオ表示を切り替え」ボタンをエディターからモニターパネルの目的の位置にドラッグしま
す。このボタンは、通常のモニター表示と VR ビデオ表示を切り替えます。

VR ビデオのパブリッシュ

YouTube や Facebook などの Web サイトに VR ビデオをパブリッシュするには、ビデオのエンコード時に
H.264、HEVC または QuickTime 形式を使用する必要があります。書き出し設定ダイアログで、これらの形式
のいずれかを選択して、「ビデオ」設定タブを選択します。下にスクロールして「ビデオが VR」チェック
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注意：

ボックスをオンにし、ポップアップメニューからメディアに適したレイアウトを選択します。発行者が正しく
再生できるよう、エンコードされたビデオに追加されたメタデータが、これは VR ビデオコンテンツであると
いうフラグを設定します。
通常は、書き出し設定ダイアログの「出力サイズ全体にストレッチ」スケール設定によって、ほとんどの VR
ビデオの書き出しで最良の結果が得られます。YouTube や Facebook などの Web サイトにこのビデオを直接
アップロードするには、書き出し設定ダイアログの「パブリッシュ」設定タブを選択します。

アップロードが完了してからビデオが VR モードで再生できるようになるまで、遅延が発生すること
があります。

ビデオ：VR ビデオワークフロー
ステレオメディアを含む VR メディアを直接操作し、シーケンスの編集、スペシャルエフェクトの適用、メ
ディアプレーヤーにとって適切なタグが設定された 360 度プロジェクトの出力をおこなう方法について学習
します。
（5 分間）
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プロジェクトの作成
プロジェクト設定の確認
プロジェクト設定ダイアログボックス
プロジェクトを開く
プロジェクトファイルの削除
別のコンピューターへのプロジェクトの移動

プロジェクトファイルには、キャプチャ、トランジション、オーディオのミキシングについての設定など、
シーケンスやアセットに関する情報が含まれています。また、プロジェクトファイルには、トリミングしたク
リップのインポイントとアウトポイントやエフェクトのパラメーターなど、すべての編集作業のデータも含ま
れています。Premiere Pro では、新規プロジェクトを開始するたびに、ハードディスク上にフォルダーが作成
されます。初期設定では、キャプチャしたファイル、自動的に作成されるプレビューファイルや、最適化した
オーディオファイル、およびプロジェクトファイルそのものも、このフォルダーに保存されます。
プロジェクトを作成すると、Premiere Pro によって自動的にプロジェクトファイルが作成されます。このファ
イルには、プロジェクトの各シーケンスで選択した設定、アセットに関する重要なデータ、編集データ、エ
フェクト、プロジェクトで使用されるその他の情報などが格納されます。
Premiere Pro では、ビデオ、オーディオ、静止画ファイルは、プロジェクトファイルに格納されません。各
ファイル（クリップ）を読み込んだ時点でのファイル名とファイルの場所に基づいて、参照情報だけが格納さ
れます。後でソースファイルの移動、名前の変更または削除を行うと、次回プロジェクトを開いたときに、そ
のソースファイルを見つけることができなくなります。このような場合は、「ファイル「XXXX」はどこにあ
りますか?」というダイアログボックスが表示されます。
初期設定では、すべてのプロジェクトに 1 つのプロジェクトパネルがあります。 プロジェクトパネルは、プ
ロジェクトで使用するすべてのクリップの格納場所として機能します。プロジェクトのメディアとシーケンス
は、プロジェクトパネルのビンを使用して整理できます。
1 つのプロジェクトで複数のシーケンスを使用することができ、1 つのプロジェクト内のシーケンスの設定は
それぞれ異なっていてもかまいません。 1 つのプロジェクトの中で、各セグメントを別個のシーケンスとして
編集し、それらをネストさせて長いシーケンスにし、個々のセグメントを 1 つの完成したプログラムとしてま
とめることができます。同様に、シーケンスの複数のバリエーションを同じプロジェクトに個別のシーケンス
として保存することもできます。

同じビデオプログラムで複数のバージョンを作成する場合、プロジェクトのコピーを作成する必要は
ありません。プロジェクトファイル内で新規シーケンスを作成するか、またはシーケンスを複製します。

チュートリアルで学習する

このチュートリアルをご覧になり、Premiere Pro プロジェクトの作成方法、オプションの指定方法、一般的な
プロジェクト設定について学習します。

プロジェクトの作成

プロジェクトには複数のシーケンスが含まれており、シーケンスごとに異なる設定を指定することができま
す。Premiere Pro では、新しいプロジェクトが作成されるたびに、最初のシーケンスの設定を指定するダイア
ログボックスが表示されます。シーケンスを含まないプロジェクトを作成する場合は、この手順はキャンセル
できます。
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1. （オプション）デバイスからビデオをキャプチャする場合は、IEEE 1394 または SDI 接
続を使用してデバイスをコンピューターに接続してから、デバイスの電源を入れて、次の
いずれかの操作を行います。

カメラの場合は、「VTR」や「ビデオ」と記載されている再生モードに設定します。
デッキの場合は、出力が正しく設定されていることを確認します。

カメラを「カメラ」または「ムービー」と記載されている録画モードに設定しな
いでください。

2. Premiere Pro の起動時に表示される初期画面で「新規プロジェクト」を選択するか、ア
プリケーションを開いてからファイル／新規／プロジェクトを選択します。

3. プロジェクトファイルを保存する場所を参照し、プロジェクトの名前を入力して、
「OK」をクリックします。

保存にはできるだけ、後で変更する必要がない場所と名前を選択してください。
初期設定では、プロジェクトを保存しているフォルダーに、レンダリングしたプレ
ビュー、最適化したオーディオ、キャプチャしたオーディオとビデオも保存されます。後
でプロジェクトファイルを移動すると、それに関連付けられているファイルも移動しなけ
ればならなくなります。

4. 次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトの最初のシーケンスに対して、プリセットを選択するか設定をカスタマ
イズします。詳しくは、シーケンスの作成を参照してください。設定したら、
「OK」をクリックします。
シーケンスを含まないプロジェクトを作成するには、「キャンセル」をクリックしま
す。

5. （オプション）各種ファイルの保存先を変更する場合は、スクラッチディスクの場所を指
定します。詳しくは、スクラッチディスクの指定によるシステムパフォーマンスの改善を
参照してください。

Premiere Pro では、SD（スタンダードデフィニション）だけでなく、8 bit/チャ
ンネル以上のフッテージや、HD（ハイデフィニション）のフッテージもサポートしてい
ます。

プロジェクト設定の確認

すべてのプロジェクト設定はプロジェクト全体に適用され、そのほとんどはプロジェクトを作成した後では変
更できません。
プロジェクトを開始した後では、ごく一部の設定しか変更できませんが、プロジェクト設定の内容を確認する
ことはできます。これらの設定にアクセスするにはプロジェクト設定ダイアログボックスを使用します。

1. プロジェクト／プロジェクト設定／一般、またはプロジェクト／プロジェクト設定／スク
ラッチディスクを選択します。

2. 必要に応じて、設定を表示または変更します。

3. 「OK」をクリックします。

プロジェクト設定ダイアログボックス

一般設定
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ビデオレンダリングおよび再生

タイトルセーフエリア

アクションセーフエリア

表示形式（ビデオおよびオーディオ）

キャプチャ形式

ページの先頭へ

検索

Mercury Playback Engine のソフトウェアまたはハードウェア機能を有効に
するかどうかを指定します。正規の CUDA が搭載されている場合、Mercury Playback Engine でのハードウェ
アレンダリングおよび再生を選択できるようになります。CUDA、Mercury Playback Engine および Premiere
Pro について詳しくは、Premiere Pro work Area ブログのこの投稿を参照してください。

タイトルのセーフエリアとして使用するフレームエッジの量を指定します。これによ
り、テレビのオーバースキャンによってタイトルが画面からはみ出すことはありません。ソースモニターまた
はプログラムモニターでセーフマージンボタンをクリックすると表示される十字マーク付きの長方形は、タイ
トルセーフエリアを示します。一般に、タイトルには、アクションよりも広いセーフゾーンが必要とされま
す。

アクションのセーフエリアとして使用するフレームエッジの量を指定します。これ
により、テレビのオーバースキャンによってアクションが画面からはみ出すことはありません。ソースモニ
ターまたはプログラムモニターでセーフマージンボタンをクリックすると表示される長方形は、アクション
セーフエリアを示します。

ビデオおよびオーディオの表示形式について詳しくは、シーケンスの
プリセットおよび設定にある「一般設定」のエントリを参照してください。

キャプチャ形式の設定について詳しくは、キャプチャ形式の設定、環境設定およびトラック
を参照してください。

スクラッチディスク

スクラッチディスクの指定について詳しくは、スクラッチディスクの指定によるシステムパフォーマンスの改
善を参照してください。

プロジェクトを開く

Windows 版の Premiere Pro では、以前のバージョンの Premiere Pro または Adobe Premiere 6.x で作成され
たプロジェクトファイルを開くことができます。プロジェクトは一度に 1 つだけ開くことができます。あるプ
ロジェクトのコンテンツを別のプロジェクトにコピーするには、「読み込み」コマンドを使用します。
プロジェクトのコピーを Premiere Pro 自動保存フォルダーに自動的に保存するには、「自動保存」コマンド
を使用します。
プロジェクトの作業中に、ファイルが見つからなくなることがあります。見つからないファイルをプレースホ
ルダーとしてオフラインファイルに置き換えれば、作業を続けることができます。編集作業そのものはオフラ
インファイルを利用して行えますが、ムービーをレンダリングする前にオリジナルのファイルをオンラインに
戻す必要があります。
プロジェクトを開いた後でファイルをオンラインに戻すには、「メディアをリンク」コマンドを使用します。
プロジェクトを一度閉じてから開き直さなくても作業を続けることができます。

1. ファイル／プロジェクトを開くを選択します。

2. プロジェクトファイルを参照して選択します。

3. 「開く」を選択します。

4. 「ファイル「XXXX」はどこにありますか？」ダイアログボックスが表示された場合は、
ファイルを指定するか、「ファイル「XXXX」はどこにありますか？」ダイアログボック
スで次のいずれかを選択します。

Windows エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）の検索機能が起
動されます。
プロジェクトとアセットを別のコンピューターに移動する場合は、プロジェクトファ
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「スキップ」ボタン

「すべてスキップ」ボタン

注意：

「プレビューをスキップ」ボタン

オフライン

「すべてオフライン」ボタン

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

イルに指定されているファイルパスを編集すると、Premiere Pro が関連プロジェクト
ファイルを自動的に見つけられるようになります。PRPROJ ファイルを、テキストエ
ディターまたは Dreamweaver などの XML エディターで開きます。プロジェクトが以
前のコンピューターで使用していたファイルパスの指定箇所を検索します。指定箇所
を新しいコンピューター上のファイルパスに置き換えます。

セッションがアクティブな間、見つからないファイルを一時的にオ
フラインクリップに置き換えます。プロジェクトを開き直すと、ファイルを探すか、再度
スキップするかを問い合わせるダイアログボックスが表示されます。

「スキップ」オプションと同様に、「すべてスキップ」オプ
ションでは、見つからないすべてのファイルを一時的なオフラインファイルに置き換えま
す。

「スキップ」および「すべてスキップ」は、プロジェクト内でそのファイルが使
用されているすべてのインスタンスを作成し直す場合にだけ選択します。その時点で見つ
からなくても、プロジェクトにファイルを残しておく場合は、代わりに「オフライン」を
使用します。

プロジェクトでレンダリング済みのプレビューファイ
ルが検索されないようにします。これにより、プロジェクトの読み込みが速くなります
が、再生パフォーマンスを向上させるためにシーケンスの一部のレンダリングが必要にな
ることがあります。

見つからないファイルをオフラインクリップ（プロジェクト全体の見つから
ないファイルへのすべての参照を保持するプレースホルダー）で置き換えます。「スキッ
プ」オプションで作成された一時的なオフラインクリップとは異なり、「オフライン」オ
プションで生成されたオフラインクリップは、セッションが変わっても持続されます。そ
のため、プロジェクトを開くたびに見つからないファイルを探す必要はありません。

「オフライン」オプションと同様に、「すべてオフライ
ン」オプションでは、見つからないすべてのファイルを永続的なオフラインファイルに置
き換えます。

Premiere Pro プロジェクトでソースファイルをクリップとして使用している場合は、クリップがデバ
イスコントロールを使用してキャプチャされたもので、再度キャプチャする予定がある場合を除きソースファ
イルを削除しないでください。ソースファイルは、最終的なムービーが完成した後に削除することができま
す。

プロジェクトファイルの削除
1. Windows エクスプローラー（Windows）または Finder （Mac OS）で、Premiere Pro プ
ロジェクトファイルを参照して選択します。プロジェクトファイルには .prproj という
ファイル拡張子が付いています。

2. Delete キーを押します。

別のコンピューターへのプロジェクトの移動

別のコンピューターへプロジェクトを移動し、編集を続行するには、プロジェクトファイルとプロジェクトの
すべてのアセットのコピーを移動する必要があります。Premiere Pro がアセットのファイルを見つけて、プロ
ジェクト内のクリップに自動的に再リンクできるように、アセットのファイル名とフォルダーの場所は維持さ
れる必要があります。
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また、元のコンピューターでプロジェクトに使用したコーデックが、2 台目のコンピューターでも同様にイン
ストールされていることを確認します。プロジェクトとそのアセットを別のコンピューターに移動する方法に
ついて詳しくは、プロジェクトのコピー、トランスコード、またはアーカイブを参照してください。

関連トピック
シーケンスのプリセットおよび設定
シーケンスの作成
以前のバージョンの Premiere Pro プロジェクトの読み込み
シーケンス、クリップリスト、ライブラリ、コンポジションの読み込み
プラットフォーム間のワークフロー
プロジェクトのコピー、トランスコード、またはアーカイブ
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プロジェクトの統合、トランスコード、およびアーカイブ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

プロジェクトを新しい場所にコピー
プロジェクトを統合してアーカイブ
プロジェクトのコピー、トランスコード、またはアーカイブを行う方法

Premiere Pro のプロジェクトマネージャーは、2 つの機能を実行して、効率的なアーカイブやトランスコー
ディングのワークフローを実現するために役立ちます。
現在のプロジェクトおよび関連付けられたすべてのメディアファイルを共有のために単一
の場所に収集するかコピーする 
単一のコーデックスにトランスコードしてアーカイブを容易にするために、プロジェクト
に関連付けられたファイルを統合する

ビデオ：プロジェクトをアーカイブする
アーカイブや他のチームとの共同作業のために、メディアを 1 か所に収集して mezzanine コーデックに変換
する方法を学習します。（6 分間）
 

プロジェクトを新しい場所にコピー

プロジェクトマネージャーを利用すると、プロジェクトを新しい場所に収集することができます。ファイルの
収集機能を実行すると、現在のプロジェクトと関連するすべてのメディアファイルがコピーされ、単一の保存
場所にまとめられます。ファイルがコピーされるとき、ファイルの変換は行われません。
プロジェクトを収集する際には、オリジナルのプロジェクトに含まれている未使用のクリップを新しいプロ
ジェクトで保持するかどうかを指定できます。また、プロジェクト内のシーケンスの作成および書き出しに必
要なメディアのみを使用することによって、ストレージ要件を軽減します。
このワークフローを使用して、さまざまな場所に保存されているプロジェクトのソースメディアファイルを単
一の場所にまとめてコピーし、簡単に共有できるようにします。

プロジェクトを統合してアーカイブ

プロジェクトマネージャーでは、特に多数のクリップやさざまなメディア形式の大規模なプロジェクトで、メ
ディアやプロジェクトを効率的に管理できます。
プロジェクトやシーケンスのすべての関連ファイルを中間コーデックまたは mezzanine コーデックにトラン
スコーディングすることによって、大規模なプロジェクトを簡単にアーカイブできます。
プロジェクトマネージャーには、ユーザーが定義した環境設定に基づいて、関連ファイルを mezzanine コー
デックに統合するためのいくつかのオプションが用意されています。ファイルを統合しながら、プロジェクト
マネージャーはシーケンスで使用されるソースフッテージの部分のみをコピーし、トリミングされたプロジェ
クトを自動的に作成します。
この単一コーデックを簡単にアーカイブしたり、他のチームやシステムと共有したりできます。任意の時点
で、Premiere Pro でアーカイブされたプロジェクトを再編集できます。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

ファイルをコピーして収集

注意：

統合とトランスコード

シーケンス

個別のクリップ

プリセット

注意：

以前のバージョンの Premiere Pro で使用可能だった「トリミングしたプロジェクトの新規作成」オプ
ションの機能が、「統合とトランスコード」オプションに含まれるようになりました。つまり、プロジェクト
をアーカイブしながら、メディアをトリミングすることを選択できます。

プロジェクトのコピー、トランスコード、またはアーカイブを行う方法
1. ファイル／プロジェクトマネージャーを選択します。

2. プロジェクトマネージャーウィンドウの「シーケンス」の下で、選択する各シーケンスの
横にあるチェックボックスをオンにします。すべてのチェックボックスをオンにするに
は、Shift キーを押しながら任意のチェックボックスをクリックします。

ネストされたシーケンスは自動的には選択されません。選択しようとしている
シーケンスにネストされたシーケンスが含まれている場合、それらのネストされたシーケ
ンスを選択に含めるかどうかを確認してください。

3. プロジェクトをコピーまたはトランスコードするには、次のいずれかのオプションを選択
します。

選択したシーケンスで使用したフッテージを単一の保存場所
に収集してコピーします。

プロジェクトマネージャーは、Adobe Premiere Pro プロジェクトに動的にリンク
する After Effects コンポジションの収集やコピーは行いませんが、トリミングしたプロ
ジェクトの Dynamic Link クリップをオフラインクリップとして保存します。

選択したシーケンスで使用したフッテージを統合し、アーカイブ
するために単一のコーデックにトランスコードします。
一致：新しく作成したメディアの設定を、シーケンス設定、個々のクリップの設定、
またはプリセットと一致させます。

選択したシーケンスのフレームサイズ、フレームレート、フィール
ドタイプ、およびピクセル縦横比を使用して、一致するクリップをこれらの設定
にトランスコードします。
これらの設定に一致していないクリップはコピーはされますが、トランスコード
されません。

シーケンス内の個々のクリップのフレームサイズ、フレーム
レート、フィールドタイプ、およびピクセル縦横比を使用し、個別の設定を使用
してこれらをトランスコードします。
ソースを一致させることができない場合、クリップはコピーされますが、トラン
スコードされません。例えば、クリップに選択した形式またはプリセットでサ
ポートされていない属性が含まれている場合です。

選択したプリセットのフレームサイズ、フレームレート、フィール
ドタイプ、およびピクセル縦横比を使用して、すべてのクリップをこれらの設定
にトランスコードします。
ソースを一致させることができない場合、クリップはコピーされますが、トラン
スコードされません。

形式：DNXHD 形式の MXF OP1a ファイル、MXF OP1a ファイル、または
QuickTime 形式を選択できます。
プリセット：選択した形式に基づいて、適用可能なプリセットオプションが表示され
ます。

アルファをサポートする唯一のプリセットは「GoPro CineForm With Alpha」プ
リセットです。他のすべてのプリセットでは、アルファチャンネルを統合します。
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注意：

未使用のクリップを除外

予備フレームを含める

最適化したオーディオファイルを含める

イメージシーケンスをクリップに変換

プレビューファイルを含める

クリップ名に合わせて実際のファイル名を変更

After Effects コンポジションをクリップに変換

注意：

4. Premiere Pro では、次のオプションに基づいて、選択したメディアにリンクする新しい
プロジェクトファイルが作成されます。

使用可能なオプションは、前の手順で選択したオプションによって異なります。

元のプロジェクトで使用しなかったメディアを含めない、また
はコピーしないように指定します。

トランスコードした各クリップのインポイントの前とアウトポイ
ントの後に保持する追加のビデオフレームの数を指定します。0～999 フレームの値を設
定できます。
例えば、30 という値を指定すると、インポイントの前に 30 フレーム、アウトポイント
の後ろに 30 フレームが保持されます。予備フレームを含めることで、新しいプロジェク
トの編集にちょっとした調整を加えることができます。

元のプロジェクトで最適化したオーディオが、
新しいプロジェクトでも最適化された状態を保つようにします。このオプションを選択し
なければ、新しいプロジェクトに必要なディスク容量は少なくなりますが、プロジェクト
を開いたときに Premiere Pro によって再びオーディオが最適化されます。このオプショ
ンは、「ファイルをコピーして収集」を選択した場合にだけ指定できます。

プロジェクトマネージャーで静止画像ファイルの
シーケンスを単一のビデオクリップに変換するように指定します。ここで、各静止画像が
ビデオの 1 フレームになります。このオプションを選択すると、再生パフォーマンスが
向上することがあります。

このオプションを選択すると、元のプロジェクトでレンダ
リングしたエフェクトが新しいプロジェクトでもレンダリングされた状態で保持されま
す。選択しなかった場合、新しいプロジェクトに必要なディスク容量は少なくなります
が、エフェクトはレンダリングされません。このオプションは、「ファイルをコピーして
収集」を選択した場合にだけ指定できます。

コピーしたフッテージファイルの名前を
キャプチャ時に作成したクリップの名前に変更します。プロジェクトウィンドウからキャ
プチャしたクリップの名前を変更して、コピーしたフッテージにも同じ名前を付ける場
合、このオプションを選択します（読み込んだキャプチャファイル、特にシーン検出を使
用したキャプチャファイルの名前が分かりやすくなければ、プロジェクトウィンドウで変
更できます）。このオプションでは、実際にキャプチャしたフッテージのファイル名が、
プロジェクトウィンドウの新しい名前を反映して更新されるため、フッテージファイルの
整理が非常に簡単になります。MXF ファイルについてこのオプションを選択しても、そ
のファイルの XML 内の User Clip Name は変わりませんが、トリミングされたプロジェ
クト用にコピーされたクリップのファイル名は、プロジェクトパネルに表示されるクリッ
プ名と合わせるために変更されます。

プロジェクト内の After Effects コンポジ
ションを統合されたビデオクリップに変換します。
動的にリンクされた After Effects コンポジションがプロジェクトに含まれている場合、こ
のオプションを選択すると、コンポジションがビデオクリップに統合されます。このオプ
ションを選択するメリットは、After Effects がインストールされていないシステム上で
も、変換されたビデオクリップを再生できることです。

コンポジションをビデオクリップに統合した後で、新しく作成したプロジェクト
内の元のコンポジションを編集することはできません。ただし、Dynamic Link を使用し
てソースプロジェクト内の元のコンポジションを編集することはできます。
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保存先パス

注意：

ディスク容量

注意：

5. 指定したファイルの保存先を指定します。初期設定で指定されている以外の
場所を保存先にする場合は「参照」をクリックします。
プロジェクトをコピーする場合は、「コピー_[プロジェクト名]」という名前のフォル
ダーが作成され、プロジェクト、フッテージファイル、および指定したその他のファイル
がそのフォルダーにコピーされます。
トランスコーディングのためにプロジェクトを統合する場合は、「Transcoded_[プロ
ジェクト名]」という名前のフォルダーが作成され、プロジェクト、フッテージファイ
ル、および指定したその他のファイルがそのフォルダーに保存されます。

トリミングしているプロジェクトと同じ名前のフォルダーが同じ場所に既に存在
する場合、プロジェクトマネージャーは、名前に番号を追加します。例えば、同名の連続
プロジェクトには、「_001、_002、_003、_004、....」などの番号が追加されます。

6. 現在のプロジェクトファイルのサイズとコピーしたファイルまたは統合し
たファイルの予測サイズを比較して表示します。「計算」をクリックすると、予測サイズ
が更新されます。

7. 「OK」をクリックします。

ファイルをコピーするとき、またはトランスコーディングのためにファイルを統合するとき、プロ
ジェクトマネージャーは、P2 ソースから取得されたメディアファイルについては、P2 準拠の MXF ファイル
構造を作成しません。
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フッテージの読み込み
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サポートされているファイル形式

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ファイル形式について
サポートされるネイティブビデオ形式およびオーディオ形式
サポートされるネイティブカメラ形式
サポートされているオーディオファイル形式
サポートされている静止画および静止画シーケンスファイル形式
サポートされているクローズドキャプションおよび字幕ファイル形式
サポートされているビデオプロジェクトファイル形式

ファイル形式について

MOV、AVI、MXF、F4V などの一部のファイル拡張子は、特定のオーディオ、ビデオまたは画像データ形式で
はなく、コンテナファイル形式を表します。コンテナファイルは、さまざまな圧縮設定およびエンコード設定
でエンコードしたデータを含むことができます。Premiere Pro はこれらのコンテナファイルを読み込むことが
できますが、それらに含まれているデータを読み込むことができるかどうかは、インストールされているコー
デック（特にデコーダー）によって決まります。
追加のコーデックをインストールすることで、それに対応するファイルタイプを Premiere Pro で読み込める
ようになります。多くのコーデックをオペレーティングシステム（Windows または Mac OS）にインストー
ルする必要があり、QuickTime または Video for Windows 形式の内部コンポーネントとして機能する必要があ
ります。特定のデバイスまたはアプリケーションによって作成されるファイル用のコーデックについて詳しく
は、ハードウェアまたはソフトウェアの製造元にお問い合わせください。 

読み込むビデオファイルおよび静止画ファイルは、許容される最大サイズ以下である必要がありま
す。Premiere Pro での最大サイズについて詳しくは、Premiere Pro Work Area のブログを参照してくださ
い。

サポートされるネイティブビデオ形式およびオーディオ形式

Adobe Premiere Pro では、いくつかのオーディオ形式およびビデオ形式がサポートされ、ポストプロダク
ションワークフローに最新のブロードキャスト形式との互換性がもたらされます。

形式 詳細

HEVC（H.265） 最大 8192 x 4320 の解像度を持つ H.265 8K UHD メディア（MXF
形式）

H.264 AVC H.264 エンコーディングを使用する各種メディア

DNxHR DNxHR LB、DNxHR SQ、DNxHR TR、DNxHR HQ および
DNxHR HQX

OpenEXR .EXR、.MXR および .SXR 形式のファイル
3GP、3G2（.3gp）  

Apple ProRes 64
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ビット Windows のみで読み込み

ASF  Netshow（Windows のみ）
AVI（.avi） DV-AVI、Microsoft AVI Type 1 および Type 2

DV（.dv） RAW DV Stream、QuickTime 形式
DNxHD ネイティブ形式の MXF and QuickTime ラッパーでサポートされる
F4V（.f4v） 読み込みのみ
GIF（.gif） アニメーション GIF

M1V MPEG-1 ビデオファイル
M2T Sony HDV

M2TS Blu-ray BDAV MPEG-2 Transport Stream、AVCHD

M4V MPEG-4 ビデオファイル

MOV  
QuickTime ムービー形式
注意： Windows では QuickTime Player が必要です

MP4 QuickTime ムービー、XDCAM EX

MPEG、MPE、MPG MPEG-1、MPEG-2

M2V  DVD 準拠 MPEG-2

MTS AVCHD

MXF

Media eXchange 形式
MXF は次のファイルをサポートするコンテナ形式です：

P2 ムービー：DV、DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO
HD、AVC-Intra のビデオで、MXF の一種である Panasonic の
Op-Atom 形式
XDCAM HD ムービー
Sony XDCAM HD 50（4:2:2）
Avid MXF ムービー
ネイティブ Canon XF

注意：メディアブラウザーで Native Canon XF ファイルをプレ
ビューでき、
メタデータの使用がサポートされます。

ネイティブ MJPEG 1DC

VOB  

WMV

Windows Media、Windows のみ
注意：DV デバイスからプレビューするには、Type-1 AVI クリップ
をレンダリングします。
Type-1 AVI クリップをレンダリングするには、DV プロジェクト内
のシーケンスに追加し、プレビューします。

サポートされるネイティブカメラ形式

Premiere Pro では、トランスコードやファイルのフォーマット変換を行わずに、最新の DSLR カメラから幅
広いネイティブメディア形式を処理できます。
ここに示すメディア形式は、Premiere Pro CC に直接読み込んで編集することができます。必要なコーデック
は Premiere Pro CC に組み込まれており、特に記述がない限り、Mac OS と Windows の両方のシステムでサ
ポートされます。
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ARRI AMIRA カメラ

Canon XF、Canon RAW

CinemaDNG

Panasonic AVC、P2 カメラ

Phantom Cine メディア

RED のサポート

Sony カメラ

ネイティブカメラ形式の直接処理について詳しくは、 このビデオチュートリアルを参照してください。

サポートされているオーディオファイル形式

形式 詳細
AAC  

AC3 5.1 サラウンドを含む
AIFF、AIF  

ASND Adobe サウンドドキュメント
AVI Windows 用ビデオ
BWF Broadcast WAVE 形式
M4A MPEG-4 オーディオ
mp3 MP3 オーディオ
MPEG、MPG MPEG ムービー
MOV QuickTime - QuickTime Player が必要

MXF

Media eXchange 形式
MXF は次のファイルをサポートするコンテナ形式です：

P2 ムービー：DV、
DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO HD、AVC-Intra のビデオ
で、MXF の一種である Panasonic の Op-Atom 形式
XDCAM HD ムービー
Sony XDCAM HD 50（4:2:2）
Avid MXF ムービー

WMA Windows Media Audio、Windows のみ
WAV WAV
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サポートされている静止画および静止画シーケンスファイル形式
Premiere Pro は 8bpc（4 バイト/ピクセル）および 16bpc（8 バイト/ピクセル）静止画ファイルをサポー
トします。

形式 詳細
AI、EPS  

（BMP、DIB、RLE）  

DPX  

EPS  

GIF  

ICO アイコンファイル（Windows のみ）
JPEG JPE、JPG、JFIF

PICT  

PNG  

PSD  

PSQ Adobe Premiere 6 ストーリーボード
PTL、PRTL Adobe Premiere タイトル
（TGA、ICB、VDA、VST）  

TIF  

サポートされているクローズドキャプションおよび字幕ファイル形式

形式 詳細
DFXP 配信形式交換プロファイル
MCC MacCaption VANC

SCC Scenarist クローズドキャプションファイル
STL EBU N19 字幕ファイル
XML W3C/SMPTE/EBU タイム付きテキストファイル

サポートされているビデオプロジェクトファイル形式

形式 詳細
AAF  Advanced Authoring Format

AEP、AEPX  After Effects プロジェクト
CSV、PBL、TXT、TAB バッチリスト
EDL  CMX3600 EDL

PLB Adobe Premiere 6.x ビン（Windows のみ）
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PREL Adobe Premiere Elements プロジェクト（Windows のみ）
PRPROJ Premiere Pro プロジェクト
PSQ Adobe Premiere 6.x ストーリーボード（Windows のみ）
XML FCP XML
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ファイルの転送と読み込み
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サポートされているファイル形式
ファイルの転送について
ファイルの読み込みについて
メディアブラウザーでのファイルの読み込み
「読み込み」コマンドを使用したファイルの読み込み
チャンネルのサポート
インジェスト中の編集

サポートされているファイル形式

Premiere Pro では、多くのビデオ形式やオーディオ形式を読み込むことができます。Premiere Pro では、こ
こに挙げられた形式のファイルを読み込むことができます。ただしそのためには、特定のファイルを生成する
ために使用されるコーデックがローカルにインストールされている必要があります。これらのソフトウェアモ
ジュールのほとんどは、Premiere Pro とともに自動的にインストールされます。
Premiere Pro で読み込みがサポートされているファイル形式の一覧については、サポートされているファイル
形式を参照してください。

ファイルの転送について

別のコンピューターからのプロジェクトの転送

After Effects プロジェクトファイル、Premiere Pro プロジェクトファイル、Final Cut Pro プロジェクトファイ
ルなどのプロジェクトファイルを、あるコンピューターから別のコンピューター（これらのプロジェクトファ
イルを Premiere Pro に読み込むコンピューター）に転送する場合は、プロジェクトファイルに関連付けられ
ているすべてのアセットを転送してください。また、プロジェクトファイルとそれらに関連付けられているア
セットは、元のコンピューターと同じファイル名およびフォルダー構造のフォルダーに保存してください。

ファイルベースのメディアからのアセットの転送

P2 カード、XDCAM カートリッジ、SxS カード、DVD などのファイルベースのメディア上のアセットを編集
することができます。ただし、Premiere Pro では、あらかじめアセットをローカルハードディスクに転送する
ほうが処理時間は短くなります。Windows エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）を使用
して、ファイルベースの取得メディアからファイルを転送します。次に、ハードディスク上のファイルを
Premiere Pro プロジェクトに読み込みます。
ファイルベースのメディアからハードディスクにファイルを転送する場合は、関連するすべてのファイルが含
まれているフォルダーとそのサブフォルダーを転送し、フォルダー構造を同じ状態に保ちます。例え
ば、AVCHD ファイルベースのメディアからファイルを転送する場合は、BDMV フォルダーとそのすべての内
容を転送します。DVCPRO HD メディアからファイルを転送する場合は、CONTENTS フォルダーとそのすべ
ての内容を転送します。XDCAM EX メディアからファイルを転送する場合は、BPAV フォルダーとそのすべ
ての内容を転送します。DVD からファイルを転送する場合は、VIDEO_TS フォルダーのすべての内容（存在
する場合）と AUDIO_TS フォルダーのすべての内容を転送します。

156

https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/using/supported-file-formats.html
https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/using/supported-file-formats.html


ページの先頭へ

ファイルベースのメディアのビデオファイルは、プロジェクトのスクラッチディスクの設定で指定した、
キャプチャしたビデオ用のフォルダーと同じフォルダーに転送します。

AVCHD アセットのフォルダー構造

DVCPRO HD アセットのフォルダー構造

XDCAM EX アセットのフォルダー構造

DVD ビデオアセットのフォルダー構造

ファイルの読み込みについて

読み込みはキャプチャとは異なります。「読み込み」コマンドを使用して、ハードディスクや接続されている
その他のストレージデバイス上に保存されているファイルをプロジェクトに取り込むことができます。ファイ
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Premiere Pro では、メディアブラウザーまたは読み込みコマンドを使
用してファイルを読み込めます。
Premiere Pro では、特定のタイプのファイルにインデックスを付け、
その他のファイルを読み込んだ後でトランスコードします。これらの
種類のファイルは、これらの処理が完了するまで完全に編集すること
はできません。完全にインデックス付けまたはトランスコードが完了
するまで、クリップのファイル名はプロジェクトパネルに斜体で表示
されます。
Premiere Pro がネイティブサポートしていない種類のファイルを読み
込むには、適切なキャプチャカードまたはサードパーティ製プラグイ
ンソフトウェアをインストールします。詳しくは、インストールされ
ているカードまたはプラグインのマニュアルを参照してください。
 

ビデオ：メディアの読み込み

メディアブラウザーを使用して、
メディアドライブまたはカメラ
カードからメディアを直接読み込
む方法について学習します。（2
分間）
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ルを読み込むと、Premiere Pro プロジェクトで使用できるようになります。Premiere Pro では、様々な種類
のビデオ、静止画およびオーディオを読み込むことができます。さらに、Premiere Pro プロジェクトを After
Effects から書き出して、Premiere Pro に読み込むことができます。
Premiere Pro プロジェクトには、様々なファイル形式のビデオ、オーディオおよび静止画ファイルを読み込む
ことができます。ファイルは 1 つずつ読み込むか、複数のファイルやファイルのフォルダー全体を一度に読み
込むことができます。フレームサイズは 16 メガピクセルを超えてはいけません。
スパンドクリップがある場合は、ファイルメニューからではなく、メディアブラウザーから読み込んでくださ
い。

クリップの作成に使用するソフトウェアでピクセル単位の指定ができない場合は、ポイント単位で指定し
ます。

ファイルやフォルダーを Windows エクスプローラ（Windows）または Finder（Mac OS）からプロジェク
トパネルにドラッグして読み込むこともできます。Windows Vista では、ユーザーアカウント制御
（UAC）がアクティブな場合、Windows エクスプローラなどのプログラムから管理者モードで実行されて
いるプログラムへのドラッグアンドドロップが無効になります。プラグインのアクティブ化、特殊なディ
スクアクセスおよびネットワークアクセス許可には、Premiere Pro を管理者モードで実行しま
す。Premiere Pro を管理者モードで実行しながらドラッグアンドドロップを有効にするには、UAC を無効
にします。Windows のコントロールパネルで、「ユーザーアカウント」を選択します。選択したユーザー
の UAC を無効にします。

Premiere Pro でオーディオおよびビデオファイルを読み込む方法については、このチュートリアルを参照して
ください。

メディアブラウザーでのファイルの読み込み

メディアブラウザーを使用すると、ファイルの参照や種類別の検索が簡単に行えます。読み込みダイアログ
ボックスとは異なり、メディアブラウザーはその他のパネルと同様、開いたままにしておいたりドッキングす
ることができます。また、同じワークスペース内に複数のメディアブラウザーパネルを読み込み、複数のプロ
ジェクトの既存のクリップを編集したり再利用したりすることもできます。
メディアブラウザーを使用することで、編集中にすべてのアセットにすばやくアクセスできます。また、メ
ディアブラウザーを使用して、P2 カード、SxS カード、XDCAM ディスク、DVD のようなビデオストレージ
メディアからコピーしたクリップを読み込むこともできます。アセットを読み込むと、アセットは現在の場所
に残り、アセットの場所を示すクリップがプロジェクトパネルに作成されます。初期設定では、メディアファ
イルがあるディレクトリに XMP ファイルを書き込みますが、環境設定でこの動作をオフにできます。最高の
パフォーマンスを得るには、最初にファイルベースのメディアからローカルハードディスクにファイルを転送
します。次に、ローカルハードディスクから Premiere Pro プロジェクトにファイルを読み込みます。

1. ウィンドウ／メディアブラウザーを選択します。

2. 目的のファイルを参照するには、次のいずれかの操作を行います。
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最近開いたフォルダーを開くには、最近使用したディレクトリメニューの三角形をク
リックし、フォルダーを選択します。

メディアブラウザーのハードドライブおよびフォルダーのリストで、フォルダー名の
横の三角形をクリックして、フォルダーを開きます。

3. 特定の種類のファイルのみを表示するには、ファイルの種類メニューで三角形をクリック
し、ファイルの種類を選択します。別の種類を選択するには、メニューをもう一度開き、
別の種類を選択します。目的のすべての種類が選択されるまで繰り返します。

4. ファイルのリストから 1 つまたは複数のファイルを選択します。複数の連続していない
ファイルを選択するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
しながらファイル名をクリックします。複数の連続しているファイルを選択するに
は、Shift キーを押しながらファイル名をクリックします。

5. 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／メディアブラウザーから読み込みを選択するか、メディアブラウザーで
ファイルを右クリックして「読み込み」を選択します。または、メディアブラウザー
からプロジェクトパネルにファイルをドラッグするか、メディアブラウザーからタイ
ムラインにファイルをドラッグします。

ファイルはプロジェクトパネルに読み込まれます。

メディアブラウザーでファイルを右クリックし、「ソースモニターで開く」を選択し
ます。または、ブラウザーでファイルをダブルクリックして、ソースモニターでファ
イルを開きます。

メディアブラウザーのソースモニターでファイルが開かれます。

「読み込み」コマンドを使用したファイルの読み込み
コンピューターに接続されているファイルベースのデバイスから、メディアをクリップとして直接読

み込むこともできますが、これらのメディアをまずハードディスクに転送し、その後ハードディスクから読み
込むことをお勧めします。 

ファイル／読み込みを選択します。複数のファイルを選択できます。
最近読み込んだファイルをもう一度読み込むには、ファイル／最近使用したファイルを読
み込む／［ファイル名］を選択します（Premiere Pro の環境設定がリセットされている場
合、ファイル名は表示されません）。
ファイルをフォルダーごと読み込むには、ファイル／読み込みを選択します。目的のフォ
ルダーを探して選択し、「フォルダーを読み込み」をクリックします。新しいビンとし
て、選択したフォルダーがフォルダーの内容とともにプロジェクトパネルに追加されま
す。
連番付き静止画シーケンスをクリップとして読み込む方法については、画像シーケンスと
しての画像の読み込みを参照してください。

チャンネルのサポート

Premiere Pro では、4 チャンネルのアセットがサポートされています。レンダリングパイプライン内で処理さ
れるすべてのピクセルに 4 チャンネルが使用されます。DV、HDV または MPEG フッテージなどの 3 チャン
ネルのアセットが処理されるとき、アセットは自動的に 4 チャンネルに変換されます。3 チャンネルのアセッ
トは、エフェクトまたはトランジションをアセットに追加するときに変換されます。
Premiere Pro では 10 bit 色深度をサポートしており、スタンダードデフィニションおよびハイデフィニショ
ンのフッテージを編集するのに便利です。
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インジェスト中の編集

Premiere Pro のメディアブラウザーパネルで、編集を開始しながら、バックグラウンドでメディアを自動的に
インジェストできます。 

メディアブラウザーパネルのインジェストチェックボックスで、自動インジェスト動作のオン／オフを切り替
えます。このチェックボックスの横にある設定ボタンをクリックすると、プロジェクト設定ダイアログが開
き、インジェスト設定を調整できます。プロジェクト設定ダイアログにある同様のインジェストボックスは、
メディアブラウザーパネルの設定と同期が維持されます。自動インジェスト動作をオンにした場合は、ファイ
ルがプロジェクトに読み込まれたときに自動的に開始される操作を次の 4 つから選択できます。インジェスト
処理がバックグラウンドで完了しても、引き続き編集が可能です。
コピー - メディアをそのまま新しい場所にコピーできます。例えば、この操作は通常、リ
ムーバブルメディアからローカルのハードドライブにカメラのフッテージを転送するのに
使用します。転送パスは、設定の「主な宛先」オプションで指定します。メディアのコ
ピーが終了すると、プロジェクトのクリップはこれらのファイルのコピーを指すようにな
ります。  
トランスコード - メディアを新しい形式で、新しい場所にトランスコードできます。例え
ば、この操作を使用して、元のカメラのフッテージをポストプロダクション施設内で使用
されている特定の形式にトランスコードできます。ファイルパスは、設定の「主な宛先」
オプションで指定します。形式は、選択したプリセットによって指定されます。メディア
をトランスコードした後、プロジェクトのクリップはこれらのトランスコードされたファ
イルのコピーを指します。  
プロキシ作成 - このオプションを使用すると、プロキシを作成してメディアに追加できま
す。例えば、この操作は通常、編集中のパフォーマンス向上のための低解像度クリップを
作成するのに使用します。最終出力用には、元の最大解像度ファイルに再び切り替えるこ
とができます。プロキシの作成先のファイルパスは、設定の「プロキシ宛先」オプション
で指定します。形式は、選択したプリセットによって指定されます。プロキシが作成され
ると、プロジェクトのクリップに自動的に追加されます。
プロキシをコピーして作成 - このオプションは、メディアをコピーして、上で指定したよ
うにプロキシを作成します。  

4 つすべてのオプションに、ファイルの保存先が「プロジェクトファイルと同じ」に設定されたデフォルトの
プリセットが用意されています。その代わりに、ユーザー定義の宛先や、ファイルがクラウドと自動的に同期
される Creative Cloud ファイルフォルダーを選択することもできます。また、Adobe Media Encoder を使用
して、独自の「インジェスト」プリセットを作成することもできます。
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シーケンス、クリップリスト、ライブラリ、コンポジションの読み込
み

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

以前のバージョンの Premiere Pro プロジェクトの読み込み
Premiere Pro プロジェクトから選択したシーケンスの読み込み
Premiere Elements プロジェクトの読み込み（Windows のみ）
ライブラリの読み込み（Windows のみ）
After Effects コンポジションの読み込み
CMX3600 EDL プロジェクトの読み込み

以前のバージョンの Premiere Pro プロジェクトの読み込み

Mac OS または Windows の以前のバージョンの Premiere Pro で作成したプロジェクトのコンテンツを追加できます。また、Windows 版では、以
前のバージョンの Premiere Pro や Premiere 6.0 または 6.5 で作成されたプロジェクトを読み込むことができます。読み込まれたプロジェクトのク
リップとシーケンスは、読み込まれたプロジェクトの名前の付いたビン内のプロジェクトパネルに追加されます。読み込まれたプロジェクトのビ
ンの階層は、新しいビンでも維持されます。廃止されたトランジションとエフェクトは維持されていません。ただし、タイムベースやオーディオ
サンプルレートが異なる別のプロジェクトに読み込む場合は、編集位置の指定やオーディオ品質に影響が出てくるため、注意が必要です。
プロジェクトの読み込みは、すべてのシーケンス情報とクリップ情報を別のプロジェクトにコピーする唯一の方法です。
また、Windows 版の Premiere Pro で作成したプロジェクトを、Mac OS 版の Premiere Pro で開くこともできます。以前のバージョンから読み込
んだコンテンツは、どれも開くことができます。

以前のバージョンの Adobe Premiere では、プロジェクトファイルとは別にストーリーボードが保存されています。Premiere Pro のすべて
のストーリーボード機能はプロジェクトパネルにあります。Windows では、ファイル／読み込みを選択することで、以前のバージョンで作成した
ストーリーボードファイルを読み込むことができます。

Premiere Pro プロジェクトから選択したシーケンスの読み込み

別の Premiere Pro プロジェクトから選択した 1 つまたは複数のシーケンスを読み込むことができます。

シーケンスのアセットでシーケンスどおりに読み込みやすくするには、まず、シーケンスを含むプロジェクトを整理統合します。プロジェクト
マネージャーでファイルを収集し、新しい場所にコピーします。  

1. ファイル／読み込みを選択し、読み込む 1 つまたは複数のシーケンスが含まれるプロジェクトファイルを探して選択します。

2. 「開く」をクリックします。

3. プロジェクトの読み込みダイアログボックスで、プロジェクト全体を読み込むか、選択したシーケンスだけを読み込むかを選
択し、「OK」をクリックします。

4. Premiere Pro シーケンスを読み込みダイアログボックスで、読み込む各シーケンスを選択し、「OK」をクリックします。

Premiere Elements プロジェクトの読み込み（Windows のみ）
1. ファイル／プロジェクトを開くを選択します。

2. Adobe Premiere Elements プロジェクトファイル（ファイル拡張子 PREL）を参照します。

3. 「開く」をクリックします。
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Premiere Elements プロジェクトファイルは Premiere Pro プロジェクトファイルに変換されます。

ライブラリの読み込み（Windows のみ）

Adobe Premiere 6.5 では、ライブラリというコンテナをサポートしています。コンテナは、1 つまたは複数のプロジェクトのクリップを格納して
いるファイルです。ライブラリ（PLB）は、どのプロジェクトにも属さないファイルです。Premiere Pro では、ライブラリを直接サポートしてい
るわけではありませんが、PLB ライブラリファイルを読み込むことができます（Windows のみ）。ライブラリは、Premiere Pro プロジェクトに読
み込まれると、ビンに変換されます。ほかのプロジェクトへ持ち込むために保存するには、クリップを含むプロジェクトをそのまま保存します。
次に、そのプロジェクトをほかのプロジェクトに読み込みます。

After Effects コンポジションの読み込み

After Effects のコンポジションは、ファイル／読み込みを選択すれば、サポートされているほかの種類のファイルと同じように読み込むことができ
ます。Premiere Pro プロジェクトファイルを After Effects から書き出し、それを Premiere Pro で開いて編集することもできます。また、Premiere
Pro と After Effects との間でレイヤーやアセットをコピー＆ペーストすることも可能です。
Adobe Dynamic Link を使用して After Effects コンポジションを作成することも、読み込むこともできます。Premiere Pro タイムラインのクリップ
を選択し、Adobe Dynamic Link を経由して After Effects コンポジションと置き換えることができます。Adobe Dynamic Link を使用すると、ファ
イルに対してどちらのアプリケーションで行った変更も、わざわざレンダリングせずに、両方に直ちに表示されます。

After Effects プロジェクトを、別のコンピューターから Premiere Pro を実行しているコンピューターへ移動する場合は、After Effects プロジェ
クトに関連付けられているすべてのファイルを移動してください。

After Effects コンポジションの読み込み
1. 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／読み込みを選択して、目的の AEP ファイルを探します。
ファイル／Adobe Dynamic Link／After Effects コンポジションを読み込みを選択します。

2. AEP ファイルを選択して、「開く」をクリックします。

After Effects プロジェクトに複数のコンポジションが含まれている場合は、After Effects コンポジションを読み込みダイアログ
が表示されます。

3. 1 つまたは複数のコンポジションを選択します。連続するコンポジションを選択する場合は、Shift キーを押しながらクリック
します。連続していないクリップを選択するには、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。

Premiere Pro は、選択した After Effects コンポジションを読み込んで、それらをプロジェクトパネルに配置します。複数のコンポジションを選択
した場合、Premiere Pro は、AEP ファイルと同じ名前のビンを作成して、そのビンにコンポジションを配置します。

CMX3600 EDL プロジェクトの読み込み

EDL ファイル形式のプロジェクトファイルを読み込むことができます。

1. ファイル／読み込みを選択し、目的の EDL ファイルが含まれているプロジェクトファイルを探して選択します。

2. 「開く」をクリックします。

以下も参照してください。
After Effects と Premiere Pro 間のコピーとペースト
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静止画の読み込み

ページの先頭へ

読み込み前の静止画の準備
Photoshop ファイルと Illustrator ファイルの読み込み
画像シーケンスとしての画像の読み込み
読み込んだ画像のサイズ変更

Premiere Pro では、静止画を個別に読み込んだり、一連の静止画をシーケンスとして読み込むことができま
す。Photoshop や Illustrator などのアドビアプリケーションから静止画を読み込むこともできます。Premiere
Pro で読み込み可能な静止画の形式について詳しくは、読み込みでサポートされているファイル形式を参照し
てください。
読み込まれた静止画は、静止画の環境設定で指定されているデュレーションを使用します。シーケンス内の静
止画のデュレーションを変更することができます。
読み込むことができる静止画およびムービーの最大フレームサイズは 256 メガピクセルで、いずれの方向も
最大サイズは 32,768 ピクセルです。詳しくは、Premiere Pro Work Area ブログのこの投稿を参照してくださ
い。

読み込み前の静止画の準備

Premiere Pro でのレンダリング時間を短縮するために、静止画を読み込む前に、ファイルをできるだけ完全な
状態にしておきます。通常、作成元のアプリケーションでファイルを準備しておくほうが簡単に処理できま
す。次の操作を行ってください。

ファイル形式がオペレーティングシステムでサポートされていることを確認します。
ピクセルサイズを、Premiere Pro で使用する解像度に設定します。時間の経過に応じて画
像を拡大または縮小する場合は、最大サイズでも十分に画像の細部が表示されるようにサ
イズを設定します。
最適な結果を得るには、最低でもプロジェクトのフレームと同じサイズでファイルを作成
し、Premiere Pro で画像を拡大する必要がないようにしてください。画像をオリジナルの
サイズより大きく拡大すると、鮮明度が落ちてしまう場合があります。画像を拡大する場
合は、プロジェクトのフレームよりも大きなサイズで作成します。 例えば、画像を 200%
に拡大する場合は、画像を読み込む前に、プロジェクトの 2 倍のフレームサイズで画像を
準備します。
画像の中で Premiere Pro で表示しない部分をクロップします。
領域を透明にする場合は、アルファチャンネルを作成するか、Adobe Photoshop や
Adobe Illustrator などのアプリケーションに備わっている透明ツールを使用します。
最終出力を標準的なテレビ画面に表示する場合は、画像やテキストに細い水平線（1 ピク
セル線など）を使用しないでください。インターレースによってちらつきが発生します。
細い線を使用する必要がある場合は、ブラー（ぼかし）を少し適用して、線が両方のビデ
オフィールドに表示されるようにします。インターレースビデオ、ノンインターレースビ
デオおよびプログレッシブスキャン を参照してください。
命名規則に従った適切な名前でファイルを保存します。例えば、Windows 上で Premiere
Pro にファイルを読み込む場合は、半角英数 3 文字の拡張子を付けます。
Photoshop など、カラーマネジメントをサポートした外部アプリケーションで静止画を準
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すべてのレイヤーを統合

備する場合は、ビデオに適した sRGB や NTSC RGB などのカラースペースで画像を作成
することで、外部アプリケーションと Premiere Pro の色をより近づけることができま
す。

Photoshop ファイルと Illustrator ファイルの読み込み

Adobe Photoshop 以降または Adobe Illustrator からもファイルを読み込むことができます。レイヤーファイル
の読み込み形式を制御することもできます。統合されていないファイルの空白（透明）部分は、Premiere Pro
に読み込まれたときにアルファチャンネルとして保存され、透明になります。このため、グラフィックスを読
み込んだら、そのまま別のトラックのクリップ上にスーパーインポーズすることができます。
Photoshop のレイヤーファイルは、選択したレイヤーを個別クリップとしてビンに読む込むか、選択したレイ
ヤーをビンとシーケンスに読み込むか、選択したレイヤーを 1 つのビデオクリップに統合して読み込むことが
できます。
また、Photoshop からタイムラインアニメーションモードで保存されたビデオやアニメーションが含まれる
ファイルも読み込むことができます。

Photoshop コンポジションから Premiere Pro プロジェクトに移動された個々のレイヤーが、予期した
とおりには動作しないことがあります。

Photoshop のレイヤーファイルの読み込み

Photoshop のファイル形式で保存されたレイヤーファイルを読み込む場合は、レイヤーファイルの読み込みダ
イアログボックスでレイヤーの読み込み方法を選択することができます。

特殊な描画モードやノックアウトオプションなど、Photoshop の一部のレイヤー属性はサポートされ
ていません。最適な結果を得るには、Photoshop の基本的な透明および不透明設定を使用してくださ
い。Adobe Premiere Pro は、Photoshop のほとんどの描画モードをサポートしています。

Premiere Pro は、オリジナルのファイルに適用されている位置、不透明度、可視領域、透明度（アルファチャ
ンネル）、レイヤーマスク、調整レイヤー、共通のレイヤーエフェクト、レイヤークリッピングパス、ベクト
ルマスク、クリッピンググループなどの属性を読み込みます。Photoshop は、白の背景を不透明な白で書き出
し、アルファチャンネルをサポートする形式に書き出す場合はチェッカーボードの背景を透明なアルファチャ
ンネルとして書き出します。
レイヤーの Photoshop ファイルを読み込むと、Photoshop で作成したグラフィックを簡単に使用できま
す。Premiere Pro で統合されていないレイヤーを含む Photoshop のファイルを読み込むと、ファイル内の各
レイヤーはビンでは個別のクリップになります。各クリップの名前は、レイヤー名の後ろにレイヤーが格納さ
れていたファイル名を追加した形式になります。各レイヤーは、「環境設定」の静止画で設定した静止画像の
デフォルトデュレーションで読み込まれます。
ほかの Photoshop ファイルと同様に、ビデオやアニメーションが含まれた Photoshop ファイルも読み込むこ
とができます。各レイヤーは静止画像のデフォルトデュレーションで読み込まれるため、読み込まれたビデオ
やアニメーションは Photoshop ファイルのソースとは異なる速度で再生される場合があります。同じ速度で
再生するには、Photoshop ファイルを読み込む前に静止画像のデフォルトデュレーションを変更します。例え
ば、Photoshop アニメーションが 30 fps で作成されており、Premiere Pro のシーケンスフレームレートが 30
fps の場合、環境設定で Premiere Pro の静止画のデフォルトデュレーションを 30 フレームに設定します。
レイヤーファイルの読み込みダイアログボックスで選択したオプションによって、Premiere Pro に読み込んだ
場合のビデオやアニメーション内のレイヤーの処理方法が決まります。
読み込みダイアログボックスで、レイヤーを含む Photoshop ファイルの読み込みを選択すると、Photoshop
ドキュメントを読み込みダイアログボックスが表示され、読み込みメニューにファイルの読み込み方法のオプ
ションが表示されます。

すべてのレイヤーを統合して、ファイルを統合された 1 つの PSD クリップとして
Premiere Pro に読み込みます。
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個別のレイヤー

シーケンス
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選択したレイヤーのみを、1 つの統合された PSD クリップとして Premiere Pro に読み込み
ます。

リストから選択したレイヤーのみを、それぞれ個別のクリップとしてビンに読み込みます。

選択したレイヤーのみを、それぞれ 1 つのクリップとして読み込みます。また、Premiere Pro
は、各クリップが別個のトラックに含まれるシーケンスを作成し、これらをプロジェクトパネルでそれぞれ専
用のビンに取り込みます。シーケンスを選択すると、フッテージのサイズメニューで次のオプションを選択で
きます。
ドキュメントのサイズは、シーケンス設定ダイアログボックスで指定したフレームサイズ
と一致するようクリップのフレームサイズを変更します。
レイヤーのサイズは、Photoshop ファイルのソースレイヤーのフレームサイズとクリップ
のフレームサイズを一致させます。

1 つのレイヤーを単独のクリップとして読み込むと、プロジェクトパネルに表示される名前は、レイ
ヤー名の後ろにオリジナルのファイル名を付けた形式になります。

Illustrator 画像の読み込み

Adobe Illustrator の静止画ファイルを Premiere Pro プロジェクトに直接読み込むことができます。Illustrator
アートはパスベース（ベクトルベース）なので、Premiere Pro で使用するピクセルベースの画像形式に変換す
るラスタライズという処理が行われます。読み込まれた Illustrator アートのエッジには、アンチエイリア
ス（エッジを滑らかにする処理）が適用されます。また、空白部分はすべてアルファチャンネルに変換される
ので透明になります。
Illustrator アートをラスタライズするときにアートのサイズを定義するには、Illustrator を使用して Illustrator
ファイルにクロップマークを設定します。クロップマークを設定する手順については、Illustrator のヘルプを
参照してください。
Illustrator のレイヤーを Premiere Pro で統合しても、クリップを選択し、編集／オリジナルを編集を選択する
ことで、レイヤーを編集できます。

画像シーケンスとしての画像の読み込み

アニメーション GIF など、ファイルに保存されたアニメーションを読み込むことができます。TIFF シーケン
スなどの静止画ファイルのシーケンスを読み込んで、1 つのビデオクリップとして自動的に結合することもで
きます。各静止画ファイルはそれぞれ 1 つのビデオフレームになります。シーケンスの読み込みは、After
Effects などのアプリケーションによって画像シーケンスとして書き出されたアニメーションに対して使用す
る場合に便利です。一連の画像には、レイヤーを設定することができません。レイヤーと画像の統合について
は、アプリケーションのマニュアルを参照してください。

1. 静止画シーケンスのフレームレートを設定します。編集／環境設定／メディア
（Windows）または Premiere Pro／環境設定／メディア（Mac OS）を選択します。次
に、不確定メディアのタイムベースメニューからフレームレートを選択します。「OK」
をクリックします。

2. 各静止画のファイル名の最後が同じ桁数の連番になっており、さらに正しいファイル拡張
子が付いていることを確認します（file000.bmp、file001.bmp など）。

3. ファイル／読み込みを選択します。

4. シーケンス内の最初の番号のファイルを探して選択し、「画像シーケンス」を選択して、
「開く」（Windows）または「読み込み」（Mac OS）を選択します。Premiere Pro で
は、「画像シーケンス」を選択すると、連番付きの各ファイルがビデオクリップの 1 つ
のフレームとして解釈されます。
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読み込んだ画像のサイズ変更

読み込んだ画像は、通常、読み込んだビデオよりも高い解像度を持つので、Premiere Pro のタイムラインで表
示すると切り抜かれているように見えます。
シーケンスのフレームサイズに合わせてクリップのスケールを個別に調整できます。あるいは、「フレームサ
イズに合わせてスケール」コマンドを使用して、画像のサイズをすばやく変更することもできます。
「フレームサイズに合わせてスケール」コマンドを使用する場合、のピクセル解像度が保持され、画像にズー
ムインしたときに鮮明に表示されます。

1. タイムラインで画像を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック
（Mac OS）します。

Shift キーを押しながら画像をクリックすると、タイムラインで複数の画像を一度に選択できます。
2. 「フレームサイズに合わせてスケール」を選択します。
「フレームサイズに合わせてスケール」コマンドを使用する場合、再生パフォーマンスを向上させるために
「フレームサイズに合わせる」設定がオフになります。
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オーディオ CD のオーディオの使用
圧縮されたオーディオ形式の使用
Adobe Audition のオーディオの使用
サポートされているオーディオサンプルレート
オーディオの最適化

オーディオファイルやビデオファイルのトラックとして保存されているデジタルオーディオクリップを読み込
むことができます。デジタルオーディオは、コンピューターのハードディスク、オーディオコンパクトディス
ク（CD）またはデジタルオーディオテープ（DAT）に、コンピューターで読み取り可能なバイナリデータと
して保存されます。可能な限り高い品質を維持できるように、デジタルオーディオファイルをコンピューター
に転送する際には、デジタル接続を使用してください。サウンドカードを使用してオーディオソースのアナロ
グ出力をデジタル化しないようにしてください。

デジタルビデオソースからオーディオだけのファイルをキャプチャする場合は、キャプチャパネルの
「ログ」ペインでキャプチャメニューから「オーディオ」を選択します。Premiere Pro は、HDV などの一部
の形式では、オーディオだけのキャプチャをサポートしていません。

オーディオ CD のオーディオの使用

プロジェクトで CD オーディオ（CDA）ファイルを使用することができます。ただし、Premiere Pro に読み
込む前に、WAV や AIFF などのサポートされているファイル形式に変換する必要があります。CDA ファイル
は、Adobe® Audition® などのオーディオアプリケーションを使用して変換することができます。

オーディオトラックを使用する場合は、そのトラックの著作権または著作権の使用許諾を得ているこ
とを確認してください。

圧縮されたオーディオ形式の使用

MP3 や WMA などの形式で保存された音楽は、オリジナルのオーディオ品質をある程度落として圧縮されて
います。圧縮オーディオを再生するには、ファイルを展開し、出力設定に合わせてサンプリングし直す必要が
あります。Premiere Pro では、高品質のリサンプラーをこの目的に使用していますが、最適な結果を得るため
には、できるだけ非圧縮形式または CD オーディオバージョンのオーディオクリップを使用してください。

Adobe Audition のオーディオの使用

Adobe Audition を使用すると、高度なオーディオ編集を行うことができます。Adobe Audition から Premiere
Pro と互換性のあるファイル形式でオーディオを書き出すと、Adobe Premiere Pro プロジェクトにオーディ
オを読み込むことができます。
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サポートされているオーディオサンプルレート

Premiere Pro では、次のオーディオサンプルレートがネイティブサポートされています。

8000 Hz

11025 Hz

22050 Hz

32000 Hz

44100 Hz

48000 Hz

96000 Hz

オーディオの最適化

Premiere Pro は、ビデオクリップに含まれているオーディオチャンネルを含む各オーディオチャンネルを、
シーケンスのサンプルレートで 32 bit 浮動小数点データとして処理します。この処理により、最高の編集パ
フォーマンスとオーディオ品質が実現されています。Premiere Pro は、32 bit 形式およびシーケンスのサンプ
ルレートと一致するように特定のタイプのオーディオを最適化します。最適化が必要な場合、ファイルを初め
てプロジェクトに読み込むときに行います。最適化には多少時間がかかり、ディスク容量も必要になります。
最適化が開始されると、Premiere Pro ウィンドウの右下に進行状況バーが表示されます。最適化したオーディ
オは、CFA オーディオプレビューファイルに保存されます。プロジェクト設定ダイアログボックスでオー
ディオプレビューのスクラッチディスクの場所を指定して、オーディオプレビューファイルを保存する場所を
指定できます。
オーディオファイルが完全に最適化される前に、オーディオファイルを操作することができ、エフェクトを適
用することもできます。ただし、最適化されている部分のみプレビューすることができます。最適化されてい
ないセクションは再生しても聞こえません。
以下のような規則によって、最適化されるオーディオの種類が決まります。

非圧縮オーディオ

クリップを同じサンプルレートのシーケンスで使用する場合、ネイティブサポートされて
いるサンプルレートで収録された圧縮されていないクリップ内のオーディオは最適化され
ません。
非圧縮クリップを異なるサンプルレートのシーケンスで使用した場合は、非圧縮クリップ
内のオーディオが最適化されます。ただし、シーケンスを書き出すまで、またはオーディ
オプレビューファイルを作成するまで最適化されません。
ネイティブサポートされているサンプルレート以外で録音された圧縮されていない形式の
オーディオは最適化されません。このような場合は、通常、オーディオはサポートされて
いるサンプルレートに最も近いレートか、ソースオーディオのサンプルレートの倍数にな
るサポートされたサンプルレートにアップサンプリングされます。例えば、11024 Hz
ソースの場合、サポートされているレートに 11024 の倍数になるものはないため、最も近
いレートの 11025 Hz にアップサンプリングされます。

圧縮済みオーディオ

MP3、WMA、MPEG または圧縮された MOV ファイルなどのすべての圧縮済みオーディ
オは最適化されます。オーディオは、ソースファイルのサンプルレートで最適化されま
す。例えば、44100 Hz の MP3 は 44100Hz に最適化されます。ただし、44100 Hz ク
リップを 44000 Hz シーケンスで使用するなど、最適化されたオーディオをサンプルレー
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トの異なるシーケンスで使用すると、オーディオは最適化されずにシーケンスのサンプル
レートで再生されます。

同じオーディオサンプルレートの別のシーケンスに読み込むときに 1 つのシーケンスに最適化されたファイル
は、最適化されてから移動したり、名前を変更していないかぎり最適化されません。最適化されたすべての
ファイルの保存場所は、メディアキャッシュデータベースに保持されます。

最適化を避けるには、オーディオ編集ソフトウェアやトランスコードソフトウェアを使用して、オーディ
オファイルをサポートされているサンプルレートで、ネイティブサポートされている非圧縮形式のファイ
ルに変換します。

Premiere Pro では、一部のファイルの最適化に加え、オーディオが含まれているファイルを初めてプロジェク
トに読み込むときに PEK ファイルが作成されます。この PEK ファイルを使用して、タイムラインパネルで
オーディオ波形を描画します。PEK ファイルは、環境設定ダイアログボックスのメディアペインで「メディ
アキャッシュファイル」に指定した場所に保存されます。
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非テープ方式の形式のアセットの読み込み

注意：

注意：

メディアブラウザーを使用したファイルベースソースのアセットの読み込み
スパンドクリップについて

各種メーカーのファイルベースのビデオカメラで録画や録音されたビデオやオーディオは、特定のディレクトリ構造の特定の形式のファイルに取
り込まれます。このような形式のビデオカメラには、Panasonic P2 ビデオカメラ、Sony XDCAM HD および XDCAM EX ビデオカメラ、Sony CF
ベース HDV ビデオカメラおよび AVCHD ビデオカメラがあります。
このような形式で録画するビデオカメラでは、通常、ハードディスク、光学メディアまたはフラッシュメモリに録画され、ビデオテープには録画
されません。このため、このようなビデオカメラは、テープベースに対してファイルベースまたは非テープ方式のビデオカメラと呼ばれます。
ファイルベースのビデオカメラで録画および録音されたビデオとオーディオは、既にこれらのデジタルファイルに保存されているため、Premiere
Pro に取り込むためのキャプチャやデジタイズの操作は必要ありません。記録メディアからデータを読み取って、プロジェクトで使用可能な形式に
変換する手順はインジェストとも呼ばれます。Premiere Pro では、各種メディアのファイルをファイルベースの形式にインジェストします。
P2、RED、XDCAM、AVCCAM および DSLR の各カメラとフッテージのワークフローガイドについては、アドビ システムズ社の Web サイトを参
照してください。

XDCAM と AVCHD 形式

XDCAM HD ビデオカメラで撮影したビデオファイルは、MXF 形式で CLIP フォルダーに保存されます。XDCAM EX ビデオカメラは、MP4 ファ
イルを BPAV という名前のフォルダーに書き込みます。
XDCAM 形式について詳しくは、Sony の Web サイトに掲載されている PDF ドキュメントを参照してください。
AVCHD ビデオファイルは STREAM フォルダーにあります。AVCHD 形式について詳しくは、AVCHD の Web サイトを参照してください。

Panasonic P2 形式

P2 カードは、AG-HVX200 などの Panasonic P2 ビデオカメラの PCMCIA スロットに挿入する半導体メモリデバイスです。ビデオカメラで記録し
たデジタルビデオおよびオーディオデータは、MXF（Media eXchange Format）という構造化されたコーデック非依存の形式で記録されま
す。Premiere Pro では、DV、DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO HD または AVC-I 形式のビデオで、MXF の一種である Panasonic の Op-Atom
形式をサポートしています。オーディオとビデオが Panasonic Op-Atom MXF ファイルに含まれている場合、クリップは P2 形式とみなされ、こ
れらのファイルは特定のファイル構造に配置されます。
P2 ファイル構造のルートフォルダーは、CONTENTS フォルダーです。各本質的要素（ビデオやオーディオの要素）は、個別の MXF ラッパー
ファイルに含まれています。ビデオ MXF ファイルは VIDEO サブフォルダー、オーディオ MXF ファイルは AUDIO サブフォルダーに含まれてい
ます。CLIP サブフォルダーに入っている XML ファイルには、本質的ファイルとそれに関連するメタデータ間の関連性が含まれています。

Premiere Pro は、一部の Panasonic P2 ビデオカメラで録画された、P2 カードの PROXY フォルダーにあるプロキシをサポートしていま
せん。

お使いのコンピューターで P2 カードを読み取るためには、適切なドライバーをインストールする必要があります。このドライバーは、Panasonic
の Web サイトからダウンロードできます。また、Panasonic は、P2 カードに保存されているメディアを参照および再生することが可能な P2
ビューアアプリケーションも提供しています。

P2 ファイルで特定の機能を使用するには、最初にファイルのプロパティを読み取り専用から読み取りおよび書き込みに変更します。例え
ば、タイムコードダイアログボックスを使用してクリップのタイムコードメタデータを変更するには、最初にファイルのプロパティを読み取りお
よび書き込みに変更します。オペレーティングシステムのファイルエクスプローラーを使用して、ファイルのプロパティを変更します。

Avid キャプチャ形式

Avid 編集システムは、フッテージを MXF ファイルにキャプチャします。このファイルは、通常、Avid Media files という名前のフォルダーに入れ
られ、オーディオは、ビデオファイルとは別のサイズの小さいファイルとしてキャプチャされます。Avid ビデオファイルを読み込むと、関連付け
られているオーディオファイルが自動的に読み込まれます。ただし、個別の Avid MXF ビデオファイルを判別して読み込むよりも、Avid プロジェ
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クトファイル（Advanced Authoring Format（AAF）形式）を読み込むほうが簡単です。

DVD 形式

DVD ビデオカメラと DVD レコーダーは、ビデオとオーディオを MPEG エンコード VOB ファイルにキャプチャします。VOB ファイル
は、VIDEO_TS フォルダーに書き込まれます。また、付属のオーディオファイルが AUDIO_TS フォルダーに書き込まれることもあります。

Premiere Pro と Premiere Elements は、暗号化された DVD ファイルの読み込みまたは解読を行いません。

メディアブラウザーを使用したファイルベースソースのアセットの読み込み

非テープ方式のメディアから Premiere Pro に直接アセットを読み込むこともできますが、読み込みを行う前に、非テープ方式のメディアのコンテ
ンツをハードディスクに転送した方が効率的です。また、一般的に、専用の内蔵ハードドライブや RAID で再生する方が、カメラやメモリカード
リーダーで再生するよりも画質がよくなります。メディアブラウザーでクリップをプレビューするために、大きなアイコンを使用できます。スク
ラブでき、「動画をスクラブに合わせて表示する」を使用すると、フッテージを読み込む前に簡単にプレビューできます。詳しくは、アイコン表
示での操作を参照してください。
ファイル／読み込みからではなく、メディアブラウザーを使用して非テープ方式のソースを読み込みます。メディアブラウザーは、関連ファイル
を関連付けられたクリップに取り込みます。非テープ方式メディアが保存されているフォルダーに含まれることの多い、関連性のない非メディア
ファイルは読み込みません。
選択したアセットを、メディアブラウザーから直接プロジェクトパネルにドラッグすることができます。また、アセットを選択してからファイル
／メディアブラウザーから読み込みを選択することや、右クリックしてコンテキストメニューから「読み込み」を選択することもできます。

デフォルトのワークスペースにプロジェクトパネルがあり、メディアブラウザーは同じパネルにドッキングされています。このワークスペース
設定では、クリップをプロジェクトパネルにドラッグすることができます。アセットをメディアブラウザーからプロジェクトパネルに読み込む
には、読み込むクリップを選択してから「プロジェクト」タブにドラッグします。これで、アセットが読み込まれます。

1. （オプション）1 つまたは複数の P2 カード、Sony Compact Flash カード、XDCAM メディア、XDCAM EX SxS カード、HD
ビデオカメラ、DVD または AVCHD メディアのコンテンツ全体をハードディスクに転送します。これらのメディアの転送につ
いて詳しくは、ファイルの転送についてを参照してください。

XDCAM EX を使用する場合は、1 つの MP4 ファイルだけでなく、BPAV フォルダー全体とそのコンテンツをコピーし
ます。

2. メディアブラウザーが開いていない場合は、ウィンドウ／メディアブラウザーを選択します。

メディアブラウザーは、Premiere Pro のその他のパネルと同様、ドッキングやグループ化ができます。

3. メディアファイルを含むフォルダーを参照します。

メディアブラウザーには、形式に応じてサムネールまたはアイコンとフォルダー内の各ショットのショット名が表示されま
す。スパンドクリップとサブフォルダーのショットメタデータは自動的に 1 つのクリップに統合されます。メディアブラウ
ザーには、異なるメタデータのセットがそれぞれの形式で表示されます。

4. （オプション）ショットを読み込む前にプレビューするには、メディアブラウザーでショットをダブルクリックします。

Premiere Pro では、プロジェクトパネルにクリップを読み込まずにソースモニターでクリップを再生します。

5. ファイル／ブラウザーから読み込みを選択するか、クリップをメディアブラウザーからプロジェクトパネルまたはタイムライ
ンへドラッグします。

1 つまたは複数のアセットが、完全なクリップとしてプロジェクトパネルに読み込まれます。

スパンドクリップについて

メディアのファイルサイズ制限を上回る容量が必要なショットやテイクを録画すると、ファイルベースのビデオカメラでは別のファイルを作成し
て、そのショットを中断せずにそのファイルに録画し続けます。この動作は、ショットが複数のファイルまたはクリップにわたる（スパンする）
ことから、クリップのスパンと呼ばれています。同じように、カードやディスクが複数枚装填されている場合、ファイルベースのビデオカメラは
ショットを複数のカードやディスク上のクリップにスパンすることがあります。ビデオカメラは、1 枚目のメディアの空き容量がなくなるまで録画
すると、次のメディアの空き容量を使用して新しいファイルを作成し、ショットをそこに録画し続けします。1 つのショットやテイクを複数のスパ
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ンドクリップのグループに録画することもできますが、ショットやテイクは 1 つのクリップとして処理するようにデザインされています。
P2 および XDCAM EX の場合、Premiere Pro では 1 つのショットまたはテイク内のすべてのスパンドクリップが 1 つのクリップとして読み込ま
れます。クリップの 1 つを選択すると、カード上のショット内のすべてのクリップが読み込まれます。ただし、欠けているスパンドクリップがな
く、関連する XML が存在している必要があります。ショットのスパンドクリップが 1 つでも欠けている場合、欠けているクリップが該当する
ショットのどの部分に当たるかに応じて、スパンドクリップが 1 つまたは複数読み込まれます。
スパンドクリップのグループを読み込む場合、クリップの 1 つを選択すると、すべてのクリップが読み込まれます。複数のスパンドクリップを選
択すると、スパンドクリップのグループ全体が重複して読み込まれ、プロジェクトパネルに重複するクリップとして表示されます。
スパンドクリップのグループ自体を 2 つの P2 または XDCAM EX カードにスパンする場合は、読み込む前にディレクトリツリー全体をハードディ
スク上の同じレベルのフォルダーにコピーします。P2 メディアの場合のみ、2 つのカードがコンピューターに同時にマウントされている場合
に、2 つの P2 カードにスパンするクリップを読み込むことができます。
ProVideo Coalition Web サイトでは、Colin Brougham が Premiere Pro による非テープ方式のメディアを（トランスコーディングなしで）そのま
ま扱う手順をこの記事で紹介しています。
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Final Cut Pro からの XML プロジェクトファイルの読み込み

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

チュートリアルで学習する
Final Cut Pro からの XML ファイルの読み込み
Final Cut Pro クリップデータ
Final Cut Pro エフェクトとトランジション
Final Cut Pro 合成モード
Final Cut Pro マルチクリップ

Final Cut Pro から、プロジェクト全体、または選択したクリップを XML ファイルとして書き出したシーケン
スを読み込めます。Premiere Pro では、ビンとクリップの構造と名前は Final Cut Pro ソースプロジェクトと
同じになります。また、Premiere Pro は、Final Cut Pro ソースプロジェクトのシーケンスマーカー、シーケ
ンス設定、トラックのレイアウト、ロックされているトラック、シーケンスタイムコードの開始点を保持しま
す。テキストは、Final Cut Pro Text ジェネレーターから Premiere Pro タイトルに読み込まれます。

Final Cut Pro のネイティブプロジェクトファイルを読み込むことはできません。読み込めるの
は、Final Cut Pro から書き出された XML ファイルだけです。Premiere Pro から Final Cut Pro の XML ファイ
ルを書き出すことができます。Premiere Pro から変換されたエフェクトは、Final Cut Pro XML ファイルから
読み込まれたエフェクトと同じです。

Premiere Pro および Final Cut Pro 7（およびそれ以前）では、ファイル交換のために Final Cut Pro XML
ファイルを共有できます。Final Cut Pro X と Premiere Pro の間で情報を交換するには、「Xto7」という
サードパーティ製ツールを使用できます。このツールの使用について詳しくは、ここを参照してくださ
い。

Final Cut Pro XML ファイルから変換された Premiere Pro の項目のリストについては、Final Cut Pro クリッ
プデータ、Final Cut Pro エフェクトとトランジション、Final Cut Pro 合成モード、およびFinal Cut Pro マル
チクリップを参照してください。また、詳しくは、Richard Harrington、Robbie Carman および Jeff
Greenberg による PDF「Appendix D: Working with Final Cut Pro from the Editor's Guide to Premiere Pro」を
参照してください
。
Final Cut Pro プロジェクトの読み込みに関する追加リソースへのリンクについては、アドビ システムズ社の
Web サイトのこの記事を参照してください。

チュートリアルで学習する

Final Cut Pro からのプロジェクトの書き出しおよび Premiere Pro への読み込みのためのシンプルな XML
ワークフローについては、このビデオチュートリアルで学習してください。

Final Cut Pro からの XML ファイルの読み込み
1. Final Cut Pro から XML ファイルを書き出します。詳しくは、Final Cut Pro のヘルプを参
照してください。

2. Final Cut Pro でソースプロジェクトを閉じます。

175

http://assistedediting.intelligentassistance.com/Xto7/
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_clip_data
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_clip_data
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_clip_data
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_effects_and_transitions
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_effects_and_transitions
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_composite_modes
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_composite_modes
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_multiclips
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_multiclips
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/using/importing-xml-project-files-final.html#final_cut_pro_multiclips
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/imprint_downloads/peachpit/peachpit/samplechapters/0321773012/0321773012_appenD.pdf
http://blogs.adobe.com/premiereprotraining/2010/09/premiere-pro-overview-documents-for-final-cut-pro-and-avid-media-composer-users.html
http://blogs.adobe.com/premiereprotraining/2010/09/premiere-pro-overview-documents-for-final-cut-pro-and-avid-media-composer-users.html
http://blogs.adobe.com/premiereprotraining/2010/09/premiere-pro-overview-documents-for-final-cut-pro-and-avid-media-composer-users.html
http://blogs.adobe.com/premiereprotraining/2010/09/premiere-pro-overview-documents-for-final-cut-pro-and-avid-media-composer-users.html
http://blogs.adobe.com/premiereprotraining/2010/09/premiere-pro-overview-documents-for-final-cut-pro-and-avid-media-composer-users.html
http://idiom-q-win-1/jp/premiere-pro/how-to/migrate-from-final-cut-pro.html


ページの先頭へ

ページの先頭へ

3. Premiere Pro で、ファイル／読み込みを選択します。

4. XML ファイルを参照し、「開く」をクリックします。

Final Cut Pro クリップデータ

Final Cut Pro の説明、シーン、テイク、ログの注釈フィールドのクリップデータは、Premiere Pro のメタ
データフィールドに同じ名前で表示されます。

Final Cut Pro エフェクトとトランジション

Premiere Pro では、Final Cut Pro ソースプロジェクトの基本モーションエフェクトと不透明度エフェクト、
およびモーションキーフレームと不透明度キーフレームは保持されます。また、Premiere Pro では、次の表に
従って Final Cut Pro エフェクトとトランジションを変換します。

テーブル 1. Final Cut Pro ビデオエフェクトの変換
Final Cut Pro エフェクト Premiere Pro エ

フェクト

クロップ クロップ

8 点ガベージマット 8 点ガベージマット

4 点ガベージマット 4 点ガベージマット

ブラー（ガウス）（Final Cut Pro のチャンネル選択がアル
ファ+RGB の場合）

ブラー（ガウス）

luma キー luma キー

色補正（3 ウェイ） 色補正（3 ウェイ）

テーブル 2. Final Cut Pro ビデオトランジションの変換
Final Cut Pro ト
ランジション

Premiere Pro トランジション

ホワイトアウト ホワイトアウト

カラーブレンド・
ディゾルブ

暗転

エッジワイプ ワイプトランジション（Premiere Pro でサポートされている 8 方
向のうち、一番近い方向にワイプするもの）

その他のビデオト
ランジション

クロスディゾルブ

テーブル 3. Final Cut Pro オーディオエフェクトの変換
Final Cut Pro オーディオエフェク
ト

Premiere Pro オーディオエフェクト

オーディオレベルの値とキーフ
レーム

オーディオクリップのボリュームの値とキーフ
レーム
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オーディオのパンの値とキーフ
レーム

トラックのパンの値とキーフレーム

ローパス・フィルタ ローパス

ハイパス・フィルタ ハイパス

バンドパス・フィルタ バンドパス

テーブル 4. Final Cut Pro オーディオトランジションの変換
Final Cut Pro オーディオトランジション Premiere Pro オーディオトランジション

クロスフェード（直線的に +0dB） コンスタントゲイン

クロスフェード（曲線的に +3dB） コンスタントパワー

その他のトランジション コンスタントパワー

Final Cut Pro 合成モード

Premiere Pro では、Final Cut Pro ソースプロジェクトの基本モーションエフェクトと不透明度エフェクト、
およびモーションキーフレームと不透明度キーフレームは保持されます。Premiere Pro では、次の表に従って
Final Cut Pro 合成モードを変換します。

Final Cut Pro モード Premiere Pro モード

通常 通常

追加 覆い焼き（リニア）

減算 サポートされません

差 差

乗算 乗算

スクリーン スクリーン

オーバーレイ オーバーレイ

ハードライト ハードライト

ソフトライト ソフトライト

比較（暗） 比較（暗）

比較（明） 比較（明）

トラベリングマット - アルファ サポートされません

トラベリングマット - ルミナンス サポートされません
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注意：

Final Cut Pro マルチクリップ

Premiere Pro では、入力数を減らしていない Final Cut Pro マルチクリップを、4 つの入力までマルチカメラ
のシーケンスに変換します。Premiere Pro では、展開していないマルチクリップを個々のクリップに変換しま
す。

Premiere Pro では 5 つ以上の入力があるマルチクリップを読み込もうとすると警告が出ます。

以下も参照してください。
Final Cut Pro プロジェクトの XML ファイルへの書き出し
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キャプチャとデジタイズ フッテージ

ページの先頭へ

キャプチャ

デジタル化

注意：

ページの先頭へ

キャプチャとデジタイズについて
キャプチャのシステム要件
キャプチャ形式の設定、環境設定およびトラック
ステレオソースからモノラルトラックへのキャプチャ
ファイルサイズの制限
デバイスコントロールの設定
デバイスコントロールを無効
デバイスコントロールを使用しないキャプチャ
デバイスコントロールを使用したキャプチャ
デバイスがオンライン状態であるかどうかの確認
自動シーン検出を使用したクリップのログ
キャプチャに関する一般的な問題

キャプチャとデジタイズについて

ファイルまたはファイルセットの形になっていないフッテージを Premiere Pro プロジェクトに読み込むため
に、ソース素材の種類に応じてキャプチャまたはデジタイズできます。

デジタルビデオを実際のカメラまたはテープからキャプチャします。つまり、デジタルビデオを
ソースからハードディスクに書き出します。ほとんどのデジタルビデオカメラおよびビデオデッキではビデオ
がテープに録画されます。この場合は、ビデオをプロジェクトで使用する前に、テープからハードディスクに
ビデオをキャプチャします。Premiere Pro は、コンピューターに装備されている FireWire や SDI ポートなど
のデジタルポートを通じてビデオをキャプチャします。そして、Premiere Pro はキャプチャしたフッテージを
ファイルとしてハードディスクに保存し、ファイルをクリップとしてプロジェクトに読み込みます。Adobe
After Effects から Premiere Pro を起動してキャプチャプロセスを開始することもできます。また、Adobe
OnLocation を使用してビデオをキャプチャすることも可能です。

実際のアナログカメラやアナログテープデバイスからキャプチャしたアナログビデオをデジタル
化します。アナログビデオをデジタル化（デジタル形式に変換）して、コンピューターに保存して編集作業を
行えるようにします。コンピューターにデジタルカードまたはデジタルデバイスが搭載されている場合、キャ
プチャコマンドを使用してビデオをデジタル化することができます。そして、Premiere Pro はデジタル化した
フッテージをファイルとしてハードディスクに保存し、ファイルをクリップとしてプロジェクトに読み込みま
す。

フッテージをキャプチャしているときに、オーディオマスターメーターパネルでオーディオレベルを
モニターすることができます。

キャプチャのシステム要件

デジタルビデオフッテージをキャプチャするには、編集システムに次のコンポーネントが必要です。
DV または HDV フッテージの場合は、次のいずれかのコンポーネント。
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注意：

OHCI 準拠の IEEE 1394（FireWire、i.LINK）ポートまたはキャプチャカード
非 OHCI 準拠の IEEE 1394 キャプチャカードと Premiere Pro 専用のプリセット、ド
ライバーおよびプラグイン

 

SDI またはコンポーネント出力付きのデバイスで再生可能な HD または SD フッテージの
場合は、SDI またはコンポーネント入力付きのサポートされている HD または SD キャプ
チャカード。
ファイルベースのビデオカメラでメディアに格納された HD または SD フッテージの場合
は、それぞれのメディアを読み取り可能なデバイス。
オーディオをアナログソースから録音する場合は、サポートされているアナログオーディ
オ入力付きのオーディオカード。
キャプチャするフッテージ形式をサポートするコーデック（codec）。Premiere Pro に
は、DV および HDV フッテージを読み込むための独自のコーデックが用意されていま
す。それ以外の形式では、プラグインソフトウェアコーデックを利用できます。一部の
キャプチャカードには、専用のハードウェアコーデックが組み込まれています。
キャプチャするフッテージ形式のデータレートに対応したハードディスク。
キャプチャしたフッテージを保存するための十分なディスク容量。

キャプチャ可能なクリップの長さには、オペレーティングシステムまたはハードディスクのフォー
マットの制限が適用される場合があります。

新規プロジェクトダイアログボックスのプリセットを使用して作成されたプロジェクト。
キャプチャ対象のフッテージとすべての設定が一致している必要があります。

一部の DV および HDV ビデオカメラでは、電源アダプターを接続しないと、IEEE 1394 ポートがア
クティブになりません。また、カメラモードのまま一定時間テープの操作を行わないと、スリープモードやデ
モモードに切り替わるカメラもあります。このような問題を防ぐために、キャプチャやビデオのダビングの設
定を行っているときも、ビデオカメラを電源アダプターに接続しておいてください。電源アダプターに接続し
てもビデオカメラがデモモードになってしまう場合は、その機能をビデオカメラのシステムメニューで無効に
してください。

キャプチャ形式の設定、環境設定およびトラック

キャプチャパネル（ファイル／キャプチャを選択すると開きます）を使用して、デジタルまたはアナログのビ
デオやオーディオをキャプチャします。このパネルには、キャプチャ中のビデオを表示するプレビュー、デバ
イスコントロールを使用した（または使用しない）録画に使用する各種コントロールがあります。また、キャ
プチャ設定を編集するための「設定」ペイン、バッチキャプチャ用のクリップをログするための「ログ」ペイ
ンもあります。キャプチャパネルで選択できるオプションの一部はキャプチャパネルメニューからも選択でき
ます。
ビデオカメラやデッキなどの特定のソースデバイスを、キャプチャパネルから直接制御できます。ただ
し、Premiere Pro と互換性がある IEEE1394、RS-232 または RS-422 コントローラがコンピューターに備
わっている必要があります。ソースデバイスがこれらのインターフェイスを備えていない場合でもキャプチャ
パネルを使用できますがソースデバイスのコントロールを使用してテープを再生位置に送ったり、テープを開
始または停止する必要があります。

Adobe Premiere Pro でキャプチャ操作を行わない場合は、キャプチャパネルを閉じてください。キャ
プチャパネルが開いていると、キャプチャパネルの操作が優先されます。このため、ビデオの編集時やプレ
ビュー時にキャプチャパネルを開いたままにしておくと、ソースデバイスへの出力が無効になり、パフォーマ
ンスが低下します。

180



注意：

キャプチャパネル

A. ステータスエリア B. プレビュー C. タブ D. トランスポートコントロール 

キャプチャ設定の指定
1. プロジェクトが開いた状態で、ファイル／キャプチャを選択し、「設定」タブを選択しま
す。

2. キャプチャ設定ペインで、「編集」をクリックします。

3. キャプチャ設定ダイアログボックスで、キャプチャ形式メニューのオプションを選択しま
す。

4. 「OK」をクリックします。

Premiere Pro では、DV 形式をキャプチャする際に、DV コーデックのコンテナ
として、Mac OS の場合は QuickTime、Windows の場合は AVI を使用します。HDV を
キャプチャする場合は、形式として MPEG を使用します。それ以外の形式については、
ビデオキャプチャカードを使用してデジタル化またはキャプチャする必要があります。ア
ナログビデオのデジタル化および HD ビデオのキャプチャを参照してください。

キャプチャの環境設定
1. 編集／環境設定／キャプチャ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／キャプチャ
（Mac OS）を選択します。

2. ドロップフレームでキャプチャをキャンセルするか、ドロップフレームの発生を報告する
か、バッチログファイルを生成するかどうかを指定します。

3. デバイスコントロールタイムコードを使用するかどうかを指定します。デバイスコント
ローラがインストールされている場合、Premiere Pro は、ソーステープに記録されてい
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るタイムコードではなく、コントローラから提供されるタイムコードを記録することがで
きます。

キャプチャするトラックの選択
1. キャプチャパネルを開くには、ファイル／ キャプチャを選択します。

2. キャプチャパネル内のパネルメニューをクリックします。

3. 目的に応じて、「録画」、「録音」、「録画と録音」を選択します。

ステレオソースからモノラルトラックへのキャプチャ

ステレオまたは 5.1 オーディオチャンネルを含むソースをキャプチャして、各オーディオチャンネルをモノラ
ルオーディオトラックにマップすることができます。この動作は、初期設定のトラック形式として「モノラ
ル」を指定しているときに、マルチチャンネルソースからキャプチャしたフッテージおよび読み込んだマルチ
チャンネルファイルに対して有効になります。オーディオチャンネルのマッピングについて詳しくは、ソース
オーディオチャンネルと出力オーディオチャンネルのマッピングを参照してください。

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ
（Mac OS）を選択します。

2. 環境設定ダイアログボックスの「ソースチャンネルマッピング」ペインで、初期設定のト
ラック形式メニューから「モノラル」を選択します。

3. 「OK」をクリックします。

ファイルサイズの制限

Premiere Pro には、ファイルサイズの制限はありません。ただし、使用しているキャプチャカード、オペレー
ティングシステム、ハードディスクなどによって制限されることがあります。大容量ファイルのサポートにつ
いては、キャプチャカードとハードディスクのマニュアルを参照してください。
大容量のファイルを処理する能力は、ハードディスクのフォーマットによって大きく左右されます。FAT32
フォーマットでは、各ファイルの容量が最大 4GB に制限されます。これは、DV フッテージに換算すると約
18 分になります。NTFS フォーマットでは、ファイルサイズは制限されません。このような制限があるの
で、ビデオをキャプチャする場合にスクラッチディスクとして使用したり、ビデオファイルを書き出す保存先
ハードディスクは NTFS フォーマットのものをお勧めします。ただし、ビデオ編集システムのほかのコンポー
ネントによってファイルサイズが制限されることがあります。

デバイスコントロールの設定

デバイスコントロールを使用することで、ビデオのキャプチャを管理および自動化することができます。ま
た、テープにシーケンスを書き出すこともできます。デバイスコントロールを使用すると、デバイスを正確に
制御でき、ソースビデオを Adobe Premiere Pro で直接表示することができます。Adobe Premiere Pro とデバ
イスを同時に操作する必要はありません。また、キャプチャウインドウでログしたすべてのクリップは、自動
的に録画することができます。
Premiere Pro は、IEEE 1394（FireWire、i.LINK）と、サードパーティ製の RS-232 および RS-422 コント
ローラをサポートしており、これらを通じてデバイスを制御します。デバイスの種類にかかわらず、デバイス
が自動的に認識されない場合は、手動で設定することができます。デバイスコントロールを設定する前に、外
部デバイスコントロールをサポートしているテープデッキまたはビデオカメラを準備し、デッキをコントロー
ラやコンピューターに接続するケーブルを用意する必要があります。
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デバイスコントロールを行うためのプロジェクトの設定

デバイスコントロール設定は、編集／環境設定／デバイスコントロール（Windows）または Premiere Pro／
環境設定／デバイスコントロール（Mac OS）を選択して調整できるものと、キャプチャパネルの「設定」ペ
インの一番下にある「デバイスコントロール」セクションで調整できるものがあります。デバイスコントロー
ル設定は、プロジェクト全体に適用されます。

1. 編集／環境設定／キャプチャ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／キャプチャ
（Mac OS）を選択します。

2. 1 つまたは複数のキャプチャオプションを選択します。独自のタイムコードを生成するデ
バイスを使用している場合は、「デバイスコントロールタイムコードを使用」を選択しま
す。「デバイスコントロールタイムコードを使用」を選択すると、テープに記録されてい
ても読み取ることができないタイムコードは、コントローラのタイムコードに置き換えら
れます。「OK」をクリックします。

3. キャプチャしたクリップをプロジェクト内の特定のビンに保存するには、まずプロジェク
トを開きます。キャプチャする前に、そのビンがプロジェクトパネルに存在していること
を確認してください。

4. ファイル／キャプチャを選択します。

5. 設定パネルで「編集」をクリックし、キャプチャ設定ダイアログボックスで指定したキャ
プチャ形式がデバイスに適していることを確認し、「OK」をクリックします。

一部の形式には、キャプチャ設定のオプションがありません。例えば、HDV 形式
にはオプションがありません。

6. 設定パネルの「キャプチャファイルの保存先」セクションで、キャプチャするビデオと
オーディオを保存するディスクドライブに十分な容量があることを確認します。保存場所
を変更する場合は、対応する「参照」ボタンをクリックし、保存場所を指定して「OK」
をクリックします。

7. デバイスコントロールが設定されていない場合は、「デバイスコントロール」セクション
のデバイスメニューからデバイスを選択し、「オプション」をクリックして設定します。
デバイスによって選択できるオプションが異なるため、デバイスドライバーのマニュアル
も参照してください。

8. キャプチャパネルのデバイスコントロールボタンが機能することをテストします。ビデオ
プレビューをサポートしている形式の場合は、プレビューにビデオが表示されることを確
認します。

9. 「ログ」タブをクリックします。「設定」エリアで、キャプチャメニューからキャプチャ
する対象に応じて「オーディオ」、「ビデオ」または「オーディオとビデオ」を選択しま
す。必要に応じて、「ログファイルの保存先」リストからビンを選択します。初期設定で
は、「ログファイルの保存先」フィールドでプロジェクトパネルが選択されます。

10. 必要に応じて、「クリップデータ」エリアに情報を入力します。この情報は、クリップの
メタデータに保存されます。

混乱を避けるために、「テープ名」には固有の名前を指定してください。一部の
デバイスコントロールソフトウェアでは、新しいテープを挿入するたびにテープ名の指定
が要求されます。その他の「ログデータ」オプションの指定は必須ではありません。

デバイスコントロールのためのデバイスの設定

Premiere Pro では、ビデオカメラや VTR などのデバイスのコントロールをサポートしています。Premiere
Pro では、IEEE 1394（FireWire、i.LINK）接続経由で DV および HDV デバイスを制御します。Premiere Pro
では、シリアル制御デバイスは、コンピューターに搭載されているサードパーティ製の RS-232 または RS-
422 コントローラ経由で制御します。
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1. デバイスコントロールの環境設定ダイアログボックスを開くには、編集／環境設定／デバ
イスコントロール（Windows）、または Premiere Pro／環境設定／デバイスコントロー
ル（Mac OS）を選択します。

2. デバイスメニューから制御するデバイスの種類を選択します。

3. 「オプション」ボタンをクリックします。

4. （オプション）DV または HDV デバイスに接続する場合は、テレビ方式、メーカー、デ
バイスおよびタイムコード形式メニューから適切な項目を選択します。デバイスメニュー
で、使用するモデルが表示されない場合は、次のいずれかの操作を行います。

同じ系列のモデルを選択する（分かる場合）
「標準」のままにする
「Web ページでデバイス情報を見る」をクリックする

5. シリアルデバイスを接続する場合は、プロトコル、ポート、タイムソースおよびタイム
ベースメニューから適切な項目を選択します。選択したプロトコルで表示されるチェック
ボックスのいずれかまたは両方をオンにします。

6. （DV/HDV デバイスコントロールのみ）「接続確認」をクリックします。 Premiere Pro
は次のいずれかのステータスを表示します。

Premiere Pro でデバイスが認識されていません。すべての接続と設定を確認
する必要があります。

デバイスは認識されていますが、テープを制御できない状態です（テープがセット
されていない可能性があります）。

Premiere Pro でデバイスが検出されていて、テープを制御できる状態です。

7. 「OK」をクリックします。

8. 「設定」ペインの「デバイスコントロール」セクションで、必要に応じて次のオプション
を指定します。

キャプチャの前にインポイントまでテープを再生する時間を指定しま
す。この値は、使用しているデバイスに応じて異なります。

キャプチャしたビデオに記録されているタイムコードの調整値
をフレーム単位で指定します。タイムコードが、ソーステープの同じフレームのタイム
コード値と一致するように、オフセットを設定します。

デバイスコントロールでのデバイスの選択
1. キャプチャパネルで、「設定」タブを選択します。

2. デバイスメニューから、制御するデバイスの種類を選択します。

3. 「オプション」ボタンをクリックします。

4. （オプション）DV または HDV デバイスに接続する場合は、テレビ方式、メーカー、デ
バイスおよびタイムコード形式メニューから適切な項目を選択します。デバイスメニュー
で、使用するモデルが表示されない場合は、次のいずれかの操作を行います。

同じ系列のモデルを選択する（分かる場合）
「標準」のままにする
「Web ページでデバイス情報を見る」をクリックする
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5. シリアルデバイスを接続する場合は、プロトコル、ポート、タイムソースおよびタイム
ベースメニューから適切な項目を選択します。選択したプロトコルで表示されるチェック
ボックスのいずれかまたは両方をオンにします。

6. （DV/HDV デバイスコントロールのみ）「接続確認」をクリックします。 Premiere Pro
は次のいずれかのステータスを表示します。

Premiere Pro でデバイスが認識されていません。すべての接続と設定を確認
する必要があります。

デバイスは認識されていますが、テープを制御できない状態です（テープがセット
されていない可能性があります）。

Premiere Pro でデバイスが検出されていて、テープを制御できる状態です。

7. 「OK」をクリックします。

8. 「設定」タブの「デバイスコントロール」セクションで、必要に応じて次のオプションを
指定します。

キャプチャの前にインポイントまでテープを再生する時間を指定しま
す。この値は、使用しているデバイスに応じて異なります。

キャプチャしたビデオに記録されているタイムコードの調整値
をフレーム単位で指定します。タイムコードが、ソーステープの同じフレームのタイム
コード値と一致するように、オフセットを設定します。

RS-422 または RS-232 デバイスの調整（サードパーティ製のみ）
1. ファイル／書き出し／テープへ書き出しを選択します。

2. 「オプション」ボタンをクリックします。

3. 「ムービー開始オフセット」、「手動編集タイミング」および「プリロール」の各ボック
スに、デバイスに適したオフセットフレーム値を入力します。

RS-422 または RS-232 デバイスの制御（サードパーティ製のみ）
1. 編集／環境設定／デバイスコントロールを選択します。

2. デバイスメニューから「シリアルデバイスコントロール」を選択します。

3. 「オプション」ボタンをクリックします。

4. 「VTR とポートコントロール」セクションで、デバイスのプロトコルとポートを選択し
ます。

5. 「タイムコントロール」セクションで、デバイスのタイムソースとタイムベースを選択し
ます。

キャプチャパネルのデバイスコントロール

キャプチャウインドウのコントロールを利用してクリップのログを作成することができます。ジョグコント
ロール  を使用すると、前後のフレームに簡単に移動することができます。また、シャトルコント
ロール  を使用して、テープの再生、早送り、巻き戻しの各速度を変更することができます。録画ボタン 
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 を押すと、キャプチャを手動で開始することができます。
テープが停止しているときに巻き戻しボタン  を押すと、テープが最高速度で巻き戻されます。テープの再
生中または一時停止中に巻き戻しボタンを押すと、ビデオをプレビュー表示しながらテープが巻き戻されま
す。
テープが停止しているときに早送りボタン  を押すと、テープが最高速度で早送りされます。テープの再生
中または一時停止中に早送りボタンを押すと、ビデオをプレビュー表示しながらテープが早送りされます。
前のシーンボタンを押すと、テープが 1 つ前の録画の開始点まで早送りされ、一時停止します。次のシーンボ
タン  を押すと、1 つ先の録画の開始点まで早送りされて一時停止します。

次のシーンボタンと前のシーンボタンは Windows の DV でのみサポートされ、HDV では Windows
でも Mac OS でもサポートされません。 

また、J、K、L キーを押して、デバイスを制御することもできます。J キーを押すとテープが巻き戻され、L
キーを押すと早送り、K キーを押すと一時停止します。J キーまたは L キーを繰り返し押すと、早送りまたは
巻き戻しの速度が速くなります。 1 フレームずつ巻き戻しまたは早送りするには、K キーを押しながら J キー
または L キーを 1 回押します。巻き戻しまたは早送りの速度を遅くするには、K+J キーまたは K+L キーを押
したままにします。

キーボードを使用してキャプチャパネルのコントロールを操作するには、キャプチャパネルのツールヒン
トを参照してください。編集／キーボードショートカットを選択して、ショートカットを変更することが
できます。特定のフレームまでテープをすばやく送るには、キャプチャパネルの左下にある、現在のタイ
ムコードを示すフィールドにタイムコードを入力します。Enter キー（Windows）または Return キー
（Mac OS）を押します。

デバイスコントロールを無効
1. 次のいずれかの方法で、デバイスコントロールの環境設定ダイアログボックスを開くこと
ができます。

編集／環境設定／デバイスコントロール（Windows）または Premiere Pro／環境設定
／デバイスコントロール（Mac OS）を選択します。
キャプチャパネルで、「設定」をクリックします。

2. デバイスメニューから「なし」を選択します。

3. 「OK」をクリックします。

デバイスコントロールが無効になっている場合、デバイスでの再生を手動で開始します。

デバイスコントロールを使用しないキャプチャ

Premiere Pro で制御できないデバイスを使用する場合は、手動でビデオを操作してキャプチャします。キャプ
チャする際は、デッキ側の再生操作と、Premiere Pro のキャプチャパネルでのキャプチャ操作の両方を手動で
行います。

HDV フッテージのプレビューには、外部テレビモニターを使用してください。ソースがビデオカメラ
の場合、Mac OS でシャトル、ログおよびキャプチャを行っている最中は、ビデオカメラのビューファイン
ダーを使用してください。キャプチャパネルのプレビュー画面には、「カメラでプレビュー中」と表示されま
す。

1. ビデオデッキやビデオカメラがコンピューターに正しく接続されていることを確認しま
す。

2. ファイル／キャプチャを選択します。

3. （Mac OS）QuickTime キャプチャ設定ダイアログボックスが開いた場合は、プロジェク
トに対応したビデオおよびオーディオ設定を選択します。
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これらの設定は該当するプロジェクトでは保持されますが、新しいプロジェクトでは再び
設定することができます。

4. 「ログ」ペインの「設定」エリアで、キャプチャメニューからメディアタイプを選択しま
す。

5. ビデオデッキやビデオカメラのコントロールを使用して、キャプチャを開始するフレーム
から数秒前の位置までビデオテープを巻き戻しまたは早送りします。

6. ビデオデッキやビデオカメラの再生ボタンを押してから、キャプチャパネルの赤い録画ボ
タンをクリックします。

7. 必要なフッテージの終了位置から数秒間余分に録画します。Esc キーを押して録画を停止
します。

キャプチャしたファイルの保存ダイアログボックスが表示されたら、ログデータを入力し
て「OK」をクリックします。新しいファイルがプロジェクトパネルにリストされ、キャ
プチャパネルの「設定」ペインで指定した保存先に保存されます。

デバイスコントロールを使用したキャプチャ

デバイスとプロジェクトを正しく設定したら、デバイスコントロールを使用してキャプチャを開始することが
できます。テープ全体をキャプチャすることも、インポイントとアウトポイントを指定してクリップをキャプ
チャすることもできます。また、任意の数のクリップのインポイントとアウトポイントをログして、必要な数
だけバッチキャプチャすることもできます。Premiere Pro では FireWire デバイスの制御がサポートされてい
ますが、シリアルデバイスの制御はサードパーティ製のドライバーでのみサポートされます。

Mac OS では、HDV フッテージのプレビューに、外部テレビモニターを使用する必要があります。
ソースがビデオカメラの場合、シャトル、ログおよびキャプチャを行っている最中は、ビデオカメラのビュー
ファインダーを使用する必要があります。キャプチャパネルのプレビュー画面には、「カメラでプレビュー
中」と表示されます。

インポイントとアウトポイントを使用してキャプチャする場合、インポイントは 2 秒以降にしか設定
できません。それよりも前にインポイントを指定すると、自動的に 2 秒から開始するように調整されます。

Premiere Pro で AJA デバイスからテープをキャプチャして設定する方法について詳しくは、Walter Biscardi
によるこのビデオを参照してください。

テープ全体のキャプチャまたはテープの一部のキャプチャ
1. ファイル／キャプチャを選択します。

2. （Mac OS）QuickTime キャプチャ設定ダイアログボックスが開いた場合は、プロジェク
トに対応したビデオおよびオーディオ設定を選択します。

これらの設定は該当するプロジェクトでは保持されますが、新しいプロジェクトでは再び
設定します。

3. キャプチャパネルのプレビューの上に表示されるステータスで、デバイスがオンラインに
なっていることを確認します。

4. デバイスにテープを挿入します。テープ名を指定するように求められます。テープ名に
は、必ず固有の名前を指定してください。

名前に固有の番号を付けると、同じ名前を重複して使用してしまうことがなくなりま
す。

5. 「ログ」ペインの「設定」エリアで、キャプチャメニューからメディアタイプを選択しま
す。
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6. テープを先頭まで巻き戻します。またはキャプチャする部分の先頭まで巻き戻します。

7. テープの新しいシーンごとに個別のファイル（Windows）またはサブクリップ（Mac
OS）を作成する場合は、「キャプチャ」エリアで「シーン検出」をオンにします。

8. 各クリップのインポイントの前とアウトポイントの後ろのフレームを含めてキャプチャす
るには、「キャプチャ」エリアの「予備」ボックスにフレーム数を入力します。

9. 「テープ」をクリックします。

10. 目的の部分の最後でキャプチャを停止するには、停止ボタンをクリックします。 クリッ
クしなかった場合は、テープの最後でキャプチャが停止します。

クリップの選択およびキャプチャ
1. ファイル／キャプチャを選択します。

2. （Mac OS）QuickTime キャプチャ設定ダイアログボックスが開いた場合は、プロジェク
トに対応したビデオおよびオーディオ設定を選択します。

これらの設定は該当するプロジェクトでは保持されますが、新しいプロジェクトでは再び
設定しなければならない場合があります。

3. キャプチャパネルのプレビューの上に表示されるステータスで、デバイスがオンラインに
なっていることを確認します。

4. デバイスにテープを挿入します。テープ名を指定するように求められます。テープ名に
は、必ず固有の名前を指定してください。

5. 「ログ」ペインの「設定」エリアで、キャプチャメニューからメディアタイプを選択しま
す。

6. キャプチャパネルのコントロールを使用して、キャプチャする先頭のフレームに移動し、
「インを設定」をクリックします。次に、キャプチャする最後のフレームに移動し、「ア
ウトを設定」をクリックします。

HDV フッテージを Mac OS でキャプチャしている場合、ログを行っている最中
はプレビューに外部テレビモニターまたはビデオカメラのビューファインダーを使用する
必要があります。キャプチャパネルのプレビュー画面には、「カメラでプレビュー中」と
表示されます。

7. 各クリップのインポイントの前とアウトポイントの後ろのフレームを含めてキャプチャす
るには、キャプチャパネルの「予備」エリアにフレーム数を入力します。

8. 「ログ」ペインの「キャプチャ」エリアで「インからアウト」をクリックして、クリップ
をキャプチャします。

デバイスがオンライン状態であるかどうかの確認
1. ファイル／ キャプチャを選択します。

2. （Mac OS）QuickTime キャプチャ設定ダイアログボックスが開いた場合は、プロジェク
トに対応したビデオおよびオーディオ設定を選択します。

これらの設定は該当するプロジェクトでは保持されますが、新しいプロジェクトでは再び
設定しなければならない場合があります。

3. キャプチャパネルで「設定」タブを選択します。

4. 「設定」タブの「デバイスコントロール」エリアで「オプション」をクリックします。

5. DV／HDV デバイスコントロール設定ダイアログボックスで、「接続確認」をクリックし
ます。
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自動シーン検出を使用したクリップのログ

シーン検出を使用することで、すばやくクリップをログすることができます。ビデオをキャプチャしていると
きに、シーン検出は、テープの時間／日付スタンプの切れ目を検出するたびにクリップをログします。シーン
検出を使用すると、Premiere Pro はシーンの切れ目を検出するたびに、自動的に別々のファイルとしてキャプ
チャするか（Windows）、サブクリップ付きのマスタークリップを作成します（Mac OS）。Mac OS では、
新しいビンにサブクリップが配置されます。シーン検出は、テープ全体をキャプチャする場合とインポイント
とアウトポイントの間の特定の部分だけをキャプチャする場合の両方で使用できます。シーン検出は、定義さ
れているインポイントとアウトポイントの間であっても、シーンの切れ目を検出するたびにクリップを作成し
ます。
シーン検出を有効にすると、テープの進行を妨げずにバッチキャプチャ用のシーンをログすることができま
す。また、タイムコードブレーク間で発生するシーンもログすることができます。
自動シーン検出の操作方法について、Tracy Peterson によるビデオチュートリアルが/アドビ システムズ社の
Web サイトで公開されています。

キャプチャパネルで、次のいずれかの操作を行います。

画像の下にあるシーン検出ボタン をクリックします。
「ログ」タブ内の「キャプチャ」領域にある「シーン検出」を選択します。

シーン検出では、各シーンの最初のフレームから別ファイル（Windows）またはサブク
リップ（Mac OS）が開始されます。

シーン検出は、DV、HDV 1080i、HDV 720p フッテージで機能します。

キャプチャに関する一般的な問題

デジタルフッテージをキャプチャしているときに問題が発生した場合は、Premiere Pro ヘルプを参照するか、
カメラ、ビデオデッキまたはキャプチャカードの取扱説明書を参照してください。詳しくは、デジタルビデオ
のキャプチャおよび再生のトラブルシューティングを参照してください。ここでは、デジタルビデオをキャプ
チャする際に発生する可能性のある問題とその解決策について説明します。

デバイス（カメラまたはデッキ）がスリープモードになった場合は、キャプチャパネルを
一度閉じてから開き直します。または、キャプチャパネルを閉じ、デバイスの電源を一旦
切って入れ直してから、キャプチャパネルをもう一度開きます。多くのカメラでは、AC
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電源に接続してテープを取り出しておくと、スリープモードが無効になります。
キャプチャパネルまたはモニターパネルでビデオの粒子が粗く見える場合は、キャプチャ
画質を維持するために表示画質が下げられている可能性があります。キャプチャされたビ
デオはキャプチャ時に設定している画質で保存されています。NTSC／PAL 方式のいずれ
かのモニター上で正確にその画質を再現します。処理能力の低いシステムでは、CPU リ
ソースを十分に確保して最高品質でキャプチャをするために、キャプチャプレビューの画
質が自動的に下げられる場合があります。
キャプチャパネルにビデオ画像が表示されない場合は、デバイスコントロールとキャプ
チャの設定を確認してください。次に、デバイスの電源を入れたまま Premiere Pro を再
起動します。
キャプチャしたオーディオとビデオが同期していない場合は、録画と録画の間でギャップ
（未録画部分）が発生していないことを確認します。ブランクテープにはタイムコードが
書き込まれていないので、カメラのタイムコードに影響を与える場合があります。ブラン
ク部分をキャプチャすると、カメラからは有効なフレームは送信されませんが、タイム
コードは停止せずに記録されます。
オーディオの録音を一旦止めて、コンピューターのサウンド入力とスピーカーシステムを
使用して再生時に音が聞こえるかどうかを確かめます。音が聞こえない場合は、オーディ
オソースが正しく接続されていないか、オーディオパラメーターが正しく設定されていな
い可能性があります。ハードウェアの接続、Windows のコントロールパネルの「サウンド
とオーディオデバイス」の設定およびミキサー設定を確認し、サウンドカードに付属する
マニュアルを参照してください。Premiere Pro で編集／環境設定（Windows）または
Premiere Pro／環境設定（Mac OS）を選択し、オーディオ、オーディオハードウェア、
オーディオ出力マッピングの各設定を確認します。
HDV フッテージのシャトル、ログおよびキャプチャを Mac OS で行っている場合、キャ
プチャパネルのプレビュー画面はブランクのままです。フッテージのプレビューは、外部
テレビモニターか、ソースデバイスがビデオカメラの場合はそのビューファインダーで見
る必要があります。

関連トピック
非テープ方式の形式のアセットの読み込み
スクラッチディスクのパフォーマンスの最適化
HD、DV または HDV のキャプチャ用にシステムをセットアップ
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バッチキャプチャと再キャプチャ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

クリップのログについて
バッチキャプチャ用のクリップのログ
バッチキャプチャについて
バッチキャプチャ設定の選択
クリップのバッチキャプチャ
バッチキャプチャのトラブルシューティング
バッチリストの読み込みと書き出し
クリップの再キャプチャ

クリップのログについて

ログクリップをオフラインクリップとして作成することで、ソーステープ上の特定のショットを指定し、使用したい部分だけを抽出することがで
きます。デバイスコントロールオプションを使用してカメラやデッキをリモート制御するように環境設定ダイアログボックスで設定している場合
は、キャプチャパネルのクリップログコントロールでオフラインクリップを作成します。オフラインクリップを作成しておくと、「バッチキャプ
チャ」コマンドを使用して、あらかじめログしたクリップを使用してまとめてキャプチャすることができます。
インポイントとアウトポイントで作成されたリストから、オンラインのデバイスを使用せずにログクリップを作成できます。ログクリップは、各
ショットのインポイントとアウトポイントを入力し、「ログクリップ」ボタンをクリックして作成します。外部のログおよびスプレッドシートプ
ログラムを使用して、フレーム番号をログすることもできます。この場合は、作成したスプレッドシートをオフラインクリップのリストとして
Premiere Pro に読み込みます。
ソーステープの再生中にインポイントとアウトポイントを設定して、クリップをインタラクティブにログすることもできます。

バッチキャプチャ用のクリップのログ
1. キャプチャパネルのプレビューの上に表示されるステータスで、デバイスがオンラインになっていることを確認します。

2. デバイスにテープを挿入します。テープ名を指定するように求められます。ログするテープ名には、必ず固有の名前を指定し
てください。

3. キャプチャパネルのコントロールを使用して、最初のショットの先頭のフレームに移動し、「インを設定」ボタンをクリック
します。次に、ショットの最後のフレームに移動し、「アウトを設定」ボタンをクリックします。

4. 「ログ」ペインの「設定」エリアで、キャプチャメニューからメディアタイプを選択します。

5. 各クリップのインポイントの前とアウトポイントの後ろに予備フレームを含めてキャプチャするには、キャプチャパネルの
「予備」エリアに予備フレーム数を入力します。

6. 「ログ」ペインの「タイムコード」エリアにある「ログクリップ」ボタンをクリックして、指定したクリックをログします。
ダイアログボックスが表示されたら、クリップの名前を入力します。クリップのオフラインクリップがプロジェクトパネルに
配置され、クリップがログされます。

7. 手順 2 ～ 6 を繰り返して、バッチキャプチャする各ショットをログします。

HDV および他の Long GOP 形式のログを行う場合は、キャプチャパネルの「予備」エリアに予備フレームを追加します。Long GOP 形式で
は、実際のメディアコンテンツが不正確な場合があります。予備フレームを追加することで、編集に必要な適切なフレームを保持し、必要に応
じて再キャプチャすることができます。

インタラクティブなクリップのログ
1. デバイスが接続されていて、カメラモードではなく VTR またはビデオモードになっていることを確認し、ファイル／ キャプ
チャを選択します。
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2. 「ログ」ペインの「設定」および「クリップデータ」セクションで、初期設定値を入力します。

3. テープを再生しながら任意の「インを設定」と「アウトを設定」ボタンをクリックして、ログクリップを作成します。取り込
みたいポイントが設定できるまで、この作業を繰り返します。

4. インポイントとアウトポイントを設定したら、「ログクリップ」をクリックし、クリップデータを確認して「OK」をクリック
します。

タイムコードは、「+」（プラス）または「-」（マイナス）記号を入力して微調整することができます。例えば、アウトポ
イントの最後に 5 フレームを追加するには、アウトポイントのタイムコード全体を選択し、「+5」と入力して Enter キー
または Return キーを押します。

クリップをインタラクティブにログする際のヒント

キャプチャパネルの「ログ」ペインのオプションを設定します。Premiere Pro は、今後のログクリップに対して、「設定」お
よび「クリップデータ」セクションの現在のデータを初期設定値として使用します。一連のクリップを同じビンに同様のログ
データでログする場合は、それらのクリップのログを開始する前に、クリップデータを指定して作業内容を保存します。「ログ
クリップ」ボタンをクリックすると、クリップデータを確定または変更するためのダイアログボックスが表示されます。
「クリップデータ」セクションで、テープ名を指定します。バッチキャプチャを開始するたびに、この名前の入力が求められま
す。
「クリップデータ」セクションの「クリップ名」で番号を指定すると、番号の値が自動的に加算されるようになります。例え
ば、先頭が「Car Chase」という名前で始まるひと続きのクリップに連番を振る場合は、「Car Chase 01」と入力して、ク
リップ名が数字で終わるようにします。次のクリップがログされると、初期設定では、「Car Chase 02」のように、その次の
番号が与えられます。
キャプチャパネルの設定はいつでも変更できます。例えば、テープを再生しているときにアクションに変化があった場合は、後
続のクリップをログするビンを変更したり、別の説明やシーン名を入力したりして、新しいアクションをキャプチャすることが
できます。設定を変更するときにテープを止める必要はありません。
キーボードを使用してデバイスを操作したり、クリップをログしたりすることができます。キャプチャパネルコントロールの
ツールヒントを参照するか、編集／キーボードショートカットを選択し、ショートカットを確認または変更します。
新しいオフラインクリップを作成するには、「ログクリップ」をクリックします。テープが一時停止され、新しいオフラインク
リップのクリップデータを確認できます。

バッチキャプチャについて

Premiere Pro は、バッチキャプチャをサポートしています。バッチキャプチャとは、制御可能なデバイスから複数のクリップを自動的にキャプ
チャすることです。このバッチキャプチャの処理は、あらかじめ用意しておいたログクリップを選択して定義します。ログされたクリップは、オ
フライン（プレースホルダー）クリップとしてプロジェクトパネルやビンに表示されます。ログされたオフラインクリップを選択し、ファイル／
バッチキャプチャを選択すると、任意の数のオフラインクリップをキャプチャすることができます。キャプチャを開始すると、キャプチャを効率
的に実行できるように、テープ名とタイムコードのインポイント順に自動的にエントリが並べ替えられます。
手動でログするクリップの数を減らして時間を節約するために、「シーン検出」を使用することをお勧めします。自動シーン検出を使用したク
リップのログを参照してください。
ログされた（オフライン）クリップをバッチキャプチャするには、プロジェクトパネルでクリップを選択し、ファイル／バッチキャプチャを選択
します。オフラインクリップをビンに振り分けた場合は、ビンを選択することで、ビン全体をバッチキャプチャすることができます。
Premiere Pro はビデオをバックグラウンドでキャプチャするので、キャプチャ中に別のタスクを実行することができます。つまり、Premiere Pro
で手動キャプチャまたはバッチキャプチャを開始した後に、Premiere Pro アプリケーションを最小化したり、別のアプリケーションに切り替えた
りしてもキャプチャは停止しません。キャプチャを停止するには、Premiere Pro ウィンドウを元のサイズに戻して、ウィンドウの任意の部分をク
リックします。ただし、キャプチャ中にシステムに負荷をかけるタスクを実行すると、フレームがドロップアウトする場合があります。デュアル
プロセッサーシステムなど、システムのパフォーマンスが高い場合は、ドロップフレームが発生する可能性は低くなります。

テープの先頭と最後の部分では、タイムコードや検出操作に関する問題が発生する可能性があるので、テープの先頭と最後の 30 秒間を
キャプチャする場合は、バッチキャプチャではなく、手動でキャプチャしてください。

バッチキャプチャ設定の選択
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ログされたクリップのバッチリストは、オフラインクリップのリストとしてプロジェクトパネルに表示されます。クリップを大量にキャプチャす
る場合は、各オフラインクリップを専用のビンに直接ログできるように、プロジェクトパネルにビンを作成しておくと便利です。バッチキャプ
チャを行うと、キャプチャされたクリップとオフラインクリップが置き換えられますが、事前に設定しておいたビンの構成は変更されません。
初期設定では、オフラインクリップをバッチキャプチャするときにはプロジェクトのキャプチャ設定が使用されます。オフラインクリップに独自
のキャプチャ設定が指定されている場合は、キャプチャ時にクリップの設定が使用されます。そして、同じ設定を使用して簡単に再キャプチャで
きるように、キャプチャされたクリップにキャプチャ設定が保持されます。例えば、オフラインクリップの形式が HDV で、プロジェクトのキャプ
チャ設定で指定されている形式が DV の場合は、クリップのキャプチャ設定を変更しないかぎり、HDV 形式でクリップがキャプチャされます。ク
リップのキャプチャ設定は、バッチキャプチャダイアログボックスの「キャプチャ設定を上書き」を選択すると上書きできます。

オフラインクリップにキャプチャ設定が指定されているかどうかの確認

オフラインクリップに独自のキャプチャ設定が指定されているかどうかを確認することができます。

プロジェクトパネルで、「キャプチャ設定」項目まで右にスクロールします。項目が表示されていない場合は、プロジェクトパ
ネルメニューから「メタデータの表示」を選択します。「Premiere プロジェクトメタデータ」の隣の三角形をクリックし、項
目の名前を表示します。「キャプチャ設定」を選択します。「OK」をクリックします。

オフラインクリップに独自のキャプチャ設定が指定されている場合は、この項目のチェックボックスがオンになっています。

オフラインクリップのキャプチャ設定の変更

オフラインクリップのキャプチャ設定を変更することができます。例えば、最初にクリップがキャプチャまたはログされたときより高い解像度で
キャプチャできます。

1. プロジェクトパネルでクリップを選択します。

2. クリップ／キャプチャ設定／キャプチャ設定を選択します。

キャプチャ設定ダイアログボックスが表示されます。

3. キャプチャ設定の指定を参照してください。

オフラインクリップのキャプチャ設定の消去
1. プロジェクトパネルでクリップを選択します。

2. クリップ／キャプチャ設定／キャプチャ設定を消去を選択します。

初期設定では、クリップはプロジェクトのキャプチャ設定を使用してキャプチャされます。

クリップのバッチキャプチャ
1. キャプチャするオフラインクリップを選択し、ファイル／バッチキャプチャを選択します。

2. バッチキャプチャダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

バッチ内の各クリップのインポイントの前とアウトポイントの後ろに予備フレームを含めてキャプチャするには、「予備フ
レームを含めてキャプチャ」を選択して、予備フレーム数を入力します。

ここに入力したフレーム数は、キャプチャパネルで予備フレームとして設定した数に加算されます。

バッチ内の個々のクリップのキャプチャ設定をプロジェクトの初期設定値に変更するには、「キャプチャ設定を上書き」を
選択します。

3. デッキとソースビデオテープが正しく設定されていることを確認し、「OK」をクリックします。

4. テープの挿入ダイアログボックスで、指定されたテープを挿入して「OK」をクリックします。複数のテープからキャプチャす
る場合は、指示が表示されたらテープの入れ替えができるように準備しておきます。

5. バッチキャプチャを停止する場合は、キャプチャパネルの停止ボタンをクリックするか、Esc キーを押します。

193



ページの先頭へ

ページの先頭へ

バッチキャプチャのトラブルシューティング

デバイスコントロールとプロジェクトのキャプチャ設定に誤りがなく、ログしたオフラインクリップのデータに矛盾がなければ、バッチキャプ
チャは問題なく実行することができます。バッチキャプチャで問題が発生した場合は、バッチキャプチャの対象となるクリップがすべて正しく設
定されていることを確認します。

各クリップのステータスは、オフラインになっている必要があります。プロジェクトパネルのリスト表示でステータスを確認し
ます。クリップがオフラインでない場合は、プロジェクトパネルでクリップを選択し、プロジェクト／メディアのリンク解除を
選択します。複数のクリップを選択している場合、オンラインのクリップはキャプチャされず、オフラインのクリップのみキャ
プチャされます。
オフラインクリップを編集ダイアログボックスで、各オフラインクリップの「テープ名」、「メディア開始」および「メディア
終了」が指定されていることを確認します。選択したオフラインクリップのいずれかに、これらの設定が指定されていれば、
「バッチキャプチャ」コマンドを選択することができます。ただし、キャプチャされるのは 3 つの設定すべてが指定されてい
るクリップだけです。必要に応じて、プロジェクトパネルのリスト表示でこれらの設定を確認するか、オフラインクリップをダ
ブルクリックして設定を編集します。
選択したキャプチャデバイスで、ビデオの録画やオーディオの録音、またはこの両方の操作がサポートされていることを確認し
ます。例えば、キャプチャデバイスがオーディオのキャプチャに対応していない場合、オーディオはキャプチャされません。
キャプチャに対応していない設定が検出されると、バッチキャプチャが停止され、キャプチャ設定のエラーが表示されます。
各クリップのファイル名（キャプチャ設定ダイアログボックスで指定した名前）が、既存のクリップのファイル名と重複してい
ないことを確認します。必要に応じて、各オフラインクリップをダブルクリックして、ファイル名が固有であることを確認しま
す。同じ名前の付いたオフラインクリップをバッチキャプチャ用に選択すると、キャプチャ時にクリップ名が自動的に一部変更
されます。これにより、同じ名前の付いた別のファイルが上書きされることがなくなります。

キャプチャ設定のエラーが表示された場合にキャプチャエラーを解決するには、次のいずれかの操作を行います。

リスト内の任意のクリップのキャプチャ設定を修正するには、リストから 1 つまたは複数のファイルを選択し、「設定を編
集」をクリックします。
キャプチャ設定が無効なクリップを除外して残りのバッチキャプチャを続けるには、「スキップ」をクリックします。スキップ
したクリップはリストから削除され、キャプチャされません。
バッチキャプチャを停止するには、「キャンセル」をクリックします。クリップはキャプチャされません。

バッチリストの読み込みと書き出し

バッチリストとして読み込みが可能なファイル形式は、タブ区切りテキスト（TXT、TAB）、カンマ区切り値（CSV）および PBL です。ファイル
を読み込むと、テキストのバッチリストの各エントリがプロジェクトパネルのオフラインクリップとして表示されます。また、ログしたクリップ
をプロジェクトやワークステーションの間で転送できるように、オフラインクリップを CSV 形式のバッチリストとして書き出すこともできます。
バッチリストの形式を確認するには、リストをファイルとして書き出し、メモ帳などのテキストエディターやスプレッドシートアプリケーション
でファイルを開きます。バッチリストのテキストファイルは、Adobe Premiere 6.5 や、Pipeline Autolog などのログユーティリティ、またはカスタ
ムビデオ製作ソフトウェアでも用意することができ、これらのプログラムでは、データベースやスプレッドシートを利用してバッチリストを生成
できます。
バッチリストを読み込む場合は、リスト内のフィールドがテープ名、インポイント、アウトポイント、クリップ名、コメントの順に配置されてい
る必要があります。オフラインクリップをバッチリストとして書き出すと、テープ名、インポイント、アウトポイント、クリップ名、ログの注
釈、説明、シーン、テイクの順にフィールドが配置されます。書き出されるフィールドデータは、プロジェクトパネルのリスト表示の対応する列
から抽出されます。

バッチリストタイムコードログを読み込むには、プロジェクトを開き、プロジェクト／バッチリストを読み込むを選択します。
目的のファイルを探して選択し、「開く」をクリックします。
バッチリストタイムコードログを書き出すには、ログに書き出すファイルを選択し、プロジェクト／バッチリストを書き出しを
選択します。ファイル名と場所を指定して、「保存」ボタンをクリックします。
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クリップの再キャプチャ

既存のプロジェクト上のクリップをバッチキャプチャを使って再度取り込むことが可能です。クリップを再度取り込むことができるのは、クリッ
プがソースファイルからリンクが解除されてオフラインの状態になっており、「テープ名」フィールドに名前が指定されていて、ソースメディア
にタイムコードが含まれている場合だけです。

1. 再キャプチャする際に、現在のキャプチャ設定から変更したい場合は、クリップのキャプチャ設定を変更します。

2. プロジェクトパネルで、再キャプチャするクリップをすべて選択します。複数のビンのクリップを選択する場合は、リスト表
示を使用して目的のビンを表示します。

3. プロジェクト／オフラインにするを選択します。選択したクリップは、現在のソースファイルとの関連付けが解除されます。

4. オフラインにするダイアログボックスで、ソースメディアファイルをディスクに残すか削除するかを指定します。

5. オフラインクリップを選択した状態で、ファイル／バッチキャプチャを選択します。必要に応じて設定を調整します。

6. デッキとソースビデオテープが正しく設定されていることを確認し、「OK」をクリックします。

7. 再キャプチャが終了したら、プロジェクトを保存します。

オフラインの統合クリップを再キャプチャすることができます。統合されたクリップは、すべてのコンポーネントクリップをキャプチャしないと
オンラインクリップになりません。

関連トピック
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タイムコードについて
タイムコードの表示形式の選択
タイムコードの表示方法の変更
テープのストライピングまたはタイムコードの置き換え
タイムコードのキャプチャ
クリップのタイムコードの手動設定
タイムコードの入力
焼き込みタイムコードの表示
プログラムモニターでのソースタイムコードの表示
タイムコードパネルでのタイムコードの表示

タイムコードについて

多くのビデオカメラやハイエンドビデオデッキではタイムコードが記録され、特定のフレームに固有のアドレスがマーキングされています。タイ
ムコードは、以前に表示またはキャプチャしたフレームとまったく同じフレームをキャプチャする場合に重要になります。タイムコードは、次の
ようなタスクで使用します。

キャプチャする前にクリップをログする場合。
バッチ（自動）キャプチャを使用してクリップをキャプチャする場合。
オリジナルのファイルが破損したか削除されたため、クリップを再キャプチャする場合。
EDL を使用してシーケンスを別のシステムに書き出す場合。
パフォーマンス優先の編集をするために低解像度の画像で編集し、編集後に最終出力用の高解像度で再キャプチャする場合。
キャプチャしたビデオを別に録音したオーディオと同期させる場合。

タイムコードは、家庭用アナログビデオデッキのタイムカウンターの値とは異なり、ビデオ信号の一部としてビデオテープに記録されます。フッ
テージにタイムコードがない場合は、タイムコードが記録可能なビデオカメラやデッキを使用して、フッテージにタイムコードを追加したコピー
を作成できます。タイムコードと一緒に記録されたフッテージのコピーテープからビデオのログやキャプチャが行えます。
最適な結果を得るには、テープの最初から最後までタイムコードが連続している必要があります。タイムコードはテープの途中でゼロにリセット
しないでください。編集中に 00:00:01:09 といったキャプチャのインポイントをログしたけれどもタイムコードをリセットしたために同一のタイム
コードが複数テープ上に書き込まれている場合、Premiere Pro はキャプチャの開始位置を特定できません。タイムコードが連続していないテープ
では正しくキャプチャできない場合があります。
連続したタイムコードで撮影するためには、タイムコードを続けて撮影をするか、あらかじめテープをストライピング（タイムコードの事前書き
込み）しておきます。

撮影時にタイムコードが常に連続して書き込まれるようにするには、各ショットのアクション終了後、少なくとも 5 秒間余分に録画します。カ
メラでクリップを再生して確認した場合は、再度録画を開始する前に、開始位置がこの 5 秒間のマージンに収まるようにテープを巻き戻しま
す。ビデオカメラは、停止したフレームのタイムコードを読み取り、次のショットの開始時に次のフレーム番号を使用してタイムコードを記録
し始めます。前のショットの最後のフレームと次のショットの最初のフレームが連続していないと、ビデオカメラは再度 00:00:00:00 からタイ
ムコードを記録し始めます。

タイムコードの表示形式の選択

初期設定では、ソースメディアに記録された元のクリップのタイムコードが表示されます。あるフレームのテープ上でのタイムコードが
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0 から開始

1 から開始

タイムコード変換
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00:00:10:00 の場合、キャプチャ後のそのフレームのタイムコードは 00:00:10:00 になります。ソースタイムコードを使用することで、クリップの
ログが容易になります。ソースタイムコードは、使用しているシーケンスのタイムベースに関係なく、クリップに表示されます。クリップとシー
ケンスのタイムベースが異なる場合、ソースタイムコードを使用するとフッテージのログが容易になります。例えば、24p で撮影したクリップの
タイムベースは 30 fps、タイムコードは 30 fps になります。そのクリップをタイムベースが 23.976 のシーケンスで使用した場合も、Premiere
Pro にはそのクリップの元のタイムコードである 30 fps が表示されます。ただし、すべてのクリップのタイムコードが 00:00:00:00 から開始する
ようにこの初期設定を変更することもできます。
また、パネルにフレームまたはフィートとフレームを表示する場合のフレーム数の表示形式も指定できます。各クリップのフレーム数を 0 または
1 から開始するか、ソースタイムコードから変換して表示できます。30 fps のクリップのフレームのソースタイムコードが 00:00:10:00 の場合、タ
イムコード変換オプションによりこのフレームの番号は 300 になります。Premiere Pro は、30 fps フレームレートでの 10 秒を 300 フレームに変
換します。

1. 編集／環境設定／メディア（Windows）または Premiere Pro／環境設定／メディア（Mac OS）を選択します。

2. タイムコードメニューで、次のいずれかを選択します。

ソースに記録されたタイムコードを表示します。

各クリップに表示されるタイムコードを 00:00:00:00 から開始します。

3. フレーム数メニューで、次のいずれかを選択します。

最初のフレーム番号を 0 から開始して各フレームに順番に番号を付けます。

最初のフレーム番号を 1 から開始して各フレームに順番に番号を付けます。

ソースタイムコード番号と同じフレーム番号を生成します。

4. 「OK」をクリックします。

タイムコードの表示方法の変更

タイムコードをホットテキストで表示するパネルでのタイムコードの表示形式を変更できます。

1. （オプション）タイムコードをオーディオユニット（オーディオサンプルまたはミリ秒）で表示するには、パネル内のメ
ニューボタンをクリックし、「オーディオユニット時間で表示」を選択します。

2. タイムコード形式を切り替えるには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらホットテキスト
のタイムコード表示をクリックします。最後の 2 つの表示形式は、パネルメニューで「オーディオユニット時間で表示」を選
択した場合のみ使用できます。

ドロップフレームタイムコード
ノンドロップフレームタイムコード
フレーム
フィート + フレーム（16 mm）
フィート + フレーム（35 mm）
オーディオサンプル
ミリ秒

プログラムモニター（トリミングモニターのインスタンスを含む）のタイムコード表示形式とタイムラインパネルは常に一致します。どちらか一
方を変更すると、もう一方も変更されます。

テープのストライピングまたはタイムコードの置き換え
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最初に新しいテープを使用する前に、連続したタイムコードを書き込む作業を行います。この処理は、テープのストライピング、またはブラック
ストライプと呼ばれます。タイムコードを必要としない編集を行う場合は特に作業しなくてもかまいませんが、以下の作業を行い、連続したタイ
ムコードで記録をしておくと、以降の作業が円滑になります。

タイムコードでのテープのストライピング
1. 未使用のテープをカメラにセットします。新品のテープには、タイムコード情報は記録されていません。

2. カメラを使用してストライピングする場合は、レンズキャップを取り付け、オーディオ入力を無効にします。

3. すべてのカメラ設定（特にオーディオのサンプルレート）が、撮影するときとまったく同じ設定であることを確認します。そ
のテープで撮影する場合は、必ずこれらの同じ設定をすべて使用します。

4. 録画を開始します。テープの最後までカメラまたはデッキで録画を続けます。

5. ストライピングされたテープの先頭から約 30 秒間再生してから、テープにビデオを録画します。また、撮影を開始する前に、
ストライピングしたタイムコードをビデオカメラが読み取っていることを確認します。この 30 秒間の無録画部分は、バッチ
キャプチャにも役立ちます。

テープを交換する場合、特に、以前撮影に使用したことのあるテープを再利用する場合には、カメラの設定を確認してくだ
さい。異なるテープには異なる設定を使用することがありますが、各テープの最初から最後まで同じ設定を使用することを
お勧めします。これらの設定は、テープを最初にストライピングしたときに使用した設定と一致している必要があります。

DV タイムコードの置き換え

ソースフッテージが DV 形式で、タイムコードが連続していない場合、DV テープのコピーを作成（ダビング）してタイムコードを置き換えること
ができます。コピーを作成すると、連続した新しいタイムコードが記録されます。このコピーしたテープを使用してログの作成やバッチキャプ
チャを行うことができます。

DVCAM 形式でダビングする場合や Panasonic AG-DV2500 をレコードデッキとして使用する場合は、この方法を適用することはできませ
ん。

1. 撮影した DV テープを再生する DV ビデオカメラまたはビデオデッキにセットして、先頭まで巻き戻します。

2. ダビングするために 2 台目のビデオカメラまたはビデオデッキに新しいテープをセットします。

3. 録画デバイスに、オリジナルテープからタイムコードも同時にコピーするモードがある場合は、そのモードを無効にしておき
ます。このモードについては、デバイスの取扱説明書を参照してください。

4. 録画デバイスがデジタルの場合は、IEEE 1394 や SDI などのデジタルケーブルを使用して DVソースデバイスに接続します。
デジタル接続を使用すると、最高品質でコピーすることができます。

5. 録画する方のビデオ機器をテレビモニターに接続します。

6. 2 台のデバイスを両方とも VTR モードに設定します。

7. 録画デバイスがデジタルポート入力から録画するように設定されていることを確認します。

8. 新しいテープの録画を開始してから、オリジナルテープの再生を開始します。オリジナルテープ全体がコピーされるまで、ビ
デオカメラまたはビデオデッキで録画を続けます。

シーン検出では、タイムスタンプで飛んでいる箇所を探すことで、各ショットの開始ポイントと終了ポイントを検出の
対象とします。この方法でテープをコピーするとタイムスタンプが連続した 1 つのクリップが作成されるので、Premiere Pro
でコピーをキャプチャする際にシーン検出を使用することはできません。

タイムコードのキャプチャ

デバイスコントロールを使用すると、ソースビデオのタイムコードがキャプチャされます。制御可能なアナログデバイスによるタイムコードの
キャプチャは、テープデッキの精度に応じて異なります。テープデッキでタイムコードを正確に読み取れない場合は、システムを調整するか、フ
レームに合わせて手動でタイムコードを割り当てる必要があります。

タイムコードは、タイムコードが記録されている場合や、テープの映像に重ねて録画されている場合を除き、タイムコードを認識できる機

198



ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

器のテープカウンターでしか確認できません。ほとんどの家庭用アナログビデオデッキは、タイムコードの読み取りや書き込みに対応していませ
ん。

クリップのタイムコードの手動設定

Premiere Pro によって記録されたタイムコードを変更できます。例えば、元は Rewritable Consumer Time Code（RCTC）で記録された Hi8 テー
プの DV コピーからフッテージをキャプチャしたとします。DV コピーと、それからコピーしたコンピューター上のビデオファイルは、元の RCTC
ではなく DV タイムコードを保持します。Adobe Premiere Pro では、このような場合にタイムコードを元の RCTC 値にリセットして、オリジナル
の Hi8 テープ用に作成されたショットログなどを参照しやすくします。

1. プロジェクトパネルでクリップを選択します。

2. クリップ／変更／タイムコードを選択し、必要に応じてオプションを指定して「OK」をクリックします。

タイムコードの入力

ビデオのキャプチャや編集を行うと、タイムコード値を手動で入力する作業が何度も発生することがあります。例えば、クリップのインポイント
とアウトポイントを設定する場合や、タイムラインパネルを操作する場合にタイムコード値を入力します。Premiere Pro では、複数の方法でタイ
ムコードを入力することができます。
Premiere Pro では、インポイントとアウトポイントの間のデュレーションに、タイムコードで指定されたフレームが格納されます。例えば、ク
リップのインポイントとアウトポイントに同じタイムコードを入力すると、そのクリップのデュレーションは 1 フレームになります。タイムコー
ドを入力する場合は、区切り記号としてコロンの代わりにピリオドを使用するか、区切り記号なしで数字を入力することができます。入力された
数字は、時、分、秒、フレームとして解釈されます。

特定のタイムコードを設定するには、タイムコードを選択し、新しいタイムコードを入力して、Enter キーまたは Return キー
を押します。
現在のタイムコードをドラッグ操作で調整するには、タイムコードを水平にドラッグします。例えば、タイムコードの値を小さ
くするには、左へドラッグします。
現在のタイムコードを相対値で調整するには、「+」（プラス）記号または「-」（マイナス）記号に続けて、増減させたいフ
レームの数を入力します。例えば、現在のタイムコードから 5 フレーム減らすには、タイムコード全体を選択し、「-5」と入
力して Enter キーまたは Return キーを押します。

焼き込みタイムコードの表示

クリップにタイムコードエフェクトを適用して、クリップのタイムコードをクリップのビデオプレビューに表示させることができます。クリアビ
デオクリップにタイムコードエフェクトを適用して、シーケンスの任意の部分のビデオプレビューにタイムコードを表示させることができます。
その後、タイムコードを表示させておきたい時間だけ、クリアビデオクリップをトリミングします。画面に表示されるタイムコードは一般に焼き
込みタイムコードと呼ばれ、編集者や共同作業者のためのフレーム単位の正確な参照ポイントとしてラフ編集や校正で使用されます。

焼き込みクリップタイムコードの表示
1. エフェクトパネルでビデオエフェクトビンの隣の右向きの三角形をクリックして展開し、ビデオビンの右向きの隣の三角形を
クリックして展開します。

2. タイムコードエフェクトをドラッグし、シーケンス内のクリップにドロップします。

3. エフェクトコントロールパネルをクリックしてアクティブにします。

4. タイムコードの隣にある三角形をクリックして、エフェクトのオプションを展開します。

5. 必要に応じて、オプションを調整します。
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焼き込みシーケンスタイムコードの表示
1. プロジェクトパネルの下部にある新規項目アイコンをクリックします。「クリアビデオ」を選択します。

タイムコードエフェクトの実行には、クリアビデオの代わりに調整レイヤーを使用できます。

2. クリアビデオクリップを、シーケンス中のほかのすべてのビデオトラックより上に位置する空のトラックにドラッグします。

3. エフェクトパネルでビデオエフェクトビンの隣の右向きの三角形をクリックして展開し、ビデオビンの右向きの隣の三角形を
クリックして展開します。

4. タイムコードエフェクトをドラッグし、クリアビデオクリップにドロップします。

5. エフェクトコントロールパネルをクリックしてアクティブにします。

6. タイムコードの隣にある三角形をクリックして、エフェクトのオプションを展開します。

7. 必要に応じて、オプションを調整します。

プログラムモニターでのソースタイムコードの表示

編集作業中にシーケンスのクリップをプログラムモニターでプレビューするときに、ソースタイムコードを表示できます。

クリップをトリミングすると、クリップのソースタイムコードが表示されます。
スライド編集を行うと、隣接するクリップに使用する新しいソースメディアのインポイントとアウトポイントが表示されます。
スリップ編集を行うと、クリップの新しいソースメディアのインポイントとアウトポイントが表示されます。

プログラムモニターのパネルメニューから「編集中にタイムコードを表示」を選択します。チェックマークが表示されている場
合は、そのコマンドが選択されていることを示します。

タイムコードパネルでのタイムコードの表示

タイムコードパネルでタイムコードを表示できます。タイムコードパネルを表示するにはウィンドウ／タイムコードを選択します。
タイムコードパネルには次の情報を表示できます。

ソースパネルが選択されている場合、タイムコードパネルにはソースタイムコードが表示されます。
タイムラインパネルまたはプログラムパネルが選択されている場合、パネルメニューからシーケンスタイムコードまたはソース
タイムコードを選択して表示できます。どのオーディオまたはビデオトラックのタイムコードを表示するかをパネルメニューか
ら選択することもできます。

タイムコードパネルのサイズを拡大するには、ウィンドウの外の右下隅をドラッグします。

以下も参照してください
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DV または HDV システムの設定
SD-SDI、HD-SDI またはコンポーネントシステムのセットアップ
ファイルベースシステムの設定
S ビデオまたはコンポジットシステムのセットアップ
初期設定のオーディオデバイスの指定
ASIO デバイス設定の指定（Windows のみ）
ビデオのレンダリング時のオーディオのレンダリング指定
プリロールおよびポストロールのデュレーションの指定
スクラッチディスクの指定によるシステムパフォーマンスの改善
メディアキャッシュデータベースの移動またはクリーンアップ
メモリの空き容量に合わせたレンダリングの最適化

Premiere Pro の必要システム構成について詳しくは、アドビの Web サイトを参照してください。
コンピューターシステムおよび·Premiere·Pro のパフォーマンスを最適化するためのヒントについては、このホワイトペーパーを参照してくださ
い。

DV または HDV システムの設定

DV／HDV システムの設定

A. コンピューターとコンピューターモニター B. 6 ピン FireWire ポートおよびコネクタ C. 4 ピン FireWire ポートおよびコネクタ D. DV／HDV ビ
デオカメラ E. RCA ジャックとプラグ（オーディオ左（白）、オーディオ右（赤）、コンポジットビデオ（黄色））、S ビデオ（y/c）用ジャック
とプラグ F. HDMI ポートとコネクタ G. テレビモニター 

この構成では、オーディオおよびビデオを DV または HDV ソースからキャプチャし、信号をテレビモニターに表示しながら編集作業を行い、任意
のシーケンスをビデオテープに書き出すことができます。

1. FireWire ケーブルを使用して、DV ビデオカメラ、HDV ビデオカメラまたは VTR をコンピューターに接続します。

2. S ビデオケーブル、または RCA ビデオケーブルと RCA オーディオケーブル、もしくは HDMI ケーブルを使用して、ビデオカ
メラまたは VTR をテレビモニターに接続します。

3. ビデオカメラまたは VTR を VTR モードまたは再生モードにします。

4. （HDV ビデオカメラまたは VTR のみ）。デバイスが DV プロジェクトに対応する DV 再生モードか、HDV プロジェクトに対
応する HDV 再生モードになっていることを確認します。詳しくは、デバイスの取扱説明書を参照してください。

SD-SDI、HD-SDI またはコンポーネントシステムのセットアップ
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注意：

ブレイクアウトボックスを使用した SDI/コンポーネントのセットアップ

A. コンピューターとコンピューターモニター B. （オプション）A/V ブレイクアウトボックス C. オーディオ（左右）用 XLR ジャックとプラグ D.
RS232／422 ポートとコネクタ E. Y/Pb/Pr コンポーネントビデオ用 BNC ジャックとプラグ、SDI ビデオ用 BNC ジャックとプラグ F. HD／SD
VTR G. Y/Pb/Pr コンポーネントビデオ用 BNC ジャックとプラグ、SDI ビデオ用 BNC ジャックとプラグ H. 左（白）右（赤）のオーディオ用 RCA
ジャックとプラグ I. スピーカー J. テレビモニター 

この構成では、オーディオおよびビデオを SD-SDI、HD-SDI またはコンポーネントビデオデバイス（ビデオカメラまたは VTR）からキャプチャ
し、信号をテレビモニターに表示しながら編集作業を行い、任意のシーケンスをビデオカメラまたは VTR に書き出すことができます。
この構成では、SDI カードまたはコンポーネント PCI カードがコンピューターに搭載されていること、または拡張 SDI またはコンポーネントデバ
イスがコンピューターに FireWire 経由で接続されていることが必要です。内蔵カードまたは外部デバイスのどちらの場合も、SDI またはコンポー
ネントビデオの信号を受信できるポートとして、通常は BNC コネクタが用意されています。
一部の SDI カードやコンポーネント PCI カードには、SDI またはコンポーネント信号のポートを備えたブレイクアウトボックスが付属されていま
す。また、一部のブレイクアウトボックスは、genlock ポートも装備しています。その他のカードでは、必要な出力がカード上に直接用意されてい
ます。

1. SDI ケーブルまたはコンポーネントビデオケーブルを使用して、SD-SDI、HD-SDI またはコンポーネントデバイスをコン
ピューターまたはブレイクアウトボックスに接続します。BNC コネクタの付いた 1 本のケーブルは SDI ビデオを送信
し、BNC コネクタの付いた 3 本のケーブルはコンポーネントビデオ信号を送信します。コンピューターまたはブレイクアウト
ボックスのビデオ出力とデバイスのビデオ入力をビデオケーブルで接続します。また、デバイスのビデオ出力とコンピュー
ターまたはブレイクアウトボックスのビデオ入力もビデオケーブルで接続します。

2. XLR オーディオケーブルを使用して、SD-SDI、HD-SDI またはコンポーネントデバイスをコンピューターまたはブレイクアウ
トボックスに接続します。コンピューターまたはブレイクアウトボックスのオーディオ出力とデバイスのオーディオ入力を
オーディオケーブルで接続します。また、デバイスのオーディオ出力とコンピューターまたはブレイクアウトボックスもオー
ディオケーブルで接続します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

ビデオカメラまたは VTR のシリアルデバイスコントロールポート（RS-422 または RS-232）をコンピューターのシリア
ルポート（Windows）または USB ポート（Mac OS）に接続します。RS-232／422 制御のデバイスには、Pipeline Digital
社製の ProVTR ケーブルを使用してください。
シリアルデバイスコントロールポート（RS-422 または RS-232）のあるブレイクアウトボックスを使用している場合は、
デバイスのシリアルデバイスコントロールポートをブレイクアウトボックスに接続します。デバイスのシリアルコントロー
ルポートを、コンピューターのシリアルまたは USB ポートに接続しないでください。一部のブレイクアウトボックスで
は、Pipeline Digital 社製の ProVTR ケーブルの代わりに、標準的なシリアル 9 ピン D-Sub ケーブルを使う必要がありま
す。詳しくは、ブレイクアウトボックスのメーカーのマニュアルを参照してください。

ネイティブシリアルデバイスコントロールは、Windows の場合にだけ利用できます。

4. コンポーネントビデオケーブルを使用してビデオカメラまたは VTR をテレビモニターに接続し、RCA オーディオケーブルを
使用してアンプ内蔵スピーカーに接続します。

5. ビデオカメラまたはビデオデッキを VTR モードまたは再生モードにします。

6. Premiere Pro で、ファイル／新規／シーケンスを選択します。

7. 新規シーケンスダイアログボックスの使用可能なプリセットエリアで、ソースフッテージの形式と一致する SDI またはコン
ポーネントのプリセットを選択します。これらのプリセットは、Premiere Pro には用意されていません。これらのプリセット
は SDI およびコンポーネントのキャプチャカードおよびデバイスのメーカーにより提供されます。プリセットは、カードやデ
バイスとともにインストールしておく必要があります。
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8. 「シーケンス名」ボックスに名前を入力します。「OK」をクリックします。

ファイルベースシステムの設定

ファイルベースシステム

A. カードリーダー、ドライブ、または P2、XDCAM HD、XDCAM EX または AVCHD メディア用のビデオカメラ B. コンピューターとコンピュー
ターモニター C. スピーカーまたはアンプとの接続用のオーディオケーブル D. スピーカー E. テレビモニター F. コンポーネント用 BNC コネクタ
またはテレビモニターへの SDI ビデオケーブル（G を使用しない場合） G. テレビモニターへのオーディオ／ビデオケーブル用 HDMI コネクタ（F
を使用しない場合） 

この構成では、カードリーダー、ドライブまたは次のデジタルビデオファイル形式で録画された非テープ方式のビデオカメラから、オーディオ
ファイルとビデオファイルを読み込んだり転送したりすることができます。

Panasonic P2

XDCAM HD

XDCAM EX

AVCHD

AVC-I

また、コンピューターに次のカードが搭載されている場合は、HD（高精細）テレビモニターでビデオをプレビューすることもできます。
HD（高精細）キャプチャカード
コンポーネント、SDI または HDMI 出力を備えたディスプレイカード

1. カードリーダー、ディスクドライブ、またはビデオカメラをコンピューターに接続します。通常、USB 2.0 ケーブルを使用し
て接続します。詳しくは、デバイスの取扱説明書を参照してください。

2. コンピューターのサウンドカードの出力をコンピューターのスピーカーまたはオーディオアンプに接続します。

3. コンポーネント、SDI または HDMI ケーブルを使用して、キャプチャカード、ブレイクアウトボックスまたはビデオカードの
ビデオ出力をテレビモニターに接続します。

S ビデオまたはコンポジットシステムのセットアップ

S ビデオ／コンポジットのセットアップ
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デバイスの有効化

A. コンピューターとコンピューターモニター B. FireWire／USB 2.0 のポートとコネクタ C. A/D コンバーター D. RCA コンポジットビデオ、S ビ
デオ（y/c）用ジャックとプラグ E. RS232／422 ポートとコネクタ F. 左（白）右（赤）オーディオ用 RCA ジャックとプラグ G. アナログビデオカ
メラ、アナログ VTR H. RCA ジャックとプラグ（オーディオ左（白）、オーディオ右（赤）、コンポジットビデオ（黄色））、S ビデオ（y/c）用
ジャックとプラグ I. テレビモニター 

この構成では、オーディオおよびビデオをアナログのビデオカメラまたは VTR からキャプチャし、ビデオ信号をテレビモニターに表示しながら編
集作業を行い、任意のシーケンスをビデオカメラまたは VTR に書き出すことができます。
アナログソース信号をコンピューターが読み取れるデジタルファイルに変換するには、アナログ／デジタル（A/D）コンバーター（デジタイザ）が
必要です。次のデバイスを使用して、ビデオ信号をデジタル化することができます。
コンピューターに搭載されている内蔵デジタイザー
コンピューターに接続されている外部デジタイザー
アナログ入力信号をデジタル化できるデジタルビデオカメラまたは VTR

1. S ビデオケーブルまたは RCA ビデオケーブルを使用して、アナログビデオカメラまたは VTR をデジタイザーに接続します。
コンピューターまたはそのインターフェイスのビデオ出力とデバイスのビデオ入力をビデオケーブルで接続します。また、デ
バイスのビデオ出力とコンピューターまたはそのインターフェイスのビデオ入力もビデオケーブルで接続します。

2. XLR オーディオケーブルまたは RCA オーディオケーブルを使用して、アナログビデオカメラまたは VTR をデジタイザーに接
続します。デジタイザーのオーディオ出力とデバイスのオーディオ入力をオーディオケーブルで接続します。また、デバイス
のオーディオ出力とデジタイザーのオーディオ入力をオーディオケーブルで接続します。

3. （オプション）（RS-422 または RS-232 ポートがあるアナログビデオカメラまたは VTR の場合）（Windows のみ）Pipeline
Digital 製の ProVTR ケーブルを使用して、ビデオカメラまたは VTR のシリアルデバイスコントロールポートをコンピュー
ターまたはデジタイザのシリアルポートに接続します。

ネイティブシリアルデバイスコントロールは、Windows の場合にだけ利用できます。

4. S ビデオケーブルまたは RCA ビデオケーブルと RCA オーディオケーブルまたは XLR オーディオケーブルを使用して、アナ
ログビデオカメラ、VTR またはデジタイザーをテレビモニターに接続します。

5. アナログビデオカメラまたはビデオデッキを VTR モードまたは再生モードにします。

6. Premiere Pro で、ファイル／新規／シーケンスを選択します。

7. 新規シーケンスダイアログボックスの使用可能なプリセットエリアで、A/D コンバーターの形式と一致するプリセットを選択
します。ソースフッテージの形式と一致するプリセットは選択しないでください。例えば、DV ビデオカメラまたは A/DV コン
バーターを使用してアナログ信号を変換する場合は、DV プリセットを選択します。

8. 「シーケンス名」ボックスに名前を入力します。「OK」をクリックします。

初期設定のオーディオデバイスの指定
1. 編集／環境設定／オーディオハードウェア（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオハードウェア（Mac

OS）を選択して、次のオプションを設定します。

初期設定のデバイスメニューから出力デバイスを選択します。
バッファーサイズメニューからバッファーサイズを選択します（Mac OS）。

2. 「OK」をクリックします。

オーディオハードウェア設定（Windows のみ）

環境設定ダイアログボックスのオーディオハードウェアパネルで「ASIO 設定」をクリックすると、Premiere Pro によりオーディオハードウェア
設定ダイアログボックスが開かれます。このダイアログボックスには、「入力」タブと「出力」タブがあります。

Premiere Pro の入出力にルーティングするオーディオデバイスを指定します。デバイスが ASIO デバイスの場合は、デバイス用
の ASIO ドライバーを選択します。サウンドカード用として製造元から提供された ASIO ドライバーがない場合には、「Premiere Pro WDM
Sound」を選択してください。デバイスを有効にするには、必ずデバイス用の最新のドライバーをインストールしてください（Windows）。ステ
レオを 2 チャンネル以上入力する場合、または 5.1 サラウンドオーディオをモニターする場合は、使用するデバイスドライバーが ASIO（Audio
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バッファーサイズ

デバイス 32 bit 録音／再生

注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Stream Input Output）規格に準拠している必要があります。準拠していない場合は、接続されているハードウェアの入出力数にかかわらず、使用
可能な入出力はステレオのみになります。

Premiere Pro がオーディオの録音に使用するバッファーのサイズを、キロバイト単位で指定します。

オーディオを 32 bit サンプルで録音する場合は、「入力」タブで「デバイス 32 bit 録音」をオンにします。32 bit 再生
を有効にする場合は、「出力」タブで「デバイス 32 bit 再生」をオンにします。

音声に問題がある場合は、TechNote の「No sound during playback of video or audio clips」を参照してください。

USB マイクのセットアップ（Mac OS）
1. ユーティリティの Audio Midi 設定アプリケーションのメニューで、オーディオ／機器セットエディターを開くを選択します。

2. 次のデバイスを確認します。

USB マイク
追加の入力デバイス（ライン入力）
出力デバイス

3. この新しい集音デバイスを、Premiere Pro のオーディオハードウェア環境設定パネルで選択します。

ASIO デバイス設定の指定（Windows のみ）
1. 編集／環境設定／オーディオハードウェアを選択します。

2. 「ASIO 設定」をクリックします。選択したデバイスの ASIO 設定を指定します。

ダイアログボックスに表示される設定は、使用するデバイスおよびドライバーによって指定されているものであ
り、Adobe Premiere Pro で行った設定ではありません。詳しくは、使用する ASIO デバイスおよびドライバーのマニュアルを
参照してください。

3. オーディオハードウェア設定ダイアログボックスで、「入力」タブを選択します。

4. 有効にするデバイスの名前の横のチェックボックスをオンにします。

5. 32 bit オーディオを録音する場合は「デバイス 32 bit 録音」をオンにします。

6. サンプルスライダーをドラッグしてバッファーのサイズを設定します。

7. 「OK」をクリックします。

ビデオのレンダリング時のオーディオのレンダリング指定

Premiere Pro の初期設定でオーディオプレビューをレンダリングするかどうかを指定できます。

シーケンス／インからアウトでエフェクトをレンダリング、またはシーケンス／インからアウトをレンダリングを選択します。これらのコマンド
は、インポイントとアウトポイントを設定して、ワークエリアバーではなくオーディオプレビューをレンダリングするエリアをマークした場合に
使用できます。
オーディオプレビューをレンダリングすると再生のパフォーマンスが向上しますが、これらのコマンドを選択すると処理時間が長くなります。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を選択します。

2. 「ビデオのレンダリング時にオーディオをレンダリング」をオンまたはオフにします。

3. 「OK」をクリックします。
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プリロールおよびポストロールのデュレーションの指定

クリップとシーケンスのプレビューのプリロールとポストロールの長さは、環境設定ダイアログボックスの「一般」で設定できます。

「プリロール」および「ポストロール」フィールドは、環境設定ダイアログボックスの「デバイスコントロール」ペインの「プリロール」
設定とは異なります。「デバイスコントロール」ペインの「プリロール」設定は、VTR やビデオカメラなどの外部デバイスのコントロールに影響
します。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を選択します。

2. 「プリロール」および「ポストロール」フィールドに、それぞれの秒数を入力します。

3. 「OK」をクリックします。

スクラッチディスクの指定によるシステムパフォーマンスの改善

プロジェクトを編集すると、プロジェクトに必要な様々なファイルがディスクに保存されていきます。Premiere Pro は、キャプチャしたビデオお
よびオーディオファイル、最適化したオーディオファイル、手動で作成したプレビューファイルを保存します。Premiere Pro では、最適化した
オーディオファイルとプレビューファイルを使用してパフォーマンスを最適化しています。そのため、リアルタイム編集、32 bit 浮動小数点精度で
の効率的な処理と出力が実現されています。
すべてのスクラッチディスク環境設定は、各プロジェクトとともに保存されます。 プロジェクトごとに異なるスクラッチディスクの場所を選択で
きます。スクラッチディスクの場所が異なる別のプロジェクトを編集した後に、以前のプロジェクトを再度開こうとすると、以前のプロジェクト
で選択したスクラッチディスクの場所でそのプロジェクトに属しているファイルが検索されます。
プロジェクトのプレビューファイルや最適化したオーディオファイルを削除した場合、プロジェクトを再度開いたときにそれらが自動的に再作成
されます。
初期設定では、スクラッチディスクファイルはプロジェクトと同じ場所に格納されます。スクラッチディスクに必要な容量は、シーケンスが長く
なったり、複雑になったりするほど大きくなります。最高のパフォーマンスを得ることができるように、メディアアセット専用のハードディスク
を用意することをお勧めします。アセット用のディスクには、プロジェクトファイル、オペレーティングシステムファイルまたはアプリケーショ
ンファイルが保存されているディスク以外のディスクを使用してください。これにより、ほかのファイルにアクセスすることなく、メディアファ
イルにすばやくアクセスして再生することができます。プロジェクト／プロジェクト設定／スクラッチディスクコマンドを選択して、Premiere
Pro のメディアファイル用のディスクを指定できます。新規プロジェクトの設定時には、スクラッチディスクを選択してください。
パフォーマンスの観点から言えば、各アセットタイプに別個のディスクを割り当てるのが最適ですが、同じディスク上のフォルダーを指定するこ
ともできます。スクラッチディスクの場所は、次の種類のファイルごとに個別に指定できます。

キャプチャしたビデオ
ファイル／キャプチャを選択すると作成されるビデオファイルです

ビデオファイルのプロジェクトを作成する前に、ビデオファイルをスクラッチディスクフォルダーに転送した場合は、キャプチャしたビデオの
ビデオファイルが含まれているフォルダーを指定します。

キャプチャしたオーディオ
ファイル／キャプャを選択したとき、またはオーディオミキサーを使用してナレーションを録音したときに作成されるオーディオファイルです。
ビデオプレビュー
シーケンス／インからアウトをレンダリングを選択したり、ムービーファイルを書き出したり、デバイスに書き出したりすると作成されるファイ
ルです。プレビューエリアにエフェクトが含まれている場合、プレビューファイルではそのエフェクトが最終出力の画質でレンダリングされま
す。
オーディオプレビュー
オーディオプレビューファイルは、次の場合に作成されます。
シーケンス／インからアウトをレンダリング
ムービーファイルに書き出す
DV デバイスに書き出す

プレビューエリアにエフェクトが含まれている場合、プレビューファイルではそのエフェクトが最終出力の画質でレンダリングされます。
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マイドキュメント（Windows）または書類（Mac OS）

プロジェクトファイルと同じ

カスタム

注意：

スクラッチディスクの指定

スクラッチディスクは、環境設定ダイアログボックスのスクラッチディスクペインで設定します。スクラッチディスクの設定を変更する前に、パ
スの右側のボックスに表示される値により、空きディスク容量を確認することができます。パスが長すぎて読めない場合は、ポインターをパス名
の上に置くと、ツールヒントにフルパスが表示されます。

1. プロジェクト／プロジェクト設定／スクラッチディスクを選択します。

2. ダイアログボックスに表示されている各ファイルの種類ごとの場所を指定します。各ファイルの種類の名前（例えば、キャプ
チャしたビデオ）が付いたサブフォルダーが作成され、関連するファイルがそこに保存されます。メニューには、初期設定さ
れた 3 つの保存場所が表示されます。

マイドキュメントフォルダー（Windows）または書類フォルダー
（Mac OS）にスクラッチファイルを格納します。

プロジェクトファイルと同じフォルダーにスクラッチファイルを格納します。

任意の場所を指定できます。「カスタム」を選択して「参照」をクリックし、利用可能なフォルダーを選択します。

スクラッチディスクのパフォーマンスの最適化

最適なパフォーマンスを確保するには、以下のガイドラインに従ってください。
コンピューターで使用可能なハードディスクが 1 台だけの場合は、すべてのスクラッチディスクオプションを初期設定のまま
使用することをお勧めします。
スクラッチディスクを 1 台または複数台の別々のハードディスク上に設定します。Premiere Pro では、メディアの種類ごとに
個別のスクラッチディスクを設定することができます。例えば、キャプチャしたビデオに 1 つのディスク、キャプチャした
オーディオにもう 1 のディスクを設定できます。
Windows では、NTFS ファイル形式にフォーマットされたパーティションのみをスクラッチディスクとして指定します。Mac
OS では、Mac OS Extended 用にフォーマットされたパーティションを使用します。ビデオの格納に FAT32 パーティションを
使用することはお勧めしません。 FAT32 パーティションは、大きなサイズのファイルをサポートしません。

NTFS ドライブを Mac OS で使用するためのサードパーティ製のツールがあります。Tuxera NTFS for Mac および Paragon NTFS for Mac
を参照してください。

Mac OS では、最適なパフォーマンスを得られるようにジャーナリングを無効にします。
フッテージのキャプチャとスクラッチファイルの格納には、最も高速なハードディスクを指定します。オーディオプレビュー
ファイルとプロジェクトファイルには、速度の遅いディスクを指定してもかまいません。
コンピューターに接続されているディスクだけを指定します。ネットワーク上のハードディスクは一般に速度が遅いため、推奨
できません。また、スクラッチディスクのファイルは常時アクセスされるため、リムーバブルメディアも使用しないように注意
してください。スクラッチディスクのファイルはプロジェクトごとに保持され、プロジェクトを閉じても失われません。これら
のファイルは、関連付けられているプロジェクトを開き直した際に再利用されます。スクラッチディスクのファイルをリムーバ
ブルメディアに格納した場合、そのメディアがドライブから取り出されると、スクラッチディスクを使用できなくなります。
1 台のディスクをいくつかのパーティションに分割し、各パーティションをスクラッチディスクとして使用することができま
す。ただし、単一のドライブという仕組みがボトルネックになり、パフォーマンスは向上しません。最適なパフォーマンスを得
るには、物理的に別のドライブにスクラッチディスク領域を設定します。
選択したコーデックがサポートしていれば、オーディオおよびビデオを別々のドライブにキャプチャできます（Premiere Pro
のネイティブ DV および HDV キャプチャでは、オーディオとビデオを別々のドライブにキャプチャすることはサポートされて
いません）。新しいファイルの保存先を設定するには、編集／環境設定／スクラッチディスク（Windows）または Premiere
Pro／環境設定／スクラッチディスク（Mac OS）を選択します。初期設定を使用すると、Premiere Pro でキャプチャまたは作
成されたすべてのファイルは、プロジェクトファイルと同じフォルダーに保存されます。

 

システムのパフォーマンスを向上させるためのオンラインリソース
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ビデオ編集システム用のディスクの設定について、経験豊富なユーザーからのアドバイスがこのフォーラムのスレッドで公開されています。
Premiere Pro の作業の高速化に関するビデオと記事のコレクションについては、このブログ投稿を参照してください。
Adobe Premiere Pro と After Effects のパフォーマンスを最適化するためのハードディスク設定について詳しくは、このビデオを参照してくださ
い。
Windows でディスクを NTFS としてフォーマットする方法について詳しくは、Microsoft の Web サイトのこのページを参照してください。
Mac OS でディスクを HFS+ としてフォーマットする方法について詳しくは、kenstone.net の Web サイトのこのページを参照してください。こ
のページの情報は、Mac OS X 10.4-10.7 に適用されます。

メディアキャッシュデータベースの移動またはクリーンアップ

Premiere Pro は、一部の形式のビデオとオーディオを読み込むときに、これらのアイテムのバージョンを処理およびキャッシュして、プレビュー
の生成時にすばやくアクセスできるようにします。読み込んだオーディオファイルはそれぞれ調整されて新しい .cfa ファイルになり、MPEG ファ
イルにはインデックスが追加されて新しい .mpgindex ファイルになります。メディアキャッシュによりビデオおよびオーディオアイテムをプレ
ビューごとに再処理する必要がなくなるので、プレビューの処理速度は大いに改善されます。

ファイルを最初に読み込んだ場合、メディアが処理されキャッシュが実行される間、速度が遅く感じる場合があります。

データベースには、キャッシュされたメディアファイルへのリンクが保持されます。このメディアキャッシュデータベースは、Adobe Media
Encoder、After Effects、Premiere Pro、および Audition で共有されるので、これらのどのアプリケーションも同じキャッシュファイルを読み書き
することができます。いずれかのアプリケーションでデータベースの場所を変更すると、他のアプリケーションでの場所情報も更新されます。ど
のアプリケーションにも固有のキャッシュフォルダーがありますが、それらを同一のデータベースが追跡します。

編集／環境設定／メディア（Windows）または Premiere Pro／環境設定／メディア（Mac OS）を選択し、次のいずれかの操作
を行います。

メディアキャッシュまたはメディアキャッシュデータベースを移動するには、それぞれの参照ボタンをクリックします。
最適化されたファイルとインデックスファイルをキャッシュから削除して、それらのエントリをデータベースから削除する
には、「クリーンアップ」をクリックします。このコマンドでは、ソースファイルがないフッテージアイテムに関連する
ファイルだけが削除されます。

「クリーンアップ」ボタンをクリックする前に、現在使用しているソースメディアを含むストレージデバイスがコン
ピューターに接続されていることを確認してください。フッテージがあるストレージデバイスが接続されていなかったため、
フッテージがないと見なされた場合、メディアキャッシュ内の関連するファイルが削除されます。その結果、後でこのフッテー
ジを使用するときに、フッテージの再確認またはインデックスの再作成が必要になります。

「クリーンアップ」ボタンを使用してデータベースとキャッシュをクリーンにしても、ソースファイルがあるフッテージアイテムに関連する
ファイルは削除されません。最適化されたファイルとインデックスファイルを手動で削除するには、メディアキャッシュフォルダーに移動して
ファイルを削除します。

メモリの空き容量に合わせたレンダリングの最適化

初期設定では、Premiere Pro は最大 16 のプロセッサーを利用してビデオのレンダリングを行います。高解像度のソースビデオや静止画を含む
シーケンスなどでは、複数フレームで同時にレンダリングを行う際に、大量のメモリが必要になることがあります。このようなシーケンスによ
り、Premiere Pro はレンダリングを中止し、メモリ不足の警告を通知することがあります。このような場合、環境設定で「レンダリングの最適
化」を「パフォーマンス」から「メモリ」に変更することで、メモリの空き容量を最大化できます。レンダリング実行時にメモリの最適化が必要
ではなくなったら、設定を「パフォーマンス」に戻します。

1. 編集／環境設定を選択し、環境設定ダイアログボックスで「メモリ」を選択します。

2. 「レンダリングの最適化」の横にあるポップアップメニューから「メモリ」を選択します。

3. 「OK」をクリックし、Premiere Pro を終了してプロジェクトを再起動して、変更した環境設定を反映させます。

以下も参照してください

208

http://forums.adobe.com/thread/662972
http://www.video2brain.com/en/videos-5353.htm
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Formatting-disks-and-drives
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Formatting-disks-and-drives
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Formatting-disks-and-drives
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Formatting-disks-and-drives


  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

209

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


DV または HDV ビデオのキャプチャ

  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：

FireWire ケーブルを使用してデバイスをコンピューターに接続することで、オーディオおよびビデオを任意の DV または HDV デバイスからキャプ
チャできます。Premiere Pro では、オーディオおよびビデオ信号をハードディスクに書き出したり、FireWire ポートを介してデバイスを制御する
ことができます。
DV または HDV フッテージを SDI ポートを介して XDCAM または P2 デバイスからキャプチャできます。ただし、サポートされているサードパー
ティ製キャプチャカードまたはデバイスが取り付けられており、それに対応するドライバーがコンピューターにインストールされている必要があ
ります。
DV または HDV シーケンスプリセットのいずれかを使用して作成したシーケンスでは、キャプチャ設定はそれぞれ「DV キャプチャ」または
「HDV キャプチャ」に設定されます。ただし、キャプチャ設定は、作成されたプロジェクトのキャプチャパネルで DV または HDV に変更できま
す。
DV ビデオのプレビューについては、プレビュー中およびキャプチャ中を選択できます。また、Windows の場合、HDV フッテージは、キャプチャ
ウィンドウでプレビューすることはできますが、HDV フッテージのキャプチャ中には、キャプチャウィンドウでプレビューすることはできませ
ん。HDV フッテージのキャプチャ中は、キャプチャウィンドウに「キャプチャ中」と表示されます。

DVCPRO HD アセット、XDCAM HD および XDCAM EX アセット、AVCHD アセットは、キャプチャすることなくそれぞれのメディアか
ら転送して読み込むことができます。キャプチャは転送より時間がかかり、一部のメタデータしか保持されません。詳しくは、非テープ方式の形
式のアセットの読み込みを参照してください。

関連トピック
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増大するファイルとは、ファイルの取得後のデュレーションでサイズが増加するファイルのことで
す。 Adobe® Premiere® Pro では、そのワークフローを必要とするユーザー向けに、増大するファイルをサ
ポートします。
増大するファイル用のサポート対象コーデックは次のとおりです。

AVCI50／100
EVS DNXHD
IMX30／40／50
RDD9 準拠の XDCAM HD 50／35／25／18
QuickTime でラップされたこれらの形式のファイル

 
増大するファイルの自動的な更新および更新の頻度は「メディア環境設定」で指定できます。更新されたデュ
レーションはソースモニターに表示できます。詳しくは、メディア環境設定を参照してください。
増大するファイル用のメディアの取得またはキャプチャを行うことができるのは、Premiere Pro がボリューム
を読み取れる場合のみです（Premiere Pro では、UNC パス（//somewhere/something）からフッテージを読
み取れますが、ドライブをマッピングする（H:\somewhere\something"）必要があります）。次に、ファイル
／読み込みコマンドを使用してこのファイルを読み込むことができます。読み込みが完了したら、通常の他の
クリップの場合と同様に、これらのクリップを使用して編集を行うことができます。
Premiere Pro における増大するファイルのサポートについて詳しくは、このブログ記事を参照してください。

211

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://help.adobe.com/ja_JP/premierepro/cs/using/WSAB1EDD0E-ADC2-4a10-B399-E809E588618B.html#WSE3BD4A43-7022-4fe6-97F5-95313935347B
http://blogs.adobe.com/kevinmonahan/2012/10/03/support-for-growing-files-in-premiere-pro-cs6-6-0-2/


アナログビデオのデジタル化

ページの先頭へ

ページの先頭へ

キャプチャカード設定について
アナログビデオのデジタイズ

アナログ形式のビデオショットを編集するには、まずデジタル化する必要があります。ビデオをデジタル化するには、デジタルビデオカメラ（即
座にデジタル化することが可能）またはコンピューターに取り付けられているデジタル化デバイスを使用してビデオ信号を処理します。または、
アナログフッテージをデジタル形式にダビングし、その後ほかのデジタルソースの場合と同じように、キャプチャカードを使用してデジタルデバ
イスからビデオをキャプチャすることもできます。使用する機器によっては、コンポーネントビデオ、コンポジットビデオおよび S ビデオなど、
さまざまな信号形式のアナログビデオをデジタイズすることができます。サードパーティ製の一部のデジタイザは、デバイスコントロールを備え
ています。RS-232 または RS-422 ポート経由でソースデバイスに接続すると、Premiere Pro のキャプチャパネルからデバイスを制御したり、
バッチキャプチャを行えるようになります。詳しくは、ビデオカメラやデジタイザ／キャプチャカードに付属の取扱説明書を参照してください。

キャプチャカード設定について

Premiere Pro で表示されるキャプチャ設定の一部は、デジタイザまたはキャプチャカードに付属するプラグインソフトウェアから提供されること
があります。使用できるオプションやサポートされる形式は、キャプチャカードのメーカーによって異なる可能性があります。このようなビデオ
キャプチャカードと Premiere Pro の複雑な関係により、システムの各部がどのオプションやどの問題と関係しているか判断しづらくなっていま
す。多くのキャプチャカードのメーカーと同様に、アドビ システムズ社では、対象となるオプションや問題が、ビデオキャプチャカードおよび
カードのソフトウェアと、Premiere Pro のどちらに関連しているかを判断するためのトラブルシューティングマニュアルをオンラインで提供して
います。Premiere Pro Web サイトとキャプチャカードメーカーの Web サイトで、トラブルシューティングに関するリソースを参照してくださ
い。
サポートされているキャプチャカードを使用すると、多くの場合、設定ファイル（プリセット）がインストールされます。このプリセット
は、Premiere Pro の新規プロジェクトダイアログボックスにある「プリセットの読み込み」ペインで選択できます。このプリセットを選択する
と、キャプチャカードを最適な状態でサポートできるように、すべてのキャプチャ設定が自動的に構成されます。最適な結果を得るには、キャプ
チャカードのプリセットが提供されている場合はそれを使用してください。「カスタム設定」ペインのキャプチャ設定は変更しないでください。

アナログビデオのデジタイズ
1. Premiere Pro を終了します。

2. アナログデバイスのビデオ出力とオーディオ出力を、アナログ入力を備えたデジタルデバイス（デジタイザ、デジタルビデオ
カメラ、デジタルビデオデッキ）に接続します。

3. デジタルデバイスが外部デジタイザ、デジタルビデオデッキまたはデジタルビデオカメラの場合は、FireWire または SDI ポー
トでコンピューターと接続します。

4. サードパーティ製のデジタルデバイスがデバイスコントロールを備えたデジタイザの場合（さらに、Premiere Pro 用のデバイ
スドライバーが用意されている場合）は、そのデバイスコントロールのポート（RS-232 または RS-422）をアナログデバイス
の同じ種類のポートに接続します。

5. アナログソースとデジタルデバイスの電源を入れます。

6. デジタルデバイスがビデオカメラの場合は、カメラモードではなく、VTR、ビデオまたは再生モードにします。

7. デジタルデバイスの入力選択コントロールを適切なアナログ入力に設定します。

8. Premiere Pro を起動します。

9. 初期画面が表示されたら、次のいずれかの操作を行います。

キャプチャカードを使用して新しいプロジェクトを開始するには、「新規プロジェクト」をクリックし、「プリセットの読
み込み」ペインにキャプチャカードのプリセットが表示されていればそれを選択して、「OK」をクリックします。
既存のプロジェクトをキャプチャカードを使用して開くには、そのキャプチャカードのプリセットで設定した既存のプロ
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ジェクトを選択します。
ビデオカメラまたはビデオデッキなどの外部デバイスをデジタル化に使用して新しいプロジェクトを開始するには、「新規
プロジェクト」をクリックし、目的のテレビ方式および形式に一致する DV または HDV プリセットを選択して、「OK」
をクリックします。
ビデオカメラまたはビデオデッキなどの外部デバイスをデジタル化に使用して既存のプロジェクトを開くには、正しい DV
または HDV プリセットで設定した既存のプロジェクトを選択します。

10. （オプション）Premiere Pro によるデジタル化デバイスからオーディオトラックへのオーディオチャンネルのマッピング方法
を指定します。編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ（Mac OS）を選択し
ます。ソースチャンネルマッピングペインで、初期設定のトラック形式メニューからオーディオチャンネル形式を選択しま
す。

11. ファイル／キャプチャを選択します。

12. キャプチャパネルで、「設定」ペインの設定を慎重に確認します。設定を変更する必要がある場合には、「編集」をクリックし
ます（キャプチャカードを使用している場合、この設定項目は、Premiere Pro ではなく、カードメーカーのプラグインソフト
ウェアによって提供されます。設定の内容は、キャプチャカードのメーカーやモデルによって異なります。詳しくは、キャプ
チャカードのメーカーから提供されているソフトウェアドライバーのマニュアルを参照してください）。

13. 次のいずれかの操作を行います。

デジタルデバイスがデバイスコントロールに対応していない場合は、アナログデバイス本体を操作して、ソースを再生位置
まで送ります。アナログデバイスの再生ボタンを押し、キャプチャパネルの録画ボタン をクリックします。
デジタルデバイスがデバイスコントロールに対応している場合は、デジタルソースの場合と同じように、キャプチャパネル
のコントロールを使用して、フッテージをキャプチャまたはログします。

関連トピック

213

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


オフライン編集用のクリップの作成
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注意：

ページの先頭へ

オフライン編集用の低解像度クリップの作成
低解像度のクリップを高解像度のクリップに置き換えたオンライン編集

オンライン編集では、ビデオプログラムの最終出力に求められる品質でクリップを編集します。これは、Premiere Pro で編集を行う場合の通常の
手法です。オンライン編集は、ホストコンピューターの処理速度と記憶容量が、使用するビデオ形式の要件を十分満たしている場合に正しく機能
します。例えば、最近のほとんどのコンピューターは高解像度の DV のデータレートを処理できますが、HDV や HD フッテージなどの大きなデー
タレートを扱うための要件を満たすことが困難な場合もあります。このような場合には、オフライン編集を行うのが一般的です。
オフライン編集では、高解像度のクリップをキャプチャした後に、編集用に低解像度のコピーを作成します。編集後、クリップと関連付けられた
低解像度のフッテージをオリジナルの高解像度のフッテージと置き換えます。最終制作物を高画質で仕上げ、レンダリング、または書き出しでき
ます。低解像度クリップを使用することで、標準的なコンピューターでもパフォーマンスの低下に悩まされずに、HDV や HD フッテージなどのサ
イズの著しく大きいアセットを編集できるようになります。また、ロケ中でも、ラップトップコンピューターを使用して編集作業を行うことがで
きます。
プロジェクトを通して、オンラインのまま高解像度のフッテージを使用してプロジェクトを編集できます。2 つの工程に分けて編集することもでき
ます。まずオフラインで高解像度のフッテージを使用して、クリエイティブな方向性を決めます。その後、高解像度のフッテージをオンラインに
戻して、微調整やカラー調整などを行います。
例えば、Premiere Pro で HD プロジェクトのオフライン編集を行い、EDL でプロジェクトを書き出して、より高性能なハードウェアで構成された
編集システムに転送することができます。その後、さらにパワフルなハードウェアで、最終的なオンライン編集とレンダリングを高解像度で行い
ます。

オフライン編集用の低解像度クリップの作成
1. プロジェクトパネルに高解像度でアセットをキャプチャするか読み込みます。

2. プロジェクトパネルで、新規ビンボタンをクリックし、低解像度のクリップ用のビンに名前を付けます。

3. Adobe Media Encoder を起動し、プロジェクトのすべてのクリップを Adobe Media Encoder キューに追加します。

4. Adobe Media Encoder で、「設定」をクリックします。

5. 形式と他の設定を、低解像度フォーマット用の形式と設定に変更します。

6. 「出力名」フィールドでファイル名をクリックし、低解像度のクリップに作成したフォルダーを参照します。

7. 「OK」をクリックします。

8. 「キューを開始」をクリックします。

クリップが低解像度の形式でエンコードされます。初期設定では、エンコードされたクリップのファイル名には、オリジナル
クリップのファイル名がそのまま使用されます。

Adobe Media Encoder でオフライン編集用の低解像度クリップを作成すると、フッテージに 4 つ以上のオーディオ
チャンネルがあっても、オーディオチャンネルが 2 つのクリップが作成されます。この問題は Adobe Media Encoder の制限
ですので、その他のオーディオチャンネルを保持する場合は、別のツールを使用してください。

9. Premiere Pro のプロジェクトパネルに、低解像度のクリップに作成したビンを開きます。このビンに低解像度のクリップを読
み込みます。

10. 低解像度のクリップを使用してプロジェクトを編集します。

低解像度のクリップを高解像度のクリップに置き換えたオンライン編集

アセットの低解像度のコピーをオリジナルの高解像度に置き換えて、プロジェクトを高解像度でレンダリングできます。
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1. クリップ／フッテージを置き換えを選択します。選択した低解像度のクリップと同じファイル名のオリジナルの高解像度のク
リップを検索します。「選択」をクリックします。

2. プロジェクトで使用する低解像度のクリップごとに上の 2 つの手順を繰り返します。
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アセットの管理
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プロジェクトパネルでのアセットの整理

ページの先頭へ

ビンの使用
アセットへのラベルの設定
アセット名の変更
プロジェクトパネルでのアセットへの移動
プロジェクトからのアセットの削除
クリップの別のサムネールの定義
プロジェクトパネルでのセルの編集
クリップのプロパティの表示
クリップのフィールドオーダーの表示
クリップにインターレーススキャニングまたはプログレッシブスキャニングが設定されている
どうかの確認
クリップのフレームレートの変更

ビンの使用

プロジェクトパネルでは、Windows のエクスプローラーや Mac OS の Finder でのフォルダーと同様にプロ
ジェクトの内容を整理するために役立つビンを使用できます。ビンには、ソースファイル、シーケンスおよび
別のビンを入れることができます。
プロジェクトのサイズが増加すれば、新しいビンを作成してこれらの項目を入れることができます。ビンの作
成と使用はどうしても必要というわけではありませんが（特に時間の短いプロジェクトの場合）、ほとんどの
ユーザーにとっては整理のための不可欠な機能です。
次の方法で、ビンを使用できます。

オフラインクリップをバッチキャプチャ用に保存する
メインシーケンスとバックアップシーケンスを保存する
ビデオ、静止画、オーディオファイルなどのファイルの種類でファイルを整理する
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次に、プロジェクトパネルでのビンの初期設定の動作を示しておきます。 最後の 3 つの動作は、通常の環境
設定でビンの動作を編集すれば変更できます。

ビンを追加、削除、および開く

ビンを追加するには、プロジェクトパネルの下部にある新規ビンボタン  をクリックし
ます。キーボードショートカットの Ctrl + / キー（Windows）または Command + / キー
（MacOS）を使用することもできます。
1 つまたは複数のビンを削除するには、ビンを選択して、プロジェクトパネルの下部にあ
る削除アイコン  をクリックします。1 つまたは複数のビンを選択し、Delete キーを押
して削除することもできます。
ビン内のドッキング可能なパネル上でビンを開くには、ダブルクリックします。

ビンの動作の変更

プロジェクトで作業中、ビンの表示方法を変更したくなることがあります。標準レイアウトは、プロジェクト
全体の構造を参照でき便利ですが、独自のタブでビンを開く、あるいは新しいパネルで開くことが必要になる

218



ページの先頭へ

場合もあります。そのようにすれば、特定のビン内のクリップに集中して作業をしたり、アイコンモードでク
リップをストーリーボード順に配置したり、検索フィールドに入力してビン内のクリップを検索したりするこ
とができます。
ビンウィンドウをインターフェイスに重ねて使用する、ビンを同じ場所に開く、ビンを新しいタブに開くな
ど、ユーザーによって好みは異なります。
ビンをフローティングパネルまたは新しいタブで開くには、次の操作を実行します。
ビンをフローティングパネルで開くには、対象のビンをダブルクリップします。このパネ
ルは、ほかのパネルと同様にドッキングまたはグループ化できます。
ビンを同じ場所で開くには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を
押しながら対象のビンをダブルクリックします。
ビンを新しいタブで開くには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押
しながら対象のビンをダブルクリックします。

プロジェクトパネルに表示されるビンの初期設定の動作を変更するには、ビンの環境設定を編集します。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 「ビン」セクションで、「ダブルクリック」と「+ Ctrl キー」（Windows）または「+
Command キー」（Mac OS）、および「+ Alt キー」（Windows）または「+ Option
キー」（Mac OS）のメニューからオプションを選択します。

3. 「OK」をクリックします。

ビンに関するヒント

項目をビンに移動するには、項目をビンアイコンにドラッグします。ビンをほかのビンに
移動すると、それらのビンをネストさせることができます。項目をビンにドロップして
も、ビンは自動的に開きません。
ビンの内容を表示するには、リスト表示で、ビンアイコンの横の右向きの三角形をクリッ
クしてビンを展開するか、ビンをダブルクリックします。
ネストされたビンの内容だけを表示している場合に、そのビンを含んでいるビン（親ビ
ン）の内容を表示するには、プロジェクトパネルの親ビンボタン  をクリックします。
親ビンボタンは、プロジェクトパネルの最上位の内容が表示されるまでクリックし続ける
ことができます。
一度に 1 つ以上のビンを開いたり閉じたりするには、Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押しながら複数のビンをクリックして選択します。

新規ビンボタンを連続して何度もクリックすると、それぞれ新規に作成されるビンは、直前に作成された
新規ビンの中にネストされます。

アセットへのラベルの設定

ラベルとは、アセットを識別したり関連付けるときに役立つ色のことです。プロジェクトパネルでは、ラベル
の割り当てと表示を行うことができます。ラベルの色により、プロジェクトパネルのラベル列やタイムライン
パネルで、アセットを簡単に区別できます。

アセットにラベルを割り当てるには、プロジェクトパネルでクリップを選択し、編集／ラ
ベルを選択して色を選択します。
同じラベルのすべてのアセットを選択するには、目的のラベルを使用しているアセットを
1 つ選択して、編集／ラベル／ラベルグループを選択を選択します。
ラベルの名前または色を編集するには、編集／環境設定／ラベルカラー（Windows）また
は Premiere Pro／環境設定／ラベルカラー（Mac OS）を選択します。色見本をクリック
して色を編集します。
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メディアタイプの初期ラベルを設定するには、編集／環境設定／ラベル初期設定
（Windows）または Premiere Pro／環境設定／ラベル初期設定（Mac OS）を選択しま
す。

「ラベル初期設定」による設定は、初期設定を変更してからプロジェクトパネルに追加したアセット
に適用されます。プロジェクトパネルに既に存在するラベルの色が変更されるわけではありません。プロジェ
クトパネル上の既存のラベルの色を変更するには、編集／環境設定／ラベルカラー（Windows）または
Premiere Pro／環境設定／ラベルカラー（Mac OS）を選択します。

アセット名の変更

プロジェクト内のすべてのファイルは、ハードディスクに個別のファイルとして保存されます。Premiere Pro
のプロジェクトパネルには、各ファイルへの参照情報だけが追加されます。Premiere Pro でクリップの名前を
変更しても、ハードディスク上にある元のファイルやファイル名が変更されたり、削除されるわけではありま
せん。

クリップの名前を変更しても、ソースファイルの名前には反映されません。クリップ名とソースファイル
の名前付けの体系が維持されるように、目的のクリップ名を「説明」の表示項目に入力するように提唱し
ているユーザーもいます。これには、タイムラインパネルまたはプロジェクトパネル（アイコン表示）で
クリップ名がわかりにくくなるという欠点があります。自分のワークフローに適した方法を選んでくださ
い。

クリップ名の変更

クリップの名前は変更できます。クリップ名は、クリップのその他のプロパティとともにプロジェクトファイ
ルに保存されます。クリップの名前を変更しても、クリップのソースファイルのファイル名は変更されませ
ん。

ダブリンコアメタデータスキーマの「タイトル」フィールドにも新しい名前を自動的に格納するに
は、まず「クリップ名」プロパティをリンクします。 

1. プロジェクトパネルでクリップを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルで、クリップ／名前の変更を選択し、新しい名前を入力し
て、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

プロジェクトパネルで「名前」フィールドをクリックし、新しい名前を入力し
て、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

メタデータパネルで、クリップの横の三角形をクリックしてクリッププロパティの
フィールドを表示します。「名前」フィールドに新しい名前を入力して、Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

「名前の変更」コマンドは、プロジェクトパネルまたはタイムラインでクリップを右
クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）すると
表示されます。

元のソースファイルの名前の変更
Premiere Pro を終了して、OS 上でファイルの名前を変更します。

次回プロジェクトを開くと、ダイアログが起動します。
1. 名前を変更したファイルを探し、ダイアログでそのファイルを選択します。
2. 「選択」をクリックします。
3. そのファイルが、名前を変更したソースファイルに再度リンクされて起動します。
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プロジェクトパネルでのアセットへの移動
1. プロジェクトパネルを選択します。

2. 目的のクリップの名前の先頭の文字を入力します。

プロジェクトからのアセットの削除

必要なくなったアセットは、ハードディスクから削除しなくても、プロジェクトパネルから削除することがで
きます。

プロジェクトパネルからのアセットの削除
項目を選択して、Delete キーを押します。

ファイルはハードディスクに残ります。

プロジェクト／オフラインにするを選択すると、プロジェクト内のソースファイルへの参照情報と一
緒に実際のソースファイルも削除するかどうかを選択できます（詳しくは、オフラインクリップの操作を参照
してください）。

プロジェクトパネルからの不要アセットの削除

タイムラインパネルで使用されていないアセットは、プロジェクトパネルから削除できます。

次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルのリスト表示を「ビデオの使用回数」や「オーディオの使用回
数」で並べ替えて未使用のデータを特定し、それらを選択して削除します。

プロジェクト／未使用のフッテージを削除を選択します。

クリップの別のサムネールの定義

アイコン表示でクリップのポスターフレームを変更できます。初期設定では、サムネールビューアなど、プロ
ジェクト内でサムネールが表示される場所には、クリップの最初のフレームが表示されます。クリップの任意
のフレームをポスターフレームとして指定することで、サムネールを変更することができます。
アイコン用のポスターフレームを設定するには、目的のフレームまで再生ヘッドをドラッグするかシャトルし
て、Shift + P キー（Windows）または Command + P（Mac OS）キーを押します。

詳しくは、アイコン表示での操作を参照してください。

プロジェクトパネルのプレビューエリアにあるアイコン表示は、デフォルトでは非表示になっています。
プロジェクトパネルのパネルメニューでこれを有効にします。

プロジェクトパネルでのセルの編集
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プロジェクトパネル内の任意のクリップについて、クリッププロパティまたは XMP メタデータの編集可能な
セルのデータを編集できます。XMP メタデータのセルに入力されたデータはソースファイルに保存されま
す。クリッププロパティのセルに入力されたデータは、ソースファイルではなくプロジェクトファイルに保存
されます。クリッププロパティのデータはソースファイルに付属せず、Premiere Pro だけで読み取り可能で
す。
初期設定では、プロジェクトパネルにはクリッププロパティだけが表示されます。ソースファイルに保存する
データを入力するには、最初にプロジェクトパネルの表示にメタデータ項目を追加します。リスト表示する項
目のカスタマイズを参照してください。

1. 次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルのリスト表示で、ファイル名の左にあるアイコンをクリックし
て、クリップを選択します。編集するセルが選択され、編集モードに切り替わるまで
Tab キーを繰り返し押します。

編集可能なセルをクリックします。

2. セル内に既にデータがある場合は、置き換えたいデータを入力します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

新しいデータを保存して、同じクリップの次のセルを選択するには、Tab キーを押し
ます。

新しいデータを保存して、同じクリップの前のセルを選択するには、Shift + Tab キー
を押します。

新しいデータを保存して、次のクリップの同じセルを選択するには、Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

新しいデータを保存して、前のクリップの同じセルを選択するには、Shift + Enter
キー（Windows）または Shift + Return キー（Mac OS）を押します。

プロジェクトパネルのアイコン表示で、Tab キーを押すと、次のアセットのファ
イル名がハイライトされ、編集モードに移行します。

クリップのプロパティの表示

Premiere Pro には、ファイルを評価するクリップ分析ツールが用意されています。サポートされている形式の
ファイルであれば、プロジェクトで使用されていないファイルでも分析できます。例えば、Web サーバーか
らストリーミングで公開するビデオクリップを生成した場合、クリップ分析ツールを使用すると、書き出した
クリップがインターネット配信に適したデータレートになっているかどうかを確認できます。
プロパティパネルには、クリップに関する詳しい情報が表示されます。ビデオファイルの場合、分析対象のプ
ロパティとして、ファイルサイズ、オーディオチャンネルの数、デュレーション、フレームレート、オーディ
オサンプルレート、平均データレート、およびコーデックを含めることができます。ただし、プロパティパネ
ルには、これらのすべてのプロパティがどのクリップにも表示されるわけではありません。プロパティパネル
に表示されるデータは、分析したクリップのファイル形式によって異なります。

クリップのプロパティを表示するには、次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネル内のクリップの場合は、クリップを選択すると、プロジェクトパネル
上部のプレビューエリアに主なプロパティ情報が表示されます。

プロジェクトで使用していないクリップの場合は、ファイル／プロパティ情報／ファイル
を選択します。分析するクリップが保存されている場所に移動して選択し、「開く」をク
リックします。

ソースモニター、タイムラインパネルまたはプロジェクトパネルでクリップを右クリック（Windows）、
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または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「プロパティ」を選択して、クリップのプロ
パティを確認することもできます。

ソースモニター、タイムラインパネルまたはプロジェクトパネル内のクリップの場合は、
クリップを選択して、ファイル／プロパティ情報／選択を選択します。

クリップのフィールドオーダーの表示

プロジェクトパネルのプレビューエリアで、クリップのフィールドオーダーを確認できます。プレビューエリ
アでは、クリップの横に、クリップに関する情報が表示されます。また、タイムコード情報の横に、フィール
ドオーダーが表示されます。

LFF は、クリップの下側のフィールドが先に表示されるフィールドオーダーであることを
示します。
UFF は、クリップの上側のフィールドが先に表示されるフィールドオーダーであることを
示します。

デフォルトでは、プレビューエリアが非表示になっています。プロジェクトパネルのパネルメニューでこ
れを有効にします。

クリップにインターレーススキャニングまたはプログレッシブスキャニ
ングが設定されているどうかの確認

プロジェクトパネルのプレビューエリアで、クリップにインターレーススキャニングまたはプログレッシブス
キャニングが設定されているかどうかを確認できます。プレビューエリアでは、クリップの横に、クリップに
関する情報が表示されます。また、タイムコード情報の横に、インターレーススキャニングまたはプログレッ
シブスキャニングのインジケーターが表示されます。
「i」は、クリップにインターレーススキャニングが設定されていることを示します。
「p」は、クリップにプログレッシブスキャニングが設定されていることを示します。

クリップのフレームレートの変更

Premiere Pro でクリップに対して指定されているフレームレートを変更するには、「フッテージを変換」コマ
ンドを使用します。クリップのフレームレートを変更すると、ビデオだけでなくオーディオも変更されます。
フレームレートを変更すると、それに応じてオリジナルのデュレーションも変化します。例えば、24 fps で
10 秒のクリップを 48 fps に変更すると、デュレーションが半分の 5 秒になります。クリップのフレームレー
トとシーケンスのフレームレートが異なる場合は、シーケンスのレートが優先されます。例えば、24 fps シー
ケンスで 24 fps クリップを 48 fps に変更した場合、シーケンスにはクリップが 1 フレームおきに表示されま
す。
タイムラインパネルでクリップを選択し、クリップ／速度・デュレーションを選択して、クリップの速度と
デュレーションを変更することもできます。ただし、この変更はタイムラインパネルで選択したクリップイン
スタンスにしか反映されません。「フッテージを変換」コマンドを使用すると、ファイルがプロジェクト全体
でどのように処理されるか指定できます。

1. プロジェクトパネルで、目的のクリップを右クリックします。

2. 変更／フッテージを変換を選択し、次のいずれかの操作を行います。

「ファイルのフレームレートを使用」を選択します。

「フレームレートを指定」を選択し、1 秒あたりのフレーム数を入力します。
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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

3. 「OK」をクリックします。
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プロジェクトパネルの表示形式の変更
リスト表示での操作
アイコン表示での操作
リスト表示する項目のカスタマイズ
プロジェクトパネルでのタイムコードの表示形式の選択

プロジェクトパネルの表示形式の変更

アセット（使用するクリップやデータといった素材全般）をプロジェクトに取り込むと、その名前がプロジェクトパネルに表示されます。プロ
ジェクトパネルには、プロジェクト内の各アセットの詳細情報が表示されます。リスト表示やアイコン表示を使用して、アセットの表示や並べ替
えが行えます。リスト表示では、各アセットの補足的な情報も表示されます。プロジェクトに合わせて、表示させる情報をカスタマイズできま
す。
プロジェクトパネルの設定とコントロールについて詳しくは、Maxim Jago によるビデオチュートリアルIntroducing the Project panelと『Learn by
Video』を参照してください。

A. リスト表示 B. ズームスライダー C. シーケンスへオート編集 D. 検索 E. 新規ビン F. 新規項目 G. 消去 H. アイコン表示 I. シーケンスで使用され
ているクリップ J. シーケンスで使用されているオーディオ K. サムネールをスクラブするための再生ヘッド 

 

表示を切り替えるには、パネルの下部にあるリスト表示  ボタンまたはアイコン表示  ボタンをクリックします。また
は、プロジェクトパネルのメニューからリストまたはアイコンを選択します。

リスト表示での操作

リスト表示で項目を並べ替えるには、並べ替えの基準となる項目の見出しをクリックします。ビンが展開されている場合、各ア
イテムはプロジェクトパネルでの階層に従い、最上層から下層に向かって並べ替えられます。並べ替えの順序を逆にするには、
その見出しをもう一度クリックします。
サムネールビューアおよびクリップ情報の表示と非表示を切り替えるには、プロジェクトパネルのメニューからプレビューエリ
アを選択します。
サムネールの表示と非表示を切り替えるには、プロジェクトパネルのメニューからサムネールを選択します。サムネールのサイ
ズを変更するには、ズームスライダーをドラッグします。
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クリップの上にマウスポインターを合わせるとクリップの情報がツールヒントとして表示されます。
項目の見出しにマウスポインターを合わせると項目の情報がツールヒントとして表示されます。

アイコン表示での操作

ビデオチュートリアル：動画をスクラブに合わせて表示する

Premiere Pro でのアイコン表示には、次の機能があります。
ズームスライダーを使用して、アイコンのサイズを変更します。アイコンをズームして拡大すると、メディアの内容がより見や
すくなります。
クリップの内容をスクラブするには、次のいずれかの操作を行います。
カーソルをムービークリップのサムネール上で移動します（クリックしてドラッグではありません）。この操作は「動画を
スクラブに合わせて表示する」と呼ばれます。動画をスクラブに合わせて表示すると、クリップをシーケンスで編集する前
にクリップの内容をプレビューするのにとても役立ちます。
プロジェクトパネルメニューで「動画をスクラブに合わせて表示する」をオフにするか、Shift + H を押します。
「動画をスクラブに合わせて表示する」がオフになっている場合、Shift キーを押すと「動画をスクラブに合わせて表示
する」を一時的に有効にできます。
キーボードショートカット I および O を使用して、動画をスクラブに合わせて表示している間にクリップのインポイン
トとアウトポイントを設定します。
動画をスクラブに合わせて表示している時に、アイコン部分をダブルクリックすると、アイコンで表示されていた場面
がソースパネルに表示されます。この方法を使用すると、タイムラインへの挿入または上書き編集を簡単に行うことが
できます。

アイコンをクリックします。スライダーで再生ヘッドをドラッグして、クリップをスクラブします。
サムネールをクリックすると、クリップの再生ヘッドが表示されます。次の操作が可能です。
再生ヘッドをドラッグして、クリップの内容を確認、またはオーディオをモニターします。
キーボードショートカット J、K、L を使用して、クリップをシャトルします。
キーボードショートカット I および O を使用して、一時停止中またはシャトル中にクリップのインポイントとアウ
トポイントを設定します。インポイントとアウトポイントでクリップをマークすると、インポイントからアウトポ
イントまでの範囲に黄色いバーが表示されます。

アイコン用のポスターフレームを設定するには、目的のフレームまで再生ヘッドをドラッグするかシャトルして、Shift + P
キー（Windows）または Command + P（Mac OS）キーを押します。ポスターフレームを消去するには、Ctrl + Shift +P キー
（Windows）または Option + P（Mac OS）キーを押します。
クリップがシーケンスで使用されているかどうかを確認するには、フィルムストリップアイコン（クリップ右下のフィルムマー
ク）にマウスを置き、ツールヒントを表示します。また、プレビューエリアにもクリップがシーケンスで使用されている回数が
表示されます。
シーケンス内でクリップを探すには、フィルムストリップアイコンをクリックし、コンテキストプルダウンメニューからシーケ
ンスおよびシーケンスの位置（タイムコード）を選択します。再生ヘッドが適切なシーケンスのクリップにジャンプします。
アイコン表示でアイテムを並べ替えるには、グリッド内で別の位置にドラッグします。ドラッグする際、アイテムの移動先は縦
棒によって示されます。アイテムをビンにドラッグすると、そのビンの中に入ります。

サムネールを左から右へスクラブして動画を表示すると、クリップのデュレーション全体を確認できます。サムネールの左がクリップのメディ
ア開始ポイント、右がメディア終了ポイントです。クリップの境界より外へマウスを移動したり、プロジェクトパネルからフォーカスを移動し
たりすると、サムネールはポスターフレームにリセットされます。動画をスクラブに合わせて表示する間、オーディオは再生されません。

動画をスクラブに合わせて表示する機能、サ
ムネールの大きさを極小から極大まで拡大縮
小する方法について学習します。... 詳細
http://www.retooled.net/?p=372

提供者 reTooled.net 
http://www.retooled.net

reTooled.net は、編集ツール、デザイン
合成ツールおよび標準的なデスクトップ
アプリケーションを最大限に活用して毎
日のタスクを合理化するための革新的な
ツールに関するチュートリアルを紹介し
ています。
専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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MacBook Pro を使用している場合は、マルチタッチトラックパッドをピンチでズームして、プロジェクトパネルやメディアブラウザーでサム
ネールのサイズを変更できます。

アイコン表示を使用してストーリーボードの順序でクリップを並べ替え、「シーケンスへオート編集」機能を使用すると、ストーリーボードの
内容をシーケンスに移動できます。詳しくは、Layers Magazine Web サイトで Franklin McMahon 氏によるビデオチュートリアルを参照してく
ださい。

アイコン表示のアイコンの並べ替え

アイコン表示のアイコンを並べ替えるには、プロジェクトパネルの下部の「アイコンの並び替え」ボタン  をクリックします。並べ替えオプ
ションのリストが表示されます。
ユーザー指定：アイコンの周辺にドラッグして、必要な任意の順序でアイコンを並べ替えることができます。
リスト表示並び：リスト表示で選択した並べ替え順序でアイコンを並べ替えます。たとえば、リスト表示で「メディアデュレー
ション」でクリップを並べ替えた場合、アイコン表示に切り替えると、並べ替え順序が保持され、アイコンがメディアデュレー
ションで並べ替えられます。
名前、ラベル、メディアタイプなどの一般的に使用されるメタデータプロパティを使用して、並べ替えることができます。昇順ま
たは降順の並べ替え順序を選択できます。

アイコン表示でアイコンを並べ替える方法のクイックチュートリアルについては、retooled.netのJosh Weissによるこのビデオを参照してくださ
い。

アイコン表示の並べ替えオプション

リスト表示する項目のカスタマイズ

プロジェクトパネルのリスト表示のメタデータの項目には、表示されているアセットについてのさまざまな情報が示されます。プロジェクトパネ
ルには、クリップデータのフィールドだけでなく、任意の XMP メタデータのフィールドを選択して表示できます。表示するメタデータ項目を選択
したり、スキーマにプロパティを追加したり、項目の順序を変更したりできます。選択した項目はプロジェクトファイルに保存されます。プロ
ジェクトを開くと、同じ選択項目がプロジェクトパネルに表示されます。

プロジェクトパネルの項目の表示の編集
1. プロジェクトパネルのメニューから「メタデータの表示」を選択して、次のいずれかの操作を行います。

メタデータスキーマ内のすべての項目をプロジェクトパネルに表示するには、スキーマ名の横のチェックボックスをオンに
します。

1 つまたは複数のスキーマから選択した項目を表示するには、スキーマ名の横の三角形をクリックしてスキーマを開きま
す。次に、表示する項目の横のチェックボックスをオンにします。
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注意：

整数値

実数値

テキスト

ブール値

名前

ラベル

メディアデュレーション
注意：

メタデータの表示設定ダイアログボックスで検索または変更が許可されていないプロパティは、変更できないように
Adobe Premiere Pro によってロックされます。例えば、追加したプロパティは削除できますが、Adobe Premiere Pro プロ
ジェクトのメタデータに組み込まれているプロパティは削除できません。

2. 「OK」をクリックします。

項目の見出しの並べ替え
プロジェクトパネルのリスト表示で、項目の見出しを目的の位置まで横にドラッグします。

項目の見出しの幅を変更
プロジェクトパネルのリスト表示で、項目の見出しの間にある区切り線上にマウスを合わせます。サイズ変更アイコン が表
示されたら横にドラッグします。

項目別の並べ替え
プロジェクトパネルのリスト表示で、項目の見出しをクリックすると、項目の内容に基づいて昇順または降順に並べ替わります。

項目の見出しの新規作成
1. プロジェクトパネルメニューから、「メタデータの表示」を選択します。

2. 「プロパティを追加」をクリックします。

3. 項目の名前を入力します。

4. 種類を選択します。

項目には、整数だけを入力できます。

項目には、小数点以下 2 桁までの 10 進数を入力できます。

項目には、任意のテキストを入力できます。

項目には、オン／オフができるチェックボックスを表示します。

5. 「OK」をクリックし、もう一度「OK」をクリックします。

リスト表示の項目

プロジェクトパネルでは、ほとんどの項目には、その内容がすぐに分かる名前が付いています。次に、内容が分かりにくい項目について説明しま
す。

初期設定でアセットのファイル名が表示されます。プロジェクト内でアセットに使用する名前を変更できます。リスト表示から「名前」
フィールドは削除できません。

アセットの識別や関連付けに役立つ色が表示されます。

ソースファイルの長さで、その時点で指定されているプロジェクト設定の表示形式」に従って表示されます。
Premiere Pro では、任意のパネルでインポイントとアウトポイントを使ってフレーム単位でのデュレーションを指定します。例えば、イン

ポイントとアウトポイントを同じフレームに設定すると、デュレーションは 1 フレームになります。
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オーディオデュレーション
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オーディオの使用回数

テープ名

説明

コメント

ログの注釈

ファイルパス

キャプチャ設定

ステータス

オフラインのプロパティ

シーン

ショット

良好
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クリップのビデオコンポーネントの長さです。ビデオデュレーションを決定するために、ビデオのインポイントとアウトポ
イントの差が計算されます。これを受けて、クリップ速度の変更など関連する調整が組み込まれます。

クリップのオーディオコンポーネントの長さです。オーディオデュレーションを決定するために、オーディオのインポ
イントとアウトポイントの差が計算されます。これを受けて、クリップ速度の変更など関連する調整が組み込まれます。

アセットのフレームサイズとピクセル縦横比やアルファチャンネルの有無の情報です。

プロジェクト内のシーケンスでアセットのビデオコンポーネントが使用されている回数です。

プロジェクト内のシーケンスでアセットのオーディオコンポーネントが使用されている回数です。

クリップのログまたはキャプチャのときに入力したソーステープの名前です。

クリップのログまたはキャプチャのときに任意に入力したアセットの説明です。

識別や並べ替えなどに使用するために、任意に入力したコメントです。

キャプチャパネルまたはオフラインファイルを編集ダイアログボックスで入力した任意のテキストを表示するフィールドです。

ディスク上のファイルの場所で、フォルダーパスとして表示されます。

Premiere Pro で割り当てられたキャプチャ設定の有無を示します。

アセットのステータスです（オンラインまたはオフライン）。クリップがオフラインの場合は、ステータスに「オフライン」と表示さ
れます。

オフラインクリップのソースに含まれている素材です（ビデオ、オーディオ、またはその両方）。

キャプチャパネルまたはオフラインファイルを編集ダイアログボックスで入力したシーン名を表示するフィールドです。スクリプトから
シーン名を使用すると、作品を整理するのに役立ちます。

キャプチャパネルまたはオフラインファイルを編集ダイアログボックスで入力したショット名を表示するフィールドです。

優先するアセットを示します。

プロジェクトパネルでのタイムコードの表示形式の選択

初期設定では、環境設定で選択されている形式で、プロジェクトパネルにクリップのタイムコードが表示されます。この初期設定は、ほかの任意
のタイムコード表示形式に変更できます。

1. ファイル／プロジェクト設定／一般を選択します。

2. プロジェクト設定ダイアログボックスの「ビデオ」セクションで、表示形式メニューから「タイムコード」を選択します。

3. 「OK」をクリックします。

プロジェクトパネルについては、Creative COW Web サイトに公開されている、Andrew Devis による以下の 4 つのビデオチュートリアルを参照
してください。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Project Panel: Organizing, Automating, and Searching

Project Panel: New Items and Templates

Project Panel: Preferences and Bin Structures

Project Panel: Importing Footage
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注意：

メタデータパネルと XMP について
Premiere Pro でのメタデータパネルについて
ファイル、クリップおよびプロジェクトの XMP メタデータについて
クリップメタデータとファイルメタデータの使用
XMP メタデータの編集
XMP メタデータの検索
XMP メタデータの表示と非表示
メタデータパネルでのクリップデータの表示
XMP メタデータへのクリップデータのリンク

メタデータパネルと XMP について

ワークフローを簡略化したり、ファイルを整理したりするには、XMP メタデータを使用します。メタデータ
は、ファイルに関する説明情報のセットです。ビデオファイルやオーディオファイルには、日付、再生時間、
ファイルの種類などの基本的なメタデータプロパティが自動的に含まれます。場所、ディレクター、著作権な
どのプロパティで詳細情報を追加できます。
メタデータパネルを使用すると、Adobe のビデオおよびオーディオアプリケーション間でアセットに関する情
報を共有できます。1 つのアプリケーションのプロジェクトパネルまたはファイルパネルに限定されていた、
従来のクリッププロパティとは異なり、メタデータプロパティはソースファイルに埋め込まれるので、他のア
プリケーションでも自動的にデータが表示されます。このメタデータ共有によって、制作ワークフローの中
で、ビデオアセットをすばやく追跡および管理できます。

メタデータパネルのプロパティは Adobe Bridge でも表示され、アセットを手早く探すのに役立つ詳
細情報を得ることができます。

スキーマとプロパティについて

メタデータスキーマは、あるワークフローに固有のプロパティのコレクションです。例えば、ダイナミックメ
ディアスキーマには、シーンや撮影場所などデジタルビデオプロジェクトに適したプロパティが含まれていま
す。一方、Exif スキーマには、露出時間や絞り値などデジタル写真に適したプロパティが含まれています。日
付やタイトルなどのより一般的なプロパティは、ダブリンコアスキーマに含まれます。異なるプロパティを表
示するには、メタデータの表示と非表示を参照してください。

特定のスキーマおよびプロパティについて詳しくは、メタデータパネルでスキーマまたはプロパティにマ
ウスポインターを置きます。 ほとんどの項目については、ツールヒントに詳細が表示されます。

XMP 標準について

Adobe アプリケーションでは、Extensible Metadata Platform（XMP）を使用してメタデータを保存しま
す。XMP は XML に基づいており、様々なアプリケーション間および印刷出版関連の工程でメタデータの交換
に役立ちます。 XMP 以外の形式によるメタデータ（Exif、GPS、TIFF など）のほとんどは自動的に XMP に
変換されるので、簡単に表示および管理することができます。
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Adobe Premiere Pro

クリップ

ファイル

多くの場合、XMP メタデータはソースファイルに直接保存されます。ただし、XMP がサポートされていない
ファイル形式については、メタデータは別のサイドカーファイルに保存されます。
対応するファイルを持たないプロジェクトアセットについては、XMP がサポートされません。例え
ば、Adobe Premiere Pro で使用するカラーバー＆トーン、カウントダウンマーク、カラーマット、タイト
ル、ブラックビデオ、クリアビデオなどがこれに該当します。

メタデータの作成および交換機能をカスタマイズするには、XMP ソフトウェア開発キットを使用しま
す。XMP について詳しくは、Extensible Metadata Platform（英語）を参照してください。

Premiere Pro でのメタデータパネルについて

メタデータパネルには、選択したアセットのクリップインスタンスメタデータと XMP ファイルメタデータの
両方が表示されます。「クリップ」見出しの下のフィールドはクリップインスタンスメタデータを示します。
これは、プロジェクトパネルまたはシーケンスで選択されているクリップに関する情報です。クリップインス
タンスメタデータは、クリップが参照するファイルではなく、Premiere Pro のプロジェクトファイルに保存さ
れます。クリップインスタンスメタデータは、Premiere Pro だけで読み取ることができ、ほかのアプリケー
ションでは読み取れません。ただし、Premiere Pro では、クリップメタデータフィールドの一部を XMP メタ
データフィールドにリンクできます。このようにすると、Premiere Pro 以外のアプリケーションで、XMP
フィールドを通じてクリップベースのメタデータにアクセスできます。
サブクリップを使用せず、マスタークリップの複数のインスタンスを読み込まない場合、プロジェクト内のク
リップはそれぞれ一意です。XMP ファイルのプロパティだけを使用すると、メタデータがすべてソースファ
イルに記録され、ほかのアプリケーションから認識されます。従来のクリッププロパティを使用することもで
きますが、その場合はそのすべてのリンクをオンにする必要があります。Premiere Pro では、リンクをオンに
した時点以降、クリップのデータが、対応する XMP プロパティに自動的にコピーされます。

メタデータ編集ワークスペース

メタデータ編集ワークスペースは、Premiere Pro へのメディアの読み込み、キャプチャ、またはデジタル化後
にメタデータを入力する目的で使用します。プロジェクトパネルおよびメタデータパネルは、メタデータを入
力しやすいように最大化されます。
メタデータ編集ワークスペースを有効にするには、ウィンドウ／ワークスペース／メタデータ編集を選択しま
す。

ファイル、クリップおよびプロジェクトの XMP メタデータについて

アドビの各種ビデオおよびオーディオアプリケーションでは、XMP メタデータを多くの面でほとんど同様に
扱います。ただし、各アプリケーションに固有のワークフローのステージを反映して、若干の相違点がありま
す。 複数のアプリケーションを連携して使用する場合、そうした若干のアプローチの違いを理解しておく
と、メタデータを最大限に活用できます。
Adobe Premiere Pro、After Effects、Soundbooth では、メタデータパネルはアセットの種類ごとに個別のセ
クションに分かれています。

メタデータは以下のセクションに分かれています。

プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで選択したクリップインスタンスのプロパ
ティを表示します。このメタデータはプロジェクトファイルに保存されるので、Adobe Premiere Pro
でのみ表示されます。

プロジェクトパネルで選択したソースファイルのプロパティを表示します。このメタデータ
はソースファイルに直接保存されるので、Adobe Bridge などの他のアプリケーションでも表示されま
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す。

メタデータは以下のセクションに分かれています。

プロジェクト全体のプロパティを表示します。出力モジュール設定ダイアログボックス
で「ソースの XMP メタデータを含める」を選択している場合、この情報はレンダーキューから出力
するファイルに埋め込まれます。

プロジェクトパネルで選択したソースファイルのプロパティを表示します。（プロキシを選
択した場合は、実際のファイルのプロパティが表示されます）。
After Effects の場合、プロジェクトプロパティとファイルプロパティはいずれもファイルに直接保存
されるので、Adobe Bridge でこのメタデータにアクセスできます。

クリップメタデータとファイルメタデータの使用

XMP ファイルメタデータは、ソースファイルに関する情報で、ソースファイルに保存されます。クリップメ
タデータは、クリップに関する情報で、Premiere Pro のプロジェクトファイルに保存されます。Premiere Pro
では、任意の数のクリップが同じソースファイルを参照できます。例えば、それぞれインポイントとアウトポ
イントが異なる複数のサブクリップは、同じソースファイルを参照します。また、ファイルを 2 回読み込み、
読み込んだクリップに異なる名前を指定した場合も、両方のクリップが同じソースファイルを参照します。
ソースファイルとそれを参照するすべてのクリップインスタンスに適用されるデータを保存するには XMP メ
タデータのフィールドを使用します。各クリップに固有のデータを保存するには、クリップメタデータの
フィールドを使用します。クリップのメタデータをソースファイルにコピーするには、クリップメタデータの
フィールドを XMP メタデータのフィールドにリンクします。ただし、同じソースファイルを参照している複
数のクリップのクリップメタデータのフィールドを XMP メタデータのフィールドにリンクしないでくださ
い。

XMP メタデータの編集

Adobe のビデオアプリケーションでは、同様の名前が付けられたプロパティがメタデータパネルおよびプロ
ジェクトパネルでリンクされます。ただし、メタデータパネルではより広範なプロパティが表示され、複数の
ファイルのメタデータを同時に編集できます。

1. 目的のファイルまたはクリップを選択します。

2. メタデータパネルで、必要に応じて、テキストを編集したり、値を調整したりします。
複数の項目を選択している場合、パネルにはプロパティが次のように表示されます。

値がすべての項目で同じであるプロパティについては、その一致したエントリが表示
されます。
値が異なるプロパティについては、「<複数の値>」と表示されます。共通の値を適用
するには、テキストボックスをクリックして値を入力します。

XMP メタデータの検索
1. 検索するファイルまたはクリップを選択します。

2. メタデータパネル上部の検索ボックスに、検索するテキストを入力します。
メタデータのリストが折りたたまれ、検索文字列を含んだプロパティだけが表示されま
す。
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検索の実行前、すべてのプロパティが表示される
検索の実行後、検索文字列に一致するプロパティだけ
が表示されるAdobe Premiere Pro では、前後へ移動
ボタンにより検索結果のナビゲーションが可能

ページの先頭へ

3. （Adobe Premiere Pro のみ）検索結果を順に表示するには、検索ボックス右側の前へ移
動ボタンと次へ移動ボタン   をクリックするか、Tab キーを押します。

4. 検索モードを終了して完全なメタデータリストに戻るには、検索ボックス右側の閉じるボ
タン  をクリックします。

XMP メタデータの表示と非表示

メタデータパネルをワークフローに合わせて最適化するには、スキーマ全体または個々のプロパティの表示と
非表示を切り替えて、必要なものだけを表示します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. スキーマまたはプロパティの表示と非表示を切り替えるには、リストからスキーマまたは
プロパティを選択または選択解除します。

メタデータセットの保存、切り替えまたは削除

複数のワークフローを使用するときに、それぞれで表示する必要があるメタデータが異なる場合は、メタデー
タのセットを保存し、切り替えることができます。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

カスタマイズした表示するメタデータのセットを保存するには、「設定を保存」をク
リックします。名前を入力して「OK」をクリックします。
以前に保存したメタデータのセットを表示するには、メニューからメタデータを選択
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します。
以前に保存したメタデータのセットを削除するには、メニューからメタデータを選択
し、「設定を削除」をクリックします。

スキーマとプロパティの作成

初期設定のメタデータオプションでは対応できない固有のカスタマイズしたワークフローがある場合は、独自
のスキーマおよびプロパティを作成します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. 「新規スキーマ」をクリックし、名前を入力します

3. リストで、スキーマ名の右にある「プロパティを追加」をクリックします。

4. プロパティ名を入力し、型として次のいずれかを選択します。

ドラッグまたはクリックして変更する整数を表示します。

ドラッグまたはクリックして変更する小数を表示します。

テキストボックスを表示します（場所などのプロパティの場合）。

チェックボックスを表示します（オンまたはオフのプロパティの場合）。

メタデータパネルでのクリップデータの表示

ほかのメタデータと同様に、メタデータパネルでクリップ情報を表示または非表示にすることができま
す。Premiere Pro では、Premiere プロジェクトメタデータという名前のスキーマにクリップ情報が保存され
ます。
メタデータスキーマの表示と非表示の切り替えについて詳しくは、XMP メタデータの表示／非表示の切り替
えを参照してください。

1. 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。

メタデータパネルが開いていない場合は、ウィンドウ／メタデータを選択します。
メタデータパネルがほかのパネルの下に表示されている場合は、「メタデータ」タブ
をクリックして前面に表示します。

2. メタデータパネルのパネルメニューボタンをクリックし、「メタデータの表示」を選択し
ます。

3. Premiere プロジェクトメタデータの横の三角をクリックすると、すべてのクリップ情報
フィールドが表示されます。

4. 次のいずれかの操作を行います。

すべてのクリップ情報を表示するには、「Premiere プロジェクトメタデータ」チェッ
クボックスをオンにします。
表示したいクリップ情報フィールド名の横のチェックボックスのみをオンにします。

5. 「OK」をクリックします。
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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

XMP メタデータへのクリップデータのリンク

メタデータパネルでは、クリッププロパティ値フィールドが内部にあります。フィールドは Premiere Pro プ
ロジェクトファイルに属しており、Premiere Pro のみで読み取ることができます。しかし、クリップセクショ
ンの一部のプロパティ値フィールドには、隣にリンクオプションボックスがあり、リンクオプションを選択す
ると、クリップ値フィールドに入力した情報が、対応する XMP フィールドに自動的に入力されます。
リンクオプションを選択すると、メタデータパネルで、クリップデータのフィールドがあるスキーマ内の
XMP メタデータのフィールドにリンクされます。このオプションを設定しても、既存のクリップデータは
XMP のフィールドにコピーされません。リンク後に追加されたクリップデータは、リンク先の XMP の
フィールドにコピーされます。ほとんどの場合、XMP フィールドは、リンク先のクリップデータのフィール
ドと同じ名前です。次の 2 つの場合は、XMP のフィールドの名前が、リンク先のクリップデータのフィール
ドと異なります。

クリップデータフィールド名 XMP フィールド名

名前 タイトル（「ダブリンコア」スキーマ内）

ログの注釈 ログコメント（「ダイナミックメディア」スキーマ内）

1. メタデータパネルで、空のリンクボタンが右側にあるフィールドが表示されるまで、「ク
リップ」見出しの下のスクロールバーを下にドラッグします。

2. XMP メタデータにリンクする任意のフィールドの横のリンクボタンをクリックします。

リンクされているフィールドのリンクボタンにはチェーンのアイコン  が表示されま
す。

以下も参照してください
ソースクリップ、クリップインスタンス、サブクリップおよび複製されたクリップ
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縦横比の操作

ページの先頭へ

縦横比について
様々な縦横比のアセットの使用
縦横比の変形の修正
縦横比変換ミスの個別修正
再発する縦横比変換ミスの修正
一般的なピクセル縦横比（アスペクト比）

縦横比について

縦横比は、幅と高さの比率を示したものです。ビデオおよび静止画フレームにはフレーム縦横比が設定されて
おり、フレームを構成するピクセルにはピクセル縦横比（PAR：Pixel Aspect Ratio）が設定されています。
テレビ番組をビデオに録画するときのフレーム縦横比は、4:3 または 16:9 です。さらに、それぞれの録画規
格では異なるピクセル縦横比を使用します。
Premiere Pro プロジェクトのフレームおよびピクセル縦横比は、プロジェクトの作成時に設定します。縦横比
を一度設定すると、そのプロジェクトの縦横比は変更できません。ただし、そのプロジェクト設定と異なる縦
横比で作成したアセットを使用することはできます。
Premiere Pro では、ソースファイルのピクセル縦横比が自動的に補正されます。そのプロジェクト設定と縦横
比が異なり変形して表示される場合は、ピクセル縦横比を手動で変更します。誤ったピクセル縦横比によって
間違ったフレーム縦横比が発生することがあるため、ピクセル縦横比を調整してからフレーム縦横比を調整し
てください。

フレーム縦横比

フレーム縦横比は、画像サイズの幅と高さの比率を示したものです。例えば、DV NTSC のフレーム縦横比は
4:3（幅 4.0 x 高さ 3.0）で、一般的なワイドスクリーンフレームのフレーム縦横比は 16:9 に設定されていま
す。ワイドスクリーンモードを搭載したカメラの多くは、16:9 の縦横比を使用して録画できます。映画で
は、多くの場合、さらに幅が広い縦横比を使用して撮影されます。

4:3 のフレーム縦横比（左）と、幅の広い 16:9 のフレーム縦横比（右）

あるフレーム縦横比で撮影されたクリップを別のフレーム縦横比を使用しているプロジェクトに読み込む場合
は、縦横比の調整方法を指定します。例えば、フレーム縦横比が 4:3 の標準的なテレビで 16:9 のムービーを
表示する場合は、一般的に 2 種類のテクニックが使用されます。1 つは、16:9 のフレームの幅全体を 4:3 の
テレビのフレームに合わせて配置するテクニックです。このテクニックでは、ムービーフレームの上下にレ
ターボックスと呼ばれる黒い帯が表示されます。もう 1 つは、16:9 のフレームの高さ全体を 4:3 のフレーム
の高さに合わせて配置するテクニックです。16:9 フレームの横の部分を幅の狭い 4:3 フレームの外側に配置
し、画面の中心部分にあるメインアクションを 4:3 フレームで表示できるようにします。このテクニックをパ
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ン＆スキャンといいます。Premiere Pro では、「位置」や「スケール」などのモーションエフェクトプロパ
ティを使用して、いずれかのテクニックを適用することができます。

NTSC 表示

A. 16:9 NTSC フッテージ B. ワイドスクリーンのテレビ画面でオリジナルのワイドスクリーン形式を使用した
DVD プレーヤーでの表示 C. 自動パン＆スキャンを使用してクロップした 4:3 テレビ画面での 16:9 画像 D. レ
ターボックスを使用してフレームサイズ全体を縮小し、画像全体を表示した 4:3 テレビ画面での 16:9 画像 

ピクセル縦横比

ピクセル縦横比は、フレーム内のピクセルの幅と高さの比率を表します。フレームを構成するピクセル数はビ
デオシステムによって異なるので、さまざまなピクセル縦横比が発生します。例えば、多くのコンピューター
のテレビ方式では、4:3 縦横比のフレームを幅 640 ピクセル x 高さ 480 ピクセルで定義しているので、正方
形ピクセルになります。これに対して、DV NTSC などのテレビ方式では、4:3 縦横比のフレームを 720 x
480 ピクセルで定義しています。同じフレーム幅により多くのピクセルが配置されるので、縦長の長方形ピク
セルになります。この例では、コンピューターのビデオピクセルは 1:1 のピクセル縦横比（正方形）にな
り、DV NTSC のピクセルは 0.91 のピクセル縦横比（非正方形）になります。常に長方形になる DV ピクセ
ルは、NTSC ビデオを製作するシステムでは縦方向に配置され、PAL ビデオを製作するシステムでは横方向
に配置されます。Premiere Pro では、プロジェクトパネルに表示されるクリップの画像サムネールの横に、ク
リップのピクセル縦横比が表示されます。
正方形ピクセルを使用しているモニターに長方形ピクセルをそのまま表示すると、画像が変形します。例え
ば、円が楕円のように表示されます。ただし、放送用モニターでは長方形ピクセルを使用しているので、この
画像は正しい比率で表示されます。Premiere Pro では、様々なピクセル縦横比のクリップを変形させずに正し
く表示して出力することができます。ピクセル縦横比は、プロジェクトのピクセル縦横比に合わせて自動的に
調整されます。
まれにピクセル縦横比が誤って変換され、クリップが変形してしまう場合があります。各クリップの変形を修
正するには、フッテージを変換ダイアログボックスで、ソースクリップのピクセル縦横比を手動で指定しま
す。同じサイズのファイルのグループに対して同じような変換ミスを修正するには、Interpretation Rules.txt
という名前のファイルを編集します。

ピクセル縦横比とフレーム縦横比

A. 4:3 正方形ピクセルの画像を 4:3 正方形ピクセルのコンピューターモニターで表示した場合 B. 正しく変換
された 4:3 正方形ピクセルの画像を 4:3 非正方形ピクセルのテレビモニターで表示した場合 C. 間違って変換
された 4:3 正方形ピクセルの画像を 4:3 非正方形ピクセルのテレビモニターで表示した場合 
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Premiere Pro CS3 以前では、標準精細形式のビデオに、正しい開口部の概念を無視するピクセル縦横比が使
用されていました。標準精細形式のビデオでは、正しい開口部が生成時の開口部と異なることを考慮していな
かったので、After Effects CS3 以前で使用されていたピクセル縦横比はわずかに間違っていました。ピクセル
縦横比が間違っていたため、イメージがわずかに歪んで見えることがありました。

正しい開口部とはイメージのエッジに現れる不具合やゆがみがない部分のことで、生成時の絞り値と
はイメージ全体のことです。

Premiere Pro CS4 以降（およびその他のアプリケーション）で修正されたピクセル縦横比について詳しく
は、Todd Kopriva によるアドビ システムズ社の Web サイトのブログ投稿を参照してください。

様々な縦横比のアセットの使用

Premiere Pro では、読み込まれたアセットのフレーム縦横比が自動的に保持され、シーケンスで使用するとき
にアセットがクロップしたり変形して表示されないように、ピクセル縦横比とフレームサイズ（またはいずれ
か一方）が変更される場合があります。一部のアセットには、Premiere Pro で正確に自動計算するためのメタ
データが含まれています。このメタデータがないアセットの場合、Premiere Pro ではピクセル縦横比を変換す
るためのルールセットが適用されます。
ATSC フレームサイズ（704 x 480）、D1 フレームサイズ（720 x 486）または DV フレームサイズ（720 x
480）で NTSC フッテージをキャプチャするまたは読み込むと、そのアセットのピクセル縦横比は D1/DV
NTSC（0.91）に自動的に設定されます。HD フレームサイズ（1440 x 1080）でフッテージをキャプチャする
または読み込むと、そのファイルのピクセル縦横比は HD 1080 アナモルフィック（1.33）に自動的に設定さ
れます。720 x 576 の D1 または DV 解像度の PAL フッテージをキャプチャするまたは読み込むと、そのファ
イルのピクセル縦横比は D1/DV PAL（1.094）に自動的に設定されます。
その他のフレームサイズの場合、アセットは正方形ピクセルで設計されていると想定され、アセットの画像縦
横比が保持されるようピクセル縦横比とフレームサイズが変更されます。読み込まれたアセットが変形してい
る場合は、手動でピクセル縦横比を変更できます。
アセットをシーケンスにドラッグすると、初期設定では、アセットはプログラムフレームの中央に配置されま
す。フレームサイズによっては、出力される画像がプロジェクトには小さすぎたり、クロップされすぎてしま
う場合があります。そのような場合は、スケールを変更できます。スケールの変更は手動で行うか、アセット
をシーケンスにドラッグして自動的に行うことができます。
ファイルが正しく変換されることを必ず確認してください。アセットのフレームサイズおよびピクセル縦横比
は、プレビューサムネールの近くとプロジェクトパネルの「ビデオ情報」列で分かります。また、アセットの
プロパティダイアログボックス、フッテージを変換ダイアログボックスおよび情報パネルにも表示されます。

縦横比の変形の修正

シーケンスのフレームとピクセル縦横比は、シーケンスの作成時に選択したシーケンス設定プリセットによっ
て設定されます。ピクセル縦横比はシーケンスを作成した後では変更できませんが、個別のアセットに想定さ
れているピクセル縦横比は変更することができます。例えば、グラフィックプログラムやアニメーションプロ
グラムで生成された正方形ピクセルのアセットが Premiere Pro では変形して表示される場合は、ピクセル縦
横比を変更して正しく表示できます。すべてのファイルが正しく変換されていることを確認したら、同じプロ
ジェクト内の縦横比の異なるフッテージを結合します。これで、結果の画像が変形しないように出力を生成す
ることができます。

縦横比変換ミスの個別修正
1. プロジェクトパネルで静止画を右クリックします。

2. 変更／フッテージを変換を選択します。
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ファイルのピクセル縦横比を使用

ピクセル縦横比を指定
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3. 「ピクセル縦横比」セクションで任意のオプションを選択します。

4. 以下のいずれかを選択します。

静止画が保持しているオリジナルの縦横比が使用され
ます。

標準的な縦横比のリストから選択することができます。
ビデオプロジェクトで使用する画像を Photoshop で生成する場合は、目的のビデ

オ形式に対応した Photoshop のプリセットを使用するのが最適です。プリセットを使用
すると、画像を正しい縦横比で生成することができます。

再発する縦横比変換ミスの修正

Premiere Pro では、一定のルールに従ってピクセル縦横比がファイルに自動的に割り当てられます。特定の種
類の画像を読み込むと頻繁に変換ミス（変形）が発生してしまう場合は、関連ルールを変更します。

1. テキストエディターを開きます。

2. テキストエディター内から Premiere Pro の Plug-ins フォルダーに移動します。

3. Interpretation Rules.txt という名前のファイルを開きます。

4. 変更するルールを編集して「保存」を選択します。

一般的なピクセル縦横比（アスペクト比）

ピ
ク
セ
ル
縦
横
比

使用する状況

正方形ピクセ
ル

1.0 フッテージのフレームサイズが 640 × 480 または 648 × 486 であ
る場合、1920 × 1080 HD（HDV や DVCPRO HD を除く）である
場合、1280 × 720 HD または HDV である場合、または非正方形ピ
クセルをサポートしていないアプリケーションから書き出された場
合。 この設定は、フィルムから転送されたフッテージや、カスタ
マイズしたプロジェクトに適している場合もあります。

D1/DV NTSC 0.91 フッテージのフレームサイズが 720 × 486 または 720 × 480 で、
フレーム縦横比を 4:3 にする場合。 この設定は、3D アニメーショ
ンアプリケーションなど、非正方形ピクセルで動作するアプリケー
ションから書き出したフッテージの場合にも適しています。

D1/DV NTSC
ワイドスク
リーン

1.21 フッテージのフレームサイズが 720 × 486 または 720 × 480 で、
フレーム縦横比を 16:9 にする場合。

D1/DV PAL 1.09 フッテージのフレームサイズが 720 × 576 で、フレーム縦横比を
4:3 にする場合。
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D1/DV PAL ワ
イドスクリー
ン

1.46 フッテージのフレームサイズが 720 × 576 で、フレーム縦横比を
16:9 にする場合。

アナモル
フィック 2:1

2.0 フッテージがアナモルフィックレンズを使用して撮影された場合
や、または 2:1 の縦横比のフィルムフレームからアナモルフィック
転送された場合。

HDV
1080/DVCPRO
HD 720、HD
アナモル
フィック 1080

1.33 フッテージのフレームサイズが 1440 × 1080 または 960 × 720
で、フレーム縦横比を 16:9 にする場合。

DVCPRO HD
1080

1.5 フッテージのフレームサイズが 1280 × 1080 で、フレーム縦横比
を 16:9 にする場合。

関連トピック
タイトルへの画像の追加
情報パネル内のクリップ情報
静止画の読み込み
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アセットを検索

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Premiere Pro の検索オプション
検索ダイアログを使用してアセットを検索
検索ビンを使用してアセットを検索
タイムライン検索を使用してアセットを検索

重要なポストプロダクション作業は、メディアクリップおよびアセットを検索して管理することです。
Premiere Pro には、複雑なプロジェクトであっても簡単にメディアファイルを検索し、検索にかかる時間を短
縮して、より多くの時間を編集に使えるようにするために役立ついくつかの検索オプションがあります。

Premiere Pro の検索オプション

検索ダイアログ
Premiere Pro の検索ダイアログを使用して、プロジェクト内のアイテムを検索できます。検索条件を単一プロ
パティにするか、プロパティの組み合わせにするかを指定できます。
ただし、検索ダイアログを使用して実行する検索を保存することはできません。つまり、検索条件を消去する
と、検索結果が失われます。
検索ビン
Premiere Pro には、強力なメタデータ検索機能を提供する検索ビンがあります。プロジェクトパネルでアイテ
ムを検索するとき、検索ビンを検索条件に関連付けることができます。検索結果は、検索条件と一致するアイ
テムで常に最新の状態になります。
タイムライン内の検索
「タイムライン検索」は、複雑なタイムラインをより簡単に管理でき、非常に有益で時間を節約できます。特
定の検索条件に基づいて、シーケンス内でクリップを検索して選択できます。

検索ダイアログを使用してアセットを検索

検索ダイアログでは、単純な検索と詳細な検索の両方を実行できます。指定した条件に一致したアセットだけ
をプロジェクトから検索することもできます。例えば、「名前」に特定の単語が含まれており、さらに「コメ
ント」にも特定の文字列が含まれたビデオクリップを検索することができます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルの下部にある検索アイコン （虫めがね）をクリックします。

プロジェクトパネルを選択し、Ctrl + F キー（Windows）または Command + F キー
（Mac OS）を押します。

2. 検索ダイアログボックスで、「表示項目」の下のメニューから検索対象の項目の名前を選
択します。

3. 「演算子」の下のメニューから該当する演算子を選択します。

4. 選択した項目で検索したい文字を、それぞれの「検索」フィールドに入力します。
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注意：

5. 2 つの条件について同時に検索する場合は、次のいずれかの操作を行います。

両方の条件を満たすアセットを検索するには、一致メニューから「すべて」を選択し
ます。

いずれかの条件を満たすアセットを検索するには、一致メニューから「任意」を選択
します。

大文字と小文字を区別して検索を実行するには、「大文字と小文字を区別」チェック
ボックスをオンにします。

6. 「検索」をクリックします。

検索ビンを使用してアセットを検索

検索条件と一致するプロジェクトアイテムのコレクションが表示される検索ビンを作成できます。アセットの
読み込み、アセットの削除、またはアセットのメタデータを変更すると、検索ビンが自動的に更新されます。
検索ビンは他の通常のビンと同様にプロジェクトパネルに表示され、「検索ビン」アイコンで表示されます。

.

検索ビンにはコピーされたメディアではなく、元のプロジェクトアイテムのエイリアスが表示される
ため、メディアの重複が発生しなくなります。

検索ビンの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルのポップアップメニューまたはコンテキストメニューから「新規
検索ビン」を選択します。
ファイル／新規／検索ビンを選択します。

2. 検索ビンダイアログで、「検索」フィールドに検索条件を入力します。

3. 検索ビンダイアログで、プロジェクトで使用されるすべてのメタデータから検索すること
も、特定のメタデータプロパティに検索を制限することもできます。

検索ビンに関する重要なメモ
検索ビンに表示されるプロジェクトアイテムがプロジェクトから削除される場合。また
は、メタデータが変更され、アイテムが検索ビンの検索条件と一致しなくなる場合、その
アイテムが検索ビンから削除されます。
1 つのメタデータプロパティを指定する場合、クリップのメタデータのみに検索が制限さ
れます。次のメタデータプロパティを選択する場合、クリップとファイルの両方のメタ
データで検索を行えます。
名前
テープ名
説明
コメント
ログの注釈
シーン
ショット
クライアント
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検索条件を検索ビンとして保存

検索条件から検索ビンを作成するには、次の手順を行います。

1. プロジェクトパネルの「検索」フィールドに検索条件を入力します。

検索条件に新しい文字を入力するたびに、検索結果が動的に更新されます。

2. 「検索」フィールドの横にある「検索ビン」アイコン  をクリックします。

作成される検索ビンの名前は、入力された検索条件と一致します。

A. 検索条件の入力 B. クリックして、条件から検索ビンを作成 C. 検索条件と一致するアセットが表示される
検索ビン D. 検索条件と一致するアセットが表示される検索ビン 

検索ビンの名前を変更

検索ビンの名前を変更するには、検索ビンを右クリック（Win）または Ctrl キーを押しながらクリック
（Mac）し、「名前の変更」を選択します。入力した新しい名前によって、検索ビンの検索条件が変更される
ことはありません。

検索ビンの内容を修正

プロジェクトパネルの他の通常のビンのように、検索ビンの内容を変更することはできません。検索ビンの内
容を変更するには、検索ビンの検索条件を修正する必要があります。

1. プロジェクトパネルで、検索ビンのコンテキストメニューから、「検索ビンを変更」を選
択します。

2. 検索ビンを編集ダイアログで、必要に応じて検索条件を修正します。
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ページの先頭へ

3. 修正した検索条件を指定したら、「OK」をクリックします。

検索ビンの削除

検索ビンを削除するには、削除する検索ビンを選択し、コンテキストメニューから「消去」を選択します。検
索ビンをゴミ箱のアイコン  にドラッグすることも、単にキーボードで Delete キーを押すこともできま
す。

検索ビンを削除すると、プロジェクトアイテムのエイリアスのみが削除され、元のプロジェクトアイ
テムは削除されません。

タイムライン検索を使用してアセットを検索

「タイムライン検索」には、複雑なタイムラインでクリップを容易に検索して管理するための詳細検索オプ
ションが用意されています。
タイムラインパネルをアクティブにして、編集／検索を選択します。あるいはキーボードショートカットの
Ctrl + F（Windows）または Command + F（Mac OS）を使用します。
表示される検索ダイアログは、プロジェクトパネルの検索ダイアログと似ています。クリップ名やマーカー名
などの単一のプロパティに基づいてシーケンス内のクリップを検索して選択することも、プロパティの組み合
わせを使用することもできます。

1. 検索ダイアログボックスで、検索対象の項目の名前と適切な演算子を選択します。

2. 選択した項目で検索したい文字を、それぞれの「検索」フィールドに入力します。

大文字と小文字を区別して検索を実行するには、「大文字と小文字を区別」チェック
ボックスをオンにします。

3. 「検索」をクリックするか、またはキーボードの Enter キーを押します。再生ヘッドが選
択されてタイムライン上のクリップまで移動され、検索ダイアログが閉じられます。

4. 検索条件と一致するクリップの次のインスタンスを検索するには、編集／次を検索を選択
します。タイムライン上の検索条件と一致する次のクリップに再生ヘッドが移動され、そ
のクリップが選択されます。

シーケンス内で検索条件と一致するすべてのクリップを検索して選択
1. 選択したシーケンスに対してタイムラインパネルをアクティブにして、編集／検索を選択
します。あるいはキーボードショートカットの Ctrl + F（Windows）または Command +
F（Mac OS）を使用します。

2. 検索条件を入力します。
3. 「すべてを検出」を押します。

Premiere Pro で検索ダイアログが閉じられ、一致する最初のクリップに再生ヘッドが移動し、一致するすべて
のクリップが選択されます。

テキストの一致検索条件でシーケンスマーカーを検索
1. 選択したシーケンスに対してタイムラインパネルをアクティブにして、編集／検索を選択
します。あるいはキーボードショートカットの Ctrl + F（Windows）または Command +
F（Mac OS）を使用します。

2. 「検索」ポップアップメニューで「マーカー」を選択し、「検索」フィールドに検索条件
を入力します。

3. 「検索」をクリックするか、またはキーボードの Enter キーを押します。Premiere Pro
で検索ダイアログが閉じられ、検索条件と一致する最初のマーカーに再生ヘッドが移動し
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ます。
4. 編集／次を検索を選択し、検索条件と一致する次のマーカーに再生ヘッドを移動します。
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モニターオーバーレイ

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

モニターオーバーレイでは、ソースモニターおよびプログラムモニターで、スーパーインポーズされた重要な
メタデータ情報が表示されます。モニターにソースのタイムコード情報、マーカーのコメント、編集ポイント
インジケーターをクリップやシーケンスとの関係とともに表示できます。

モニターオーバーレイは簡単にカスタマイズでき、表示するメタデータおよびその場所を選択および制御でき
ます。また、オーバーレイのプリセットを作成して、別のレイアウトやメタデータのコンテンツにすばやく切
り替えることもできます。

メタデータをオーバーレイとして表示する
オーバーレイ設定を指定する
マルチカメラ表示でオーバーレイを表示する
オーバーレイプリセットの読み込み、書き出し、および作成

メタデータをオーバーレイとして表示する

次のメタデータをオーバーレイとして表示できます。
ソースタイムコード
シーケンスタイムコード
マーカーのコメント
シーケンスクリップ名
プロジェクトクリップ名
ファイル名
編集ポイントインジケーター
メディア/シーケンスの終了インジケーター
マルチカメラソース
サウンドのタイムコード
サウンドロール

デフォルトでは、オーバーレイがオンになっていません。プログラムモニターまたはソースモニターのレンチ
のアイコン  をクリックしてオーバーレイをオンまたはオフにして、オーバーレイを選択することができま
す。
オーバーレイをオンにすると、デフォルトではソースクリップのタイムコードおよびマーカーのコメントが表
示されます。クリップをスクラブするか再生を停止すると、再生ヘッドがオンになっているフレームに関連す
るメタデータが表示されます。表示されるマーカーやインジケーターは、再生ヘッドが配置されている場所に
応じて異なります。

オーバーレイは、モニターがコンポジットビデオ表示モードの場合にのみ表示されます。

オーバーレイ設定を指定する

オーバーレイ設定ダイアログを使用して、プログラムモニターおよびソースモニターで表されるオーバーレイ
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ソースタイムコード

を制御します。
プログラムモニターのポップアップメニューから、オーバーレイ設定／設定を選択して、オーバーレイ設定ダ
イアログを開きます。プログラムモニターのポップアップメニューからオーバーレイ設定／設定を選択する
と、使用可能なプリセットのリストもサブメニューとして表示されます。

オーバーレイ設定ダイアログには、モニターでの配置方法と同様にメタデータフィールドが表示されます。し
たがって、モニターでのオーバーレイの配置が直感的にわかります。

オーバーレイは、左、右、上部中央、下部中央の 4 つの領域に表示されます。これらの領域の大きさは、モニ
ターのサイズに合わせて変化します。領域は絶対サイズで変更できますが、配置および相対サイズは一定で
す。

デフォルトのレイアウトのプリセットでは、シーケンス内の多数のクリップの中の正しいクリップと一致する
ようにオーバーレイが表示されます。例えば、シーケンス内のクリップのソースタイムコードオーバーレイ
は、タイムラインのビデオトラックおよびオーディオトラックに表示されるクリップと一致するように、連続
して縦に表示されます。

モニターでのオーバーレイの配置と一致する選択されたメタデータフィールドの配置

シーケンス内のどこに再生ヘッドが配置されているかに関係なく、元のソースクリップ
のタイムコード値が表示されます。
ビデオトラックは V1、V2、V3 と表示され、オーディオトラックは A1、A2、A3 と表示されます。この情報
は、情報パネルに表示される内容と一致します。デフォルトでは、この情報がソースモニターおよびプログラ
ムモニターの左側に表示されます。

サウンドのタイムコード 通常のタイムコードと同様に、フレームごとに更新されます。
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マーカーのコメント

注意：

アクションおよびタイトルセーフエリア

メディア/シーケンスの終了インジケーター

編集ポイントインジケーター

サウンドロール サウンドロールは静的な値であり、更新されません。

クリップまたはシーケンスにマーカーを追加すると、クリップマーカーまたはシーケン
スマーカーのコメントをオーバーレイとして表示できます。オーバーレイでは、マーカー名と追加されたコメ
ントが表示されます。

クリップマーカーのオーバーレイでは、クリップ内の複数のトラックが表示されます。シーケンス
マーカーオーバーレイでは、シーケンス内の個々のすべてのトラックが表示されるわけではなく、単一のマー
カーオーバーレイとして表示されます。

アクションセーフエリアは、シーケンスが再生されるときに、テレ
ビ画面に表示されるビデオ画像の一部を特定します。セーフエリア外のビデオの一部はテレビ画面に表示され
ません。タイトルが非表示にならないようにしたり、テレビ画面にクリップされないようにするために、タイ
トルまたはテキストをタイトルセーフエリアに制限することをお勧めします。
Premiere Pro のセーフマージンオーバーレイでは、ビデオ画像およびテキストをセーフエリアに制限できる視
覚インジケーターまたは境界を使用できます。
セーフマージンを有効または無効にするには、プログラムモニターでレンチのアイコンをクリックし、セーフ
マージンを選択します。オーバーレイ設定ダイアログでセーフマージン設定を指定できます。
4:3 セーフマージンを表示を選択するか、またはセーフマージンの水平または垂直のコントロール設定を指定
できます。

このオプションを選択すると、シーケンスの終了インジケーター
とメディアの終了インジケーターの両方がオンになります。
再生ヘッドがタイムライン上のメディアの最後のフレームを通り過ぎた後にクリップがない場合、クリップま
たはシーケンスの最後のフレームの右端に沿って紫色のフレームが表示されます。
再生ヘッドがシーケンス内のクリップの最初または最後のフレームにある場合、最初のフレームの左端または
最後のフレームの右端に沿ってストライプのカラムが表示されます。メディアの終了インジケーターは、プロ
グラムモニターでシーケンス内の複数のクリップを表示する場合に役立ちます。

デフォルトではオンになっていて、シーケンス内の編集ポイントを示します。
再生ヘッドがクリップのインポイントまたはアウトポイントにある場合、クリップフレームの下端に黄色の角
括弧が表示されます。シーケンス内の 2 つのクリップの間にギャップがある場合、編集ポイントインジケー
ターがクリップの左端または右端に表示され、インポイントまたはアウトポイントを示します。
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Mercury Transmit でのオーバーレイ表示

再生中のオーバーレイを有効にする

テキストサイズ

不透明度

ページの先頭へ

A. シーケンスの終了インジケーター B. メディアの終了インジケーター C. 編集ポイントインジケーター 

「Mercury Transmit でのオーバーレイ表示」を選択すると、表示
のオーバーレイが外部モニターに送信されます。

「再生中のオーバーレイを有効にする」を選択すると、フッテージの再
生中に、モニターにオーバーレイが表示されます。

「テキストサイズ」で、オーバーレイに表示される文字の大きさを設定できます。 大きなテ
キストサイズを選択した場合、モニターにテキストを表示するための充分なスペースがないと、テキストの一
部が表示されません。

「不透明度」設定では、モニター表示でオーバーレイがどの程度透明になるかが決まります。不透
明度が 1% のレイヤーは透明になり、不透明度が 100% のレイヤーは不透明になります。

マルチカメラ表示でオーバーレイを表示する

マルチカメラシーケンスを作成する場合、マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログボックスで「カメ
ラ名」オプションを選択できます。選択した「カメラ名」オプションに応じて、カメラアングルがトラック
名、クリップ名、またはカメラ番号としてソースモニターに表示されます。詳しくは、マルチカメラワークフ
ローの改善を参照してください。
マルチカメラ表示モードでは、オーバーレイ設定ダイアログで選択された最大 2 つのメタデータプロパティを
表示できます。例えば、オーバーレイ設定ダイアログで、次のようにカメラ名とソースタイムコードを表示す
るように選択できます。
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ページの先頭へ

マルチカメラ表示でオーバーレイとして表示されるカメラ名とソースタイムコード

オーバーレイプリセットの読み込み、書き出し、および作成

カスタマイズしたオーバーレイ設定をオーバーレイプリセットとして保存できます。オーバーレイのプリセッ
トでは、別のレイアウトやメタデータのコンテンツにすばやく切り替えることもできます。
オーバーレイプリセットの作成と保存
オーバーレイ設定ダイアログで、目的の設定を指定し、「プリセットを保存」アイコン をクリックしま
す。保存する名前を入力し、プリセットに適用します。
プリセットの書き出し、読み込み、および削除
プリセットを書き出すには、プリセットドロップダウンリストからプリセットを選択し、
書き出しアイコン をクリックします。プリセットの名前を入力し、書き出したプリ
セットを保存する場所を選択して、「保存」をクリックします。プリセットは *.olp ファ
イル名拡張子付きで書き出されます。
プリセット読み込むには、「プリセットの読み込み」アイコン をクリックし、読み込
む Premiere Pro プリセットファイル（*.olp ファイル名拡張子）に移動します。
プリセットを削除するには、プリセットドロップダウンリストからプリセットを選択し、
「プリセットを削除」アイコン をクリックします。
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メディアをレンダリングして置き換え

ページの先頭へ

ソース

シーケンス

個別のクリップ

プリセット

形式

プリセット
注意：

保存先

シーケンス内のメディアをレンダリングして置き換え
レンダリングしたクリップを元のメディアに置き換え
FAQ

Premiere Pro では、すべてのシーケンス、エフェクト、トランジション、タイトル、およびその他のレンダリングされていない要素をレンダリン
グすることなく、リアルタイムで再生しようと試みます。
ただし、スムーズな再生を実現するために、VFX の重いシーケンスのようなメディアファイルをレンダリングする必要があることもあります。 ま
た、タイムラインのレンダリングされていないメディア要素をレンダリングすると、利用可能なシステムリソースへの依存が軽減されます。
Premiere Pro の「レンダリングして置き換え」機能では、ビデオクリップおよび After Effects コンポジションを統合し、VFX の重いシーケンスの
パフォーマンスを向上させることができます。任意の時点で、「レンダリングされていないクリップに復元」オプションを使用して、元のクリッ
プに戻すことができます。

シーケンス内のメディアをレンダリングして置き換え
1. タイムラインパネルで、レンダリングするメディアが含まれているシーケンスを開きます。

2. タイムラインパネルをアクティブにして、クリップ／レンダリングして置き換えを選択します。

3. レンダリングして置き換えダイアログで、レンダリングされるシーケンスに基づいて形式と設定を選択できます。

レンダリングしたメディアの設定をシーケンス設定、個々のクリップの設定、またはプリセットと一致させます。

選択したシーケンスのフレームサイズ、フレームレート、フィールドタイプ、およびピクセル縦横比を使
用して、一致するクリップをこれらの設定にレンダリングします。
選択したシーケンスのフレームサイズより大きいクリップの場合、シーケンスフレームの境界内に表示されない部分は
クロップされます。コーデックでアルファチャンネルがサポートされない場合、レンダリング後に透明の領域が黒で表
示されます。

シーケンス内の個々のクリップのフレームサイズ、フレームレート、フィールドタイプ、およびピク
セル縦横比を使用し、個別の設定を使用してこれらをレンダリングします。
ソースを一致させることができない場合、クリップはレンダリングされません。

選択したプリセットのフレームサイズ、フレームレート、フィールドタイプ、およびピクセル縦横比を使
用して、すべてのクリップをこれらの設定にレンダリングします。
ソースを一致させることができない場合、クリップはレンダリングされません。

最適なレンダリンク時間とファイルサイズを維持しながら、最高の再生画質を実現するファイル形式を選択します。  

DNXHD 形式の MXF OP1a ファイル、MXF OP1a ファイル、または QuickTime 形式を選択できます。

選択した形式に基づいて、使用可能なプリセットを選択します。
アルファをサポートする唯一のプリセットは「GoPro CineForm With Alpha」プリセットです。他のすべてのプリセッ

トでは、アルファチャンネルを統合します。

レンダリンクされたファイルを保存するパスを指定します。レンダリングされたファイルを元のメディアと一緒に保存
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予備フレームを含める

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

することも、「参照」をクリックして、デフォルト以外の場所に移動することもできます。

レンダリングした各クリップのインポイントの前とアウトポイントの後に保持する追加のビデオフレー
ムの数を指定します。0～100 フレームの値を設定できます。
例えば、30 という値を指定すると、インポイントの前に 30 フレーム、アウトポイントの後ろに 30 フレームが保持されま
す。予備フレームを含めることで、新しいプロジェクトの編集にちょっとした調整を加えることができます。

4. 「OK」をクリックします。レンダリングされたファイルは、選択した保存先に作成されます。

レンダリングしたクリップを元のメディアに置き換え

シーケンス内のクリップをレンダリングして置き換えた後、任意の時点で、元のレンダリングされていないクリップまたは After Effects コンポジ
ションに戻すことができます。
タイムラインで、レンダリングされたクリップが含まれるシーケンスを選択し、クリップ／レンダリングされていないクリップ
に復元を選択します。

レンダリングされて置き換えられたクリップが使用されている間に元のファイルに対して変更が行われた場合、元のクリップに戻すと、それらの
変更も含まれます。

クリップをレンダリングして置き換える場合、または元のレンダリングされていないメディアに戻す場合、レンダリングされたクリップと
元のメディアがハードディスクに保存されます。

FAQ

ビデオクリップをレンダリングして置換しながら、エフェクトをレンダリングすることはできますか?

固有のエフェクトと固有でないエフェクトのいずれも、通常は「レンダリングして置き換え」機能を使用する場合にはレンダリングされません。
エフェクトはレンダリングされませんが、置き換えられたクリップで編集可能です。
唯一の例外は、固有のビデオエフェクトであるモーションを適用して一致／シーケンスオプションを選択した場合です。この場合、置き換えられ
たクリップで固有のモーションエフェクトがレンダリングされます。つまり、置き換えられたクリップに固有のモーションエフェクトが適用され
たままですが、編集は無効になっています。「レンダリング前に戻す」機能を使用して、レンダリングされていない元のエフェクトに戻します。

AV クリップ内のオーディオをレンダリングして置き換えることができますか?

AV クリップの場合、適切なプリセットを使用して、オーディオをレンダリングできます。ただし、選択したプロセットでクリップのオーディオタ
イプがサポートされていない場合、AV クリップをレンダリングして置き換えることができません。
オーディオのみのクリップの場合、または AV クリップのオーディオ部分を選択した場合、Premiere Pro ではオーディオクリップが .wav 形式の
オーディオファイルにレンダリングされます。オーディオのみのクリップの場合、元のレンダリングされていないメディアに戻すことができま
す。

静止画像をレンダリングできますか?

はい、画像シーケンスが含まれる静止画像をビデオファイルにレンダリングできます。

どのようなタイプのクリップをレンダリングして置き換えることができますか?

次のタイプを除き、After Effects コンポジションが含まれるほとんどのクリップをレンダリングして置き換えることができます。
特殊なクリップまたは合成
ネストされたシーケンス
調整レイヤー
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アセットのモニタリング
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ソースモニターとプログラムモニターの使用

ページの先頭へ

ソースモニターとプログラムモニターの概要
ソースモニターでのクリップの表示または消去
ソースモニターのソースメニューでのクリップのナビゲート
ソースモニターとプログラムモニターの再生コントロールの使用
モニターでのセーフエリアの表示
ソースモニターおよびプログラムモニターでのフィールドの選択
表示モードの選択

ソースモニターとプログラムモニターの概要

ソースモニターは、個々のクリップの再生と編集に使用します。ソースモニターで、シーケンスに追加するク
リップを準備します。インポイントやアウトポイント、およびクリップで使用するソーストラック（オーディ
オまたはビデオ）を指定します。また、クリップマーカーを設定して、タイムラインパネルのシーケンスにク
リップを追加することもできます。
プログラムモニターには、編集したシーケンスが再生されます。つまり、タイムラインパネル内のアクティブ
なシーケンスが表示されます。また、シーケンスマーカーを設定したり、シーケンスのインポイントとアウト
ポイントを指定して、シーケンス中のフレームの追加位置やフレームの削除位置を定義できます。
各モニターには、タイムルーラーとコントロールがあります。これらを使用して、再生を制御したり、ソース
クリップまたはシーケンスの任意のポイントやフレームに移動したりします。インポイントとアウトポイント
を設定し、インポイントとアウトポイントに移動して、マーカーを設定します。デフォルトでは、ソースモニ
ターではインサートボタンと上書きボタンを使用でき、プログラムモニターにはリフトボタンと抽出ボタンを
使用できます。各モニターには、ビデオの 1 つのフレームから静止画を作成するためのフレームを書き出しボ
タンもあります。
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ソースモニター

A. 再生ヘッド B. タイムコード C. ズームレベルを選択 D. ズームスクロールバー E. ビデオのみドラッグ F.
オーディオのみドラッグ G. 設定ボタン H. イン／アウトデュレーション 

プログラムモニター

A. タイムコード B. ズームレベルを選択 C. 再生ヘッド D. ズームスクロールバー E. 再生時の解像度 F. 設定ボ
タン G. ボタンエディター 

モニターパネルボタンバーのカスタマイズ

デフォルトでは、最もよく使用するボタンはソースモニターとプログラムモニターの最下部に表示されていま
す。この他のボタンを追加することもできます。モニターの右下にある「+」をクリックして、ボタンエディ
ターを開きます。ボタンをボタンエディターからドラッグしてボタンバーに追加します。最大 2 行分のボタン
を追加できます。ボタンのグループの区切りとなるスペースもボタンバーにドラッグできます。ボタンを非表
示にするには、ボタンをドラッグしてボタンバーの外に出します。すべてのボタンをオフにするには、パネル
メニューで「トランスポートコントロールを表示」の選択を解除します。

ボタンにマウスカーソルを合わせると、そのボタンのキーボードショートカットが表示されます。

ソースモニターおよびプログラムモニターの画質の設定

一部の形式は、高圧縮率または高データレートであることにより、フルモーション再生で表示することができ
ません。解像度を低くするとモーション再生速度が速くなりますが、表示画質が低下します。この現象
は、AVCHD およびその他の H.264 コーデックベースのメディアを表示しているときに顕著に現れます。「フ
ル解像度」より低い設定では、これらの形式のエラー訂正はオフになっていて、再生時にちらつきが発生しま
す。ただし、これらのちらつきは書き出したメディアには現れません。
個別の再生解像度と一時停止解像度により、モニタリング時の制御性が高まります。高解像度のフッテージで
は、再生がスムーズになるように再生解像度を低い値（1/4 など）に設定して、一時停止解像度をフルに設定
することができます。これらの設定により、再生を一時停止したときに、フォーカスやエッジの詳細の品質を
すばやく確認できます。スクラブするとモニターが一時停止解像度ではなく、再生解像度になります。
シーケンスによっては、一部の解像度を使用できないものもあります。DV などの標準定義シーケンスでは、
「フル画質」と「1/2」のみを使用できます。フレームサイズが 1080 以下の多くの HD シーケンスの場合
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注意：

注意：

は、「フル画質」、「1/2」、「1/4」を使用できます。RED など、フレームサイズが 1080 を超えるシーケン
スの場合は、より小さな解像度を使用できます。

シーケンスの解像度を下回る解像度でプレビューをレンダリングした場合、再生解像度はプレビュー
解像度の数分の一になります。例えば、プレビューファイルがシーケンスフレームサイズの 1/2（1/2 の解像
度）でレンダリングされるように設定し、再生解像度を 1/2 の解像度に設定できます。この場合、レンダリン
グされるプレビューは、元の解像度の 1/4 で再生されます（元のメディアの解像度がシーケンスの解像度と同
じであると仮定した場合）。

ソースモニターおよびプログラムモニターの画質の設定

再生解像度にキーボードショートカットを割り当てることができます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

ソースモニターまたはプログラムモニターの画像を右クリックします。

ソースモニターまたはプログラムモニターのパネルメニューアイコンをクリックしま
す。

ソースモニターまたはプログラムモニターの設定ボタンをクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

再生時の解像度を設定する場合は、「再生時の解像度」を選択します。

一時停止時の解像度を設定する場合は、「一時停止時の解像度」を選択します。

3. メニューで目的の解像度を選択します。

ズームレベルの変更

ソースモニターおよびプログラムモニターでは、表示領域に収まるようにビデオのサイズが変更されます。そ
れぞれの表示のズームレベルを上げて、ビデオの細部を参照することができます。また、ズームレベルを下げ
て、（例えばモーションエフェクトを調整しやすくするために）画像周囲のペーストボード領域を広げること
もできます。

1. ソースモニターまたはプログラムモニターのズームレベルを、現在の時間表示の右側にあ
るズームレベルを選択メニューから選択します。

ソースモニターには、ソースメディアの画像のサイズに倍率の値をかけたサイズの画像が
表示されます。プログラムモニターには、シーケンス設定で指定されている画像のサイズ
に倍率の値をかけたサイズの画像が表示されます。全体表示を選択すると、モニターの表
示領域に収まるようにビデオのサイズが変更されます。

2. モニターの表示領域を変更するには、モニターのスクロールバーを使用して、ビデオ画像
の可視領域を変更します。現在のモニターサイズで画像全体を表示できない場合は、スク
ロールバーが表示されます。

コマ落ちインジケーター

ソースモニターとプログラムモニターの両方に、再生中にコマ落ちが発生しているかどうかを示すアイコン
（停止ライトのような形状）を表示するオプションがあります。このライトは、最初は緑色ですが、コマ落ち
が発生すると黄色に変わり、再生のたびにリセットされます。コマ落ちの回数はツールヒントに表示されま
す。
ソースモニターまたはプログラムモニターでコマ落ちインジケーターを有効にするには、パネルメニューまた
は設定メニューで「コマ落ちインジケーターを表示」を有効にします。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ソースモニターでのクリップの表示または消去

プロジェクトパネルにリストされているソースクリップや、シーケンス内のクリップを表示して編集するに
は、ソースモニターでクリップを開きます。開いているクリップは、ソースメニューにリストされます。この
メニューは、「ソースモニター」タブから表示できます。

1. クリップを開くには、次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルでクリップをダブルクリックします。
または、クリップをプロジェクトパネルからソースモニターにドラッグします。ソー
スモニターにクリップが表示され、ソースメニューにクリップ名が追加されます。

プロジェクトパネルで複数のクリップまたはビン全体を選択して、ソースモニターに
ドラッグします。または、プロジェクトパネルで複数のクリップを選択して、それら
をダブルクリックします。クリップは、選択した順にソースメニューに追加され、最
後に選択したクリップがソースモニターに表示されます。

表示するクリップの名前をソースメニューから選択します（ソースメニューを表示す
るには、「ソース」タブの現在のクリップ名の右側にある下向きの三角形をクリック
します）。

ソースメニューから表示するクリップを選択

ソースメニューには、マスタークリップの場合はその名前が表示され、シーケンスか
ら開いたクリップの場合は、シーケンス名、クリップ名およびシーケンスでの開始時
間が表示されます。

2. ソースモニターからクリップを消去するには、ソースメニューから「閉じる」を選択する
か、「すべてを閉じる」を選択してすべてのクリップを消去します。

「ソースモニター」タブの閉じるボタン  をクリックして、すべてのクリップとソー
スモニター自体を閉じることもできます。

ソースモニターのソースメニューでのクリップのナビゲート

ソースモニターに読み込まれた複数のクリップをナビゲートするキーボードショートカットを設定できます。
キーボードショートカットを使用すれば、ソースモニターポップアップメニューでのクリップ間の切り替え、
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タイムルーラー

再生ヘッド
注意：

現在の時間表示

最初のクリップまたは最後のクリップへの移動、1 つまたはすべてのクリップを閉じる操作をすばやく実行で
きます。

1. 編集／キーボードショートカット（Windows）または Premiere Pro／キーボードショー
トカット（Mac OS）を選択します。

キーボードショートカットダイアログボックスが表示されます。

2. ダイアログボックスで、パネルの横の三角形をクリックし、さらにソースモニターパネ
ルの横の三角形をクリックして、そのパネルのキーボードショートカットを表示します。

3. 次のうち任意のコマンドに対してキーボードショートカットを設定します。

ソースクリップ : 閉じる
ソースクリップ : すべて閉じる
ソースクリップ : 最初
ソースクリップ : 最後
ソースクリップ : 次
ソースクリップ : 前

4. 「OK」をクリックします。

ソースモニターとプログラムモニターの再生コントロールの使用

ソースモニターには、クリップ内を移動する（時間位置やフレームを移動する）ためのコントロールがありま
す。プログラムモニターにも、シーケンス内を移動する同様のコントロールがあります。

A. 現在の時間表示 B. 再生ヘッド C. ズームスクロールバー D. タイムルーラー E. デュレーション表示 

ソースモニターにはクリップのデュレーションが表示され、プログラムモニターにはシーケ
ンスが表示されます。目盛りはプロジェクト設定ダイアログボックスで指定したビデオ表示形式を使用して、
時間を測定します。タイムルーラーを切り替えると、ほかの形式でタイムコードを表示できます。各ルーラー
には、対応するモニターのマーカーのアイコンと、インポイントとアウトポイントのアイコンも表示されま
す。再生ヘッド、マーカー、インポイントとアウトポイントは、タイムルーラーでそれぞれのアイコンをド
ラッグすることで調整できます。
タイムルーラーの数字は、デフォルトではオフになっています。タイムルーラーの数字をオンにするに
は、ソースモニターまたはプログラムモニターのパネルメニューで「タイムルーラー数」を選択してくだ
さい。

各モニターのタイムルーラーに表示される現在のフレームの位置を示します。
再生ヘッドは、以前は「時間インジケーター（CTI）」と呼ばれていました。

現在のフレームのタイムコードが表示されます。現在の時間は、各モニターの左下に表示さ
れます。ソースモニターには、開いているクリップの現在の時間が表示され、プログラムモニターには、シー
ケンスの現在の時間が表示されます。別の時間へ移動するには、時間表示をクリックして新しい時間を入力す
るか、時間表示にポインターを合わせて左または右へドラッグします。タイムコード全体表示とフレーム数表
示を切り替えるには、プログラムモニターかタイムラインパネルで現在の時間を Ctrl キーを押しながらクリッ
ク（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac OS）します。
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デュレーション表示

ズームスクロールバー

注意：

ページの先頭へ

開いているクリップまたはシーケンスのデュレーションが表示されます。デュレーショ
ンは、クリップまたはシーケンスに設定されているインポイントとアウトポイント間の時間差です。インポイ
ントが設定されていない場合は、クリップの開始時間またはシーケンスの開始時間がインポイントとして使用
されます。アウトポイントが設定されていない場合は、クリップの終了時間（ソースモニターの場合）または
シーケンス内の最後のクリップの終了時間（プログラムモニターの場合）がアウトポイントとして使用され、
これに基づいてデュレーションが計算されます。

ズームスクロールバーは、各モニターのタイムルーラーの可視領域に対応していま
す。ハンドル（両端の白い部分）をドラッグすると、バーの幅を変更し、下のタイムルーラーのスケールを変
更することができます。バーをドラッグして最大幅まで広げると、タイムルーラーのデュレーション全体が表
示されます。バーを縮めると、表示がズームインされてルーラーのデュレーションの表示が詳細なものになり
ます。バーの拡大と縮小は、再生ヘッドを中心として行われます。マウスカーソルをバーに合わせると、マウ
スホイールを使用してバーの縮小や拡張ができるようになります。バーの外側の領域でマウスホイールをスク
ロールして同じ拡大や縮小操作を行うこともできます。バーのハンドル以外の部分をドラッグすると、スケー
ルを変更せずに、タイムルーラーの可視部分をスクロールできます。バーをドラッグするときは再生ヘッドは
移動しませんが、バーを動かしてタイムルーラー内でクリックすると、再生ヘッドをバーと同じ領域に移動す
ることができます。ズームスクロールバーは、タイムラインの中にもあります。

プログラムモニターのタイムルーラーやズームスクロールバーを変更しても、タイムラインパネルの
タイムルーラーや表示エリアには影響しません。

ソースモニターとプログラムモニターのコントロールの表示

コントロールを表示するかどうかをソースモニターとプログラムモニターのパネルメニューで設定できます。
例えば、再生時の J、K、L というキーボードショートカットを知っている場合は、トランスポートコント
ロールを非表示にすると、メディアを表示する領域が広くなります。
パネルメニューのオプションを選択または選択を解除することによって表示と非表示の切り替えができるコン
トロールは次のとおりです。
トランスポートコントロール
マーカー
タイムルーラーの数字
コマ落ちインジケーター

コントロールの表示と非表示を切り替えるための同様のコマンドの多くは、各モニターの設定ボタンからもア
クセスできます。

モニターでのセーフエリアの表示
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A. アクションセーフエリア B. タイトルセーフエリア 

セーフエリアガイドは、操作用の補助ガイドであり、プレビューや書き出したファイルには含まれません。

ソースモニターまたはプログラムモニターの設定ボタンをクリックし、「セーフマージ
ン」を選択します。「セーフマージン」は、ソースモニターまたはプログラムモニターの
パネルメニューから選択することもできます。

標準のアクションセーフエリアとタイトルセーフエリアは、それぞれ 10 ％と 20 ％に
なっています。セーフエリアのサイズは、プロジェクト設定ダイアログボックスで変
更できます。（詳しくは、プロジェクト設定ダイアログボックスを参照してくださ
い）。

ソースモニターおよびプログラムモニターでのフィールドの選択

最初のフィールド、2 番目のフィールド、または両方のフィールドにインターレースフッテージが表示される
ようにソースモニターとプログラムモニターを設定できます。ソースモニターでプログレッシブクリップを開
くと、ソースモニターの設定は無効になります。アクティブなシーケンスでプログレッシブシーケンスプリ
セットを使用すると、プログラムモニターの設定は無効になります。

1. ソースモニターまたはプログラムモニターで、パネルメニューボタン  をクリックし
ます。

2. 必要に応じて、「1 番目のフィールドを表示」、「2 番目のフィールドを表示」または
「両方のフィールドを表示」を選択します。

表示モードの選択

標準ビデオ、ビデオのアルファチャンネルまたはいずれかの測定ツールを表示できます。

ソースモニターまたはプログラムモニターで、設定ボタンをクリックするか、パネルメ
ニューをクリックして、次のいずれかの表示モード設定を選択します。
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コンポジットビデオ

アルファ

すべてのスコープ

ベクトルスコープ

YC 波形

YCbCr パレード

RGB パレード

ベクトルスコープ／YC 波形／YCbCr パレード

ベクトルスコープ／YC 波形／RGB パレード

通常のビデオを表示します。

透明度をグレースケールの画像として表示します。

波形モニター、ベクトルスコープ、YCbCr パレードおよび RGB パ
レードを表示します。

ベクトルスコープを表示します。色相と彩度を含む、ビデオのクロミ
ナンスを測定、表示します。

標準的な波形モニターを表示します。ビデオのルミナンスを IRE 単位で測定、
表示します。

ビデオの Y、Cb および Cr 構成要素を IRE 単位で個別に測定する波形
モニターを表示します。

ビデオの R、G、B 構成要素を IRE 単位で個別に測定する波形モニターを
表示します。

波形モニター、ベクトルスコープおよび
YCbCr パレードを表示します。

波形モニター、ベクトルスコープおよび
RGB パレードを表示します。

ベクトルスコープ／YC 波形／YCbCr パレードに設定されたプログラムモニター

A. 波形モニター B. YCbCr パレード C. ベクトルスコープ D. YC 波形 

プログラムモニターと連動するリファレンスモニターにこれらの要素を表示すると、波形モニターとベク
トルスコープ表示を効果的に使用することができます。リファレンスモニターを参照してください。
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リファレンスモニターの使用

ページの先頭へ

リファレンスモニターの表示
リファレンスモニターとプログラムモニターの連動

リファレンスモニターは、2 つ目のプログラムモニターのように機能します。リファレンスモニターを使用し
て、シーケンスの異なるフレームを横に並べて比較したり、シーケンスの同じフレームを異なる表示モードで
表示できます。
リファレンスモニターに表示されているシーケンスのフレームは、プログラムモニターからは独立して移動で
きます。この方法を使用すれば、例えばカラーマッチフィルターを使用する場合など、各ビューで異なるフ
レームを表示して比較できます。
また、リファレンスモニターとプログラムモニターを連動させて、両方にシーケンス上の同じフレームを表示
し、同時に動かすこともできます。この機能は、カラー補正操作を行うときに特に便利です。リファレンスモ
ニターの表示モードを波形モニターまたはベクトルスコープに設定することで、カラーコレクタやその他のあ
らゆるビデオフィルターをより効率的に調整できるようになります。

リファレンスモニターを使用したビデオレベルの設定

リファレンスモニターは、プログラムモニターと同様に、画質設定、ズームレベル、表示モードを指定できま
す。また、タイムラインルーラーと表示エリアバーもプログラムモニターと同様に機能します。リファレンス
モニターは参照用のウィンドウで、編集操作を行うウィンドウではありません。このため、リファレンスモニ
ターにあるのはフレーム移動用のコントロールだけで、再生や編集用のコントロールはありません。リファレ
ンスモニターとプログラムモニターを連動させれば、プログラムモニターの再生コントロールを使用できま
す。リファレンスモニターは、1 つだけ開くことができます。
明るさおよびコントラストの補正方法について、Andrew Devis によるビデオが Creative Cow Web サイトで
公開されています。

リファレンスモニターの表示
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ウィンドウメニューで、「リファレンスモニター」を選択します。リファレンスモニター
が独立したパネルとして開きます。必要に応じて、リファレンスモニターのタブをソース
モニターの隣にあるドロップゾーンにドラッグできます。

リファレンスモニターとプログラムモニターの連動

リファレンスモニターとプログラムモニターを連動させて、両方のモニターに常に同じフレームを表示させる
ことができます。

次のいずれかの操作を行います。

リファレンスモニターで、プログラムモニターと連動ボタンをクリックします .

リファレンスモニターのパネルメニューで、「プログラムモニターと連動」を選択し
ます。
プログラムモニターのパネルメニューで、「リファレンスモニターと連動」を選択し
ます。

両方のモニターに同じフレームが表示されます。リファレンスモニター、プログラムモニターまたはタイムラ
インのいずれかの再生ヘッド  を移動すると、ほかの 2 つのパネルの再生ヘッドも対応するフレームに移動
します。
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注意：

ソースモニターおよびプログラムモニターでのビデオの再生
連続再生
プリロールとポストロールのあるシーケンスまたはクリップの再生
再生のジョグまたはシャトル
ソースモニターとプログラムモニター内での別フレームへの移動
J、K、L キーを使用したビデオのシャトル
フレームとそのソースの一致

ソースモニターおよびプログラムモニターでのビデオの再生

ソースモニターとプログラムモニターには、ビデオデッキの再生コントロールと同じように機能するコント
ロールがあります。ソースモニターコントロールは、クリップの再生、特定のフレームへの移動に使用しま
す。プログラムモニターコントロールは、アクティブなシーケンスの再生と表示に使用します。
ほとんどの再生コントロールには、キーボードショートカットが設定されています。キーボードショートカッ
トを使用して再生を制御する場合は、操作対象のモニターがアクティブになっていることを確認してくださ
い。目的のモニターパネルをクリックすると、アクティブにすることができます。
ボタンエディターを使用して再生コントロールをカスタマイズできます。使用したいボタンが使用できない場
合は、モニターの右下で「+」記号をクリックします。ボタンエディターが表示されると、選択したボタンを
ボタンバーにドラッグできます。詳しくは、モニターパネルボタンバーのカスタマイズを参照してください。

キーボードショートカットを使用してタイムライン内を移動する場合は、操作対象のパネルがアク
ティブになっていることを確認してください。（日本語キーボードのみ）キーボードショートカットを使用す
る場合は、日本語入力モードではなく直接入力モードでご使用ください。

次のいずれかの操作を行います。

再生するには、再生ボタン  をクリックするか、L キーまたはスペースバーを押しま
す（停止するには、停止ボタン  をクリックするか、K キーまたはスペースバーを押
します。再生および停止ボタンとスペースバーは、再生と停止を切り替えることがで
きます）。
逆方向に再生するには、J キーを押します。
インポイントからアウトポイントまで再生するには、インからアウトへ再生ボタン 

 をクリックします。
クリップ全体またはシーケンスを繰り返し再生するには、ループボタン  をクリック
して、再生ボタン  をクリックします。ループ設定を解除したい場合は、ループボタ
ン  をもう一度クリックします。
インポイントからアウトポイントまで繰り返し再生するには、ループボタン  をク
リックして、インからアウトへ再生ボタン  をクリックします。ループ設定を解除
したい場合は、ループボタン  をもう一度クリックします。
加速しながら順方向に再生するには、L キーを繰り返し押します。ほとんどのタイプ
のメディアで、キーを押すたびにクリップの再生速度が 1 倍速から 2 倍速、2 倍速か
ら 3 倍速、3 倍速から 4 倍速に増加します。
加速しながら逆方向に再生するには、J キーを繰り返し押します。ほとんどのタイプ
のメディアで、キーを押すたびにクリップの逆方向再生の速度が 1 倍速から 2 倍
速、2 倍速から 3 倍速、3 倍速から 4 倍速に増加します。
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1 フレーム進むには、K キーを押しながら L キーを押します。
1 フレーム戻るには、K キーを押しながら J キーを押します。
スローモーションで再生するには、Shift + L キーを押します。
スローモーションで逆方向に再生するには、Shift + J キーを押します。
現在の時間の前後、再生ヘッドの 2 秒前から 2 秒後まで再生するには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらインからアウトへ再生ボタ
ンをクリックします。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押す
と、インからアウトへ再生ボタンが前後を再生ボタン  に変わります。「前後を再
生」ボタンをボタンバーにドラッグできます。
「前後を再生」ボタンおよび「ループ」ボタンを使用して、タイムラインでの動的ト
リミングを行うには、Premiumbeats.com の Clay Asbury によるこの記事を参照して
ください。

連続再生

ユーザーが「停止」コマンドを明示的に実行しないかぎり、再生は続行します。この機能では、一般的な編集
操作のリアルタイムの調整をサポートしています。例えば、ループ再生中にビデオエフェクトの調整をするこ
とができます。以下に、再生を停止しない操作の例を示します。

エフェクトのキーフレームの適用
インターフェイス項目
タイムライン項目
メタデータエントリ
オーディオパラメーター
タイトルの作成
タイムラインのズームインとズームアウト
アプリケーションからの切り替え

Todd Kopriva による videobrain の2このビデオでは、調整レイヤーにエフェクトをすばやく適用し、シーケン
スが再生を続行する間にエフェクトのプロパティを変更する方法を紹介しています。

プリロールとポストロールのあるシーケンスまたはクリップの再生

プリロールとポストロールのあるクリップまたはシーケンスをプレビューできます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

プログラムモニターでプレビューするには、「シーケンス」タブをクリックしてシー
ケンスをアクティブにします。
ソースモニターでプレビューするには、ソースパネルまたはタイムラインでクリップ
をダブルクリックします。

2. Shift + スペースバーを押します。

再生のジョグまたはシャトル
次のいずれかの操作を行います。
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シャトルを左にドラッグして逆方向に再生したり、右にドラッグして順方向に再生し
ます。シャトルを中心から離れた位置にドラッグするほど再生速度が速くなります。
シャトルを放すと、シャトルは中央に戻り、再生が停止します。
ジョグを左または右にドラッグします。ジョグを端までドラッグしてもクリップまた
はシーケンスの最後に到達していない場合は、同じ位置から続けてドラッグできま
す。

シャトルコントロールとジョグコントロール

ソースモニターとプログラムモニター内での別フレームへの移動
次のいずれかの操作を行います。

次のフレームに進むには、次のフレームボタン  をクリックするか、K キーを押し
たまま L キーを押すか、右向き矢印キーを押します。
5 つ先のフレームに進むには、Shift キーを押しながら次のフレームボタン  をク
リックするか、Shift キーを押しながら右向き矢印キーを押します。
1 つ前のフレームに戻るには、前のフレームボタン  をクリックするか、K キーを
押したまま J キーを押すか、左向き矢印キーを押します。
5 つ前のフレームに戻るには、Shift キーを押しながら前のフレームボタン  をク
リックするか、Shift キーを押しながら左向き矢印キーを押します。
次のマーカーにジャンプするには、ソースモニターで次のマーカーへ移動ボタン  を
クリックします。
前のマーカーにジャンプするには、ソースモニターで前のマーカーへ移動ボタン 
をクリックします。
クリップのインポイントにジャンプするには、ソースモニターを選択して、インへ移
動ボタン  をクリックします。
クリップのアウトポイントにジャンプするには、ソースモニターを選択して、アウト
へ移動ボタン  をクリックします。
ソースモニターまたはプログラムモニターの上にマウスポインタを置きます。マウス
ホイールをまわすとフレームごとに前後に動かせます。
フレームを表示するモニターの現在の時間をクリックし、新しい時間を入力します。
コロンやセミコロンを入力する必要はありません。100 未満の値は、フレーム数とみ
なされます。

シーケンスのターゲットトラック（オーディオトラックまたはビデオトラック）の前
の編集ポイントにジャンプするには、プログラムモニターで「前の編集ポイントへ移
動」ボタン  をクリックするか、タイムラインパネルまたはプログラムモニターがア
クティブになっている状態で上向き矢印キーを押します。Shift 補助キーを追加してす
べてのトラックの前の編集ポイントにジャンプします。

シーケンスのターゲットトラック（オーディオトラックまたはビデオトラック）の次
の編集ポイントにジャンプするには、プログラムモニターで「次の編集ポイントへ移
動」ボタン  をクリックするか、タイムラインパネルまたはプログラムモニターがア
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注意：

クティブになっている状態で下向き矢印キーを押します。Shift 補助キーを追加してす
べてのトラックの前の編集ポイントにジャンプします。
シーケンスの先頭にジャンプするには、プログラムモニターまたはタイムラインを選
択して Home キーを押すか、プログラムモニターのインポイントへ移動ボタン  を
クリックします。
シーケンスの最後にジャンプするには、プログラムモニターまたはタイムラインを選
択して End キーを押すか、プログラムモニターのアウトへ移動ボタン  をクリック
します。

J、K、L キーを使用したビデオのシャトル

J、K、L キーを使用すると、シーケンス内のフレーム間をすばやく正確に移動できます。キーを使用してアイ
コンをシャトルすることもできます。J キーは常に再生ヘッドを後方へ移動し、L キーは常に再生ヘッドを前
方へ移動します。K キーは、補助キーおよび再生停止キーとして機能します。通常の速度で後方へ移動するに
は J キーを押し続け、後方へゆっくりと移動するには J キーと K キーを押し続けます。また、1 フレームず
つ後方へ移動するには、 K キーを押しながら J キーを押します。K キーと L キーの組み合わせは、前方への
移動でも同様に機能します。J、K、L キーを使用した再生について詳しくは、Creative Cow Web サイトの
Richard Harrington によるこのビデオを参照してください。
J、K、L キーでの制御を微調整する必要がある場合（特に、音質を向上する場合）は、次を実行します。

K と L キーを使用して前方へシャトルした後、Shift キーを押しながら L キーを押すと、
再生速度が少し速くなります。再度 Shift キーを押しながら L キーを押すと、再生速度が
さらに速くなります。
J と K キーを使用して後方へシャトルした後、Shift キーを押しながら J キーを押すと、
逆方向の再生速度が少し速くなります。再度 Shift キーを押しながら J キーを押すと、逆
方向の再生速度がさらに速くなります。
Shift キーと L キーおよび Shift キーと J キーは、最大で 5 回まで押して、再生速度を微調
整できます。

再生速度が速すぎる場合は、反対のキーボードショートカットを押して、再生速度を遅くします。例え
ば、順方向の再生速度が速すぎる場合は、Shift キーを押しながら J キーを押して、再生速度を 1 段階落と
します。

フレームとそのソースの一致

タイムラインパネルで編集しているときに、シーケンスクリップ内の任意のフレームのソースフレームを検索
して、ソースモニターに表示させることができます。また、ネストされたシーケンス内の任意のフレームの
ソースフレームを検索してソースモニターに表示し、ソースシーケンス内の該当する場所にジャンプすること
もできます。

1. シーケンスクリップがあるトラックヘッダーをクリックして、トラックをターゲット指定
します。

複数のトラックをターゲット指定している場合は、最も上にあるターゲットトラックのフ
レームを一致させます。

2. タイムラインパネルで、クリップ内の目的のフレーム上に再生ヘッドを配置します。

シーケンスクリップ内のフレームのソースクリップが既にソースモニターで開か
れている場合、またはソースメニューにリストされている場合、クリップ中の最後に表示
したフレームが表示されます。このような場合にフレームを一致させるには、「マッチフ
レーム」または「ネスト化したシーケンスを表示」のキーボードショートカットを入力す
る前に、ソースモニターでクリップを閉じておく必要があります。
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3. 次のいずれかの操作を行います。

F キーを押します。
シーケンス／マッチフレームを選択します。
ネスト化されたシーケンス内のクリップの場合は、「ネスト化したシーケンスを表
示」のキーボードショートカットを入力します（初期設定は Ctrl + Shift +
T（Windows）または Shift + T（Mac OS））。

以下も参照してください
プリロールおよびポストロールのデュレーションの指定
タイムラインパネル
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波形モニターとベクトルスコープ
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すべてのスコープ

ベクトルスコープ

2015 年 6 月リリースの Premiere Pro CC より、ベクトルスコープと波形モニターが新しい Lumetri のス
コープに置き換えられました。詳しくは、Lumetri のスコープを参照してください。

スコープの表示
ベクトルスコープ
YC 波形
YCbCr パレード
RGB パレード

Premiere Pro には、ベクトルスコープと波形モニター（YC 波形、YCbCr パレードおよび RGB パレード）が
備わっています。これらは、放送規定に適合したビデオプログラムを出力するのに役立つだけではなく、カ
ラー補正などを感覚的に調整する場合にも役立ちます。
ビデオの制作会社やプロダクションでは、必ずと言っていいほど波形モニターとベクトルスコープを使用し
て、高い精度でビデオのレベル確認が行われています。特に色と明度は、重要な基準となっています。
ベクトルスコープは、色相と彩度を含むビデオ信号のクロミナンス（色構成要素）を測定します。ベクトルス
コープには、ビデオの色情報が円形のチャートで表示されます。
従来の波形モニターは、ビデオ信号の明度（ルミナンス構成要素）を測定するのに便利です。Premiere Pro で
は、波形モニターでクロミナンス情報も表示できます。波形モニターには、ルミナンスとクロミナンスの情報
がグラフのように表示されます。グラフの横軸は、左から右に向かうビデオ画像に対応します。縦軸では、ル
ミナンスレベルを波形で示します。また、オプションでクロミナンスレベルも示されます。

スコープの表示

ベクトルスコープ、YC 波形、YCbCr パレードおよび RGB パレードスコープを個別に表示することも、リ
ファレンスモニター、プログラムモニターまたはソースモニターでまとめて表示することもできます。

1. マスタークリップとシーケンスクリップのどちらに対するスコープを表示するかに応じ
て、次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネル内のクリップをダブルクリックします。
タイムラインパネルで、目的のシーケンス内に再生ヘッドを配置します。

2. （オプション）タイムラインパネル内のクリップを選択した場合は、ウィンドウメニュー
から「リファレンスモニター」を選択します。

3. リファレンスモニター、プログラムモニターまたはソースモニターのメニューから、次の
いずれかを選択します。

ベクトルスコープ、YC 波形、YCbCr パレードおよび RGB パレード
スコープが 1 つのモニターに表示されます。

ビデオ内のクロミナンスを参照するためのベクトルスコープが表示さ
れます。
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YC 波形

YCbCr パレード

RGB パレード

ベクトルスコープ／YC 波形／YCbCr パレード

ベクトルスコープ／YC 波形／RGB パレード

ページの先頭へ

照度

75%

ルミナンスとクロミナンス情報を参照するための波形モニターが表示されま
す。

ルミナンス（Y）と色成分（Cb と Cr）の差異情報を含むスコープが表
示されます。

ビデオ内の赤、緑および青の構成要素を示すスコープが表示されます。

ベクトルスコープ、YC 波形、YCbCr パ
レードスコープが 1 つのモニターに表示されます。

ベクトルスコープ、YC 波形、RGB パレー
ドスコープが 1 つのモニターに表示されます。

ベクトルスコープ

ベクトルスコープには、カラーホイールに似た円形のチャートが表示され、ビデオのクロミナンス情報が示さ
れます。彩度は、チャートの中央から外に向かって表示されます。彩度の高い鮮やかな色の場合は、チャート
の中央から離れたパターンになり、モノクロ画像の場合は、チャートの中央に点が表示されます。画像の特定
の色（色相）により、方向（パターンの角度）が決まります。小さなターゲットボックスは、 彩度が 100 ％
のマゼンタ、ブルー、シアン、グリーン、イエローおよびレッド（カラーバーのテストパターンで表示）が表
示される場所を示します。NTSC ビデオでは、クロミナンスレベルがこれらのターゲット領域を超えないよう
にしてください。

ベクトルスコープ

A. ターゲットボックス B. 画像のプロファイル 

ベクトルスコープには、次のコントロールがあります。

パターン表示の明度を調整します。ビデオ出力信号は変更されません。

初期設定の位置です。Premiere Pro と同様に標準の 75 ％明度バーが使用されているビデオ入力の確認
に使用します。
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照度

設定（7.5 IRE）

クロマ

ページの先頭へ

ビデオ信号クロミナンスの全範囲を表示します。100% 明度バーが使用されているビデオ入力に使用し
ます。

YC 波形

YC 波形には、ビデオクリップ内の信号の強さがグラフで表現されます。グラフの横軸はビデオ画像（左から
右へ）に対応しており、縦軸は信号の強さを表す IRE（Institute of Radio Engineers）という単位で示されま
す。
YC 波形では、緑の波形でルミナンスの情報が示されます。明るいオブジェクトでは波形（明るい緑色の領
域）は上向きになり、暗いオブジェクトでは下向きになります。米国の NTSC ビデオ規格では、ルミナンス
レベルは 7.5 ～ 100 IRE に制限されています（「標準放映規定」とも呼ばれます）。日本の NTSC ビデオ規
格では、ルミナンスレベルは 0 ～ 100 IRE に設定されています。通常、ルミナンスとクロマは同等の値にな
り、7.5 ～ 100 IRE の範囲で均等に分布されます。
また、YC 波形では、青い波形でクロミナンス情報を表現します。クロミナンス情報は、ルミナンスの波形の
上に重なって表示されます。
YC 波形でルミナンス情報とクロミナンス情報の両方を表示するか、ルミナンス情報だけを表示するかを指定
できます。

YC 波形（クロマコントロールが有効）

A. IRE 単位 B. 信号の構成要素の範囲 

YC 波形には、次のコントロールがあります。

波形表示の明度を調整します。ビデオ出力信号は変更されません。

アナログビデオの最終的な出力信号に近い波形を表示します。このオプションを選択解除す
ると、デジタルビデオ情報が表示されます。

ルミナンス情報に加えて、クロミナンス情報も表示します。このオプションを選択解除すると、ルミ
ナンス情報だけが表示されます。

YCbCr パレード
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YCbCr パレードスコープには、ルミナンスのレベルとビデオ信号内の色成分の差異チャンネルを表す波形が
表示されます。1 つのグラフ内に複数の波形が並んで表示されます。
照度コントロールでは、波形の明度を調整します。ビデオ出力信号は変更されません。

Cb と Cr は、デジタルビデオ信号内の色成分の差異チャンネルです。Cb は青からルミナンスを引い
た値、Cr は赤からルミナンスを引いた値です。Y はルミナンスを表しています。

YCbCr パレードスコープ

A. 値 B. Y（ルミナンス）波形 C. Cb 波形 D. Cr 波形 E. 信号の構成要素の範囲 

RGB パレード

RGB パレードスコープには、クリップ内の赤、緑および青チャンネルのレベルを示す波形が表示されます。1
つのグラフ内に複数の波形がパレード（行進）のように並んで表示されます。このスコープは、クリップ内で
色の構成要素がどのように分布しているのかを確認する場合に便利です。各カラーチャンネルのレベルは、0 ～
100 のスケールを使用して相対的に測定されます。
照度コントロールでは、波形の明度を調整します。ビデオ出力信号は変更されません。

RGB パレードスコープ

A. 値 B. R 波形 C. G 波形 D. B 波形 E. 信号の構成要素の範囲 

以下も参照してください。
Vectorscope on Premiere Pro Wikia
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カラー補正エフェクト
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編集
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プロジェクトパネルまたはソースモニターから、タイムラインパ
ネルまたはプログラムモニターにクリップをドラッグします。
ソースモニターのインサートボタンまたは上書きボタンを使用し
て、クリップをタイムラインパネルに追加します。または、これ
らのボタンに関連付けられたキーボードショートカットを使用し
ます。
プロジェクトパネルからシーケンスを自動的に構成します。
クリップをプロジェクトパネル、ソースパネル、メディアブラウ
ザーからプログラムモニターにドラッグします。

 ビデオ：クリップのシーケンス
への追加
ビン内でのクリップの並べ替えや
選択、シーケンスの自動作成な
ど、タイムラインへのクリップの
配置に関する基本について学習し
ます。（10 分間）
 

クリップをシーケンスに追加する
シーケンスの表示
ターゲットトラック
シーケンスへのビデオおよびオーディオのドラッグ
シーケンスへのビデオまたはオーディオのみのドラッグ
クリップ追加時のトラックの追加
シーケンスへのクリップの挿入
シーケンスへのクリップの上書き
プログラムパネルへのクリップのドラッグによるインサートまたは上書き
3 ポイント編集および 4 ポイント編集
シーケンスへのクリップの自動追加
シーケンスへのさまざまな種類のクリップの追加
タイムラインでのクリップの置き換え
クリップのソースフッテージを置き換え
シーケンスのインポイントとアウトポイントの設定または消去
シーケンス開始時間の設定

クリップをシーケンスに追加する

クリップは、次の方法でシーケンスに追加することができます。

上書き編集では、クリップを追加すると、追加先にあるシーケンス内の既存のフレームが、編集ポイントから
そのクリップの長さ分だけ置き換えられます。上書き編集は、クリップをシーケンスにドラッグしたとき、ま
たはシーケンス内でクリップを並べ替えているときの編集モードの初期設定です。

インサート編集では、シーケンスにクリップを追加すると、追加した位置より後ろにあるクリップが新しく挿
入したクリップの分だけ後ろに移動します。インサート編集モードに切り替えるには、Ctrl キー（Windows）
または Command キー（Mac OS）を押しながらクリップをドラッグします。

1 つまたは複数のトラックをロックすると、インサート編集ではロックされていないすべてのトラックの
クリップを移動します。インサート編集でトラックのクリップが移動しないようにするには、トラックを
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ロックします。または、移動する各トラックのヘッダーの同期ロックボタンをクリックします。

シーケンスの表示
プロジェクトパネルで、シーケンスをダブルクリックします。

シーケンスがタイムラインパネルに表示されます。

ターゲットトラック

シーケンスには、複数のビデオトラックとオーディオトラックを含めることができます。シーケンスにクリッ
プを追加する場合、編集する 1 つまたは複数のトラックを割り当てることが重要です。オーディオおよびビデ
オについても、1 つまたは複数のトラックをターゲットにできます。トラックの指定方法は、使用する編集方
法（ソースモニターから編集する、タイムラインにドラッグする、コピー＆ペーストする）によって異なりま
す。

挿入または上書き編集を行う前に、ソースモニターに読み込まれたクリップのトラックを
シーケンスの 1 つまたは複数のトラックにマップするには、各ソースクリップのトラック
を示すソーストラックインジケーターを 1 つまたは複数の選択されたシーケンスのトラッ
クにドラッグします。オーディオのソーストラックインジケーターは、ソースクリップの
チャンネル設定に一致するオーディオトラックにだけ配置できます。例えば、ステレオク
リップのオーディオトラックインジケーターは、シーケンス内のステレオトラックにのみ
配置できます。ターゲットトラックを指定したら、「挿入」または「上書き」ボタンを押
して（または、ショートカットを使用して）、クリップを編集します。
ドラッグすると挿入または上書き編集になる場合、クリップをシーケンスにドラッグし、
トラックにドロップすると、ターゲットトラックが自動的に指定されます。先にトラック
を指定する必要はありません。デフォルトでは、ドラッグ編集は上書き編集です。クリッ
プの挿入編集を実行する場合は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながらドラッグします。編集を行うと、影響を受けたトラックに三角マーク
が表示されます。
貼り付け（またはキーボードショートカット）でクリップをシーケンスに追加する場合
は、先にターゲットトラックを指定する必要があります。複数のビデオトラックまたは
オーディオトラックを一度にターゲットに指定できます。また、1 つのビデオトラックま
たはオーディオトラックのみをターゲットにすることも可能です。タイムラインパネル
で、ターゲットトラックとして指定するトラックのトラックヘッダー領域をクリックしま
す。ターゲットトラックのヘッダー領域は、ハイライト表示されます。

トラックターゲット指定コマンドの一部には、キーボードショートカットを割り当てることもできます。

クリップを上書きする場合は、どちらの追加方法（クリップをドラッグ、またはソースモニターの上書きボタ
ン）でもターゲットトラック内のクリップだけが影響を受けます。
クリップを挿入する場合は、クリップがターゲットトラックに挿入され、ソースクリップが位置するロックさ
れていないほかのトラック内のクリップも、挿入したクリップの分だけ後ろに移動されます。別のトラックで
同期ロックボタンを有効にして、トラックを移動するよう指定することもできます。

他のトラック内のクリップを移動せずにクリップを挿入するには、Ctrl + Alt キー（Windows）または
Command + Option キー（Mac OS）を押しながらクリップをトラックへドラッグします。

ビデオクリップは任意のビデオトラックにドラッグできますが、オーディオクリップは互換性のあるオーディ
オトラックにしか追加できません。オーディオクリップは、マスターオーディオトラックやサブミックスト
ラックには追加できません。チャンネルの種類（モノラル、ステレオ、5.1）が同じで互換性のあるオーディ
オトラックにだけ配置することができます（シーケンス内のオーディオトラックを参照してください）。
ビデオとオーディオがリンクされているクリップは、ビデオまたはオーディオのいずれかのトラックにドラッ
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グできますが、ビデオとオーディオの各コンポーネントは、対応する適切なトラックに別個に表示されます。

現在どのトラックがターゲットトラックになっているかに関係なく、クリップは、ロック解除されて
いて、互換性のある任意のトラックにドラッグできます。ロックされているトラックをターゲットトラックに
することはできません。ターゲットトラックをロックすると、そのトラックはターゲットトラックではなくな
ります。

シーケンスへのビデオおよびオーディオのドラッグ

初期設定では、リンククリップのビデオとオーディオのコンポーネントをシーケンスにドロップすると、ク
リップのオーディオチャンネルのタイプがターゲットトラックと互換性があれば、対応するトラック（例え
ば、Video 1 と Audio 1）に表示されます。クリップのオーディオチャンネルの種類がターゲットトラックと
互換性がない場合は、リンクされているオーディオクリップは互換性のある次のトラックに移動するか、互換
性のあるトラックが自動的に作成されます。

オーディオクリップを互換性のないトラックにドラッグした場合、そのクリップは互換性のある次の
トラックに自動的に移動されます。そのトラックに別のオーディオクリップが入っていても、この移動は実行
されます。このため、既にシーケンスに入っているクリップに影響を与えないよう、オーディオクリップの種
類とトラックの互換性には注意してください。

ただし、Shift キーを押しながらドラッグすると、この動作を変更できます。

アセットと互換性のあるトラックの作成方法について詳しくは、トラックの操作およびカスタムシー
ケンスプリセットの作成を参照してください。

プログラムモニターは、クリップをシーケンスのどこに追加するかを決定するときに役立ちます。上書き編集
時には、新しいクリップの最初と最後に隣接するシーケンス内のフレームがここに表示されます。インサート
編集時には、挿入ポイントに隣接するフレームがここに表示されます。

1. （オプション）ソースモニターでクリップを開き、インポイントとアウトポイントを指定
します（インポイントとアウトポイントの操作を参照してください）。

インポイントとアウトポイントを設定しない場合は、プロジェクトパネルのビンまた
はプレビューサムネールからクリップを直接ドラッグできます。

2. クリップをドラッグしたときにクリップの端（クリップのインポイントとアウトポイン
ト）を揃えるには、タイムラインパネルでスナップボタン  がアクティブになっている
ことを確認します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

クリップのビデオおよびオーディオ部分を特定のトラックにドラッグするには、ク
リップをソースモニターまたはプロジェクトパネルからタイムラインにドラッグしま
す。クリップのビデオ部分を目的のビデオトラックの上に配置する場合は、Shift キー
を押したままにします。引き続き Shift キーを押したまま、ビデオとオーディオト
ラックを分けるバーを通り越して下方向にドラッグします。クリップのオーディオ部
分を目的のオーディオトラックの上に配置する場合は、マウスと Shift キーを放しま
す。
クリップのビデオ部分を Video 1 トラックに、オーディオ部分を任意のオーディオト
ラックにドラッグするには、ソースモニターまたはプロジェクトパネルから、ビデオ
トラックとオーディオトラックを分けるラインを超えてクリップをドラッグします。
オーディオ部分を配置するオーディオトラック上でクリップをドロップします。ク
リップのビデオ部分は Video 1 トラックに残り、オーディオ部分は目的のオーディオ
トラックに配置されます。
上書き編集を行うには、クリップをソースモニターまたはプロジェクトパネルからタ
イムラインパネルにドラッグします。この場合、タイムラインの適切なトラック上の
クリップの開始時間位置にドラッグします。追加先がハイライト表示され、ポイン
ターが上書きアイコンに変わります 。
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インサート編集を行うには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながら、クリップをソースモニターまたはプロジェクトパネルからタイ
ムラインパネルにドラッグします。この場合、タイムラインパネルの適切なトラック
上のクリップの開始時間位置にドラッグします。追加先がハイライト表示され、ポイ
ンターがインサートアイコンに変わります 。すべてのトラックの挿入点に矢印が
表示されます。
インサート編集でターゲットトラックの後続クリップだけを動かすには、Ctrl + Alt
キー（Windows）または Command + Option キー（Mac OS）を押しながら、クリッ
プをソースモニターまたはプロジェクトパネルからタイムラインパネルにドラッグし
ます。この場合、タイムラインパネルの適切なトラック上のクリップの開始時間位置
にドラッグします。追加先がハイライト表示され、ポインターがインサートアイコン

に変わります 。クリップを追加するトラックの挿入点だけに矢印が表示されま
す。
（欧米語のキーボードのみ）クリップをタイムラインパネル上にドロップする際にク
リップにズームインするには、クリップをドラッグして =（等号）キーを押してズー
ム率を大きくします。また、ズームアウトするには、-（マイナス）キーを押してズー
ム率を小さくします。テンキーは使用しないでください。

クリップがタイムラインパネルに配置され、タイムラインパネルがアクティブになると、
シーケンスに追加したばかりのクリップの再生が簡単にできます。

プログラムモニターへ、クリップを Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押し
ながらドラッグしたり、キーを押さずにドラッグしたりして、上書きまたはインサートすることができます。
このとき、目的のトラックがタイムラインパネルでターゲットとして選択されていて、再生ヘッドがシーケン
ス内のクリップを追加する位置にあることを確認してください。インサート編集でトラック内のクリップが移
動しないようにするには、トラックの同期ロックをオフにするか、トラックをロックします。

シーケンスへのビデオまたはオーディオのみのドラッグ

クリップのビデオトラック、オーディオトラックまたは両方のタイプのトラックをシーケンスに追加できま
す。プロジェクトパネルまたはソースモニターのメイン表示領域からクリップをドラッグすると、両方のタイ
プのトラックが自動的に追加されます。いずれかのタイプのトラックだけを追加するには、ソースモニターか
ら追加します。

1. プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルでクリップをダブルクリックして、ソース
モニターでクリップを開きます。

2. ソースモニターで、次のいずれかの操作を行います。

クリップのオーディオおよびビデオトラックをすべてドラッグするには、メイン表示
領域の内部からドラッグします。
クリップのビデオトラックのみをドラッグするには、ビデオのみドラッグアイコン 
からドラッグします。
オーディオトラックのみをドラッグするには、まずタイムラインパネルで、クリップ
のオーディオトラックを受け取るトラックをターゲットにします。次に、使用する
オーディオトラックをターゲットオーディオトラックにマップします。次に、オー
ディオのみドラッグアイコンからドラッグします 。

ビデオのみドラッグおよびオーディオのみドラッグは、ボタンではありません。
これらはアイコンであり、クリックすると、それに応じたドラッグ操作を開始できます。

クリップ追加時のトラックの追加
プロジェクトパネルまたはソースモニターから、クリップを一番上のビデオトラックの上
（ビデオクリップまたはリンククリップの場合）または一番下のオーディオトラックの下
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（オーディオクリップまたはリンククリップの場合）の何も表示されていない部分にド
ラッグします。ソースクリップのコンテンツに従って、オーディオトラック、ビデオト
ラックまたはその両方が追加されます。

シーケンス内にある適切なメディアタイプのトラック（例えば、ステレオソース
クリップ用のステレオオーディオトラック）がすべてロックされている場合、追加するク
リップ用のトラックが自動的に作成されます。

シーケンスへのクリップの挿入
1. プロジェクトパネルまたはシーケンスでクリップをダブルクリックして、ソースモニター
でクリップを開きます。

2. クリップを挿入するシーケンス内の位置に再生ヘッドを配置します。

3. タイムラインパネルで、ソースクリップのコンポーネントを挿入するトラックのヘッダー
をクリックして、トラックをターゲット指定します。

4. ソースクリップのコンポーネントを挿入するトラックのヘッダーにソースクリップのト
ラックインジケーターをドラッグします。

5. 挿入の結果として移動されるトラックのヘッダーで、同期ロックボックスをクリックしま
す。

ターゲット指定されたトラックまたは同期ロックが有効化されたトラックは、挿
入によって影響を受けます。影響を受けないのは同期ロックが無効な非ターゲットトラッ
クだけです。トラックにソーストラックインジケーターがない場合、またはトラックが
ターゲットになっていないが同期ロックが有効な場合は、ソースクリップのデュレーショ
ンの時間インジケーターの位置にあるトラックに空のトラック背景が挿入されます。

6. ソースモニターで、インサートボタン  をクリックします。

クリップのオーディオおよびビデオコンポーネントは、再生ヘッドの位置で選択したトラックに挿入されま
す。同期ロックが有効になっているトラック上の挿入位置の右側のクリップは、挿入されたクリップの長さ
分、右に移動します。

シーケンスへのクリップの上書き
1. プロジェクトパネルまたはシーケンスでクリップをダブルクリックして、ソースモニター
でクリップを開きます。

2. クリップを上書きするシーケンス内の位置に再生ヘッドを配置します。

3. ソースクリップのコンポーネントを上書きするトラックのヘッダーをクリックして、ト
ラックをターゲット指定します。

4. ソースクリップのコンポーネントを上書きするトラックのヘッダーにソースクリップのト
ラックインジケーターをドラッグします。

上書き編集で、ターゲットトラックにソーストラックインジケーターがない場合
は、ソースクリップのデュレーションに合わせて空のトラック背景が挿入され、その場所
にあった以前のコンテンツは削除されます。

5. ソースモニターで、上書きボタン  をクリックします。

クリップのオーディオおよびビデオコンポーネントは、再生ヘッドの位置で選択したトラックにオーバーレイ
されます。
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プログラムパネルへのクリップのドラッグによるインサートまたは上書
き

プロジェクトパネル、ソースパネル、メディアブラウザーでクリップを選択してプログラムモニターにドラッ
グできます。この操作により、オーバーレイがモニターに表示され、上書きとインサート編集が視覚的に描画
されます。別の編集方法に切り替えることができる補助キーについてのツールヒントが表示されます。クリッ
プをプログラムパネルにドラッグしてインサート編集または上書き編集を行うには、次の操作を行います。

ドラッグ＆ドロップで上書き編集を行う（補助キーなしの初期設定のドラッグ操作）。
ドラッグ＆ドロップでインサート編集を行う（Command／Ctrl 補助キーを押しながら操
作）。

クリップは、プロジェクトパネルまたはメディアブラウザーからプログラムパネルにドラッグできます。この
ようにドラッグできるクリップには、AV、ビデオのみまたはオーディオのみのクリップがあります。
クリップをプロジェクトパネルやメディアブラウザーからプログラムモニターのビデオ表示領域にドラッグす
るときに、補助キーを押さずにドラッグすると、初期設定で上書きオーバーレイが表示されます。クリップの
サムネール画像の下にはツールヒントが表示されます。そのままドロップすると（マウスボタンを放すと）、
上書き編集が実行され、Command／Ctrl キーを押しながらドロップすると、インサート編集が実行されま
す。
プログラムモニターにドラッグされた複数のクリップには、複数のクリップがスタックされていることを示す
アイコンは表示されません。複数のクリップがスタックされていることを示すアイコンは、ドラッグされてい
るクリップ数が正確に反映されているわけではありません。
補助キーを押しながら操作すると、オーバーレイが更新され、インサート編集オーバーレイが表示されます。
ドラッグ＆ドロップ操作の途中で、上書きモードとインサートモードを交互に切り替えることができます。補
助キーを押し続けると、オーバーレイの表示が更新されます。

3 ポイント編集および 4 ポイント編集

ソースモニターとプログラムモニターには、従来のビデオ編集の標準的なテクニックである 3 ポイント編集と
4 ポイント編集を行うためのコントロールがあります。
3 ポイント編集では、2 つのインポイントと 1 つのアウトポイント、または 2 つのアウトポイントと 1 つのイ
ンポイントを指定します。4 つ目のポイントを指定する必要はありません。4 つ目のポイントは、ほかの 3 つ
のポイントによって推定されます。例えば、一般的な 3 ポイント編集で、ソースクリップの開始フレームと終
了フレーム（ソースのインポイントとアウトポイント）と、シーケンスでクリップが開始される位置（シーケ
ンスのインポイント）を指定します。この場合、シーケンスでクリップが終了する位置（未指定のシーケンス
のアウトポイント）は、自動的に判断されます。3 つのポイントは任意に指定して編集を実行できます。例え
ば、クリップの開始点よりも終了点の方が重要である場合、ソースのインポイントとアウトポイント、および
シーケンスのアウトポイントを 3 つのポイントとして指定します。それに対して、シーケンスの特定の場所で
クリップが開始および終了する必要がある場合（例えば、ナレーションに完全に一致させる場合など）は、
シーケンス内に 2 つのポイントを設定して、ソースに 1 つのポイントを指定します。
4 ポイント編集では、ソースおよびシーケンスの両方にインポイントとアウトポイントを設定します。4 ポイ
ント編集は、ソースクリップとシーケンスで、開始フレームと終了フレームの両方が重要な場合に便利です。
設定したソースとシーケンスのデュレーションが異なる場合、警告メッセージが表示され、新しいポイントの
設定を求めるメッセージが表示されます。

3 ポイント編集
1. プロジェクトパネルで、ソースモニターに表示するクリップをダブルクリックします。

2. タイムラインパネルでクリップを追加するトラックのヘッダーをクリックして、トラック
をターゲット指定します。
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クリップの最後をトリミング

シーケンスのインポイントを無視
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3. タイムラインで、クリップコンポーネントを挿入するトラックのヘッダーにソーストラッ
クインジケーターをドラッグします。

4. ソースモニターとプログラムモニターで、合計 3 つのインポイントとアウトポイントを
任意の組み合せで指定します。

5. ソースモニターで、次のいずれかの操作を行います。

インサート編集を行うには、インサートボタン  をクリックします。
上書き編集を行うには、上書きボタン  をクリックします。

4 ポイント編集
1. プロジェクトパネルで、ソースモニターに表示するクリップをダブルクリックします。

2. タイムラインパネルでクリップを追加するトラックのヘッダーをクリックして、トラック
をターゲット指定します。

3. タイムラインで、クリップコンポーネントを挿入するトラックのヘッダーにソーストラッ
クインジケーターをドラッグします。

4. ソースモニターで、ソースクリップのインポイントとアウトポイントを指定します。

5. プログラムモニターで、シーケンスのインポイントとアウトポイントを指定します。

6. ソースモニターで、次のいずれかの操作を行います。

インサート編集を行うには、インサートボタン  をクリックします。
インサート編集でターゲットトラックの後続クリップだけを動かすには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらインサートボタン  をク
リックします。
上書き編集を行うには、上書きボタン  をクリックします。

7. 設定したソースとプログラムのデュレーションが異なる場合は、次のいずれかのオプショ
ンを選択します。

クリップの速度を変更して、ソースクリップのデュ
レーションが、シーケンスのインポイントとアウトポイントによって決定されているデュ
レーションと同じになるようにします。ソースクリップのインポイントとアウトポイント
はそのまま維持されます。

ソースクリップのインポイントを自動的に変更して、ソー
スクリップのデュレーションが、シーケンスのインポイントとアウトポイントによって決
定されているデュレーションと同じになるようにします。

ソースクリップのアウトポイントを自動的に変更して、
ソースクリップのデュレーションが、シーケンスのインポイントとアウトポイントによっ
て決定されているデュレーションと同じになるようにします。

設定したシーケンスのインポイントを無視して、3 ポ
イント編集を行います。

設定したシーケンスのアウトポイントを無視し
て、3 ポイント編集を行います。

シーケンスへのクリップの自動追加
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並び

配置

置き換え方法

注意：

クリップオーバーラップ

デフォルトのオーディオトランジションを適用

デフォルトのビデオトランジションを適用

シーケンスへオート編集機能を使用すると、編集前のクリップを追加されたクリップには、初期設定のビデオ
とオーディオトランジションを含めることができます。

1. 各クリップのインポイントとアウトポイントをそれぞれ設定します。

2. プロジェクトパネルにクリップを配置します。クリップは、選択した順でシーケンスに追
加することも、アイコン表示のビンに配置されている順で追加することもできます。ま
た、ネストされているビン内のシーケンスやクリップを追加することもできます。

プロジェクトパネルをアイコンビューに設定して、ビン内のクリップをストーリー
ボード形式で配置できます（プロジェクトパネルの表示形式の変更を参照してくださ
い）。

3. プロジェクトパネルでクリップを選択します。Ctrl キー（Windows）または Command
キー（Mac OS）を押しながら、目的の順序でクリップを選択するか、または複数のク
リップを囲むようにドラッグして選択します。

4. プロジェクトパネルで、シーケンスへオート編集ボタン  をクリックします。

5. シーケンスへオート編集ダイアログボックスで、次のオプションを設定して「OK」をク
リックします。

クリップがシーケンスに追加されるときの、クリップの並べ方を指定します。「配
置順」を選択すると、プロジェクトパネルに表示されている順序（リスト表示の場合は上
から下に向かって、アイコン表示の場合は左から右、上から下に向かって）でクリップが
追加されます。「選択順」を選択すると、クリップはプロジェクトパネルで選択した順序
に従って追加されます。

シーケンスにクリップをどのように配置するかを指定します。「現在の配置順」を
選択すると、クリップはそのまま順番に配置されます。「番号なしマーカー」を選択する
と、クリップは番号なしのシーケンスマーカーの位置に配置されます。また、トランジ
ションのオプションが指定できなくなります。

実行する編集の種類を指定します。シーケンスの現在の位置にクリップを
インサートする場合は、「インサート編集」を選択します。インサート編集を実行する
と、新しいクリップが入った分だけ既存のクリップが先方向に移動します。上書き編集を
行う場合は「Overwrite Edit（上書き編集）」を選択します。上書き編集を実行すると、
シーケンスの現在の開始時間にある既存のクリップが新しいクリップに置き換えられま
す。

「シーケンスへオート編集」コマンドは、ターゲットトラックを無視し、常に使
用可能な最下位のビデオトラックおよびオーディオトラックを使用します。例え
ば、Video 1 とAudio 1 がロックされている場合、Video 2 と Audio 2 または適切なチャ
ンネルタイプの最下位のオーディオトラックが自動的に使用されます。

「デフォルトのオーディオトランジションを適用」または 「デ
フォルトのビデオトランジションを適用」を選択した場合に、クリップ間のトランジショ
ンの長さをどの程度調整するかを指定します。例えば、30 フレームと指定すると、ク
リップのインポイントとアウトポイントがそれぞれ 15 フレームずつトリミングされ、30
フレームのトランジションが追加されます。このオプションの初期設定値は、15 フレー
ムです。メニューで単位をフレームまたは秒に設定できます。

エフェクトパネルの初期設定として定義
されているオーディオトランジションを使用して、各オーディオ編集位置にオーディオク
ロスフェードが作成されます。選択したクリップ内にオーディオトラックが存在し、配置
オプションが「現在の配置順」に設定されている場合だけ選択可能になります。クリップ
オーバーラップオプションが 0 に設定されている場合には機能しません。

各編集ポイントにエフェクトパネルの初期設
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定として定義されているトランジションが作成されます。このオプションは、配置オプ
ションが「一定に配置」に設定されている場合だけ使用できます。クリップオーバーラッ
プオプションが 0 に設定されている場合には機能しません。

「シーケンスへオート編集」で選択したクリップのオーディオが無視
されます。

「シーケンスへオート編集」で選択したクリップのビデオが無視されま
す。

シーケンスへのさまざまな種類のクリップの追加

フレームレート、フレーム縦横比およびフレームサイズが異なるクリップを同じシーケンス内に混在させるこ
とができます。例えば、HD クリップを SD プロジェクト内のシーケンスにドロップすると、クリップにレ
ターボックスが適用され、SD フレームサイズに合わせて自動的に調整されます。同様に、SD クリップを HD
プロジェクトのシーケンスにドロップすると、クリップには自動的にピラーボックスが適用されます。
タイムラインで、シーケンス設定が異なる属性のクリップの上にレンダリングバーが表示されます。レンダリ
ングバーは、最終的な出力の前にクリップのレンダリングが必要になることを示しますが、必ずしもクリップ
をリアルタイムでプレビューできないことを示すものではありません。クリップの上に黄色のレンダリング
バーが表示されている場合は、レンダリングせずにリアルタイムで再生できる可能性があります。ただし、赤
色のレンダリングバーが表示されている場合は、Premiere Pro ではレンダリングせずにリアルタイムで再生す
ることはできません。
シーケンスとは異なるフレームレートのクリップは、シーケンスのフレームレートでシーケンスから再生され
ます。

タイムラインでのクリップの置き換え

タイムラインパネル内のあるクリップをソースモニターまたは任意のビンの別のクリップと置き換えることが
できます。このとき、タイムライン内のオリジナルのクリップに適用されていたエフェクトはそのまま保持さ
れます。
次のキーボード補助キーのいずれかを使用して、クリップをプロジェクトパネルまたはソースモニターからタ
イムラインパネルのクリップにドラッグします。

新しいクリップのインポイントを使用するには、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながらドラッグします。例えば、アクションを目的の位置から開始で
きるようにクリップをトリミング済みの場合は、新しいクリップのインポイントを使用し
ます。
元のクリップのインポイントを新しいクリップに適用するには、Shift + Alt キー
（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。例え
ば、新しいクリップが別のカメラを使用する元のクリップと同期して撮影された場合、元
のクリップのインポイントを新しいクリップに適用できます。この場合、元のクリップの
インポイントを適用すると、新しいクリップはアクションの同じ箇所から開始します。

タイムラインでは、クリップの位置とエフェクトはそのまま保持され、オリジナルのクリップに適用されてい
たエフェクトが置き換え後のクリップにも適用されます。

クリップを選択し、ビンまたはソースモニターで置き換え用のクリップを選択して、クリップ／クリップ
の置き換え／[置き換えの種類] を選択することで、タイムラインのクリップを置き換えることもできま
す。
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注意：

クリップのソースフッテージを置き換え

プロジェクトパネルで、クリップのソースフッテージを置き換えることができます。クリップのソースフッ
テージを置き換えると、新しいソースファイルにリンクされます。クリップおよびそのサブクリップのすべて
のインスタンスはプロジェクトパネルとタイムラインでインポイントとアウトポイントおよび適用済みエフェ
クトとともに保持されます。ただし、クリップは元のフッテージに代わって置き換え用フッテージにリンクさ
れます。例えば、プレースホルダーフッテージを最終フッテージに置き換えたり、サウンドトラック付きの
フッテージを別の言語のサウンドトラックが付いた同じフッテージに置き換えたりして、元のフッテージに
行った同じ編集をすべて保持することができます。

1. プロジェクトパネルで、新しいソースフッテージが必要なクリップを選択します。

2. クリップ／フッテージを置き換えを選択します。

3. フッテージを置き換えダイアログボックスで、置き換え用フッテージが含まれているファ
イルを参照します。

4. クリップの名前を置き換え用フッテージのファイル名に変更するには、「ファイル名に合
わせてクリップ名を変更」をオンにします。

5. 「選択」をクリックします。

編集／取り消しコマンドを使用して、フッテージを置き換えを取り消すことはできません。ただし、
クリップ／フッテージを置き換えコマンドをもう一度使用して、クリップを元のソースファイルに再リンクす
ることはできます。

シーケンスのインポイントとアウトポイントの設定または消去

シーケンスのインポイントとアウトポイントを使用して、クリップを配置したり並べ替えたりすることができ
ます。

プログラムモニターでリフト操作または抽出調査を行った場合、シーケンスのインポイントとアウト
ポイントは自動的に消去されます。

シーケンスのインポイントとアウトポイントの設定
1. タイムラインパネルでインポイントに移動して、プログラムモニターでインポイントを設
定ボタン  をクリックします。

2. タイムラインパネルでアウトポイントに移動して、アウトポイントを設定ボタン  をク
リックします。

プログラムモニターまたはタイムラインパネルでグリップ（縦線が数本表示されてい
る部分）をドラッグすることで、デュレーションを変更せずにインポイントとアウト
ポイントを一緒に移動できます。

選択範囲の前後へのシーケンスのインポイントとアウトポイントの設定
1. タイムラインパネルで、シーケンスの 1 つまたは複数のクリップ、または 1 つのスペー
スを選択します。

2. マーカー／選択項目をマークを選択します。選択範囲のインポイントとアウトポイントに
対応する場所にシーケンスのインポイントとアウトポイントが設定されます。

クリップのシーケンスのインポイントとアウトポイントに一致するシーケンスのインポイ
ントとアウトポイントを設定するには、マーカー／クリップをマークを選択します。
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このコマンドは、3 ポイント編集または 4 ポイント編集を使用しているときに、シー
ケンス内のクリップの置き換えや削除を行う場合に便利です（3 ポイント編集および
4 ポイント編集を参照してください）。

シーケンスのインポイントとアウトポイントの消去
1. プログラムモニターにシーケンスが開かれていることを確認します。

2. マーカー／シーケンスマーカーを消去を選択し、「イン」、「アウト」または「インとア
ウト」を選択します。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらインポイントを設
定ボタン  またはアウトポイントを設定ボタン  をクリックして、インポイントまた
はアウトポイントを消去することもできます。

シーケンス開始時間の設定

初期設定では、各シーケンスのタイムルーラーは 0 から始まり、新規シーケンスダイアログボックスの「一
般」タブの「表示形式」フィールドで指定したタイムコード形式に応じて時間が表示されます。 シーケンス
のタイムルーラーの開始時間は変更することができます。例えば、標準的なマスターテープと一致するよう
に、シーケンス開始時間の設定を 00;58;00;00 にすれば、通常のプログラム開始時間である 01;00;00;00 の前
に 2 分間のリーダー（カラーバー、カウントダウンマークなどに使用）を設けることができます。

タイムラインパネルのメニューから「開始時間」を選択し、開始タイムコードを入力し
て、「OK」をクリックします。（開始タイムコードには、正の値を入力する必要があり
ます）。

関連トピック
トラックの操作
カスタムシーケンスプリセットの作成
トラックの操作
インポイントとアウトポイントの操作
初期設定のトランジションの指定と適用
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シーケンスの作成と変更
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タイムラインパネル
シーケンス内の移動
トラックの操作
トラック表示の設定
シーケンスの作成
カスタムシーケンスプリセットの作成
シーケンス設定の変更
シーケンスプレビュー解像度設定の変更
ワイドスクリーンシーケンスの作成
HDV シーケンスまたは HD シーケンスの作成
非圧縮ビデオ再生でのシーケンスの作成
RED カメラのフッテージのシーケンスの作成
24p シーケンス
モバイルデバイスシーケンスの開始
複数のシーケンスの使用
シーケンスのネスト
クローズドキャプションファイルの追加

Premiere Pro では、各シーケンスの設定を指定し、クリップをトリミングし、クリップからシーケンスを構成
します。
すべての Premiere Pro プロジェクトに 1 つまたは複数のシーケンスを含めることができます。プロジェクト
内の各シーケンスには、それぞれ異なる設定を指定できます。例えば、30 fps ワイドスクリーン DV アセット
用、24 fps DV アセット用、HDV フッテージ用に最適化されたそれぞれのシーケンスを 1 つのプロジェクト
に含めることができます。
シーケンスは 1 つまたは複数のタイムラインパネルで組み立てたり並べ替えたりすることができ、クリップ、
トランジションおよびエフェクトは視覚的に表示されます。特定のシーケンスをその他のシーケンスとは別に
タイムラインのタブで開いたり、専用のタイムラインパネルで保持したりできます。
シーケンスは、タイムライン上で平行に並べられている複数のビデオトラックとオーディオトラックから構成
されています。複数のトラックを使用して、クリップをスーパーインポーズまたはミックスします。シーケン
スには、ビデオトラックとオーディオトラックがそれぞれ少なくとも 1 つ存在する必要があります。
オーディオトラックのあるシーケンスには、通常のオーディオトラックを出力してミキシングするためのマス
ターオーディオトラックが存在します。追加したオーディオトラックは、オーディオのミキシングに使用され
ます。タイムラインでは、各オーディオトラックがサポートしているオーディオチャンネルの種類を指定した
り、それらのオーディオチャンネルがどのようにマスターオーディオトラックに送られるかを指定することが
できます。サブミックストラックを作成して、ミキシング工程の操作性をさらに向上させることもできます。

タイムラインパネル

Premiere Pro を初めて起動するか、初期設定のワークスペースを開くか、プロジェクトを作成すると、画面下
部の中央のフレームにタイムラインパネルが 1 つ表示されます。タイムラインパネルでは、すべてのシーケン
スを削除することも、複数のシーケンスを追加することもできます。各シーケンスはタイムラインパネル内で
タブとして表示されます。また、複数のタイムラインパネルをそれぞれ別個のフレームに開き、各パネルに任
意の数のシーケンスを表示することもできます。
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タイムルーラー

再生ヘッド

現在の時間表示

ズームスクロールバー

タイムラインパネルメニューでアイテムを選択または選択解除することでアイテムを表示または非表示にする
ことができます。これらのアイテムには、「ルーラー上のタイムコードを表示」や「ワークエリアバー」など
が含まれます。

複数のタイムラインパネルの表示

プロジェクトにシーケンスが複数ある場合は、タイムラインパネルを複数表示することができます。

1. 複数のシーケンスを表示します。 シーケンスの表示方法について詳しくは、シーケンス
の表示を参照してください。

各シーケンスは、初期設定のタイムラインパネル内のそれぞれのタブに表示されます。

2. シーケンスタブをドラッグして、別のドッキングエリアにドロップします。

シーケンスタブが新しいタイムラインパネルに表示されます。

タイムラインパネルでのシーケンスの表示

タイムラインに 1 つまたは複数のシーケンスを表示することができます。

プロジェクトパネルで、表示するシーケンスをダブルクリックします。

シーケンス内の移動

タイムラインパネルには、シーケンスのフレーム間を移動するためのコントロールがあります。

シーケンスの時間を水平方向に測定します。ルーラーにはシーケンスの時間を示す目盛りと
値が表示され、シーケンスの表示詳細度に応じて変わります。初期設定では、目盛りと値は新規シーケンスダ
イアログボックスの「表示形式」フィールドで指定したタイムコードの表示形式に基づいて表示されます
（オーディオサンプルに基づいたカウント方法に切り替えることもできます）。タイムルーラーの数字は、デ
フォルトではオフになっています。タイムラインパネルメニューで「ルーラー上のタイムコードを表示」を選
択することによって、タイムコード数を使用できるようになります。タイムルーラーには、マーカーのアイコ
ンと、シーケンスのインポイントとアウトポイントを示すアイコンも表示されます。

以前は「時間インジケーター」または「CTI」と呼ばれていたもので、プログラムモニターに表示
される現在のフレームを示します。プログラムモニターにそのプレビューが表示されます。ルーラーのオレン
ジ色の三角形が再生ヘッドです。再生ヘッドからタイムルーラーの下端まで、垂直線が表示されます。再生
ヘッドをドラッグして、現在の時間を移動できます。

タイムラインパネルの現在のフレームのタイムコードを示します。別の時間へ移動するに
は、時間表示をクリックして新しい時間を入力するか、時間表示にポインターを合わせて左または右へドラッ
グします。モニターまたはタイムラインパネルで Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を
押しながら現在の時間表示をクリックして、タイムコード表示とフレーム数表示を切り替えることができま
す。

タイムラインパネルの下部にあります。このバーはタイムラインのタイムルーラーの
表示領域に対応します。ソースモニターおよびプログラムモニターにも、ズームスクロールバーがあります。
ハンドル（両端の白い部分）をドラッグすると、バーの幅を変更し、タイムルーラーのスケールを変更するこ
とができます。
重要事項
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ワークエリアバー

ズームコントロール

ソーストラックインジケーター

先頭のゼロを省略

セミコロン（NTSC）またはコロン（PAL）を省略

バーをドラッグして最大幅まで広げると、タイムルーラーのデュレーション全体が表示さ
れます。バーを縮めると、表示がズームインされてルーラーのデュレーションの表示が詳
細なものになります。バーの拡大と縮小は、再生ヘッドを中心として行われます。
バーの上にマウスを置くと、マウスホイールをスクロールしてバーの拡大および縮小を行
うことができます。バーの外側の領域でマウスホイールをスクロールして同じ拡大や縮小
操作を行うこともできます。
バーのハンドル以外の部分をドラッグすると、スケールを変更せずに、タイムルーラーの
可視部分をスクロールできます。バーをドラッグするときは再生ヘッドは移動しません
が、バーを動かしてタイムルーラー内でクリックすると、再生ヘッドをバーと同じ領域に
移動することができます。
ズームスクロールバーでは Mac OS のジェスチャーがサポートされています。

プレビューをレンダリングするシーケンス領域、または書き出す予定の領域を定義する
シーケンス領域を指定します。ワークエリアバーは、タイムルーラーの下部にあります。ワークエリアバーの
端をドラッグするか、キーボードショートカットを使用してシーケンス内のワークエリアを設定できます。詳
しくは、レンダリング用のワークエリアを定義するを参照してください。
デフォルトでは、ワークエリアバーは表示されません。パネルメニューから「ワークエリアバー」を選択して
ワークエリアバーを有効にします。ワークエリアバーが有効になっている場合、シーケンスメニューで「ワー
クエリアでエフェクトをレンダリング」および「ワークエリア全体をレンダリング」コマンドを使用できま
す。このようにして「ワークエリア」で実行できるほとんどの操作に対してインポイントおよびアウトポイン
トを使用できるようになったので、非表示にしたままでインポイントとアウトポイントを使用して、タイムラ
インのエリアをレンダリングしたり、エンコード用に書き出すエリアをマークしたりすることができます。

タイムルーラーのスケールを変更して、表示エリアのフレーム数を増減します。ズーム
コントロールは、タイムラインパネルの左下にあります。

ソースモニター内のクリップのビデオやオーディオトラックを表します。
ソースクリップトラックをインサートまたは上書きするときに、対象のタイムライントラックのヘッダーに配
置します。

タイムラインパネルでの再生ヘッドの位置
次のいずれかの操作を行います。

タイムラインルーラーで、再生ヘッド  をドラッグするか、再生ヘッドを表示させた
いポイントをクリックします。
現在の時間表示をドラッグします。
現在の時間表示をクリックして、有効な時間を入力し、Enter キー（Windows）また
は Return キー（Mac OS）を押します。
プログラムモニターのいずれかの再生コントロールを使用します。
左右の矢印キーを押して、再生ヘッド  を目的の方向へ移動します。Shift キーを押
しながら矢印キーを押すと、5 フレームずつ移動します。

タイムコードを使用して再生ヘッドを移動します。
タイムコード値をクリックし、新しい時間を入力して、Enter キー（Windows）または
Return キー（Mac OS）を押します。Mac OS の場合、テンキーは使用しないでくださ
い。タイムコードを入力する際は、次のいずれかのショートカットを使用できます。

0;0;12;3 と入力すると、00;00;12;03 と解釈されます。

1213 と入力すると、NTSC プロジェ
クトでは 00;00;12;13、PAL プロジェクトでは 00:00:12:13 と解釈されます。
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標準値の超過分の値を入力

プラス記号（+）またはマイナス記号（-）を指定

ピリオドを追加

30 fps タイムコードで、再生ヘッドが 00;00;12;23 のときに
10 フレーム先に進める場合は、フレーム番号を 00;00;12;33 に変更します。再生ヘッドが
00;00;13;03 に進みます。

数字の前にプラス記号（+）またはマイ
ナス記号（-）を指定すると、指定したフレーム数だけ再生ヘッドが先または前に移動しま
す。例えば、+55 と指定すると、再生ヘッドが 55 フレーム先に進みます。

数字の前にピリオドを追加すると、タイムコード値でなく正確なフレー
ム番号を指定できます。例えば、.1213 と指定すると、再生ヘッドが NTSC プロジェクト
では 00;00;40;13、PAL プロジェクトでは 00:00:48:13 に移動します。

選択ツールの状態で、カーソルをタイムコード値に合わせて、左右にドラッグすることもできます。ド
ラッグする距離の長短で、タイムコード値を変更する速度を調節できます。

クリップの端およびマーカーへのスナップ
タイムラインパネルで、Shift キーを押しながら再生ヘッドをドラッグします。

タイムラインパネル内のシーケンスのズームインまたはズームアウト
次のいずれかの操作を行います。

タイムラインパネルがアクティブな状態でズームインするには、^ を押します。ズー
ムアウトするには、- を押します。
ズームインするには、ズームツール  を選択して、シーケンスの拡大表示する部分
を囲むようにドラッグします（範囲選択）。ズームアウトするには、ズームツール 
を選択して、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらタイ
ムラインパネルの任意の場所をクリックします。
ズームスクロールバーを使用します。ズームインするには、表示エリアバーの端をド
ラッグして両端を近づけます。ズームアウトするには、ドラッグして両端を離しま
す。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押してマウスのスクロールホ
イールを動かし、マウスのポインタの位置でズームインやズームアウトを行います。
シーケンスのズームインとズームアウトを行うには、マルチタッチトラックパッドを
ピンチでズームします。
（欧米言語およびロシア語のキーボードのみ）ズームアウトしてシーケンス全体がタ
イムラインパネルに表示されるようにするには、バックスラッシュ（¥）キーを押しま
す。キーを押す前の状態にズームインするには、もう一度キーを押します。

タイムラインパネルでのシーケンスの水平スクロール

クリップの長いシーケンスがある場合、それらのほとんどは非表示になります。非表示のクリップ上で作業を
行う必要がある場合、タイムラインのシーケンス内を水平にスクロールする必要があります。これらの各コマ
ンドでは、タイムラインパネルが選択されている必要はありませんが、タイムラインパネルの上にマウスカー
ソルを置く必要があります。

マウスホイールをスクロールします。
Page Up キーを使用して左へ移動するか、Page Down キーを押して右へ移動します。
Alt キー（Windows）を押すか、Command キー（Mac OS）を押してマウスホイールを動
かします。
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ページの先頭へ

注意：

注意：

タイムラインパネルの下部のズームスクロールバーを左右にドラッグします。
Apple MacBook Pro コンピュータの場合、マルチタッチトラックパッド上を 2 本の指で水
平に動かし、シーケンスを水平に移動します。

タイムラインパネルのシーケンス内を垂直にスクロール

ビデオやオーディオクリップがタイムラインのトラックで止まると、非表示になってしまう場合があります。
非表示のクリップ上で作業を行う必要がある場合、タイムラインのシーケンス内を垂直にスクロールする必要
があります。タイムラインのシーケンス内を垂直にスクロールするには、次のいずれかを実行します。これら
の各コマンドでは、タイムラインパネルが選択されている必要はありませんが、タイムラインパネルの上にマ
ウスカーソルを置く必要があります。

タイムラインパネルの右側のスクロールバーを上または下にドラッグします。
タイムラインパネルの任意の場所にマウスポインタを置いて、マウスホイールを動かしま
す。
Apple MacBook Pro コンピュータの場合、マルチタッチトラックパッド上を 2 本の指で垂
直に動かし、シーケンスを垂直に移動します。

トラックの操作

タイムラインパネルのビデオトラックおよびオーディオトラックでは、クリップの配置や編集、特殊効果（エ
フェクト）の追加を行います。必要に応じてトラックの追加や削除が行えるほか、名前の変更や処理対象のト
ラックの指定が行えます。

トラックの追加

新しいビデオトラックは既存のビデオトラックの上に表示され、新しいオーディオトラックは既存のオーディ
オトラックの下に表示されます。トラックを削除すると、トラック内のすべてのクリップが削除されますが、
プロジェクトパネルに表示されているソースクリップのリストから、削除したトラックのクリップが削除され
ることはありません。

追加できるトラックの数に制限はありません。システムのリソースによってだけ制限されます。

1. タイムラインパネルをアクティブにして、シーケンス／トラックの追加を選択します。

2. トラックの追加ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

トラックを追加するには、ビデオ、オーディオ、オーディオサブミックスの各トラッ
クの「追加」フィールドに追加するトラック数を入力するか、ホットテキストをド
ラッグします。
追加するトラックの場所を指定するには、追加するトラックの種類に応じて、配置メ
ニューからオプションを選択します。
追加するオーディオトラックまたはサブミックストラックの種類を指定するには、
オーディオまたはオーディオサブミックスの各トラックの種類メニューからオプショ
ンを選択します（オーディオチャンネルの種類について詳しくは、シーケンス内の
オーディオトラックを参照してください）。

3. 「OK」をクリックします。

オーディオトラックには、チャンネルの種類（モノラル、ステレオ、5.1）が同じ
オーディオクリップだけを入れることができます。 オーディオクリップの種類が不明な
場合は、プロジェクトパネルでクリップを選択して、プレビューエリアでクリップの情報
を確認します。
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注意：

クリップをシーケンスに追加するときは、トラックも同時に追加できます。クリップ
追加時のトラックの追加 を参照してください。

トラックを追加および削除する方法について、Andrew Devis によるビデオチュートリア
ルが Creative Cow Web サイトで公開されています。

トラックの削除

ビデオとオーディオのいずれの場合も、複数のトラックを同時に削除できます。

1. タイムラインパネルをアクティブにして、シーケンス／トラックの削除を選択します。

2. トラックの削除ダイアログボックスで、削除するトラックの種類のチェックボックスをオ
ンにします。

3. オンにした各項目で、削除するトラックをメニューで指定します。

トラック名の変更
1. 変更するトラック名を右クリック（Windows）、または Ctrl キーを押しながらクリック
（Mac OS）して、「名前の変更」を選択します。

2. トラックの新しい名前を入力して、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac
OS）を押します。

同期ロックで変更するトラックの指定

編集するトラックで「同期ロック」を有効化すると、インサート、リップル削除またはリップルトリミング操
作を実行する場合に対象となるトラックを指定できます。操作の対象であるクリップが含まれたトラックは、
同期ロックの状態に関係なく常に移動しますが、その他のトラックは同期ロックが有効な場合のみクリップを
移動します。例えば、インサート編集では、Video 1 と Audio 1 での編集ポイントの右にあるすべてのクリッ
プを右に移動して、Audio 2 のすべてのクリップを配置する場合は、Video 1 と Audio 1 の同期ロックを有効
化します。

次のいずれかの操作を行います。

選択したトラックの同期ロックを有効化するには、編集の対象になるビデオとオー
ディオの各トラックの先頭で同期ロックを切り替えボックスをクリックします。
ビデオまたはオーディオのすべてのトラックの同期ロックを有効化するには、ビデオ
またはオーディオのトラックの先頭で Shift キーを押しながら同期ロックを切り替え
ボックスをクリックします。

同期ロックアイコン  がボックスに表示され、対象のトラックの同期ロックが有効になります。

1 つまたは複数のトラックの同期ロックを無効化するには、ビデオまたはオーディオのすべてのト
ラックでもう一度、同期ロックを切り替えボックスをクリックするか、Shift キーを押しながらクリックしま
す。これで、同期ロックアイコンが表示されなくなります。

トラックのロックによる変更の防止

トラック全体をロックすれば、シーケンスのほかの部分を操作しているときに、そのトラック上のクリップを
誤って操作してしまうことを防止できます。タイムラインパネルでは、ロックされたトラックには斜線が表示
されます。ロックされたトラック内のクリップはどのような方法でも変更できませんが、プレビューや書き出
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注意：

注意：

ページの先頭へ

し時にはシーケンスに含まれます。ビデオトラックとそれに対応するオーディオトラックの両方をロックする
には、各トラックを個別にロックします。ターゲットトラックをロックすると、そのトラックはターゲットで
はなくなります。トラックのロックを解除して、トラックを再びターゲットトラックに指定するまで、そのト
ラックにソースクリップを追加することはできません。

トラックをロックすることで、インサート編集時にトラック内のクリップが移動されないようにすること
ができます。

トラックのロック切り替えボックスをクリックすると、トラック名の横にロックアイコン 
 が表示されます。

シーケンス内のトラックの除外

任意のトラックに含まれているビデオまたはオーディオクリップをプレビューと書き出しから除外することが
できます。除外したビデオトラック内のクリップは、プログラムモニターと出力ファイルにブラックビデオと
して表示されます。また、除外したオーディオトラック内のクリップも、オーディオミキサー、スピーカーま
たは出力ファイルに出力されません。

目の形のアイコン付きのトラックを除外しても、出力から除外されません。除外したトラックに、除
外しなかったトラックのクリップの前または後ろで実行されるクリップが含まれている場合、除外しなかった
トラックの最後のクリップの前または後ろにブラックビデオが表示されます。出力ファイルからこの最後のブ
ラックビデオをトリミングするには、書き出し設定ダイアログボックスで必要に応じてインポイントとアウト
ポイントを設定します。

トラックの左端にある目の形をしたアイコン  （ビデオの場合）またはスピーカアイコ
ン  （オーディオの場合）をクリックして非表示にします（これらのアイコンは、切り
替えスイッチとして機能します。トラックをシーケンスに含めるには、アイコン、または
ボタンを押します）。

すべてのビデオトラックを除外するには、Shift キーを押しながら目の形のアイコ
ン （ビデオの場合）またはスピーカーアイコン （オーディオの場合）を押します。こ
れにより、すべてのビデオトラックまたはオーディオトラックが除外されます（これらの
アイコンは、切り替えスイッチとして機能します。すべてのアイコンを再び表示してト
ラックをシーケンスに含めるには、アイコンのボックスを Shift キーを押しながらもう一
度クリックします）。

トラック表示の設定

さまざまな方法でタイムラインパネル内のトラックをカスタマイズできます。トラックを展開したり閉じたり
すると、トラックコントロールの表示と非表示を切り替えることができます。複数の表示オプションの中から
必要なものを選択すると、ビデオクリップまたはオーディオクリップの表示形式を管理できます。さらに、
ヘッダー領域のサイズを変更するか、ビデオトラックとオーディオトラックの境界を移動すると、一方のト
ラックの表示領域を拡大できます。

トラックの展開およびサイズ変更

トラックを展開すると、トラックコントロールを表示できます。また、トラックの高さを高くして、アイコン
やキーフレームを見やすくしたり、ビデオトラックのサムネールやオーディオトラックの波形を大きいサイズ
で表示することができます。

1. トラックを展開したり閉じたりするには、トラック名の左側にある三角形をクリックしま
す。

2. トラックのサイズを変更するには、トラックヘッダー領域で、2 つのトラックの間にマウ
スカーソルを移動し、カーソルが高さ調整アイコン  に変わったら、上または下にド
ラッグして、下のトラック（ビデオトラックの場合）または上のトラック（オーディオト
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最初だけに表示

全体表示

名前だけを表示

最初と最後に表示

ラックの場合）の高さを変更します。

展開していないトラックは、常に同じ高さで表示され、高さを変更することはできませ
ん。

オーディオトラックを展開して、そのトラック内の個別のクリップやオーディオト
ラック全体にオーディオフェードラインを使用することができます。

ビデオトラックの表示形式の設定
1. トラック名の左側の三角形をクリックして、トラックを展開します。

2. トラックの左下隅にある表示形式を設定ボタン  をクリックして、メニューからオプ
ションを選択します。

展開したトラックに含まれているクリップの最初だけにサムネール画像
を表示します。

展開したトラックに含まれているクリップのデュレーション全体にサムネール
画像を表示します。サムネールフレームの数は、タイムルーラーに表示されている時間単
位に対応します。

展開したトラックにサムネール画像を表示せずに、クリップの名前だけ
を表示します。

展開したトラックに含まれているクリップの最初と最後にサムネール
画像を表示します。

ビデオトラックの初期設定のキーフレーム表示の設定

新しいビデオトラックを作成するときに、初期設定ですべてのキーフレームを表示する、すべてのキーフレー
ムを非表示にする、または不透明度ハンドルを表示するように設定することができます。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 新しいタイムラインビデオトラックポップアップメニューで、各オプションを選択しま
す。

3. 「OK」をクリックします。

オーディオトラックの初期設定のキーフレーム表示の設定

新しいオーディオトラックを作成するときに、初期設定ですべてのキーフレームを非表示にする、またはク
リップキーフレーム、クリップボリューム、トラックキーフレーム、トラックボリュームを表示するように設
定することができます。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 新しいタイムラインオーディオトラックポップアップメニューで、各オプションを選択し
ます。

3. 「OK」をクリックします。
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波形を表示

名前だけを表示
注意：

ページの先頭へ

オーディオトラックの表示形式の設定
1. トラック名の左側の三角形をクリックして、トラックを展開します。

2. 表示形式を設定ボタン  をクリックして、メニューから次のいずれかのオプションを選
択します。

クリップのオーディオ波形が表示されます。

波形を表示せずに、オーディオクリップの名前を表示します。
ビデオトラックとオーディオトラックでのキーフレームの表示方法と調整方法について詳しくは、

キーフレームとグラフの表示を参照してください。

トラックヘッダー領域のサイズ変更
トラックヘッダー（トラック名が表示されている部分）の右端にマウスカーソルを移動し
て、カーソルがサイズ変更ツール  に変わったら、右側へドラッグします。

トラックヘッダーの上部に表示されているアイコンが隠れずに表示される幅が最小幅にな
ります。最大幅は、最小幅の約 2 倍です。

ビデオトラックとオーディオトラックの表示領域の調整
1. 左側のトラックヘッダー領域または右側のスクロールバーが表示されている部分のビデオ

1 トラックとオーディオ 1 トラックの間にポインターを移動します。

2. ポインターが高さ調整アイコン  に変わったら、上または下にドラッグします。

シーケンスの作成

通常は、編集する主なアセット（クリップ）の特性と一致するシーケンスを作成することがほとんどでしょ
う。アセットをプロジェクトパネルの一番下にある新規項目  ボタンにドラッグすることで、アセットの特
性と一致したシーケンスを作成できます。
シーケンスプリセットを使用してシーケンスを作成することもできます。Premiere Pro に含まれているシーケ
ンスプリセットには、一般的な種類のアセットに適した設定が含まれています。例えば、フッテージのほとん
どが DV 形式である場合は、DV のシーケンスプリセットを使用します。
Web ビデオのストリーミングなど、出力に低めの画質を設定する予定がある場合は、シーケンス設定を変更
せずに、書き出しの設定を変更します。
アセットのすべてのパラメーターが、いずれかのプリセットのすべての設定と一致しない場合は、新規シーケ
ンスダイアログボックスの「シーケンスプリセット」タブで、次のいずれかを行います。
編集するアセットのパラメーターとほとんどの設定が一致するプリセットを選択して、
「設定」タブを選択し、アセットのパラメーターと完全に一致するようにカスタマイズし
ます。
プリセットを選択せずに、新規プリセットダイアログボックスの「設定」タブを選択しま
す。編集モードメニューから「カスタム」を選択して、アセットのパラメーターに一致す
るように設定をカスタマイズします。

コンピューターに Premiere Pro と互換性のあるキャプチャカードが搭載されている場合は、カード用に最適
化されたプリセットが「使用可能なプリセット」リストに表示されることがあります。
シーケンス設定は、シーケンスを作成するときに正しく指定してください。シーケンスを作成すると、タイム
ベースの設定など、いくつかのシーケンス設定はロックされます。これは、後でシーケンス設定を変更した場
合に矛盾が発生しないようにするためです。
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注意：

1. 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／新規／シーケンスを選択します。
プロジェクトパネルで、新規項目 . 「シーケンス」を選択します。

2. 「シーケンスプリセット」タブで、使用可能なプリセットリストからプリセットを選択し
ます。

3. シーケンスの名前を入力して、「OK」をクリックします。

選択したクリップから次のいずれかの方法を使用して新しいシーケンスを作成できます。

クリップを新規項目ボタンにドラッグ＆ドロップする。
ファイル／新規／クリップに最適な新規シーケンスを選択する。

統合クリップを使用してクリップから新規シーケンスを作成する場合、メディア形式によっては空の
ステレオオーディオトラックが存在する可能性があります。このような空のステレオオーディオトラックは、
必要に応じて削除することができます。

次の操作を実行して、属性に一致する選択したクリップからシーケンスを作成できます。

1. 新しいシーケンスを作成します。任意のシーケンスのプリセットを使用できます。既存の
シーケンスを開くこともできます。

2. クリップをシーケンスにドラッグします。クリップの属性がシーケンスの設定と一致する
かどうかを Premiere Pro が検知します。

3. 属性が一致しない場合は、クリップの不一致の警告ダイアログボックスに次のメッセージ
が表示されます。「このクリップはシーケンス設定と一致していません。クリップに合わ
せてシーケンスを変更しますか？」次のいずれかの操作を行います。

クリップに一致する属性を持った新しいシーケンスを作成する場合は、「シーケンス
設定を変更」を選択します。これは最初から新しいシーケンスを作成している場合に
使用される方法です。シーケンスに既存のクリップがある場合、既存のクリップは新
しいシーケンス設定に適合されます。
既存のシーケンスで再生させるように適合するには、「現在の設定を維持」を選択し
ます。

「常に確認」というチェックボックスも使用できます。

シーケンスのプリセットおよび設定

シーケンスの設定はすべてシーケンス全体に適用され、そのほとんどはシーケンスの作成後に変更できませ
ん。
シーケンスを作成する場合は、標準のシーケンスプリセットから選択することができます。または、一連の設
定を変更してカスタムシーケンス設定プリセットとして保存することもできます。シーケンスのほとんどのパ
ラメーターを調整してシーケンス設定を大幅に変更する場合は、新規シーケンスを開始して、その設定をカス
タマイズします。
シーケンスの作業を開始した後では、ごく一部の設定しか変更できませんが、シーケンス設定の内容を確認す
ることはできます。変更可能な設定を確認するには、シーケンス／シーケンス設定を選択します。
シーケンスを作成すると、新規シーケンスダイアログボックスが開きます。新規シーケンスダイアログボック
スには、「シーケンスプリセット」、「設定」および「トラック」の 3 つのタブがあり、それぞれいくつかの
設定があります。

シーケンスのプリセットオプション
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編集モード

注意：

タイムベース

使用可能なプリセットは、シーケンス設定のグループです。Premiere Pro には、複数のカテゴリのシーケンス
設定プリセットが用意されています。

AVC-Intra
AVCHD
Digital SLR
DV-24p
DV-NTSC（北米の標準規格）
DV-PAL（欧州の標準規格）
DVCPRO50
DVCPROHD
HDV
モバイルデバイス
XDCAM EX
XDCAM HD422
XDCAM HD

これらのシーケンス設定のプリセットには、一般的な種類のシーケンスに適した設定が含まれています。たと
えば、Panasonic P2 ビデオカメラで撮影した AVC-Intra または DVCPRO 素材を編集するには、AVC-
Intra、DVCPRO50 および DVCPROHD シーケンス設定プリセットを使用します。Panasonic P2 形式で記録
された DV 素材の場合は、フッテージのテレビ方式に応じて DV-NTSC または DV-PAL 用のプリセットを使
用します。
 

設定

新規シーケンスダイアログボックスの「設定」タブでシーケンスの基本特性を制御します。
プロジェクトで使用する出力形式の仕様に適合する設定を選択します。例えば、DV NTSC で出力する場合
は、「DV NTSC」編集モードを使用します。これらの設定をむやみに変更すると、最終出力の品質が損なわ
れることがあります。

以下の項目を決定します。
プレビューファイルや再生に使用されるビデオ形式
利用可能なタイムベース
ビデオ設定パネルに表示される圧縮方式
利用可能な表示形式

対象形式、プレビュー表示またはキャプチャカードの仕様に最も適する編集モードオプションを選択します。
この編集モードは、最終的なムービーの形式を決定するものではありません。出力設定は、書き出しを行うと
きに指定します。
カスタム編集モードで、その他のすべてのシーケンス設定をカスタマイズできます。
DV のビデオとオーディオでは、いずれかの DV 編集モードを選択すると自動的に指定される標準設定が使用
されます。DV 編集モードを使用する場合は、タイムベース、フレームサイズ、ピクセル縦横比、フィールド
およびサンプルレートの設定を変更しないでください。

（Windows のみ）非圧縮 UYVY 422 8 ビットコーデックまたは V210 10 ビット YUV コーデックを使
用するには、「編集モード」に「デスクトップ」を選択します。

各編集操作の時間位置を計算するために使用する時間の刻み方を指定します。一般に、モー
ションピクチャフィルムの場合は 24、PAL（ヨーロッパでの標準規格）および SECAM ビデオの編集の場合
は 25、NTSC（北アメリカおよび日本での標準規格）ビデオの編集の場合は 29.97 を選択します。シーケン
スから再生したり書き出したりするビデオのフレームレートは、タイムベースと同じであるとは限りません
が、タイムベースとフレームレートが同じ値になることはよくあります。タイムベースに表示されるオプショ
ンは、選択する編集モードによって異なります。
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再生設定

フレームサイズ

ピクセル縦横比

フィールド

時間表示形式（ビデオ）

注意：

30 fps ドロップフレームタイムコード

30 fps ノンドロップフレームタイムコード

24 fps タイムコード

25 fps タイムコード

再生設定については、ビデオカメラまたはビデオデッキを介したテレビモニターのプレビューを参
照してください。

シーケンスを再生するときのフレームのサイズをピクセル単位で指定します。多くの場合、
プロジェクトのフレームサイズはソースファイルのフレームサイズと一致しています。再生速度に問題がある
場合でも、フレームサイズは変更しないでください。このような場合は、プロジェクトパネルのメニューから
別の画質設定を選択します。または、書き出し設定を変更して最終出力のフレームサイズを調整します。
シーケンスの最大フレームサイズは 10,240 x 8,192 です。最大画像サイズについて詳しくは、こちらを参照
してください。

個々のピクセルの縦横比を設定します。アナログビデオ、スキャンされたイメージまたはコ
ンピューターグラフィックスの場合は、正方形ピクセルを選択します。それ以外の場合は、ソースで使用され
ている形式を選択します。ビデオと異なるピクセル縦横比を使用すると、ビデオのレンダリング時に映像が変
形することがあります。

フィールドオーダー（各フレームのうち、最初に描画するフィールド）を指定します。プログ
レッシブスキャンビデオを扱う場合は、「なし」を選択します。多くのキャプチャカードでは、ソースフッ
テージがプログレッシブスキャンで撮影されたどうかを考慮せず、フィールドがキャプチャされます（イン
ターレースビデオ、ノンインターレースビデオ、およびプログレッシブスキャンを参照）。

Premiere Pro では、いくつかの形式でタイムコードを表示できます。フィルムから
キャプチャしたフッテージを編集している場合に、プロジェクトのタイムコードをフィルム形式で表示できま
す。アニメーションプログラムからアセットを読み込んだ場合は、タイムコードをシンプルなフレーム番号で
表示することもできます。表示形式オプションを変更しても、タイムコードの表示方法が変更されるだけで、
クリップまたはシーケンスのフレームレートは変更されません。時間表示オプションは、ビデオおよびモー
ションピクチャフィルムの規格と対応させます。フレームタイムコードおよびフィート+フレームタイムコー
ドの場合は、別の編集システムの時間測定方法と一致するように開始フレーム番号を変更することができま
す。
「時間表示形式」フィールドに表示されるオプションは、選択した編集モードオプションによって異なりま
す。以下の表示形式オプションから選択します。表示されるオプションは、選択した編集モードによって異な
ります。

NTSC ビデオのフッテージを編集する場合は、30 fps ドロップフレームタイムコードを使用してくだ
さい。この形式は NTSC ビデオフッテージに継承されるタイムコードベースに準拠しており、デュレーショ
ンがより正確に表示されます。

時間を時、分、秒およびフレームで表示します。各単位はセ
ミコロンで区切られます。ドロップフレームタイムコードでは毎秒 30 フレーム（fps）のレートを想
定していますが、いくつかのフレームをスキップするよう設計時に設定されています。ドロップフ
レームタイムコードが 29.97 fps である NTSC の実際のフレームレートに合わせるために、10 分ごと
を除く毎分ごとに 2 つのフレーム番号がスキップまたはドロップされます。ドロップフレームタイム
コードを使用すると、実際のビデオフレームではなく、タイムコード値がドロップされます。ドロッ
プフレームタイムコードは、NTSC ビデオテープへの出力に使用します。

時間を時、分、秒およびフレームで表示します。各単位
はコロンで区切られます。このノンドロップフレームタイムコードでは 30 fps を想定していますが、
フレーム番号はドロップされません。このオプションは、Web または CD-ROM 経由でコンピュー
ターのモニターに出力する場合に使用します。

時間を時、分、秒およびフレームで表示します。各単位はコロンで区切られま
す。このオプションは 24p フッテージに使用し、フィルムや DVD での配布に使用する 24 fps 形式に出
力します。

時間を時、分、秒およびフレームで表示します。各単位はコロンで区切られま
す。このオプションは、PAL ビデオテープへの出力に使用します。
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フィート + フレーム（16 mm）

フィート + フレーム（35 mm）

フレーム

サンプルレート（オーディオ）

表示形式（オーディオ）

「ビデオプレビュー」設定

プレビューファイル形式

コーデック

注意：

幅

高さ

リセット

最大ビット数

時間をフィートとフレームで表示します。想定されるフレームレー
トは 16 mm フィルム用の 40 フレーム/フィートです。このオプションは、16 mm フィルムに使用し
ます。

時間をフィートとフレームで表示します。想定されるフレームレー
トは 35 mm フィルム用の 16 フレーム/フィートです。このオプションは、35 mm フィルムに使用し
ます。

時間をフレームカウントだけで表します。時間と空白の長さのいずれにも測定値を割り当て
ません。このオプションは、アニメーションや DPX フィルムエディターで生成されるような連続した
静止画の出力に使用します。

一般に、サンプルレートを高くすると、シーケンスで再生するオーディオ品
質は高くなりますが、ディスク消費量が多くなり、また処理に時間がかかります。リサンプリングを行った
り、オリジナルのオーディオとは別のレートを設定した場合も処理時間が長くなり、品質に影響します。でき
る限り高音質のサンプルレートでオーディオを録音し、録音時のサンプルレートでオーディオをキャプチャし
てください。

オーディオの時間表示の単位（オーディオサンプルまたはミリ秒）を指定します。
指定した表示形式は、ソースモニターまたはプログラムモニターのメニューで「オーディオユニット時間で表
示」を選択した場合に適用されます（初期設定では、時間はフレーム単位で表示されますが、オーディオの編
集時には、オーディオユニットを使用してサンプルレベルの精度で表示することができます）。

「ビデオプレビュー」設定は、Premiere Pro がプレビューファイル、およびク
リップやシーケンスの再生で使用するファイル形式、圧縮方式および色深度を決定します。
これらの様々なオプションのうち、プレビューのフレームサイズを小さくすることができるオプションがあり
ます。フレームサイズを小さくすることで、HD や RED などのフレームサイズの大きい形式をすばやく簡単
に再生できるようになります。

レンダリング時間とファイルサイズをシステムの許容範囲内に収めた上で、
最高の品質でプレビュー可能なファイル形式を選択します。編集モードによっては、選択できるファ
イル形式が 1 つだけの場合があります。

シーケンスのプレビューファイルを作成するときに使用するコーデックを指定します。
（Windows のみ）非圧縮 UYVY 422 8 bit コーデックと V210 10 bit YUV コーデックは、それぞれ
SD-SDI ビデオと HD-SDI ビデオの仕様と一致します。これらのいずれかの形式でモニターまたは出
力する場合は、いずれかのコーデックを選択します。このいずれかの形式にアクセスするには、先に
編集モードとして「デスクトップ」を選択してください。
エフェクトを適用したりフレームや時間特性を変更したりしなかった場合、Premiere Pro は再生にク

リップの元のコーデックを使用します。各フレームの再計算が必要な変更を行った場合、Premiere Pro はここ
で選択したコーデックを適用します。

ビデオプレビューのフレームの幅を指定します。この値は、元のメディアのピクセル縦横比によっ
て制約されます。

ビデオプレビューのフレームの高さを指定します。この値は、元のメディアのピクセル縦横比に
よって制約されます。

既存のプレビュー設定を消去します。その後のすべてのプレビューはフルサイズになりま
す。

色深度を 32 bpc まで最大化し、シーケンスで再生されたビデオを含めます。選択した
圧縮形式が 1 種類の bit 数しかサポートしていない場合、このオプションは通常使用できません。8
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最高レンダリング品質

注意：

プリセットの保存

マスター

注意：

bpc カラーで再生するシーケンス（Web ページや一部のプレゼンテーションソフトウェアでデスク
トップ編集モードを使用している場合など）用に 8 bit（256 色）パレットを指定することもできま
す。プロジェクトに、Adobe Photoshop などのプログラムによって生成された高い bit 数のアセット
が含まれる場合、「最大ビット数」を選択します。Premiere Pro は、エフェクトの処理やプレビュー
ファイルの生成を行うときにこれらのアセットのすべての色情報を使用するようになります。

大きな形式から小さな形式、つまり高精細形式から標準画質に変換しても、細
部のシャープさが維持されます。「最高レンダリング品質」を指定すると、レンダリングされたク
リップやシーケンスのモーションの品質が最高品質になります。このオプションを選択すると動きの
あるアセットがよりシャープにレンダリングされます。
「最高レンダリング品質」では、初期設定の標準品質よりレンダリングに時間がかかり、RAM の使用
量も増加します。十分な RAM が搭載されたシステムでのみ、このオプションを選択してください。
システム要件を最低限満たす程度の RAM を搭載しているシステムでは、「最高レンダリング品質」
オプションの使用はお勧めしません。
「最高レンダリング品質」を指定すると、シャープネスが増すことで、高圧縮の画像形式や圧縮ファ
イルの画質が悪くなることがあります。
「最高レンダリング品質」オプションを使用して最高の結果を得るには、環境設定のレンダリングの

最適化メニューから「メモリ」を選択します。詳しくは、メモリの空き容量に合わせたレンダリングの最適化
を参照してください。

設定を保存ダイアログボックスが開き、名前と説明を指定してシーケンス設定を保存でき
ます。
ほかのプロジェクトで使用する予定がない場合でも、シーケンス設定を保存し、名前を付けておきます。
設定を保存すると、設定のバックアップコピーが作成されます。このコピーは、現在のシーケンス設定を
誤って変更したときに設定を元に戻すために使用できます。

トラック設定

作成する新規シーケンスのビデオトラックの数と、オーディオトラックの数および種類を制御します。

新しいシーケンスのマスタートラックの初期設定のチャンネルタイプをモノラル、ステレオ、5.1
サラウンドまたはマルチチャンネルに設定します。

変更不可能になっているシーケンス設定を変更する必要がある場合は、必要とする設定でシーケンス
を作成して、次に現在のシーケンスの内容をこのシーケンスに移動することで変更できます。

シーケンスのプリセットの選択
アセットの特性に合わせてシーケンスを作成するには、プロジェクトパネル内のアセットをプロジェクト
パネルの一番下にある新規項目  ボタンにドラッグします。こうすることで、シーケンス設定の誤入力
や、間違ったシーケンスプリセットの選択によって生じる多くのミスを防ぐことができます。

様々な種類、形式およびパラメーターのアセットをシーケンスに含めることができますが、シーケンスの設定
が、シーケンスで使用されている大半のアセットのパラメーターと一致する場合に Premiere Pro のパフォー
マンスが最高になります。パフォーマンスを最適化して、レンダリング時間を短縮するには、シーケンスを作
成する前に、編集する主なアセットのパラメーターを確認します。アセットのパラメーターを確認した後に、
一致する設定でシーケンスを作成します。テープベースのデバイスからアセットをキャプチャする前にも、こ
れらのパラメーターを確認して、適切なキャプチャ設定を選択してください。アセットのパラメーターには、
次のものがあります。

録画形式（DV、DVCPRO HD など）
ファイル形式（AVI、MOV、VOB など）
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フレーム縦横比（16:9、4:3 など）
ピクセル縦横比（1.0、0.9091 など）
フレームレート（29.97 fps、23.976 fps など）
タイムベース（29.97 fps、23.976 fps など）
フィールド（プログレッシブ、インターレースなど）
オーディオサンプルレート（32 Hz、48 Hz など）
ビデオコーデック
オーディオコーデック

プロパティパネルを使用して、このようなアセットのパラメーターの多くを検出できます。クリップのプロパ
ティの表示を参照してください。フリーウェアの MediaInfo や GSpot Codec Information Appliance など、
サードパーティのアプリケーションを使用することもできます。また、Apple QuickTime Player でウィンドウ
／ムービーインスペクタを表示を選択して、ファイルを生成するのに使用したコーデックを確認することもで
きます。
アセットでは、Premiere Pro がネイティブサポートしていないコーデックを使用することができます。通常
は、関連するコーデックをインストールすると、これらのアセットを編集できます。ただし、コンピューター
システムに深刻な問題を引き起こす可能性のある未テストのコーデックをインストールしないように注意して
ください。

カスタムシーケンスプリセットの作成

ほとんどのシーケンス設定の場合、設定をカスタマイズするには、新規シーケンスを開始し、既存のプリセッ
トを選択してから、それぞれの設定を変更する必要があります。

編集モードによっては、可能なすべてのフレームレートがサポートされていない場合があります。例え
ば、23.976 fps のフレームレートでカスタムプリセットを作成するには、編集モードとして「カスタム」
を選択します。次に、タイムベースメニューから 23.976 フレーム/秒を選択します。

1. ファイル／新規／シーケンスを選択するか、プロジェクトパネルで新規項目ボタン  を
クリックして「シーケンス」を選択します。

2. 新規シーケンスダイアログボックスの「シーケンスプリセット」タブで、ビデオフッテー
ジまたはキャプチャカードの仕様に最も適したプリセットを選択します。

「カスタム」設定からカスタムシーケンスを作成する場合（編集モードポップ
アップメニューでアクセス可能）、「設定」タブをクリックする前にプリセットを選択す
る必要はありません。

3. プロジェクトに合わせて、「一般」または「トラック」タブの設定を変更します。

4. 「プリセットの保存」をクリックします。

5. プリセットの名前を入力し、必要に応じて説明を入力します。「OK」をクリックしま
す。

シーケンス設定の変更

既存のシーケンスの一部の設定は変更できます。ただし、選択した編集モードによっては、変更できないもの
もあります。

1. 次のいずれかの操作を行います。

シーケンス／シーケンス設定を選択します。
プロジェクトパネルで、シーケンスを右クリックし、「シーケンス設定」を選択しま
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す。

2. 「一般」タブで目的の設定を選択します。詳しくは、シーケンスのプリセットおよび設
定を参照してください。

シーケンスプレビュー解像度設定の変更

シーケンス設定ダイアログボックスで、ビデオプレビュー形式と解像度を選択できます。フルサイズのフレー
ムで再生できないプレビューをリアルタイムで再生する場合は、シーケンスのフレームサイズよりも低い解像
度を選択します。編集中、Premiere Pro はすべてのプレビューを指定したプレビューサイズでレンダリング
し、シーケンスのフレームサイズに合わせて拡大または縮小します。

1. プレビュー設定を変更するシーケンスを選択し、シーケンス／シーケンス設定を選択しま
す。

2. シーケンス設定ダイアログボックスのビデオプレビューセグメントで、フレームの幅と高
さの値を調整します。

3. （オプション）フレームサイズを、シーケンスプリセットの元のフレームサイズに戻すに
は、「リセット」ボタンをクリックします。

シーケンスプリセットによっては、選択可能なファイル形式とコーデックが 1 つだけのものもありま
す。

ワイドスクリーンシーケンスの作成

DV、HDV または HD 形式のワイドスクリーンフッテージを編集できます。ワイドスクリーンのアセットを正
しく表示および再生するには、ワイドスクリーンのアセットに合うようにシーケンス設定を行う必要がありま
す。

1. ファイル／新規／シーケンスを選択します。

2. フッテージに適したプリセットを選択します。次のいずれかの操作を行います。

DV フッテージの場合は、名前に「ワイドスクリーン」と示されている、いずれかの
DV-NTSC または DV-PAL プリセットを選択します。これらのプリセットは、水平ピ
クセルを使用します（NTSC の場合はピクセル縦横比 1.2、PAL の場合は 1.422 で
す）。
HDV プロジェクトの場合、HD アナモルフィック 1080（ピクセル縦横比 1.333）ま
たは正方形ピクセル（ピクセル縦横比 1.0）を使用して HDV プリセットを選択しま
す。
HD プロジェクトの場合は、HD キャプチャカードとともに提供されるプリセットを
選択します。

3. 「シーケンス名」フィールドに名前を入力し、「OK」をクリックします。

HDV シーケンスまたは HD シーケンスの作成

720p、1080p または 1080i の HDV フッテージまたは HD フッテージを編集できます。これらの形式で新規
シーケンスを作成する場合、ソースフッテージの仕様に適合するプリセットを選択または作成してください。
に付属の DVCPROHD プリセットは、Panasonic P2 ビデオカメラで MXF ファイルに記録した素材を編集す
るためのプリセットです。Premiere Pro には、AVCHD、XDCAM HD および XDCAM EX 用のプリセットも
含まれています。追加の HD シーケンスプリセットは、Premiere Pro をサポートする HD キャプチャカード
を取り付けると、Premiere Pro にインストールされます。
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HDV フッテージの場合は、フッテージの設定に適合する設定を持つカスタムプリセットを作成し、保存しま
す。カスタムシーケンスプリセットの作成について詳しくは、カスタムシーケンスプリセットの作成を参照し
てください。
フッテージをシーケンスに配置した際にレンダリングさせておくと、パフォーマンスが向上する場合がありま
す。

1. ファイル／新規／シーケンスを選択します。

25 fps で撮影した DVCPROHD 720p フッテージ（PAL バージョンの Panasonic
HVX200 カメラで撮影した 25pN ネイティブモードフッテージなど）を編集するに
は、「DVCPROHD 720p 50p」プリセットを選択します。次に、「設定」タブを選択
します。次に、タイムベースポップアップメニューから「25.00 fps/秒」を選択しま
す。

「シーケンスプリセット」タブが選択された状態で、新規シーケンスダイアログボックス
が表示されます。

2. フッテージに適したプリセットを選択します。

3. （オプション）マスターオーディオトラックのチャンネル数を設定するには、「トラッ
ク」タブを選択します。オーディオペインのマスターメニューで、次のいずれかを選択し
ます。

1 つのモノラルチャンネルに出力します。

ステレオパンが適用された 2 つのモノラルチャンネルに出力します。

左前方、右前方、左後方、右後方パンにそれぞれ対応する 4 つのモノラルチャンネ
ルに出力します。

4. プロジェクトファイルの名前と保存場所を入力し、「OK」をクリックします。

Windows の場合、未圧縮の 10 bit または 8 bit のフッテージのプレビュー用に、プロジェクト設定の
カスタムプリセットを作成することができます。詳しくは、Premiere Pro ヘルプの未圧縮ビデオ再生でのシー
ケンスの作成を参照してください。

非圧縮ビデオ再生でのシーケンスの作成

SDI カードまたは外部モニターに接続されているデバイス上のシーケンスを最高の品質でプレビューするに
は、プレビューファイルにいずれかの非圧縮形式を使用します。 非圧縮 8 bit（4:2:2 YUV）は SD 出力用のプ
ロジェクトに特に適していて、非圧縮 10 bit（4:2:2 YUV）は HD 用のプロジェクトに適しています。また、
非圧縮 10 bit（4:2:2 YUV）と高ビット数カラーレンダリングの場合、Premiere Pro は 10 bit アセット内の色
情報を使用し、シーケンス内のほかのアセットをアップサンプリングして 10 bit プレビューファイルを生成し
ます。サポートされている SD-SDI または HD-SDI カードがインストールされているシステムでこれらのプレ
ビューファイル形式を使用した場合、最高のプレビューパフォーマンスを実現できます。
どちらの非圧縮形式も 4:2:2 YUV でビデオファイルをサブサンプリングしますが、プレビューファイルで利用
可能なほかのファイル形式とは異なり、ビデオデータに圧縮を行いません。この 2 番目の圧縮層を追加しない
ため、これらの形式は「非圧縮」といわれ、圧縮形式よりも大幅に高い色深度が維持されます。ただし、非圧
縮プレビューファイルのサイズは、圧縮プレビューファイルよりも大きくなります。

1. ファイル／新規／シーケンスを選択します。

2. 新規シーケンスダイアログボックスで、「一般」タブをクリックします。

3. 編集モードメニューから、「カスタム」を選択します。

4. タイムベースメニューで、24、25、29.97 フレーム/秒などの目的のフレームレートを選
択します。
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5. 「ビデオ」セクションで、目的の「フレームサイズ」、「ピクセル縦横比」、「フィール
ド」および「表示形式」の各設定を選択します。例えば、「1920 x 1080」、「正方形ピ
クセル（1.0）」、「なし」、「30 fps ドロップフレームタイムコード」を選択します。

6. 「オーディオ」セクションで、目的の「サンプルレート」および「表示形式」の各設定を
選択します。

7. 「ビデオプレビュー」セクションで、システムに対応するプレビューファイルの形式と
コーデックのセットを 1 つ選択します。

Windows の場合は、プレビューファイル形式に「Microsoft AVI」を選択し、コーデッ
クには「なし」（または「非圧縮 UYVY 422 8 ビット」）を選択します。
Mac OS の場合は、プレビューファイル形式に「QuickTime」を選択し、コーデック
には「なし」（または「非圧縮 YUV 10 ビット 4:2:2」または「非圧縮 YUV 8 ビット
4:2:2」）を選択します。

オプションで装備しているハードウェアキャプチャカードまたは再生カードによっては、
異なるファイル形式およびコーデックが表示される場合があります。

8. （オプション）システムが 10 ビット以上の形式をサポートしている場合は、「最大ビッ
ト数」チェックボックスをオンにします。

9. （オプション）非圧縮再生をもう一度使用する場合は、「プリセットの保存」をクリック
して、プリセットの名前と説明を入力し、「OK」をクリックします。

10. シーケンスの名前を入力して「OK」をクリックします。

RED カメラのフッテージのシーケンスの作成
1. ファイル／新規／シーケンスを選択します。

2. 新規シーケンスダイアログボックスのシーケンスプリセットパネルで、フッテージに適し
た RED R3D プリセットを選択します。

3. 「シーケンス名」フィールドに名前を入力し、「OK」をクリックします。

24p シーケンス

24p フッテージおよびシーケンスについて

ビデオカメラまたはフィルムから約 24 fps ノンインターレース（プログレッシブ）で取り込んだフッテージ
のことを 24p フッテージといいます。このフッテージでは、フィルムの画質と動きの描写が維持されま
す。24p のフレームレートはモーションピクチャフィルムのフレームレートに非常に近く、それぞれのフレー
ムは、インターレース化された半分のフレームのフィールドからではなく、プログレッシブラインで構成され
るからです。つまり、24p 形式では被写体が映画のフィルムに近い品質となるため、一般に、低予算で制作し
なければならない場合に利用されます。
Premiere Pro で DV 24p シーケンスを作成するには、フッテージの形式とフレーム縦横比に一致する DV-24p
シーケンスプリセットを選択します。通常の場合と同じようにファイルを読み込んで、フッテージをキャプ
チャします。
Premiere Pro には、「フレームを繰り返し」と「インターレースフレーム」の 2 つの DV 24p 用 24p プルダ
ウン方式があります。どちらのオプションも 29.97 fps で再生されるように 24p フッテージを変換しますが、
表示とパフォーマンスが多少異なります。これらのオプションは、新規 DV-24p シーケンスの開始時に新規
シーケンス設定で選択できます。または、既存のシーケンスで変更することもできます。
標準の Premiere Pro DV-NTSC プリセットに基づいてシーケンス内の DV-24p フッテージを編集した場
合、Premiere Pro は 24p DV プルダウン方式を使用して、標準 NTSC デバイスでの再生用にフッテージを
29.97 fps インターレースビデオに変換します。この方式を使用して、テープへのマスター作成または放送用
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に DV 24p ムービーを標準の NTSC 形式に書き出すこともできます。
DV-24p プリセットの 1 つに基づいてシーケンス内の 24p フッテージを編集すると、Premiere Pro は、初期
設定で 24p プルダウン方式を管理するため、ビデオを 24p NTSC デバイスでの再生用に書き出すことができ
ます。これにより、ムービーを 24p 形式でファイルに書き出すことができます。この方式は、24p 形式をサ
ポートしている DVD プレーヤーやテレビモニターでの再生用にムービーを DVD に書き出す場合に使用しま
す。

Premiere Pro は、24p 方式および 24Pa 方式を採用したカメラからだけ 24p フッテージおよび 24Pa
フッテージの読み込みを行うことができます。

24p ソースメディアによっては、プルダウンがないものやプルダウンを必要としないものもあります。新しい
形式の多くが 24 progressive-native（24pn）です。プルダウン方式は適用されず、30 fps ビデオとの互換性
は確保されません。一部の P2 形式、すべての XDCAM および XDCAM-EX 形式、AVCHD 24p 形式のほとん
どが、progressive native です。

3:2 および 24Pa プルダウンについて

24 fps のフィルムを 29.97fps のビデオに変換するときは、3:2 プルダウンと呼ばれる処理を実行します。この
処理では、フィルムフレームは 3:2 のパターンを繰り返してビデオフィールドに分配されます。フィルム
の1番目のフレームは、ビデオの 1 番目のフレームのフィールド 1 とフィールド 2 、およびビデオの2番目の
フレームのフィールド 1 にもコピーされます。同様に、フィルムの 2 番目のフレームは、ビデオの次の 2 つ
のフィールド、つまりビデオの 2 番目のフレームのフィールド 2 とビデオの 3 番目のフレームのフィール
ド1にコピーされます。この 3:2 のパターンは、フィルムの 4 つのフレームがビデオの 5 つのフレームに分配
されるまで繰り返されます。
3:2 プルダウン処理を実行すると、全フレーム（図中の W）と分割フィールドフレーム（図中の S）が作成さ
れます。3 つすべてのフレームは、同じフィルムフレームからのフィールドを 2 つ含みます。残りの 2 つの分
割フィールドフレームは、2 つの異なるフィルムフレームからのビデオフレームを 1 つずつ含みます。2 つの
分割フィールドフレームは、常に隣り合っています。
3:2 プルダウンのフェーズは、2 つの分割フィールドフレームがフッテージの最初の 5 フレームに収まる位置
を示します。このフェーズは、3:2 プルダウン処理中に発生する 2 つの変換の結果です。つまり、24 fps の
フィルムを 30 fps ビデオを介して分配し直した場合、24 fps フィルムは、4 フレームごと
に、30（29.97）fps ビデオの 5 フレームに分配されますが、その際、まずフィルムの速度を 0.1 ％遅くし
て、29.97 fps と 30 fps との速度の差を一致させます。続いて、各フィルムフレームを特定のパターンで繰り
返して、ビデオのフィールドに統合します。

フッテージに 3:2 プルダウンを適用する場合は、フィルムのフレーム（A）が 2 つまたは 3 つのインターレー
スビデオフィールド（B）に分割されます。これらのフィールドは、それぞれ 2 つのフィールドで構成された
ビデオフレームにグループ化されます。

オリジナルがフィルムであるビデオのフッテージでは、追加するエフェクトがオリジナルのフィルムのフレー
ムレートと完全に同期するように、3:2 プルダウンの効果を取り除く必要があります。3:2 プルダウンの効果
を取り除くと、フレームレートが 30 fps から 24 fps、または 29.97 fps から 23.976 fps に 1/5 下がります。
フレームレートを下げると、編集する必要があるフレーム数も少なくなります。
Premiere Pro は、Panasonic DVX100 24p DV カメラの 24p Advance（24Pa）というプルダウンもサポート
しています。このフォーマットは、標準の DV テープを使用して 23.976 プログレッシブスキャンイメージを
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フレームを繰り返し（ABBCD）

インターレースフレーム（2:3:3:2）

キャプチャするためのもので、一部のカメラで採用されています。

24p シーケンスの作成
1. ファイル／新規／シーケンスを選択します。

2. 「シーケンスプリセット」タブの使用可能なプリセットリストから、ほとんどのフッテー
ジのフレーム縦横比およびオーディオサンプリングレートと一致する 24p プリセットを
選択します。24p プリセットは、DV-24P、DVCPRO50 の 480i、DVCPROHD の 1080i
および DVCPROHD の 720p フォルダーにあります。

3. 保存先を選択し、シーケンスの名前を指定して「OK」をクリックします。

24p フッテージをキャプチャすると、シーケンスの設定にかかわらず、Premiere Pro はフッテージを
24p として認識して処理します。

24p 再生オプションの設定

再生設定は、新しいシーケンスを作成するときに行います。

1. ファイル／新規／シーケンスを選択します。

2. 新規シーケンスダイアログボックスで、「一般」タブをクリックします。

3. 「再生設定」をクリックします。

4. 24p 変換方法エリアで、次のいずれかのオプションを選択します。

必要に応じてフレームを繰り返して 29.97 fps 再生を維
持します。このオプションを選択すると、CPU リソースの使用量を軽減できます。

フレームをテレシネのような方式で組み合わせ
て、29.97 fps 再生を維持します。このオプションを選択すると、再生がスムーズになり
ますが、より多くの CPU リソースが使用されます。

5. 再生設定ダイアログボックスで「OK」をクリックして、新規シーケンスダイアログボッ
クスで「OK」をクリックします。

24p プルダウンの無効化およびフィルムとビデオ間の変換のシミュレート

NTSC プリセットを使用しているプロジェクトでは、初期設定で、24p DV フッテージは 24p プルダウン方式
を使用して 29.97 fps で再生されます。プルダウン方式を無効にすると、ムービーの仕上げを、フィルムをフ
レーム補間なしでビデオまたはブロードキャスト用に変換したフィルムのようにできます。

1. プロジェクトパネルで、24p クリップを右クリック（Windows）、または Control キーを
押しながらクリック（Mac OS）します。

2. 変更／フッテージを変換を選択します。

3. 「フレームレート」セクションで「24p DV プルダウンに変更」を選択します。

4. 「OK」をクリックします。

また、他社製のフィルム仕上げプラグインエフェクトをマスタシーケンスに適用することもできます。こ
のようなプラグインは、一般にテレビ映画形式への変換を行ったり、粒子感やカラー補正を追加して様々
なフィルムストックのシミュレーションを行ったりします。撮影中は照明設定を慎重に行い、三脚を使用
してパンをゆっくり行うことで、重いフィルムカメラを使用して撮影したときのような効果が得られま
す。このような細部に気を配ることで、プロジェクトの品質はより映画に近いものになります。
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24p ソースタイムコードの表示

24p フッテージを読み込んだ場合、Premiere Pro は 23.976 fps プログレッシブフッテージとして処理しま
す。このため、24p プロジェクト内の 24p フッテージを操作する際には、タイムコードが 24 fps として表示
されます。ただし、カメラは 24p フッテージを 30 fps ノンドロップフレームタイムコードで録画およびログ
します。キャプチャ用に 24p フッテージをログする場合は、カメラのタイムコードカウントである 30 fps ノ
ンドロップフレームタイムコードに従ってクリップをログします。
例えば、キャプチャ用にログするクリップのインポイントが 00:01:00:28 の場合、24p プロジェクト内のオフ
ラインクリップとして、インポイントは 00:01:00:23 と表示されます。また、ノンドロップフレームフッテー
ジとドロップフレームフッテージを混在させると、プロジェクトとクリップのタイムコード表示が大幅に異な
るようになり、分、秒およびデュレーション全体の値が同期していないように見えます。編集時には、これら
の違いに注意してください。
30 fps のノンドロップフレームタイムコードを 24p フッテージが含まれたプロジェクトで使用すると、24p
フッテージタイムコードカウントで 5 つおきにフレームがドロップされます。24p クリップのプレビューを表
示すると、フレームレートは 23.976 と表示されますが、タイムベースは 29.97 で表示されます。 クリップの
元のタイムコードを読み取る場合は、次の操作を行います。

1. プロジェクトパネルで、クリップを右クリック（Windows）、または Control キーを押し
ながらクリック（Mac OS）します。

2. 変更／フッテージを変換／ファイルのフレームレートを使用を選択します。

モバイルデバイスシーケンスの開始

携帯電話やポータブルメディアプレーヤーなど、ポータブルデバイスで再生可能な形式にビデオを編集するこ
とができます。ターゲットデバイスに適したプロジェクト設定のプリセットを選択すれば、編集作業がより簡
単になります。ムービーの編集が完了したら、Adobe Media Encoder を使用して、ターゲットデバイスに適
したオーディオおよびビデオでエンコードします。

1. 次のいずれかの操作を行います。

初期画面から「新規プロジェクト」をクリックします。
ファイル／新規／プロジェクトを選択します。

2. 新規プロジェクトダイアログボックスで「OK」をクリックします。

3. 新規シーケンスダイアログボックスで、「シーケンスプリセット」タブを選択します。

4. Mobile & Devices プリセットフォルダーを選択します。次のいずれかの操作を行いま
す。

フレームサイズが 176 x 144 または 88 x 72 の 3GPP ビデオ専用にムービーを編集す
るには、CIF、QCIF、QQCIF プリセットを選択します。
Web 用や、フレームサイズが 320 x 240 または 128 x 96 の 4:3 ビデオを表示できる
モバイルデバイス用にムービーを編集するには、iPod、QVGA、Sub-QCIF プリセッ
トを選択します。

5. 「シーケンス名」フィールドに名前を入力し、「OK」をクリックします。

複数のシーケンスの使用

1 つのプロジェクトに複数のシーケンスを使用することができます。同じプロジェクト内の異なるシーケンス
を個別に設定できます。シーケンスの作成時に各シーケンスの設定を選択しますが、選択した設定の一部は、
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シーケンスを作成した後で変更できます。

シーケンスを切り替えるには、プログラムモニターのタブから使用したいシーケンスを選
択するか、タイムラインパネルで、使用したいシーケンスのタブをクリックします。選択
したシーケンスは、両方のパネルに表示されます。
シーケンスを個別のタイムラインパネルに表示するには、シーケンスのタブをドラッグし
ます。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらタブをド
ラッグして、パネルがドッキングしないようにします。
ソースモニターでシーケンスを開くには、プロジェクトパネルで Ctrl キーまたは
Command キーを押しながらシーケンスをダブルクリックするか、またはタイムラインパ
ネルで Ctrl キーまたは Command キーを押しながらネストされているシーケンスをダブル
クリックします。

シーケンスのネスト

シーケンス内の任意の深さにシーケンスをネストさせることで、複雑なグループ化や階層化も可能になりま
す。異なるタイムベース、フレームサイズ、およびピクセル縦横比設定の別のシーケンスにシーケンスをネス
トすることができます。 ネストされているシーケンスは、ソースシーケンスに複数のビデオトラックとオー
ディオトラックが含まれている場合でも、1 つのリンクされているビデオ／オーディオクリップとして表示さ
れます。
ネストされているシーケンスは、クリップと同様に、選択、移動、トリミング、エフェクトの適用が行えま
す。ソースシーケンスに対して加えた変更は、そのソースから作成されたネストされているすべてのインスタ
ンスに反映されます。
また、シーケンスのネスト機能を上手に利用することで、編集時間を短縮できたり、ネスト機能がないと実現
が難しいエフェクトを作成したりすることができます。

シーケンスを再利用する。特に複雑なシーケンスを繰り返す必要がある場合、それを一度
作成しておき、必要に応じて何回でも別のシーケンスで利用することができます。
シーケンスのコピーに異なる設定を適用する。例えば、毎回異なるエフェクトを適用して
シーケンスを繰り返し再生する場合など、ネストされているシーケンスの各インスタンス
に異なるエフェクトを適用できます。
編集の構造を単純化する。多層化された複雑なシーケンスを個別に作成して、それらをメ
インシーケンスに 1 つのクリップとして追加できます。これにより、メインシーケンス内
の複数のトラックを管理する手間が省けるとともに、編集中に間違ってクリップを移動し
たり、非同期状態にしてしまう可能性が低くなります。
複雑なグループやネストされたエフェクトを作成する。例えば、編集ポイントに適用でき
るトランジションは 1 つだけですが、シーケンスをネストさせれば、ネストされた各ク
リップに新しいトランジションを適用して、トランジションの中に別のトランジションを
作成できます。または、各ピクチャがネストされたシーケンス内にあり、それぞれがトラ
ンジションおよびエフェクトを持った一連のクリップになっているようなピクチャインピ
クチャエフェクトも作成できます。

シーケンスをネストさせる場合は、以下の点に注意してください。

作業中のシーケンス自体を同じシーケンス内にネストさせることはできません。
16 チャンネルオーディオトラックを含むシーケンスをネストさせることはできません。
ネストされたシーケンスに関係するアクションによっては、処理に時間がかかることがあ
ります。これは、ネストされたシーケンスに多数のクリップへのインスタンスが含まれて
いる場合、Premiere Pro はすべてのコンポーネントのクリップにアクションを適用するた
めです。
ネストされたシーケンスは、そのソースの現在の状態を常に反映します。ソースシーケン
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スのコンテンツを変更すると、ネストされたインスタンスシーケンスのコンテンツにも変
更内容が反映されます。ただし、コンテンツを変更しても、デュレーションには直接影響
ありません。
ネストされたシーケンスクリップのデュレーションは、作成時のソースの長さによって決
定されます。これには、ソースシーケンスの最初にある空のスペースも含まれますが、後
ろの部分の空のスペースは含まれません。
ほかのクリップの場合と同様、ネストされたシーケンスのインポイントとアウトポイント
を設定できます。ネストされたシーケンスをトリミングしても、ソースシーケンスの長さ
には影響しません。また、ソースシーケンスのデュレーションをインスタンスを作成した
後に延長した場合、既存のネストされたインスタンスのデュレーションには影響ありませ
ん。ネストされたインスタンスのデュレーションを延長して、ソースシーケンスに追加し
た素材を表示するには、標準的なトリミング方法を使用します。逆に、ソースシーケンス
を短くすると、ネストされたインスタンスにブラックビデオと無音のオーディオが含まれ
るようになります（ネストされたシーケンスをトリミングする必要がある場合がありま
す）。

シーケンスの別のシーケンスへのネスト
プロジェクトパネルまたはソースモニターからアクティブなシーケンスの適切なトラック
にシーケンスをドラッグします。または、クリップを追加するためのいずれかの編集方法
を使用します。

ネストされたシーケンスを編集する前にオーディオをレンダリングする必要はあ
りません。

選択した複数のクリップからのネストされたシーケンスの作成
1. シーケンスで、ネストされたシーケンスに送信する 1 つまたは複数のクリップを選択し
ます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

クリップ／ネストを選択します。
選択したクリップを右クリックし、「ネスト」を選択します。

Premiere Pro により、選択したクリップがシーケンスから切り取られ、新しいシーケンスに送信されます。そ
して新しいシーケンスが、元のシーケンスの最初に選択したクリップの位置からネストされます。

ネストされたシーケンスのソースの表示
ネストされたシーケンスクリップをダブルクリックします。ネストされたシーケンスがア
クティブなシーケンスになります。

ネストされているシーケンスのソースフレームの表示

ネストされているシーケンス内のクリップを表示して編集などの操作を行う場合、目的のフレームが表示され
た状態でソースシーケンスをすばやく開くことができます。

1. タイムラインパネルで、トラックヘッダーをクリックしてネストされているシーケンスを
配置しているトラックをターゲット指定します。複数のトラックをターゲット指定する場
合、一番上のターゲットトラックを使用して、ネストされたシーケンスを選択します。

2. タイムラインパネルで再生ヘッドをドラッグして、オリジナルのシーケンスで表示したい
フレームに合わせます。
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3. Ctrl + Shift + F キー（Windows）または Shift + T キー（Mac OS）を押して、タイムラ
インパネルでソースシーケンスを表示します。ネストされているシーケンスで指定したフ
レームに再生ヘッドが移動します。

4. 再生ヘッドの位置にあるクリップをダブルクリックして、ソースモニターでクリップを開
きます。

クローズドキャプションファイルの追加

クローズドキャプションデータファイルをシーケンスに追加するには、Premiere Pro でのクローズドキャプ
ションのワークフローを参照してください。
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ソースモニターに読み込まれたシーケンスからの編集

ページの先頭へ

Premiere Pro では、すべてのトラック上の元のソースクリップを同じ状態に保ちながら、ソースモニターに
シーケンスを読み込み、タイムラインでそれらを編集することができます。そのため、シーケンスは 1 つのネ
ストされたシーケンスクリップにはなりません。こうして個々のソースクリップを含む他のシーケンスのセグ
メントを使用して、ポイント、トランジション、およびエフェクトを編集できるようになります。これはコ
ピー＆ペースト操作に似ています。

ネストソースシーケンスの使用

ソースシーケンスを現在のシーケンスへと編集する方法をコントロールするには、ソースインジケーターコン
テキストメニューの「ネストソースシーケンス」切り替えオプションを使用します。ソースシーケンスを、複
数のトラック、編集ポイント、およびトランジション上の個々のクリップを含む現在のシーケンスへと編集す
るには、オプションをオフに切り替えます。この編集のタイプはコピー＆ペースト操作に似ています。ネスト
されたシーケンスクリップとしてソースシーケンスを現在のシーケンスへと編集するには、オプションをオン
に切り替えます。
シーケンスには複数のビデオを含むことができるため、タイムラインのトラックヘッダーのソースインジケー
ターは、複数のビデオトラックを含むすべてのソーストラックを表示します。シーケンスをソースモニターに
読み込む際は、ビデオトラックを選択してタイムラインに対して編集を行うことができます。
ソースシーケンスのトラックは、たとえ空であっても、シーケンスがソースモニターで読み込まれる際にパッ
チベイでソーストラックとして使用できます。また、ソースシーケンスから他のシーケンスに空のシーケンス
を編集しても、ターゲットシーケンスには影響しません。

例
次に、ソースモニターに読み込まれる 3 つのビデオトラックと 4 つのオーディオトラックの例を示します。
ソーストラックはタイムラインのソースインジケーター列（左端）に表示されます。

ソースシーケンスの編集
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重要事項
ソースインジケーターは並べ替えることができます。Premiere Pro では、通常のクリップ
の場合と同様に最新の配置（パッチ順序）が記憶されます。
Premiere Pro では、ソースモニターに読み込んだシーケンス内のすべてのソーストラック
が表示されます。
クリップを任意のトラックに配置できるように、ドラッグ編集中はトラックターゲットが
無視されます。
ネストされたシーケンスクリップを含むシーケンスをソースモニターに読み込むことがで
きます。別のシーケンスへと編集する場合、シーケンスはネストされたシーケンスクリッ
プのままになっています。
ソースクリップ内のエフェクトやトランジションは、クリップと一緒にコピー先のシーケ
ンスにコピーされます。
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クリップの移動
レーザーツールを使用した 1 つまたは複数のクリップの分割またはカット
フレームのリフトとペースト
フレームの抽出とペースト
クリップの削除およびスペースの削除（同時）
クリップ間のスペースの削除
シーケンスとトラックでのギャップの検索
再生ヘッドでのコピー＆ペースト
タイムラインでドラッグしてクリップをコピー＆ペースト
特定のトラック上のすべてのクリップの削除

クリップの移動

クリップを再生順に配置して、タイムラインパネルでシーケンスを作成できます。また、タイムラインパネル
では、クリップの再生順の変更、クリップの置き換えや削除、追加クリップの挿入ができます。

タイムラインパネルでのクリップの移動

クリップをドラッグしてシーケンスの空いている部分に配置したり、別のクリップにスナップできます。ま
た、移動するクリップをインサートおよび上書きすることもできます。クリップをドラッグするとき、クリッ
プは半透明の状態で、そのデュレーションと同じ長さで表示されます。複数のクリップを移動する場合は、移
動したい範囲のクリップを選択して移動するか、クリップのグループを移動します。ツールヒントに、ドラッ
グして移動した時間の長さが表示されます。シーケンスの先頭に向かってクリップをドラッグした場合はウィ
ンドウに負の値が表示され、シーケンスの最後に向かってクリップをドラッグした場合は正の値が表示されま
す。

初期設定の上書き編集モードの場合、クリップをドラッグする際にポインターが上書きアイコン  に変わ
ります。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリップをドロップすると、
インサート編集に変わります。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリッ
プをドラッグすると、インサートアイコン  が表示されます。
初期設定では、クリップのオーディオまたはビデオの部分をドラッグして、トラック位置を変更できます。そ
の他の部分は、元のトラックに残ります。ただし、Shift キーを押しながらドラッグするか、ビデオトラック
とオーディオトラックを分ける バーを通り越して縦方向にドラッグすると、この動作を変更できます。「ス
ナップ」がオンになっている場合、クリップの一部を新しいトラックに向かって縦方向にドラッグすると、新
しいトラック内の元の時間位置にスナップされます。

次のいずれかの操作を行います。

クリップのオーディオ部分を別のトラックに移動するには、クリップのオーディオ部
分を目的のオーディオトラックに向かって縦方向にドラッグします。
クリップのビデオ部分を別のトラックに移動するには、クリップのビデオ部分を目的
のビデオトラックに向かって縦方向にドラッグします。
クリップのビデオ部分を Video 1 に移動し、オーディオ部分を別のオーディオトラッ
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クに移動するには、ビデオ部分をビデオトラックとオーディオトラックを分けるバー
を通り越して下に向かってドラッグします。ビデオ部分は Video 1 に残り、オーディ
オ部分はドロップした場所のオーディオトラックに挿入されます。
クリップのオーディオ部分を Audio 1 に移動し、ビデオ部分を別のビデオトラックに
移動するには、オーディオ部分をビデオトラックとオーディオトラックを分けるバー
を通り越して上に向かってドラッグします。オーディオ部分は Audio 1 に残り、ビデ
オ部分はドロップした場所のビデオトラックに挿入されます。
クリップのビデオおよびオーディオ部分を指定したトラックに配置するには、ビデオ
部分を目的のビデオトラックにドラッグします。Shift キーを押したままにします。こ
れで、ビデオ部分は指定したビデオトラックに挿入されます。引き続き Shift キーを押
したまま、ビデオとオーディオトラックを分けるバーを通り越して下方向にドラッグ
します。クリップのオーディオ部分を配置する目的のオーディオトラックの上に来た
ら、マウスと Shift キーを放します。
ほかのクリップを上書きするには、1 つまたは複数のクリップをドラッグして、ほか
のクリップが配置されているトラック上でドロップします。
リンクしているクリップの 1 つのトラックのみを移動するには、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら移動するクリップ、オー
ディオまたはビデオの一部をドラッグします。編集を開始した後は、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押し続ける必要はありません。ビデオ
とオーディオの同期は失われます。
インサート編集するには、1 つまたは複数のクリップをドラッグし始めたあと、Ctrl
キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらマウスボタンを放
してクリップを新しい場所にドロップします。ドロップした場所よりも右にあるすべ
てのトラックのクリップが、挿入したクリップの右側に移動します。挿入したクリッ
プの元のトラックにはスペースが残ります。

キーパッドを使用したクリップの移動

シーケンス内のクリップの位置は、フレーム数を入力して移動することができます。

1. シーケンスでクリップを選択します。

2. クリップを右に移動するには、Num Lock キーを押してロックがオンの状態でテンキーの
+ （プラス）キーを押し、移動するフレーム数を入力します。左に移動するには、テン
キーの -（マイナス）キーを押して、移動するフレーム数を入力します。Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

クリップ間にスペースがあると、まずそのスペースが埋められ、残りのフレーム数分、選
択したクリップを隣接するクリップに上書きします。

別のトラックへのクリップの移動

クリップのオーディオ部分またはビデオ部分を目的のトラックにドラッグします。ドラッ
グした部分だけが新しいトラックに移動します。

オーディオをドラッグする場合、互換性のある次のトラックにドロップすることができます。互換性
のあるトラックが存在しない場合（ステレオオーディオをドラッグしたいけれども、モノラルトラックしか存
在しない場合など）は、互換性のあるトラックが自動的に作成されます。 

クリップの選択範囲を上に移動キーボードショートカットと、クリップの選択範囲を下に
移動キーボードショートカットを使用して、クリップを別のトラックに移動できます。
タイムラインパネルで 1 つまたは複数のクリップを選択し、いずれかのコマンドを使用し
てクリップを新しいトラックに移動します。選択したすべてのクリックを移動できる場
合、選択したクリップが縦方向に 1 トラック移動します。そうでない場合は、どのクリッ
プも移動しません。すべてのクリップで水平方向に同じ開示時間と終了時間が維持されま
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す。
ビデオクリップの場合、上に移動するとトラック番号が大きくなり（例えば、V2 から V3
へ）、オーディオクリップの場合、上に移動するとトラック番号が小さくなります（例え
ば、A2 から A1 へ）。下に移動すると、ビデオトラック番号が小さくなり、オーディオ
トラック番号は大きくなります。現在のトラックのセットより上にクリップを移動する場
合、新しいトラックを追加できます。
次のいずれかに該当する場合、クリップを移動するコマンドがエラーになります：
移動によって、クリップがトラック 1 より前に配置される（例えば、ビデオ 1 のクリップ
を下のトラックに移動することや、オーディオ 1 のクリップを上のトラックに移動するこ
とはできない）。このようにクリップを移動しようとすると、タイムラインパネルの中央
に「V1 上のメディアの制限」または「A1 上のメディアの制限」というツールヒントが表
示されます。
移動によって、ロックされているトラック上にクリップが配置される。このようにクリッ
プを移動しようとすると、隣接するロックされているトラックのために移動できないト
ラック上の「メディアの制限」を示すツールヒントが表示されます。

クリップが移動先のトラック上の別のクリップの一部を上書きする可能性がある。他のクリップを上
書きすることなく、クリップを別のトラックに移動するには、キーボードショートカットを使用する代わり
に、クリップを新しいトラックにドラッグします。

タイムラインパネルでのクリップの並べ替え

タイムラインパネルでのインサート編集と上書き編集機能を効果的に応用して、並べ替え編集を行うことがで
きます。並べ替え編集では、クリップを抽出して別の位置にインサートすることができますが、インサート先
のトラックにあるクリップだけが移動され、ほかのトラックのクリップには影響しません。このテクニックを
使用すれば、シーケンス内のクリップの順序をすばやく変更できます。並べ替え編集では、ポインターが並べ
替え編集アイコン  が表示されます。

クリップをドラッグし、Ctrl + Alt キー（Windows）または Command + Option キー
（Mac OS）を押したままマウスボタンを放して、クリップを新しい場所にドロップしま
す。

Ctrl + Alt キー（Windows）または Command + Option キー（Mac OS）を押すと、ポイ
ンターが並べ替え編集アイコン  が表示されます。クリップをドロップすると、ドロッ
プ先にクリップがインサートされます。このとき、ドロップ先のトラックのクリップだけ
が移動されます。

レーザーツールを使用した 1 つまたは複数のクリップの分割またはカッ
ト

レーザーツールを使用して、クリップを 2 つにカットしたり、複数のトラックにあるクリップを一度にカット
したりできます。クリップを分割すると、リンクしているオリジナルのクリップから分離され、それぞれが独
立したクリップとなります。作成されるクリップは、インポイントとアウトポイントの設定を除き、オリジナ
ルのクリップとまったく同じになります。

次のいずれかの操作を行います。

1 のクリップまたはリンクされたクリップを分割するには、レーザーツール  を選択
し、クリップを分割するシーケンス内の場所をクリックします。
リンクしているクリップのオーディオ部分またはビデオ部分だけを分割するには、
レーザーツールで 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。
ターゲットトラックでクリップを分割するには、ターゲットトラックのヘッダーをク
リックします。クリップを分割する箇所に再生ヘッドを配置して、シーケンス／編集
点を追加を選択します。または、Ctrl + K（Windows）キーまたは Command +

316



ページの先頭へ

ページの先頭へ

K（Mac OS）キーを押します。
ロックされたトラック以外のすべてのトラックでクリップを分割するには、分割しな
いクリップが含まれているトラックをロックします。シーケンス／編集点をすべての
トラックに追加を選択します。Ctrl + Shift + K キー（Windows）または Command +
Shift + K キー（Mac OS）を押します。タイムラインパネル内の同じポイントですべ
てのトラックを分割するには、レーザーツールで Shift キーを押しながらクリックする
こともできます。

エフェクト設定を時間の経過に従って変更する場合は、クリップを分割しないでくだ
さい。そのような場合は、1 つのクリップに複数のキーフレームを適用します。

スルー編集のと非表示を切り替えるには、シーケンス／スルー編集を表示を選択します。
有効になっている場合、シーケンス内のすべてのスルー編集が小さな白い三角形で表示さ
れ、これがスルー編集を示します。
スルー編集を結合するには、次のいずれかの操作をします：
スルー編集を選択し、編集／消去を選択します。
スルー編集を選択して、Delete キーまたは Backspace キーを押します。
次に、編集ポイントを右クリック（Windows）するか、Ctrl キーを押しながらクリックし
て、コンテキストメニューから「スルー編集を結合」を選択します。

クリップ全体を削除するには、シーケンスで 1 つまたは複数のクリップを選択して、Delete キーを押しま
す。 

フレームのリフトとペースト

シーケンス内の 1 つまたは複数のトラックで指定した領域からフレームを削除またはリフトして、フレームが
あった部分のスペースをそのまま維持しておくことができます。シーケンスのインポイントおよびアウトポイ
ントが設定された領域を指定します。シーケンスのインポイントとアウトポイントの間にクリップの一部しか
表示されない場合、その部分はシーケンスからリフトされ、残りのクリップはそのまま残ります。リフトされ
たフレームは、シーケンスのどの位置にでもペーストできます。

1. プログラムモニターのコントロールを使用して、シーケンスのインポイントとアウトポイ
ントを指定します。

2. タイムラインで、フレームをリフトするトラックのヘッダーをクリックします。

3. プログラムモニターで、リフトボタン  をクリックします。

リフトされたフレームは、システムのクリップボードに置かれます。

4. リフトされたフレームをペーストするトラックのヘッダーをクリックします。

5. リフトされたフレームをペーストする位置に再生ヘッドを移動します。

6. 編集／ペーストを選択します。

フレームの抽出とペースト

シーケンス内の 1 つまたは複数のトラックの指定した領域から、スペースを残さずにフレームを抽出すること
ができます。シーケンスのインポイントとアウトポイントで領域を指定します。シーケンスのインポイントと
アウトポイント間にクリップの一部しか含まれていない場合、Premiere Pro はクリップのその部分のみをシー
ケンスから抽出し、クリップの残りの部分を維持します。抽出されたフレームは、シーケンスのどの位置にで
もペーストできます。

1. プログラムモニターのコントロールを使用して、シーケンスのインポイントとアウトポイ
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ントを指定します。

2. タイムラインで、フレームを抽出するトラックのヘッダーをクリックします。

3. スペースが削除されたときに移動されるすべてのトラックのヘッダーで同期ロックボック
スをクリックします。同期ロックが無効になっているトラック内のクリップは移動されま
せん。

4. プログラムモニターで、抽出ボタン  をクリックします。

抽出されたフレームは、システムのクリップボードに置かれます。

5. 抽出されたフレームをペーストするトラックのヘッダーをクリックします。

6. 抽出されたフレームをペーストする位置に再生ヘッドを移動します。

7. 編集／ペーストを選択します。

クリップの削除およびスペースの削除（同時）

クリップを削除するときに、その後に残っているスペースを同時に削除できます。これをリップル削除といい
ます。

1. シーケンスで、1 つまたは複数の削除するクリップを選択します。複数のクリップを選択
する場合は、Shift キーを押しながらクリップをクリックするか、対象のクリップを囲む
ようにドラッグします。

2. 編集／リップル削除を選択します。

環境設定ダイアログボックス（編集／環境設定／トリミング）の「トリムポイン
トをオーバーラップしているクリップをリップルトリミング中にシフト」チェックボック
スをオンにすると、リップル削除中に重複するトラック項目が移動されます。

クリップ間のスペースの削除

タイムラインでクリップ間のスペースを削除すると、ロックされていないすべてのトラック上のすべてのク
リップが、スペースのデュレーション分だけ左に移動します。リップル削除中（またはインサート編集や抽出
編集）にトラックが移動されないようにするには、トラックをロックします。または環境設定ダイアログボッ
クス（編集／環境設定／トリミング）の「リップルトリミング中にトリムポイントが重複するクリップを移動
する」チェックボックスをオンにします。重複するトラック項目は、リップル削除中に移動されます。また
は、移動しないトラックの同期ロックをオフにします。

タイムラインで、次のいずれかの操作を行います。

2 つのクリップ間のスペースを右クリック（Windows）または Ctrl キーを押しながら
クリック（Mac OS）して、「リップル削除」を選択します。
2 つのクリップ間のスペースをクリックして、編集／リップル削除を選択します。
2 つのクリップ間のスペースをクリックして、Delete キーを押します。
シーケンス内のスペースの検索については、シーケンスとトラックでのギャップの検
索を参照してください。

「リップル削除」コマンドが失敗した場合、競合するクリップを含むトラックを編集
ポイントに合わせてロックする必要があります。

シーケンスとトラックでのギャップの検索
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シーケンスまたはシーケンスの特定のトラックで、1 フレーム以上のギャップを検索することができます。
シーケンス／ギャップへ移動を選択して、次のいずれかのオプションを選択します。

すべてのトラックにまたがる時間インジケーターの右側にある次のギャップを検索しま
す。

すべてのトラックにまたがる時間インジケーターの左側にある次のギャップを検索しま
す。

1 つまたは複数のトラックがターゲットの場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

選択されたトラックの時間インジケーターの右側にある次のギャップを検索します。

選択されたトラックの時間インジケーターの左側にある次のギャップを検索します。

時間インジケーターは、次のギャップまたは前のギャップの位置へ移動します。現在のズームレベルでギャッ
プが表示されない場合もタイムラインのズームレベルは変化しません。

Premiere Pro が最後のギャップを検出した場合は、「シーケンス内で次へ」または「トラック内で次
へ」を選択しても無視されます。同様に Premiere Pro が最初のギャップを検出した場合は、「シーケンス内
で前へ」または「トラック内で前へ」を選択しても無視されます。

再生ヘッドでのコピー＆ペースト

複数のクリップを同時にコピーおよびペーストできます。コピー／ペースト操作では、クリップの相対間隔
（時間軸上での水平方向の間隔とトラック間の垂直方向の間隔）は維持されます。クリップのコピーは、最初
にターゲット指定したトラックの新しい再生ヘッドの位置にペーストおよびインサートペーストできます。

1. 1 つまたは複数のクリップを選択し、編集／コピーを選択します。

2. タイムラインパネルで、ターゲットトラックとして指定する 1 つまたは複数のトラック
のトラックヘッダー領域をクリックします。

3. タイムラインパネルで、クリップのコピーをペーストするシーケンス内の位置に再生ヘッ
ドを配置します。

4. 次のいずれかの操作を行います。

ペーストしたクリップを上書きするには、編集／ペーストを選択します。
ペーストしたクリップをインサートするには、編集／インサートペーストを選択しま
す。

クリップはシーケンスにペーストされ、再生ヘッドはペーストされたクリップの最後に
ジャンプします。

タイムラインでドラッグしてクリップをコピー＆ペースト

補助キーを押しながらクリップをタイムラインの別の場所にドラッグすることで、クリップをコピー＆ペース
トできます。
クリップをタイムラインの新しい場所にコピー＆ペーストするには、次の操作を実行します。

1. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押します。
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ページの先頭へ

注意：

2. シーケンスで 1 つまたは複数のクリップを選択し、タイムラインの新しい場所にドラッ
グします。クリップは水平方向または垂直方向にドラッグできます。

新しい場所にクリップをドラッグすると、クリップが複製されます。
タイムラインで Alt や Option 補助キーを使用してクリップをドラッグする場合は、次の
操作を実行します。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリップをクリッ
クすると、クリップのオーディオ部分またはビデオ部分のいずれかを複製し、タイム
ラインの新しい場所にドラッグできます。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、
クリップをタイムラインの新しい場所にコピー＆ペーストできます。
クリップが既に選択されている場合は、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）をクリックしてもクリップのオーディオ部分やビデオ部分を選択できな
くなりました。クリップを最初に選択解除する必要があります。

特定のトラック上のすべてのクリップの削除
1. トラック選択ツール  を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

リンククリップのオーディオとビデオの両方のクリップを削除するには、いずれかの
トラックでクリップをクリックします。
一方のトラックのクリップだけを削除し、リンクされているもう一方のクリップを残
しておく場合は、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しなが
ら、削除したいクリップをクリックします。

3. Delete キーを押します。

トラックとそのトラックに含まれているすべての項目を削除することもできま
す。トラックの操作を参照してください。

以下も参照してください
シーケンスのインポイントとアウトポイントの設定または消去
ターゲットトラックの指定
クリップのエフェクトのコピーとペースト
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あらゆるシーケンス内のクリップの検索（クリップ使用状況を使用）
プロジェクトパネルでのシーケンスクリップのソースの表示
1 つまたは複数のクリップの選択
クリップのアクティブ化または非アクティブ化
クリップのグループ化
クリップのスナップ

あらゆるシーケンス内のクリップの検索（クリップ使用状況を使用）
プロジェクトパネルで「ビデオの使用回数」列を表示することによって、クリップの使用回数を表示することもできます。詳しくは、表示

項目の追加を参照してください。

プロジェクトパネルにある任意のクリップについて、そのプロジェクトでの使用の有無、使用回数および各使用位置を、クリップ使用状況メ
ニューで確認できます。「クリップ使用状況」の三角形は、選択したクリップがシーケンスで使用されている場合のみ、サムネールビューアの横
に表示されます。
 

1. プロジェクトパネルでクリップを選択します。

2. プロジェクトパネル上部のクリップのサムネールの横に表示されているクリップ使用状況の三角形をクリックします（ムー
ビー行のピクセル縦横比の隣）。

ポップアップメニューに、クリップが使用されているシーケンスでのクリップのタイムコード位置が表示されます。

3. 目的の位置をクリックします。

目的のシーケンスパネルが前面に移動して、再生ヘッドがクリップの位置に移動します。

プロジェクトパネルでのシーケンスクリップのソースの表示
シーケンス内のクリップを右クリック（Windows）、または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「プロジェ
クトウィンドウで表示」を選択します。

1 つまたは複数のクリップの選択

エフェクトの適用、クリップの削除、クリップの時間的な位置の移動など、クリップ全体に影響する操作を行う場合には、まずタイムラインパネ
ルでクリップを選択します。ツールパネルには、さまざまな選択操作を行うための選択ツールがあります。

次のいずれかの操作を行います。

1 つのクリップを選択するには、選択ツール  を使用して、タイムラインパネルでクリップをクリックします。

クリップのオーディオ部分またはビデオ部分だけを選択するには、選択ツール  を使用して、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押しながら目的の部分をクリックします。

複数のクリップをクリックして選択するには、選択ツール  を使用して、Shift キーを押しながら目的の各クリップをクリック
します（選択されているクリップを選択解除する場合も、Shift キーを押しながらクリックします）。
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特定の範囲のクリップを選択するには、タイムラインルーラーの下の何も表示されていない部分から、選択するクリップを囲む
ようにドラッグします（範囲選択）。
選択しているクリップに特定の範囲のクリップを追加または削除するには、Shift キーを押しながらクリップを囲むようにド
ラッグします。選択されていないクリップを選択項目に追加するには、Shift キーを押しながら追加するクリップを囲むように
ドラッグします。選択されているクリップを選択項目から削除するには、Shift キーを押しながら削除するクリップを囲むよう
にドラッグします。
1 つのトラック上にある特定の時間以降のクリップをすべて選択するには、トラックの前方選択ツール  を選択して、時間軸
上で先頭にあるクリップをクリックします。すべてのトラック上にある特定の時間以降のクリップをすべて選択するに
は、Shift キーを押しながらクリックします。
ビデオクリップとオーディオクリップがリンクされているときに、どちらか一方のトラックのクリップを選択するには、トラッ
ク選択ツール  で Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリップをクリックします。
Premiere Pro CC では、次のクリップを選択コマンドまたは前のクリップを選択コマンドを使用して、再生ヘッドの現在の場所
にあるターゲットトラック上のクリップを選択します。これらのキーボードから実行するコマンドは、使用する前にキーボード
ショートカットダイアログボックスで設定する必要があります。
Premiere Pro CC では、インからアウトを選択コマンドを使用して、ターゲットトラックのインポイントおよびアウトポイント
に基づいてクリップを選択します。このキーボードから実行するコマンドは、使用する前にキーボードショートカットダイアロ
グボックスで設定する必要があります。

クリップのアクティブ化または非アクティブ化

いろいろな編集操作を試したり、複雑なプロジェクトの処理時間を短縮したいときに、特定のクリップを非アクティブにすることができます。非
アクティブにしたクリップは、プログラムモニターや、書き出すプレビューファイルまたはビデオファイルに出力されません。クリップは、非ア
クティブにした状態でも変更することができます。ただし、非アクティブにしたクリップが含まれているトラックがロックされている場合は変更
できません。特定のトラック上のすべてのクリップを非アクティブにするには、クリップではなく、トラック全体を非アクティブにします。ター
ゲットトラックの指定を参照してください。

タイムラインパネルで 1 つまたは複数のクリップを選択し、クリップ／有効を選択します。アクティブコマンドの横にチェッ
クマークが表示されている場合は、選択したクリップがアクティブであることを示しています。非アクティブになっているク
リップ名は、タイムラインパネルでグレー表示されます。

クリップのアクティブ化および非アクティブ化はエディターでよく行う操作なので、この操作のカスタムキーボードショートカットを作成して
おくことをお勧めします。キーボードショートカットのカスタマイズと読み込みを参照してください。

クリップのグループ化

複数のクリップをグループ化して、移動、非アクティブ化、コピーまたは削除を一度に行うことができます。リンクされているクリップをグルー
プ化すると、クリップのビデオトラックとオーディオトラックの両方がグループに含まれるようになります。
「速度・デュレーション」コマンドなどのクリップ単位で使用するコマンドやエフェクトをグループ全体に適用することはできませんが、グルー
プ内の個別のクリップに適用することはできます。
グループの先頭または最後の部分（グループの最初のクリップの先頭部分と最後のクリップの最後の部分）はトリミングできますが、グループ内
部のインポイントとアウトポイントはトリミングできません。

クリップをグループ化するには、複数のクリップを選択して、クリップ／グループ化を選択します。
クリップのグループ化を解除するには、グループ化されているクリップを選択し、クリップ／グループ解除を選択します。
グループ内の 1 つまたは複数のクリップを選択するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら目
的のクリップを 1 つクリックします。グループ内の別のクリップをさらに選択するには、Shift + Alt キー（Windows）または
Shift + Option キー（Mac OS）を押しながらクリップをクリックします。

クリップのスナップ

スナップ機能を使用すると、クリップを隣接するクリップとつなげたり、特定の時間位置に移動する操作をより簡単に行うことができます。ス
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ナップ機能をオンにした状態でクリップを移動すると、自動的に別のクリップの端、マーカー、タイムラインルーラーの先頭または最後、または
再生ヘッドに揃えられます（スナップされます）。クリップの一部を別のトラックに向かって縦方向にドラッグすると、新しいトラック内の元の
時間位置にスナップされます。スナップ機能を使用すれば、クリップをドラッグしたときに、クリップを誤ってインサート（挿入）または上書き
してしまうのを防止することもできます。クリップをドラッグしてスナップされると、矢印の付いた垂直の線が表示されます。

スナップ機能のオンまたはオフ
スナップ機能をオンにするには、タイムラインパネルの左上のシーケンスタブの下にあるスナップボタン  をクリックしま
す。オフにするには、もう一度クリックします。

クリップの端、マーカーまたは再生ヘッドへのクリップのスナップ
1. タイムラインパネルで、スナップボタン  が選択されていることを確認します。

2. クリップをドラッグして、別のクリップの端、マーカーまたは再生ヘッドに近づけます。クリップがスナップされると、垂直
の線が表示されます。

キーボードショートカットを使用して、スナップ機能のオンとオフを切り替えることができます。このキーボードショート
カットは、クリップの移動やトリミングなどの編集操作を行っているときにも使用できます。
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シーケンスのレンダリングとプレビュー

ページの先頭へ

レンダリング用のワークエリアを定義する
インポイントとアウトポイントを使用したレンダリングのエリアの定義
一部のシーケンスのプレビューファイルのレンダリング
ビデオのレンダリング時のオーディオのレンダリング
プレビューファイルの操作
シーケンス全体の再生
プレビュー時のシーケンスのスクロール
テレビモニターでのプレビュー
Adobe ビデオアプリケーションが同じキャッシュファイルを使うようにする

シーケンスはすべて、フルフレームレートでリアルタイムに再生されます。これは通常、レンダリングが不要
なセクションまたは既にプレビューファイルがレンダリングされている領域のすべてについて実行されます。
ただし、フルフレームレートでのリアルタイム再生は、プレビューファイルのない複雑な領域やレンダリング
されていない領域では、実行できない場合があります。
複雑な領域をフルフレームレートでリアルタイムに再生するには、最初に対象の領域のプレビューファイルの
レンダリングが必要になる場合があります。シーケンスのレンダリングされていない領域は、カラーのレンダ
リングバーで示されます。シーケンスのタイムルーラーに表示される赤色のレンダリングバーは、その領域が
レンダリングされていないことを表します。このような領域をフルフレームレートでリアルタイムに再生する
には、レンダリングする必要があります。黄色のレンダリングバーもレンダリングされていない領域を表しま
すが、このような領域の場合、フルフレームレートでリアルタイムに再生するためにレンダリングする必要は
ありません。プレビューの品質に関係なく、赤色または黄色のレンダリングバーで示された領域は、テープに
書き出す前にレンダリングする必要があります。緑色のレンダリングバーは、既にプレビューファイルがレン
ダリングされた領域を表します。
シーケンスは、ソースメディアと同様にプレビューファイルを参照しています。プロジェクトパネルではな
く、Windows または Mac OS のファイルブラウザーを使用してプレビューファイルを移動または削除する
と、次回プロジェクトを開いたときに、プレビューファイルの場所を指定するか、またはファイルを無視する
かを確認するダイアログボックスが表示されます。

シーケンスプリセットをカスタマイズして、未圧縮 10 bit や 8 bit フッテージでプレビューすることができ
ます。詳しくは、未圧縮ビデオ再生でのシーケンスの作成を参照してください。

アドビフォーラムのこの FAQ では、シーケンス内の赤または黄色のバーの意味について説明しています。
赤色、黄色および緑色のレンダリングバーが何を表しており、それらが再生とプレビューのレンダリングにど
のように影響するかについて詳しくは、この記事を参照してください。

レンダリング用のワークエリアを定義する
次のいずれかの操作を行います。

ワークエリアバーの中央部分を、プレビューする部分の上までドラッグします。ワー
クエリアバーは、必ず中央部分（縦線が数本表示されている部分）をクリックしてド
ラッグしてください。この部分以外をクリックしてドラッグすると、再生ヘッドが移
動します。
ワークエリアバーのいずれかの端にあるワークエリアマーカーをドラッグして、ワー
クエリアの開始位置と終了位置を指定します。
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インからアウトでエフェクトをレンダリング

インからアウトをレンダリング

オーディオをレンダリング

注意：

再生ヘッドを移動し、Alt + [ キー（Windows）または Option + [ キー（Mac OS）を
押してワークエリアの開始位置を設定します。
再生ヘッドを移動し、Alt + ] キー（Windows）または Option + ] キー（Mac OS）を
押してワークエリアの終了位置を設定します。
ワークエリアバーの幅を、タイムルーラーまたはシーケンス全体の長さの短い方に設
定するには、ワークエリアバーをダブルクリックします。シーケンス全体をワークエ
リアとして定義するには、タイムラインパネルでシーケンス全体を表示します。
ワークエリアバーを設定してレンダリングのエリアを定義するときに、対応するオプ
ションがシーケンスメニューに表示されます。「ワークエリアでエフェクトをレンダ
リング」、および「ワークエリア全体をレンダリング」です。「ワークエリアのレン
ダリングファイルを削除」コマンドも使用できます。これらのオプションは、ワーク
エリアバーが無効になっている場合はシーケンスメニューに表示されません。

ワークエリアバーの上にポインターを移動すると、ワークエリアバーの開始タイ
ムコード、終了タイムコードおよびデュレーションを示すツールヒントが表示されます。

インポイントとアウトポイントを使用したレンダリングのエリアの定義
インポイントとアウトポイントをマークしてレンダリングのエリアを定義できます：

レンダリングする予定のシーケンスのエリアに対するインポイントとアウトポイント
をマークします。
インポイントとアウトポイントをマークしてレンダリングのエリアを定義するとき
に、対応するオプションがシーケンスメニューに表示されます。「インからアウトで
エフェクトをレンダリング」および「インからアウトをレンダリング」です。「イン
からアウトのレンダリングファイルを削除」コマンドも使用できます。これらのオプ
ションは、ワークエリアバーが有効になっている場合はシーケンスメニューに表示さ
れません。

一部のシーケンスのプレビューファイルのレンダリング

赤色のレンダリングバーに収まっているシーケンスの任意の部分をレンダリングすることができます。インポ
イントとアウトポイントを設定することで、レンダリングするシーケンスの部分を定義することもできます。
インポイントとアウトポイントを設定して一部のシーケンスのプレビューファイルをレンダリングするには：

1. インポイントとアウトポイントを設定してプレビューするエリアをマークします。

2. シーケンスを選択し、次のうちから 1 つを選択します。

赤色のレンダリングバーが表示されたイン
ポイントとアウトポイント内のビデオトラックの領域をレンダリングします。また
は、Enter キーを押します。

赤色または黄色のレンダリングバーが表示されたインポ
イントとアウトポイント内のビデオトラックの領域をレンダリングします。

ワークエリア内のオーディオトラックの領域のプレビュー
ファイルをレンダリングします。

ビデオトラックをレンダリングするたびに、オーディオトラックもレンダリング
するように設定できます。詳しくは、ビデオのレンダリング時のオーディオのレンダリン
グを参照してください。

レンダリング時間は、使用しているシステムのリソースとプレビュー領域の複雑さによっ
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て異なります。
これらのオプションは、ワークエリアが有効になっている場合は使用できません。

プレビューファイルでレンダリングされるモーションの品質を最高にするには、シー
ケンス設定の「最高レンダリング品質」オプションを選択します。詳しくは、設定を
参照してください。

ビデオのレンダリング時のオーディオのレンダリング

Premiere Pro の初期設定では、シーケンス／ワークエリアでエフェクトをレンダリングまたはシーケンス／
ワークエリア全体をレンダリングを選択した場合にオーディオトラックはレンダリングされません。ただし、
複数のオーディオチャンネルや複雑なシーケンスのオーディオのミキシング時に、ディスクドライブのデータ
スループットがフローを維持できない場合、うまく再生されない可能性があります。ビデオプレビューのレン
ダリング時に Premiere Pro が自動的にオーディオプレビューをレンダリングするように、この初期設定を変
更することができます。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 「ビデオのレンダリング時にオーディオをレンダリング」をオンまたはオフにします。

3. 「OK」をクリックします。

プレビューファイルの操作

プレビューをレンダリングすると、Premiere Pro はハードディスク上にプレビューファイルを作成します。こ
のプレビューファイルには、Premiere Pro がプレビュー時に処理したあらゆるエフェクトの結果が含まれてい
ます。変更を加えられていないワークエリアをもう一度プレビューする場合はプレビューファイルが再生さ
れ、Premiere Pro はシーケンスを再度レンダリングすることはありません。Premiere Pro は指定したフォル
ダーにプレビューファイルを保存します。また、プレビューファイルがあれば、最終的なビデオプログラムを
書き出す際に、既に保存されている処理済みのエフェクトを使用して、時間を節約することができます。

Adobe Media Encoder は、エンコーディングで Premiere Pro プレビューファイルを自動的に使用し
ません。Premiere Pro プレビューファイルを使用するようにするには、Adobe Media Encoder で各エンコー
ディング処理に対して「プレビューの使用」オプションを選択する必要があります。

さらに作業時間を短縮できるように、Premiere Pro は既存のプレビューファイルを可能な限り管理します。プ
レビューファイルは、プロジェクトの編集にともなって、関連付けられているセグメントと一緒に移動しま
す。シーケンスのセグメントが変更された場合、Premiere Pro は対応するプレビューファイルを自動的にトリ
ミングし、残りの変更されていないセグメントを保存します。

プロジェクトが完成したら、プレビューファイルを削除してディスク容量を節約します。

レンダリング時のプレビューファイルの使用
書き出し設定ダイアログボックスで、「プレビューの使用」をチェックします。

プレビューファイルの削除
1. タイムラインパネルがアクティブな状態で、次のいずれかの操作を行います。

指定した範囲のクリップに対するレンダリングファイルのみを削除するには、対象の
範囲のみがカバーされるようワークエリアバーを調整します。次に、シーケンス／
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

スクロールなし

ページスクロール

スムーズスクロール

ページの先頭へ

ワークエリアのレンダリングファイルを削除を選択します。ワークエリア内の関連ク
リップのすべての部分に対するプレビューファイルが削除されます。
シーケンスのすべてのレンダリングファイルを削除するには、シーケンス／レンダリ
ングファイルを削除を選択します。

「レンダリングファイルを削除」と「ワークエリアのレンダリングファイルを削除」
には、キーボードショートカットを設定できます。

2. 削除の確認が表示されたら「OK」をクリックします。

シーケンス全体の再生
プログラムモニターで、インからアウトへ再生ボタン  をクリックします。

プレビュー時のシーケンスのスクロール

シーケンスがタイムラインパネルの表示領域よりも長い場合に、シーケンスを自動的にスクロールさせること
ができます。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。「プリロール」フィールドと「ポストロール」フィールドに任意の長さを入
力します。

2. タイムラインパネルの再生時のタイムラインスクロールメニューからオプションを選択し
ます。

シーケンスはスクロールしません。

シーケンスは、タイムラインパネルの表示領域を 1 ページ単位でスク
ロールします。このオプションは初期設定で指定されています。

表示領域の中央に再生ヘッドが常に表示されるようにシーケンスが
スクロールします。

テレビモニターでのプレビュー

シーケンスは、コンピューターに接続されているどんなモニターにも表示できます。テレビモニターでプレ
ビューするには、そのモニター用の適切なビデオポートを備えているビデオハードウェアが必要です。

ビデオカードを使用したテレビモニターでのプレビュー

ビデオカードとオペレーティングシステムソフトウェア製品には、コンピューターのデスクトップとは独立し
たテレビモニターをサポートしているものと、デスクトップと連携した 2 台目のコンピューターモニター、つ
まりアプリケーションを表示可能なモニターをサポートしているものがあります。詳しくは、使用しているビ
デオカードとオペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。

ビデオカメラまたはビデオデッキを介したテレビモニターのプレビュー
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注意：

再生中のデスクトップビデオ表示

外部デバイス

縦横比を変換

デスクトップオーディオ

外部デバイスオーディオ

書き出し先：外部デバイス

バックグラウンド動作時のビデオ出力を無効

24p 変換方法

ページの先頭へ

プロジェクトを編集している場合は、IEEE 1394 接続のデジタルビデオカメラまたはビデオデッキを介して
シーケンスをテレビモニターでプレビューできます。

HDV モードのビデオカメラまたはビデオデッキを介してテレビモニターでプレビューすることはでき
ません。DV モードか自動モードに設定してください。

1. デジタルビデオカメラまたはデッキがモニターに接続されており、デジタルビデオカメラ
またはデッキがコンピューターに正しく接続されていることを確認します。

2. （ビデオカメラの場合のみ）ビデオカメラの出力設定をモニターへの出力に設定します。
出力先が自動検出されるデバイス以外の場合には、メニューオプションから出力先を選択
してください。

3. ソースモニターまたはプログラムモニターで、右上のパネルメニューボタンをクリックし
て、「再生設定」を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

プログラムモニターに再生するかどうかを指定しま
す。このオプションの選択を解除すると、「外部デバイス」オプションで指定した外部モ
ニターだけで再生します。「外部デバイス」オプションが「なし」に設定されている場
合、デスクトップビデオを選択して、プログラムモニターに再生されるようにします。

ビデオを再生する外部デバイスを設定します。

DV プロジェクトでどのようにピクセル縦横比が変換されるかを設定しま
す。

コンピューターのスピーカーからオーディオの再生を行うよう
に設定します。

オーディオ再生を外部オーディオデバイスに設定します。

指定したデバイスでのテープへの書き出しを有効にします。
書き出し中でも、このオプションは外部デバイスでの再生に影響しません。

Premiere Pro がバックグラウンドで動作し
ている場合、外部モニターに対してビデオ出力を無効にします。

24p フッテージの変換方法を指定します。24P 再生オプションの設定を参
照してください。

デスクトップでの再生と、DV デバイスまたは VTR を介したテレビでの再生には、多少のずれが生じるこ
とがあります。ビデオとオーディオが同期していない場合は、同じデバイスを使用してビデオとオーディ
オをプレビューしてください。

Adobe ビデオアプリケーションが同じキャッシュファイルを使うように
する

Adobe のビデオアプリケーションでは、読み込む個々のファイルに一意のドキュメント ID を自動的に挿入で
きます。この一意の ID を使用すると、各アプリケーションで同一のキャッシュされたプレビューや最適化さ
れたオーディオファイルにアクセスでき、レンダリングや最適化を実行し直す必要がなくなります。

環境設定ダイアログボックスの「メディア」セクション（または Soundbooth の「メタ
データ」セクション）で、「読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む」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

これはグローバル設定であり、1 つの Adobe ビデオアプリケーションで設定を変更する
と、他のすべてのアプリケーションにも影響します。また、最初に ID が挿入される際に
はファイルの更新日が変化します。

プロジェクトを他のコンピューターに移動するときにレンダリング時間を節約するには、キャッシュされ
たファイルと元のファイルの両方を移動してください。

以下も参照してください。
シーケンス設定の変更
メモリの空き容量に合わせたレンダリングの最適化
シーケンスプレビュー解像度設定の変更
スクラッチディスクの指定によるシステムパフォーマンスの改善
DV または HDV システムの設定
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マルチカメラの編集ワークフロー

ページの先頭へ

プログラムモニターのマルチカメラモードでは、様々なアングルから
複数のカメラでのクリップショットを編集できます。プログラムモニ
ター内のマルチカメラ編集インターフェイスを表示するには、プログ
ラムモニターのポップアップメニューから「マルチカメラ」を選択し
ます。プログラムモニターのマルチカメラモードでは、通常の再生
モードと同じように完全に合成された出力が表示され、再生中に適用
されたエフェクトが表示されるようになりました。

 ビデオ：マルチカメラの機能改
良
マルチカメラの編集をさらに容易
にする新機能について学習しま
す。（6 分間）
 

ページの先頭へ

マルチカメラの編集ワークフローについて
マルチカメラの編集ワークフロー
マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログボックスの使用
モニターのマルチカメラモードで表示するカメラアングルの整理および選択
同期するクリップをマークする
Final Cut Pro からの マルチクリップシーケンスの読み込み

マルチカメラの編集ワークフローについて

Premiere Pro では、複数のカメラソースからクリップを使用して、マルチカメラソースシーケンスを作成でき
ます。インポイント、アウトポイント、またはクリップマーカーを手動で設定することによって、クリップを
同期できます。また、オーディオベースの同期を使用して、マルチカメラシーケンス内のクリップを正確に整
列できます。

マルチカメラの編集ワークフロー

1. プロジェクトを作成します

Premiere Pro のスタートアップスクリーンから新規プロジェクトをクリックするか、またはファイル／新規プ
ロジェクトを選択します。
新規プロジェクトダイアログボックスで、プロジェクトの名前を入力し、「OK」をクリックしてデフォルト
を受け入れます。

2. フッテージを読み込みます

ファイル／読み込みを選択します。表示される読み込みダイアログボックスで、ビデオファイルとオーディオ
ファイルが保存されているディレクトリに移動します。読み込むファイルを選択し、「開く」（Windows）
「読み込み」（Mac OS）をクリックします。

ファイルの範囲を一度に選択するには、最初のファイルをクリックし、Shift キーを押しながら最後のファ
イルをクリックします。それらの間のすべてのファイルが選択されます。
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3. マルチカメラソースシーケンスを作成します

次の方法で、クリップのビンからマルチカメラソースシーケンスを作成できます。
アセットが含まれているビンを選択し、マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログ
ボックスから同期方法を選択します。選択した同期方法に基づいてビン内のすべてのク
リップが処理され、生成される各ソースシーケンスで英数字の順に並べられます。
手動でアセットを選択し、マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログボックスから
同期方法を選択します。クリップを選択した順序によって、生成されるソースシーケンス
内での順序が決まります。

マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログボックスを使用するには、プロジェクトパネルからクリップ
またはビンを選択します。次に、選択したクリップを右クリックするか（Windows）、Ctrl キーを押しながら
クリックして（Mac OS）、コンテキストメニューから「マルチカメラソースシーケンスを作成」を選択しま
す。
マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログボックスでの設定について詳しくは、マルチカメラソース
シーケンスを作成ダイアログボックスの使用を参照してください。

4. マルチカメラのターゲットシーケンスを作成します

ターゲットシーケンス内でマルチカメラソースシーケンスを編集します。
プロジェクトパネルで選択したマルチカメラソースシーケンスでターゲットシーケンスを作成するには、ファ
イル／新規／クリップから取得したシーケンスを選択します。マルチカメラソースシーケンスを右クリックす
るか（Windows）、Ctrl キーを押しながらクリックして（Mac OS）、コンテキストメニューから「クリップ
に最適な新規シーケンス」を選択することもできます。
Premiere Pro でマルチカメラターゲットシーケンスが作成され、プログラムモニターおよびタイムラインパネ
ルで開かれます。

5. プログラムモニターでマルチカメラの編集を有効にします

マルチカメラターゲットシーケンスを有効にしてマルチカメラ編集を行うには、プログラムモニターのポップ
アップメニューから「マルチカメラ」を選択します。プログラムモニターはマルチカメラモードになっていま
す。
マルチカメラモードで、すべてのカメラのフッテージを同時に表示しながら、カメラを切り替えて最終的に
シーケンスで使用するフッテージを選択できます。

6. マルチカメラの編集の記録を有効にします

「マルチカメラ記録開始 / 停止」ボタンをクリックします。このボタンがボタンバーに表示されていない場合
は、プログラムモニターの右下にある「+」をクリックし、ボタンエディターを開きます。「マルチカメラ記
録開始 / 停止」ボタンをボタンバーにドラッグ＆ドロップします。

7. マルチカメラシーケンスを編集します

プログラムモニターまたはタイムラインパネルで、スペースバーを押すか、または「再生 / 停止」ボタンをク
リックして、再生を開始します。シーケンスの再生中に、数字キーボードの数字キーを押し、その番号のカメ
ラにカットして切り替えます。キーボードショートカットの使用について詳しくは、マルチカメラの編集への
キーボードショートカットを参照してください。

8. 編集の調整、および微調整を行います
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ページの先頭へ

マルチカメラの編集を記録したら、次の操作を実行します。
マルチカメラモニターのシーケンスは再記録して、クリップを別のカメラのフッテージと
入れ替えます。
ほかのシーケンスと同じようにマルチカメラソースシーケンスを編集します。編集には、
通常の編集ツールやテクニックの使用、エフェクトの追加、複数のトラックを使用した合
成などが可能で、調整レイヤーを含めることもできます。
記録後はカメラを変更します。
新しいアングルにカットを切り替えます。

マルチカメラの編集にキーボードショートカットを使用できます。数字キーを使用して、マルチカメラ
シーケンスを再生するカメラを切り替えることができます。キーボードショートカットを使用して、マル
チカメラの編集を完了した後でアングルを変更することもできます。詳しくは、マルチカメラのキーボー
ドショートカットを参照してください。

9. マルチカメラシーケンスを書き出します

プログラムモニターまたはタイムラインパネルでシーケンスをアクティブにして、ファイル／書き出し／メ
ディアを選択します。書き出し設定を指定し、書き出しをクリックするか、またはキューをクリックしてシー
ケンスを Adobe Media Encoder に送信してエンコーディングします。詳しくは、書き出しのワークフローと
概要を参照してください。

マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログボックスの使用

共通のインポイント／アウトポイントまたはオーバーラップしているタイムコードを含むクリップを組み合わ
せてマルチカメラシーケンスを作成するには、マルチカメラソースシーケンスを作成ダイアログボックスを使
用します。また、オーディオ波形およびマーカーを使用してクリップを合成することもできます。 

マルチカメラソースシーケンス名

シーケンス内のプライマリのビデオクリップまたはオーディオクリップと同じ名前をマルチカメラソースシー
ケンスに付けることができます。ポップアップメニューから、「マルチカメラ」またはカスタム名をプライマ
リのビデオまたはオーディオの名前に追加する適切なオプションを選択します。
または、ポップアップメニューからカスタムを選択し、テキスト名にカスタム名を入力します。

同期ポイント
インポイント、アウトポイント、またはクリップマーカーを同期ポイントとして使用してマルチカメラ
ソースシーケンスを作成する前に、同期するクリップをマークします。詳しくは、同期するクリップの
マークを参照してください。

インポイント、アウトポイント
マルチカメラソースシーケンスを作成する前に、インポイントやアウトポイントを使用して同期ポイントを
マークします。

タイムコード
互いに同期しているタイムコードでクリップが記録されている場合にクリップを同期するには、「タイムコー
ド」オプションを選択します。
クリップをひとつのマルチカメラシーケンスに組み合わせるには、「単一のマルチカメラ
ソースシーケンスを作成」オプションを選択します。個々のショットからの範囲にギャッ
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プがあり、そのギャップを保つシーケンスを作成する場合にこのオプションを選択しま
す。このオプションを選択しない場合、オーバーラップしているクリップのみが合成さ
れ、オーバーラップしていないクリップは使用されません。
各クリップに、異なる時間に開始するタイムコードがあり、タイムコード内でオーバー
ラップしている場合は、「時間を無視」を選択します。

同期タイムコードに基づいて迅速にマルチカメラ編集を行うことができます。ソースクリップが現在の再生位
置にあるタイムコードのフレームに一致するように切り替えている間に、修飾キー Ctrl（Windows）または
Cmd（Mac OS）を押します。

クリップマーカー
共通の同期ポイントに手動で追加されるクリップマーカーを使用してクリップを同期するには、「クリップ
マーカー」オプションを使用します。

オーディオ
オーディオ波形に基づいてクリップを自動で同期するには、「オーディオ」オプションを選択します。2 番目
のソースから録音したオーディオを使用して、マルチカメラとオーディオ波形を使用して結合されたクリップ
を自動的に同期して作成することができます。

シーケンスプリセット

シーケンスプリセットポップアップメニューを選択して、以前に保存したすべてのシーケンスプリセットのリ
ストから選択します。
デフォルトでは、シーケンスプリセット「自動」が選択されます。「自動」プリセットを選択した場合、ビデ
オプリセットはカメラ 1 クリップのビデオ形式に基づきます。ほとんどの場合、「自動」プリセットが適切な
設定です。プロキシ解像度のクリップを使用する編集などの詳細なワークフローの場合、特定のシーケンスプ
リセットを選択できます。その後、フレームサイズの大きい高解像度のクリップを使用して、仕上げの編集を
行うことができます。

オーディオおよび動画のソースクリップのオフセット

別々に録音されたオーディオトラックがビデオクリップと同期していない場合は、「ビデ
オを基準にオーディオを...フレームオフセットします。」オプションを使用してフレーム
オフセットを追加できます。オーディオのみのクリップの同期オフセットには、-
100～+100までの範囲でビデオフレームを入力できます。
生成されたソースクリップを処理済みのクリップビンに移動するには、「ソースクリップ
を処理済みのクリップビンに移動」オプションを使用します。処理済みのクリップビンが
存在しない場合は、クリップを移動する前に処理済みのクリップビンが作成されます。同
期条件を満たしていないクリップは、処理済みのクリップビンの外側に残されます。この
オプションにより、生成されるマルチカメラソースシーケンスで使用されなかったクリッ
プを簡単に特定できるようになります。

オーディオシーケンスの設定

シーケンス設定では、ソースシーケンス内のオーディオトラックの挿入方法、パンニングやチャンネル割り当
ての設定方法およびそれらをミュートするかどうかを指定します。
編集シーケンスでカメラ 1 からのオーディオのみを使用する場合は「カメラ 1」を選択し
ます。マルチカメラ編集は、ソースシーケンスのビデオの部分のみ可能です。
A/V クリップを使用してこのシーケンスを作成する場合は、ビデオ 1 に関連付けられたす
べてのオーディオのオーディオトラックのミュートが解除されます。ソースシーケンス内
の他のオーディオはミュートされます。
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オーディオのみのクリップを、ビデオまたは A/V クリップと混在させる場合、オーディオ
のみのクリップは最上位のトラックに配置され、ミュートが解除されます。リンクされた
クリップからの他のオーディオはミュートされ、下位のトラックに配置されます。各ト
ラックのチャンネル割り当ておよびパンニングは、各ソースチャンネルから独立した出力
チャンネル（最大 32）に転送するように設定できます。ソースオーディオのミュートが
解除されたチャンネルの数に応じて、シーケンスのアクティブな出力チャンネルの数が決
まります。
注意：この設定を使用して作成されたシーケンスの編集では、「マルチカメラのオーディ
オを使用」オプションは使用できません。これはオーディオ部分でマルチカメラが有効に
なっていないためです。
ソースシーケンス内のすべてのオーディオチャンネルを使用するには、「すべてのカメ
ラ」を選択します。この設定はカメラ 1 の設定に似ています。ソースシーケンスのビデオ
部分でのみマルチカメラが有効になります。「ビデオと一緒にオーディオを使用」はこの
設定ではサポートされません。すべてのオーディオのミュートが解除されます（最大 32
チャンネル）。ソースオーディオのミュートが解除されたチャンネルの数に応じて、シー
ケンスのアクティブな出力チャンネルの数が決まります。
ビデオの切り替えと同時にリンクしたオーディオに切り替えたい場合は、「オーディオを
切り替え」を選択します。この設定ではすべてのオーディオのミュートを解除します。プ
ログラムモニターで「各カメラのオーディオを使用」設定が有効になっていれば、ソース
シーケンスのビデオおよびオーディオの両方でマルチカメラ編集が有効になります。また
この設定は、単一のアダプティブオーディオトラックにマルチモノラルソースオーディオ
をマップします。さらに、「ビデオと一緒にオーディオを使用」編集設定では、この単一
トラックをビデオと共に切り替えます。クリップの選択内容にオーディオのみのクリップ
が含まれている場合、オーディオのみのクリップは、リンクされたクリップの下位のト
ラックに配置されます。すべてのオーディオのみのトラックと対応するように、空のビデ
オトラックが作成されます。

詳しくは、Josh Weiss によるビデオ Premiere Proの新機能 - 新しいマルチカメラとオーディオベースの同
期を参照してください。

オーディオチャンネルプリセット

オーディオチャンネルプリセットでは、処理後のソースシーケンスのマップ方法を指定します。詳細には、
ソースシーケンスが編集シーケンスにネストされる際にドロップされたオーディオトラックのタイプと数が含
まれます。
注意：生成されるソースシーケンスがオーディオチャンネルに正しくマップされるようにするには、ソースク
リップ内のトラック数をプリセットに関連付けられたチャンネル数以下にする必要があります。
自動：最初のクリップのオーディオタイプを読み込み、このマッピングを使用します。
モノラル：ソースシーケンス内にある出力チャンネルと同数のモノラルチャンネルにマップします。
ステレオ：ソースシーケンス内の出力チャンネル数に基づいてステレオトラックにマップします。
5.1：ソースシーケンス内の出力チャンネル数に基づいて 5.1 トラックにマップします。
アダプティブ：ソースシーケンス内の出力チャンネル数に基づいてアダプティブにマップします。

カメラ名

マルチカメラソースシーケンスを作成すると、カメラ名をクリップ名またはトラック名として表示できます。
カメラ 1、カメラ 2 などのカメラ番号名を使用する初期設定のオプションに加えて、これらのオプションを使
用することができます。

選択した「カメラ名」オプションに応じて、カメラアングルがトラック名、クリップ名、またはカメラ番号と
してソースモニターに表示されます。ソースモニターのマルチカメラシーケンスを表示するには、シーケンス
を右クリックして「マルチカメラ」を選択します。
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モニターのマルチカメラモードで表示するカメラアングルの整理および
選択

Premiere Pro では、アングルを整理および選択してソースモニターのマルチカメラモードで表示することがで
きます。 

ソースモニターのポップアップメニューから「カメラを編集」を選択します。
カメラを編集ダイアログボックスに、すべてのクリップがシーケンストラックで配置された元の順序で表示さ
れます。クリップをドラッグ＆ドロップしてシーケンスの順番を変更できます。クリップを選択または選択解
除して有効または無効にすることもできます。
マルチカメラ表示では、カメラを複数のページに分けて表示し、選択することができます。ページごとのカメ
ラソース数を設定し、必要に応じてページ間を移動できます。異なるページにカメラをドラッグ＆ドロップし
たり、単一ページ内でカメラをドラッグ＆ドロップすることはできませんが、カメラを編集ダイアログボック
スを使用してマルチカメラシーケンスのカメラの順序を変更することができます。順序を変更すると、ページ
の順序が適切に並べ替えられます。

マルチカメラシーケンス用のカメラを編集ダイアログボックス

プログラムモニターで、以下の画像でハイライトされているコントロールを使用して、マルチカメラページ間
を移動できます。
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マルチカメラシーケンス用のプログラムモニター

同期するクリップをマークする
クリップが撮影場所でタイムコード（ジャムシンク（jam-synched））によって同期されている場合、同期
するクリップをマークする必要はありません。

マルチカメラソースシーケンスを作成する前に、同期するクリップをマークしておくことが重要です。各ク
リップを開き、同期ポイントで次のうちのいずれかを実行します。
クリップの初めの同期ポイントでインポイントをマークします。例えば、カチンコによっ
てクリップの先頭に音を入れた場所のインポイントをマークします。
クリップの最後の同期ポイントでアウトポイントをマークします。例えば、カチンコに
よってクリップの最後に音を入れた場所のアウトポイントをマークします。
クリップ中の任意のポイントの同期ポイントでクリップマーカーを作成します。例えば、
同期ポイントとして使用されるクリップ中の任意のポイントにアクションがある場合
（オーディオキュー、シンバル音、カメラフラッシュなど）。各マーカーの名前を変更し
て、同期に対して一意の名前になるようにします。マーカーダイアログボックスでクリッ
プごとに同じクリップマーカー名を入力し、「OK」をクリックします（タイムラインで
のマーカーの追加を参照）。

クリップの同期にはタイムコードも使用することもでき、これは自動的に行われます。ただし、適切に同期す
るためはすべてのクリップ上のタイムコードが同じである必要があります。同期する予定のすべてのクリップ
上のタイムコードが同じである場合、同期するクリップをマークする必要がありません。ソースタイムコード
の時間の値を各カメラに振り分けて識別しているような場合は、「時間を無視」オプションを選択すると、
分、秒およびフレームだけを使用してクリップを同期させることができます。
すべてのクリップ上に同じタイムコードをスタンプするには、撮影中に（ジャムシンク（jam-synched））タ
イムコードを使用してカメラを記録するか、Premiere Pro で各クリップのタイムコードを変更します（クリッ
プのタイムコードの手動設定を参照）。

Final Cut Pro からの マルチクリップシーケンスの読み込み

Final Cut Pro からマルチクリッププロジェクトを書き出して、Premiere Pro の Final Cut Pro プロジェクト
XML ファイルに読み込むことができます。Premiere Pro では、マルチクリップシーケンスはすべての Final
Cut Pro プロジェクト設定を保持したマルチカメラシーケンスとして表示されます。
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マーカーの操作
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マーカー
マーカーパネル
タイムラインでのマーカーの追加
クリップへのマーカーの追加
マーカーの検索、移動および削除
マーカーコメントの表示
マーカーパネルのシーケンスタイムコードの表示
After Effects とのマーカーの共有
マーカーを色でフィルタリング

マーカー

マーカーは重要な時間軸上の位置を示し、クリップを配置したり整列させる際の目安として役立ちます。マー
カーを使用して、シーケンスやクリップ内の重要なアクションやサウンドを識別することができます。マー
カーは参照用途でのみ使用され、実際のビデオには影響しません。

Premiere Pro で使用できるマーカーの種類は次のとおりです。

マー
カー 説明

コメント タイムラインの選択した部分についてのコメントまたはノート。
セグメン
テーショ
ンマー
カー

セグメンテーションマーカーを使用すると、ビデオの範囲を定義して、ワーク
フローを自動化できます。例えば、特定の領域をリーダーとして指定したり、
コマーシャルが表示されるセグメントとして指定したりできます。

Web リ
ンク ムービークリップの選択した部分についての詳細を示す URL を追加します。

マーカーはシーケンスに、またはソースクリップに追加できます。マーカーは識別しやすいように色分けされ
ています。

マーカーパネル

マーカーパネル（ウィンドウ／マーカー）を使用して、開いているクリップまたはシーケンスのすべてのマー
カーを確認します。色分けされたタグ、インポイントとアウトポイント、コメントなどのクリップに関連付け
られた詳細が表示されます。マーカーパネルのクリップサムネール上をクリックすると、対応するマーカーの
場所に再生ヘッドが移動します。
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名前

デュレーション

コメント

チャプターマーカー

Web リンク

URL

注意：

マーカーパネルでマーカーをクリックすると、再生ヘッドがタイムラインのそのマーカーの位置に移動し
ます。

クリップ上またはシーケンス内のマーカーがマーカーパネルのインポイントとアウトポイントを示します。イ
ンポイントまたはアウトポイントをスクラブして、マーカーの範囲をある時点のシングルフレームから、一定
時間をカバーする複数フレームに切り替えることができます。

Todd Kopriva によるこのビデオおよび video2brain で、Premiere Pro でのマーカーの使用について学習して
ください。また、Adobe Prelude の概要と、マーカーを Prelude から Premiere Pro に読み込む方法も説明し
ています。

タイムラインでのマーカーの追加

マーカーはソースモニター、プログラムモニター、またはタイムライン上に追加できます。プログラムモニ
ターに追加されたマーカーはタイムラインに反映されます。同様に、タイムラインに追加されたマーカーはプ
ログラムモニターに反映されます。
Premiere Pro では、複数のマーカーを追加して、ユーザーがタイムラインの同じ位置にあるクリップに複数の
ノートやコメントを追加できるようにすることが可能です。

1. マーカーを追加したい場所に再生ヘッドを移動します。

2. マーカー／マーカーを追加を選択するか、または M キーを押します。

3. マーカーを編集するには、マーカーアイコンをダブルクリックし、マーカーダイアログ
ボックスを開きます。

マーカーダイアログボックスを開くためのキーボードショートカットを作成できま
す。

4. 次のオプションを設定します。

マーカーの名前を入力します。

デュレーションの値をドラッグするか、既存の値を選択した後、新しい
値を入力して Enter キーまたは Return キーを押します。Web リンク用またはチャプタ用
にマーカーを使用する時に、1 フレームを超えるデュレーションのシーケンスマーカーを
設定することもできます。

マーカーに関連するコメントを入力します。

マーカーをチャプターマーカーにする場合はこのチェックボックス
をオンにします。

マーカーをハイパーリンクに関連付ける場合はこのチェックボックスをオン
にします。

このフィールドは、「Web リンク」がオンの場合にのみ有効です。表示する Web
ページのアドレスを入力します。

この機能を使うと、Web ページにムービーを組み込んで、マーカー位置まで再生
した時に、指定した Web ページを自動的に開かせるといったことができます。この機能
は、QuickTime などの Web リンクをサポートしている形式でだけ動作します。
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このフィールドは、「Web リンク」がオンの場合にのみ有効で
す。HTML フレームセットを使用している場合は、Web ページのターゲットフレームを
指定することができます。

5. 他のシーケンスマーカーのコメントを入力したり、オプションを指定するには、「前へ」
または「次へ」をクリックします。

6. 「OK」をクリックします。

クリップへのマーカーの追加

マーカーをソースモニター内のクリップまたはタイムラインで選択したクリップに追加できます。
ソースモニターでクリップにマーカーを追加するには、次のいずれかの操作を行います。

1. タイムラインまたはプロジェクトパネルのクリップをソースモニターで開きます。
2. 再生ヘッドをマーカーを追加する位置に合わせます。
3. マーカー／マーカーを追加を選択するか、または M キーを押します。
マーカーがクリップに追加されます。
タイムラインでクリップにマーカーを追加するには、次のいずれかの操作を行います。

1. 編集／キーボードショートカット（Windows）、または Premiere Pro／キーボード
ショートカット（Mac OS）で「クリップマーカーを追加」のキーボードショートカット
を設定します。

2. クリップを選択します。
3. 再生ヘッドをマーカーを追加する位置に合わせます。
4. 先ほど作成した「クリップマーカーを追加」のキーボードショートカットを押します。
マーカーがクリップに追加されます。
ソースモニターのマーカーをダブルクリックすることで、マーカーダイアログボックスを表示できます。

エフェクトコントロールパネルでのマーカーの作成

エフェクトコントロールパネルには、シーケンスに作成したすべてのマーカーが表示されます。また、エフェ
クトコントロールパネルでは、シーケンスにマーカーを設定してエフェクトを適用する位置を確認できます。
さらに、エフェクトコントロールパネルでは、マーカーを直接作成したり操作したりすることができます。

1. マーカーを作成する場所に再生ヘッドをドラッグします。

2. タイムラインルーラー内で右クリック（Windows）、または Control キーを押しながらク
リック（Mac OS）します。マーカーを追加を選択するか、または M キーを押します。

マーカーの検索、移動および削除

マーカー移動ツールを使用して、マーカーを検索できます。マーカーをドラッグして元の場所から移動した
り、完全に削除することができます。

マーカー間の移動
1. マーカーアイコンをクリックします。

2. 次のいずれかの操作を行います。
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注意：

マーカー／次のマーカーへ移動を選択します。
マーカー／前のマーカーへ移動を選択します。

マーカーの移動
次のいずれかの操作を行います。

シーケンス内のクリップマーカーを移動するには、ソースモニターでクリップを開
き、ソースモニターのタイムラインルーラー上でマーカーアイコン  をドラッグしま
す（タイムラインパネルでクリップマーカーを操作することはできません）。

シーケンスマーカーを移動するには、タイムラインパネルまたはプログラムモニター
のタイムラインルーラー上でマーカーをドラッグします。

ソースモニターまたはプログラムモニターのタイムラインルーラー上でマーカーをド
ラッグすると、タイムラインパネル上でも対応するマーカーアイコンが移動します。

ネストされているシーケンス内のシーケンスマーカーは、通常とは少し色が異な
るクリップマーカーとして親シーケンスとソースモニターに表示されます。ネストされて
いるシーケンスマーカーを調整するには、タイムラインパネルでネストされているシーケ
ンスを開いてからドラッグする必要があります。

マーカーの削除
1. 次のいずれかの操作を行います。

クリップマーカーを削除するには、再生ヘッドをそのクリップマーカーの位置に移動
してから、クリップをソースモニターで開きます。
シーケンスマーカーを削除するには、再生ヘッドをそのクリップマーカーの位置に移
動します。

2. マーカーを消去するには、マーカー／選択したマーカーを消去を選択します。すべての
マーカーを消去するには、マーカー／すべてのマーカーを消去を選択します。

クリップマーカーはタイムラインルーラーの外側にドラッグして削除することが
できますが、シーケンスマーカーは、タイムラインルーラーの外側にドラッグして削除す
ることはできません。

マーカーを消去するには、マーカー上で右クリック（Windows）するか、または Ctrl
キーを押しながらクリック（Mac OS）して、コンテキストメニューから「選択した
マーカーを削除」を選択します。

マーカーコメントの表示

マーカーを設定して、タイムラインルーラーでマーカーにポインターを合わせると、マーカーの情報を示す
ツールヒントが表示されます。マーカーダイアログボックスを開かなくても、マーカーの内容をすばやく調べ
ることができます。
シーケンスマーカーのツールヒントには、次の情報が最大 4 項目で表示されます。

名前（オプション、入力した場合のみ表示）
時間理由（常に表示）
デュレーション（オプション、マーカーにデュレーションが設定されている場合のみ表
示）
コメントテキスト（オプション、入力した場合のみ表示）

「オーディオユニット時間で表示」を選択すると、ツールヒントにマーカーの場所とデュレーション
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がタイムコードユニットではなくオーディオユニット時間で表示されます。

マーカーパネルのシーケンスタイムコードの表示

マーカーパネルでクリップマーカーのシーケンスタイムコードを表示して、タイムライン内のマーカーの位置
を正確に特定できます。タイムラインのクリップマーカーは、クリップがハイライトされている場合にのみ
マーカーパネルに表示されます。

シーケンスタイムコードを表示するには：
マーカーパネルのメニューで、「シーケンスタイムコード」オプションを選択します。
マーカーパネルのタイムコード表示が、クリップからシーケンスタイムコードに変更され
ます。

シーケンスタイムコードモードでは、現在のシーケンスのクリップマーカーのみがマーカーパネルに表示され
ます。クリップのイン／アウトの範囲外のクリップマーカーは表示されません。シーケンスタイムコードは、
シーケンスのタイムベースが変更されると自動的に更新されます。

After Effects とのマーカーの共有

以下に示す方法を使用すると、Premiere Pro と After Effects でマーカーを共有することができます。

Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込むと、After Effects ではシーケンス
マーカーをコンポジションマーカーに変換します。
Premiere Pro のプロジェクトパネルからシーケンスをコピーして After Effects にペースト
すると、作成したコンポジションはシーケンスマーカーをコンポジションマーカーとし
て、クリップマーカーをレイヤーマーカーとして保持します。つまり、コピー＆ペースト
操作を行ってもマーカーを保持できます。
Adobe Media Encoder を介して Premiere Pro から AVI などのコンテナ形式にシーケンス
を書き出すと、シーケンスマーカーは XMP の一時的なメタデータとして保存されます。
ビデオファイルをレイヤーのソースとして使用すると、After Effects はこれらのシーケン
スマーカーをレイヤーマーカーに変換します。

マーカーを色でフィルタリング

Premiere Pro では、マーカーパネルのマーカーを色でフィルタリングできます。フィルタリングされた色付き
のマーカーのみを下のリストに表示するには、マーカーパネルの上部にある色の付いたチェックボックスを 1
つ以上オンにします。  

Adobe Premiere Pro でのマーカーの使用
メタデータおよびマーカーのキューポイントへの変換
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ソースクリップ、クリップインスタンス、サブクリップおよび複製されたクリップ
クリップの複製
サブクリップの作成
プロジェクトパネルでのクリップの再生

Premiere Pro でクリップを作成するには、ファイルを読み込むか、クリップを複製するか、サブクリップを作成します。シーケンス内でクリップ
を使用するとクリップインスタンスが作成されます。

ソースクリップ、クリップインスタンス、サブクリップおよび複製されたクリップ

Premiere Pro では、クリップはソースファイルを参照します。クリップをトリミングするか、その他の方法で編集してもソースファイルは変更さ
れません。例えば、30 分のファイルを Premiere Pro に読み込むと、そのソースファイルを参照する 30 分のクリップが作成されます。そのクリッ
プのデュレーションを 5 分にトリミングすると、30 分のソースファイルはハードディスクに残され、クリップはそのうち 5 分間のセクションだけ
を参照します。Premiere Pro では、クリップに関する情報はプロジェクトファイル内のクリップメタデータフィールドに保存されますが、ソース
ファイルに関する情報は XMP メタデータフィールドに保存されます。
ソースクリップ、クリップインスタンス、サブクリップまたは複製されたクリップをトリミングできます。シーケンス内のすべての種類のクリッ
プを同じ方法でトリミングできます。クリップの種類による違いは、以下のとおりです。
ソース（マスター）クリップ
元々プロジェクトパネルに読み込まれていたクリップです。初期設定では、プロジェクトパネルに 1 つだけリストされます。ソースクリップをプ
ロジェクトパネルから削除すると、すべてのクリップインスタンスも削除されます。
クリップインスタンス
ソースクリップへの参照クリップのことです。シーケンス内に配置されると、クリップはクリップインスタンスとなり、データはソースクリップ
を参照します。クリップをシーケンスに追加するたびに、新しいクリップインスタンスが作成されます。クリップインスタンスは、ソースクリッ
プで使用されている名前とソースファイルへの参照情報を使用します。クリップインスタンスは、プロジェクトパネルにリストされませんが、プ
ロジェクトパネルで開いたときに、ソースビューのメニューで区別されます。ソースモニターのメニューでは、各インスタンスが、名前、シーケ
ンス名およびインポイント別にリストされます。
サブクリップ
マスタークリップのメディアファイルを参照する、マスタークリップの一部分です。サブクリップを使用して、長いマスタークリップの短いセク
ションを参照します（サブクリップの作成を参照してください）。
複製されたクリップ
ソースクリップのコピーです。ソースクリップへの依存関係はなく、編集／複製を自分で選択して作成します。また、同じファイルを複数回読み
込むことで、クリップの複製を作成することもできます。クリップインスタンスとは異なり、複製されたクリップはディスク上に保存されている
元のクリップのソースファイルに対して独自の参照情報を維持し、プロジェクトパネルでは別のクリップとして存在します。元のクリップをプロ
ジェクトパネルから削除しても、複製されたクリップは削除されません。マスタークリップと複製クリップは、それぞれ個別に名前を変更するこ
とができます。
サブクリップの使用方法について、Franklin McMahon によるビデオが Layers Magazine で公開されています。
詳しくは、Andrew Devis によるチュートリアル「Subclips: What? Why? How?」を参照してください。
また、Andrew Devis によるチュートリアル「Understanding the Source Panel tools」も参照してください。

クリップの複製
1. プロジェクトパネルでクリップを選択して、編集／複製を選択します。

2. 複製されたクリップの名前を変更するには、そのクリップを選択し、クリップ／名前の変更を選択して、新しい名前を入力し
ます。
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また、プロジェクトパネルで、クリップ（またはそのフォルダー）をコピーしてペーストするか、Ctrl キー（Windows）ま
たは Command キー（Mac OS）を押しながらクリップをドラッグすることで、そのクリップを複製することができます。

サブクリップの作成

サブクリップは、プロジェクト内で個別に編集や管理を行うマスター（ソース）クリップの部分です。サブクリップを使用すると、長いメディア
ファイルを整理できます。
マスタークリップと同じように、サブクリップもタイムラインパネルで操作できます。サブクリップのトリミングや編集は、サブクリップの開始
点や終了点によってある程度制約されますが、マスタークリップからサブクリップを作成するときに設定したオリジナルのインポイントとアウト
ポイントの範囲内で、サブクリップの新しいインポイントとアウトポイントを設定することは可能です。
サブクリップは、マスタークリップのメディアファイルを参照します。マスタークリップを削除したり、オフラインにした状態でメディアをディ
スクに残しておくと、サブクリップとインスタンスはオンラインのままになります。元のメディアをディスクから削除すると、サブクリップとそ
のインスタンスはオフラインになります。マスタークリップを再度リンクすると、サブクリップは元のメディアにリンクされたままになります。
サブクリップを再キャプチャまたは再リンクすると、サブクリップがマスタークリップになり、元のメディアとのつながりはすべて解除されま
す。再キャプチャしたメディアは、サブクリップが参照していた部分だけのメディアとなります。サブクリップのインスタンスは、再キャプチャ
したメディアに再リンクされます。
次の種類のクリップをサブクリップにすることはできません。
複数選択されたクリップ
タイトル、静止画、合成クリップ
シーケンスクリップ
グループ化されたクリップ

別のプロジェクトでマスタークリップとサブクリップを使用するには、クリップを含むプロジェクトを読み込みます。

他のサブクリップと同様に、任意の統合クリップからサブクリップを作成できます。マスタークリップ開始位置タイムコードは、コンポーネント
クリップの最初のタイムコードになります。マスタークリップ終了位置タイムコードは、コンポーネントクリップの最後のタイムコードになりま
す。「マスタークリップに変換」チェックボックスをオフにします。

プロジェクトパネルからのサブクリップの作成

サブクリップは、ソースクリップまたは単一のメディアファイルで構成されるほかのサブクリップから作成できます。

1. プロジェクトパネルでクリップをダブルクリックして、ソースモニターで開きます。

2. ソースモニターで、サブクリップのインポイントとアウトポイントを設定します。インポイントとアウトポイントのいずれか
または両方が、ソースクリップのインポイントとアウトポイントと異なっている必要があります。

3. 次のいずれかの操作を行います。

クリップ／サブクリップを作成を選択し、サブクリップの名前を入力して、「OK」をクリックします。
Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、クリップをプロジェクトパネルにドラッグしま
す。サブクリップの名前を入力して「OK」をクリックします。

プロジェクトパネルに、サブクリップとサブクリップアイコンが表示されます , , , . アイコンはメディアタイプに
よって異なります。

4. （オプション）マスタークリップのオリジナルのインポイントとアウトポイントを保持するには、マスタークリップのプレ
ビュー中にソースモニターでこれらをリセットします。

プロジェクトパネルまたはソースモニターでソースクリップを選択し、クリップ／サブクリップを編集を選択して、サブクリップのメディア開
始およびメディア終了の時間を再設定することで、マスタークリップをサブクリップに変換することもできます。

タイムラインパネルからのサブクリップの作成
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サブクリップはタイムラインパネルで作成できます。

次のいずれかの操作を行います。

Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、シーケンスからプロジェクトパネルの開いている
所にクリップインスタンスをドラッグします。サブクリップの名前を入力して「OK」をクリックします。
シーケンスでクリップインスタンスを右クリックし、「サブクリップを作成」を選択します。サブクリップの名前を入力し
て「OK」をクリックします。

サブクリップのメディア開始およびメディア終了時間の調整
1. プロジェクトパネルでサブクリップを選択します。

2. クリップ／サブクリップを編集を選択します。

3. サブクリップの「開始」および「終了」テキストボックスを編集します。

プロジェクトパネルでサブクリップのインスタンスを選択する場合、インスタンスの開始ポイントと終了ポイント内で新しい開始ポイント
と終了ポイントを設定することはできません。この制約により、シーケンスで使用されているフレームがなくなってしまうのを防止します。

サブクリップのマスタークリップへの変換
1. プロジェクトパネルでサブクリップを選択します。

2. クリップ／サブクリップを編集を選択します。

変換したクリップでは、サブクリップを編集ダイアログに表示されているマスタークリップの開始時間および終了時間が保持
されます。

3. 「マスタークリップに変換」を選択し、「OK」をクリックします。

プロジェクトパネルでのクリップの再生

プロジェクトパネルの上部にあるプレビューエリアを使用して、クリップを個別にプレビューできます。

1. クリップを選択します。

2. サムネールビューアの再生ボタンをクリックします。再生ボタンが停止ボタンに変化します。停止ボタンをクリックすると、
再生が停止します（サムネールビューアでクリップを再生しても、ソースモニターの表示には影響はありません）。

プロジェクトパネルのアイコン表示でクリップを再生できます。これを行うには、次の手順を実行します。

1. プロジェクトパネルで、「アイコン表示」ボタンをクリックします。

2. クリップをクリックして選択します。

3. 表示するには、L またはスペースバーを押します。（停止するには、「停止」ボタンをクリックするか、K キーまたはスペー
スバーを押します。再生および停止ボタンとスペースバーは、再生と停止を切り替えることができます）。逆方向に再生する
には、J キーを押します。

以下も参照してください。
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クリップのトリミング

インポイントとアウトポイントの操作
ソースモニターでのオーディオクリップの操作
オーディオ波形の表示
ソースモニターでのオーディオ波形のスクラブ
ソースモニターでのオーディオ波形のズームインまたはズームアウト
ソースモニターでのクリップの操作
ソースモニターでのクリップの表示
ソースモニターに最近読み込んだクリップを開いて表示
ソースモニターを使用したインポイントとアウトポイントの設定
インポイントとアウトポイントの同時移動
ソースモニターでの編集ポイントの調整
インポイントまたはアウトポイントへの移動
前の編集ポイントまたは次の編集ポイントへの移動
ソースクリップのインポイントまたはアウトポイントの削除
タイムラインのトリミング
編集ポイントの選択
タイムラインのトリミングの実行
選択ツールを使用したトリミング
再生ヘッドを使用したトリミング
タイムラインでのリップル編集とローリング編集
リップル編集とローリング編集について
ローリングツールを使用したローリング編集
再生ヘッドを使用したローリング編集（編集の拡張）
リップルツールを使用したリップル編集
スリップ編集とスライド編集
スリップ編集
キーボードショートカットを使用したクリップのスリップ
スライド編集
キーボードショートカットを使用したクリップのスライド
クリップの移動
スプリット編集
トリミングモードでの操作
トリミングモードでのスリップおよびスライド編集
非対称トリミング
トリミングモニターでの操作
トリミングモニターの開閉
トリミングする編集ポイントの表示
トリミングモニターでの編集のプレビュー
編集の取り消し
トリミングの環境設定の指定
トリミングモニターを使用したローリング編集
トリミングモニターを使用したリップル編集
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インポイントとアウトポイントの操作

クリップのインポイントとアウトポイントを設定する操作のことをマークと呼びます。トリミングを行うに
は、シーケンスに配置したいフレームのインポイントを決定し、続いてアウトポイントに設定したいフレーム
を決定します。通常のワークフローでは、ソースモニターでクリップのインポイントとアウトポイントをマー
クします。
クリップのインポイントとアウトポイントを、既にシーケンスで編集した後に調整することをトリミングと呼
びます。通常、クリップのトリミングは、シーケンスでのクリップの再生方法を調整するために行います。例
えば、編集内容の確認中に、クリップをマークしたときに想定していたよりも少し早く後続クリップを表示し
たい場合には、その問題を解決するために、Premiere Pro のトリミングツールを使用してクリップをトリミン
グします。
クリップのトリミングは、クリップの端をドラッグして行うことができます。クリップの「端」とは、クリッ
プのインポイントまたはアウトポイントのことであり、これらは「編集ポイント」と呼びます。特別の機能
ツールや操作で編集ポイントをトリミングできます。これらのツールや操作では、より簡単かつ正確にトリミ
ングすることができます。この機能を使用すれば、シーケンスの一貫性を保ちながら、効率的にクリップの調
整を行うことができます。
1 つのクリップまたは複数のクリップで選択した編集ポイントに対してトリミングタスクを実行できます。
ツールのアイコンがあり、トリミングツールでの編集を選択すると、実行するトリミングに関連するカラーで
編集ポイントがハイライトされます。
選択した編集ポイントに対してキーボードショートカットを使用して、タイムラインのクリップをトリミング
できます。Premiere Pro ではすべてのトリミングタスクにキーボードショートカットが割り当てられているの
で、トリミングはキーボード主体のワークフローとなります。タイムラインのトリミングを参照してくださ
い。
トリミングモードを使用して、ボタンまたはキーボードショートカットで編集ポイントを動的にトリミングで
きます。クリップを動的にトリミングするには、J、K、L キーを使用できます。詳しくは、トリミングモード
での操作を参照してください。

トリミングタスクには多くのキーボードショートカットを利用できますが、その一部はデフォルトでは設定さ
れていません。編集／キーボードショートカット（Windows）またはPremiere Pro／キーボードショートカッ
ト（Mac OS）でトリミングショートカットを設定できます。

ソースモニターでのオーディオクリップの操作

ソースモニターを使用して、オーディオクリップやオーディオおよびビデオクリップからのオーディオを操作
できます。オーディオ波形を表示したり、オーディオ波形をスクラブしたり、オーディオ波形をズームインお
よびズームアウトしたりすることができます。

オーディオ波形の表示

ソースモニターでオーディオクリップを開くと、オーディオ波形が自動的に表示されます。ソースモニターで
オーディオおよびビデオクリップを開くと、オーディオ波形も表示できます。
オーディオおよびビデオクリップのオーディオ波形を表示するには、モニターのパネルメニューからオーディ
オ波形を選択します。
複数のオーディオチャンネルが含まれるクリップのオーディオ波形をソースモニターで開くと、それらのオー
ディオ波形を表示できます。

ソースモニターでのオーディオ波形のスクラブ
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ページの先頭へ

ソースモニターで、波形の任意の場所を左右にドラッグします。

クリックした場所に再生ヘッドが表示されて、クリップ上をドラッグ（スクラブ）した速
度でオーディオクリップが順方向または逆方向に再生されます。

ソースモニターでのオーディオ波形のズームインまたはズームアウト

ソースモニターでオーディオ波形をズームインすると、マーカー、インポイントまたはアウトポイントの場所
を正確に特定できます。

1. プロジェクトパネルでオーディオクリップをダブルクリックして、ソースモニターで開き
ます。

2. 水平方向にズームするには、ソースモニターのタイムバーの下にある水平ズームバーの一
端をドラッグします。
すべてのチャンネルの波形およびタイムバーは、水平方向に拡大または縮小されます。

3. 垂直方向にズームするには、次のいずれかの操作を行います。

1 つのチャンネルでズームインするには、ソースモニターの右側のデシベルルーラー
の横にある垂直ズームバーの一端をドラッグします。

すべてのチャンネルで同時にズームインするには、ソースモニターの右側のデシベル
ルーラーの横にある垂直ズームバーの一端を Shift キーを押しながらドラッグしま
す。

1 つまたはすべてのチャンネルの波形およびデシベルルーラーは、垂直方向に拡大または
縮小されます。

Apple MacBook Pro コンピューターでは、トラックパッドを使用して 2 本の指をズームスクロールバー上
で垂直方向または水平方向に動かすと、オーディオ波形をズームインまたはズームアウトできます。オー
ディオをスクラブするには、ソースモニターのズームスクロールバー以外の場所で 2 本の指を垂直方向ま
たは水平方向に動かします。

初期設定の垂直ズームレベルへの復帰

垂直ズームバーをダブルクリックします。

以前の垂直ズームレベルへの復帰

初期設定のズームレベルに戻してから、垂直ズームバーをダブルクリックします。

ソースモニターでのクリップの操作

ソースモニターパネルには、クリップを操作するためのツールや手法が用意されています。これらのツールや
手法を使用して、インポイントとアウトポイントを設定、移動または消去したり、再生ヘッドを任意のポイン
トに移動したり、フレームをその位置でプレビューしたりすることができます。

ソースモニターでのクリップの表示
クリップをソースモニターで開くには、次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトパネル内のクリップをダブルクリックします。

タイムラインパネルでクリップをダブルクリックします。
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注意：

注意：

ソースモニターに最近読み込んだクリップを開いて表示

ソースモニターでは、複数のクリップを同時に読み込むことができます。ただし、表示できるクリップは一度
に 1 つだけです。最近読み込んだクリップは、ソースモニター上部のメニューで表示できます。

1. 「ソース」タブで、下向き三角形をクリックしてタブメニューを開きます。

2. 表示するクリップの名前を選択します。

ソースモニターでクリップを選択する操作や閉じる操作にキーボードショート
カットを割り当てることができます。

ソースモニターを使用したインポイントとアウトポイントの設定
ソースモニターでインポイントまたはアウトポイントを設定するには、次のいずれかの操
作を行います。

インポイントをマークするには、再生ヘッドを任意のフレームにドラッグします。次
に、インをマークボタン  をクリックするか、I キーを押します。

アウトポイントをマークするには、再生ヘッドを任意のフレームにドラッグします。
次に、アウトをマークボタン  をクリックするか、O キーを押します。

インポイントとアウトポイントをマークした後でも、クリップをシーケンスで編集する前であればいつで
も設定を変更できます。タイムルーラーでインポイントおよびアウトポイントを新しい位置にドラッグし
ます。再生ヘッドを新しいフレームにドラッグし、インをマークボタンまたはアウトをマークボタンを使
用して、新しいインポイントまたはアウトポイントを設定することもできます。

インポイントとアウトポイントの同時移動
次のいずれかの操作を行います。

ビデオクリップまたはオーディオクリップで、ソースモニターのタイムルーラーのグ
リップ（縦線が数本表示されている部分）にカーソルを移動すると手のひらカーソル
に変わり、インポイントとアウトポイントを同時に移動することができます。手のひ
らカーソルに変わる部分をクリックしてドラッグしてください。必ず縦線が数本表示
されている部分をクリックしてドラッグしてください。この部分ではないところをク
リックしてドラッグすると、再生ヘッドが移動します。

オーディオクリップでは、グリップ（波形の上にあるインポイントとアウトポイント
の間のグレーの領域）をクリックし、左右にドラッグすることもできます。

インポイントとアウトポイントが同時に移動し、その間のデュレーションが一定に保たれます。

プログラムモニターまたはタイムラインパネルでも、この方法でシーケンスのインポイントとアウトポイ
ントを移動できます。

ソースモニターでの編集ポイントの調整

クリップをタイムラインに配置した後にインポイントとアウトポイントの調整が必要になることもあります。
タイムラインからクリップを開いてソースモニターに読み込むと、ソースモニターでグリップをドラッグし
て、インポイントとアウトポイントの新しい位置を設定できます。この機能は、タイムラインでクリップの別
のセクションを使用する場合に便利です。この方法はスリップ編集をする場合に使用できます。

この方法でのインフレームとアウトフレームの表示は、ソースモニターでシーケンスからクリップを
開いている場合にだけ機能します。
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注意：

注意：

注意：

ページの先頭へ

1. ソースモニターでインポイントとアウトポイントを設定します。

2. クリップをタイムラインで編集します。

3. クリップをダブルクリックして、ソースモニターに読み込みます。

4. イン/アウトグリップ（インポイントとアウトポイントの間にある縦線が数本表示されて
いる部分の中心のテクスチャがある領域）をドラッグします。この操作はインポイントと
アウトポイントの同時移動で行った操作と同様です。

インポイントまたはアウトポイントへの移動

クリップのインポイントまたはアウトポイントに移動するにはソースモニターを使用し、シーケンスのインポ
イントまたはアウトポイントに移動するにはプログラムモニターを使用します。

次のいずれかの操作を行います。

現在の時間をインポイントに移動するには、インへ移動ボタン  をクリックしま
す。

現在の時間をアウトポイントに移動するには、アウトへ移動ボタン  をクリックし
ます。

前の編集ポイントまたは次の編集ポイントへの移動

「次の編集ポイントへ移動」コマンドに対しては Shift + 下向き矢印キーを、「前の編集ポイントへ移動」コ
マンドに対しては Shift + 上向き矢印キーを使用できます。このコマンドは、トラックを選択しているかどう
かにかかわらず、すべてのトラックに対して動作します。

ボタンを使用して同様の操作を行うこともできます。タイムライン内で任意のターゲットトラックの
次の編集ポイントに移動するには、次の編集ポイントへ移動ボタン  をクリックします。任意のターゲット
トラックの前の編集ポイントに移動するには、前の編集ポイントへ移動ボタン  をクリックします。
次の編集ポイントへ移動ボタンと前の編集ポイントへ移動ボタンはデフォルトでは表示されませんが、ボタン
エディターを使用して、他の再生コントロールと一緒に配置できます。

ソースクリップのインポイントまたはアウトポイントの削除

プロジェクトパネルでクリップをダブルクリックして、ソースモニターで開きます。

タイムラインクリップインスタンスはソースクリップではありません。ソースモニターに読み込まれ
ているタイムラインクリップからインポイントやアウトポイントを削除することはできません。

次の 3 つのコマンドのいずれかを使用します。
マーカー／インを消去
マーカー／アウトを消去
マーカー／インとアウトを消去

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらソースモニターでインをマークボ
タンまたはアウトをマークボタンをクリックして、インポイントまたはアウトポイントを消去することもでき
ます。

タイムラインのトリミング
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クリップをすばやくトリミングするには、タイムラインで実行しま
す。トリミングツールとキーボードショートカットの組み合わせを使
用して編集ポイントを選択し調整することができます。

マウス、キーボードショートカットまたはテンキーパッドで編集ポイ
ントを選択し、調整することができます。

 ビデオ：タイムライン上でのト
リミング
編集ポイントを調整する最も強力
で動的な 2 つの方法について学習
します。（9 分間）
 

注意：

編集ポイントの選択

Premiere Pro でタイムラインのトリミング方法を使用する前に、まずタイムラインでのクリップの編集ポイン
トを選択することが重要です。編集ポイントは、マウスでクリックするか、キーボードショートカットを使用
して選択できます。

マウスでの編集ポイントの選択

マウスでタイムライン内の編集ポイントをクリックして選択するには、マウスカーソルを配置し、アクティブ
なトリミングツールおよび修飾キーを使用します。

マウスで編集ポイントをクリックしてその後離すと編集ポイントが選択されます。それに対して、マ
ウスでドラッグすると、編集ポイントの選択とトリミングが同時に実行されます。

選択ツール：選択ツールで編集ポイントをクリックすると、どちら側の編集ポイントをク
リックしたのかに応じて、編集ポイントがトリミングインまたはトリミングアウトとして
選択されます。選択ツールで編集ポイントに Ctrl キー（Windows）または Command
キー（Mac OS）を押しながらマウスカーソルを合わせると、リップル編集またはローリ
ング編集のカーソルが表示されます。トリミングインポイントまたはトリミングアウトポ
イントを移動することは、通常編集と呼ばれます。
リップルツール：リップルツールで編集ポイントをクリックすると、どちら側の編集ポイ
ントをクリックしたのかに応じて、編集ポイントがリップルインまたはリップルアウトと
して選択されます。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しなが
らリップルツールで編集ポイントにカーソルを合わせると、通常編集またはローリング編
集のカーソルが表示され、編集ポイントのどの側をクリックしたかに応じてトリミングア
ウト、ローリングまたはトリミングインとなります。
ローリングツール：ローリングツールで編集ポイントをクリックすると編集ポイントの両
方の側が選択されます。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押し
ながら編集ポイントにマウスカーソルを合わせると、リップル編集またはローリング編集
のカーソルが表示され、編集ポイントのどの側をクリックしたかに応じてリップルアウ
ト、ローリングまたはリップルインとなります。

さまざまな編集タイプの編集カーソル
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注意：

A. 通常編集のカーソル B. 通常編集のカーソル C. リップル編集のカーソル D. リップル編集のカーソル E.
ローリング編集のカーソル 

マウスを使用する場合は、トラックのターゲット設定が編集ポイントの選択に影響を及ぼすことはあ
りません。

トリミングツールでの修飾キーの使用

通常のリンククリップの選択では、他のトラック上で関連付けられた複数の編集ポイント
が選択されますが、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）修飾キーを使用
すると、クリックした編集ポイントだけが選択されます。この方法は、スプリット編集
（L カットまたは J カット）の設定に便利です。
Shift 修飾キーは、現在の選択項目に他の編集ポイントを追加するか、現在の選択項目から
他の編集ポイントを削除するために使用します。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）と Shift キーを組み合わせて、リン
ククリップを選択せずに、現在の選択項目に他の編集ポイントを追加したり、現在の選択
項目から他の編集ポイントを削除したりすることができます。
編集／環境設定／トリミング（Windows）またはPremiere Pro／環境設定／トリミン
グ（Mac OS）を選択し、「選択ツールで修飾キーを使用せずにロールおよびリップル
ツールを使用可能にする」を選択します。この設定によって、選択ツールで Ctrl キーを押
しながらクリック（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac OS）
するときの修飾キーの動作が変更されます。この環境設定をオンすると、修飾キーの効果
が逆になります。

タイムラインのギャップのトリミング

クリップ間にある空のギャップの編集ポイントを選択し、タイムラインのトリミングを行う各種コマンドを実
行できます。
通常のトリミング：編集ポイントのクリップ側を逆方向に選択する場合と同じ動作となり
ます。例えば、空のギャップの右側で「トリミングアウトとして選択」を選択する操作
と、隣接するクリップの「トリミングインとして選択」を選択する操作の結果は同じで
す。
ローリングトリミング：編集ポイントの一方が空のギャップの場合、通常のトリミングと
同じ動作となります。
リップルトリミング：ギャップをトリミングすると、編集ポイントが移動し、後続のすべ
てのクリップがその分だけ移動します。ギャップのトリミングには、別の位置にある隣接
するクリップも含まれますが、そのクリップのインポイントは同じ位置に残ります。

注意：環境設定ダイアログボックス（編集／環境設定／トリミング）の「リップルトリミング中にトリムポイ
ントが重複するクリップを移動する」チェックボックスをオンにすると、リップル削除中に重複するトラック
項目が移動されます。

トリミングタイプに関するコンテキストメニュー

編集ポイントで右クリックして、表示されるコンテキストメニューを選択することで、編集ポイントを選択す
る（または既存の編集ポイントのトリミングタイプを変更する）ことができます。メニューには次の項目が含
まれています。

リップルインとして選択
リップルアウトとして選択
ロールとして選択
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注意：

最も近い編集ポイントを選択

「次の編集ポイントへ移動」と「前の編集ポイントへ移動」

トリミングインとして選択
トリミングアウトとして選択
デフォルトのトランジションを適用

複数の編集ポイントの選択

1 トラックに 2 つ以上の編集ポイントを含むように、編集ポイントを複数選択することができます。トリミン
グツールで Shift キーを使用して、追加する編集ポイントを選択します。
ドラッグして複数の編集ポイントを選択することもできます。複数の編集ポイントを選択するには、リップル
ツールで複数のクリップのグループをドラッグします。トリミングタイプとして「リップルアウト」が常に使
用されますが、キーボードショートカット（Shift + T キー（Windows）または Ctrl + T キー（Mac OS））を
使用して選択した後であれば、またはコンテキストメニューから「リップルインとして選択」を選択すれば、
この動作を変更できます。
リップルツールでタイムラインの冒頭を囲むようにドラッグすることはできません。しかし、ローリングツー
ルを使用し、その後にキーボードショートカット（Shift + T キー（Windows）または Ctrl + T キー（Mac
OS））でトリミング機能を切り替えることはできます。
選択ツールの選択範囲内にあるすべての編集ポイントを選択して、1 トラックで複数の編集ポイントを選択で
きます。Shift 修飾キーは、選択項目に他の編集ポイントを追加するか、選択項目から他の編集ポイントを削
除するために使用します。プログラムモニターでは、トリミングツールによる選択が完了した直後に、自動的
にトリミングモードに切り替わります。

シーケンスの最初で複数の編集ポイントをリップルイン編集として選択するには、ローリングツールでク
リップの周囲をドラッグし、Shift + T キー（Windows）または Ctrl + T キー（Mac OS）を押してリップ
ルイン編集選択に切り替えます。

クリックした編集ポイントの他に選択中の編集ポイントがある場合、すべての編集ポイントのタイプが選択し
たタイプに変更されます。デフォルトのトランジションを適用メニュー項目では、現在のデフォルトのビデオ
およびオーディオのトランジションが、選択中のそれぞれの編集ポイントの位置に適用されます。

編集ポイント選択のキーボードショートカット

再生ヘッドの位置とトラックターゲットを使用して編集ポイントを選択するためのキーボードショートカット
があります。

マウスで選択する場合とは異なり、リンククリップ上の編集ポイントは、リンククリップの配置され
たトラックがターゲットとして選択されていなければ、自動的に選択されません。

キーボードショートカットダイアログボックスでは「最も近い編集ポイントを
選択」ショートカットをトリムの種類ごとに 1 つずつ、全部で 5 つ選択できます。
最も近い編集ポイントをリップルインとして選択
最も近い編集ポイントをリップルアウトとして選択
最も近い編集ポイントをトリミングインとして選択
最も近い編集ポイントをトリミングアウトとして選択
最も近い編集ポイントをロールとして選択

再生ヘッドが編集ポイントの位置にない場合、前後の最も近い編集ポイントに移動します。次に、すべての
ターゲットトラック上で再生ヘッドの位置にある編集ポイントが、現在の編集ポイントの選択項目に追加され
ます。その際に、それぞれのショートカットに対応するトリミングタイプが使用されます。ショートカットで
新しい選択を始める前に、「すべてを選択解除」のメニュー項目（またはショートカット）を使用して、編集
ポイントの選択を解除できます。

再生ヘッドを、ターゲットトラック上の最も近
い次の編集ポイントまたは前の編集ポイントに移動します。ターゲットトラック上の再生ヘッドの位置で編集
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「すべてのトラックで次の編集ポイントへ移動」と「すべてのトラックで前の編集ポイントへ移動」

編集ポイント選択形式の切り替え

ポイントが選択され、前の選択項目と同じトリミングタイプが使用されます。アクティブな編集ポイントが選
択されていない場合、これらのショートカットでは再生ヘッドの移動のみが実行されます。
トリミングモードでは、トリミングモードを終了せず、編集ポイントを選択したままの状態で、同じショート
カットを使用して次の編集ポイントと前の編集ポイントに移動することができます。

再生
ヘッドを別の選択中の編集ポイントに移動します。ただし、ターゲットトラックだけではなく、すべてのト
ラックが対象となります。再生ヘッドが移動しますが、編集ポイントは移動しません。このショートカットを
使用すると、トリミングモードが終了します。

現在選択中の編集ポイントで、トリミングタイプを切り替えます。キー
ボードショートカット Shift + T キー（Windows）または Ctrl + T キー（Mac OS）を使用した場合の切り替
え順序は、リップルアウト、リップルイン、トリミングアウト、トリミングイン、ローリングです。トリミン
グタイプはこの順に従って現在のタイプから次のタイプに変更され、ローリングの次はリップルアウトに戻り
ます。

タイムラインのトリミングの実行

タイムラインでのトリミングは、3 種類の方法で実行できます。
編集ポイントをマウスで選択して、新しい位置にドラッグすることができます。
キーボードショートカットを使用して、選択中のすべての編集ポイントを、1 つまたは複
数のフレーム分だけ右か左にトリミングできます。
テンキーパッドと「+」および「‐」を使用してフレーム量を入力し、Enter キーを押して
選択したすべての編集ポイントをプラストリミングまたはマイナストリミングします。

テンキーパッドを使用してトリミングするフレーム数を入力する場合、正の数値を入力するときは「+」記
号を入力する必要はありません。

キーボードショートカットと + キーまたは ‐ キーのテンキーパッド項目は、プログラムモニターのトリミン
グモードでも使用できます。さらに、プログラムモニターのビデオ表示など、トリミングモードでトリミング
を実行するために使用できる様々なボタンやその他のユーザーインターフェイス項目もあります。トリミング
モードでの操作を参照してください。
クリップをトリミングできる長さは、同じトラック内の別のクリップまでです。クリップ内のメディアのデュ
レーションよりも長いトリミングを実行することはできません。複数のトラックをトリミングする場合は、ト
リミングできる長さは同じトラック内の別のクリップまでか、グループ内で最も短いクリップのデュレーショ
ンの長さまでです。
リップルトリミングを実行すると、異なるトラック上のクリップの同期状態が解除される場合があります。ト
ラック上で同期ロックの切り替えまたはトラックのロック切り替えを実行すると、リップルトリミング中に動
かせるトラックを限定することができます。同期状態が失われたことは、クリップヘッダーだけではなく、タ
イムライン内のクリップの表示部分でも示されます。そのため、ズームインやスクロールによってヘッダーが
非表示になっても、クリップでリンクされた部分との同期状態が失われたことを確認できます。

マウスでのドラッグによるトリミング

1 つまたは複数の編集ポイントを選択した後、タイムライン内で選択中の編集ポイントをドラッグするだけで
トリミングを実行できます。ドラッグ中は、ドラッグを始める際にクリックした編集ポイントに基づいた、適
切なトリミングタイプに合わせてカーソルが変化します。
スナップボタンがオンの場合にタイムライン内でマウスを使用して編集ポイントをドラッグすると、トリミン
グが別の編集ポイント、マーカーおよび再生ヘッドにスナップされます。また、ドラッグ中に使用できる、ス
ナップのオンとオフを切り替えるキーボードショートカットもあります。

キーボードショートカットを使用したトリミング
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「1 フレームマイナストリミング」と「1 フレームプラストリミング」

「指定した値でマイナストリミング」と「指定した値でプラストリミング」

選択した編集点を再生ヘッドまで変更

注意：

「前の編集ポイントを再生ヘッドまでリップルトリミング」と「次の編集ポイントを再生ヘッドまでリップ
ルトリミング」

注意：

次のキーボードショートカットは、トリミングモードを開始していなくても、選択中のアクティブな編集ポイ
ントがある場合にトリミングを実行します。すべての長さでトリミングを実行できない場合は、可能な長さで
のトリミングが実行されます。その際、ツールヒントに、メディアのデュレーションや最小デュレーションに
よってトリミングがブロックまたは制限されたことが示されます。

指定した方向に、編集ポイントを 1
フレーム分だけ（順方向の場合は右に、逆方向の場合は左に）移動します。

編集ポイントを 5 フレーム分、
または環境設定のトリムオフセット値で設定したフレーム分だけ移動します。トリムオフセット値を変更する
には、編集／環境設定／トリミング（Windows）またはPremiere Pro／環境設定／トリミング（Mac OS）を
選択し、トリムオフセット値の新しいフレーム数を入力します。

再生ヘッドに最も近い編集ポイントを選択し、それを再生ヘッドの位
置に移動します。ローリング編集とほぼ同様です。

「前の編集ポイントを再生ヘッドまで変更」と「次の編集ポイントを再生ヘッドまで変更」も使用で
きます。これらは、ターゲットトラック上のクリップに対して実行され、アクティブな編集ポイントが選択さ
れている必要はありません。

前の編集ポイントまたは次の編集ポイントを再生ヘッドまでリップルトリミングします。再生ヘッドまでリッ
プルトリミングする場合、編集ポイントを選択する必要はありません。「抽出」コマンドと同様、再生ヘッド
までリップルトリミングしても、他のロックされているトラックや同期ロックされていないトラックのクリッ
プには影響はありませんが、それ以外のトラックの領域ではリップルが削除されます。シーケンスのインポイ
ントとアウトポイントに影響はありません。

クリップの最初または最後で再生ヘッドへのリップルトリミングは、編集用語で「天地」とも呼ばれ
ます。

テンキーパッド項目を使用したトリミング

トリミングモードを開始していなくても、選択中のアクティブな編集ポイントがある場合に、テンキーパッド
を使用して数値オフセットを指定できます。タイムラインがアクティブの場合、左側にある現在のタイムコー
ドインジケーターがテキストボックスとなり、テンキーパッドで入力した数値が示されます。「+」キーは、
トリミングを右に移動します（時間を進めます）。「+」キーを省略して数値を入力することもできます。
「‐」キーは、トリミングを左に移動します（時間を戻します）。数値オフセットは通常、少ないフレーム数
を示すので、1 ～ 99 の数値はフレームとして扱われます。タイムコードを指定する場合は、テンキーパッド
のピリオドキー（「.」キー）でタイムコード入力の「分：秒：フレーム」の各部分を区切ります。テンキー
パッドの Enter キーを押すと、現在選択中のすべての編集ポイントでトリミングを実行します。
プログラムモニターがトリミングモードのときには、テンキーパッドを使用して、プログラムモニターがアク
ティブの場合にトリミングを実行できます。

選択ツールを使用したトリミング

クリップのインポイントまたはアウトポイントを変更するには、タイムパネルで選択ツールを使用して編集ポ
イントをドラッグします。クリップの端をドラッグすると、プログラムモニターにそのクリップのインポイン
トとアウトポイントが表示されます。また、トリミングするフレーム数がツールヒントに表示されます。表示
される値は、端をシーケンスの先頭に向かってドラッグしているときには負の値に、シーケンスの最後に向
かってドラッグしているときには正の値になります。ソースフッテージのオリジナルのインポイントとアウト
ポイントを超えてトリミングすることはできません。
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注意：

ページの先頭へ

選択ツール  をクリックして、次のいずれかの操作を行います。

クリップの先頭（左端）にポインターを合わせて、トリムアイコン  に変わったら、
ドラッグ操作でクリップのインポイントを設定します。

クリップの最後部（右端）にポインターを合わせて、トリムアイコン  に変わった
ら、ドラッグ操作でクリップのアウトポイントを設定します。

この方法でトリミングを行った場合、1 つのクリップの編集ポイントだけが変更さ
れ、隣接するクリップには影響しません。選択ツールでトリミングすると、タイムラ
イン内にギャップが残ります。複数の編集ポイントを一度にトリミングする方法や、
隣接するクリップを移動する方法について詳しくは、タイムラインでのリップル編集
とローリング編集およびスリップ編集とスライド編集を参照してください。

選択ツールを使用して Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
すとリップル編集ツールに切り替わります。

リンククリップの片方のトラックだけをトリミングするには、ポインターをトリ
ミングアイコンに変えて、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しな
がらクリックします。トリミング操作を開始した後は、Alt キー（Windows）または
Option キー（Mac OS）を押し続ける必要はありません。

再生ヘッドを使用したトリミング

シーケンス内のクリップを、再生ヘッドの位置までトリミングすることができます。ただし、そのためにはま
ず、次のキーボードショートカットを設定する必要があります。
インポイントから再生ヘッドまでトリミング
アウトポイントから再生ヘッドまでトリミング
最も近い編集ポイントをトリミングインとして選択
最も近い編集ポイントをトリミングアウトとして選択

トリミングのキーボードショートカットを設定するには、キーボードショートカットのカスタマイズと読み込
みを参照してください。

タイムラインでのリップル編集とローリング編集

Premiere Pro では、トリミングモードやトリミングモニターを使用して、リップルやローリングをタイムライ
ン内のトラックから直接実行できます。

リップル編集とローリング編集について

2 つのクリップ間の編集ポイント（カット）を調整する場合は、トリミング操作の簡単な応用機能であるリッ
プル編集とローリング編集を使用します。これらの編集ツールを使用することで、通常のツールでは複数の手
順が必要となる調整も 1 つの操作で行います。トリミングツールを使用したリップル編集とローリング編集で
は、影響を受けるフレームがプログラムモニターに左右に並んで表示されます。リップル編集とローリング編
集でキーボードショートカットを利用できます。さらに、リップルツールやローリングツールで編集ポイント
をクリックすると、その編集ポイントが選択されます。
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ローリング編集中のプログラムモニターとタイムライン

ローリング編集

ローリング編集では、隣接するアウトポイントとインポイントが同じフレーム数だけ同時に追加または削除さ
れます。この編集方法では、クリップ間の編集ポイントが追加または削除したフレーム分だけ移動されます
が、ほかのクリップの時間位置とシーケンスの合計デュレーションは維持されます。ローリング編集の開始時
に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと、ビデオとオーディオのリンクが一時的に解
除され、スプリット編集（L カットまたは J カット）を作成できるようになります。

ローリング編集の場合、編集ポイントを前にドラッグすると、前のクリップが短くなり、後続のクリップが長
くなって、プログラムのデュレーションが維持されます。

リップル編集

リップル編集では、クリップがトリミングされ、トリミングした分だけトラック内の後続のクリップが移動し
ます。リップル編集でクリップを短くすると、その編集ポイントの後ろにあるすべてのクリップが前に移動し
ます。また、クリップを長くすると、その編集ポイントの後ろにあるすべてのクリップが後ろに移動します。
リップル編集では、編集ポイントの片側にあるスペースもクリップとして扱われ、クリップと同様に移動しま
す。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらリップル編集を開始すると、ビデオク
リップとオーディオクリップのリンクを一時的に解除して、片方のトラックだけを編集できます。

ローリングツールを使用したローリング編集
1. ローリングツール  を選択します。

2. タイムラインパネルで、変更するクリップの端を左または右にドラッグします。クリップ
に追加したのと同じ数のフレームが隣接するクリップから削除されます。リンクしている
ビデオクリップとオーディオクリップのどちらか一方だけを操作する場合は、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

再生ヘッドを使用したローリング編集（編集の拡張）

シーケンスにギャップを残さずに、シーケンス内のクリップのインポイントまたはアウトポイントを再生ヘッ
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注意：

ページの先頭へ

ドの位置へ移動することができます。このような編集のことを、「編集を拡張する」または「拡張編集コマン
ドを使用する」ともいいます。

再生ヘッドへのローリング編集（編集の拡張）

次の操作を実行します。
1. トリミングするクリップを含むトラックを指しているトラックヘッダーをクリックしま
す。

2. シーケンス内で再生ヘッドをドラッグして、クリップのインポイントまたはアウトポイン
トを移動させたい位置に配置します。

3. ローリングツールをクリックし、編集ポイントを選択します。
4. シーケンス／選択した編集点を再生ヘッドまで変更を選択するか、E キーを押します。

再生ヘッドの位置まで拡張するのに十分なメディアがない場合、Premiere Pro は使用できるメディア
の最後までクリップを拡張します。

リップルツールを使用したリップル編集
1. リップルツール  を選択します。

2. タイムラインパネルで、変更するクリップのインポイントまたはアウトポイントにポイン
ターを移動し、ポインターがリップルインアイコン  またはリップルアウトアイコン 

 に変わったら、左または右にドラッグします。トラック内の後続のクリップはドラッ
グした分だけ移動しますが、各クリップのデュレーションは変わりません。リンクしてい
るビデオクリップとオーディオクリップのどちらか一方だけを操作する場合は、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

選択ツールを使用していて、ポインターがトリムインまたはトリムアウトアイコンに
なっているときに Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押す
と、ポインターがリップル編集アイコンに変わります。Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を放すと選択ツールに戻ります。

スリップ編集とスライド編集

リップル編集とローリング編集を使用して 2 つクリップ間の編集ポイント（カット）を調整できるのと同様
に、スリップ編集とスライド編集を使用して、3 つのクリップで構成されているシーケンスの 2 つの編集ポイ
ントを調整できます。スリップツールまたはスライドツールを使用すると、プログラムモニターには編集対象
の 4 つのフレームが表示されます。ただし、オーディオクリップだけを編集している場合は、このようには表
示されません。

スライド編集中のプログラムモニターとタイムライン
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通常、スリップツールとスライドツールは、3 つの隣接するクリップの中央のクリップに対して使用します
が、一方の端がクリップに隣接していて、もう一方の端がスペースに隣接している場合も正常に機能します。

スリップ編集

スリップ編集では、1 回の動作でクリップのインポイントとアウトポイントが同じフレーム数だけ前後に移動
します。スリップツールでドラッグすることで、クリップのデュレーションを維持しながら、隣接するクリッ
プに影響を与えずにクリップの開始フレームと終了フレームを変更できます。

スリップ編集の場合、クリップを左にドラッグすると、ソースのインポイントとアウトポイントが後ろに移動
します。

1. スリップツール  を選択します。

2. 調整するクリップにポインターを移動します。クリップのインポイントとアウトポイント
を後ろに移動するには、左にドラッグします。反対に、前に移動するには、右にドラッグ
します。

クリップのソースのインポイントとアウトポイントが更新され、結果がプログラムモニ
ターに表示されます。クリップとシーケンスのデュレーションは維持されます。

キーボードショートカットを使用したクリップのスリップ

キーボードショートカットを使用して、タイムラインでクリップをスリップできます。キーボードショート
カットを使用してクリップをスリップするには、クリップ（または複数のクリップ）を選択し、次の操作を行
います。
選択したクリップを左に 5 フレームスリップするには：

Ctrl + Alt + Shift + 左向き矢印を押します（Windows）。
Option + Shift + Command + 左矢印を押します（Mac OS）。

選択したクリップを左に 1 フレームスリップするには：
Alt + Shift + 左矢印を押します（Windows）。
Option + Command + 左矢印を押します（Mac OS）。

選択したクリップを右に 5 フレームスリップするには：
Ctrl + Alt + Shift + 右矢印を押します（Windows）。
Option + Shift + Command + 右矢印を押します（Mac OS）。

選択したクリップを右に 1 フレームスリップするには：
Alt + Shift + 右矢印を押します（Windows）。
Option + Command + 右矢印を押します（Mac OS）。

キーボードショートカットを使用したクリップのスリップについて詳しくは、Todd Kopriva と videobrain
のこのビデオを参照してください。

キーボードショートカットを使用してスリップ編集を行うときは、スリップするクリップに再生ヘッドを
置いて、スリップ編集の実行がわかるようにすると便利です。この方法を使用すると、ビデオアクション
とオーディオキューを揃えることができます。
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スライド編集

スライド編集では、クリップを移動すると、移動した分だけ隣接するクリップがトリミングされます。スライ
ドツールでクリップを左または右にドラッグすると、前のクリップのアウトポイントと後続のクリップのイン
ポイントは、移動したフレーム数だけそれぞれ左右に移動します。クリップのインポイントとアウトポイント
（つまり、クリップのデュレーション）は変わりません。

スライド編集では、クリップを左にドラッグしてシーケンスでの開始時間を早くすると、前にあるクリップが
短くなり、後ろのクリップが長くなります。

1. スライドツール  を選択します。

2. 調整するクリップにポインターを移動します。前のクリップのアウトポイントと後ろのク
リップのインポイントを前に移動するには、左にドラッグします。前のクリップのアウト
ポイントと後ろのクリップのインポイントを後ろに移動するには、右にドラッグします。

マウスを放すと、クリップとシーケンスのデュレーションがそのまま維持された状態で、
クリップのソースのインポイントとアウトポイントが更新されます。編集の結果はプログ
ラムモニターに表示されます。移動したクリップは、シーケンスでの位置以外は変更され
ません。

キーボードショートカットを使用したクリップのスライド

キーボードショートカットを使用して、タイムラインでクリップをスライドできます。キーボードショート
カットを使用してクリップをスライドするには、クリップ（または複数のクリップ）を選択し、次の操作を行
います。
選択したクリップを左に 5 フレームスライドするには：

Alt + Shift + コンマ（,）を押します（Windows）。
Option + Shift + コンマ（,）を押します（Mac OS）。

選択したクリップを左に 1 フレームスライドするには：
Alt + コンマ（,）を押します（Windows）。
Option + コンマ（,）を押します（Mac OS）。

選択したクリップを右に 5 フレームスライドするには：
Alt + Shift + ピリオド（.）を押します（Windows）。
Option + Shift + ピリオド（.）を押します（Mac OS）。

選択したクリップを右に 1 フレームスライドするには：
Alt + ピリオドキーを押します（Windows）
Option + ピリオド（.）を押します（Mac OS）。

キーボードショートカットを使用したクリップのスライドについて詳しくは、Todd Kopriva と videobrain
のこのビデオを参照してください。

クリップの移動

クリップをタイムラインで一度に 1 フレーム、または大きいフレームオフセットで前後に移動できます。この
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ページの先頭へ

注意：

コマンドは、「移動」と呼ばれます。クリップ（または複数のクリップ）を移動すると、そのクリップをタイ
ムラインで前後に移動することになります。移動しているクリップが別のクリップの隣にある場合は、移動す
ると移動しただけクリップが上書きされます。
クリップを移動するには、クリップ（または複数のクリップ）を選択し、次の操作を行います。
選択したクリップを左に 5 フレーム移動するには：

Alt + Shift + 左矢印を押します（Windows）。
Command + Shift + 左矢印を押します（Mac OS）。

選択したクリップを左に 1 フレーム移動するには：
Alt + 左矢印を押します（Windows）。
Command + 左矢印を押します（Mac OS）。

クリップを右に 5 フレーム移動するには：
Alt + Shift + 右矢印を押します（Windows）。
Command + Shift + 右矢印を押します（Mac OS）。

選択したクリップを右に 1 フレーム移動するには：
Alt + 右矢印を押します（Windows）。
Command + 右矢印を押します（Mac OS）。

キーボードショートカットを使用したクリップの移動について詳しくは、Todd Kopriva と videobrain のこの
ビデオを参照してください。

スプリット編集

スプリット編集を行うには、シーケンス内で連続するクリップのビデオとオーディオのリンクを解除して、ビ
デオとは別にそれぞれのオーディオをトリミングして、一方のビデオがもう一方のオーディオと重なるように
配置します。通常、ローリング編集（編集の拡張）はこの操作のために使用します。
ローリング編集の開始時に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと、ビデオとオーディ
オのリンクが一時的に解除され、スプリット編集（L カットまたは J カット）を簡単に作成できるようになり
ます。

トリミングモードでの操作

トリミングモードは、プログラムモニターが特殊なトリミングモード設定中にある状態です。特定のキーボー
ドショートカット、ボタンのクリックおよび J、K、L キーを使用した再生で、リップル編集やローリング編
集などのトリミングを実行します。これらの動作が、動的トリミングのすべてです。タイムラインのトリミン
グはさまざまな目的で行い、タイムラインで動的にトリミングを行うことができますが、編集を微調整するに
はトリミングモードが理想的です。トリミングモードを使用するときは、編集をループ再生しながら編集ポイ
ントからフレームを加減して、動的な方法でトリミングします。

編集を調整するためにトリミングモードでループ再生する必要はありません。再生を一時停止してボ
タンをクリックし（またはキーボードショートカット J、K、L を使用し）、その後ループ処理を再開するこ
ともできます。

トリミングモードは、会話の調整や追いかけるシーンの速度変更、スプリット編集などの操作のために使
用します。

トリミングモードのインターフェイス

プログラムモニターでは、トリミングモードを開始すると自動的に一部のボタンやユーザーインターフェイス
が切り替わって、シンプルな 2 段画面が表示されます。トリミングモードを終了すると、標準のプログラムモ
ニター設定に戻ります。
プログラムモニター内では、ビデオが 2 段構成の画面で表示され、一時的に 1 つのビデオ表示で左右の両側
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が拡張されます。トリミングボタンと移動カウンターがビデオのすぐ下に配置されます。シーケンスのすべて
のビデオトラックが合成され、再生中に聞こえるオーディオは、シーケンスのオーディオトラックをすべて
ミックスしたものになります。再生中は再生ヘッドがタイムライン内をループするので、再生中の時間範囲を
確認することができます。

A. 先行編集ポイント B. アウト移動カウンター C. 指定した値でマイナストリミング D. 1 フレームマイナスト
リミング E. 選択項目にディフォルトのトランジションを適用 F. 1 フレームプラストリミング G. 指定した値
でプラストリミング H. イン移動カウンター I. トリミングタイプインジケーター J. 後続編集ポイント 

トリミングモードの開始

トリミングモードに入る前に、タイムラインでトリミングツールを使用して編集ポイントを 1 つまたは複数選
択しておくことをお勧めします。トリミングモードに入っても、これらの選択した編集ポイントはそのままで
す。事前に編集ポイントを選択しておかなくてもトリミングモードに入ることもできます。
トリミングモードを開始するには、次のいずれかの操作を行います。
シーケンス／トリミング編集を選択します（または T キーを押します）。
選択中のアクティブな編集ポイントがある場合、再生ヘッドは選択中の最も近い編集ポイントの位置に
移動します。編集ポイントが選択されていない場合、再生ヘッドは自動的に、ターゲットトラック上の
最も近い編集ポイントの位置に移動します。現在アクティブなツールにかかわらず、ターゲットトラッ
ク上にある、トリミングタイプが「ローリング編集」に設定されている編集ポイントが選択されます。
プログラムモニターで既にトリミングモードを開始している場合、T キーを押すと、トリミングモード
が切り替えられて終了します。

選択ツール、リップルツールまたはローリングツールで、タイムライン内にある編集ポイ
ントをダブルクリックします。
リップルツールまたはローリングツールで 1 つまたは複数の編集ポイントをドラッグして
選択または Shift キーを押しながら選択すると、再生ヘッドが選択中の最も近い編集ポイ
ントの位置に移動し、プログラムモニターがそのツールと同じトリミングタイプのトリミ
ングモードに設定されます。

これで、トリミングモードでクリップをトリミングできるようになりました。トリミングを開始する方法に
は、トリミングの確認を参照してください。

既に選択されている編集ポイントをダブルクリックするときは、必ず、最初にその編集ポイントを選択し
たものと同じツールと同じ修飾キーを使用してください。最初のクリックによって、標準の選択ルールに
基づいて編集ポイントが再選択されるからです。プログラムモニターが自動的にトリミングモードで表示
されます。

タイムライン内で、同じシーケンス内の他の編集ポイントを追加で選択する場合は、トリミングモードが続き
ます。また、タイムラインでズームインやズームアウト、スクロール、トラックの高さの変更などの変更を行
い、そのままトリミングモードを継続することもできます。既にトリミングモードである場合、「次の編集ポ
イントへ移動」および「前の編集ポイントへ移動」のキーボードショートカットを使用して新しい編集ポイン
トを選択し、そのままトリミングモードを継続することができます。トリミングモードでない場合、これらの
ショートカットを使用すると編集ポイントは選択されず、再生ヘッドが移動します。
トリミングモードを終了する方法については、トリミングモードの終了を参照してください。
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トリミングの確認

編集ポイントの選択がアクティブなままでありトリミングモードを開始している状態で、現在適用されている
トリミングを確認するには、再生ボタンまたはスペースバーを押します。現在選択中の編集ポイントでのルー
プ再生が実行されます。最初の編集ポイントよりも指定したプリロール時間だけ前の位置から再生し、最後の
編集ポイントよりも指定したポストロール時間分だけ後の位置で終了します。プリローリングおよびポスト
ローリング設定は、編集／環境設定／再生（Windows）または Premiere Pro／環境設定／再生（Mac OS）で
設定します。
再生を停止するには、もう一度再生ボタンまたはキーボードショートカットを押します。選択中の編集ポイン
トのうち停止位置に最も近いところに再生ヘッドが移動します。

J、K、L キーを使用した動的トリミング

トリミングモードでは、シャトル用の 3 つのキーボードショートカット（J、K、L キー）を組み合わせて使用
して、クリップを再生し、再生の停止時に再生ヘッドの位置に基づいたトリミングを実行することができま
す。キーボードショートカットを使用したシャトルについて詳しくは、J、K、L キーを使用したビデオのシャ
トルを参照してください。
再生ヘッドの位置にある編集ポイントのタイプによって、どちら側が再生されるかが決まります。リップルア
ウトまたはトリミングアウトの場合は、左側のビューが再生されます。リップルインおよびトリミングインの
場合は、右側のビューが再生されます。ローリング編集では、両側が再生されます。
トリミングについてのメディアの限界に達した場合（最初または最後の部分がそれ以上ない場合）、再生は一
時停止しますが、シャトル停止ショートカットで再生を明示的に停止するまでは、トリミングが実行されませ
ん。この手法によって、トリミングの対象とするフレームが見つかるまで、反対方向への再生、1 ステップ再
生またはシャトルを実行できます。

J、K、L キーのショートカットを使用して、一度に 1 フレームずつフッテージを動的にトリミングできま
す。まず編集ポイントを選択し、K キーを押し、次に J キーまたは L キーを押します。

トリミングモードでのトリムの調整

再生ボタン（ループ再生を開始するボタン）を使用してトリミングモードで再生中に、ボタンやキーボード
ショートカットを使用して、選択中の編集ポイントをさらに調整することができます。フッテージがループ再
生されるたびに、ボタンをクリックするかショートカットを押してトリミングを変更できます。トリミングを
実行するたびに、すぐにシーケンスに反映されます。編集ポイントはタイムラインで更新されますが、その結
果の変更内容は、次のループでのプログラムモニターのみに表示されます。トリミングの結果に満足できるま
で調整を続け、編集内容を確認します。 

「次の編集ポイントへ移動」または「前の編集ポイントへ移動」ショートカット（上矢印および下矢印キー）
を使用して、次の編集ポイントのトリミングに移動するか、完了した場合は再生を停止します。

トリミングの調整は次の方法で行います。
1 フレームプラストリミングボタンと 1 フレームマイナストリミングボタンを使用して、
一度に 1 フレーム分だけトリミングします。1 フレームプラストリミングまたはマイナス
トリミングするキーボードショートカットは次のとおりです。

Ctrl + 左向き矢印を押すと、マイナストリミングします。Ctrl + 右矢印を押すと、プラ
ストリミングします（Windows）。
Option + 左矢印を押すと、マイナストリミングします。Option + 右向き矢印を押す
と、プラストリミングします（Mac OS）。

指定した値でプラストリミングボタンと指定した値でマイナストリミングボタンを使用し
て、一度に指定したフレーム分だけトリミングします。複数フレームプラストリミングま
たはマイナストリミングするキーボードショートカットは次のとおりです。

Ctrl + Shift + 左向き矢印を押すと、マイナストリミングします。Ctrl + Shift + 右矢印
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を押すと、プラストリミングします（Windows）。
Option + Shift + 左矢印を押すと、マイナストリミングします。Option + Shift + 右矢
印を押すと、プラストリミングします（Mac OS）。

テンキーパッドの「+」キーまたは「‐」キーのオフセット項目を使用して、指定した数
値オフセット分だけトリミングします。
選択項目にデフォルトのトランジションを適用ボタンを使用して、デフォルトのオーディ
オおよびビデオのトランジションを編集ポイントに追加します。
編集／取り消しおよびやり直しの各メニューコマンドまたはショートカットを使用して、
再生中にトリミングを変更することもできます。

通常の編集ワークフローでは、最初にインサート編集と上書き編集を使用してシーケンスを組み立てま
す。次に、トリミングモードでショートカットを使用して、ある編集ポイントから次の編集ポイントに移
動してトリミングを調整します。

トリミングモードでのトリミングツール

トリミングモードのインターフェイス内で、再生が一時停止しているときに、選択ツールなどのトリミング
ツールを使用してクリップの範囲をドラッグし、トリミングを実行します。いずれかのクリップの上にドラッ
グすると、リップルトリミングが実行されます。2 つのクリップの間にドラッグすると、ローリングトリミン
グが実行されます。先行クリップで Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら選
択ツールでドラッグすると、編集ポイントのその側で通常トリミングが実行されます。後続クリップで同じ修
飾キーを押しながらドラッグすると、編集ポイントのその側で通常トリミングが実行されます。
編集ポイントでトリミングモードでのクリップのドラッグ操作は、タイムラインでのトリミングツールによる
ドラッグ操作と同様です。左へドラッグするとマイナストリミング、右へドラッグするとプラストリミングが
行われます。

トリミングモードの終了

トリミングモードでは、少なくとも 1 つの編集ポイントが選択され、かつ、再生ヘッドが選択中の編集ポイン
トのいずれかの位置にある必要があります。編集ポイントの選択を消去する操作や、再生ヘッドを編集ポイン
トから離す操作を実行すると、トリミングモードが終了します。
トリミングモードを終了するには、次のいずれかの操作を行います。

タイムラインをクリックします。
シーケンス／トリミング編集メニューコマンドを使用するか、T キーを押します。
メニュー項目、キーボードショートカットまたはワークスペースのパネル操作でプログラ
ムモニターを閉じます。
再生ヘッドをスクラブするか、タイムラインまたはプログラムモニターに用意されている
その他のナビゲーションコマンド（「次のフレーム」や「前のアクション」などの選択中
の編集ポイントから移動するもの）を使用します。
タイムラインでクリップを選択するかドラッグします。または、その他のオブジェクトを
選択するか変更します。
他のシーケンスにフォーカスを切り替えます。

トリミングモードのキーボードショートカット

「再生 / 停止」キーボードショートカットは、再生を開始または停止します。このショー
トカットは、トリミングモードで使用でき、デフォルト値はスペースバーです。
「1 フレームプラストリミング」と「1 フレームマイナストリミング」のショートカット
は、一度に 1 フレーム分だけトリミングする目的で使用します。
「指定した値でプラストリミング」と「指定した値でマイナストリミング」のショート
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カットは、一度に「トリムオフセット値」（デフォルトは 5 フレーム）のフレーム分だけ
トリミングする目的で使用します。「トリムオフセット値」の値は、編集／環境設定／ト
リミング（Windows）、または Premiere Pro／環境設定／トリミング（Mac OS）で変更
できます。

トリミングとヒストリーパネル

ヒストリーパネルは、キーボードの使用、ボタンのクリック、J、K、L キーのショートカットの使用などの、
それぞれのトリミング調整作業を個別のエントリとして表示するものです。トリミングモードを開始または終
了してもヒストリーパネル内のエントリは変化しません。そのため、どのトリミングモードのセッションで
行ったトリミングの調整でも、1 回以上取り消すことができます。

トリミングモードでのスリップおよびスライド編集

1 つのトラック上で 2 つ以上のトリミング編集ポイントを選択できるので、同じトラック上にある相対する 2
つのリップル編集ポイントを選択してスリップ編集とスライド編集を設定することが可能です。編集ポイント
の設定後、キーボードショートカットを使用して、タイムラインまたはトリミングモードでトリミングを実行
できます。編集ポイントを Shift キーを押しながら選択して、同時に複数のクリップをスリップおよびスライ
ドすることもできます。

トリミングモードでのスリップ編集

スリップツールを使用したスリップ編集について詳しくは、スリップ編集を参照してください。
キーボードショートカットでスリップ編集を行うには、次の操作を行います。

1. リップルツールを選択します。
2. クリップのインポイントおよびアウトポイントにある編集ポイントをクリックします。
「リップルイン」を選択し、次に Shift キーを押しながら「リップルアウト」を選択しま
す。

3. T キーを押してトリミングモードを開始します。 
4. キーボードショートカットを使用するかボタンを押して、再生のループ中にスリップ編集
を行います。

このテクニックはタイムラインでも使用できます。「1 フレームプラストリミング」または「1 フレームマイ
ナストリミング」のキーボードショートカットを押すか、テンキーパッドを使用します。

トリミングモードでのスライド編集

スライドツールを使用したスライド編集について詳しくは、スライド編集を参照してください。
トリミングモードで編集をスライドするには、次の操作を行います。

1. リップルツールを選択します。
2. クリップのインポイントおよびアウトポイントにある編集ポイントをクリックします。イ
ンポイントを「リップルアウト」、次に Shift キーを押しながらアウトポイントを「リッ
プルイン」で選択します。

3. T キーを押してトリミングモードを開始します。 
4. キーボードショートカットを使用するかボタンを押して、再生のループ中にスライド編集
を行います。

このテクニックはタイムラインでも使用できます。「1 フレームプラストリミング」または「1 フレームマイ
ナストリミング」のキーボードショートカットを押すか、テンキーパッドを使用します。
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ページの先頭へ

非対称トリミング

タイムラインおよびトリミングモードの両方で、非対称トリミングを実行できます。異なるトラックにある
リップルインおよびリップルアウトの編集ポイントを組み合わせて選択し、1 トラックあたり 1 つの編集ポイ
ントが選択されている場合に、非対称トリミングが実行されます。1 トラックあたり 2 つ以上の編集ポイント
を選択している場合は、すべての編集ポイントが同じ方向に移動します。
非対称トリミング操作では、トリミングのデュレーションはすべてのトラック上で同じになりますが、編集ポ
イントでトリミングされる左右の方向は異なる場合があります。
プライマリのトリミング方向によってプライマリ編集ポイントが決定されます。プライマ
リのトリミング方向によって、プライマリ編集ポイントの方向が定まります。プライマリ
のトリミング方向は、ツールをクリックするか、キーボードショートカットを使用する
か、ボタンをクリックして選択します。プライマリのトリミングタイプと同じタイプの編
集ポイントでは、プライマリのトリミング方向はすべてのトラック上で同じ方向になりま
す。
プライマリ編集ポイントとは異なるタイプの編集ポイントは、逆方向にトリミングされま
す。非対称トリミングのプライマリ編集ポイントを定める方法について詳しくは、タイム
ラインで非対称トリミングのプライマリ方向を指定を参照してください。

後続クリップの左右への移動方向はすべてのトラックで同じであり、すべてのトラックが同期状態に保たれま
す。このような移動になるのは、リップルインの編集ポイントとリップルアウトの編集ポイントでは、トリミ
ングされるクリップの末尾が反対の方向に移動するからです。
例えば、リップルツールで編集ポイントを 10 フレーム右に移動すると、リップルアウトポイントとして設定
された他の編集ポイントに 10 フレームが追加されます。逆に、リップルインポイントとして設定された編集
ポイントからは 10 フレームが削除されます。
注意：これらの編集ポイントは実際に移動しませんが、クリップのヘッダー部分がより多く表示されます。す
べてのトラック上の後続クリップが 10 フレーム分だけ右に移動します。
トリミングインとトリミングアウトの組み合わせは、編集ポイント側が異なる場合でも非対称とは見なされま
せん。これは、編集ポイントが常に同じ方向に移動し、後続クリップは移動しないからです。

タイムラインで非対称トリミングのプライマリ方向を指定

マウスを使用したタイムラインでの非対称トリミングでは、ドラッグする編集ポイントにプライマリ方向が適
用されます。編集ポイントを選択してドラッグすると、その操作によって方向とプライマリのトリミングタイ
プが定まります。例えば、ビデオ 1 上をマウスでクリックしてリップルイントリミングを設定し、左にドラッ
グすると、すべてのトラック上で選択中のすべてのリップルイン編集ポイントが左にトリミングされます。ま
た、すべてのリップルアウト編集ポイントが右にトリミングされます。
キーボードショートカットでタイムラインのトリミングを実行するときに、編集ポイントが選択されたままの
場合は、前回のマウスでのドラッグかトリミングモードの操作に基づいて、プライマリのトリミングタイプが
使用されます。編集ポイントの選択が解除されている場合（または、マウスやトリミングモードを使用してプ
ライマリタイプによるトリミングを行ったことがない場合）、選択した編集ポイントが含まれる最大の番号の
ビデオトラック上にある編集ポイントがプライマリタイプとして使用されます。ただし、オーディオトラック
のみで編集ポイントが選択されている場合は、最小の番号のオーディオトラック上にある編集ポイントがプラ
イマリタイプとして使用されます。方向は、特定のキーボードショートカットで指定します。

トリミングモニターでの操作

トリミングモニターには、編集ポイント（カット）のクリップのインポイントとアウトポイントが表示されま
す。これを参照して、カットするフレームを正確に確認できます。左側のモニターには編集ポイントの左側の
先行クリップが表示され、右側のモニターには編集ポイントの右側の後続クリップが表示されます。

トリミングモニターの開閉
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トリミングモニターを開くには、ウィンドウ／トリミングモニタを選択します。
トリミングモニターを閉じるには、トリミングモニターの閉じるボタン  をクリックし
ます。

トリミングする編集ポイントの表示
1. トリミングモニターで、ビデオまたはオーディオトラックを選択ボタンをクリックしま
す。

2. 編集するトラックをメニューから選択します。

トリミングモニターでの編集のプレビュー

編集内容を一度プレビューするには、編集部分を再生ボタン  をクリックします。
編集内容を繰り返しプレビューするには、ループボタン  をオンにして、編集部分を再
生ボタンをクリックします。

編集の取り消し
Ctrl+Z キー（Windows）または Command+Z キー（Mac OS）を押すか、ヒストリーパ
レットを使用します。

トリミングの環境設定の指定

指定した値で左側をトリミングボタン  または指定した値で右側をトリミングボタン  を使用したと
きにトリミングされるフレーム数を指定することができます。

編集／環境設定／トリミング（Windows）または Premiere Pro／環境設定／トリミン
グ（Mac OS）を選択します。

トリミングモニターを使用したローリング編集
1. トリミングモニターで、ビデオまたはオーディオトラックを選択ボタンをクリックし、編
集するトラックを選択します。

2. ローリング編集を行うときに移動させるトラックのヘッダーで、同期ロックボックスをク
リックします。

3. タイムラインで、再生ヘッドを編集ポイントに移動します。トリミングモニターに編集ポ
イントが表示されます。

4. 次のいずれかの操作を行います。

クリップ画像の間にポインターを移動し、ポインターがローリングツール  に変
わったら、左または右にドラッグします。

中央にあるタイムコード値を左または右にドラッグします。

中央のジョグを左または右にドラッグします。

画像の間にあるタイムコード値をクリックします。有効なタイムコード値を入力した
後 Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押して、両方のクリッ
プの端をそのフレームまでトリミングします。
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注意：

注意：

中央のジョグの上のフィールドの値を選択し、負の値（両方のクリップを左にトリミ
ングする場合）または正の値（両方のクリップを右にトリミングする場合）を入力し
て、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

編集するフレーム数に対応するボタンをクリックします。「-1」または「-5」ボタン
をクリックすると両方のクリップが左にトリミングされ、「+1」または「+5」ボタン
をクリックすると両方のクリップが右にトリミングされます。

初期設定では、トリムオフセット値は 5 フレームになっていますが、トリミング
の環境設定で任意の値を設定できます。編集／環境設定／トリミング（Windows）または
Premiere Pro／環境設定／トリミング（Mac OS）を選択します。

トリミングモニターを使用したリップル編集
1. トリミングモニターで、ビデオまたはオーディオトラックを選択ボタンをクリックし、編
集するトラックを選択します。

2. リップル編集を行うときに移動させるトラックのヘッダーで、同期ロックボックスをク
リックします。

3. タイムラインで、再生ヘッドを編集ポイントに移動します。トリミングモニターに編集ポ
イントが表示されます。

4. 次のいずれかの操作を行います。

左または右の画像にポインターを移動し、ポインターがトリムアウトアイコン  ま
たはトリムインアイコン  に変わったら、左または右にドラッグして目的のクリッ
プをリップル編集します。

左または右の画像の下に表示されているタイムコードをドラッグして、目的のクリッ
プをトリミングします。

左または右のウィンドウのジョグをドラッグして、目的のクリップをトリミングしま
す。

左側のビューのタイムルーラーの先行クリップのアウトポイントアイコン  をドラッ
グするか、右側のビューのタイムルーラーの後続クリップのインポイントアイコン 
をドラッグします。

アウトシフトタイムコード値またはインシフトタイムコード値を左または右にドラッ
グして、目的のクリップをリップル編集します。

左側のクリップのタイムコード値（左側のクリップのアウトポイントをトリミングす
る場合）、または右側のクリップのタイムコード値（右側のクリップのインポイント
をトリミングする場合）をクリックし、有効なタイムコード値を入力して Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押し、目的のクリップをそのフレー
ムまでトリミングします。

アウトシフト値（左側のクリップのアウトポイントをトリミングする場合）またはイ
ンシフト値（右側のクリップのインポイントをトリミングする場合）をクリックし、
負の値（左にトリミングする場合）または正の値（右にトリミングする場合）を入力
して Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

リップルツール、ローリングツール、スリップツールおよびスライドツールについて、Franklin McMahon に
よるビデオが Layers Magazine Web サイトで公開されています。

トリミングモニターはウィンドウ／トリミングモニターから利用できますが、タイムラインで選択中
の編集ポイントとは連動しません。トリミングモニターは、オーディオ波形のトリミングに便利であり、1 つ
のトラックのトリミングと確認を行うことができます。ただし、Premiere Pro では、トリミングモニターより
もトリミングモードの方が、トリミング環境として優れています。
シーケンスへのクリップの追加
スプリット編集
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特別なクリップの作成（合成）

ページの先頭へ

ワイプ

背景

線

二重円

数字

アウトでパンチ表示

2 秒前にビープ音

1 秒ごとにビープ音

ページの先頭へ

カウントダウンマークの作成（Windows のみ）
カラーバーと 1 kHz トーンの作成
HD カラーバーと 1 kHz トーンの作成
ブラックビデオの作成
カラーマットの作成
透明なビデオクリップ（クリアビデオ）の作成

カウントダウンマークの作成（Windows のみ）

最終出力としてフィルムを想定している場合に、カウントダウンマークを使用したいことがあります。カウントダウンマークは、オーディオとビ
デオが正常に動作し、同期していることを確認するのにも役立ちます。カウントダウンマークを作成およびカスタマイズして、プロジェクトに追
加できます。マークの長さは 11 秒間です。

1. プロジェクトパネルの一番下にある新規項目ボタンをクリックし、「カウントダウンマーク」を選択します。

2. 新規カウントダウンマークダイアログボックスで、カウントダウンマークを使用するシーケンスの設定と一致するように幅、
高さ、タイムベース、ピクセル縦横比を設定します。「OK」をクリックします。

3. カウントダウンマーク設定ダイアログボックスで、必要に応じて次のオプションを指定します。

1 秒で 1 周するワイプエリアの色を指定します。

ワイプカラーの背景となる色を指定します。

垂直線と水平線の色を指定します。

数字を囲む二重円の色を指定します。

カウントダウンの数字の色を指定します。

マークの最後のフレームでキューを示す円を表示します。

2 秒前のマークのときにビープ音を鳴らします。

各秒のワイプを開始するときにビープ音を鳴らします。

4. 「OK」をクリックします。

カウントダウンマーククリップをカスタマイズするには、プロジェクトパネルでクリップをダブルクリックします。

カラーバーと 1 kHz トーンの作成

ビデオやオーディオ機器の調整の目安となるカラーバーと 1 kHz トーンを出力する 1 秒間のクリップを作成できます。
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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

ページの先頭へ

1. プロジェクトパネルの一番下にある新規項目ボタンをクリックし、「カラーバー＆トーン」を選択します。

2. 新規作成ダイアログボックスで、カラーバーとトーンを使用するシーケンスの設定と一致するように幅、高さ、タイムベー
ス、ピクセル縦横比、サンプルレートを設定します。 「OK」をクリックします。

オーディオ編集のワークフローによっては、特定のトーンレベルに調整した上での作業が必要になることがあります。1 kHz トーンの初期
設定レベルは、0 dBfs を基準とする -12 dB です。トーンレベルをワークフローに合わせてカスタマイズするには、クリップを選択した状態で、ク
リップ／オーディオオプション／オーディオゲインを選択します。プロジェクトパネルでカラーバーとトーンのクリップを選択している場合は、
新しく作成されるクリップインスタンスの初期設定のゲインレベルが設定されます。タイムラインパネルでクリップを選択している場合は、その
クリップインスタンスのみのレベルが変更されます。

合成メディア（クリアビデオ、カラーバーと階調およびカラーマット）について、Franklin McMahon によるビデオチュートリアルが Layers
Magazine Web サイトで公開されています。

HD カラーバーと 1 kHz トーンの作成

Premiere Pro は、ビデオ出力を調整する ARIB STD-B28 基準に準拠する HD カラーバーを搭載しています。1 kHz トーンは合成メディアにも含ま
れています。
HD バーとトーンに対して次の操作を実行します。
Todd Kopriva と video2brain のこのビデオでは、ARIB STD-B28 に準拠した新しい HD バーとトーンについて学習できます。また、それらをシー
ケンスで出力調整に使用する方法も解説しています。

1. ファイル／新規／HD バーとトーンを選択します。
2. 既存のシーケンスに基づいて設定されたダイアログボックスが表示されます。設定を変更し、「OK」をクリックして設定を適
用します。

ブラックビデオの作成

ビデオトラックの空白の部分は、そのトラックよりも下位のトラックに別の可視クリップ領域がなければ黒で表示されます。必要に応じて、不透
明なブラックビデオのクリップを作成して、シーケンスの任意の位置で使用することができます。ブラックビデオのクリップが静止画のようにな
ります。別のカラーのクリップを作成するには、カラーマットを使用します（カラーマットの作成を参照してください）。

1. プロジェクトパネルの一番下にある新規項目ボタンをクリックし、「ブラックビデオ」を選択します。

2. 必要に応じて、新規ブラックビデオダイアログボックスで、ブラックビデオを使用するシーケンスの設定と一致するように
幅、高さ、タイムベース、ピクセル縦横比を設定します。初期設定では、新規クリップのデュレーションは 5 秒に設定されて
います。「OK」をクリックします。

環境設定ダイアログボックスの「一般」で、ブラックビデオのクリップとほかの静止画のクリップのデフォルトデュレーショ
ンを変更することができます。詳しくは、静止画のデフォルトデュレーションの変更を参照してください。

カラーマットの作成
1. プロジェクトパネルの一番下にある新規項目ボタンをクリックし、「カラーマット」を選択します。

2. 新規作成ダイアログボックスで、カラーマットを使用するシーケンスの設定と一致するように幅、高さ、タイムベース、ピク
セル縦横比を設定します。「OK」をクリックします。

3. カラーピッカーで、カラーマットの色を選択して、「OK」をクリックします。

透明なビデオクリップ（クリアビデオ）の作成

クリアビデオというのは、ブラックビデオ、カラーバーとトーンおよびカラーマットのような合成クリップの一種です。タイムコードエフェクト
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や稲妻エフェクトのように、透明部分を保持しながら、独自の画像を生成するエフェクトを適用する際に役立ちます。クリアビデオは「透明な
マット」であると考えることができます。
Adobe Premiere Pro のクリアビデオクリップの目的と使用について、Eran Stern によるビデオが公開されています。
クリアビデオに適用できるエフェクトは、アルファチャンネルを操作するエフェクトに限定されています。以下に、クリアビデオに適用できるエ
フェクトの例を示します。

タイムコード
チェッカーボードエフェクト
円エフェクト
楕円エフェクト
グリッドエフェクト
稲妻エフェクト
塗りつぶしエフェクト
ブラシアニメーションエフェクト

1. プロジェクトパネルの一番下にある新規項目ボタンをクリックし、「クリアビデオ」を選択します。

2. 新規作成ダイアログボックスで、クリアビデオを使用するシーケンスの設定と一致するように幅、高さ、タイムベース、ピク
セル縦横比を設定します。「OK」をクリックします。

3. クリアビデオのクリップを、プロジェクトパネルからシーケンスの一番上のトラックにドラッグし、必要に応じてスケール調
整してからエフェクトを適用します。

アルファチャンネルを保持するサードパーティ製のレンズフレアなどの一部のエフェクトは、クリアビデオで使用できます。
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オフラインクリップの操作

注意：

ページの先頭へ

オフラインクリップの作成
オフラインクリップの編集
オフラインクリップの再リンク
オンラインクリップからオフラインクリップへの変換

オフラインクリップとは、ソースファイルとのリンクが解除されているクリップ、またはまだキャプチャされていないログ済みのクリップを指し
ます。オフラインクリップには、対応するソースファイルの情報が保持されているので、実際のファイルを利用できない場合でも作業を進めるこ
とができます。タイムラインパネルにオフラインクリップが表示されている場合は、プログラムモニターとトラックに「メディアオフライン」と
いうメッセージが表示されます。
テープからクリップをログすると、後でクリップをキャプチャするために必要な情報を保存したオフラインクリップが自動的に作成されます。ま
た、オフラインクリップは手動で作成することもできます。オフラインクリップは、以下のような状況で使用します。

クリップのログだけが完了していて、まだキャプチャしていない場合。オフラインクリップはキャプチャしたクリップのように
扱うことができるので、ログされたオフラインクリップをプロジェクトパネルで編成することができます。また、オフラインク
リップを実際にキャプチャする前に、タイムラインパネルでシーケンスをレイアウトすることもできます。オフラインクリップ
がキャプチャされた場合（またはキャプチャ済みのファイルが見つかった場合）は、対応するオフラインクリップと置き換えら
れます。
デバイスコントロールやバッチキャプチャを使用して、ログクリップからキャプチャする場合。Premiere Pro では、バッチ
キャプチャリストはオフラインクリップで構成されます。このリストで選択したオフラインクリップがバッチキャプチャされま
す。
プロジェクトで一度使用されたクリップを再キャプチャする場合。クリップを再キャプチャするには、「オフラインにする」コ
マンドを使用して、オンラインクリップをオフラインにする必要があります。
プロジェクトを開いたときにソースファイルが使用されず、Premiere Pro で自動でも手動でも見つからない場合。このような
場合は、「オフライン」ボタンと「すべてオフライン」ボタンを使用します。

Premiere Pro のオンラインクリップとオフラインクリップは、オンライン編集とオフライン編集の概念とは関係ありません。

オフラインクリップの作成

オフラインクリップを作成し、それを後でキャプチャするフッテージ用のプレースホルダークリップとして使用できます。

1. プロジェクトパネルの一番下にある新規項目ボタンをクリックし、メニューから「オフラインファイル」を選択します。

オフラインファイルダイアログボックスが表示されます。

2. 「内容」で、ソースフッテージからキャプチャする対象を「ビデオ」、「オーディオ」、「オーディオとビデオ」の中から選
択します。

3. 「オーディオ形式」で、ソースフッテージのオーディオ形式に一致する形式を「モノラル」、「ステレオ」、「5.1」の中から
選択します。

4. 「テープ名」に、オフラインクリップのソースビデオが収録されているテープの名前を入力します。

5. 「ファイル名」に、Premiere Pro でキャプチャした後にディスク上に表示されるファイル名を入力します。既にキャプチャ済
みで、使用しているコンピューター上にまだ存在していないソースファイルのオフラインクリップを作成する場合は、その
ソースファイルの名前を入力します。

6. 必要に応じて、「説明」、「シーン」、「テイク」、「ログの注釈」を入力します。

7. メディア開始ポイントとメディア終了ポイントのタイムコードを入力します。編集やトランジションに必要なその他の予備フ
レームを含むトリミングされていないクリップ全体に開始および終了ポイントを設定します。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

注意：

オフラインクリップのテープ名、ファイル名、メディア開始およびメディア終了の項目を指定していない場合、キャプ
チャを実行することはできません。

オフラインの統合クリップを新規に作成することはできません。

オフラインクリップの編集

オフラインクリップを編集して、新しい開始位置と終了位置を指定したり、テープ名やファイル名を指定したり、新しいオーディオ形式を指定す
ることができます。また、オーディオのみ、ビデオのみ、またはオーディオとビデオを含むように指定することもできます。編集したオフライン
クリップをシーケンスに挿入すると、更新された設定が保持されます。更新された設定は、それ以降のバッチキャプチャでも使用されます。

1. プロジェクトパネルで、次のいずれかの操作を行います。

オフラインクリップをダブルクリックします。
オフラインクリップを選択します。クリップ／オフラインクリップを編集を選択します。

クリップ／オフラインクリップを編集コマンドにキーボードショートカットを割り当てることができます。

オフラインファイルを編集ダイアログボックスが表示されます。

2. 必要に応じて設定を編集し、「OK」をクリックします。

タイムラインにある場合、オフラインクリップの「内容」または「オーディオ形式」を編集することはできません。

オフラインクリップの再リンク

オフラインクリップはソースファイルにリンクできます。リンク先には、オフラインクリップの作成に使用されたものとは別のファイルも指定で
きます。リンクされたソースファイルは、そのオフラインクリップがプロジェクトで使用されている箇所で表示されます。例えば、シーケンスで
オンラインクリップを編集し、そのソースをオフラインにし、そのオフラインクリップを別のソースファイルにリンクすることができます。これ
により、シーケンス内で元のソースが使用されていた箇所で新しいソースが表示されます。
オフラインクリップをビデオファイル、オーディオファイル、および静止画ファイルにリンクできます。ただし、オフラインクリップを、オリジ
ナルのソースファイルとは異なる静止画シーケンスにリンクすることはできません。その場合は、新しい静止画シーケンスを読み込み、これらを
手動でタイムラインに配置します。
オーディオが含まれているオフラインクリップを、オーディオが含まれていないソースファイルにリンクすることができます。Premiere Pro は、
再リンクされたクリップのすべてのインスタンスのオーディオトラックをプロジェクトから削除します。

新しいソースファイルのオーディオをリンクするには、オフラインクリップのオーディオトラックのタイプが、ソースファイルと同じであ
る必要があります。例えば、オフラインクリップのオーディオトラックがステレオの場合、オーディオトラックがモノラルであるソースをリンク
することはできません。

1. プロジェクトパネルで、1 つまたは複数のオフラインクリップを選択します。

2. プロジェクト／メディアをリンクを選択します。

3. ソースファイルを選択して「選択」をクリックします。

複数のオフラインクリップを選択した場合は、選択したクリップごとに「どのメディアを～にリンクしますか?」とい
うダイアログボックスが表示されます。この場合は、ダイアログボックスのタイトルバーに表示されるオフラインクリップの
名前を確認して、各オフラインクリップに対応するソースファイルを再リンクします。選択したすべてのオフラインクリップ
が同じフォルダー内のメディアをポイントしている場合、どのメディアを～にリンクしますか?ダイアログボックスには、最初
のファイルを尋ねるメッセージが表示され、選択したオフラインクリップは、選択されたファイルと同じフォルダーにあるす
べてのファイルとリンクされます。異なるプロジェクトのファイルにリンクし、そのプロジェクトに最初のプロジェクトと同
じフォルダー構造とフォルダー名がある場合、最初のファイルを尋ねる「どのメディアを～にリンクしますか?」というダイア
ログボックスが表示され、選択されたオフラインクリップが他のプロジェクトのすべてのファイルにリンクされます。

4. （オプション）オーディオが含まれていないソースファイルを選択して、オーディオが含まれているオフラインクリップにリ
ンクすると、メディアの不一致ダイアログボックスが表示されます。次のいずれかの操作を行います。

プロジェクトから、オフラインクリップのすべてのインスタンス内のオーディオトラックを削除する場合は、「OK」をク
リックします。
ソースファイルへのリンクをキャンセルして、オフラインクリップのすべてのインスタンス内のオーディオを維持する場合
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ページの先頭へ

メディアファイルをディスクに残す

メディアファイルを削除する

注意：

は、「キャンセル」をクリックします。

プロジェクトパネルの任意の統合クリップで、クリップ／オフラインにするを選択できます。統合クリップをオフラインにすると、すべてのコン
ポーネントクリップもオフラインになります。ただし、再リンクすることで、他のクリップをオフラインにしたまま、任意のクリップを目的のト
ラックにリンクできます。

オンラインクリップからオフラインクリップへの変換
1. プロジェクトパネルで、1 つまたは複数のオンラインファイルを選択します。

2. プロジェクト／オフラインにするを選択します。

3. 次のいずれかのオプションを選択します。

選択したファイルがプロジェクトでオフラインになりますが、ソースファイルはディスク
から削除されません。

選択したファイルがプロジェクトでオフラインになり、ソースファイルがディスクから削除され
ます。

ディスクに残されているファイルと同じファイル名でクリップを再キャプチャすると、オリジナルのメディアファイル
が置き換えられます。ファイル名を変更せずにオリジナルのクリップを保持するには、クリップを別のフォルダーやディスク
に移動するか、再キャプチャするクリップに別のファイル名を指定します。
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オフラインメディアの再リンク

オフラインファイルの指定とリンク
オフラインメディアを自動的に再リンク
オフラインメディアを手動で検索して再リンクする
プロジェクトベースのチュートリアル

読み込んだクリップが Premiere Pro 以外で移動、名前変更、削除された場合は、クリップがオフラインク
リップになります。オフラインクリップはプロジェクトパネルで「オフラインアイテム」アイコンによって示
され、次に示すようにメディアオフラインがタイムラインシーケンスやプログラムモニター、その他の場所に
表示されます。

プロジェクトパネルに表示されたオフラインクリップ

タイムラインおよびプログラムモニターに表示されたオフラインメディア
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

Premiere Pro は、メディアをリンクダイアログボックスおよびファイルを指定ダイアログボックスを使用して
オフラインメディアを指定する場合は再リンクする場合に役立ちます。オフラインメディアが含まれているプ
ロジェクトを開くと、メディアをリンクワークフローでオフラインメディアを指定して再リンクし、プロジェ
クトで使用するためにオンラインに戻すことができます。

オフラインファイルについて詳しくは、オフラインクリップの操作を参照してください。

オフラインファイルの指定とリンク

メディアファイルがないプロジェクトを開くと、メディアをリンクダイアログボックスに壊れたリンクのある
ファイルが表示され、ファイルを指定してリンクするのが容易になります。

メディアをリンクダイアログボックスには、プロジェクトで使用するクリップ名とメディアにリンクされた
ファイル名が表示されます。また、メディアをリンクダイアログボックスには、オフラインメディアが保存さ
れるフォルダーへの完全なパスも表示されます。

例えば、最初にプロジェクトにクリップを読み込むとき、デフォルトではクリップにメディアファイル名が使
用されます。後でクリップ名を変更した場合でも、Premiere Pro ではメディアファイルがオフラインでもク
リップを指定できます。オフラインファイルの処理方法に応じて、必要な検索条件と「ファイルプロパティを
マッチング」を指定できます。

ファイルプロパティをマッチング
不明なメディアを効率的に見つけるために、ファイル名、ファイル拡張子、メディア開始およびテープ名など
のプロパティを選択できます。また、説明、シーン、ショットおよびログの注釈などのメタデータプロパティ
も選択できます。
「検索」をクリックすると、選択した「ファイルプロパティをマッチング」に基づいて、一致するファイル
がファイルを指定ダイアログボックスに表示されます。したがって、メディアの一致やリンクを行うには、
「ファイルプロパティをマッチング」の下で 1 つ以上のプロパティを選択する必要があります。

選択した「ファイルプロパティをマッチング」の組み合わせによって、再リンクされるファイルのセット
から各メディアファイルが一意に識別される必要があります。
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オフラインメディアを自動的に再リンク

Premiere Pro は可能な場合、自動的にオフラインメディアを検索します。デフォルトでは、メディアをリン
クダイアログボックスで「自動的に他を再リンク」オプションが選択されています。

Premiere Pro は、ユーザーによる入力を最小限にしてオフラインメディアを再リンクしようと試みま
す。プロジェクトを開いたときに不明なすべてのファイルが自動的に再リンクされる場合、メディアをリンク
ダイアログボックスは表示されません。

また、デフォルトでは「タイムコードを揃える」オプションもオンになっており、メディアファイルのソース
タイムコードをリンクされるクリップに揃えます。
一部のメディアをリンクしない場合は、次のいずれかを実行してください。
一部のファイルを選択して「オフライン」をクリックします。選択したファイルだけがオ
フラインになります。
「すべてオフライン」をクリックします。既に指定されているファイルを除くすべての
ファイルがオフラインになります。
「キャンセル」をクリックします。 メディアをリンクダイアログに表示されているすべて
のファイルがオフラインになります。

後でいつでも、次の手順を実行してメディアをリンクダイアログボックスを開き、プロジェクト内のオフライ
ンクリップを再リンクできます。
タイムラインでオフラインクリップを選択し、クリップ／メディアをリンクを選択しま
す。
タイムラインでクリップを右クリックするか、Ctrl キーを押しながらクリックし、コンテ
キストメニューから「メディアをリンク」をクリックします。

オフラインメディアを手動で検索して再リンクする

Premiere Pro で自動的に再リンクできないメディアを手動で指定して再リンクすることができます。これを行
うには、メディアをリンクダイアログボックスで「検索」ボタンをクリックします。

ファイルの場所ダイアログが開かれ、最大 3 レベルで最も近い既存のディレクトリが表示されます。完全一致
が見つからない場合、ファイルが存在しているはずの場所または以前のセッションと同じディレクトリの場所
を考慮してディレクトリが表示されます。
デフォルトでは、メディアブラウザーのユーザーインターフェイスを使用してファイルの場所ダイアログに
ファイルディレクトリの一覧が表示されます。

ファイルの場所ダイアログボックス
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メディアを読み込んで再リンクする方法
このプロジェクトベースのチュートリアルに従っ
て、ビデオ、オーディオ、画像、およびその他のア
セットを Premiere Pro に取り込む方法を学習しま
す。移動されたか名前が変更された場合に、再び簡
単に検索できるようにする方法を学習します。

お使いのコンピューターのファイルブラウザーを使用してファイルを検索する場合、メディアをリン
クダイアログボックスで「メディアブラウザーを使用してファイルを検索」をオフにします。

「検索」をクリックすると、ファイルの場所ダイアログ内でファイルを手動で検索できます。「最後のパス」
を見ると、不明なファイルの場所を簡単にすばやく検索するのに役立ちます。

「パス」フィールドを編集できます。必要に応じて、「最後のパス」の文字列から完全パスまたはパスの
セグメントを「パス」フィールドにコピーできます。このオプションは、不明なファイルへのパスを検索
する場合に特に役立ちます。

検索結果を絞りこむために、ファイルの場所ダイアログには、特定のファイル形式の表示や「名前が完全に一
致するものだけを表示」の選択など、高度なフィルターオプションが用意されています。さらに、特定のメ
ディアタイプのビジュアルを確認するために、リスト表示からサムネール表示に切り替えることもできます。

プロジェクトベースのチュートリアル
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ソースのパッチとトラックのターゲット設定

キーワード： ビデオのパッチ、トラックのターゲット設定、ビデオの編集、ソースのパッチ、ソースシーケンス
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ページの先頭へ

Adobe® Premiere® Pro では、ソースパッチのプリセットを使用して、クリップの挿入および上書きの操作を制御できます。この機能により、空
白のギャップを上書きする機能を失うことなく、編集ワークフローが単純化されます。

Premiere Pro はターゲットトラックからソースインジケーターを切り離します。Premiere Pro では、挿入および上書きの操作にソーストラックイ
ンジケーターを使用します。貼り付け、マッチフレーム、次に移動/前に移動、およびその他の編集操作にはターゲットトラックを使用します。

ソースパッチとソーストラックインジケーターの使用

ソースパッチにはオン、なし、黒/無音 の 3 つの状態があります。ソースモニターのアイテムのビデオトラックおよびオーディオトラックごとに 1
つのパッチが表示されます。
アイテムがオン状態の場合、対応するトラックが編集操作に含まれます。
トラックがなし状態の場合、編集の変更点がトラックに反映されません。
トラックが黒/無音状態の場合、ソースマテリアルを配置する代わりにギャップがトラックに表示されます。

ソースインジケーターをシングルクリックすると、状態がオンとなしの間で切り替わります。Alt キーを押すと、黒/無音状態に切り替わりま
す。Alt + Shift キーを押すと、同じメディア形式のすべてのソースインジケーターに操作が適用されます。
割り当てられたソーストラックインジケーターをドラッグして、別のトラックに割り当てることができます：
ソーストラックインジケーターが無効になっている場合、ドラッグするとインジケーターが有効になります。
ソーストラックインジケーターが既に有効になっている場合、インジケーターをドラッグしても状態は変わりません。
宛先トラックに別のソーストラックインジケーターがある場合、次のインジケーターがトラックを入れ替えします。

同じタイプ（オーディオまたはビデオ）のソースインジケーターを、その間の相対的な垂直方向の間隔を維持しながら同時にドラッグできま
す。Shift キーを押しながらクリックし、割り当てられたソーストラックインジケーターをドラッグします。
空白のソーストラックインジケーターをクリックした場合、上方向の最も近いインジケーターが下方向のトラックに移動しま
す。上方向にインジケーターがない場合、下方向の最も近いインジケーターが上のトラックに移動します。
Alt/Option キーを押しながら空白のソーストラックインジケーターをクリックした場合、下方向の最も近いインジケーターが上
方向のトラックに移動します。下方向にインジケーターがない場合、上方向の最も近いインジケーターが下のトラックに移動し
ます。

ソーストラックに表示する充分なトラックがない場合、ソースインジケーター列で最後のクリップトラックに + アイコンが表示されます。アイコ
ンをクリックすると、新しいトラックがソースに合わせて追加されます。
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クリップの統合によるオーディオとビデオの同期

注意：

ページの先頭へ

プロジェクトパネルでのクリップの統合
タイムラインパネルでのクリップの統合
タイムラインパネルでのクリップの同期
統合クリップの編集
統合クリップとメタデータパネル
オーディオマスタークリップからのタイムコードを使用した、統合クリップの作成
統合クリップの制限

Premiere Pro では、「クリップの統合」というオーディオとビデオの同期方法を採用しています。この機能に
よって、別々に記録したオーディオとビデオの同期作業（ダブルシステム記録）を合理的に進めることができ
ます。「クリップを統合」コマンドを使用すると、ビデオクリップを選択して、最大 16 個のオーディオチャ
ンネルと同期させることができます。統合クリップを構成するクリップは、コンポーネントクリップと呼ばれ
ます。
クリップは、プロジェクトパネルやタイムラインで選択してグループ単位で統合できます。「クリップを統
合」コマンドは、クリップメニューまたはコンテキストメニューから呼び出します。コンテキストコマンドで
あるため、複数のクリップを選択する必要があります。
1 つまたは複数のオーディオクリップを単一のビデオまたは AV クリップに統合できます。統合クリップ内に
許容されるオーディオトラックの総数は、モノラル、ステレオ、5.1 サラウンドのいずれのクリップの組み合
わせでも、16 個までです。単一のモノラルクリップは 1 トラック、単一のステレオクリップは 2 トラッ
ク、5.1 クリップは 6 トラックとして計算されます。

統合クリップを作成しても、ソースクリップの置換や変更は行われません。

プロジェクトパネルでのクリップの統合

プロジェクトパネルでクリップを統合するには、次の操作を行います。
1. オーディオクリップを統合するビデオクリップを選択します。統合クリップに含めること
ができるビデオクリップは 1 つのみです。

2. Shift キーまたは Control キーを押しながらクリック（Mac OS の場合は Command キー
を押しながらクリック）して、ビデオクリップと統合するオーディオのみのクリップを選
択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。
クリップ／クリップを統合を選択します。
右クリック（Mac OS の場合は Control キーを押しながらクリック）して、ショートカッ
トメニューから「クリップを統合」を選択します。

クリップを統合ダイアログボックスが表示されます。次のいずれかのオプションを選択して、同期ポイントを
指定します。
インポイント：インポイントを基準として同期ポイントを指定します（カチンコの音な
ど）。
アウトポイント：アウトポイントを基準として同期ポイントを指定します（最後のカチン
コの音など）。
タイムコード：クリップ間の共通のタイムコードを基準として同期ポイントを指定しま
す。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

クリップマーカー：ショットの間の番号付きクリップマーカーを基準として同期ポイント
を指定します。この機能は、すべてのコンポーネントクリップに少なくとも 1 つの番号付
きマーカーがないと無効になります。

「OK」をクリックします。統合したクリップは、プロジェクトパネルにビデオクリップと同じ名前で表示さ
れます。ビデオがない場合は、（ビンの現在の配置順に基づく）一番選択回数が多いオーディオクリップの名
前で表示されます。新しい統合クリップの名前の末尾には、「- 統合」が追加されます。この名前は必要に応
じて変更できます。

オーディオのみのクリップを他のオーディオのみのクリップと統合できます。統合クリップには、ビ
デオクリップは必要ありません。ビデオを含むクリップは 1 つのみ使用できます。 

タイムラインパネルでのクリップの統合

タイムラインパネルでクリップを統合するには、次の操作を行います。
1. クリップを選択して（選択されていない場合）、次のいずれかの操作を行います。
コンポーネントクリップをプロジェクトパネルにドラッグします。
クリップ／クリップを統合を選択します。
クリップを統合ダイアログボックスが表示されます。

2. 「OK」をクリックします。統合クリップがプロジェクトパネルに表示されます。

タイムラインで統合したクリップは、コンポーネントクリップごとにクリップ開始位置から同期され
ます。クリップ終了位置、タイムコードまたは番号付きマーカーに基づいてクリップを統合するには、クリッ
プを統合する前に同期機能を使用します。

タイムラインパネルでのクリップの同期

クリップの同期とは、タイムラインパネルで複数のクリップを整列させることです。クリップを同期させた後
で、統合クリップを作成します。
タイムラインパネルでクリップを同期させるには、クリップをタイムラインパネルで編集してから、次のいず
れかの操作を行います。
クリップを手動でドラッグして適切な位置に配置し、同期させます。
同期機能を使用してクリップを整列させます。これには、次の手順を行います。

1. 同期するクリップを選択します。
2. クリップ／同期を選択します。
同期ダイアログボックスが表示されます。次のいずれかのオプションを選択して、同期ポイントを指定しま
す。
クリップ開始位置
クリップ終了位置
タイムコード
クリップマーカー

「OK」をクリックします。クリップが同期されます。

統合クリップの編集

一般に、統合クリップの操作方法はほかのクリップの操作方法と同様です。ただし、注意すべきワークフロー
の違いがいくつかあります。
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タイムラインのギャップによる統合クリップの編集

クリップを統合すると、統合クリップをタイムラインで編集する際の動作に影響があります。具体的には、ク
リップのコンポーネント構造に「ギャップ」が含まれている場合に影響があります。
別のコンポーネントクリップが存在する場合：コンポーネントクリップ内のオーディオまたはビデオのギャッ
プ上にインポイントまたはアウトポイントがマークされており、別のコンポーネントクリップがそのギャップ
の上下に存在する場合は、統合クリップをタイムラインに追加すると Premiere Pro によってギャップ用のト
ラックが使用されます。
コンポーネントクリップが存在しない場合：オーディオとビデオを統合するとき、統合クリップ内に、ほかの
コンポーネントが存在しないギャップが存在する可能性があります。ギャップにインポイントまたはアウトポ
イントをマークしている場合は、統合クリップをタイムラインに追加するときに、「無効な編集です。ソース
クリップのイン、アウトポイント範囲内にメディアがありません」という内容の警告が表示されます。統合ク
リップをソースモニターパネルからタイムラインにドラッグ＆ドロップしようとすると、「ドロップ不可」ア
イコンが表示されます。

ビデオでのギャップは黒い画像として再生されます。オーディオでのギャップは、別のトラックに利
用可能な別のコンポーネントオーディオクリップがない限り、無音で再生されます。 

統合クリップのトリミング

統合クリップのトリミングは、以下の例外を除いて、ほかのクリップをトリミングする場合と同様です。
トリミング中、トリミングはコンポーネントクリップに同じように適用され、オフセット
は保持されます。
単一のコンポーネントクリップの端部をトリミングするには、Alt キーまたは Option 補助
キーを押しながらドラッグして、同期を一時的に解除します。
個々のコンポーネントクリップをトリミングする際に、スナップがオンになっていると、
ほかのコンポーネントの端でスナップが発生します。
通常のトリミングルールが適用されます。統合クリップは、コンポーネントクリップのい
ずれかに 1 フレーム以上残っている状態までトリミングできます。

統合クリップとメタデータパネル

統合クリップを作成すると、各コンポーネントクリップのメタデータがメタデータパネルにコピーされます。
統合クリップのメタデータの表示には、次のような違いがあります。
メタデータの表示：単一のコンポーネントクリップのメタデータを表示できます。任意のコンポーネントク
リップのメタデータを表示するには、ファイルポップアップメニューでクリップ名を選択します。メタデータ
がメタデータパネルに表示されます。
メタデータの入力：任意のコンポーネントクリップまたは統合クリップ全体のメタデータを入力できます。
ファイルポップアップメニューを任意のコンポーネントクリップに設定し、そのクリップ
のメタデータを入力します。
ファイルポップアップメニューを「すべてのファイル」に設定し、統合クリップのメタ
データを入力します。プロパティに入力したデータは、統合クリップを構成する各コン
ポーネントファイルの XMP に入力されます。

「すべてのファイル」表示は、クリップの複数選択と似た動作をします。プロパティの値が選択範囲
全体で一致しない場合に表示されます。複数選択と同様に、表示モードを「すべてのファイル」に設定する
と、プロパティに入力したすべてのデータは、統合クリップを構成する各コンポーネントファイルの XMP に
入力されます。 
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

オーディオマスタークリップからのタイムコードを使用した、統合ク
リップの作成

統合クリップの作成時にオーディオマスタークリップからのタイムコードを使用できます。さらに、統合ク
リップの作成時に、ソースカメラオーディオを省略するように選択することもできます。
次の操作を実行します。

1. ビデオクリップ、およびタイムコードを含むオーディオクリップを選択します。
2. クリップ／クリップを統合を選択します。
3. クリップを統合ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。
オーディオマスタークリップからのタイムコードを使用して統合クリップを作成するに
は、「クリップからオーディオタイムコードを使用」チェックボックスを選択します。そ
の後、ポップアップメニューからビデオに同期するオーディオトラックを選択します。
クリップからソースカメラオーディオを削除するには、「ビデオに含まれるオーディオを
削除」チェックボックスを選択します。

      4. 「OK」をクリックします。

統合クリップの制限

統合クリップを操作する場合は、いくつかの制限事項があります。
「フッテージを置き換え」コマンドは機能しません。
Adobe Story スクリプトの追加やスピーチのテキストへの書き起こし機能はサポートされ
ていません。

注意：統合の前に Adobe Story スクリプトをオーディオクリップに追加した場合は、統合
後にスピーチをテキストに書き起こすことができます。メタデータパネルのファイルポッ
プアップメニューから「すべてのファイル」を選択するか、スクリプトが含まれるオー
ディオクリップを選択して、「分析」ボタンをクリックします。

統合クリップでのオーディオチャンネル割り当てのフルコントロールはサポートされてい
ません。
統合クリップオーディオでは、モノラルトラックオーディオのみが得られます。Final Cut
Pro XML および AAF 相互交換形式はサポートされていません。
オーディオ波形、フリーランタイムコード、Time-of-Day タイムコード、AUX タイムコー
ド、または個別のオーディオタイムコードを使用した自動同期はサポートされていませ
ん。
「Bridge で表示」機能はサポートされていません。
作成後、統合クリップを再同期または調整することはできません。クリップを再同期また
は調整するには、新しい統合クリップを作成します。
統合クリップのコンテンツ調整はサポートされていません。ただし、特定のコンポーネン
トクリップを削除すると、その統合クリップは再リンクできます。
統合クリップまたは作成済みの統合クリップの一部を再統合に使用したり、新規の統合ク
リップの作成に使用することはできません。統合クリップの作成に使用できるのは、コン
ポーネントクリップだけです。
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フッテージを変換ダイアログボックスでのクリップのプロパティの変
更

  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

フッテージの変換

フッテージを変換ダイアログボックスでオプションを選択して、クリップのプロパティを変更することができます。

フレームレートのオプションの使用方法について詳しくは、クリップのフレームレートを変更するを参照してください。
フィールドオーダーのオプションの使用方法について詳しくは、クリップのフィールドオーダーの変更を参照してください。
アルファチャンネルオプションの使用方法について詳しくは、アルファチャンネルおよびマットを参照してください。

フッテージの変換
1. プロジェクトパネルで、プロパティを変更するクリップを右クリック（Windows）または Ctrl キーを押しながらクリック
（Mac OS）します。

2. 変更／フッテージを変換を選択します。

3. 目的のオプションを選択して、「OK」をクリックします。

フッテージの変換について、Andrew Devis によるビデオチュートリアルが Creative Cow Web サイトで公開されています。
フッテージの変換について詳しくは、Maxim Jago による Learn by Video および Video2Brain のこのビデオチュートリアルを
参照してください。
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取り消し、履歴、イベント

ページの先頭へ

ページの先頭へ

取り消しコマンド
ヒストリーパネル
イベントパネル
イベントの通知

取り消しコマンド

変更を加える必要がある場合や、間違いに気づいた場合は、作業を取り消すことができます。取り消すことが
できるのは、ビデオプログラムを変更する操作だけです。例えば、編集は取り消すことができますが、ウィン
ドウのスクロールは取り消すことができません。

次のいずれかの操作を行います。

前回の変更を取り消すには、編集／取り消しを選択します（Premiere Pro のパネルで
プロジェクトに対して最近加えた変更は、新しいものから 32 件まで取り消すことが
できます）。
プロジェクトを開いてから現在までの間で、特定の時点までジャンプするには、ヒス
トリーパネルで項目を選択します。
プロジェクトの前回の保存時よりも後に行ったすべての変更を取り消すには、ファイ
ル／復帰を選択します。
プロジェクトの前回の保存時よりも前に行った変更を取り消すには、Premiere 自動保
存フォルダーにある、以前のバージョンのプロジェクトを開き、ファイル／別名で保
存を選択して、Premiere 自動保存フォルダー以外の場所にプロジェクトを保存しま
す。保存されるプロジェクトバージョンの数は、自動保存の環境設定に応じて変わり
ます。
例えば、プログレスバーが表示されている場合など、変更処理中に変更を停止するに
は、Esc キーを押します。
変更を適用しないでダイアログボックスを閉じるには、「キャンセル」をクリックし
ます。
適用したエフェクトのすべての値を初期設定値に戻すには、エフェクトコントロール
パネルで、そのエフェクトのリセットボタンをクリックします。

ヒストリーパネル

現在の作業セッション中の任意の時点までプロジェクトの状態を戻すには、ヒストリーパネルを使用します。
プロジェクトに変更を適用するたびに、そのプロジェクトの新しい状態がパネルに追加されます。選択した状
態からプロジェクトを修正することもできます。キャプチャパネルでの操作は、ヒストリーパネルに表示され
ません。
ヒストリーパネルの使用については、次のガイドラインを参考にしてください。

パネル、ウィンドウ、環境設定など、プログラム全体に対する変更は、プロジェクト自体
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への変更ではないので、ヒストリーパネルには追加されません。
プロジェクトを閉じてから再度開くと、以前の状態はヒストリーパネルには表示されませ
ん。
最も古い状態はリストの先頭にあり、最も新しい状態はリストの末尾にあります。
各状態は、プロジェクトの変更に使用されたツールまたはコマンドの名前と、そのツール
またはコマンドを表すアイコンでリストされます。一部のアクションでは、タイトルなど
のアクションによって影響を受ける各パネルの状態が生成されます。そのようなパネルで
実行するアクションは、ヒストリーパネルでは単一の状態として扱われます。
状態を選択すると、その状態よりも下にある状態がグレー表示されます。これは、選択し
た状態からプロジェクトを操作した場合に削除される変更を示すためです。
状態を選択してプロジェクトを変更すると、それ以降のすべての状態が削除されます。

次のいずれかの操作を行います。

状態を選択するには、ヒストリーパネルで状態の名前をクリックします。
ヒストリーパネル内を移動するには、パネルのスライダーまたはスクロールバーをド
ラッグするか、パネルメニューの「次のフレーム」または「前のフレーム」を選択し
ます。
プロジェクトの状態を削除するには、該当する状態を選択します。そして、パネルメ
ニューから「削除」を選択するか削除アイコンをクリックして、「OK」をクリックし
ます。
すべての状態をヒストリーパネルから消去するには、パネルメニューの「ヒストリー
を消去」を選択します。

イベントパネル

イベントパネルには、問題の識別と解決に使用できる警告、エラーメッセージおよびその他の情報が一覧表示
されます。特に、サードパーティが開発したプラグインおよびその他のコンポーネントに関連付けられている
情報が表示されます。
ステータスバーの警告アイコン 、 、  により、エラーが通知されます。このアイコンをダブルクリック
すると、イベントパネルが開きます。関連付けられている項目をイベントパネルから消去すると、ステータス
バーからアイコンが削除されます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

ステータスバーの警告アイコンをダブルクリックします。
ウィンドウ／イベントを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

リスト内の項目の詳細を参照するには、項目を選択して「詳細」をクリックします。
イベントのリストを消去するには、「すべてを消去」をクリックします。

イベントの通知

イベントパネルの警告アイコンに加えて、ユーザーインターフェイスの右下に通知のポップアップウィンドウ
が表示されます。
通知は 2 秒間表示され、通知の背景色がイベントのタイプを示します。例えば、エラー通知の背景は赤で、警
告の通知の背景は黄色で、情報の通知の背景は青です。
通知のポップアップウィンドウはデフォルトで表示されます。オフにする場合は、環境設定ダイアログの全般
カテゴリの下にあるイベントインジケーターを表示の選択を解除します。
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取り消し、履歴、イベント

ページの先頭へ

ページの先頭へ

取り消しコマンド
ヒストリーパネル
イベントパネル
イベントの通知

取り消しコマンド

変更を加える必要がある場合や、間違いに気づいた場合は、作業を取り消すことができます。取り消すことが
できるのは、ビデオプログラムを変更する操作だけです。例えば、編集は取り消すことができますが、ウィン
ドウのスクロールは取り消すことができません。

次のいずれかの操作を行います。

前回の変更を取り消すには、編集／取り消しを選択します（Premiere Pro のパネルで
プロジェクトに対して最近加えた変更は、新しいものから 32 件まで取り消すことが
できます）。
プロジェクトを開いてから現在までの間で、特定の時点までジャンプするには、ヒス
トリーパネルで項目を選択します。
プロジェクトの前回の保存時よりも後に行ったすべての変更を取り消すには、ファイ
ル／復帰を選択します。
プロジェクトの前回の保存時よりも前に行った変更を取り消すには、Premiere 自動保
存フォルダーにある、以前のバージョンのプロジェクトを開き、ファイル／別名で保
存を選択して、Premiere 自動保存フォルダー以外の場所にプロジェクトを保存しま
す。保存されるプロジェクトバージョンの数は、自動保存の環境設定に応じて変わり
ます。
例えば、プログレスバーが表示されている場合など、変更処理中に変更を停止するに
は、Esc キーを押します。
変更を適用しないでダイアログボックスを閉じるには、「キャンセル」をクリックし
ます。
適用したエフェクトのすべての値を初期設定値に戻すには、エフェクトコントロール
パネルで、そのエフェクトのリセットボタンをクリックします。

ヒストリーパネル

現在の作業セッション中の任意の時点までプロジェクトの状態を戻すには、ヒストリーパネルを使用します。
プロジェクトに変更を適用するたびに、そのプロジェクトの新しい状態がパネルに追加されます。選択した状
態からプロジェクトを修正することもできます。キャプチャパネルでの操作は、ヒストリーパネルに表示され
ません。
ヒストリーパネルの使用については、次のガイドラインを参考にしてください。

パネル、ウィンドウ、環境設定など、プログラム全体に対する変更は、プロジェクト自体
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への変更ではないので、ヒストリーパネルには追加されません。
プロジェクトを閉じてから再度開くと、以前の状態はヒストリーパネルには表示されませ
ん。
最も古い状態はリストの先頭にあり、最も新しい状態はリストの末尾にあります。
各状態は、プロジェクトの変更に使用されたツールまたはコマンドの名前と、そのツール
またはコマンドを表すアイコンでリストされます。一部のアクションでは、タイトルなど
のアクションによって影響を受ける各パネルの状態が生成されます。そのようなパネルで
実行するアクションは、ヒストリーパネルでは単一の状態として扱われます。
状態を選択すると、その状態よりも下にある状態がグレー表示されます。これは、選択し
た状態からプロジェクトを操作した場合に削除される変更を示すためです。
状態を選択してプロジェクトを変更すると、それ以降のすべての状態が削除されます。

次のいずれかの操作を行います。

状態を選択するには、ヒストリーパネルで状態の名前をクリックします。
ヒストリーパネル内を移動するには、パネルのスライダーまたはスクロールバーをド
ラッグするか、パネルメニューの「次のフレーム」または「前のフレーム」を選択し
ます。
プロジェクトの状態を削除するには、該当する状態を選択します。そして、パネルメ
ニューから「削除」を選択するか削除アイコンをクリックして、「OK」をクリックし
ます。
すべての状態をヒストリーパネルから消去するには、パネルメニューの「ヒストリー
を消去」を選択します。

イベントパネル

イベントパネルには、問題の識別と解決に使用できる警告、エラーメッセージおよびその他の情報が一覧表示
されます。特に、サードパーティが開発したプラグインおよびその他のコンポーネントに関連付けられている
情報が表示されます。
ステータスバーの警告アイコン 、 、  により、エラーが通知されます。このアイコンをダブルクリック
すると、イベントパネルが開きます。関連付けられている項目をイベントパネルから消去すると、ステータス
バーからアイコンが削除されます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

ステータスバーの警告アイコンをダブルクリックします。
ウィンドウ／イベントを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

リスト内の項目の詳細を参照するには、項目を選択して「詳細」をクリックします。
イベントのリストを消去するには、「すべてを消去」をクリックします。

イベントの通知

イベントパネルの警告アイコンに加えて、ユーザーインターフェイスの右下に通知のポップアップウィンドウ
が表示されます。
通知は 2 秒間表示され、通知の背景色がイベントのタイプを示します。例えば、エラー通知の背景は赤で、警
告の通知の背景は黄色で、情報の通知の背景は青です。
通知のポップアップウィンドウはデフォルトで表示されます。オフにする場合は、環境設定ダイアログの全般
カテゴリの下にあるイベントインジケーターを表示の選択を解除します。
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フレームの保持

ページの先頭へ

ページの先頭へ

フレーム保持オプションを使用してビデオを保持
静止フレームの書き出し
クリップのデュレーションに合わせたビデオフレームの保持
タイムリマップを使用したクリップの一部に対してのフレームの保持

Premiere Pro には、ビデオクリップから簡単にフレームを保持する方法がいくつかあります。
「フレームの保持」オプションを使用して、（静止画像を読み込んだかのように）クリップのデュレーション
全体に対して 1 つのフレームを保持するか、タイムリマップテクニックを使用してフレームの一部を保持でき
ます。

フレーム保持オプションを使用してビデオを保持

Premiere Pro には、フレーム保持オプションを使用して、ビデオから静止画像をキャプチャする迅速で効率的
な方法が用意されています。
フレーム保持オプションは、追加のメディアまたはプロジェクト項目を作成することなく、静止フレームを
キャプチャするように設計されています。

フレーム保持を追加
1. キャプチャする目的のフレームに再生ヘッドを合わせます。
2. クリップ／ビデオオプション／フレームの保持を選択します。または、キーボードショー
トカットの Cmd+Shift+K（Mac）または Ctrl+Shift+K（Win）を使用します。

現在の再生ヘッドの位置の静止画像がタイムラインに作成されます。タイムラインに追加される静止画像は、
名前や色も変更されず、元のクリップの前の部分と同様になります。

フレーム保持セグメントを挿入
1. 保持するフレームを挿入するタイムラインの再生ヘッドの位置。
2. クリップ／ビデオオプション／フレーム保持を挿入を選択します。
再生ヘッド位置のクリップが分割され、2 秒間の保持するフレームが挿入されます。その後、挿入された保持
するフレームを任意の長さにトリミングできます。

静止フレームの書き出し

「フレームを書き出し」ボタンを使用して、ムービークリップから静止画像を作成（フレームを保持）しま
す。
ソースモニターおよびプログラムモニターのフレームを書き出しボタン  を使用すると、Adobe Media
Encoder を使用せずに、ビデオのフレームをすばやく書き出すことができます。

1. 書き出すクリップまたはシーケンス内の目的の保持フレームに再生ヘッドを配置します。
2. 「フレームを書き出し」ボタンをクリックします。フレームの書き出しダイアログボック
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フィルター保持

注意：

ページの先頭へ

スが開き、テキスト編集モードで名前フィールドが表示されます。元のクリップのフレー
ムのタイムコードが静止画像のクリップ名に追加されます。例え
ば、ClipName.00_14_23_00.Still001.jpg となります。

デフォルトでは、新しいプロジェクト項目を追加することによって、ディスク上に静止画像ファイルが作成さ
れ、プロジェクトに再び読み込まれます。次に、シーケンスで静止画像クリップを手動で編集する必要があり
ます。

タイムラインで静止画像がラベンダー色で表示されるため、読み込まれたクリップを元のクリップと簡単
に区別できます。

クリップのデュレーションに合わせたビデオフレームの保持

保持するフレームは、クリップのインポイント、アウトポイントまたはマーカー 0（存在する場合）で指定す
ることができます。

1. タイムラインパネルでクリップを選択します。

2. インポイントまたはアウトポイント以外のフレームを保持して使用するには、ソースモニ
ターでクリップを開き、保持するフレームにマーカー 0 を設定します。

3. クリップ／ビデオオプション／フレームの保持を選択します。

4. 「保持するフレーム」を選択し、リストから指定方法を選択します。
ソースタイムコード、シーケンスタイムコード、インポイント、アウトポイント、または
再生ヘッドの位置に基づいてフレームを選択できます。

5. 必要に応じて「フィルター保持」を指定し、「OK」をクリックします。

クリップのデュレーションの間、キーフレーム付きエフェクト設定がア
ニメートされないようになります。エフェクト設定は、保持されたフレームの値を使用し
ます。

保持フレームをインポイントまたはアウトポイントに設定した場合、編集ポイン
トを変更しても保持するフレームは変更されません。マーカー 0 を保持するように設定
した場合は、マーカーを移動すると表示されるフレームも変更されます。.

タイムリマップを使用したクリップの一部に対してのフレームの保持
1. タイムラインパネルで、クリップエフェクトメニューからタイムリマップ／速度を選択し
ます。

クリップエフェクトメニューは、ビデオトラックの各クリップのファイル名の横に表
示されます。クリップエフェクトメニューが表示されない場合は、クリップにズーム
インします。

ビデオエフェクトコントロールからタイムリマップ／速度を選択します。

クリップの速度を制御する水平のラバーバンドがクリップの中央にかけて表示されます。
クリップには、100% の速度を示す境界線の上下でコントラストが異なる色で影が付けら
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れます。クリップの上部（クリップのタイトルバーの真下）には、白い速度コントロール
トラックが表示されます。

2. Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらラバーバンド上を
クリックして、速度キーフレーム  を作成します。

3. Ctrl+Alt キー（Windows）または Option+Command キー（Mac OS）を押しながら、保
持フレームを終了させたい位置まで速度キーフレームをドラッグします。

他のキーフレームの場合と同様、ラバーバンドは垂直方向ではなく必ず水平方向
にドラッグしてください。

キーフレームをドロップした位置に、2 番目のキーフレームが作成されます。通常の速度
キーフレームと比べて、キーフレームの内側の半分（停止キーフレーム）は角張った状態
になります。速度トランジションを作成しなければ、停止キーフレームをドラッグするこ
とはできません。速度コントロールトラックに縦棒が表示されます。これは、保持フレー
ムを再生するクリップのセグメントを表します。

4. （オプション）保持フレームへの速度トランジションまたは保持フレームからの速度トラ
ンジションを作成するには、左側にある速度キーフレームの左半分を左にドラッグする
か、右側にある速度キーフレームの右半分を右にドラッグします。

分割された速度キーフレームの間にグレーの領域が表示され、速度トランジションの長さ
が示されます。ラバーバンドは分割された速度キーフレームの間に傾斜として示され、そ
れらの間の速度変化が徐々に行われることを示します。
速度トランジションを作成すると、停止したキーフレームをドラッグできます。1 つめの
停止キーフレームをドラッグすると、キーフレームが停止させたい新しいメディアフレー
ム上にスリップします。2 つめの停止キーフレームをドラッグすると、そのフレームの
デュレーションが変化します。

5. （オプション）青いカーブコントロールを表示するには、速度コントロールトラックの分
割されたキーフレーム間のグレーの領域をクリックします。

6. （オプション）速度変化の加速度または減速度を変更するには、カーブコントロールのい
ずれかのハンドルをドラッグします。

速度カーブの曲率に従って、速度変化がイーズインまたはイーズアウトします。
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キャプションの操作

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Premiere Pro でのキャプション
キャプションの読み込みと表示
キャプションの作成または編集
キャプションの書き出し
埋め込まれたキャプションの処理
キャプションの焼き込みの処理
サードパーティ製のアプリケーションを使用したキャプションの作成
サポートされる形式
オープンキャプション
エキスパートより：字幕（オープンキャプション）の作成とカスタマイズ

Premiere Pro でのキャプション

Premiere Pro では、キャプションを編集したり、独自のキャプションを作成したり、サポートされるあらゆる
形式で表示するために書き出したりするためのフルセットのキャプション機能を提供します。
クローズドキャプションの読み込みおよび表示、テキスト、カラー、背景、タイミングの編集をすばやく簡単
に行えます。編集が完了すると、クローズドキャプションを「サイドカー」ファイルとして書き出した
り、QuickTime ムービーや MXF ファイルに埋め込んだり、キャプションをビデオに書き出したりできます。 

Premiere Pro では、クローズドキャプションのほかに、字幕として焼き込めるオープンキャプションファイル
の読み込みもサポートされます。

キャプションの読み込みと表示

Premiere Pro では、クローズドキャプションが埋め込まれたファイルやクローズドキャプションの「サイド
カー」ファイルを読み込むことができます。
次のオプションのいずれかを使用すると、他のファイルを読み込むのと同じようにファイルを Premiere Pro
のプロジェクトに読み込むことができます。
ファイル／読み込みを選択して、埋め込まれたキャプションファイルやキャプションの
「サイドカー」ファイルを読み込みます。
ファイルのコンテキストメニューを使用してメディアブラウザーから読み込む

ソースモニターおよびプログラムモニターでクローズドキャプションを表示する
クローズドキャプションクリップをプロジェクトに読み込む場合、キャプションパネルでキャプションがキャ
プションブロックとして表示されます。
ソースモニターおよびプログラムモニターでキャプションを表示するには、次のいずれかの操作を行います。
モニターの右下にある「+」をクリックしてボタンエディターを開き、「キャプションの
表示」ボタンを選択して、「OK」をクリックします。または、「クローズドキャプショ
ン表示」ボタンをボタンエディターからボタンバーにドラッグして追加できます。それら
のコマンドにキーボードショートカットを割り当てることもできます。
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ソースモニターパネルまたはプログラムモニターパネルのポップアップメニューでレンチ
のアイコン  をクリックし、キャプションの表示／有効を選択します。

ソースモニターおよびプログラムモニターでのクローズドキャプションの表示

重要事項
キャプションの表示のオンとオフを切り替えることができます。
ソースモニターに読み込まれたキャプションクリップのキャプション方式を選択できま
す。ソースモニターで、レンチのアイコン  をクリックし、キャプションの表示／設
定を選択します。例えば、CEA-608 または CEA-708 のクローズドキャプション標準を選
択して、表示するチャンネルまたはサービスを設定することができます。
ビデオにリンクされている場合、キャプションクリップはリンクされたオーディオチャン
ネルクリップと同様に動作します。テキストクリップはタイムラインのソースインジケー
ターで表され、有効化／無効化したり、他のビデオクリップと同様にビデオトラックにリ
ンクしたりすることができます。
トラックが展開されると、キャプションクリップのキャプションブロックの開始と終了場
所を示す End Of Caption（EOC）インジケーターと一緒にキャプションブロックがキャ
プションクリップに表示されます。

キャプションの作成または編集

Premiere Pro のキャプションパネル

A. キャプションの内容をフィルター B. 書式設定ツールバー C. 編集可能なテキストブロック D. キャプション
ブロックの追加、削除 

キャプションの作成
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Premiere Pro では、キャプションを新規に作成できます。テキストを追加し、書式設定を適用し、位置とカ
ラーを指定できます。

1. ファイル／新しいキャプションを選択します。
新しいキャプションダイアログボックスが表示され、ビデオ設定が表示されま
す。Premiere Pro では、キャプションのビデオ設定がオープンシーケンスと一致してい
ます。デフォルトのビデオ設定を受け入れ、「OK」をクリックします。

作成するキャプションファイルのフレームレートが、そのキャプションを使用す
るシーケンスのフレームレートと一致していることを確認します。

2. 新しいキャプションダイアログボックスで、適切なキャプション標準とストリームを選択
します。Premiere Pro では、プロジェクトパネルで新しいキャプションファイルを追加
できます。

3. キャプションファイルにテキストを追加するには、プロジェクトパネルでキャプション
ファイルをダブルクリックします。また、ウィンドウ／キャプションを選択して、キャプ
ションパネルを開くこともできます。

4. キャプションパネルで、目的のキャプションテキストを入力します。書式設定ツールを使
用して、位置を指定し、キャプションのテキストの色や背景色を変更します。下線や斜体
などの書式設定エフェクトを適用することもできます。

5. キャプションブロックを追加するには、キャプションパネルの右下にあるキャプションを
追加（+）をクリックします。キャプションブロックを削除するには、キャプションブ
ロックを選択し、キャプションを削除（-）をクリックします。

6. シーケンス内の目的のソースクリップ上で、タイムラインのソースシーケンスにキャプ
ションファイルをドラッグにします。

キャプションの編集

プログラムにクローズドキャプションがすでに含まれているというシナリオを考えてみましょう。より多くの
コマーシャルを追加するために、短い時間の複数のバージョンのプログラムを作成するとします。
次の手順に従って、Premiere Pro でキャプションファイルを編集してください。

1. タイムラインパネルで編集するキャプションファイルを選択します。

2. キャプションパネル（ウィンドウ／キャプション）を開き、キャプションを編集します。

3. キャプションパネルで、既存のキャプションクリップの語句レベルの編集を行います。ま
た、タイミングや、テキストの配置やカラーなどの書式変更を直感的なユーザーインタ
フェースで行うことができます。

4. テキストクリップはタイムラインからも表示できます。ここで、セグメントのトリミン
グ、リップル削除および並べ替えの後で、メディアと正しく同期されるように、キャプ
ションを調整できます。

キャプションの書き出し

キャプションファイルの編集や作成が完了すると、Premiere Pro または Adobe Media Encoder から書き出し
設定ダイアログボックスを使用して、キャプションが含まれるシーケンスを書き出すことができます。また
は、クローズドキャプションのエンコーディングをサポートするサードパーティのハードウェアを使用して、
キャプションが含まれるシーケンスをテープに書き出すことができます。

Premiere Pro または Adobe Media のエンコーダーを使用してキャプションを書き出す
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注意：

1. ソースモニターでクローズドキャプションアセットをロードするか、プロジェクトパネル
でクローズドキャプションアセットを選択します。プロジェクトパネルのシーケンスを選
択したり、タイムラインパネルをフォーカスすることもできます。

2. ファイル／書き出し／メディアを選択します。

3. 書き出し設定ダイアログボックスで、キャプションタブの次のオプションを指定します。

次のいずれかの書き出しオプションを選択します。
サイドカーファイルの作成
キャプションのビデオへの書き込み
出力ファイルへの埋め込み   

次のいずれかのファイル形式を選択して、クローズドキャプションデータ
を書き出します。

Scenarist クローズドキャプションファイル（.scc）
MacCaption VANC ファイル（.mcc）
SMPTE タイム付きテキストファイル（.xml）
EBU N19 字幕ファイル（.stl）

注意：NTSC 領域のデフォルトオプションは SMPTE タイム付きテキスト、PAL 領域の
デフォルトオプションは EBU N19 です。
また、クローズドキャプションデータをオープンキャプションファイル（SRT ファイル
形式）に書き出すこともできます。

SubRip 字幕形式（.srt）

選択した形式に応じて、サポートされるフレームレートがフレームレー
トポップアップメニューに表示されます。デフォルトのフレームレートは、書き出すシー
ケンスの既知のフレームレートに基づいて選択されます。
書き出しをクリックして、キャプションデータ付きのビデオを書き出します。

埋め込まれたキャプションの処理

Premiere Pro では、MOV ファイルおよび MXF ファイルに埋め込まれたキャプションの読み込みおよびデ
コードがサポートされます。
キャプションが埋め込まれたメディアの読み込み
ファイル／読み込みを選択するか、またはメディアブラウザーから読み込むことによって、他のメディアの読
み込みと同様に、キャプションが埋め込まれたメディアを読み込むことができます。Premiere Pro では、埋め
込まれたクローズドキャプションデータが自動的にプロジェクトに読み込まれます。
例えば、埋め込まれたキャプションが含まれる QuickTime クリップを読み込む場合、キャプションは自動的
に読み込まれます。QuickTime クリップに「サイドカー」キャプションファイルが含まれている場合、他の
「サイドカー」ファイルを読み込む場合と同様に「サイドカー」ファイルを読み込みます。
メディアファイルに埋め込まれたキャプションデータを検出して自動的に読み込むには、環境設定ダイアログ
ボックスの「メディア」セクションにある「読み込みにキャプションを含める」チェックボックスをオンにし
ます。

Premiere Pro では、ファイルを最初に開くときに、メディアでキャプションデータのみをスキャンす
ることによって、パフォーマンスが最適化されます。2 回目以降にファイルを開く場合には、キャプション
データの再スキャンを行いません。

埋め込まれたキャプションの編集
個別のキャプションファイルを作成するのと同じ手順に従って、Premiere Pro で埋め込まれたキャプション
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ファイルを編集します。埋め込まれたキャプションファイルを編集する場合、編集内容はプロジェクト内のみ
に適用され、ソースファイルは変更されません。

キャプションが埋め込まれたメディアの書き出し
書き出し中に、埋め込まれたキャプションを維持するか、またはキャプションを個別のサイドカーファイルに
分割するかを選択できます。
キャプションを個別のサイドカーファイルのみとして書き出す場合、プロジェクトパネルでキャプションファ
イルを選択肢、ファイル／書き出し／キャプションを選択します。
キャプションが埋め込まれたメディアを書き出すには、タイムラインで選択されているターゲットシーケンス
を選択し、ファイル／書き出し／メディアを選択します。Premiere Pro で書き出し設定ダイアログボックスが
開きます。
書き出し設定ダイアログボックスで、「形式」として「QuickTime」または「MXF」を選択します。「キャプ
ション」タブで、「書き出しオプション」として「出力ファイルへの埋め込み」を選択します。

キャプションの焼き込みの処理

Premiere Pro では、恒常的なキャプションをビデオに焼き込むことができます。キャプションの焼き込みは、
テレビまたはストリーミングデバイスでクローズドオプションが有効になっているかどうかに関係なく、常に
表示されます。
Premiere Pro では、ビデオの書き出し中に、クローズドキャプションとオープンキャプションの両方の焼き込
みがサポートされます。
オープンキャプションデータが含まれている SRT ファイルおよび XML ファイルを書き出す場合、Premiere
Pro ではファイルが自動的に CEA-708 CC1 クローズドキャプションファイルに変換されます。Premiere Pro
または Adobe Media Encoder を使用して書き込み中に、これらのファイルを編集してキャプションを字幕と
して焼き込むことができます。
書き出し設定ダイアログボックスで、「書き出しオプション」として「キャプションのビデオへの書き込み」
を選択します。

ビデオに焼き込まれるキャプションは編集できません。

サードパーティ製のアプリケーションを使用したキャプションの作成

キャプションの作成にサードパーティ製のキャプションアプリケーションを使用している場合の典型的なワー
クフローは次のとおりです：

手順 1：シーケンスをサードパーティ製のキャプションアプリケーションに書き出す
Premiere Pro でビデオとオーディオの編集が完了したら、シーケンスを参照ムービーとしてサードパーティ製
のキャプションアプリケーションに書き出します。
このムービーはキャプションサービスの事務局またはキャプションの専門家に送信されます。このムービーは
最初からクローズドキャプショントラックを作成するための基準として使用されます。CPC 社の MacCaption
などのサードパーティ製のキャプションアプリケーションを使用すると、クローズドキャプショントラックを
最初から作成し、クローズドキャプションデータを必要な形式でエンコードすることができます。

手順 2：クローズドキャプションファイルを Premiere Pro に読み込む
クローズドキャプションファイルをサードパーティ製のキャプションアプリケーションから受信すると、その
ファイルを Premiere Pro のプロジェクトに読み込むことができます。Premiere Pro は .mcc、.scc、.xml、お
よび .stl 形式のクローズドキャプションファイルをサポートしています。
クローズドキャプションサイドカーファイルをプロジェクトに読み込むと、クローズドキャプションテキスト
ブロックが含まれるビデオのみのクリップが作成されます。必要に応じて、メディアとの同期を維持するため
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にテキストブロックに対してさらに調整を行うことができます。
クローズドキャプションサイドカーファイルには複数のキャプションストリーム、例えば、CC1、CC2 が含
まれます。このような複数のキャプションストリームが含まれるクリップがシーケンスに追加されると、タイ
ムラインに各ストリームの個々のトラックアイテムが表示されます。複数のキャプションストリーム間を切り
替えるには、「キャプション」タブで、キャプションストリームポップアップメニューからストリームを選択
します。

手順 3：編集したビデオを書き出す
クローズドキャプションをメディアと同期したら、クローズドキャプションファイルと一緒に編集済みのビデ
オを書き出すことができます。Adobe Media Encoder と同様に、Premiere Pro を使用してクローズドキャプ
ションサイドカーファイルと埋め込まれた QuickTime ムービー（QuickTime 608 キャプション）を書き出す
ことができます。
 

サポートされる形式

クローズドキャプション

サイドカーファイル
SCC
MCC
XML
STL

XML ファイル
W3C TTML（DFXP とも呼ばれる）
SMPTE-TT
EBU-TT

XML ファイルの場合、キャプションパネルでキャプションを表示できるだけでなく、テキストエディター
で表示することもできます。

Premiere Pro では、次のファイル形式の埋め込みとデコードがサポートされます：
MOV
DNxHD MXF OP1a
MXF OP1a

オープンキャプション

Premiere Pro では、オープンキャプション（字幕）を作成できます。これは、ビデオストリームに直接焼き込
まれるキャプションです（一方、クローズドキャプションは、ビューアによって表示／非表示を切り替えられ
ます）。ユーザーは、新しいオープンキャプションを作成することも、キャプション形式の XML ファイルお
よび SRT ファイルを読み込むこともできます。キャプションパネルでキャプションブロックを作成し、テキ
ストを追加したり、テキストの書式設定（カラー、サイズ、位置および背景色）を変更したりできます。

オープンキャプションは、オープンキャプション形式の SRT および XML ファイルとして書き出すことができ
ます。また、単一ストリームのサイドカーファイルおよび埋め込みの単一ストリームファイルを Premiere Pro
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のオープンキャプションに変換することもできます。これには、埋め込みの MOV および MXF キャプション
ファイルなどが含まれます。「サイズ」の横の値領域で左／右マウスダウン操作または数値入力により、設定
を変更できます。

1. 必須のオープンキャプションを作成するには、「オープンキャプション」を選択します。
2. フォントのタイプおよび特性を変更するには、「フォントファミリを選択」および「フォ
ントの太さを選択」を使用します。

3. オープンキャプションのテキストカラーおよび背景のテキストボックスカラーを変更する
には、カラーピッカースポイトツールを使用するか、または左にあるカラーピッカーをク
リックします。 

4. オープンキャプションテキストは、シーケンスに配置され、書き出されると、ビデオに自
動的に焼き込まれます。この動作は、シーケンスやタイトルと同様です。また、トラック
出力の切り替えを使用してオープンキャプションの焼き込みを制御することもできます。
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ソースオーディオチャンネルと出力オーディオチャンネルのマッピング
クリップからのオーディオの抽出
ステレオトラックのモノラルトラックへの分割
モノラルクリップのステレオとしての使用
ステレオクリップの一方のチャンネルのサウンドを両方のチャンネルへ配置
複数のオーディオクリップのリンク
オーディオクリップのリンク
ソースモニターでのリンクされたクリップの編集

ソースオーディオチャンネルと出力オーディオチャンネルのマッピング

クリップにオーディオチャンネルをマッピングすると、シーケンスに表示されるオーディオトラックの種類と
数が決まります。また、チャンネルをマッピングすると、マスタートラック内（つまり、最終的な出力ファイ
ル）でのそれらのマップ先チャンネルが決まります。例えば、ステレオクリップのチャンネル 1 と 2 を、5.1
チャンネルのマスタートラックの左前方および右前方チャンネルにマップすると、シーケンスに配置したとき
に 2 つのソースチャンネルが 1 つの 5.1 チャンネルトラックとして表示され、マスタートラックの左前方お
よび右前方チャンネルにマップされます。最終的な出力を 5.1 チャンネルサラウンドサウンドシステムで再生
すると、元の 2 つのチャンネルはそれぞれ左前方スピーカーと右前方スピーカーで再生されます。
Premiere Pro でオーディオチャンネルをマッピングする方法については、Karl Soule によるビデオチュートリ
アルを参照してください。このビデオは、スプリットモノラルトラック（ボイスと周囲の音とを別々のトラッ
クに分割する）を使用したフッテージを手がけるエディターを対象にしています。オーディオチャンネルの
マッピングに関するこのクイックチュートリアルは必見です。
初期設定では、クリップのオーディオチャンネルは、プロジェクトにキャプチャまたは読み込まれたときにマ
スタートラックにマップされます。オーディオ環境設定ダイアログボックスの「ソースチャンネルマッピン
グ」ペインの「初期設定のトラック形式」を選択することで、Premiere Pro がクリップのオーディオチャンネ
ルをどのようにマップするかを指定できます。また、クリップのオーディオチャンネルをプロジェクトに読み
込んだ後に、マッピング方法を変更することもできます。
さらに、Premiere Pro が各オーディオチャンネルをモニターする際に使用する出力チャンネルを指定すること
もできます。例えば、コンピューターのスピーカーシステムの左前方スピーカーを使って、ステレオトラック
の左チャンネルをモニターできます。オーディオ出力マッピング環境設定ダイアログボックスで、この設定を
変更します。

読み込み時のソースオーディオチャンネルのマッピング

読み込みまたはキャプチャ時に、Premiere Pro が自動的にクリップのオーディオチャンネルをオーディオト
ラックとマスタートラックにマップするときの方法を指定できます。

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ
（Mac OS）を選択します。
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2. オーディオ環境設定ダイアログボックスのデフォルトのオーディオ形式メニューから形式
を選択します。

3. 「OK」をクリックします。

1 つまたは複数のクリップに対するソースオーディオチャンネルのマッピングの変
更

1. プロジェクトパネルでオーディオを含む 1 つまたは複数のクリップを選択し、クリップ
／変更／オーディオチャンネルを選択します。

複数のオーディオクリップを選択している場合は、選択したすべてのクリップの
トラック形式が同じである必要があります。
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ステレオトラックに対するオーディオ出力チャンネルのマッピング

2. クリップを変更ダイアログボックスの「オーディオチャンネル」タブで、次のいずれかの
操作を行います。

「チャンネルフォーマット」リストで形式を選択します。

オーディオチャンネルを有効または無効にするには、ソースチャンネルの「有効」オ
プションをオンまたはオフにします。クリップをシーケンスに追加すると、Premiere
Pro は有効なチャンネルだけをタイムラインパネルに追加します。

ソースチャンネルを別の出力トラックまたはチャンネルにマップするには、トラック
またはチャンネルアイコンを別のソースチャンネル行にドラッグします。この手順
で、2 つのソースチャンネルの出力チャンネルまたはトラックが切り替えられます。

ソースチャンネルがマップし直されたクリップをタイムラインパネルで表示する
と、トラックは昇順で表示されます。ただし、関連付けられるソースチャンネルは、マッ
ピングによって決定されます。

ソースチャンネルが 6 つ未満の場合に、5.1 サラウンドオーディオの出力チャンネル
にマップするには、チャンネルアイコンを別のソースチャンネル行にドラッグしま
す。あるいはソースチャンネルが目的の出力チャンネルにマップされるまで、5.1
チャンネル位置を示すチャンネルアイコンをクリックします。
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5.1 ステレオトラックに対するオーディオ出力チャンネルのマッピング

3. チャンネルのオーディオをプレビューするには、ソースチャンネルを選択して、再生ボタ
ンをクリックするか、スライダーを使用します。

4. 「OK」をクリックします。

統合クリップのオーディオチャンネルは変更できません。初期設定でモノラルを指定する必要があり
ます。ただし、コンポーネントクリップから利用可能なすべてのオーディオチャンネルの順序を変更したり、
有効／無効にすることは可能です。

P2 に書き出すための P2 クリップのオーディオのマップ

クリップのオーディオチャンネルを適切な 5.1 チャンネルにマップすれば、P2 シーケンス内のオーディオを
元の 4 つのチャンネルに書き出すことができます。例えば、最終的な出力ファイルを P2 メディアに戻す場合
に 4 つのチャンネルに書き出します。P2 クリップ内のチャンネルは、シーケンスに配置する前、およびファ
イル／Panasonic P2 への書き出しコマンドを使用する前にマップします。

P2 クリップを初期設定のモノラルチャンネルマッピングのままにしておき、それらを 5.1 マスタート
ラックのシーケンスで使用し、そのシーケンスを P2 に書き出すと、書き出したファイルには 3 番目と 4 番目
のチャンネルのオーディオだけが含まれます。

1. 5.1 マスタートラックのシーケンスが含まれている P2 プロジェクトにクリップを読み込
みます。

2. プロジェクトパネルで、マップするクリップを 1 つまたは複数選択します。

3. クリップ／変更／オーディオチャンネルを選択します。

4. 「トラック形式」で、「5.1」をクリックします。

5. 必要に応じて、5.1 チャンネルアイコンをクリックして、4 つのソースチャンネルを次の
ようにマップします。
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ページの先頭へ

チャンネル 1 - 左前方チャンネル

チャンネル 2 - 右前方チャンネル

チャンネル 3 - 左後方チャンネル

チャンネル 4 - 右後方チャンネル

6. 「OK」をクリックします。

オーディオ出力デバイスハードウェアチャンネルへのシーケンスオーディオチャ
ンネルのマッピング

シーケンスのマスタートラックの各チャンネルに対して、選択したハードウェアオーディオデバイスのチャン
ネルを指定することができます。チャンネルのマッピングは、環境設定ダイアログボックスのオーディオ出力
マッピングペインで指定できます。Premiere Pro は、指定されたハードウェアのチャンネルで各シーケンス
チャンネルを再生します。例えば、プロジェクトに 5.1 チャンネルのシーケンスが含まれているにもかかわら
ず、再生するシステムのハードウェアは 2 チャンネルしかサポートしていない場合を想定します。この場
合、6 つのシーケンスチャンネルの割り振り先を 2 つのハードウェアチャンネルから選択することができま
す。
16 チャンネルのシーケンスについては、選択したハードウェアデバイスのチャンネルが 16 チャンネル未満の
場合、16 出力チャンネルにマッピングされたままになります。例えば、選択したデバイスにはチャンネルが
2 つしかない場合を想定します。この場合、ハードウェアチャンネルにマッピングできるのは、16 チャンネ
ルシーケンスの最初の 2 チャンネルだけです。

オーディオ出力マッピングペインでは、コンピューターに取り付けられているサポート対象のデバイ
スであれば、有効にされていないデバイスにもシーケンスチャンネルをマッピングすることができます。有効
にされていないデバイスに指定したチャンネルマッピングは、指定したデバイスを有効にしなければ確認でき
ません。シーケンスのオーディオチャンネルをデバイスにマッピングするだけでは、デバイスは有効になりま
せん。オーディオハードウェアデバイスを有効にするには、オーディオハードウェア環境設定で設定します。
詳しくは、ASIO デバイス設定の指定（Windows のみ）を参照してください。

シーケンスチャンネルをハードウェアデバイスにマッピングするには、マッピング出力対象メニューを選択し
ます。マッピング出力対象メニュー下部のリストには、選択したデバイスのサポート対象のハードウェアチャ
ンネルが表示されます。チャンネルタイルを使用して、シーケンスチャンネルを各ハードウェアチャンネルに
マッピングすることができます。
例えば、サードパーティ製の 16 チャンネルオーディオデバイスを選択した場合、このリストには 16 個の
ハードウェアチャンネルが表示されます。ステレオデバイスを選択した場合、リストにはハードウェアチャン
ネルが 2 つだけ表示されます。リスト内の各チャンネル名の右側にあるタイルは、選択したハードウェアチャ
ンネルにマッピング可能なシーケンスチャンネルの種類を表します。シーケンスチャンネルには、ステレオ
チャンネル、5.1 チャンネル、16 チャンネルの 3 種類があります。
初期設定では、デバイスは Premiere Pro WDM Sound（Windows）、または内蔵出力（Mac OS）が選択され
ます。サポートされているサードパーティ製のオーディオデバイスがコンピューターに取り付けられている場
合、そのデバイスはマッピング出力対象メニューに表示されます。サポートされているデバイスのチャンネル
をリストに表示するには、サードパーティ製のデバイスを選択します。

1. 編集／環境設定／オーディオハードウェア（Windows）または Premiere Pro／環境設定
／オーディオハードウェア（Mac OS）を選択します。

2. 「オーディオハードウェア」タブの「マッピング出力対象」から、目的のデバイスのドラ
イバーを選択します。デフォルトでは、「デスクトップオーディオ」（Windows）または
「ビルトイン」（Mac OS）が選択されます。

3. リストで、シーケンスチャンネルのタイルをドラッグして、リストに表示されている任意
のハードウェアチャンネルに移動させます。

4. 「OK」をクリックします。
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注意：

ページの先頭へ

クリップからのオーディオの抽出

クリップからオーディオを抽出して、プロジェクトの新しいオーディオマスタークリップを生成することがで
きます。オリジナルのマスタークリップは保持されます。オリジナルのマスタークリップに対して行ったソー
スチャンネルマッピング、ゲイン、速度、デュレーション、およびフッテージの変換などのあらゆる調整は、
新たに抽出したオーディオクリップに適用されます。

1. プロジェクトパネルで、オーディオを含むクリップを 1 つまたは複数選択します。

2. クリップ／オーディオオプション／オーディオを抽出を選択します。

抽出されたオーディオを含む、新しいオーディオファイルが作成されます。このファイル
名の最後には「抽出」と追加されます。

ステレオトラックのモノラルトラックへの分割

「モノラルクリップに分割」コマンドを使用すると、クリップのステレオまたは 5.1 サラウンドオーディオ
チャンネルからモノラルオーディオマスタークリップを作成できます。ステレオクリップを分割すると、各
チャンネルが 1 つのチャンネルに対応した 2 つのモノラルオーディオマスタークリップが作成されます。5.1
サラウンドクリップを分割すると、各チャンネルが 1 つのチャンネルに対応した 6 つのモノラルオーディオ
マスタークリップが作成されます。Premiere Pro はオリジナルのマスタークリップを保持します。「モノラル
クリップに分割」コマンドでは、新しいファイルは作成されません。適切なソースチャンネルマッピングが適
用されたマスタークリップのみが作成されます。

1. プロジェクトパネルで、ステレオまたは 5.1 サラウンドオーディオを含むクリップを選択
します。

2. クリップ／オーディオオプション／モノラルクリップに分割を選択します。

作成されたオーディオマスタークリップには、オリジナルのクリップ名にチャンネル名が
続くファイル名が付けられます。例えば、Premiere Pro で「Zoom」という名前のステレ
オオーディオクリップから 2 つのオーディオマスタークリップを作成すると、「Zoom
左」と「Zoom 右」という名前になります。

「モノラルクリップに分割」コマンドでは、リンクされたクリップは作成されませ
ん。リンクされたモノラルクリップを作成する場合は、「ソースチャンネルマッピン
グ」コマンドを使用します。

「モノラルクリップに分割」コマンドは、タイムラインパネルのシーケンス内の
クリップではなく、プロジェクトパネル内の項目に対して機能します。

Creative COW Web サイトにある Andrew Devis のチュートリアル「Changing Audio
From Stereo to Dual Mono」を参照してください。

すべてのステレオトラックのモノラルトラックへの分割

Premiere Pro は、各クリップがキャプチャされるか読み込まれるたびに、自動的にステレオおよびサラウンド
チャンネルの各チャンネルを個別のモノラルクリップに分割できます。

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ
（Mac OS）を選択します。

2. ステレオメディアメニューから「モノラル」を選択します。

3. 「OK」をクリックします。
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ページの先頭へ
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モノラルクリップのステレオとしての使用

モノラルオーディオクリップをステレオクリップとして使用することができると便利な場合があります。チャ
ンネル形式を使用すると、モノラルクリップをステレオチャンネルに適用することができます。

1. プロジェクトパネルでモノラルクリップを選択します。

2. クリップ／変更／オーディオチャンネルを選択します。

3. クリップを変更ダイアログボックス内の「チャンネル形式」から「ステレオ」を選択し、
「OK」をクリックします。

この用途での「変更」コマンドは、クリップをタイムラインパネルに追加する前
に、プロジェクトパネル内で適用する必要があります。モノラルオーディオトラックとし
て使用されているクリップインスタンスをステレオに変換することはできません。

ステレオクリップの一方のチャンネルのサウンドを両方のチャンネルへ
配置

サウンドが片方のチャンネルにしかないステレオクリップがある場合、または片方のチャンネルのサウンドを
もう片方のチャンネルのサウンドに置き換えたいステレオクリップがある場合は、ソースクリップチャンネル
マッピング、左チャンネルへ振るオーディオフィルターまたは右チャンネルへ振るオーディオフィルターを使
用できます。

複数のオーディオクリップのリンク

1 つのビデオクリップを複数のオーディオクリップにリンクしたり、複数のオーディオクリップを互いにリン
クしたりすることができます。シーケンス内のオーディオクリップをリンクする場合は、マスタークリップで
はなく、そのインスタンスのみがリンクされます。プロジェクトパネル内のオリジナルのマスターオーディオ
クリップは、影響されません。
リンクされたクリップは、タイムラインパネルで移動やトリミングを行っても同期されたままになります。ボ
リュームエフェクトやパンエフェクトなどのオーディオエフェクトを、リンクされたクリップのすべてのチャ
ンネルに適用することができます。リンクされた複数のクリップのうち 1 つだけを移動する編集を行うと、非
同期インジケーターが表示されます。

複数のクリップがリンクしている場合でも、ソースモニターで表示およびトリミングすることができます。リ
ンク内のトラックを表示するには、トラックメニューから選択します。ソースモニターでは、一度に 1 つの
チャンネルだけを表示したり再生したりすることができます。リンクされたクリップにマーカーが含まれてい
る場合、ソースモニターのタイムラインには、表示されているトラックのマーカーのみが示されます。ソース
モニターにプロジェクトパネルからの複数のクリップのリンクを表示している場合は、上書きボタンまたはイ
ンサートボタンを使用して、リンクされたクリップをタイムラインパネルへ別々のトラックとして追加するこ
とができます。

ソースモニターで複数のクリップがリンクしているトラックを選択
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エフェクトコントロールパネルには、リンクされているすべてのビデオトラックおよびオーディオトラック
が、トラック別にグループ分けされた適用済みのエフェクトとともに表示されます。エフェクトパネルのエ
フェクトを、エフェクトコントロールパネルの特定のグループに適用することができます。

エフェクトコントロールパネルに表示されている、複数のクリップがリンクしているオーディオトラックに適
用されたエフェクト

オーディオクリップのリンク

オーディオクリップのチャンネルの種類が同じで、各クリップが異なるトラック上にある必要があります。ビ
デオクリップにリンクされているオーディオクリップのように、クリップが既にリンクされている場合は、再
度複数のクリップにリンクさせる前にそれらのリンクを解除する必要があります。

1. 必要に応じて、ビデオとオーディオがリンクされている各クリップを選択するか、または
複数のクリップを選択し、クリップ／リンク解除を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

タイムラインパネル内の個別のトラック上の各オーディオクリップを、Shift キーを押
しながらクリックして選択します。ビデオクリップも Shift キーを押しながらクリッ
クして選択できます。

タイムラインパネル内の個別のトラック上の複数のオーディオクリップを、Shift キー
を押しながらクリックして選択します。

すべてのオーディオクリップは、同じトラック形式（モノラル、ステレオまたは 5.1 サラ
ウンド）にする必要があります。

3. クリップ／リンクを選択します。

ソースモニターでのリンクされたクリップの編集
1. タイムラインパネルで、リンクしているクリップをダブルクリックします。

2. ソースパネルのパネルメニューから、オーディオ波形を選択します。

3. （オプション）トラックのインポイントとアウトポイントを指定します。

特定のトラックのインポイントとアウトポイントを指定すると、同等のトリミングが、残
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りのリンクされたトラックのインポイントとアウトポイントに適用されます。リンクされ
たトラックのデュレーションが異なる場合は、インポイントとアウトポイントは違うもの
になります。リンクされたクリップのインポイントとアウトポイントが同じになるのは、
デュレーションが等しい場合だけです。
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オーディオとオーディオトラックミキサーの概要

ページの先頭へ

オーディオの操作
シーケンス内のオーディオトラック
オーディオクリップのチャンネル
オーディオトラックおよびクリップのミキシング
オーディオ処理の順序
簡単なオーディオ調整
オーディオデータの表示
オーディオトラックミキサーの概要

オーディオの操作

Adobe® Premiere® Pro では、オーディオを編集し、エフェクトを追加して、コンピューターシステムで処理
できる数のオーディオトラックをシーケンスとしてミキシングすることができます。トラックには、モノラ
ル、5.1 サラウンドチャンネルを含めることができます。さらに、標準トラックとアダプティブトラックがあ
ります。 

標準オーディオトラックは同じトラックのモノラルとステレオの両方に対応できます。つまり、オーディオト
ラックを標準に設定した場合、同じオーディオトラックの異なるタイプのオーディオトラックにフッテージを
使用できます。

メディアの種類ごとに異なるトラックの種類を選択できます。例えば、モノラルのクリップはモノラルトラッ
クでのみ編集するよう選択できます。マルチチャンネルモノラルオーディオを、デフォルトでアダプティブト
ラックに送るように選択することができます。

モノラルトラック

モノラルトラック には、モノラルのクリップとステレオのクリップのみを含めることができます。ただし、
ステレオトラックの右および左チャンネルがモノラルに合計され、クリッピングが発生しないように 3dB に
減衰されます。
出力がモノラルシーケンスメーターまたはモノラルサブミックストラックに割り当てられたモノラルトラック
のパン制御は行われません。パンノブを使用して、モノラルトラックのオーディオ信号を、ステレオシーケン
スの左右のチャンネル間でパンします。 

パックを使用して、モノラルトラックのオーディオ信号を、5.1 シーケンスの L、C、R、Ls、Rs のサラウン
ドチャンネルの間でパンします。 センター % コントロールは、中央のチャンネルと左右のチャンネルの間の
バランスに影響することに注意してください。モノラルトラックでのこのデフォルト設定は 100% で、すべて
のフロントチャンネル出力が中央のチャンネルのみになります（左右のチャンネル出力なし）。デフォルトで
はパックの中心がトレイで、信号がリアの Ls および Rs（左右のサラウンド）チャンネルにも送信されま
す。 

LFE ボリューム制御では低音調整が採用されています。つまり、ローパスフィルターがすべてのサラウンド
チャンネルの組み合わせに適用され、この制御の影響を受ける LFE チャンネルに出力されます。
パンノブを使用して、モノラルトラックのオーディオ信号を、2 つ以上のチャンネルがあるマルチチャンネル
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シーケンスの奇数チャンネルと偶数チャンネルの間でパンします。 チャンネルが 1 つだけのマルチチャンネ
ルシーケンスに出力が割り当てられたモノラルトラックにはパン制御が行われません。

ステレオトラック

標準（ステレオ）トラックには、モノラルのクリップとステレオのクリップのみを含めることができます。た
だし、モノラルクリップ信号は左右のチャンネルに分割され、3dB に減衰されます。
出力がモノラルシーケンスメーターまたはモノラルサブミックストラックに割り当てられたステレオトラック
のバランス制御は行われません。バランスノブを使用して、ステレオシーケンスの左右のチャンネルの間のバ
ランスを設定します。
標準トラックでパックを使用して、ステレオトラックのオーディオ信号を、5.1 シーケンスの
L、C、R、Ls、Rs のサラウンドチャンネルの間でバランスを設定します。 センター % コントロールでは、
左右のチャンネルの信号の割合を、合計した中央チャンネルと個別の左右のチャンネルの間で調整します。ス
テレオトラックでのデフォルト設定は 0% で、中央チャンネルには信号が送信されず、すべてのクリップの左
チャンネル信号が L トラック出力チャンネルに送信され、クリップの右チャンネル信号が R トラック出力
チャンネルに送信されます。 デフォルトではパックの中心がトレイで、クリップの左チャンネルの信号が Ls
トラック出力チャンネルにも送信され、一方、クリップの右チャンネルの信号が Rs トラック出力チャンネル
にも送信されます。LFE ボリューム制御では低音調整が採用されています。つまり、ローパスフィルターがす
べてのサラウンドチャンネルの組み合わせに適用され、この制御の影響を受ける LFE チャンネルに出力され
ます。
バランスノブを使用して、標準トラックのオーディオ信号を、2 つ以上のチャンネルがあるマルチチャンネル
シーケンスの奇数チャンネルと偶数チャンネルの間でバランスを設定します。 チャンネルが 1 つだけのマル
チチャンネルシーケンスに出力が割り当てられたステレオトラックにはバランス制御が行われません。

5.1 トラック

5.1 トラックには 5.1 クリップのみを含めることができます。5.1 トラックではパン/バランスのパックおよび
トレイまたは低音調整が行われません。
5.1 トラックはモノラルシーケンス内のモノラルにミックスダウンされるか、ステレオシーケンス内のステレ
オにミックスダウンされます。5.1 シーケンスでは、5.1 トラックのチャンネルが変更されないまま対応する
出力チャンネルに直接されます。
5.1 トラックがモノラルまたはステレオのクリップに役立つ場合があることに注意してください。 例えば、
オーディオのポストプロダクション施設で、完了した（またはミックスダウンされた）5.1 オーディオを、そ
れぞれが 5.1 チャンネルを表す 6 つのモノラルクリップの形式で送信する場合でます。これらのモノラルク
リップは、オーディオのポストプロダクション施設で既にミックスされているため、5.1 シーケンス内のモノ
ラルまたはステレオのトラックに置換しないでください。この場合の適切なワークフローは、クリップを変更
／オーディオチャンネルを使用して、各モノラルクリップを 5.1 クリップに変更し、適切なチャンネルを指定
することです。 もう 1 つの方法は、クリップをモノラルのままにして、それぞれをマルチチャンネルシーケ
ンス内の独自のモノラルトラックまたはアダプティブトラックに配置し、トラック出力チャンネルマッピング
およびパンを使用して、とラク出力を正しい出力チャンネルに割り当てます。
Premiere Pro 9.0 には 5.1 トラック用のトラック出力チャンネル割り当てが組み込まれているので、より柔軟
で容易なチャンネルマッピングが実現します。
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5.1 トラックに対するオーディオチャンネルのマッピング

アダプティブトラック

アダプティブトラックにはモノラル、ステレオおよびアダプティブのクリップのみを含めることができます。
アダプティブトラックにはバランス制御が含まれています。アダプティブトラックにはシーケンスと同じ数の
チャンネルがあります。例えば、ステレオシーケンスでは、3 つ以上のチャンネルがあるアダプティブクリッ
プが含まれている場合でも、アダプティブトラックに含まれている使用可能なチャンネルは 1～2 です。3 つ
以上のチャンネルを使用可能にすることが望ましい場合、クリップを変更／オーディオチャンネルを使用し
て、クリップのチャンネルをトラックチャンネル 1～2 のいずれかにマップします。 各チャンネルにマップで
きるソースチャンネルは 1 つだけであることに注意してください。言い換えると、どのクリップチャンネルも
アダプティブトラック出力 1 にマップでき、どのクリップチャンネルもアダプティブトラック出力 2 にマッ
プできます。そのため、デフォルトのクリップチャンネル 1～2 の代わりに、クリップチャンネル 31～32 を
アダプティブトラック出力 1～2 にマップできます。
マルチチャンネルシーケンスではない場合は、アダプティブトラックにトラック出力チャンネルマッピングが
含まれなくなります。

415



ページの先頭へ

標準

モノラル

アダプティブ

5.1

オーディオを操作するには、まずオーディオをプロジェクトに読み込むか、オーディオをトラックに直接録音
します。オーディオクリップまたはオーディオを含むビデオクリップを読み込むことができます。
オーディオクリップはプロジェクトに読み込み、シーケンスに追加して、ビデオクリップと同じように編集す
ることができます。オーディオをシーケンスに追加する前に、ソースモニターでオーディオクリップの波形を
表示し、トリミングしておくこともできます。
タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルでオーディオトラックのボリュームおよびパン/バ
ランスの設定を直接調整できます。オーディオトラックミキサーを使用して、リアルタイムでミキシングの変
更を行うことができます。シーケンス内のオーディオクリップにエフェクトを追加することもできます。複数
のトラックを使用する複雑なミキシングが必要になりそうな場合は、サブミックストラックやシーケンスをネ
ストしてトラックを構成することも検討します。

Adobe Audition を使用した高度な編集を行うには、編集／Adobe Audition で編集を選択します。

シーケンス内のオーディオトラック

シーケンスには、次のオーディオトラックをさまざまな組み合わせで使用できます。

標準トラックは以前のステレオタイプに代わるものです。このトラックは、モノラルとステレオの両方
のオーディオクリップに対応できます。 

オーディオチャンネルを 1 つ保持します。ステレオクリップがモノラルトラックに追加される場
合、ステレオクリップチャンネルがモノラルトラックによってモノラルに合計されます。

アダプティブトラックにはモノラル、ステレオ、およびアダプティブのクリップを含めること
ができます。アダプティブトラックを使用すると、ワークフローに最適な形でソースオーディオを出力オー
ディオチャンネルにマッピングすることができます。このトラックタイプが役に立つのは、カメラからのオー
ディオに複数のオーディオトラックが記録されている場合です。アダプティブトラックは、統合クリップ、つ
まりマルチカメラシーケンスの操作を行うときにも使用できます。詳しくは、このビデオをご覧ください。

には次が含まれます。
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前方用のオーディオチャンネル 3 つ（左、中央、右）
後方またはサラウンド用のオーディオチャンネル 2 つ（左、右）
サブウーファースピーカーに出力される低音効果音（LFE）オーディオチャンネル 1 つ。

5.1 トラックで保持できるのは、5.1 クリップのみです。

必要に応じて、トラックはいつでも追加または削除できます。トラックは一度作成したら、トラックで使用す
るチャンネル数を変更することはできません。シーケンスは必ずマスタートラックを含んでいます。マスター
トラックは、シーケンスに含まれているすべてのトラックを組み合わせた出力の制御をします。新規シーケン
スダイアログのトラックパネルでは、マスタートラックの形式、シーケンス内のオーディオトラック数および
オーディオトラックのチャンネル数を指定します。
シーケンスには、2 種類のオーディオトラックを使用できます。通常のオーディオトラックには、実際の音声
が含まれています。サブミックストラックは、サブミックストラックにルーティングされたトラックまたはセ
ンドの信号を組み合わせたものを出力します。サブミックストラックは、ミキシングやエフェクトの管理に用
いると効果的です。
作成したシーケンスのオーディオトラックはタイムラインパネルで指定された数しかありません。ただし、タ
イムラインパネルの一番下のオーディオトラックの下にオーディオクリップをドロップすると、新しいオー
ディオトラックが自動的に作成されます。この機能は重ねるオーディオクリップ数がシーケンスで使用可能な
トラック数を超える場合に便利です。また、オーディオクリップのチャンネル数が初期設定のオーディオト
ラックのチャンネル数と一致しない場合にも役に立ちます。トラックヘッダーを右クリックしてトラックの追
加を選択したり、シーケンス／トラックの追加を選択してトラックを追加したりすることもできます。

オーディオクリップのチャンネル

クリップには、オーディオチャンネル 1 つ（モノラル）、左右用にオーディオチャンネル 2 つ（ステレ
オ）、オーディオサラウンド用に 5 つのオーディオチャンネルと 1 つの低音効果音オーディオチャンネル
（5.1 サラウンド）を含めることができます。クリップは任意に組み合わせてシーケンス内で使用することが
できます。ただし、すべてのオーディオは、マスタートラックのトラック形式（モノラル、ステレオまたは
5.1 サラウンド）にミキシングされます。
ステレオクリップを 1 つのトラックに配置するか、2 つのトラックに配置するかを指定できます。プロジェク
トパネルのクリップを右クリックして、変更／オーディオチャンネルを選択します。ステレオクリップを 2 つ
のトラックにまたいで配置するように選択した場合は、クリップパンナーで初期設定が使用されます（左から
左、右から右）。
Premiere Pro では、オーディオクリップのトラック形式（オーディオチャンネルのグループ化）を変更できま
す。例えば、ステレオまたは 5.1 サラウンドクリップ内の個々のチャンネルのオーディオに異なるオーディオ
エフェクトを適用できます。ステレオまたは 5.1 サラウンドクリップのトラック形式は変更できます。この場
合、クリップがシーケンスに追加されたときにオーディオが別々のモノラルトラックに配置されます。

Premiere Pro では、クリップのオーディオチャンネルの出力チャンネルまたはトラックをマップし直すことが
できます。例えば、ステレオクリップの左チャンネルオーディオをマップし直して、右チャンネルに出力する
ことができます。

5.1 オーディオクリップのマトリクスの保持

読み込んだ 5.1 オーディオクリップのマトリクスを保持するには、シーケンス内の 5.1 オーディオトラックの
クリップを使用します。シーケンス内の個別のマルチモノラルトラックとしてコンポーネントチャンネルを使
用するには、クリップをモノラルチャンネルに読み込むか、マップし直します。

オーディオトラックおよびクリップのミキシング
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注意：

ページの先頭へ

ミキシングとは、シーケンス内のオーディオトラックを合成したり調整することです。 シーケンスのオー
ディオトラックには、複数のオーディオクリップとビデオクリップのオーディオトラックを含めることができ
ます。 オーディオをミキシングする操作は、シーケンスのさまざまな段階で適用することができます。例え
ば、あるクリップを特定のオーディオレベルに設定し、そのクリップを含むトラックに別の値を適用すること
ができます。ネスト化されているシーケンスのオーディオが含まれているトラックに、ソースシーケンスのト
ラックに適用されているボリュームの変更およびエフェクトが既に含まれていてもかまいません。最終的なミ
キシングでは、こうしたすべてのレベルに適用されている値が組み合わされて適用されます。
クリップまたはそのクリップを含むトラックにエフェクトを適用して、オーディオクリップを変更することが
できます。エフェクトは計画的かつ論理的に適用し、同じクリップに必要以上の設定や矛盾する設定が適用さ
れないようにしてください。
複数のオーディオトラックをミキシングしてタイミングを調整し、明瞭度と臨場感を高める方法につい
て、Chris および Trish Meyer が Artbeats の Web サイトで概要を説明しています。

オーディオ処理の順序

シーケンスを編集すると、オーディオは以下の順序で処理されます。

クリップ／オーディオオプション／オーディオゲインを使用してクリップに適用されたゲ
イン調整
クリップに適用されたエフェクト
トラック設定（プリフェーダーエフェクト、プリフェーダーセンド、ミュート、フェー
ダー、メーター、ポストフェーダーエフェクト、ポストフェーダーセンド、パン／バラン
スポジションの順序で処理されます）
トラック出力ボリューム（オーディオトラックミキサーの左から右、オーディオトラック
からサブミックストラック、最後にマスタートラックという順序で処理されます）。

初期設定のシグナルパスは、センドを使用したり、トラックの出力設定を変更したりすることで変更
が可能です。

簡単なオーディオ調整

Premiere Pro のオーディオトラックミキサーには多彩な機能が用意されていますが、一部の機能で十分な効果
が得られる場合があります。例えば、DV フッテージから一緒にキャプチャしたビデオとオーディオを使用し
てラフカットを作成し、ステレオトラックとして出力する場合、以下のガイドラインに従ってください。

まず、オーディオトラックミキサーのマスターメーターとボリュームフェーダーを使用し
ます。 レベルが 0 dB を下回っていたり上回っていた場合（赤いクリッピングインジケー
ターが点灯します）、必要に応じてクリップまたはトラックのレベルを調節します。
トラックを一時的にミュートするには、オーディオトラックミキサーの「トラックを
ミュート」ボタンまたはタイムラインパネルのトラックをミュートアイコンを使用しま
す。一時的にほかのすべてのオーディオトラックをミュートするには、オーディオトラッ
クミキサーのソロトラックボタンを使用します。
どのようにオーディオを調整する場合でも、変更内容を適用する範囲（トラック全体また
はクリップ）に注意します。オーディオトラックとオーディオクリップでは編集方法が異
なります。
オーディオトラックミキサーメニューの「トラックの表示切り替え」を使用すると、必要
な情報のみを表示して画面領域を節約することができます。エフェクトおよびセンドを使
用しない場合は、オーディオトラックミキサーの左端にある三角形をクリックして非表示
にすることができます。
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オーディオデータの表示

様々なクリップやトラックのオーディオ設定の表示および編集を行うために、Premiere Pro では同じオーディ
オデータを複数のビューで表示することができます。トラックやクリップのボリュームまたはエフェクトの値
は、オーディオトラックミキサーまたはタイムラインパネルで表示および編集することができます。 トラッ
クの表示が「オーディオのキーフレームを表示」または「トラックボリュームを表示」に設定されている必要
があります。
また、タイムラインパネルのオーディオトラックには、時間の経過に従ってクリップのオーディオを表した波
形が表示されます。波形の高さは、オーディオの振幅（音の大きさや小ささ）を示します。波形が大きいほ
ど、オーディオの音量が大きいことを意味します。オーディオトラックの波形表示は、クリップ内の特定の
オーディオを見つけるのに便利です。
波形を表示するには、マウスホイールを使用するか、またはトラックヘッダーの空白領域をダブルクリックし
ます。

オーディオクリップの表示

タイムラインパネルでは、オーディオクリップのボリューム、ミュート、またはパン時間の変化を示すグラフ
と波形を表示することができます。また、オーディオクリップはソースモニターでも表示することができま
す。ソースモニターは、インポイントおよびアウトポイントを正確に設定する場合に使用すると便利です。
シーケンスを表示する時間単位は、フレーム単位ではなくオーディオ用の詳細な単位を使用することもできま
す。この設定は、オーディオをフレームより細かい単位で編集する場合に便利です。

次のいずれかの操作を行います。

クリップのオーディオ波形をタイムラインパネルに表示するには、オーディオトラッ
クをクリックし、設定／波形を表示をクリックします。

タイムラインパネルに表示されているオーディオクリップをソースモニターに表示す
るには、そのクリップをダブルクリックします。

プロジェクトパネルにあるオーディオクリップをソースモニターに表示するには、そ
のクリップをダブルクリックするか、ソースモニターにドラッグします。クリップに
ビデオおよびオーディオが含まれている場合、オーディオをソースモニターに表示す
るには、「設定」ボタンをクリックし、「オーディオ波形」を選択するか、または
ソースモニターのタイムバーの近くにある「オーディオのみドラッグ」アイコンをク
リックします。

オーディオ用の詳細な時間単位による表示
オーディオトラックミキサー、プログラムモニター、ソースモニター、またはタイムライ
ンパネルで、パネルメニューから「オーディオユニット時間で表示」を選択します。

タイムラインパネルにオーディオ波形が表示されている状態でボリュームレベルを詳
細に表示したい場合は、トラックの高さを高くします。時間をより詳細に表示するに
は、オーディオユニットを使用します。

オーディオトラックミキサーの概要

オーディオトラックミキサーでは、オーディオトラックを聴いたり、ビデオトラックを表示しながら設定を調
整することができます。オーディオトラックミキサーの各トラックはタイムラインに表示されているアクティ
ブシーケンスのトラックに対応しており、タイムラインのオーディオトラックをオーディオコンソール形式の
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レイアウトで表示します。トラックの名前をクリックするとトラック名を変更できます。また、オーディオト
ラックミキサーを使用すると、オーディオをシーケンスのトラックに直接録音することもできます。

オーディオトラックミキサー

A. パン／バランスコントロール B. オートメーションモード C. トラックをミュート／ソロトラック／このト
ラックに録音ボタン D. VU メーターおよびフェーダー E. トラック名 F. クリッピングインジケーター G. マス
ター VU メーターおよびフェーダー 

初期設定では、オーディオトラックミキサーにはすべてのオーディオトラックとマスターフェーダーが表示さ
れ、ボリュームメーターで出力信号レベルがモニターできます。オーディオトラックミキサーに表示されるの
はアクティブシーケンスのトラックのみで、プロジェクト全体のトラックが表示されるわけではありません。
複数のシーケンスで構成されたマスタープロジェクトを作成する場合はマスターシーケンスを作成して、ほか
のシーケンスをそこにネストします。

オーディオトラックミキサーの再生コントロール

A. インポイントへ移動 B. アウトポイントへ移動 C. 再生／停止 D. インからアウトへ再生 E. ループ F. 録画  

オーディオメーターパネルは、オーディオトラックミキサーのマスターメーターのオーディオ表示を反映しま
す。別にオーディオメーターパネルを開いたりワークスペースの任意の場所にドッキングしたりすることがで
きます。オーディオトラックミキサーパネルにより、オーディオミキサー全体が表示されない場合や、マス
ターフェーダーセクションが表示されていない場合でも、オーディオをモニターすることができます。

フェーダーをダブルクリックすると、フェーダーを 0 dB に設定できます。
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オーディオメーターパネル

オーディオミキサー

A. エフェクトとセンドの表示/非表示 B. エフェクト C. センド D. トラック出力設定 E. オートメーションモー
ド 

オーディオトラックミキサーの変更
1. オーディオトラックミキサーメニューから次のいずれかを選択します。

特定のトラックの表示／非表示を切り替えるには、トラックの表示切り替えメニュー
を選択します。表示するトラックを示すチェックボックスをオンにして、「OK」を
クリックします。

VU メーターに、Premiere Pro のトラックレベルではなくハードウェア入力レベルを
表示するには、「メーター入力のみ」を選択します。このオプションが選択されてい
る場合でも、録音中でないすべてのトラックを Premiere Pro でモニターすることが
できます。
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注意：

注意：

時間をビデオフレーム単位ではなくオーディオ用の詳細な単位で表示するには、
「オーディオユニット時間で表示」を選択します。表示単位をサンプルまたはミリ秒
に切り替える場合は、プロジェクト設定ダイアログボックスの「一般」タブを選択し
て、オーディオ「表示形式」オプションを変更します。「オーディオユニット時間で
表示」オプションを使用すると、オーディオトラックメーター、ソースパネル、プロ
グラムパネルおよびタイムラインパネルでの時間表示が変更されます。

エフェクトと送り先の設定領域を表示するには、オーディオトラックメーターの左側
にあるエフェクトとセンドの表示／非表示の三角形をクリックします。

一部のトラックが見えない場合は、オーディオミキサーのサイズを調整するか、
横方向にスクロールします。

エフェクトまたはセンドを追加するには、エフェクトとセンドの設定領域でエフェク
トの選択または送り先の選択用の下向きの矢印をクリックします。次に、表示される
メニューからエフェクトまたはセンドを選択します。

2. レベルメーター内を右クリックして、メニューを使用して視覚的なカラーグラデーション
を表示、可変、固定ピーク、最小値を表示、およびデジベル範囲を設定します。

オーディオトラックミキサーでの特定のトラックのモニター
モニターするトラックのソロトラックボタンをクリックします。

ソロトラックボタンをオンにしたトラックのみが、再生中にモニターされます。

トラックをミュートボタンを使用すると、そのトラックをミュートすることがで
きます。

オーディオメーターパネル
1. ウィンドウ／オーディオメーターを選択します。
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注意：

同位置でソロ

オーディオメーターパネル

A. LED メーター（メーターパネルのグラデーション） B. ソロチャンネル C. クリッピン
グインジケーター D. ピークインジケーター E. 最小値インジケーター 

2. パネルを右クリックして次を実行するオプションを使用します。
固定ピークまたは可変ピークとしてピークを表示する。可変ピークの場合、ピークイ
ンジケーターを 3 秒間のしきい値で常に更新する。固定ピークの場合、インジケー
ターがリセットされるか再生が再開されるまでピークインジケーターが最大音のピー
クを表示する。
最小値を表示する。
カラーグラデーションを表示（メーターがカラーのセグメントで表示されます）。
使用可能なオプションからデシベル範囲を設定する。

オーディオメーターはソースモニターとプログラムモニターの両方の情報を提供
します。

オーディオメーターパネル用にモニターするオプションの設定

オーディオメーターパネルを右クリックして、メニューから目的のオプションを選択します。

スピーカーの割り当てを変えずに 1 つまたは複数のチャンネルをソロにします。例えば、5.1
で右のサラウンドをソロにすると、このチャンネルは右サラウンドのスピーカーからのみ聞こえます。このオ
プションはソースモニターで再生されたすべてのクリップおよびタイムラインパネルで再生されたすべての
シーケンスに使用できます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

モノラルチャンネルをモニター

ステレオペアをモニター

注意：

割り当てにかかわらず、ステレオをモニターする両方のスピーカーから 1 つ
の特定のチャンネルを聞けるようにします。
例えば、ソースモニターで 8 チャンネルアダプティブクリップをモニターすると、左右両方のスピーカーから
チャンネル 4 を聞くことができます。このオプションは次に対して使用できます。
ソースモニターで再生されるアダプティブクリップ
ソースモニターまたはタイムラインパネルのいずれかで再生される複数チャンネルのマス
ターがあるシーケンス

タイムラインで再生される複数チャンネルのマスターがあるシーケンスでのみ使用
できます。例えば、8 チャンネルのマルチチャンネルのマスターシーケンスでは、左右のスピーカーからチャ
ンネル 3 とチャンネル 4 だけをモニターできます。

無効のチャンネルはソースモニターやオーディオメーターパネルには表示されません。

オプションウィンドウでの VST エフェクトのカスタマイズ
1. オーディオトラックミキサーで VST プラグインエフェクトをトラックに適用します。

2. エフェクトとセンドの設定領域でエフェクトをダブルクリックします。

別の トラック Fx エディターが表示されます。

3. オプションコントロールでエフェクトをカスタマイズします。

関連項目
プロジェクト設定の確認
サブミックスの操作
トラックの操作
ステレオトラックのモノラルトラックへの分割
オーディオチャンネルのマッピング
マイクなどのアナログソースからのオーディオの録音
バス、SEND およびマスタートラックへのオーディオのルーティング
ゲインおよびボリュームの調整
オーディオミキサーのミックストラック
タイムラインパネル
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タイムラインパネルでのオーディオの編集

ページの先頭へ

サンプルベースのオーディオのインポイントとアウトポイントの設定
ビデオクリップとオーディオクリップのリンクおよびリンク解除
スプリット編集
ビデオチュートリアル

サンプルベースのオーディオのインポイントとアウトポイントの設定

インポイントとアウトポイントは、タイムベースの区切り位置、つまりビデオフレームの間に設定されます。
フレーム単位の編集でも十分なオーディオ品質を得られますが、さらに高い精度が要求されることがありま
す。例えば、ある音声の 2 つの単語の間にインポイントを設定する場合、単語と単語の間の小さな区切りがフ
レームとフレームの間に位置しないことがあります。ただし、デジタルオーディオは、フレームよりもはるか
に細かいオーディオサンプルに分割されています。ソースモニター、プログラムモニターまたはタイムライン
パネルのタイムラインルーラーをオーディオサンプルユニットに切り替えることで、オーディオのインポイン
トとアウトポイントを正確に設定できます。

ソースモニターまたはプログラムモニターでのタイムラインルーラーからオー
ディオユニットへの切り替え
ソースモニターまたはプログラムモニターのパネルメニューで、「オーディオユニット時
間で表示」を選択します。

サンプルビューでのオーディオの移動
1. ソースモニターまたはタイムラインパネルのタイムラインルーラーをオーディオユニット
に切り替えます。

2. クリップ内を移動するには、次のいずれかの操作を行います。

タイムラインルーラーの再生ヘッド  をドラッグすると、クリップ内をスムーズに
移動できます。

次のフレームボタンまたは前のフレームボタンをクリックすると、再生ヘッド  が
一度にオーディオサンプルを 1 つずつ移動します。

3. ソールモニターまたはタイムラインパネルのタイムルーラーの下にあるズームスクロール
バーの一端をドラッグします。

タイムラインパネルのサンプルビューでのオーディオのトリミング
1. タイムラインパネルのメニューで、「オーディオユニット時間で表示」を選択します。タ
イムラインパネルとプログラムモニターのタイムラインルーラーがサンプルベースの目盛
りに切り替わります。

2. 必要に応じて、編集するクリップが含まれているオーディオトラックを展開し、表示形式
を設定ボタン  をクリックして、「波形を表示」を選択します。
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ページの先頭へ

注意：

3. ズームスライダーを右にドラッグして、クリップのオーディオのインポイントまたはアウ
トポイントを拡大表示します。

4. 次のいずれかの操作を行って、クリップをトリミングします。

インポイントを調整するには、ポインターをクリップのオーディオの左端に合わせ、
ポインターがクリップの最初をトリミングツール  に変わったら、左または右にド
ラッグします。

アウトポイントを調整するには、ポインターをクリップのオーディオの右端に合わ
せ、ポインターがクリップの最後をトリミングツール  に変わったら、左または右
にドラッグします。

5. 波形表示を使用したり、オーディオを再生して、インポイントとアウトポイントの設定が
正しいことを確認します。

ビデオクリップとオーディオクリップのリンクおよびリンク解除

ビデオとオーディオを含むクリップは、プロジェクトパネルでは 1 つの項目（ ）として表示されます。シー
ケンスにクリップを追加する場合、クリップのビデオ部分とオーディオ部分は、それぞれのトラックに個別の
オブジェクトとして表示されます（クリップのビデオソースとオーディオソースの両方を使用すると指定した
場合）。
クリップのビデオ部分とオーディオ部分はリンクされています。タイムラインパネルでビデオ部分またはオー
ディオ部分をドラッグすると、リンクされているもう片方も一緒に動きます。このオーディオとビデオの組み
合わせを、リンククリップと呼びます。タイムラインパネルでは、それぞれのリンククリップに同じクリップ
名が下線付きで表示されます。ビデオクリップには [V] というマーク、オーディオクリップには [A] という
マークが表示されます。
通常、すべての編集機能は、リンクされたクリップのどちらででも機能します。オーディオとビデオを個別に
操作したい場合は、リンクを解除できます。リンクを解除すれば、リンクされていない場合と同様にビデオと
オーディオを使用できます。リンクを解除した場合、クリップ名の下線と [V] や [A] のマークが表示されなく
なりますが、リンク情報は維持されます。クリップを再度リンクすると、非同期の状態と時間が表示されま
す。クリップは、自動的に再同期させることもできます。
もともとリンクしていないクリップをリンクさせることもできます。この機能は、別々に録画／録音したビデ
オクリップとオーディオクリップを同期させる場合に便利です。

ビデオクリップはオーディオクリップにだけリンクでき、ビデオクリップを別のビデオクリップにリ
ンクすることはできません。その代わり、1 つのビデオクリップを複数のオーディオクリップにリンクした
り、複数のオーディオクリップを互いにリンクしたりすることができます。

オーディオとビデオのリンクを解除して別々に編集する方法（J カットと L カット）については、Andrew
Devis のビデオチュートリアルを参照してください。
クリップのリンクおよびリンク解除について詳しくは、「Editor's Guide to Premiere Pro」（Richard
Harrington、Robbie Carman、Jeff Greenberg 共著）からの抜粋を参照してください。

ビデオとオーディオのリンクまたはリンク解除
1. タイムラインで次の操作を行います。

ビデオとオーディオをリンクするには、1 つのビデオクリップとオーディオクリップ
または一連のオーディオクリップを Shift キーを押しながらクリックして選択し、ク
リップ／リンクを選択します。

ビデオとオーディオをリンク解除するには、リンククリップを選択し、クリップ／リ
ンク解除を選択します。

複数のクリップからビデオとオーディオのリンクを解除するには、クリップを選択
し、クリップ／リンク解除を選択します。
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注意：

移動して同期

スリップして同期

ページの先頭へ

クリップのリンクを解除した後、ビデオは選択されたまま、オーディオは選択が
解除されます。

2. （オプション）リンクしたクリップのセットを複数回にわたって使用するには、同期した
クリップのセットを基にネストしたシーケンスを作成し、必要な分だけネストしたシーケ
ンスを別のシーケンスに配置します。詳しくは、選択した複数のクリップからのネストさ
れたシーケンスの作成を参照してください。

リンククリップのトラックの個別編集
タイムラインで Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、リン
クしたクリップの一部をクリックし、各種の編集ツールを使用して編集します。クリップ
の編集が終了したら、クリップを再度選択（クリック）することで、クリップをリンクク
リップとして編集できます。Alt キーまたは Option キーを押しながらオーディオやビデオ
をドラッグすることで、スプリット編集を適切に行うことができます。

非同期になったクリップの自動同期
1. タイムラインパネルで、非同期状態になっているビデオクリップまたはオーディオクリッ
プのインポイントに表示されている値を、右クリックするか Control キーを押しながらク
リックします（この値は、リンクしているビデオクリップまたはオーディオクリップとの
非同期時間を示しています）。

2. 次のようなオプションがあります。

クリップの選択したビデオ部分またはオーディオ部分が移動して、再度同
期します。「移動して同期」を選択すると、同期を確保するために前後のクリップの設定
に関係なく移動し、ほかのクリップと重なった場合はそのクリップを上書きします。

スリップ編集が行われ、クリップの位置自体は移動せずに再度同期さ
れます。
マルチカメラの編集用に複数のクリップをお互いに同期する方法については、マー
カーのあるクリップの同期を参照してください。

スプリット編集

通常、ソースクリップには、インポイントとアウトポイントをそれぞれ 1 つずつ設定します。リンククリップ
（ビデオトラックとオーディオトラックを含むクリップ）の場合も、インポイントとアウトポイントはクリッ
プの両方のトラックに適用されます。シーケンス内に設定すると、標準クリップのオーディオとビデオが同時
に再生されます。スプリット編集（L カット編集または J カット編集とも呼ばれます）を行うために、ビデオ
とオーディオのインポイントとアウトポイントを個別に設定したい場合もあります。シーケンス内に設定する
と、スプリット編集のためにトリミングされたクリップはオーディオを再生してからビデオを再生するか、ま
たはビデオを再生してからオーディオを再生します。

A. J カット用にトリミングされたクリップ B. L カット用にトリミングされたクリップ 
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注意：

ページの先頭へ

スプリット編集
1. 必要に応じて、タイムラインパネルの各トラックのヘッダーをダブルクリックして、調整
するオーディオトラックを展開します。

2. スプリット編集の対象となるクリップの 1 つを選択して、クリップ／リンク解除を選択
します。別のクリップについても同じ操作を繰り返します。

3. ツールパネルからローリングツール  を選択します。

4. 2 つのクリップ間のオーディオ編集ポイントを起点に、右または左へドラッグします。

何も起こらない場合は、オーディオトランジションに対して操作している可能性
があります。表示されているオーディオ編集ポイントにポインターが正しく合っているこ
とを確認してからドラッグしてください。

一般的な編集テクニックとして、Alt キーまたは Option キーを押しながらクリップのオー
ディオやビデオをドラッグして、スプリット編集を素早く行う方法があります。この方法
は、メニューに移動してクリップのリンクを解除するよりも、かなり高速です。

スプリット編集用のソースのインポイントとアウトポイントの設定

通常は、クリップを編集し、ラフカットを作成した後でスプリット編集を行いますが、クリップをシーケンス
に追加する前にソースモニターでスプリット編集を行うことも可能です。

1. ソースモニターでクリップを開き、ビデオまたはオーディオのインポイントまたはアウト
ポイントとして設定するフレームに再生ヘッドを移動します。

2. ソースモニターで、マーカー／スプリットをマークを選択します。そして、ビデオイン、
ビデオアウト、オーディオインまたはオーディオアウトを選択します。

3. 残りのビデオとオーディオのインポイントおよびアウトポイントを設定します（クリップ
のビデオとオーディオのインポイントおよびアウトポイントの設定が異なる場合、クリッ
プをシーケンスに追加すると、ビデオとオーディオの開始時間と終了時間は異なる時間に
なります）。

関連トピック
クリップのトリミング
複数のオーディオクリップのリンク
マーカーのあるクリップの同期

ビデオチュートリアル

オーディオエフェクトを適用する

オーディオエフェクトをプロジェクトに追加
する方法、適切な劇的インパクトを得るため
にオーディオを調整して操作する方法を学習
します。... 詳細
http://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/how-to...

提供者 Abba Shapiro 
http://www.lynda.com/Premi.
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ボリュームレベルの調整

ページの先頭へ

ページの先頭へ

タイムラインまたはプログラムモニターからのボリュームレベルのモニター
キャプチャ中のボリュームレベルのモニター
スクラブ中のオーディオの再生の指定
ゲインおよびボリュームの調整
1 つまたは複数のクリップのノーマライズ
マスタートラックのノーマライズ
キーフレームを使用したトラックボリュームの調整
複数のクリップへのボリュームレベルの適用
エフェクトコントロールでのボリュームの調整
オーディオトラックミキサーでのトラックのボリューム設定
オーディオトラックミキサーでのトラックのミュート
オーディオトラックミキサーのミックストラック

タイムラインまたはプログラムモニターからのボリュームレベルのモニ
ター

タイムラインパネル内のクリップのオーディオレベルをモニターできます。

1. オーディオマスターメーターパネルが開いていない場合は、ウィンドウ／オーディオメー
ターを選択します。

2. プログラムモニターまたはタイムラインパネルを選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

スペースバーを押します。
プログラムモニターで、再生 / 停止（Space）ボタンをクリックします 

オーディオメーターパネルに、タイムラインのオーディオレベルが表示されます。

キャプチャ中のボリュームレベルのモニター

DV または HDV フッテージをキャプチャしているときに、オーディオレベルをモニターすることができま
す。

1. オーディオメーターパネルが開いていない場合は、ウィンドウ／オーディオメーターを選
択します。

2. DV または HDV ソースからビデオをキャプチャします。

オーディオメーターパネルに、キャプチャしているフッテージのオーディオレベルが表示されます。
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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

スクラブ中のオーディオの再生の指定

初期設定では、オーディオが含まれているクリップまたはシーケンスをソースモニター、プログラムモニター
またはタイムライン内でスクラブすると、オーディオが再生されます。この設定を変更して、スクラブ中に
オーディオが再生されないようにすることができます。

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ
（Mac OS）を選択します。

環境設定／オーディオコマンドにキーボードショートカットを割り当てることができま
す。キーボードショートカットの検索を参照してください。

2. 「スクラブ中にオーディオを再生」をオンまたはオフにします。

3. 「OK」をクリックします。

ゲインおよびボリュームの調整

一般的に、ゲインの対象は、クリップの入力レベルまたはボリュームです。ボリュームの対象は、シーケンス
クリップまたはトラックの出力レベルまたはボリュームです。ゲインまたはボリュームのレベルを設定して、
トラックやクリップの間でレベルを揃えたり、トラックまたはクリップのボリュームを変更したりできます。
ただし、デジタル化したときのオーディオクリップのレベルが低すぎると、ゲインまたはボリュームを上げて
もノイズだけが強調されてしまうので注意してください。最適な結果を得るためには、ソースオーディオの録
音またはデジタル化の時点で標準的な方法にしたがって最適なレベルで録音しておく必要があります。これに
より、トラックレベルの調整に集中することができます。
1 つまたは複数の選択されたクリップのゲインレベルを調整するには、「オーディオゲイン」コマンドを使用
します。「オーディオゲイン」コマンドは、オーディオトラックミキサーやタイムラインパネルの出力レベル
設定とは独立に動作しますが、その値は最終ミックスでトラックレベルと組み合わせて使用されます。
シーケンスクリップのボリュームは、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルで調整するこ
とができます。エフェクトコントロールパネルでは、ほかのエフェクトオプションを設定するのと同じ方法で
ボリュームを調整します。ボリュームエフェクトは、通常はタイムラインパネルで調整するほうが簡単です。
トラック出力レベルは、オーディオトラックミキサーまたはタイムラインパネルで制御します。トラックレベ
ルの制御は主にオーディオトラックミキサーで実行しますが、タイムラインパネルのオーディオトラックキー
フレームを使用して制御することもできます。トラックキーフレームはミキサーのオートメーションオプショ
ンの設定を表しているので、オートメーションオプションが「読み取り」、「タッチ」または「ラッチ」に設
定されている場合のみ出力に反映されます。
「マスタートラックをノーマライズ」コマンドを使用して、シーケンス全体のゲインを調整できます。

1 つまたは複数のクリップのノーマライズ
1. 次のいずれかの操作を行います。

マスタークリップのゲインを調整して、タイムラインパネルに追加されるクリップの
すべてのインスタンスを同じゲインレベルにできます。プロジェクトパネルでマス
タークリップを選択します。
シーケンスに既に追加されている、マスタークリップの 1 つのインスタンスだけのゲ
インを調整する場合は、タイムラインパネルでクリップを選択します。
複数のマスタークリップまたはクリップインスタンスのゲインを調整する場合は、プ
ロジェクトパネルまたはシーケンスでクリップを選択します。シーケンスでは、Shift
キーを押しながらクリックしてクリップを選択します。プロジェクトパネルで
は、Shift キーを押しながらクリックして連続するクリップを選択するか、Ctrl キーを
押しながらクリック（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac
OS）して連続していないクリップを選択します。
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ゲインを指定

ゲインの調整

最大ピークをノーマライズ

すべてのピークをノーマライズ

ページの先頭へ

注意：

2. クリップ／オーディオオプション／オーディオゲインを選択します。

オーディオゲインダイアログボックスが開くと、Premiere Pro は選択されたクリップの
ピークの振幅を自動的に計算し、ピークの振幅フィールドに算出された値を示します。一
度算出された値は、選択できるように保存されます。この値は、調整が必要なゲインの量
に対する目安として使用できます。

3. 次のオプションから 1 つ選択し、値を設定して、「OK」をクリックします。

初期設定値は 0.0 dB です。このオプションではゲインを特定の値に指定
できます。この値は、オプションがオフで値がグレー表示されている場合でも、現在のゲ
インに常時更新されます。例えば、2 番目の「ゲインの調整」オプションを使用してゲイ
ンを 1 db 下げると、「ゲインを指定」の値も更新されて、結果を反映したゲインレベル
が表示されます。既にゲイン調整済みのクリップに対してオーディオゲインダイアログを
開くと、現在のゲイン値がフィールドに表示されます。

初期設定値は 0.0 dB です。このオプションでは、指定した dB 分ゲインを
増減できます。このフィールドに 0 以外の値を入力すると、「ゲインを指定」の dB 値が
自動的に更新されて、クリップに適用された実際のゲイン値が表示されます。

初期設定値は 0.0 dB です。このオプションは 0.0 dB 未満の
任意の値に設定できます。例えば、ヘッドルームを考慮して値を -3 dB に設定します。こ
のノーマライズオプションで、選択したクリップの最大ピークの振幅を、指定した値に調
整します。例えば、「最大ピークのノーマライズ」が 0.0 dB に設定されている場合、
ピークの振幅が -6 dB のクリップのゲインは 6 dB 増加されます。複数のクリップを選択
している場合は、最大ピークを持つクリップが指定した値に調整されます。さらに、ほか
のクリップも同じ量だけ調整されて、ゲインの相対的な差を維持します。例えば、クリッ
プ 1 のピークが -6 dB、クリップ 2 のピークが -3 dB であるとします。クリップ 2 が最
大ピークを持つクリップであるため、クリップ 2 は 3 dB 増やされ、指定した 0.0 dB の
ゲインにブーストします。一方クリップ 1 も 3 dB 増やされ、-3 dB にブーストして、選
択した 2 つのクリップ間のゲインオフセットが維持されます。

初期設定値は 0.0 dB です。このオプションは 0.0 dB 未
満の任意の値に設定できます。例えば、ヘッドルームを考慮して値を -3 dB に設定しま
す。このノーマライズオプションで、選択したクリップのピークの振幅を、指定した値に
調整します。例えば、「すべてのピークのノーマライズ」が 0.0 dB に設定されている場
合、ピークの振幅が -6 dB の 1 つのクリップのゲインは 6 dB 増加されます。複数のク
リップを選択している場合は、選択したクリップはすべて 0.0 dB にブーストするために
必要なゲイン量だけ調整されます。

マスタートラックのノーマライズ

シーケンスのマスタートラックのピークボリュームレベルを設定できます。Premiere Pro では、マスタート
ラック全体のフェーダーが自動的に上下に調整されます。トラック内で最も大きな音が、指定した値になりま
す。Premiere Pro では、全体的なボリュームへの調整に比例して、マスタートラックのすべてのキーフレーム
が上下に拡大縮小されます。

Adobe Premiere Pro では、ピークが 0 dB を超えるボリュームの調整は許可されません。

1. ノーマライズするシーケンスを選択します。

2. シーケンス／マスタートラックをノーマライズを選択します。

3. トラックをノーマライズダイアログボックスで、「dB」フィールドに振幅の値を入力し
ます。

4. 「OK」をクリックします。
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ページの先頭へ

クリップキーフレームを表示

クリップボリュームを表示

トラックキーフレームを表示

トラックボリュームを表示

注意：

注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

キーフレームを使用したトラックボリュームの調整

タイムラインパネルのオーディオトラックにあるラバーバンドを使用して、クリップまたはトラック全体に対
してボリュームレベルを調整したり、時間の経過に合わせてボリュームを変化させたりすることができます。

1. オーディオトラック表示の隣にある右向きの三角形をクリックして、オーディオトラック
を展開します。

2. オーディオトラックヘッダーで、キーフレームを表示ボタン  をクリックし、メニュー
から次のいずれかを選択します。

ボリュームレベルなどのオーディオエフェクトをアニメー
トできます。

クリップのボリュームレベルのみを変更できます。

ボリューム、ミュートおよびバランスなど多くのオーディ
オトラックエフェクトをアニメートできます。

トラックのボリュームレベルのみを変更できます。

3. キーフレーム設定のいずれかが設定されている場合、次のいずれかの操作を行います。

「クリップキーフレームを表示」が選択されている場合、オーディオトラックのク
リップ上部のポップアップメニューからボリューム／レベルを選択します。
「トラックキーフレームを表示」が選択されている場合、オーディオトラックのク
リップ上部のポップアップメニューからトラック／ボリュームを選択します。
初期設定でボリューム調整は有効になっています。

オーディオキーフレームを表示している場合は、オーディオクリップをタイムラ
インの別の場所に移動することはできません。オーディオクリップを移動する場合は、
キーフレームを非表示にするか、またはトラックを折りたたみます。

4. 選択ツールまたはペンツールを使用して、ボリュームレベルのラバーバンドを上（ボ
リュームを上げる）または下（ボリュームを下げる）に移動します。

時間の経過に従ってボリュームエフェクトを変化させるには、変更する位置に現
在の時間インジケーター  を配置して、オーディオトラックヘッダーのキーフレーム追
加／削除ボタン  をクリックし、キーフレームを上（ボリュームを上げる）または下
（ボリュームを下げる）にドラッグします。

複数のクリップへのボリュームレベルの適用
1. タイムラインパネルで、1 つのクリップのボリュームを目的のレベルに調整します。

2. 編集／コピーを選択します。

3. 変更を適用するほかのクリップを囲むようにドラッグします。

4. 編集／属性をペーストを選択します。

この手順を行うと、選択した最初のクリップのボリューム設定だけでなく、すべてのエフェクトと属
性が貼り付けられます。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

エフェクトコントロールでのボリュームの調整
1. シーケンス内のオーディオクリップを選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、ボリュームの隣の右向きの三角形をクリックします。

3. 次のいずれかの操作を行います。

レベルの値を入力します。負の値を入力するとボリュームレベルが下がり、正の値を
入力するとボリュームレベルが上がります。値 0.0 は、調整をしない、オリジナルの
クリップのボリュームレベルを表します。
レベルの隣の右向きの三角形をクリックしてエフェクトオプションを表示し、スライ
ダーを使用してボリュームレベルを調整します。
エフェクトコントロールパネルのクリップのタイムラインの先頭に、キーフレームが
自動的に作成されます。

4. （オプション）時間の経過に従ってボリュームエフェクトを変更する場合には、エフェク
トコントロールパネルで時間インジケーターを移動し、ボリュームレベルのグラフを調整
します。

時間インジケーターを移動して調整を行うたびに、新しいキーフレームが作成されます。
キーフレームグラフを編集して、キーフレーム間の補間を調整することもできます。必要
に応じてこの手順を繰り返します。

オーディオトラックミキサーでのトラックのボリューム設定
オーディオトラックミキサーで、トラックのボリューム設定を調整します。

オートメーションがトラックに適用されている場合、この方法を使用することは
できません。トラックのオートメーションキーフレームが既に適用されていて、レベルが
時間の経過とともに変化する場合は、トラックをサブミックスへセンドし、サブミックス
のレベルを設定することで、トラックレベルが均一になるよう調整できる場合がありま
す。

オーディオトラックミキサーでのトラックのミュート
オーディオトラックミキサーで、「M」アイコンをクリックします。

ミュートしても、エフェクトおよびセンドなどのプリフェーダーアイテムには影
響しません。また、トラックをミュートボタンの状態は、オートメーションオプションの
設定に影響されます。トラック単位で出力を完全にミュートする場合は、タイムラインパ
ネルでトラックのスピーカーアイコンをクリックします。

オーディオトラックミキサーのミックストラック

オーディオトラックミキサーを使用すると、複数のオーディオトラックに対してボリュームレベルを相対的に
設定できます。例えば、一方のトラックでナレーターの声を大きくしていくと同時に、他方のトラックでバッ
クグラウンドの音楽を小さくしていくことができます。また、選択されたすべてのトラックのオーディオを含
む完全なミキシングの全体的なボリュームレベルを、上げたり下げたりすることができます。オーディオト
ラックミキサーを使用すると、目的のトラックを再生しながら、リアルタイムでこれらの調整を行うことがで
きます。初期設定では、オーディオトラックミキサーを使用した各オーディオトラックのボリューム調整は、
タイムラインパネルのトラックに表示されるトラックボリュームキーフレームに保存されます。ミキシング全
体に対するボリューム調整は、タイムラインパネルのマスターオーディオトラックに表示されるトラックボ
リュームキーフレームに保存されます。
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1. 複数のオーディオトラックにオーディオが含まれているシーケンスを選択します。

2. ウィンドウ／オーディオトラックミキサーを選択します。

オーディオトラックミキサーパネルが、タイムラインパネルの各オーディオトラックがミ
キサーのバスに割り当てられた状態で、中央のドロップゾーンに表示されます。

3. 変更するオーディオトラックミキサーのすべてのトラックに対して「ラッチ」、「タッ
チ」または「書き込み」を選択します。

4. タイムラインパネルで、各オーディオトラックで「キーフレームを表示」ボタンをクリッ
クします。 次にドロップダウンメニューから「トラックキーフレームを表示」、または
「トラックボリュームを表示」を選択します。

5. オーディオトラックミキサーパネルの左下で、再生と停止ボタン  をクリックしてシー
ケンスを再生し、オーディオをモニターします。

6. サウンドをモニターしながら、各オーディオトラックのボリュームスライダーを上下に動
かして、ボリュームを調整します。

7. サウンドをモニターしながら、マスタートラックのボリュームスライダーを上下に動かし
て、ミキシング全体のボリュームを調整します。

トラックボリュームキーフレームが、ボリューム調整を行ったマスタートラックおよびすべてのトラックに対
して表示されます。

関連トピック
HD、DV または HDV ビデオのキャプチャ
サウンドトラックへの変更の記録
チャンネルボリュームエフェクト
ボリュームエフェクト
キーフレームの選択
キーフレームグラフの編集（エフェクトコントロールパネル）
サウンドトラックへの変更の記録
キーフレームの削除
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オーディオクリップミキサーを使用したモニタークリップのボ
リュームおよびパン

ページの先頭へ

オーディオクリップミキサーでは、オーディオクリップミキサーがフォーカスされる前に、ソースモニターパ
ネルよりも後にオーディオトラックミキサーまたはプログラムモニターがフォーカスされた場合、タイムライ
ンパネルの再生ヘッドの下のクリップのボリュームやパンを調整できます。
また、オーディオクリップミキサーがフォーカスされる前に、タイムライン、オーディオトラックミキサーま
たはプログラムモニターパネルより後にソースモニターのクリップがフォーカスされた場合、そのクリップの
ボリュームおよびパンを監視してい調整することもできます。
オーディオクリップミキサーにアクセスするには、メインメニューからウィンドウ／オーディオクリップミキ
サーを選択します。

オーディオクリップミキサー

オーディオクリップミキサーの概要

オーディオクリップミキサーはインスペクタと同様に動作します。フェーダーはクリップのボリュームレベル
にマップされ、パン/バランス制御はクリップのパンナーにマップされます。
タイムラインパネル、プログラムモニターパネルまたはオーディオトラックミキサーにフォーカスがある場
合、タイムラインで再生ヘッドの現在の場所がオーディオクリップミキサー内のチャンネルにマッピングされ
ます。
クリップミキサーには、再生ヘッドにクリップがある場合にのみクリップオーディオを表示します。トラック
にギャップが含まれている場合、ギャップが再生ヘッドの下にあると、クリップミキサー内の対応するチャン
ネルが空白になります。
例えば、下のタイムラインで、トラック A2 は空白です。
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トラック A2 が空白

再生ヘッドの下にギャップがある（トラック A2 が空白である）ため、クリップミキサーに空白のチャンネル
A2 が表示されます。

再生ヘッドの場所でトラック A2 が空白のクリップミキサー

クリップミキサーでは、クリップボリューム、チャンネルボリューム、およびクリップのパンを調整できま
す。クリップミキサー内のトラックは拡張可能です。トラックの高さと幅およびそのメーターは、シーケンス
内のトラック数およびパネルの高さと幅に応じて異なります。
チャンネルボリュームを表示するには、クリップミキサーを右クリック/Ctrl を押しながらクリップミキサーを
クリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「チャンネルボリュームを表示」を選択します。デフォ
ルトでは、このオプションが無効になっています。
キーフレームを書き込みボタンの状態によって、ボリュームまたはパンナーに対して行える変更内容が決まり
ます。
キーフレームを書き込みボタンが押されている場合、ボリュームまたはパンの調整中に、現在の再生ヘッドの
位置にキーフレームを追加します。また、再生ヘッドの下にキーフレームがある場合、現在のキーフレームを
更新します。
キーフレームを書き込みボタンが押されていない場合、現在のセグメントを移動します。

コミュニティリソース：
Josh Weiss によるビデオチュートリアル：オーディオクリップミキサーの使用
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キーワード： オーディオクリップミキサー、クリップミキサー、オーディオミキサー、オーディオのミキシ
ング、ビデオクリップミキサー

  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

オーディオクリップミキサーのオートメーションモード

クリップミキサーの右上にあるポップアップメニューから、トラックのオートメーションモードを設定できま
す。例えば、再生中にトラックのボリュームフェーダーまたはパン制御をドラッグすると、次回のオーディオ
再生時に、オートメーションモードを、「タッチ」または「ラッチ」に設定したトラックが、指定した調整で
再生されます。クリップミキサーのチャンネルを調整すると、タイムラインパネルにキーフレームが作成さ
れ、それぞれのトラックに対して変更内容が適用されます。逆に、タイムラインパネルで追加または変更した
オーディオトラックキーフレームは、クリップミキサーの（フェーダー位置などの）値に反映されます。
オーディオトラックごとに、これらのオプションのいずれかを選択できます。これによって、ミキシング処理
中のトラックのオートメーション状態が決まります。
キーフレームモードラッチ：プロパティの調整を開始するまでオートメーションは開始さ
れません。初期のプロパティ設定は前の調整内容が反映されています。
キーフレームモードタッチ：プロパティの調整を開始するまでオートメーションは開始さ
れません。プロパティの調整を中断すると、オプション設定は、現在のオートメーション
に変更を加える前の状態に戻ります。戻る速度は環境設定のオーディオ設定内にある「自
動一致時間」オプションで指定します。
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パンおよびバランス

注意：

オーディオトラックミキサーでのパンおよびバランス
ステレオトラックへのパンまたはバランスの適用
5.1 サラウンドトラックへのパンまたはバランスの適用
アダプティブ（マルチチャンネル）トラックへのパンまたはバランスの適用
タイムラインパネルでのトラックへのパンまたはバランスの適用

初期設定では、すべてのオーディオトラックはシーケンスのマスターオーディオトラックに出力されますが、
サブミックストラックを作成することもできます。あらゆるトラックからサブミックストラックにオーディオ
を出力することができます。その後、サブミックストラックからマスタートラックにオーディオを出力するこ
とができます。オーディオトラックをサブミックストラックまたはマスタートラックの入力として使用するこ
とができます。サブミックストラックを、オーディオトラックの出力として使用したり、マスタートラックの
入力として使用できます。同じシーケンス内の異なるトラックに、異なる数のチャンネルを含めることができ
ます。例えば、モノラルのオーディオトラックからステレオのサブミックストラックに出力を送って、ステレ
オのサブミックストラックから 5.1 チャンネルのマスタートラックに出力を送ることができます。
入力トラックと対応する出力トラックのチャンネル数が異なる場合は、入力トラックの各チャンネルから出力
トラックの各チャンネルに送る信号の割合を指定します。例えば、モノラルのオーディオトラックの 80％の
信号をステレオのサブミックストラックの左チャンネルに送り、20％を右チャンネルに送ることができます。
このことをバランスといいます。ステレオ出力トラックへ送るオーディオのバランスを調整するには、オー
ディオトラックミキサーの左／右パンダイヤルを使用します。5.1 出力トラックへ送るオーディオのバランス
を調整するには、オーディオトラックミキサーの 5.1 パンナーコントロールを使用します。
左／右パンダイヤルは、トラックの出力先としてステレオトラックを選択した場合だけオーディオトラックミ
キサーに表示されます。5.1 パンナーコントロールは、トラックの出力先として 5.1 チャンネルトラックを選
択した場合だけトラックに表示されます。オーディオトラックのチャンネル数と出力トラック（一般的にマス
タートラック）のチャンネル数との関係によって、パンおよびバランスオプションをオーディオトラックに適
用できるかどうかが決まります。
パンとは、時間の経過とともにあるチャンネルから別のチャンネルに音を移動することです。例えば、ビデオ
フレームの右側から左側に車が通りすぎるシーンの場合、車の音が含まれているチャンネルをパンして、画面
の右側から再生が開始され、左側で終了するようにすることができます。

必要に応じて、バランスオーディオエフェクトをクリップに適用して、バランスを調節することがで
きます。この方法は、トラックでのバランス調節では不十分な場合にのみ使用してください。

オーディオトラックミキサーでは、トラックのレベルメーターの数がチャンネル数を示しています。出力ト
ラックは、各トラックの下部にあるトラック出力設定メニューに表示されます。トラックのオーディオに対し
て、出力トラックでパンまたはバランスを適用することができるかどうかは、以下の条件によって異なりま
す。

モノラルトラックをステレオまたは 5.1 サラウンドのトラックに出力する場合は、パンを
適用することができます。
ステレオトラックをステレオまたは 5.1 サラウンドのトラックに出力する場合は、バラン
スを適用することができます。
出力トラックのチャンネル数がほかのオーディオトラックより少ない場合、Premiere Pro
は出力トラックのチャンネル数に合わせてミックスダウンします。
オーディオトラックと出力トラックが両方ともモノラルまたは 5.1 サラウンドの場合、パ
ンおよびバランスを適用することはできません。どちらの場合も、トラックは 1:1 対応に
なります。
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ページの先頭へ

初期設定の出力トラックはマスターオーディオトラックですが、シーケンスにはサブミッ
クストラックを使用することができます。サブミックストラックは別のオーディオトラッ
クの出力先としても、マスタートラック（または別のサブミックストラック）のオーディ
オソースとしても使用することができます。このため、サブミックストラックを出力先と
するトラックでパンまたはバランスを適用できるかどうかは、サブミックストラックの
チャンネル数によって決定されます。また、サブミックストラックでパンまたはバランス
を適用できるかどうかは、サブミックストラックの出力トラックのチャンネル数によって
決定されます。

オーディオトラックミキサーでのパンおよびバランス

オーディオトラックミキサーには、パンおよびバランスで使用するコントロールが用意されています。モノラ
ルまたはステレオのトラックがステレオトラックに出力される場合は、丸いつまみが表示されます。このつま
みを回すと、左右の出力チャンネルのオーディオにパンまたはバランス設定をすることができます。モノラル
またはステレオのトラックが 5.1 サラウンドトラックに出力される場合は、四角いトレイが表示されます。ト
レイには、5.1 サラウンドオーディオにより創り出される二次元のオーディオフィールドが表示されます。ト
レイの内側に表示されるパック（黒い点）を移動させることにより、5 つのスピーカーから出力されるオー
ディオに対してパンまたはバランス設定をすることができます。各スピーカーは、トレイの四隅および辺の上
にポケットとして表されています。トレイには、5.1 サラウンドオーディオトラックのセンターチャンネルに
出力する割合およびサブウーファーボリュームを変更するためのコントロールも用意されています。トラック
の出力先となるサブミックストラックまたはマスタートラックのチャンネル数の方が少ない場合、パンコント
ロールは表示されません。したがって、5.1 サラウンドではパンまたはバランスを調整するコントロールを使
用することはできません。マスタートラックは、別のトラックへルーティングされることがないため、パンま
たはバランスのコントロールは用意されていません。ただし、シーケンスを別のシーケンスのトラックの 1 つ
として使用している場合は、シーケンス全体にパンまたはバランスを適用することができます。
パン設定を時間の経過とともに変化させるには、オーディオトラックミキサーを使用するか、タイムラインパ
ネルでキーフレームをトラックのパンオプションに適用します。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ステレオトラック用のオーディオトラックミキサーノブ

5.1 トラックのパンおよびバランスのコントロール

パンまたはバランスの設定を的確にモニターするには、コンピューターまたはオーディオカードの出力が
適切なスピーカーに接続されていることと、すべてのスピーカで配線の接続が正しいことを確認してくだ
さい。

ステレオトラックへのパンまたはバランスの適用
オーディオトラックミキサーで、次のいずれかの操作を行います：

パン制御つまみまたはつまみの下に表示されている値をドラッグします。
パン制御つまみの下の値をクリックし、新しい値を入力して、Enter キー
（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

5.1 サラウンドトラックへのパンまたはバランスの適用
1. オーディオトラックミキサーで、トレイ内のパックをクリックしてドラッグします。パッ
クを左、右またはセンターチャンネルへスナップするには、トレイの端にあるポケットへ
ドラッグします。
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ページの先頭へ

注意：

2. センターチャンネルに出力する割合を調整するには、センターパーセントつまみをドラッ
グします。

3. 必要に応じて、へ音記号アイコン  の上にあるつまみをドラッグして、LFE（サブウー
ファー）チャンネルのレベルを変更します。

アダプティブ（マルチチャンネル）トラックへのパンまたはバランスの
適用

アダプティブ/マルチチャンネルマスターオーディオトラックが含まれるシーケンスを処理する場合、「ト
ラック出力の割り当てを設定」ボタンをクリックするか、またはトラックヘッダーを右クリックして「トラッ
ク出力設定」オプションを選択し、出力チャンネルを割り当てます。「トラック出力設定」ダイアログボック
スが表示され、マトリックス上のマッピングをマークできます。

オーディオトラックミキサーの「トラック出力の割り当てを設定」ボタン

「トラック出力設定」ダイアログボックス

「ダイレクト出力設定」ボタンではマトリックス上のマッピングをマークでき、その右側にあるラベ
ルではマッピングをすばやく調べることができます。 

1. オーディオトラックミキサーが開いていない場合は、ウィンドウ／オーディオトラックミ
キサーを選択してから、使用するマルチチャンネルシーケンスを選択します。

「ダイレクト出力設定」ボタンの横にあるラベルには、初期状態のトラックのチャンネル
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

ページの先頭へ

が、どのマスタートラックチャンネルに自動的に割り当てられたかが表示されます。ト
ラックを追加作成すると、追加されたトラックのチャンネル数に応じて、マルチチャンネ
ルマスタートラックのチャンネル 1、チャンネル 1 ～ 2 またはチャンネル 1 ～ 6 のいず
れかに自動でチャンネルが割り当てられます。「ダイレクト出力設定」ボタンをクリック
すると、割り当てを変更できます。

2. オーディオトラックミキサーで「ダイレクト出力設定」ボタンをクリックして、マスター
トラックの チャンネルから 1 つのチャンネルを選択し、トラックのチャンネルに割り当
てます。

トラックのセンドをマルチチャンネルシーケンスのマスタートラックに割り当て
ることはできません。

タイムラインパネルでのトラックへのパンまたはバランスの適用
1. 必要に応じて、タイムラインパネルでトラック名の隣の右向きの三角形をクリックして、
トラックの表示を展開します。

2. トラック名の左下にあるキーフレームを表示ボタン  をクリックして、メニューから
「トラックキーフレームを表示」を選択します。

3. トラックの左上の「トラック：ボリューム」をクリックして、メニューからパンナー／バ
ランスまたはパンナー／パンを選択します（5.1 サラウンドオーディオの場合、編集した
い定位をパンナーメニューから選択します）。

4. （オプション）時間の経過に従ってパンまたはバランスコントロールを調整する場合に
は、時間インジケーターを移動し、キーフレームの追加／削除アイコン  をクリックし
ます。

5. 選択ツールまたはペンツールを使用して、レベルを調整します。

6. （オプション）時間の経過に従ってパンまたはバランスコントロールを調整する場合に
は、必要に応じて手順 4 と 5 を繰り返します。

以下も参照してください
キーフレームの操作
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オーディオの録音

ページの先頭へ

アナログオーディオのキャプチャ
キャプチャしたオーディオの保存場所の設定
録音用オーディオ入力チャンネルの準備
マイクなどのアナログソースからのオーディオの録音
タイムラインからオーディオトラックにボイスオーバーを録音する
録音中の入力のミュート

新規にシーケンスを作成してオーディオトラックに録音することもできれば、既存のシーケンスのオーディオ
トラックに録音することも可能です。Premiere Pro では、録音はオーディオクリップとして保存され、プロ
ジェクトに追加されます。
オーディオを録音する前に、コンピューターにサウンド入力があることを確認します。Premiere Pro
は、ASIO（Audio Stream Input Output）デバイス（Windows）およびコアオーディオデバイス（Mac OS）
をサポートしています。多くのデバイスには、スピーカー、マイクケーブル、ブレイクアウトボックス接続用
のコネクタが備わっています。
サウンド入力デバイス接続用の ASIO デバイスまたはコアオーディオデバイスがコンピューターに組み込まれ
ている場合には、サウンドデバイスの設定と入力ボリュームレベルオプションが正しく設定されていることを
確認します。詳しくは、オペレーティングシステムのヘルプを参照してください。
Premiere Pro で、オーディオハードウェアの環境設定で初期設定のデバイスオプションを設定して、録音時に
使用する入力チャンネルを指定します。
入力デバイスを接続し、すべての準備が整ったら、Premiere Pro のオーディオトラックミキサーを使用して
オーディオを録音できます。オーディオトラックミキサーを使用して、モニターするレベルを調整します。
また、オーディオトラックミキサーワークフローを使用することなく、タイムラインから直接オーディオト
ラックにボイスオーバーを録音することもできます。
録音したオーディオからオーディオクリップが作成され、タイムラインパネルとプロジェクトパネルの両方に
追加されます。

アナログオーディオのキャプチャ

アナログカセットやマイクからの入力など、デジタル形式になっていないオーディオを使用する場合は、オー
ディオまたはオーディオ／ビデオ対応のデジタイザ／キャプチャカードを使用してオーディオをデジタル化す
る必要があります。
重要事項
デジタル化したときのオーディオ品質とオーディオファイルのサイズは、デジタイズした
オーディオのサンプルレート（1 秒あたりのサンプル数）とビット深度（1 サンプルあた
りのビット深度）によって異なります。また、ステレオオーディオをデジタイズすると、
モノラルオーディオの 2 倍のディスク容量が必要になります。
これらのパラメーターをプロジェクト設定ダイアログボックスの「キャプチャ」セクショ
ンで制御することで、アナログオーディオをデジタル形式で表現する際の精度を設定する
ことができます。サンプルレートとビット数を高くすると音質が向上しますが、ファイル
サイズもそれに応じて大きくなります。
最終的な書き出し品質や再生品質より高くなる場合でも、使用しているコンピューターで
処理できる最高の品質でオーディオをキャプチャすることをお勧めします。品質的に余裕
を持ってキャプチャすることで、ヘッドルーム（マージン）を取ることができるので、

444



ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

オーディオゲインを調整したり、イコライザやダイナミックレンジの圧縮／展開を適用す
るときに品質を保つことができます。
DV 形式では、2 組の独立したステレオオーディオを録音することができます
が、Premiere Pro では 1 組のステレオオーディオのみをキャプチャできます。DV ハード
ウェアによっては、ステレオペア 1、ステレオペア 2 または両方のステレオペアの組み合
わせを選択することができます。詳しくは、DV ハードウェアのマニュアルを参照してく
ださい。

キャプチャしたオーディオの保存場所の設定
1. ファイル／プロジェクト設定／スクラッチディスクを選択します。

2. 「キャプチャしたオーディオ」で保存先を選択し、「OK」をクリックします。

録音用オーディオ入力チャンネルの準備

トラックの録音を有効にすると、環境設定ダイアログボックスの「オーディオハードウェア」セクションで指
定した初期設定のデバイスチャンネルから、トラックに録音することができます。このダイアログボックスに
表示される「ASIO 設定」ボタン（Windows のみ）をクリックすると、コンピューターに接続されているオー
ディオ入出力を設定することができます。サブミックスおよびマスタートラックには、常にシーケンス内のト
ラックのオーディオが入力されるので、このトラックに録音機能を使用することはできません。

マイクなどのアナログソースからのオーディオの録音
1. 入力オーディオデバイスが指定されていることを確認します。詳しくは、初期設定のオー
ディオデバイスの指定を参照してください。

2. 入力デバイス（マイクなどのオーディオデバイス）がコンピューターまたはサウンドカー
ドに正しく接続されていることを確認します。

マイクから録音する場合は、お使いのコンピューターまたはサウンドカードのマニュ
アルを参照して、マイク入力ジャックがモノラルとステレオのどちらであるかを確認
し、ジャックに合ったマイクを使用してください。ノイズ、チャンネルの不足、音が
途切れる、無音などの問題は、モノラルマイクをステレオジャックに挿入したこと、
またはステレオマイクをモノラルジャックに挿したり、ステレオマイクをモノラル
ジャックに挿していることが原因の場合もあります。

3. マイクから録音する場合は、コンピューターのスピーカーをオフにして、フィードバック
やエコーの発生を防ぎます。

オーディオトラックミキサーを使用してオーディオを録音することも、タイムラインで直接オーディオトラッ
クにボイスオーバーを録音することもできます。

オーディオトラックミキサーを使用してオーディオを録音する
1. （オプション）必要に応じて、録音するチャンネル数に適したタイムラインにオーディオ
トラックを追加します。例えば、チャンネルが 1 つしかないモノラルマイクで音声を録
音する場合、モノラルオーディオトラックに録音します。トラックの操作を参照してくだ
さい。オーディオトラックミキサーに、タイムラインに追加したトラックごとに 1 つの
トラックが表示されます。

複数のトラックに録音する場合、この手順を繰り返す必要があります。

2. オーディオトラックミキサーで、オーディオデバイスに追加したトラックの、このトラッ

445



注意：

注意：

ページの先頭へ

クに録音アイコン（「R」アイコン）をクリックします。

3. トラック入力チャンネルメニューから録音する入力チャンネルを選択します。

トラック入力チャンネルメニューは、このトラックに録音アイコンをクリックす
るとアクティブになります。

4. （オプション）新しいシーケンスを作成します。

既存のシーケンスに録音することもできます。これは、ナレーションの録音な
ど、シーケンスの再生を見ながら音声を録音したい場合にとても便利です。既存のシーケ
ンスにナレーションを録音する場合は、オーディオトラックミキサーで、録音しようとし
ているトラックのソロトラックアイコン（「S」アイコン）をクリックすることをお勧め
します。このアイコンをクリックすると、ほかのオーディオトラックがミュートされま
す。

5. （オプション）録音しようとしているオーディオトラックを選択します。

6. （オプション）入力デバイスのレベルを調整して、録音レベルを適切に設定します。

7. オーディオトラックミキサーパネルメニューの「メーター入力のみ」を選択して、サウン
ドカードの入力のみをメーターに表示します。

8. オーディオトラックミキサーの下部にある録音ボタン  をクリックして、オーディオト
ラックミキサーを録音モードにします。

9. 選択したアナログソースを再生するか、ナレーターにマイクに向かって声を出してもら
い、入力レベルをテストします。オーディオトラックミキサーのレベルメーターで対象の
オーディオトラックのオーディオレベルがクリップしていないかどうかを確認します。

10. （オプション）テストを終えたら、オーディオトラックミキサーパネルメニューの「メー
ター入力のみ」の選択を解除し、プロジェクトのオーディオトラックもメーターに表示す
るようにします。

11. 再生／停止ボタン  をクリックして録音を開始します。

12. 必要に応じて、レコード中にトラックボリュームのスライダーを上（音を大きくする）ま
たは下（音を小さくする）に調整して、目的のモニターレベルを維持します。

オーディオがクリップされると、VU メーターの上部の赤いインジケーターが点灯しま
す。オーディオレベルがクリッピングの発生しないレベル内におさまるように録音してく
ださい。通常、音の大きいオーディオの音域を 0 dB 付近、音の小さいオーディオを -18
dB 付近にします。

13. 停止アイコン  をクリックして録音を停止します。

録音されたオーディオは、オーディオトラックにインスタントクリップとして、またプロ
ジェクトパネルにマスタークリップとして表示されます。いつでもプロジェクトパネルで
クリップを選択し、名前を変更したり削除したりすることができます。

タイムラインからオーディオトラックにボイスオーバーを録音する

タイムラインから直接オーディオトラックにボイスオーバーを録音するには、次の手順に従います。

1. ボイスオーバー録音ボタンを表示する
ボイスオーバー録音ボタン を使用すると、タイムラインで直接オーディオトラックに
ボイスオーバーを録音できます。タイムラインヘッダーにボイスオーバー録音ボタンを表
示するには、次の手順を実行します：

a. タイムラインでボイスオーバーを追加するトラックを選択します。
b. タイムラインで「設定」ボタンをクリックし、オーディオヘッダーのカスタマイズを
選択します。

c. 表示されるボタンエディターダイアログボックスで、ボイスオーバー録音ボタンを
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目的のオーディオトラックにドラッグ＆ドロップし、「OK」をクリックします。

2. ボイスオーバー録音ワークフローを開始する
次の手順を実行して、ボイスオーバー録音ワークフローを開始します。
インとアウトの範囲をマークしてオーディオ録音を挿入します。
ボイスオーバーを挿入する開始ポイントに再生ヘッドを配置します。

3. プリロールカウントダウンを表示します
インとアウトの範囲をマークするか、再生ヘッドを配置したら、ただちにボイスオーバー
録音ワークフローを開始します。プリロールカウントダウンがプログラムモニターにオー
バーレイとして表示されます。

プリロールカウントダウンは、録音を準備して開始するタイミングを指示するための視覚
的なキューです。録音はカウントダウンがゼロになったら開始します。ボイスオーバー録
音設定ダイアログボックスでプリロールカウントダウンのデュレーションを指定できま
す。
コンテキストメニューから「ボイスオーバー録音設定」を選択すると、タイムラインから
直接ボイスオーバー録音設定にアクセスできます。

タイムラインからボイスオーバー設定にアクセスする

プリロールカウントダウンおよびポストロールカウントダウンのデュレーションを指定で
きます。「カウントダウンサウンドキュー」チェックボックスをオンにすると、録音のス
テータスを示すビープ音が鳴ります。このようなビープ音はボイスオーバーに録音されま
せん。

4. 録画の開始
オーディオトラックのヘッダーにあるボイスオーバー録音ボタン  をクリックして、録
音を開始します。ステータスメッセージ「レコーディング中...」がプログラムモニターの
下に表示され、録音がオンになっていることを示します。
定義済みのインとアウトの範囲を使用する場合、ボイスオーバー録音ボタンのクリックで
開始点、終了点を決める必要はありません。再生ヘッドがタイムラインのインポイントに
達すると、録音が自動的に開始されます。

5. 録画の終了
定義済みのインとアウトの範囲を使用する場合、再生ヘッドがタイムラインのアウトポイ
ントに達すると、録音が終了します。プログラムモニターのステータスメッセージが「完
了しています...」に変わります。定義済みのインとアウトの範囲を使用しない場合、ボイ
スオーバー録音ボタンをもう一度押すか、スペースバーを押して、手動で録音を停止しま
す。
録音が完了すると、録音のオーディオファイルが作成されます。オーディオファイルは新
しいプロジェクト項目としてプロジェクトパネルに読み込まれます。

録音中の入力のミュート

入力をミュートすると、コンピューターにスピーカーが接続されている場合に、フィードバックやエコーの発
生を防ぐことができます。
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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

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ
（Mac OS）を選択します。

2. 「タイムラインへの録音中に入力をミュート」を選択します。

以下も参照してください。
初期設定のオーディオデバイスの指定
ASIO デバイス設定の指定（Windows のみ）
初期設定のオーディオデバイスの指定
オーディオハードウェア環境設定
Premiere Pro Wikia: Setting upa USB microphone for use with Premiere Pro on Windows XP
スクラッチディスクの指定によるシステムパフォーマンスの改善
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サウンドトラックへの変更の記録
オーディオミックスの録音中のトラックプロパティの保持
オーディオトラックミキサーのオートメーションモード
タッチモードと読み取りモードの「自動一致時間」の設定読み取りモードの「自動一致時間」の設定
自動キーフレーム作成の指定

オーディオトラックミキサーを使用すると、シーケンスの再生中にオーディオトラックに変更を適用できます。これらの変更は、すぐに反映され
ます。トラックまたはそのセンドのボリューム、パンおよびミュート設定を調整できます。バイパス設定などのトラックエフェクトに関するすべ
てのエフェクトオプションを調整できます。
オーディオトラックミキサーは変更をオーディオトラックのトラックキーフレームに記録します。ソースクリップには変更は適用されません。

複数トラックのシーケンスを調整する場合は、一度に 1 つずつトラックを調整することをお勧めします。シーケンスを再生しながら、1 つのト
ラックにコントロールを追加します。次に、ほかのトラックにコントロールを追加しながら、最初のシーケンスをもう一度先頭から再生しま
す。トラックのオートメーション設定が「なし」または「読み取り」に設定されている場合、最初のトラックに適用した変更は保持されます。

サウンドトラックへの変更の記録

オーディオトラックミキサーの各チャンネルは、タイムラインのオーディオトラックと対応しています。オーディオトラックミキサーの各チャン
ネルのコントロールを使用して、対応するオーディオトラックへの変更を記録することができます。例えば、オーディオ 1 トラックのクリップの
ボリュームレベルを変更するには、オーディオトラックミキサーのオーディオ 1 チャンネルにあるボリュームスライダーを使用します。

1. タイムラインパネルまたはオーディオトラックミキサーパネルで、現在の時間をオートメーション変更の記録を開始する時間
に設定します。

オーディオトラックミキサーでは、現在の時間をパネルの左上隅で設定することができます。

2. オーディオトラックミキサーで、変更するトラックの最上部にあるオートメーションモードメニューから、適切なオートメー
ションモードを選択します。変更を録音するには、「なし」または「読み取り」以外のモードを選択します（詳しくは、オー
ディオトラックミキサーのオートメーションモードを参照）。

3. （オプション）書き込みオートメーションモード中にプロパティの設定を保護するには、エフェクトまたはセンドを右クリッ
ク（Windows）、または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、メニューから「書き込み中保護」を選択しま
す。

4. オーディオトラックミキサーで、次のいずれかの操作を行います：

オートメーションを開始するには、、オーディオトラックミキサーの再生ボタン  をクリックします。
シーケンスを連続ループ再生するには、ループボタン  をクリックします。
インポイントからアウトポイントまで再生するには、インからアウトへ再生ボタン  をクリックします。

5. オーディオの再生中に、オートメーションが可能なプロパティのオプションを調整します。

6. オートメーションを停止するには、再生と停止ボタンをクリックします。

7. 変更をプレビューするには、現在の時間を変更開始時点に変更して、再生と停止ボタンをクリックします。 

8. 作成したキーフレームを表示するには、次の操作を行います。

[substeps]
変更したオーディオトラックの先頭にあるキーフレームを表示ボタン  をクリックして、「トラックキーフレーム」を選
択します。
変更したオーディオクリップの左上にあるクリップヘッダーをクリックして、ポップアップメニューから記録した変更の種
類を選択します。例えば、ボリュームを変更した場合は、トラック／ボリュームを選択します。
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なし

読み取り

書き込み

ラッチ

タッチ

ページの先頭へ

[/substeps]

この手順を実行すると、変化ラインに沿ってオーディオトラックミキサーで記録したキーフレームが表示されます。これらの
キーフレームは、タイムラインのほかのキーフレームと同様に編集できます。

オーディオミックスの録音中のトラックプロパティの保持

オーディオミックスの録音中に、プロパティの設定を保持できます。これにより、選択したプロパティが編集されるのを防ぐことができます。
シーケンスのすべてのトラックのプロパティが保護されます。

トラックのエフェクトとセンドの設定領域で、エフェクトまたはセンドを右クリック（Windows）、または Control キーを押し
ながらクリック（Mac OS）して、メニューから「書き込み中保護」を選択します。

オーディオトラックミキサーは、クリッププロパティではなく、トラックプロパティのオートメーションにのみ使用し
てください。クリップキーフレームを編集するには、目的のクリップを選択し、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラ
インパネルを使用します。

オーディオトラックミキサーのオートメーションモード

オートメーションモードは、各トラックの上部に表示されるメニューで設定します。例えば、再生中にトラックのボリュームフェーダーまたはパ
ン制御をドラッグすると、次回のオーディオ再生時に、オートメーションモードを「読み取り」、「タッチ」または「ラッチ」に設定したトラッ
クが、指定した調整で再生されます。オーディオトラックミキサーのチャンネルを調整すると、タイムラインパネルにキーフレームが作成され、
それぞれのトラックに対して変更内容が適用されます。 逆に、タイムラインパネルで追加または変更したオーディオトラックキーフレームは、
オーディオトラックミキサーの（フェーダー位置などの）値に反映されます。
ミキシング処理中のオートメーションの状態は、各オーディオトラックのオートメーションオプションメニューの選択によって決定されます。

トラックごとに保存されている設定が無視されます。なし」を指定すると、既存のキーフレームによる影響を受けないので、オーディオト
ラックミキサーの各コントロールをリアルタイムで使用することができます。ただし、なしモードにおけるオーディオトラックへの変更は記録さ
れません。

トラックのキーフレーム設定が読み取られ、トラック制御に使用されます。トラックにキーフレームがない場合は、トラックオプション
（ボリュームなど）を調整するとトラック全体に影響します。オートメーションが「読み取り」に設定されているトラックのオプションを調整し
た場合、調整を止めると、オプションはオートメーションで変更を加える前の値に戻ります。戻る速度は環境設定の「自動一致時間」オプション
で指定します。

オートメーションが可能なトラック設定の中で「書き込み中保護」に設定されていないものについて調整内容が記録され、対応するト
ラックのキーフレームがタイムラインパネルに作成されます。書き込みモードでは、設定の変更を待たず、再生の開始直後から書き込みが始まり
ます。この動作を変更するには、オーディオトラックミキサーメニューの「書き込み後タッチに切り替え」コマンドを選択します。再生の停止後
または再生ループサイクルが完了すると、書き込みモードに設定されているすべてのトラックは、「書き込み後タッチに切り替え」コマンドに
よってタッチモードに切り替わります。

プロパティの調整が始まらないとオートメーションが開始されないこと以外は、書き込みとまったく同じです。初期のプロパティ設定は前
の調整内容が反映されています。

プロパティの調整が始まらないとオートメーションが開始されないこと以外は、書き込みとまったく同じです。プロパティの調整を中断す
ると、オプション設定は、現在のオートメーションに変更を加える前の状態に戻ります。戻る速度は環境設定のオーディオ設定内にある「自動一
致時間」オプションで指定します。

タッチモードと読み取りモードの「自動一致時間」の設定読み取りモードの「自動一致時間」の設定

タッチモードでエフェクトプロパティの調整を中断すると、プロパティは初期値に戻ります。影響を受けるパラメーターに対するキーフレームが
存在する場合は、読み取りモードになっているときも、これに該当します。環境設定の「自動一致時間」オプションで、エフェクトプロパティが
初期値に戻る時間を指定します。
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ページの先頭へ

オーディオトラックミキサーでのオーディオ変更のオートメーションでは、オーディオトラックで必要とするよりも多くのキーフレームが作成さ
れるので、パフォーマンス低下の原因となる場合があります。不要なキーフレームが作成されないようにして、変換の品質を確保しつつパフォー
マンス低下を最小限に抑えるには、「オートメーションキーフレームの最適化」環境設定を設定します。また、もう 1 つのメリットとして、ト
ラック内のキーフレームの数が少なければ、個々のキーフレームをより簡単に編集できます。

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ（Mac OS）を選択します。

2. 「自動一致時間」の値を入力して、「OK」をクリックします。

自動キーフレーム作成の指定

オーディオトラックミキサーでのオーディオ変更のオートメーションにより、オーディオトラックに必要以上のキーフレームが作成されて、パ
フォーマンスが低下する可能性があります。 不要なキーフレームが作成されないようにして、変換の品質を確保しつつパフォーマンス低下を最小
限に抑えるには、「オートメーションキーフレームの最適化」環境設定を設定します。この環境設定を使用すると様々な利点がありますが、キー
フレームが密集して配置されていないので、個々のキーフレームを簡単に編集することができます。リニアキーフレームの簡略化」オプションと
「簡略化する最小時間間隔」オプションについては、オーディオ環境設定を参照してください。

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ（Mac OS）を選択します。

2. 「オートメーションキーフレームの最適化」ペインで、「リニアキーフレームの簡略化」と「簡略化する最小時間間隔」のい
ずれか、または両方を選択します。

3. 「OK」をクリックします。

以下も参照してください。
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コントロールサーフェスのサポート

ページの先頭へ

コントロールサーフェスとは、オーディオを処理する場合に手で触って制御できるように、フェーダー、ノ
ブ、ボタンなどのコントロールを備えたハードウェアのことです。
Premiere Pro は、コントロールサーフェスデバイスをアプリケーションに接続する、ハードウェアコントロー
ルインターフェイスを提供しています。
Premiere Pro では、2 種類のコントロールサーフェスをサポートします：

Mackie コントロールプロトコル（Mackie）
Euphonix コントロールサーフェス（EUCON）

正しく設定するために、ハードウェアに付属のドキュメントを参照してください。設定が完了した
ら、Premiere Pro の環境設定ダイアログボックスに移動して、構成を設定してください。
Premiere Pro でデバイスを構成すると、デバイスのボタン、ノブ、およびフェーダーを使用してオーディオト
ラックミキサーやオーディオクリップミキサーを制御できるようになります。

コントロールサーフェスの環境設定

ハードウェアコントロールデバイスを構成するには、コントロールサーフェスの環境設定ダイアログを使用し
ます。
コントロールサーフェスの環境設定ダイアログにアクセスするには、編集／環境設定／コントロールサーフェ
スを選択します。

編集ボタン、追加ボタン、および削除ボタンを使用して、構成内のコントロールサーフェスを追加、編集、お
よび削除できます。
デバイスクラスの追加をクリックして、デバイスを選択します。EUCON または Mackie を追加できます。あ
るいは、両方を追加することもできます。
編集をクリックして、選択したコントロールサーフェスの MIDI 入力デバイスや MIDI 出力デバイスなどの構
成設定を指定します。
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コントロールサーフェスの環境設定ダイアログ

コントロールサーフェスのコントロールを使用してオーディオトラック
ミキサーを操作

環境設定ダイアログで、接続されているコントロールサーフェスデバイスを選択すると、ハードウェアトラン
スポートコントロールが次のオーディオトラックミキサーのコントロールとリアルタイムで同期されます。

フェーダー：コントロールサーフェスのフェーダーを使用してオーディオトラックミキサー内のフェーダーを
調整します。
最良の結果を得るために、コントロールサーフェス上のフェーダーの配置がオーディオトラックミキサー内の
フェーダーの位置と正確に一致するようにしてください。オーディオトラックミキサー内のフェーダーコント
ロールの動きは、コントロールサーフェスのフェーダーに影響を及ぼします。
バンクおよびナッジボタン：通常は、コントロールサーフェスには制限された数のフェーダーがあります。
シーケンス内のトラックの数が、対応するコントロールサーフェスのフェーダーの数を超える場合もありま
す。この場合、コントロールサーフェス上のバンクおよびナッジボタンを使用して、追加のトラックを移動し
ます。バンクボタンはプロジェクトの次のトラックのセットに移動します。
メーター：一部のコントロールサーフェスには、トラックメーターが表示されます。Avid の Artist Series の
EUCON では、モノラル、ステレオ、5.1 トラックのトラックメーターが表示されます。
トラック名：コントロールサーフェスにはトラック名も表示されます。ただし、デバイスによってはコント
ロールサーフェスで表示できるトラック名の文字数に制限がある場合があります。
オートメーションモード：Mackie デバイスでは、シーケンス内の各トラックをオフ、読み込み、ラッ
チ、タッチ、および書き込み状態に切り替えることができます。
パン／バランスコントロール：シーケンス内の各トラックのパンおよびバランスをコントロールするには、パ
ンおよびバランスノブを使用します。
ミュート：コントロールサーフェス上のミュートボタン（Avid デバイス上の Onボタン）は、シーケンス内の
対応するトラックをミュートします。

録音：Mackie デバイス上の Rec/Ready ボタン、または EUCON 上の Auto Rec ボタンは、シーケンス内の対
応するトラックの録音を可能にします。
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コントロールサーフェスのコントロールを使用してオーディオクリップ
ミキサーを操作

環境設定ダイアログでコントロールデバイスを選択した後、オーディオクリップミキサーのポップアップメ
ニューから「コントロールサーフェスのクリップミキサーモードを切り替え」を選択します。また、キーボー
ドショートカットを割り当ててコントロールサーフェスのクリップミキサーモードを切り替えコマンドを使用
することもできます。
コントロールサーフェスはフェーダー、パン/バランス、ミュート、およびソロのコントロールをサポートし
ます。
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Adobe Audition でのオーディオの編集

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Adobe Audition を使用すると、高度な撮影後の編集技術を活用してオーディを作成したり、編集したりするこ
とができます。Adobe Audition がインストールされていれば、オーディオクリップに「Adobe Audition で編
集」コマンドを適用できます。
オーディオクリップに「Adobe Audition で編集」コマンドを適用する場合、オーディオクリップからオーディ
オが抽出されて新しいクリップに適用され、編集内容が新しいクリップに反映されます。元のマスタービデオ
クリップ内のオーディオは保持されます。
「Audition で編集」コマンドをシーケンス内のクリップに適用する場合、Adobe Audition に読み込まれた新し
いオーディオクリップにオーディオがレンダリングされます。Premiere Pro でイン／アウト範囲がマークされ
ている場合、Audition にこれらのマーカーが表示されます。Audition でクリップを保存すると、編集されたク
リップが Adobe Premiere Pro のタイムラインパネル内にある元のクリップに上書きされます。プロジェクト
パネルにある元のマスタークリップは保持されます。オリジナルのシーケンス内のクリップに適用されたエ
フェクトまたはマーカーは、編集されたクリップでも保持されます。
オーディオは Adobe Audition で何度も編集することができます。Audition で再びファイルを編集する場合
は、最初の編集セッションで作成されたオーディオクリップが送信されます。
プロジェクトパネルで「取り消し」コマンドを使用すると、Adobe Audition で編集済みの抽出されたオーディ
オクリップを削除することができます。

「Audition で編集」コマンドは、Adobe Dynamic Link クリップには使用できません。

Adobe Audition の操作
1. プロジェクトパネルで、クリップまたはオーディオを含むシーケンスを選択します。タイ
ムラインパネル内のクリップを選択するか、またはクリップを選択せずにタイムラインパ
ネルを選択することもできます。

2. 編集／Adobe Audition で編集を選択し、サブメニューから「クリップ」または「」シー
ケンス」を選択します。Audition が起動します。

3. Audition でクリップまたはシーケンスを編集して保存します。

4. Premiere Pro に戻ります。オーディオファイルは、閉じるまで Audition で開いたままで
す。

Dynamic Link によるビデオ再生

Dynamic Link ビデオ再生機能では、Premiere Pro タイムラインのビデオをレンダリングすることな
く、Auditionで再生することができます。
Dynamic Link ビデオストリーミングビデオオプションを使用して Premiere Pro プロジェクトを Audition に送
信する場合、Audition 内でそのままの解像度でビデオを表示できます。

1. プロジェクトパネルで、オーディオを含むシーケンスを選択します。

2. 編集／Adobe Audition で編集を選択し、サブメニューから「シーケンス」を選択しま
す。Adobe Audition で編集ダイアログで、「ビデオ」の下の「Dynamic Link から送信」
を選択します。
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3. 「Adobe Audition で開く」を選択し、Audition で選択したクリップをネイティブ形式で開
きます。
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高度なミキシング

ページの先頭へ

ページの先頭へ

サブミックスの操作
センドを使用したトラックのルーティング
出力先のほうがチャンネル数が少ない場合のミックスダウン
5.1 サラウンドオーディオのステレオまたはモノラルへの変換
トラック出力のルーティング
トラック出力のルーティングまたはオフ

サブミックスの操作

サブミックスとは、同じシーケンス内の特定のオーディオトラックまたはトラックのセンドからルーティングされたオーディオ信号を組み合わせ
たトラックです。サブミックスは、オーディオトラックとマスタートラックとの中間にある段階で、複数のオーディオトラックに対して同じ操作
を行う場合に便利です。例えば、5 トラックあるシーケンスのうちの 3 トラックにまったく同じオーディオおよびエフェクトの設定をする場合な
どに使用できます。また、サブミックスを使用することで、エフェクトに適用されるインスタンスが複数から 1 つに減少するので、コンピュー
ターの処理能力効率の向上につながります。
通常のクリップを含むオーディオトラックと同様、サブミックスもモノラル、ステレオまたは 5.1 サラウンドに分けられます。サブミックスは、
オーディオトラックミキサーでもタイムラインパネルでもフル機能トラックとして表示されます。サブミックストラックのプロパティは、オー
ディオクリップを含むトラックの場合と同様に編集することができます。ただし、サブミックスとオーディオトラックでは以下のような違いがあ
ります。

サブミックストラックにはクリップを含めることができません。したがって、サブミックストラックへの録音もできません。こ
のため、サブミックストラックには録音、デバイス入力、そしてクリップの編集に関する機能、プロパティはありません。
オーディオトラックミキサーでは、サブミックストラックは判別し易いように、ほかのトラックより若干暗い背景で表示されま
す。
タイムラインパネルでは、サブミックスに対してトラック出力の切り替えアイコン  または表示形式を設定アイコン  は表示
されません。

タイムラインパネルでのサブミックスの作成
1. シーケンス／トラックの追加を選択します。

2. 「オーディオサブミックストラック」セクションでオプションを指定して、「OK」をクリックします。

サブミックスの作成およびセンドへの割り当ての同時実行
1. 必要に応じて、「オートメーション」オプションのメニューの左側にある右向きの三角形をクリックして、オーディオトラッ
クミキサーにエフェクトとセンドの設定領域を表示します。

2. オーディオトラックミキサーの 5 つの送り先の選択リストメニューのいずれかをクリックして、「モノラルサブミックスを作
成」、「ステレオサブミックスを作成」または「5.1 サブミックスを作成」を選択します。

トラックの出力のサブミックスへのルーティング
オーディオトラックミキサーで、トラックの最下部にあるトラック出力メニューからサブミックス名を選択します。
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センドを使用したトラックのルーティング

各トラックは 5 つまでセンド先を指定することが可能で、オーディオトラックミキサーのエフェクトとセンドの設定領域に表示されています。セ
ンドは、トラックの信号をサブミックストラックへルーティングしてエフェクト処理する場合によく使用します。サブミックスからは、処理済み
の信号をマスタートラックへルーティングしてミックスに返したり、別のサブミックスへルーティングしたりできます。センドには、センドト
ラックのボリュームとサブミックスのボリュームとの比率を制御するレベルつまみが用意されています。この値はウェット/ドライ比と呼ばれま
す。「ウェット」はエフェクト処理済みのサブミックスからの信号、「ドライ」はセンドトラックからの信号のことです。ウェット/ドライ比が
100% の場合、ウェット信号がセンドトラック信号すべてにエフェクトが適用された結果であることを示します。サブミックスのボリュームの対象
はウェット信号で、センドトラックのボリュームの対象はドライ信号です。
センドは、プリフェーダーまたはポストフェーダーに指定することができます。これにより、トラックのオーディオがセンドされるのをトラック
のボリュームフェーダーが適用される前と後のどちらにするかを指定することができます。プリフェーダーセンドを使用すると、トラックの
フェーダーを調整しても、センドからの出力レベルは変わりません。ポストフェーダーセンドでは、ウェット/ドライ比が維持されます。センドト
ラックのボリュームを調整するとウェット信号とドライ信号が同時にフェードします。

トラックのセンドを 16 チャンネルシーケンスのマスタートラックに割り当てることはできません。

トラックのサブミックスへのセンド
1. （オプション）オーディオトラックミキサーでエフェクトとセンドの設定領域を表示するには、オーディオトラックミキサー
の左側にあるエフェクトとセンドの表示／非表示の横の三角形をクリックします。

2. エフェクトとセンドの設定領域で、次のいずれかの操作を行います。

既存のサブミックスへセンドするには、送り先の選択の三角形をクリックし、メニューからサブミックス名を選択します。
新しいサブミックスを作成してセンドするには、送り先の選択の三角形をクリックし、「モノラルサブミックスを作成」、
「ステレオサブミックスを作成」または「5.1 サブミックスを作成」のいずれかを選択します。

センドの設定の編集
1. （オプション）オーディオトラックミキサーでエフェクトとセンドの設定領域を表示するには、オーディオトラックミキサー
の左側にあるエフェクトとセンドの表示／非表示の横の三角形をクリックします。

2. エフェクトとセンドの設定領域で、送り先の選択の三角形をクリックし、メニューから送り先を選択します。

3. （オプション）選択したセンドプロパティコントロールの下に表示される選択したパラメーターポップアップメニューから、
編集するセンドプロパティを選択します。

選択したパラメーターメニューからの選択

4. 最下段のセンド割り当てプロパティメニューのすぐ下に表示される制御つまみを使用して、プロパティの値を変更します。

センドの操作
1. （オプション）オーディオトラックミキサーでエフェクトとセンドの設定領域を表示するには、オーディオトラックミキサー
の左側にあるエフェクトとセンドの表示／非表示の横の三角形をクリックします。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

2. 次のいずれかの操作を行います。

センドをプリフェーダーまたはポストフェーダーに指定するには、センドを右クリック（Windows）、または Control キー
を押しながらクリック（Mac OS）して、コンテキストメニューから「プリフェーダー」または「ポストフェーダー」を選
択します。
センドをミュートするには、選択したセンドプロパティのセンド制御つまみの隣に表示されるセンドをミュートボタン 
をクリックします。
センドを削除するには、送り先の選択メニューから「なし」を選択します。

出力先のほうがチャンネル数が少ない場合のミックスダウン

トラック出力をチャンネル数の少ないトラックまたはデバイスへルーティングすると、ルーティング先のトラックのチャンネル数に合わせてオー
ディオがミックスダウンされます。シーケンスのオーディオはマスターオーディオトラックのチャンネル数より少ないチャンネル数しかサポート
していないオーディオ機器で再生される可能性があるので、多くの場合はミックスダウンが必要になります。例えば、5.1 サラウンドオーディオを
使用する DVD を作成したとしても、視聴者が使用するスピーカーシステムまたはテレビがステレオ（2 チャンネル）またはモノラル（1 チャンネ
ル）しかサポートしていない場合があります。このほか、出力元よりもチャンネル数の少ないトラックへトラック出力を割り当てた場合は、プロ
ジェクト内部でもミックスダウンが行われます。Premiere Pro には「5.1 ミックスダウンタイプ」オプションが用意されており、5.1 サラウンド
オーディオをステレオまたはモノラルに変換する方法を指定することができます。変換方法は、前方チャンネル、後方またはサラウンドチャンネ
ルおよび LFE（低域補強エフェクトまたはサブウーファー）の組み合わせから選択することができます。

5.1 サラウンドオーディオのステレオまたはモノラルへの変換
1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ（Mac OS）を選択します。

2. メニューから「5.1 ミックスダウンタイプ」を選択して、「OK」をクリックします。

左右チャンネルの割り当ての整合性を維持する場合は、LFE チャンネルを含むミックスダウンオプションを使用しない
でください。

トラック出力のルーティング

トラック出力は、初期設定ではマスタートラックへルーティングされます。オーディオトラックミキサーの各トラックの下に表示されるトラック
出力設定メニューを使用すると、トラック信号全体をサブミックストラックへルーティングすることもできます。出力信号には、オートメーショ
ン、エフェクト、パン／バランス、ソロ／ミュート、フェーダーなど、そのトラックに指定されたすべてのプロパティ設定が含まれています。
オーディオトラックミキサーでは、サブミックストラックはすべてオーディオトラックの右にまとめて表示されます。トラックは任意のサブミッ
クスへ出力することができますが、フィードバックループを避けるため、サブミックスのルーティング先として指定することができるのは、その
サブミックスの右側にあるサブミックスまたはマスタートラックに限定されています。出力メニューには、以上のルールを満たすトラックのみが
表示されます。

エフェクトサブミックスを使用してセンド／リターンを作成することができます。

トラック出力のルーティングまたはオフ
次のいずれかの操作を行います。

トラック出力を別のトラックへルーティングするには、オーディオトラックミキサーの各トラックの最下部に表示されるト
ラック出力設定メニューから、サブミックスまたはマスターを選択します
。
トラック出力を完全にオフにするには、トラック出力の切り替えアイコンをクリックして、タイムラインパネルでトラック
のスピーカーアイコン  を非表示にします。この設定により、トラックから信号が出力されなくなります。ただし、信号
のルーティングは変更されません。
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タイトル
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タイトルの作成と編集

複数のタイトルをタイトルパネルに読み込むことができます。表示し
たいタイトルを選択するには、「タイトル」タブメニューで名前を選
択します。タイトルを再度開いて、タイトルを変更したり、タイトル
を複製して新しいタイトルを作成することができます。

ビデオ：タイトルの作成と編集
タイトルツールを使用して、タイ
トル作成時にメディアを表示する
方法について説明します。（5 分
間）
 

ページの先頭へ

目次
新しいタイトルの作成
タイトルの作成
現在のタイトルを元にしたタイトルの作成
インド言語でのタイトルの作成
タイトルの表示、読み込み、書き出し
編集用タイトルの表示
タイトルファイルの読み込み
独立したファイルとしてタイトルの書き出し
タイトルパネルのセーフマージンについて
タイトルテンプレートの選択、作成、読み込み
新規タイトルのテンプレートの読み込み
保存したタイトルファイルのテンプレートとしての読み込み
初期設定のテンプレートの設定または復元
テンプレートの名前変更または削除
使用しているタイトルからのテンプレートの作成
タイトル背景でのビデオの表示

Premiere Pro のタイトルパネルは、タイトルやクレジットのほか、アニメーションを使用した合成も作成でき
る、便利なツールです。
タイトルパネルは、関連するパネルの集合体です。タイトルパネルを閉じずにタイトルパネル内のパネルを閉
じたり、パネル同士を結合したり、パネルをほかのインターフェイスに結合したりできます。パネルがメイン
のワークスペースに結合されていないときは、ほかのパネルの上に重なって表示されます。
 

新しいタイトルの作成

タイトルを新規に作成することも、既存のタイトルのコピーを利用して作成することもできます。

タイトルの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。
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注意：

ファイル／新規／タイトルを選択します。
タイトル／新規タイトルを選択して、タイトルの種類を選択します。
プロジェクトパネルで、新規項目ボタン  をクリックして、「タイトル」を選択し
ます。

2. タイトルの名前を指定して、「OK」をクリックします。

3. テキストツールと描画ツールを使用して、ファイルを作成するか、テンプレートをカスタ
マイズします。

4. タイトルを閉じるか、プロジェクトを保存すると、タイトルが保存されます。

タイトルはプロジェクトパネルに自動的に追加され、プロジェクトファイルの一部として保存されま
す。

現在のタイトルを元にしたタイトルの作成
1. タイトルパネルで、新規タイトルのベースにするタイトルを開くか選択します。

2. タイトルクイックプロパティパネルで、現在のタイトルを元に新規タイトルを作成ボタン
 をクリックします。

3. 新規タイトルダイアログボックスで、新規タイトルの名前を入力し、「OK」をクリック
します。

4. 必要に応じてタイトルを変更します。

5. タイトルを閉じるか、プロジェクトを保存すると、タイトルが保存されます。

インド言語でのタイトルの作成

Premiere Pro CC では、ヒンディー語などのインド言語がサポートされています。インド言語のテキストを使
用してタイトルを作成できるようになりました。
Premiere Pro のタイトルでは、以下の言語でのテキスト作成がサポートされています。
ラテン語および西洋諸語
中国語、日本語および韓国語（CJK）
インド言語

Premiere Pro CC では、世界対応の作成ツールを使用してタイトルを作成できます。インド言語テキストエン
ジンを呼び出して、プロジェクトにタイトルを設定できます。一度エンジンを起動すると、そのプロジェクト
で作成する後続のタイトルでもインド言語テキストエンジンが使用されます。
インド言語テキストエンジンでは、以下のインド言語がサポートされています。
ベンガル語
グジャラート語
ヒンディー語
カンナダ語
マラヤーラム語
マラーティー語
オリヤー語
パンジャブ語
タミル語
テルグ語

インド言語のタイトルは変更できません。タイトルを右クリックし、プロパティを選択して、タイトルの種類
を確認できます。
 
インド言語のテキストでタイトルを作成するには：
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1. 編集／環境設定／タイトルを選択します。

2. 「インド言語」ラジオボタンをオンにします。

3. 「OK」をクリックします。

4. タイトルを作成するには、ファイル／新規作成／タイトルを選択します。

5. 「OK」をクリックします。

6. Mangal フォントを選択して、タイトルにヒンディー語でテキストを入力します。入力す
るには、2 つの方法があります。

a. ヒンディー語のキーボードを有効にして、必要なフォントをダウンロードします。
b. ヒンディー語のテキストをコピーして、タイトルに貼り付けます。
インド言語テキストエンジンによって、テキストがはみ出したりすることなく、ヒン
ディー語などのインド言語のアルファベットがタイトルに適切に表示されます。
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ページの先頭へ

注意：

注意：

ページの先頭へ

タイトルの表示、読み込み、書き出し

編集用タイトルの表示
プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルでタイトルをダブルクリックします。

タイトルはソースモニターではなくタイトルパネルで開きます。

タイトルファイルの読み込み

タイトルファイルは、ほかのソースファイルの場合と同様に読み込むことができます。

1. ファイル／読み込みを選択します。

2. タイトルを選択して「開く」ボタンをクリックします。

拡張子が .prtl の Premiere Pro および Premiere Elements のタイトルに加え、従
来の Adobe Premiere で作成した拡張子が .ptl のタイトルも読み込むことができます。読
み込まれたタイトルは、現在のプロジェクトファイルの一部になります。

独立したファイルとしてタイトルの書き出し

ファイル名拡張子 .prtl を使用する独立したファイルとして書き出すことができます。

1. プロジェクトパネルで、個別のファイルとして保存するタイトルを選択します。

2. ファイル／書き出し／タイトルを選択します。

3. タイトルの名前と保存場所を指定して、「保存」ボタンをクリックします。

タイトルパネルのセーフマージンについて

タイトルの描画エリアにあるタイトルセーフマージンおよびアクションセーフマージンは、実際に画面上で正

465



注意：

ページの先頭へ

注意：

注意：

しく表示される範囲の目安を示しています。これらのマージンの表示は初期設定で有効になっています。
セーフマージンは、放送用やビデオテープ用に編集する際に便利です。ほとんどのテレビで、画像はオーバー
スキャンされています。オーバースキャンにより、画像の端が表示エリアの外側に配置されます。オーバース
キャンの幅はテレビの機種により異なるので、テキストをタイトルセーフマージンの内側に収め、それ以外の
重要なエレメントをアクションセーフマージンの内側に収めるようにします。

作成しているコンテンツを使用するメディアが Web または CD の場合は画像全体が表示されるた
め、タイトルセーフマージンやアクションセーフマージンを必ずしも考慮する必要はありません。

タイトルテンプレートの選択、作成、読み込み

Premiere Pro 付属のタイトルテンプレートには様々なテーマやプリセットレイアウトが用意されており、これ
を使用することでタイトルをすばやく簡単に作成できます。テンプレートによっては、赤ちゃんの誕生や旅行
など、テーマに即したグラフィックが含まれています。テキストデータが含まれているテンプレートでは、文
字を置き換えるだけでムービーのクレジットを作成できます。また、透明部分があるテンプレートでは、タイ
トルの背景にビデオを表示することができます（背景部分はグレーのチェック模様で表示されます）。それ以
外のテンプレートは不透明です。
テンプレート上の各要素は、選択して削除または上書きすることで、どれも簡単に変更できます。また、テン
プレートに新たに要素を追加することもできます。変更したテンプレートをタイトルとして保存しておくと、
現在のプロジェクトだけでなく将来作成するプロジェクトにも再利用できます。また、作成したタイトルをテ
ンプレートとして保存することもできます。
別の Premiere Pro プロジェクトのタイトルファイルをテンプレートとして読み込むこともできます。テンプ
レートをコンピューター間で共有する場合、テンプレートで使用されているすべてのフォント、テクスチャ、
ロゴおよびイメージが各システム上に用意されている必要があります。
タイトルテンプレートがない場合は、このドキュメントを参照してください。説明に従うと、タイトルテンプ
レートが復元されます。

新しいテンプレートを適用すると、作業中のタイトルの内容は、適用したテンプレートの内容で置き
換えられます。

バージョン 2.0 より前の Premiere Pro では、タイトルはすべて、プロジェクトファイルとは独立した
個々のファイルとして保存されていました。ほかのフッテージを読み込む場合と同様に、以前のバージョンの
Premiere Pro で作成したタイトルを読み込むことができます。プロジェクトを保存すると、読み込まれたタイ
トルはプロジェクトとともに保存されます。

タイトルテンプレートを使用、カスタマイズ、および保存する方法について、Andrew Devis によるビデオ
チュートリアルが Creative Cow Web サイトで公開されています。

新規タイトルのテンプレートの読み込み
1. タイトル／新規タイトル／テンプレートからを選択します。

2. カテゴリ名の隣の右向きの三角形をクリックして展開します。

3. テンプレートを選択して、「OK」をクリックします。

保存したタイトルファイルのテンプレートとしての読み込み
1. タイトルを開いている状態で、タイトル／テンプレートを選択します。

2. テンプレートパネルメニューから「ファイルをテンプレートとして読み込む」を選択しま
す。

3. ファイルを選択して、「開く」ボタン（Windows）または「選択」ボタン（Mac OS）を
クリックします。テンプレートとして読み込むことができるのは Premiere Pro タイトル
ファイル（.prtl）のみです。
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注意：

ページの先頭へ

4. テンプレートに名前を付けて、「OK」をクリックします。

初期設定のテンプレートの設定または復元
1. タイトルを開いているときにテンプレートボタン  をクリックし、テンプレートを選択
します。

選択したテンプレートを初期設定のテンプレートとして設定するには、テンプレート
パネルメニューから「デフォルトの静止タイトルとして設定」を選択します。初期設
定のテンプレートは、タイトルウィンドウを開くたびに読み込まれます。
初期設定のテンプレートセットを復元するには、テンプレートパネルメニューから
「初期設定のテンプレートを復元」を選択します。

2. 「OK」をクリックします。

テンプレートの名前変更または削除
タイトルを開いているときにテンプレートボタン  をクリックし、テンプレートを選択
します。

選択したテンプレートの名前を変更するには、テンプレートパネルメニューから「テ
ンプレートの名前を変更」を選択します。「名前」ボックスに名前を入力して、
「OK」をクリックします。
テンプレートを削除するには、テンプレートメニューから「テンプレートの削除」を
選択し、「OK」をクリックします。

この手順でテンプレートを削除すると、実際にハードディスクからテンプレート
ファイル自体が削除されます。 

使用しているタイトルからのテンプレートの作成
1. タイトルを開いているときにテンプレートボタン  をクリックします。

2. テンプレートのメニューボタン  をクリックします。「現在のタイトルをテンプレート
として読み込む」を選択します。

3. タイトルテンプレートの名前を入力し、「OK」をクリックします。

タイトル背景でのビデオの表示

タイトルの作成中に、描画エリアにフッテージのフレームを表示させることができます。作成中のフレームを
表示しておけば、タイトルを正確に配置するのに役立ちます。ビデオのフレームは参照用なので、タイトルの
一部として保存されません。
タイトルパネルのタイムコードコントロールを使用して、表示するフレームを指定します。タイトルパネルに
は、アクティブシーケンス内の時間インジケーターがある位置のフレームが表示されます。タイトルパネルで
フレームを設定すると、プログラムモニターおよびタイムラインパネルの時間インジケーターも移動します。
プログラムモニターおよびタイムラインパネルの時間インジケーターを移動すると、タイトルパネルに表示さ
れているフレームが変わります。

タイトルを別のクリップにスーパーインポーズする場合は、目的のクリップよりも上位の（番号の大き
い）トラックにタイトルを追加します。タイトルの背景が透明になり、下位トラックのクリップの画像が
表示されます。

タイトルパネルで、「背景ビデオを表示」を選択します。
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注意：

フレームをインタラクティブに変更するには、目的のフレームが描画エリアに表示さ
れるまで「背景ビデオを表示」の下の時間値をドラッグします。
タイムコードを指定してフレームを表示するには、「背景ビデオを表示」の下の時間
値をクリックし、アクティブシーケンスのフレームのタイムコードを入力します。

「背景ビデオを表示」の値では、プロジェクト設定で指定されたものと同じ時間
表示形式が使用されます。例えば、プロジェクト設定で 30 fps ドロップフレームタイム
コードを指定する場合、「ビデオを表示」に 30 fps ドロップフレームタイムコードが表示
されます。
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タイトル内のテキストの作成と書式設定

ページの先頭へ

注意：

タイトルへのテキストの入力
タイトル内のテキストの書式設定
エリア内文字の操作
タイトル内のタブルーラーの作成
ビデオチュートリアル

タイトルへのテキストの入力

タイトルにテキストを追加するときは、Type 1（PostScript）、OpenType、TrueType など、システムにある
任意のフォントを使用できます。Adobe Premiere Pro（およびその他の Adobe アプリケーション）をインス
トールすると、Adobe の共有リソースにフォントが追加されます。

© 記号などの特殊な文字をポイント文字またはエリア内文字に挿入できます。挿入するには、ワードプロ
セッサーや文字コード表（Windows のみ）から文字をコピーして、タイトルパネルの適切なテキスト位置
にペーストします。

書式設定を適用したテキストオブジェクトを、Premiere Pro のタイトルパネルとほかのアプリケーション
（After Effects、Photoshop、Encore、Illustrator など）の間でコピー＆ペーストできます。
タイトルウィンドウで選択したツールに応じて、ポイント文字またはエリア内文字を作成できます。ポイント
文字を作成する場合は、入力を開始する挿入点を指定します。文字は 1 行で入力されます。ただし、折り返
し機能を有効にすると、テキストがタイトルセーフエリアの端に達した時点で自動的に改行されます。エリア
内文字を作成するときは、テキストを配置するテキストボックスを指定します。テキストボックス内のテキス
トは、ボックスの境界に従って自動的に折り返されます。
ポイント文字オブジェクトの四隅のハンドルをドラッグするとテキストのサイズを変更できます。エリア内文
字の場合は、テキストボックスの四隅をドラッグするとそのテキストボックスに含まれるテキストの改行位置
が調整されます。テキストボックスが小さすぎて入力した文字が収まらない場合は、テキストボックスのサイ
ズを変更して表示されていなかったテキストを表示することができます。表示されていないテキストがあるテ
キストボックスには、右横にプラス記号（+）が表示されます。
パス上文字を作成することもできます。パス上文字は、直線のベースラインではなく作成した曲線に沿って表
示されます。
テキストは、ベースラインまたはパスに沿って横書きまたは縦書きにできます。
タイトルのテキストのフォーマットとスタイルの設定について、Andrew Devis によるビデオチュートリア
ルが Creative COW Web サイトで公開されています。

境界のないテキストの入力
1. タイトルツールパネルを開きます。

横書きのテキストを入力するには、横書き文字ツール  をクリックします。
縦書きのテキストを入力するには、縦書き文字ツール  をクリックします。

2. 描画エリアで、書き始める位置をクリックしてテキストを入力します。

初期設定では、テキストは折り返されません。タイトルセーフマージンに達した
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注意：

注意：

ら折り返されるようにするには、タイトル／折り返しを選択します。「折り返し」がオフ
の場合は、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押して、新しい行
を入力します。

3. 入力を終えたら、選択ツールを選択してテキストボックスエリアの外側をクリックしま
す。

テキストの自動折り返し

タイトルセーフエリア内でテキストが自動的に折り返されるように設定できます。

タイトル／折り返しを選択します。

テキストボックスでの横書きまたは縦書きテキストの入力
1. タイトルツールパネルを開きます。

横書きのテキストを入力するには、エリア内文字ツール 、
縦書きのテキストを入力するには、エリア内文字ツール（縦書き）  をクリックし
ます。

2. 描画エリアのタイトルセーフエリアの内側をドラッグしてテキストボックスを作成しま
す。

3. テキストを入力します。テキストは、テキストボックスの境界に達すると折り返されま
す。

4. 入力を終えたら、選択ツールを選択してテキストボックスの外側をクリックします。

テキストボックスのサイズを変更すると、ボックスの表示エリアのサイズのみが
変更されます。テキストの大きさは変わりません。

パスに沿ったテキストの入力
1. タイトルパネルで、パス上文字ツール（横書き）  またはパス上文字ツール（縦書き） 

 をクリックします。パス上文字ツールの使用方法は、ペンツールでの描画と同様で
す。

2. 描画エリアで、テキストを書き始める位置をクリックします。

3. クリックまたはドラッグして、もう 1 点を作成します。

4. クリックを繰り返して、目的のパスの形状を作成します。

5. テキストを入力します。この時点でテキストを入力すると、このパスの上または右端に
沿って表示されます。必要に応じて、オブジェクトのアンカーポイントをドラッグしてパ
スを調整します。

このモードで作成したテキストボックスのサイズを変更した場合、変更されるの
は表示エリアのサイズのみで、テキストの大きさは変わりません。

6. 入力を終えたら、選択ツールを選択してテキストボックスの外側をクリックします。

テキストの編集および選択
選択ツールを使用して、編集する位置または選択を開始する位置をダブルクリックしま
す。ツールが文字ツールに変わり、カーソルにより挿入点が示されます。

挿入点を移動するには、文字の間をクリックするか、左右の矢印キーを使用します。
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注意：

1 文字または連続する複数の文字を選択するには、挿入点のカーソルからドラッグし
て文字を選択します。

タイトルメインパネルのコントロール、タイトルプロパティパネルまたはメニューコマン
ドを使用して、選択したテキストの書式を設定できます。テキストオブジェクトまたはグ
ラフィックオブジェクト全体の書式を設定するには、オブジェクトをクリックし、そのプ
ロパティを変更します。

タイトル内のテキストの書式設定

塗りのカラーや影などの一部のオブジェクトプロパティは、タイトルで作成するすべてのオブジェクトに共通
ですが、その他のプロパティはテキストオブジェクトに固有です。フォント、フォントスタイル、行揃えのコ
ントロールは、タイトルパネルの描画エリアの上にあります。その他のオプションは、タイトルプロパティパ
ネルと、メインメニューバーのタイトルメニューにあります。
タイトルに使用するフォントはいつでも変更することができます。フォントブラウザーには、インストールさ
れているすべてのフォントで文字のサンプルが表示されます。このサンプル文字セットは変更することができ
ます。
フォントブラウザーでフォントを選択すると、そのフォントがタイトルにすぐに適用されます。フォントをク
リックしてもフォントブラウザーは開いたままの状態になるため、別のフォントを選択し直してプレビューで
きます。

タイトルファイルをほかのユーザーと共有する場合は、共有するタイトルの作成に使用したフォント
がそのユーザーのコンピューターにもインストールされている必要があります。

フォントの指定
テキストを選択して、次のいずれかの操作を行います。

タイトル／フォントを選択して、メニューからフォントを選択します。
タイトルプロパティパネルで、フォントファミリーの三角形をクリックしてポップ
アップメニューを開き、フォントを選択します。

フォントブラウザーに表示される文字の変更

フォントファミリーおよびフォントスタイルのポップアップメニューを開くと、フォントブラウザーが表示さ
れ、利用可能な各種フォントのサンプル文字セットが示されます。 フォントブラウザーで、使用する文字を
指定できます。

1. 編集／環境設定／タイトル（Windows）または Premiere Pro／環境設定／タイトル
（Mac OS）を選択します。

2. スタイルサンプル（2 文字以内）とフォントブラウザー（6 文字以内）で表示する文字を
それぞれのフィールドに入力します。

3. 「OK」をクリックします。

フォントサイズの変更
テキストを選択して、次のいずれかの操作を行います。

タイトル／サイズを選択して、フォントサイズを選択します。
タイトルプロパティパネルで「フォントサイズ」の値を変更します。
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フォントファミリー

フォントサイズ

縦横比

行間

注意：

カーニング

トラッキング

テキストの向きの変更
1. テキストオブジェクトを選択します。

2. タイトル／テキストの向きを選択して、「横書き」または「縦書き」を選択します。

テキストのプロパティの指定

タイトル内の任意のオブジェクトを選択すると、そのプロパティがタイトルプロパティパネルに表示されま
す。パネル内で値を調整すると、選択したオブジェクトが変更されます。テキストオブジェクトには、行間や
カーニングなど、固有のプロパティもあります。

一部のテキストのプロパティは、タイトルプロパティパネルに表示されません。例えば、フォント、
フォントスタイルおよび行揃えは、タイトルパネルとタイトルメニューのどちらでも設定することができま
す。タイトルメニューには、テキストの向き、折り返し、タブのオプションと、テキストボックスにロゴを挿
入するオプションもあります。

1. 変更するテキストオブジェクトまたはテキストの範囲を選択します。

2. タイトルプロパティパネルで、「プロパティ」の隣の右向きの三角形をクリックし、値を
設定します。次のようなオプションがあります。

選択したテキストオブジェクトに適用するフォントを指定します。
フォントの書体を見るには、フォントブラウザーを使用します。

フォントのサイズを走査線数で指定します。

選択したフォントの横方向の倍率を指定します。値は、フォントの標準縦横比に
対する比率です。100% 未満の値を設定すると、テキストの幅が狭くなります。100% を
超える値を設定すると、テキストの幅が広くなります。

行間の幅を指定します。横書きテキストの行間は、文字行のベースラインと次の文
字行のベースラインとの間隔からフォントサイズを引いた値で指定します。縦書きテキス
トの行間は、ある文字行の中心と次の文字行の中心との間隔からフォントサイズを引いた
値で指定します。タイトルでのベースラインは、テキストの下側です。同じ段落内で複数
の行間を適用することができますが、各行に指定することができる行間の上限は、その行
に使用されているフォントの行間の上限になります。

テキストのベースラインのオン／オフを切り替えるには、タイトル／表示／テキ
ストベースラインを選択します。テキストベースラインは、テキストオブジェクトが選択
されている場合にのみ表示されます。

特定の文字が隣り合う場合に広げたり詰めたりする間隔（アキ）の長さを指
定します。この値は、対象となる文字間の幅を、文字幅に対する比率で示します。カーニ
ングを調整する位置にカーソルを合わせてください。

特定の範囲内にある文字間の間隔を指定します。この値は、対象となる文
字範囲に存在する文字間の幅を、文字幅に対する比率で示します。テキストのトラッキン
グ方向は、テキストの行揃えに従って決定されます。例えば、中央揃えのテキストは中央
からトラッキングされます。トラッキングの調整は、連続している文字のストロークが太
く、文字が重なり合って読みにくくなる場合に便利です。テキストボックスに含まれてい
るすべての文字のトラッキングを調整するには、テキストボックスを選択して「トラッキ
ング」の値を変更します。また、特定の連続した文字列のトラッキングを調整するには、
目的の文字列のみを選択して「トラッキング」の値を調整します。
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ベースラインシフト

傾き

オールキャップス

サイズ

下線

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

ベースラインから文字までの距離を指定します。選択した文字の位
置を上下することで、上付き文字または下付き文字を作成することができます。ベースラ
インシフト値を変更すると、すべての文字に反映されます。テキストボックスに含まれて
いるすべての文字のベースラインシフトを調整するには、変更したいテキストボックスを
選択して値を変更します。特定の連続した文字列のベースラインシフトを調整するには、
目的の文字列のみを選択して「ベースラインシフト」の値を調整します。

テキストの傾きを角度で指定します。

このチェックボックスをオンにすると、選択したすべてのテキストが
大文字で表示されます。

「オールキャップス」に指定した文字のサイズを、通常の文字の高さに対する割
合（%）で指定します。この値を変更すると、選択したすべての文字のサイズが変更され
ます。サイズを 100 % に指定すると、選択したすべての文字が標準の大きさになりま
す。

このチェックボックスをオンにすると、選択したテキストに下線が付きます。この
オプションはパス上文字には使用できません。

エリア内文字の操作

タイトルツールを使用すると、エリア内文字のサイズ変更や整列が簡単にできます。

段落行揃えの変更
段落テキストオブジェクトを選択して、タイトルパネルの上部で次のいずれかを行いま
す。

テキストをテキストボックスの左に整列させるには、左  をクリックします。
テキストをテキストボックスの中央に配置するには、中央  をクリックします。
テキストをテキストボックスの右に整列させるには、右  をクリックします。

エリア内文字の文字列の調整
エリア内文字オブジェクトを選択します。

エリア内文字を囲むボックスの任意のハンドルをドラッグしてボックスのサイズを変
更します。

タイトル内のタブルーラーの作成

テキストボックスでは、ワープロソフトと同じようにタブを使用できます。タブは、特にプロフェッショナル
なローリングクレジットを作成するときに便利です。テキストボックスに複数のタブを設定し、Tab キーを押
すと、カーソルを次のタブストップに移動することができます。タブストップごとに異なる行揃えオプション
を指定することができます。

タブを使用して整列できるのは、テキストオブジェクトに含まれている文字のみです。テキストオブ
ジェクトまたはグラフィックオブジェクト全体を揃えるには、「オブジェクトの整列」コマンドを使用しま
す。

473



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

ページの先頭へ

このビデオチュートリアルで、Premiere Pro におけ
るタイトルの作成と編集方法について学習してくだ
さい。

タブルーラーの設定または調整
1. テキストボックスを選択します。

2. タイトル／タブルーラーを選択します。

3. タブルーラーの「0」の線を、選択したテキストボックスの左端に揃えます。

4. タブルーラーの数値の上の部分をクリックするとタブストップが作成されます。位置を調
整するにはタブストップをドラッグします。ドラッグするときは、黄色い縦線（タブマー
カー）が、選択したテキストボックス内のタブの位置を示します。

テキストを左揃えにするタブストップを作成するには、左揃えタブマーカー  をク
リックします。
テキストを中央に配置するタブストップを作成するには、中央揃えタブマーカー  を
クリックします。
テキストを右揃えにするタブストップを作成するには、右揃えタブマーカー  をク
リックします。

5. 「OK」をクリックしてタブルーラーダイアログボックスを閉じます。選択したテキスト
ボックスに、指定したタブルーラーが表示されます。

タブマーカーを（タブルーラーダイアログボックスが開いているときではなく）
選択するたびに表示されるようにするには、タイトル／表示／タブマーカーを選択しま
す。

タブストップの削除
タブルーラーダイアログボックスで、タブをタブルーラーの上、下または外へ移動しま
す。

ビデオチュートリアル

関連トピック
タイトル内のオブジェクトの変形
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Live Text テンプレート

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Live Text テンプレートについて
Live Text テンプレートの使用
複製テンプレートの作成
詳細な手順のチュートリアル

Live Text テンプレートについて

Premiere Pro の Live Text テンプレートを使用すると、Premiere Pro で直接 After Effects コンポジションのテキストレイヤーを編集できます。
ビデオ内のアニメーション化された画面下部タイトルのグラフィックに After Effects テンプレートを使用する場合、After Effects に戻ることな
く、Premiere Pro で編集可能なテキストをすばやくカスタマイズできます。コンポジション内のテキストレイヤーに対して変更を行っても、テキ
ストの周囲の画像やグラフィックは変更されません。

Premiere Pro で After Effects テキストテンプレートを編集する

Live Text テンプレートの使用

任意の数の Premiere Pro プロジェクトおよびシーケンスで Live Text テンプレートを使用できます。テンプレートファイルへの変更は、そのテン
プレートを使用するすべてのプロジェクトおよびシーケンスに反映されます。

次のワークフローでは、Premiere Pro で編集可能なソーステキストが含まれる After Effects のテキストテンプレートコンポジションを作成する手
順の概要を説明します。

1. 1 つまたは複数のテキストレイヤーがある After Effects コンポジションを作成します。
After エフェクトでのコンポジションの作成について詳しくは、コンポジションの基本を参照してください。

2. テキストをアニメートし、必要に応じてエフェクトを適用します。詳しくは、After Effects ヘルプ / テキストのアニメートを参
照してください。
テキストレイヤーを Premiere Pro で編集可能にしない場合は、コンポジションパネルでそのレイヤーのロックアイコン  を
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注意：

ページの先頭へ

クリックします。

After Effects でレイヤーがロックされている場合、コンポジションパネルでもタイムラインパネルでも選択できません。
ロックされたレイヤーを選択または編集しようとすると、タイムラインパネルでそのレイヤーが点滅します。

3. コンポジション設定ダイアログボックスの「詳細」タブで、「テンプレート(Premiere Pro で編集可能なロックされていないテ
キストレイヤー）」を選択します。

4. Premiere Proで After Effects コンポジションを読み込むには、次のいずれかの操作を行います。
メディアブラウザーを使用して After Effects コンポジションに移動します。
ファイル／読み込み
を選択し、読み込むコンポジションを選択します。

5. コンテキストメニューから「ソースモニターで開く」を選択して、ソースモニターにコンポジションを読み込みます。

6. Premiere Pro の エフェクトコントロールパネルに、編集可能なテキストテンプレートが表示されます。After Effects コンポジ
ションのテキストの各行は、Premiere Pro で編集可能なテキストの各行として表示されます。
編集可能なテキストに複数の行がある場合、追加の空のテキストボックスが表示され、改行やテキストの配置を効率的に管理
できます。

エフェクトコントロールパネルに表示される複数行のテキストテンプレート

7. エフェクトコントロールパネルで、必要に応じてソーステキストアイテムを編集します。Dynamic Link を使用すると、After
Effects に移動することなく、読み込んだコンポジションに変更が自動的に反映されます。

 重要事項
Premiere Pro でテキストレイヤーに対して行う変更は Premiere Pro プロジェクトに保存され、After Effects の元の素材には反
映されません。したがって、After Effects の元のコンポジションの変更されていないテンプレートの状態が保持されます。
Premiere Pro で該当するテキストを変更した後に After Effects でテキストレイヤーの元のテキストを変更した場合、変更は
Premiere Pro には反映されません。
読み込まれた After Effects コンポジションがシーケンス内で編集された場合、エフェクトコントロールパネルに編集可能なテ
キスト（または他のマスタークリップエフェクト）が表示されません。マッチフレーム機能を使用してマスタークリップをソー
スモニターに読み込むと、編集可能なテキストブロックのリビジョンが表示されます。マスタークリップへのすべての変更が
シーケンストラックアイテムのインスタンスに自動的に反映されるため、プログラムモニターですべての変更が更新されます。

複製テンプレートの作成

After Effects で作成されたアニメーション化された画面下部タイトルのグラフィックの編集のために Live Text テンプレートを使用する場合、テン
プレートの複製を作成する必要が生じることがあります。
例えば、複数の対象にインタビューを行う場合、異なるテキストの内容で複数のテンプレートを作成する必要が生じることがありますが、アニ
メーション化された画面下部タイトルのグラフィックは同じです。After Effects コンポジションの複製を作成し、同じアニメーション化された画面
下部タイトルのグラフィックを維持しながら、テキスト内容のみを編集することができます。
Premiere Pro でメディアまたはシーケンスを複製したのと同じ方法で、読み込んだ After Effects コンポジションを複製できます。Premiere Pro の
プロジェクトパネルで、ソースアイテムを右クリックし、コンテキストメニューから複製を選択します。

複製されたコンポジションは、Premiere Pro に読み込んだ元の After Effects コンポジションの複製です。Premiere Pro でコンポジション
に対して行うテキストの変更は、複製されたコンポジションには反映されません。
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Premiere Pro で After Effects からのテキストテンプレートを使用す
る方法
この 10 分間のチュートリアルでは、After Effects で作成されたテキス
トモーショングラフィックを Premiere Pro シーケンスに読み込
み、After Effects を開くことなくテキストを編集できるようにする方法
について学習します。
このチュートリアルでは、自分自身で機能を試すサンプルファイルが
含まれています。

詳細な手順のチュートリアル
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タイトルのテキストスタイル

ページの先頭へ

テキストのみ

サムネール（小）

サムネール（大）

ページの先頭へ

スタイルのサンプル表示の変更
サンプル画面に表示される初期設定の文字の変更
スタイルの作成
オブジェクトへのスタイルの適用
タイトルスタイルパネルに表示される文字の指定
スタイルの削除、複製または名前変更
スタイルライブラリの管理

カラープロパティとフォントの組み合わせをスタイルとして保存して、後で使用することができます。保存できるスタイルの数に制限はありませ
ん。保存されているスタイルのサムネールはタイトルスタイルパネルに表示されるので、作成したカスタムスタイルは別のプロジェクトにも簡単
に適用することができます。Premiere Pro には、初期設定のスタイルも用意されています。
初期設定では、Premiere Pro は、保存したスタイルをすべて拡張子 .prsl を使用するスタイルライブラリファイルとして保存します。スタイルライ
ブラリを保存すると、タイトルに表示されているスタイル全体が保存されます。
プリセットスタイルライブラリは次の場所に保存されます。

（Windows）Program Files¥Adobe¥Premiere Pro [version]¥Presets¥Styles

（Mac OS）アプリケーション/Premiere Pro [version]/Presets/Styles

カスタムスタイルは次の場所に保存されます。

（Windows）My Documents¥Adobe¥Premiere Pro¥[version]/Styles

（Mac OS）書類/Adobe/Premiere Pro/[version]/styles

スタイルを共有する場合は、フォント、テクスチャおよび背景の各ファイルが、すべてのシステムで利用できることを確認してください。
「現在のスタイル」サムネールには、現在選択している要素に適用されたプロパティが表示されます。

スタイルのサンプル表示の変更

タイトルスタイルパネルには、初期設定のスタイルライブラリ、および作成したまたは読み込んだスタイルのサンプルが表示されます。このセク
ションには、各スタイルを適用したサンプルテキストが、大きなサムネールで表示されます。この表示は、小さなサムネールやスタイル名のみの
表示に変更することができます。

タイトルスタイルパネルのメニューで、次のいずれかを選択します。

スタイル名のみが表示されます。

スタイルを適用したテキストオブジェクトのサンプルが小さな画像で表示されます。

スタイルを適用したテキストオブジェクトのサンプルが大きな画像で表示されます。
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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

ページの先頭へ

注意：

サンプル画面に表示される初期設定の文字の変更

初期設定でスタイルのサンプルに表示される文字を変更することができます。

1. 編集／環境設定／タイトル（Windows）または Premiere Pro／環境設定／タイトル（Mac OS）を選択します。

2. 「スタイルサンプル」で、スタイルのサンプル表示に使用する文字を全角 2 文字以内で入力します。

3. 「OK」をクリックします。

スタイルの作成
1. スタイルとして保存するプロパティを持つオブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

タイトルスタイルパネルメニューから「新規スタイル」を選択します。
タイトルスタイルパネル内を右クリック（Windows）、または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「新
規スタイル」を選択します。

3. スタイルの名前を入力して「OK」をクリックします。選択した表示オプションに応じて、新しいスタイルのサンプルまたは名
前がタイトルスタイルパネルに表示されます。

オブジェクトへのスタイルの適用
1. スタイルを適用するオブジェクトを選択します。

2. タイトルスタイルパネルで、適用するスタイルのサンプルをクリックします。

スタイルに指定されているフォントをタイトルのフォントに適用しない場合は、Alt キー（Windows）または Option キー
（Mac OS）を押しながらスタイルサンプルをクリックします。

タイトルスタイルパネルに表示される文字の指定

タイトルスタイルパネルに表示する文字を指定できます。

1. 編集／環境設定／タイトル（Windows）または Premiere Pro／環境設定／タイトル（Mac OS）を選択します。

2. タイトルスタイルパネルに表示する文字を「スタイルサンプル」フィールド（2 文字以内）に入力します。

3. 「OK」をクリックします。

スタイルの削除、複製または名前変更
タイトルスタイルパネルで、次のいずれかの操作を行います。

スタイルを削除するには、スタイルを選択して、タイトルスタイルパネルメニューから「スタイルの削除」を選択します。

この手順を実行しても、サンプルまたは名前が表示エリアから削除されるだけです。スタイル自体はライブラリに残り
ます。スタイルライブラリを再度表示するには、「スタイルライブラリを追加」、「スタイルライブラリをリセット」または
「スタイルライブラリの置き換え」を使用します。

スタイルを複製するには、スタイルを選択して、タイトルスタイルパネルメニューから「スタイルの複製」を選択します。
選択したスタイルの複製がタイトルスタイルパネルに表示されます。
スタイルの名前を変更するには、スタイルを選択して、タイトルスタイルパネルメニューから「スタイルの名前を変更」を
選択します。スタイルの名前を変更ダイアログボックスで、新しい名前を入力して、「OK」をクリックします。
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ページの先頭へ

スタイルライブラリの管理

スタイルを作成したら、別のスタイルとともにコレクション（スタイルライブラリ）として保存することができます。初期設定では、作成したス
タイルは現在のスタイルライブラリに表示されますが、新しいライブラリを作成してスタイルを保存することもできます。例えば、現在のライブ
ラリ表示を削除し、作業時に新しいスタイルを作成して、そのスタイルを独自のライブラリに保存することができます。

タイトルスタイルパネルで、次のいずれかの操作を行います。

初期設定のスタイルライブラリを復元するには、タイトルスタイルメニューから「スタイルライブラリをリセット」を選択
します。
スタイルライブラリを保存するには、タイトルスタイルメニューから「スタイルライブラリを保存」を選択します。「スタ
イル」セクションに表示されているすべてのスタイルが保存されます。スタイルライブラリファイルの名前と場所を指定し
て、「保存」ボタンをクリックします。スタイルライブラリファイルは拡張子 .prsl で保存されます。
保存されているスタイルライブラリを読み込むには、タイトルスタイルパネルメニューから「スタイルライブラリを追加」
を選択します。次に、スタイルライブラリを参照して選択し、「開く」ボタン（Windows）または「選択」ボタン（Mac
OS）をクリックします。
スタイルライブラリを置き換えるには、タイトルスタイルパネルメニューから「スタイルライブラリの置き換え」を選択し
ます。置き換えとして使用するスタイルライブラリを参照して選択し、「開く」ボタン（Windows）または「選択」ボタン
（Mac OS）をクリックします。
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タイトル内のテキストとオブジェクトの操作

ページの先頭へ

最前面へ

前面へ

最背面へ

背面へ
注意：

ページの先頭へ

タイトル内のオブジェクトの積み重ね順序の変更
タイトル内のオブジェクトの整列と分布
タイトル内のオブジェクトの変形

タイトル内のオブジェクトの積み重ね順序の変更

オブジェクトとは、タイトルパネルに作成した図形またはテキストボックスです。重なり合うオブジェクトを作成した場合は、タイトルパネルで
重ねる順序を制御することができます。

1. 移動するオブジェクトを選択します。

2. タイトル／アレンジを選択し、次のいずれかの操作を行います。

選択したオブジェクトを最前面に移動します。

選択したオブジェクトを、その上に重なっているオブジェクトの前面に移動します。

選択したオブジェクトを最背面に移動します。

選択したオブジェクトを、その下に重なっているオブジェクトの背面に移動します。
テキストまたは図形が何重にも重なっている場合、そこから目的の要素だけを選択するのが難しいことがあります。こ

のような場合は、タイトル／選択コマンドを使用すると、重なっている要素間で目的の要素を簡単に選択できます。

タイトル内のオブジェクトの整列と分布

タイトルアクションパネルには、描画エリアのオブジェクトを整列させるボタンがあります。整列、中央および分布は、横方向にも縦方向にも実行
することができます。

タイトルアクションパネル

A. 水平方向の整列ボタン B. 垂直方向中央ボタン C. 水平方向の分布ボタン D. 垂直方向の整列ボタン E. 水平方向中央ボタン F. 垂直方向の分布ボ
タン 

タイトル内のオブジェクトの中央への配置
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注意：

ページの先頭へ

注意：

1. タイトルウィンドウで、1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。

2. タイトルアクションパネルで、実行する中央揃えの種類に対応するボタンをクリックします。

タイトル／位置を選択し、目的のオプションを指定してオブジェクトを中央に配置できます。また、タイトル／位置／
画面下部を選択して、選択したオブジェクトをタイトルセーフマージンの下端に沿って配置することもできます。オブジェク
トを描画エリアの水平方向と垂直方向の中央に配置するには、水平方向中央ボタンと垂直方向中央ボタンを両方ともクリック
します。

タイトル内のオブジェクトの整列

整列オプションを実行すると、選択したオブジェクトは、新しい整列位置に最も近いオブジェクトに合わせて整列されます。例えば、右揃えの場
合、選択したすべてのオブジェクトは、その中で最も右寄りのオブジェクトに合わせて整列されます。

1. タイトルパネルで、2 つ以上のオブジェクトを選択します。

2. タイトルアクションパネルで、実行する整列の種類に対応するボタンをクリックします。

タイトル内のオブジェクトの分布

分布オプションを実行すると、選択したオブジェクトは、両端のオブジェクト間で等間隔に並べられます。例えば、縦方向の分布オプションの場合、
選択したオブジェクトはその中で最も上と最も下のオブジェクト間で分布されます。
サイズの異なるオブジェクトを分布した場合、オブジェクト間のスペースは等間隔になりません。例えば、中央揃えの分布を実行すると、オブジェク
トの中心点間のスペースは等間隔になりますが、サイズが異なる各オブジェクトの間隔はそれぞれ異なります。選択したオブジェクトを等間隔に
整列するには、「水平方向均等」または「垂直方向均等」オプションを使用します。

1. タイトルウィンドウで、3 つ以上のオブジェクトを選択します。

2. タイトルアクションパネルで、実行する分布の種類に対応するボタンをクリックします。

タイトル内のオブジェクトの変形

オブジェクトの位置、回転、スケールおよび不透明度（これらを総称して変形プロパティといいます）を調整できます。オブジェクトは、描画エ
リアをドラッグしたり、タイトルメニューからコマンドを選択したり、タイトルプロパティパネルのコントロールを使用したりすることによって
変形することができます。

オブジェクトの不透明度の調整
1. １つまたは複数のオブジェクトを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

タイトルプロパティパネルの「変形」セクションで、「不透明度」の値を調整します。
タイトル／変形／不透明度を選択し、「不透明度」に新しい値を入力し、「OK」をクリックします。

不透明度プロパティの設定では、タイトル内の個々のオブジェクトの不透明度が調整されます。シーケンス内のタイト
ル全体の不透明度を設定するには、ビデオクリップの場合と同様に、エフェクトを使用します。

オブジェクトの位置の調整
1. 目的のオブジェクトをクリックして選択します。複数のオブジェクトを選択する場合は、Shift キーを押しながらクリックしま
す。

2. 次のいずれかの操作を行います。

描画エリアで、選択したオブジェクトを新しい位置へドラッグします。
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注意：

注意：

タイトル／変形／位置を選択して、「X 座標」と「Y 座標」に新しい値を入力し、「OK」をクリックします。
タイトルプロパティパネルの「変形」セクションで、「X 座標」と「Y 座標」の値を入力します。
矢印キーを使用してオブジェクトを 1 ピクセル単位で移動します。また、Shift キーを押しながら矢印キーを押すと、5 ピ
クセル単位で移動できます。
タイトル／位置を選択して、選択したオブジェクトの中央揃えまたはタイトルセーフマージンの下端への整列のオプション
を選択することができます。

オブジェクトの拡大または縮小
目的のオブジェクトをクリックして選択します。複数のオブジェクトを選択する場合は、Shift キーを押しながらクリックしま
す。

幅を調整するには、描画エリアでオブジェクトの左または右のハンドルをドラッグします。
高さを変更するには、描画エリアでオブジェクトの境界ボックスの上または下のハンドルをドラッグします。
オブジェクトの縦横比を固定したまま変更するには、コーナーハンドルまたはサイドハンドルを Shift キーを押しながらド
ラッグします。
スケール中に縦横比を元に戻すには、オブジェクトのコーナーハンドルのドラッグ中に Shift キーを押します。
中心点を固定して拡大または縮小するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらオブジェク
トのコーナーハンドルをドラッグします。
スケールの値を比率（％）で設定するには、タイトル／変形／スケールを選択し、値を指定して、「OK」をクリックしま
す。
スケールの値をピクセル単位で設定するには、タイトルプロパティパネルで「横」と「縦」の値を指定します。

横書き文字ツールまたは縦書き文字ツールで作成したテキストオブジェクトのハンドルをドラッグすると、そのフォン
トサイズが変更されます。縦横比が固定されていない場合は、テキストの「縦横比」の値も変更されます。

オブジェクトの回転角度の変更
1. 目的のオブジェクトをクリックして選択します。複数のオブジェクトを選択する場合は、Shift キーを押しながらクリックしま
す。

2. 次のいずれかの操作を行います。

描画エリアで、いずれかのオブジェクトのコーナーポイントの少し外側にカーソルを合わせます。カーソルが回転アイコン
 に変わったら、目的の方向へドラッグして角度を調整します。Shift キーを押しながらドラッグすると、回転角度を 45
度単位に制限することができます。
回転ツール  を選択して、オブジェクトを目的の方向へドラッグします。
タイトル／変形／回転を選択し、「回転」に新しい値を入力して「OK」をクリックします。
タイトルプロパティパネルで「回転」の値を入力するか、「回転」カテゴリの見出しを展開して角度コントロールをドラッ
グします。

ゆがませたオブジェクトの作成
1. 目的のオブジェクトをクリックして選択します。複数のオブジェクトを選択する場合は、Shift キーを押しながらクリックしま
す。

2. タイトルプロパティパネルの「プロパティ」セクションで、「ゆがみ」の隣の右向きの三角形をクリックし、「X」オプション
と「Y」オプションを表示します。「X」の値を調整するとテキストが x 軸方向にゆがみ、「Y」の値を調整すると y 軸方向に
ゆがみます。

ゆがみは、グラフィックオブジェクト全体の横（X）または縦（Y）の縦横比に影響します。また、テキストオブジェ
クトの各文字には個々に影響します。
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タイトルへの画像の追加
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

タイトルへのグラフィックの配置
テキストボックスへのグラフィックの配置
グラフィックのサイズまたは縦横比を元に戻す操作

タイトルパネルを使用して、タイトルに画像を配置することができます。例えば、ロゴグラフィックを追加で
きます。画像は、グラフィック要素として追加したり、テキストボックス内に配置してテキストの一部として
扱うことができます。タイトルウィンドウでは、ビットマップ画像とベクトルベースのアートワーク（Adobe
Illustrator で作成したアートなど）の両方を使用できますが、Premiere Pro では、ベクトルベースのアートは
ラスタライズされて、ビットマップに変換されます。初期設定では、挿入した画像は元のサイズで表示されま
す。

タイトルへのグラフィックの配置
1. タイトル／グラフィック／グラフィックを挿入を選択します。

2. グラフィックを目的の位置へドラッグします。必要に応じて、グラフィックの不透明度、
回転およびサイズを調整することができます。

グラフィックをタイトルファイルに追加する場合は、グラフィックを挿入しま
す。画像またはビデオを背景としてのみ使用する場合は、画像またはビデオのクリップに
タイトルをスーパーインポーズします。

テキストボックスへのグラフィックの配置
1. 文字ツールで、グラフィックを挿入する位置をクリックします。

2. タイトル／グラフィック／グラフィックをテキスト範囲内に挿入を選択します。

グラフィックのサイズまたは縦横比を元に戻す操作
グラフィックを選択して、タイトル／グラフィック／グラフィックのサイズを元に戻す／
グラフィック／グラフィックの縦横比を元に戻すを選択します。

関連トピック
テキストまたはオブジェクトへのテクスチャの追加
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タイトルでの図形の描画

ページの先頭へ

図形の作成
グラフィックオブジェクトまたはロゴの形状の変更
ペンツールを使用した直線セグメントの描画
ペンツールでの曲線の描画
オブジェクトのアンカーポイントおよび曲線の調整

図形の作成

タイトルの描画ツールを使用すると、長方形、楕円、線などのさまざまな図形を作成できます。タイトルウィ
ンドウには、Illustrator や Photoshop で使用されているペンツールに類似した標準的なペンツールが用意され
ています。
Adobe Premiere Pro でタイトルを使用して、ぼかしたマスクを作成する方法について、Jon Barrie によるビ
デオが Creative Cow Web サイトで公開されています。

タイトルツールパネル

A. 斜角長方形 B. 三角形 C. ペンツール D. 楕円エフェクト E. 角丸長方形（可変） F. 角丸長方形 G. 円弧 H.
ライン I. 長方形 

描画ツールを選択します。

Shift キーを押しながらドラッグすると、縦横比が均等の図形を描きます。
Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、
中心から図形を描きます。
Shift + Alt キー（Windows）または Shift + Option キー（Mac OS）を押しながらド
ラッグすると、縦横比を均等にしながら図形を中心から描きます。
対角線方向にドラッグすると、ポインターの位置に応じて描画中の図形が対角線方向
に反転します。
上下左右にドラッグすると、ポインターの位置に応じて図形が上下左右に反転しま
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

す。

描画した後に図形を反転させるには、選択ツールを使用してコーナーポイントを反転
させたい方向へドラッグします。

グラフィックオブジェクトまたはロゴの形状の変更
1. タイトル内の 1 つまたは複数のオブジェクトまたはロゴを選択します。

2. タイトルプロパティパネルで、「プロパティ」の隣の右向きの三角形をクリックしてリス
トを展開し、グラフィックの種類メニューからオプションを選択します。

形状を変更すると、元のオブジェクトのアンカーポイントが失われることがよく
あります。形状の変更前または変更後にオブジェクトのアンカーポイントを表示するに
は、選択ツールを使用してオブジェクトを選択します。

ペンツールを使用した直線セグメントの描画

直線を描画するには、ペンツールを使用して描画エリアの内側でクリックします。ペンツールを使用すると、
オブジェクトのアンカーポイントが作成され、直線セグメントで結ばれます。

1. ペンツールを選択します。

2. ペン先を直線セグメントの開始位置に合わせてクリックし、最初のオブジェクトのアン
カーポイントを定義します。このオブジェクトのアンカーポイントは、次のポイントが追
加するまで選択（固定）されたままです。

描画する最初のセグメントは、次のオブジェクトのアンカーポイントをクリック
するまで表示されません。また、ポイントから線が表示されている場合は、ペンツールを
誤ってドラッグしたのが原因です。その場合は、編集／取り消しを選択して、もう一度ク
リックします。

3. セグメントの終点位置で、もう一度クリックします（Shift キーを押しながらクリックす
ると、セグメントの角度を 45 度単位に固定することができます）。もう 1 つのオブジェ
クトのアンカーポイントが作成されます。

4. 直線セグメントを追加するには、ペンツールを使用してこのクリック操作を繰り返しま
す。直前に追加したオブジェクトのアンカーポイントは、選択されている状態を示す大き
な正方形で示されます。

5. 次のいずれかの操作を行ってパスを完成させます。

パスを閉じるには、最初のオブジェクトのアンカーポイントをクリックします。ペン
先を最初のオブジェクトのアンカーポイントに合わせると、横に丸い記号が表示され
ます。
パスを開いたままにするには、オブジェクトがないところで Ctrl キー（Windows）ま
たは Command キー（Mac OS）を押しながらクリックするか、ツールパネルで別の
ツールを選択します。

ペンツールでの曲線の描画

曲線セグメントを描画するには、ペンツールを使用してオブジェクトのアンカーポイントをドラッグします。
曲線セグメントを結ぶオブジェクトのアンカーポイントを選択ツールを使用して選択すると、方向ポイントを
終点とする方向線がセグメントに表示されます。方向線の角度と長さは、曲線セグメントの形状とサイズに
よって決定されます。方向線を移動すると、曲線の形状が変化します。スムーズポイントには、単一の直線と
して移動する 2 本の方向線が常に表示されます。スムーズポイントのいずれかの方向線の方向ポイントをド
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注意：

ラッグすると、両方の方向線が同時に移動します。このとき、オブジェクトのアンカーポイントの曲線の連続
性は維持されます。一方、コーナーポイントには、連結している曲線セグメントの数に応じて、2 本 または 1
本の方向線が表示されます。連結している曲線セグメントがない場合、方向線は表示されません。
コーナーポイントの方向線に対して別々に操作を行った場合、コーナーの位置は変化しません。コーナーポイ
ントに方向線が 2 本ある場合、片方の方向ポイントをドラッグしても、もう片方は移動しません。方向線は、
オブジェクトのアンカーポイントの位置で、曲線の半径に対して常に垂直に接しています。各方向線の角度に
よって曲線のスロープが決定され、長さによって曲線の高さと奥行きが決定されます。

1. ペンツールを選択します。

2. 曲線の開始位置にカーソルを合わせ、マウスボタンをクリックします。

3. ドラッグして方向線を作成し、作成する曲線セグメントのスロープを決定します。一般
に、次に作成するオブジェクトのアンカーポイントに向けて約 1/3 の距離まで方向線を引
きます。Shift キーを押しながらドラッグすると、方向線の角度を 45 度単位に固定するこ
とができます。

4. マウスボタンを放します。

最初のセグメントは、次のオブジェクトのアンカーポイントを作成するまで表示
されません。

5. 曲線セグメントの終了位置にペンツールを合わせます。

C 字形の曲線を作成するには、直前のオブジェクトのアンカーポイントにドラッグし
た方向と逆の方向にドラッグします。

曲線の 2 番目のポイントの描画

S 字形の曲線を作成するには、直前のオブジェクトのアンカーポイントでドラッグし
た方向と同じ方向にドラッグします。

S 字曲線の描画

6. 別のポイントを作成するには、ペンツールを引き続き別の位置からドラッグします。

パスを閉じるには、ペンツールを最初のオブジェクトのアンカーポイントに重ねま
す。クリックまたはドラッグしてパスを閉じます。
パスを開いたままにするには、オブジェクトがないところで Ctrl キーを押しながらク
リックするか、選択ツールを選択します。
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ページの先頭へ

オブジェクトのアンカーポイントおよび曲線の調整

タイトルウィンドウには、既存のパスを変更するためのツールが用意されており、パス上のオブジェクトのア
ンカーポイントを追加または削除することができます。オブジェクトのアンカーポイントを移動し、その方向
線を操作して、隣り合う線分の曲線を変更することもできます。パスの厚みだけでなく、各終了点の形状、そ
の線端およびそのコーナーまたは角の形状も指定することができます。

パスへのオブジェクトのアンカーポイントの追加
1. パスを選択します。

2. アンカーポイントの追加ツール  を選択します。

既存のパスにオブジェクトのアンカーポイントを追加するには、オブジェクトのアン
カーポイントを追加する場所をクリックします。
オブジェクトのアンカーポイントを追加し、同時に新しいポイントを移動する場合
は、パス上の位置をドラッグします。

オブジェクトのアンカーポイントの削除
1. オブジェクトのアンカーポイントを含むパスを選択します。

2. アンカーポイントの削除ツール  を選択します。

3. 削除したいアンカーポイントにカーソルを合わせてクリックします。

オブジェクトのアンカーポイントの調整
1. オブジェクトのアンカーポイントを含むパスを選択します。

2. ペンツール  を選択します。

3. カーソルをコントロールポイントに合わせ、横に正方形の記号が表示されたら、オブジェ
クトのアンカーポイントをドラッグして調整します。

オブジェクトのアンカーポイントの種類の切り替え

セグメントに作成したオブジェクトのアンカーポイントの種類を変更することができます。

1. 修正したいパスを選択します。

2. アンカーポイントの切り替えツール  を選択し、切り替えるオブジェクトのアンカーポ
イントにカーソルを置きます。

コーナーポイントをスムーズポイントに切り替えるには、コーナーポイントから方向
ポイントをドラッグして引き出します。
スムーズポイントを方向線のないコーナーポイントに切り替えるには、スムーズポイ
ントをクリックします。
方向線のないコーナーポイントを 2 本の方向線が別々に動くコーナーポイントに切り
替えるには、まずコーナーポイントから方向ポイントをドラッグします。方向ポイン
トをドラッグすることにより、方向線のあるスムーズポイントになります。マウスボ
タンを放し、いずれかの方向ポイントをドラッグします。
スムーズポイントを 2 本の方向線が別々に動くコーナーポイントに切り替えるには、
いずれかの方向ポイントをドラッグします。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

注意：

グラフィックの種類

線幅

線端の形状

角の形状

マイター値

注意：

ペンツールを一時的にアンカーポイントの切り替えツールに変えるには、ペン
ツールをオブジェクトアンカーポイントに合わせて、Alt キー（Windows）または Option
キー（Mac OS）を押します。

セグメントの曲線の変更
1. 修正したいパスを選択します。

2. ペンツールを選択し、セグメントをドラッグしてその曲線を変更します。

セグメントをドラッグすると、セグメントの各終端の方向線を同じ量だけ調整す
ることで曲線が変更されます。この方法で、直線セグメントを曲線セグメントに変更する
ことができます。

開いたベジェ形状または閉じたベジェ形状のオプションの設定
線、開いたベジェ形状または閉じたベジェ形状を選択し、タイトルプロパティパネルで次
のいずれかのオプションを指定します。

開いたまたは閉じたベジェ形状を調整して標準の形状にします。グ
ラフィックの種類を選択して、閉じたベジェ形状を開いたものにすることや、その逆の操
作もできます。閉じた形状に塗りを追加するには、グラフィックの種類を「塗りつぶしベ
ジェ」に設定する必要があります。閉じた形状への塗りの追加について詳しくは、テキス
トとオブジェクトの塗りの設定を参照してください。

パスの幅をピクセル単位で指定します。

パスの終端に配置される線端の種類を指定します。「バット」を選択する
と、パスの終端が四角形になります。「ラウンド」を選択すると、パスの終端が円形にな
ります。「正方形」を選択すると、パスの終端が線幅の半分だけ外側へ出た四角形になり
ます。このオプションを選択した場合、線はすべての方向へ均一に伸ばされます。

連続したパスセグメントの連結部分の形状を指定します。「マイター」オプ
ションを指定すると、点を頂点とする角でパスセグメントが連結されます。「ラウンド」
オプションを指定すると、丸い角でパスセグメントが連結されます。「ベベル」オプショ
ンを指定すると、四角形の角でパスセグメントが連結されます。

角の形状をマイター（点）からベベル（四角形）へ切り替えるしきい値を指
定します。初期設定のマイター値は 4 です。初期設定では、点の長さがストロークの太さ
の 4 倍に達すると、角の形状がマイターからベベルに切り替わります。マイター値を 1 に
設定すると、角の形状はベベルになります。

上記のオプションは、ペンツールまたはラインツールで作成する形状に適用する
ことができます。ストローク（内側）またはストローク（外側）は、任意のテキストまた
はグラフィックオブジェクトに適用することができます。
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タイトルへの塗り、ストロークおよび影の追加

ページの先頭へ

注意：

塗りの種類

カラー

不透明度

ページの先頭へ

ベタ塗り

線形グラデーションまたは円形グラデーション

テキストとオブジェクトの塗りの設定
塗りの種類のオプション
光沢の追加
テキストまたはオブジェクトへのテクスチャの追加
テキストまたはオブジェクトへのストロークの追加
ストロークのリスト順序の変更
オブジェクトまたはテキストからのストロークの削除
ドロップシャドウの作成

テキストとオブジェクトの塗りの設定

オブジェクトの塗りプロパティは、オブジェクトの輪郭の中の領域を定義します。グラフィックオブジェクト内、またはテキストオブジェクトの
各文字の輪郭内の領域を定義します。オブジェクト全体を塗ることも、文字ごとに塗ることもできます。

オブジェクトにストロークを追加する場合、ストロークには塗りも含まれます（テキストまたはオブジェクトへのストロークの追加を参照
してください）。
 

1. 塗りを変更したいオブジェクトを選択します。

2. タイトルプロパティパネルで、「塗り」カテゴリの隣の右向きの三角形をクリックし、「塗り」カテゴリの隣のボックスを選
択して、オプションを設定します。次のようなオプションがあります。

テキストまたはグラフィックオブジェクトの輪郭内に色を適用するかどうか、また適用する場合はその方法を指定
します。

塗りのカラーを指定します。色見本をクリックしてカラーピッカーを開くか、スポイトツールをクリックして画面上か
ら色を抽出します。カラーオプションは、指定した「塗りの種類」によって異なります。

塗りの不透明度を 0 %（透明）から 100 %（不透明）の間で指定します。オブジェクトの塗りの不透明度では、タ
イトル内の個々のオブジェクトの不透明度を設定します。タイトル全体の不透明度を設定するには、タイムライン上にあるク
リップの上位のトラックに不透明度を追加します。ほかのクリップの場合と同様に、その不透明度を調整します。

塗りの種類のオプション

単色による塗りを作成します。必要に応じてオプションを指定します。

線形グラデーションでは、一定方向の 2 色グラデーションが作成されます。円形グラデーションで
は、円形の 2 色グラデーションが作成されます。
「カラー」オプションでは、グラデーションの開始色と終了色を指定します。この色はカラーストップと呼ばれる左右それぞれの小さい四角で表
示されます。色を選択するには、カラーストップをダブルクリックします。カラーストップをドラッグすると、選択した 2 色間でのグラデーショ
ンの滑らかさを調整することができます。
「カラーストップの色」オプションおよび「カラーストップの不透明度」オプションでは、選択したカラーストップの色および不透明度を指定し
ます。必要に応じて、目的のカラーストップの上に表示されている上向きの三角形をクリックして選択し、調整します。「角度」オプション
（「線形グラデーション」を指定した場合のみ利用可能）では、グラデーションの角度を指定します。「繰り返し」オプションでは、グラデー
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4 色グラデーション

ベベル

表示なし

ゴースト

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

オブジェクトとともに反転

ションパターンの繰り返し回数を指定します。

4 色構成のグラデーションによる塗りを作成します。
「カラー」オプションでは、オブジェクトのそれぞれのコーナーから出る色を指定します。4 隅にあるいずれかのボックスをダブルクリックして、
その隅の色を選択します。
「カラーストップの色」オプションおよび「カラーストップの不透明度」オプションでは、右下隅の色および不透明度を指定します。色を選択す
るには、次のいずれかの操作をします。
カラーストップの色パレットをクリックして、カラーピッカーを開き、色を選択します。
カラーストップの色のスポイトツールをクリックして、スクリーン上の任意の色をクリックします。

エッジにベベルのような効果を追加します。「バランス」オプションでは、影の色が占めるベベル部分の割合（％）を指定します。

塗りまたは影をレンダリングしません。

影だけをレンダリングするが、塗りはレンダリングしません。
「表示なし」および「ゴースト」は、影およびストロークのあるオブジェクトに使用すると、効果があります。

光沢の追加

あらゆるオブジェクトの塗りまたはストロークに光沢を追加できます。光沢を追加すると、オブジェクトの表面に色付きの光線が当たっているよ
うな効果が得られます。光沢については、カラー、サイズ、角度、不透明度および位置を調整することができます。

1. オブジェクトを選択します。

2. タイトルプロパティパネルで「光沢」を選択します。

3. 「光沢」の隣の右向きの三角形をクリックして、オプションを設定します。

オブジェクトのテクスチャにより光沢が不明瞭になる場合は、タイトルプロパティパネルの「テクスチャ」オプション
の選択を解除します。

テキストまたはオブジェクトへのテクスチャの追加

あらゆるオブジェクトの塗りまたはストロークにテクスチャをマップすることができます。テクスチャを追加するには、ベクトルファイルまたは
ビットマップファイル（Adobe Photoshop ファイルなど）を指定するか、Premiere Pro に用意されているテクスチャを選択します。

1. オブジェクトを選択します。

2. タイトルプロパティパネルで、「塗り」または「ストローク」の隣の右向きの三角形をクリックし、「テクスチャ」の隣の右
向きの三角形をクリックして、オプションを展開します。

3. 「テクスチャ」ボックスをクリックします。

4. 次のいずれかの操作を行います。

テクスチャサンプルをクリックしてハードディスクのイメージファイルを選択します。
Program Files¥Adobe¥Premiere Pro [version]¥Presets¥Textures（Windows）またはアプリケーション/Adobe/Premiere
Pro [version]/Presets/Textures（Mac OS）で、テクスチャを選択します。次に「開く」ボタン（Windows）または「選
択」ボタン（Mac OS）をクリックします。

5. テクスチャのスケール、整列および関連オブジェクトとのブレンドの方法を指定するには、必要に応じて残りのオプションを
設定します。

オブジェクトを反転（対辺を越えてオブジェクトのアンカーポイントをドラッグ）したときに、テ
クスチャも水平および垂直方向に反転させます。
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オブジェクトとともに回転

「サイズ」の「オブジェクト X」、「オブジェクト Y」

「サイズ」の「水平」、「垂直」

「サイズ」の「タイリング X」、「タイリング Y」

「配置」の「オブジェクト X」、「オブジェクト Y」

「配置」の「ルール X」、「ルール Y」

配置の X オフセット、配置の Y オフセット

「ブレンド」の「ミックス」

アルファ倍率

合成モード

反転

注意：

ページの先頭へ

テクスチャをオブジェクトと一緒に回転させます。

テクスチャをオブジェクトに適用する場合の x 軸または y 軸方向の伸
縮方法を指定します。「テクスチャ」オプションを指定すると、テクスチャは伸縮されずにオブジェクトフェイスの左上隅か
ら右下隅にかけて配置されます。「クリップフェイス」オプションを指定すると、テクスチャがフェイスから内側のストロー
クを除いた部分にフィットするように伸縮されて適用されます。「フェイス」オプションを指定すると、テクスチャがフェイ
ス全体にフィットするように伸縮されて適用されます。「エクステンド」オプションを指定すると、テクスチャが伸縮される
領域の計算にストロークが考慮されます。例えば、20 ピクセル幅の大きさのエッジが存在する場合、テクスチャはフェイス範
囲の外側まで拡張されます。ただし、テクスチャはフェイスでクリップされ、範囲のみが調整されます。

指定した割合（％）でテクスチャを伸縮します。オプションの指定による結果は、双方の値
の比率によって異なります。有効な範囲は 1 % ～ 500 % で、初期設定は 100 % です。

テクスチャをタイル化します。タイル指定されていない方向については、
ブランク（アルファ = 0）になります。

オブジェクトのどの位置にテクスチャを揃えるかを指定します。「スク
リーン」を指定すると、テクスチャはオブジェクトに対してではなくタイトルに対して配置され、オブジェクトを移動しても
テクスチャの位置は固定されたままになります。「クリップフェイス」を指定すると、テクスチャはクリップエリアのフェイ
ス（フェイスから内側のストロークを除いた部分）に揃えられます。「フェイス」を指定すると、テクスチャは通常のフェイ
スに揃えられ、範囲計算にストロークは考慮されません。「エクステンド」を指定すると、テクスチャは拡張フェイス（フェ
イスに外側のストロークを加えた部分）に揃えられます。

テクスチャを揃えるルールを指定します。テクスチャの左上、中央、右下が、「オブ
ジェクト X」および「オブジェクト Y」で指定された部分に揃えられます。

テクスチャの適用ポイントの計算結果に対する水平方向と垂直方向のオフセット
（ピクセル単位）を指定します。適用ポイントは、「オブジェクト X／Y」および「ルール X／Y」の設定に基づいて計算され
ます。範囲は -1000 ～ 1000 で、初期設定は 0 です。

レンダリングされた通常の塗りつぶし部分に対するテクスチャの比率を指定します。コントロー
ルの範囲は -100 ～ 100 です。値が -100 の場合、テクスチャは適用されず、グラデーションのみがレンダリングされます。ま
た、値が 100 の場合、テクスチャのみが適用されます。値が 0 の場合は、両方のオプションが同等に適用されます。「ブレン
ド」の「ミックス」はこのほかにも、カラーカーブのキー（「塗りつぶしキー」オプションで設定）およびテクスチャのキー
（「テクスチャキー」チェックボックスで設定）を適用する割合を指定する場合にも使用します。

テクスチャ全体のアルファ値を再調整します。このオプションを使用すると、オブジェクトを簡単に透明にする
ことができます。アルファチャンネルが適切に範囲指定されている場合、このオプションは透明度スライダーのように機能し
ます。

透明度の設定に使用する、読み込むテクスチャのチャンネルを指定します。通常は、アルファチャンネルを使用し
ます。ただし、黒と赤のテクスチャを使用する場合、赤のチャンネルをアルファチャンネルに選択してその領域を透明にする
ことができます。

読み込みアルファ値を反転します。テクスチャによってはアルファ範囲が反転しています。単色で表示されるはずのエリ
アが透明になる場合は、このオプションを試してみてください。

選択したオブジェクトのテクスチャを削除するには、タイトルプロパティパネルの「テクスチャ」オプションの選択を
解除します。

テキストまたはオブジェクトへのストロークの追加

オブジェクトに輪郭（ストローク）を追加できます。ストロークは、内側にも外側にも追加することができます。内側のストロークを追加すると
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種類

サイズ

角度

強さ

塗りの種類

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

オブジェクトの内側のエッジに沿ってアウトラインで表示され、外側のストロークを追加するとオブジェクトの外側のエッジに沿ってアウトライ
ンで表示されます。各オブジェクトには最大で 12 個のストロークを追加することができます。追加したストロークには、色、塗りの種類、不透明
度、光沢およびテクスチャを指定して調整できます。初期設定では、ストロークは作成した順序でレンダリングされます。ただし、レンダリング
の順序は簡単に変更することができます。

1. オブジェクトを選択します。

2. タイトルプロパティパネルの「プロパティ」セクションで、「ストローク」カテゴリを展開します。

3. 「ストローク（内側）」または「ストローク（外側）」の隣の「追加」をクリックします。

4. 次のオプションを設定します。

適用するストロークの種類を指定します。「奥行き」を指定すると、オブジェクトが押し出されたような外観のストロー
クが作成されます。「エッジ」を指定すると、オブジェクトの内側または外側のエッジ全体を取り巻くストロークが作成され
ます。「ドロップフェイス」を指定すると、オブジェクトのコピーが作成されます。このコピーには、後でオフセットを指定
したり値を適用したりできます。

ストロークのサイズをスキャンライン単位で指定します。このオプションは、ストロークの種類が「ドロップフェイ
ス」の場合は利用することができません。

ストロークの角度を指定します。このオプションは、ストロークの種類が「エッジ」の場合は利用することができませ
ん。

ストロークの高さを指定します。このオプションはストロークの種類が「ドロップフェイス」の場合にのみ利用すること
ができます。

ストロークの塗りの種類を指定します。「塗りの種類」の動作は、「光沢」および「テクスチャ」も含めて、「塗
り」の各オプションとまったく同じです。
ストロークオプションを選択および選択解除して、さまざまな組み合わせを試してください。

ストロークのリスト順序の変更
1. 複数のストロークを含むオブジェクトを選択します。

2. タイトルプロパティパネルで、移動するストロークを選択します。

3. 「上へ」を選択すると選択したストロークが 1 レベル上へ移動し、「下へ」を選択すると 1 レベル下へ移動します。

オブジェクトまたはテキストからのストロークの削除
1. 1 つまたは複数のストロークを含むオブジェクトを選択します。

2. タイトルウィンドウで、次のいずれかの操作を行います。

オブジェクトからストロークを削除するには、オブジェクトを選択します。
テキストからストロークを削除するには、横書き文字ツール  をクリックし、ドラッグしてテキストを選択します。

3. タイトルプロパティパネルで、「ストローク」の隣の右向きの三角形をクリックしてカテゴリを展開します。

4. 「ストローク（内側）」、「ストローク（外側）」またはその両方を展開します。

5. 「ストローク（内側）」または「ストローク（外側）」を選択します。

6. 「削除」をクリックします。
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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

距離

サイズ

拡散

ドロップシャドウの作成

タイトルウィンドウでは、どのオブジェクトにでもドロップシャドウ（影）を追加することができます。影に関するさまざまなオプションを使用
して、カラー、不透明度、角度、距離、サイズおよびスプレッドを自由に制御することができます。

1. オブジェクトを選択します。

2. タイトルプロパティパネルで「影」を選択します。

3. 「影」の隣の右向きの三角形をクリックし、必要に応じて以下の値を設定します。

オブジェクトに対する影のオフセットをピクセル数で指定します。

影のサイズを指定します。

ブラー（ぼかし）を適用する前にオブジェクトのアルファチャンネルの境界を拡張する範囲を指定します。このオプショ
ンは、フォントの曲線的なディセンダまたはアセンダなど、ブラーを強くかけると消えてしまいがちな小さくて細い部分に有
効です。
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ロールタイトルとクロールタイトル

注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

開始スクリーン

終了スクリーン

ロールタイトルまたはクロールタイトルの作成
ロール／クロールタイミングオプションの選択
タイトルの種類の変換

プロジェクトによっては、静止しているタイトル、グラフィックおよびロゴでも十分ですが、多くの場合はタ
イトルを移動させる必要があります垂直方向に移動するタイトルはロールと呼ばれ、水平方向に移動するタイ
トルはクロールと呼ばれます。

ロールまたはクロールの速度は、タイムラインパネルでのタイトルクリップの長さによって決定され
ます。タイトルクリップの表示時間を長くするほど、動きは遅くなります。

ロールタイトルまたはクロールタイトルの作成
1. 次のいずれかの操作を行います。

ロールするタイトルを作成するには、タイトル／新規タイトル／ロールタイトルを選
択します。
クロールするタイトルを作成するには、タイトル／新規タイトル／クロールタイトル
を選択します。

2. ロールタイトルまたはクロールタイトルにテキストオブジェクトおよびグラフィックオブ
ジェクトを作成します。タイトルパネルのスクロールバーを使用して、タイトルの表示エ
リアの外側の領域を表示します。タイトルをシーケンスに追加すると、隠れている表示エ
リアの外側の領域がロールまたはクロールして表示されます。

クレジットをロールするには、エリア内文字ツールを使用して長いテキストボックス
を作成し、整列、タブおよび行間を使用して書式設定を調整します。

3. タイトルパネルで、ロール・クロールオプションボタンをクリックします。

4. 「方向」および「タイミング」オプションを必要に応じて指定し、「OK」をクリックし
ます。

方向は、クロールタイトルに対してのみ指定することができます。

ロールタイトルの作成方法について、Andrew Devis が提供するこのビデオチュートリア
ルを参照してください。
 

ロール／クロールタイミングオプションの選択

画面外から画面内へとロールしてきます。

オブジェクトが画面外に出るまでロールします。
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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

プリロール

加速

減速

ポストロール

左にクロール、右にクロール

ページの先頭へ

ロールの開始前に再生するフレーム数を指定します。

再生速度に達するまでタイトルをゆっくり加速しながらロールするフレーム数を指定します。

ロールが終了するまでタイトルをゆっくり減速しながらロールするフレーム数を指定します。

ロールの終了後に再生されるフレーム数を指定します。

クロールの移動方向を指定します。

タイトルの種類の変換
1. タイトルパネルで、変換するテキストボックスを選択し、ロール・クロールオプションボ
タンをクリックします。

2. 「タイトルの種類」で、目的のタイトルの種類を指定し、必要に応じて「タイミング」オ
プションを指定します。

3. 「OK」をクリックします。
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エフェクトとトランジション
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エフェクトについて

ページの先頭へ

基本エフェクト
標準エフェクト
クリップベースおよびトラックベースのエフェクト
エフェクトプラグイン
GPU 高速処理エフェクト
高ビット数エフェクト

Premiere Pro には、ビデオプログラム内のクリップに適用できる様々なオーディオエフェクトとビデオエフェ
クトがあります。エフェクトによって、映像に特殊効果や音響効果等のさまざまな効果を追加したり調整する
ことができます。例えば、フッテージの露出や色を変更したり、サウンドを操作したり、画像を変形させた
り、視覚的な効果を加えることができます。また、回転やアニメーションのエフェクトでクリップに動きを与
えたり、クリップのフレーム内でのサイズや位置を調整することもできます。エフェクトの強さは値を指定す
ることで調整できます。ほとんどのエフェクトでは、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネ
ルのキーフレームを使用して、エフェクトのコントロールをアニメートすることもできます。
すべてのエフェクトに対して、プリセットを作成して適用できます。キーフレームを使用してエフェクトをア
ニメートしたり、タイムラインパネルで個々のキーフレームの情報を直接表示できます。

基本エフェクト

タイムラインパネルにクリップを追加すると、基本エフェクトが自動的に適用されます。基本エフェクトはク
リップ固有のプロパティを制御するエフェクトで、クリップを選択したときにエフェクトコントロールパネル
に表示されます。エフェクトコントロールパネルで、すべての基本エフェクトを調整できます。また、プログ
ラムモニター、タイムラインパネル、オーディオミキサーを使用して簡単にエフェクトを制御することもでき
ます。基本エフェクトには、次のコントロールがあります。
モーション
クリップのアニメート、回転およびスケール、アンチフリッカープロパティの調整、ほかのクリップとの合成
などを可能にするプロパティがあります（プログラムモニターでのモーションエフェクトの調整について詳し
くは、位置、スケールおよび回転の調整およびプログラムモニターでのモーションのアニメートを参照してく
ださい）。
 

不透明度
オーバーレイ、フェード、ディゾルブなどのエフェクトのために、クリップの不透明度を制御します。
 

タイムリマップ
クリップの任意の部分で再生速度を遅くしたり、速めたり、逆再生したり、フレームを保持したりすることが
できます。また、これらの変化の速度を微調整することもできます。
 

ボリューム
オーディオが含まれているクリップのボリュームを制御します（ボリュームエフェクトについて詳しくは、
キーフレームを使用したボリュームの調整、エフェクトコントロールでのボリュームの調整、オーディオミキ
サーでのトラックのボリューム設定、ゲインおよびボリュームの調整、1 つまたは複数のクリップのノーマラ
イズ、およびマスタートラックのノーマライズを参照してください）。
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

 

 

基本エフェクトは各クリップに組み込まれているので、プロパティを調整するだけでアクティブにすることが
できます。
Premiere Pro では、標準エフェクトをレンダリングした後に基本エフェクトがレンダリングされます。標準エ
フェクトは、エフェクトパネルに表示されている順番で上から順にレンダリングされます。標準エフェクト
は、エフェクトコントロールパネル内でドラッグ操作により任意の順番に並べ替えることができますが、基本
エフェクトの順番を並べ替えることはできません。

基本エフェクトとモーションエフェクトのレンダリング順序を変更する場合は、それぞれ標準エフェクト
またはトランスフォームエフェクトのエフェクトを使用します。また、不透明度エフェクトにはアルファ
チャンネルエフェクトを、基本エフェクトにあるボリュームエフェクトにはボリュームエフェクトを使用
してレンダリング順序を変更することができます。これらの標準エフェクトは基本エフェクトとまったく
同じではありませんが、同等のプロパティがあります。

標準エフェクト

標準エフェクトは、思い描いた効果を作成するためにクリップに最初に適用するべき追加のエフェクトです。
シーケンス内のクリップには、任意の数の標準エフェクトを任意の組み合わせで適用できます。標準エフェク
トは、特殊効果の付加、色合いの調整、ピクセルのトリミングなどのビデオの編集を行う場合に使用しま
す。Premiere Pro には、多数のビデオエフェクトとオーディオエフェクトがあり、すべてエフェクトパネルに
表示されます。標準エフェクトは、クリップに適用してから、エフェクトコントロールパネルで調整します。
特定のビデオエフェクトでは、プログラムモニターのハンドルを使用して直接操作することができます。標準
エフェクトのどのプロパティも、キーフレームで使用したり、エフェクトコントロールパネルでグラフの形を
変更したりして、時間の経過に応じてアニメートさせることができます。エフェクトコントロールパネルでベ
ジェ曲線の形状を調整すると、エフェクトアニメーションの滑らかさや速度を微調整できます。

エフェクトパネルに表示されるエフェクトは、Premiere Pro の Plug-ins フォルダーの中にある各言語
用のサブフォルダーにあるエフェクトファイルに応じて異なります。互換性のあるアドビのプラグインファイ
ルや、他社が開発したプラグインパッケージを追加することで、利用可能なエフェクトの数を増やすことがで
きます。

クリップベースおよびトラックベースのエフェクト

基本エフェクトと標準エフェクトのビデオエフェクトは、すべてクリップベースです。つまり、エフェクトは
クリップに対して反映されます。エフェクトは、シーケンスをネストさせておくことで、一度に複数のクリッ
プに適用することもできます。
オーディオエフェクトは、クリップとトラックのどちらにも適用できます。トラックベースとしてエフェクト
を適用するには、オーディオミキサーを使用します。エフェクトにキーフレームを追加すると、オーディオミ
キサーまたはタイムラインパネルでエフェクトを調整できるようになります。

エフェクトプラグイン

Premiere Pro に付属の数多くのエフェクトに加え、プラグイン形式でより多くのエフェクトを使用することが
できます。プラグインは Adobe または他社から購入したり、互換性のあるアプリケーションから活用するこ
とも可能です。例えば、Adobe After Effects プラグインや VST プラグインの多くを Premiere Pro で使用でき
ます。ただし、正式に Adobe テクニカルサポートの対象となるのは、Premiere Pro アプリケーションと同時
にインストールされるプラグインだけです。
Premiere Pro でプラグインを使用するには、プラグインファイルを共通の Plug-ins フォルダーにコピーしま
す。
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（Windows）Program Files¥Adobe¥Common¥Plug-ins¥<version>¥MediaCore

（Mac OS）/Library/Application Support/Adobe/Common/Plug-ins/<version>/MediaCore

プラグインをインストールする際は、そのプラグインに付属しているインストーラーを使用することをお勧め
します。インストーラーを使用すれば、プラグインと関連ファイルが正しい位置に確実にインストールされま
す。
インストールされていないエフェクトを参照しているプロジェクトを開くと、Premiere Pro では次の操作が行
われます。
存在しないエフェクトを示す。
そのエフェクトをオフラインとしてマークを付ける。
そのエフェクトがない状態でレンダリングを実行する。

 

サードパーティ製プラグインの最新のリストについては、アドビ システムズ社の Web サイトを参照してくだ
さい。
 

アドオンプラグインが含まれているプロジェクトを複数のコンピューターで編集するには、すべての
コンピューターにそのプラグインをインストールします。

GPU 高速処理エフェクト

一部のエフェクトでは、レンダリングの高速化に認定グラフィックカードの処理能力を利用できます。この
CUDA テクノロジを使用したエフェクトの高速化は、Premiere Pro の高性能 Mercury Playback Engine のコ
ンポーネントです。
Premiere Pro のシステム要件（Premiere Pro でエフェクトの CUDA アクセラレーションに対応している認定
グラフィックカードのリストを含む）については、アドビ システムズ社の Web サイトを参照してください。

Mac OS で CUDA アクセラレーション機能を利用するには、Mac OS X v10.6.3 以降が必要です。

エフェクトの GPU アクセラレーションの有効化または無効化
1. プロジェクト／プロジェクト設定／一般を選択します。

2. 「ビデオレンダリングおよび再生」セクションで、Mercury Playback Engine – GPU 高速
処理または Mercury Playback Engine – ソフトウェア処理のうち、該当するレンダラーを
選択します。

Premiere Pro の GPU アクセラレーション対応エフェクトのリスト

Adobe Premiere Pro で CUDA により高速処理できるエフェクトとトランジションを以下に示します。

アルファチャンネルキー
基本 3D

モノクロ
輝度＆コントラスト
カラーバランス（RGB）
カラーパス（Windows のみ）
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カラー置き換え
クロップ
ドロップシャドウ
エッジのぼかし
8 点ガベージマット
抽出
クイックカラー補正
4 点ガベージマット
ガンマ補正
ガベージマット（4 点、8 点、16 点）
ブラー（ガウス）
水平反転
レベル補正
ルミナンス補正
ルミナンスカーブ
ノイズ
プロセスアンプ
RGB カーブ
RGB カラー補正
シャープ
16 点ガベージマット
3 ウェイカラー補正
タイムコード
色合い
トラックマットキー
Ultra キー
ビデオリミッター
垂直反転

クロスディゾルブ
暗転
ホワイトアウト

Premiere Pro の GPU アクセラレーション対応エフェクトのリスト

Adobe Premiere Pro で CUDA により高速処理できるその他のエフェクトとトランジションを以下に示しま
す。

ブラー（方向）
ブラー(滑らか)
反転
ディゾルブ
フィルムディゾルブ
ワープスタビライザー
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高ビット数エフェクト

Premiere Pro には、高ビット数エフェクト処理をサポートしているビデオエフェクトおよびトランジションが
いくつかあります。v210 形式のビデオや 16 bit/チャンネル（bpc）の Photoshop ファイルなどの高ビット数
アセットにエフェクトを適用すると、エフェクトが 32 bpc ピクセルでレンダリングされます。これにより、
以前の標準 8 ビット/チャンネルピクセルでのレンダリングよりも高いカラー解像度と滑らかなカラーグラ
デーションを作成できます。ビット数の高いエフェクトには、エフェクトパネルのエフェクト名の右に 32
bpc バッジが表示されます。
そういったエフェクトで高いビット数でのレンダリングを有効にするには、新規シーケンスダイアログボック
スで「最大ビット数」ビデオレンダリングオプションを選択します。
エフェクトパネルでエフェクトにフィルターを適用して、高ビット数エフェクトを簡単に見つける方法につい
ては、エフェクトの種類別でのフィルターを参照してください。エフェクトの種類別でのフィルターを参照し
てください。

32 bpc エフェクトは、レンダーパイプライン内のすべてのエフェクトが 32 bpc エフェクトの場合の
み、32 bit/チャンネルでレンダリングされます。32 bpc エフェクトを含むシーケンスに 8 bpc エフェクトを配
置すると、Premiere Pro はシーケンスのすべてのエフェクトを 8 ビットでレンダリングします。
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エフェクトの適用、削除、検索および構成
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注意：

エフェクトの検索とグループ化
エフェクトのクリップへの適用
クリップのエフェクトのコピーとペースト
クリップからの選択したエフェクトの削除
クリップからのすべてのエフェクトの削除
クリップに適用されたエフェクトの有効化または無効化
FX バッジの使用

エフェクトの検索とグループ化

標準エフェクトはエフェクトパネルに表示され、「ビデオエフェクト」と「オーディオエフェクト」の 2 つの
ビンに分類されています。Premiere Pro では、各ビンについて、ネストされたビンの種類別にエフェクトが一
覧表示されます。例えば、ブラー＆シャープビンには、ブラー（ガウス）やブラー（方向）など、画像をぼか
すブラーエフェクトが入っています。
サポートしているオーディオクリップの種類によって名前が付けられているビン（モノラル、ステレ
オ、5.1）から、オーディオエフェクトを検索できます。
また、「内容」ボックスにエフェクト名を入力してエフェクトを検索することもできます。
エフェクトパネルを開くには、ウィンドウ／エフェクトを選択するか、「エフェクト」タブをクリックしてく
ださい。
32 bit（32 bpc）および YUV エフェクトのアイコンの意味について解説する Karl Soule の記事が以下のアド
ビ システムズ社の Web サイトのブログに掲載されています。

What is YUV?

Understanding color processing: 8-bit, 10-bit, 32-bit, and more

エフェクトの種類別でのフィルター

エフェクトパネルの左上の検索フィールドの下に 3 つのボタンがあります。これらのボタンは、次の 3 種類
のエフェクトのフィルターとして機能します。

 高速処理エフェクト（GPU 高速処理エフェクトを参照）
32 bit カラーエフェクト（高ビット数エフェクトを参照）
 YUV エフェクト

これらのボタンのいずれかをオンに切り替えると、そのタイプのエフェクトとトランジションのみが下のエ
フェクトのリストに表示されます。これらのボタンのうち、1 つまたは複数のボタンを切り替えて、エフェク
トのリストをフィルタリングし、任意の組み合わせの属性を検索することができます。

サポート対象のビデオカードが取り付けられている場合にのみ、高速処理エフェクトに対する高速処
理が使用できます。サポート対象のビデオカードが取り付けられていない場合でも、高速処理エフェクトの
フィルターボタンは機能しますが、高速処理が使用できないことを表すため、高速処理エフェクトのバッジは
使用不可の状態で表示されます。

503



注意：

ページの先頭へ

ユーザー定義のエフェクト用のビンの作成
1. エフェクトパネルで、新規カスタムビンボタン  をクリックするか、エフェクトパネル
メニューから「新規カスタムビン」を選択します。新規カスタムビンがエフェクトパネル
に表示されます。名前は変更できます。

2. カスタムビンまでエフェクトをドラッグします。エフェクトのコピーがカスタムビンに追
加されます。カスタムビンをさらに追加すると、「カスタムビン 01」、「カスタムビン
02」のように名前に番号が付けられます。

3. カスタムビンの名前を変更するには、名前をクリックしてフォルダーを選択し、もう一度
クリックして名前フィールドを選択して、新しい名前を入力します。

カスタムビンの削除
1. エフェクトパネルでカスタムビンを選択して、次のいずれかの操作を行います。

カスタム項目を削除ボタンをクリックします 。
エフェクトパネルメニューから「カスタム項目を削除」を選択します。
Delete キーを押します。
Backspace キーを押します。

カスタムビンは、エフェクトパネルからだけ削除できます。

2. 「OK」をクリックします。

エフェクトのクリップへの適用

エフェクトアイコンをエフェクトパネルからタイムラインパネルのクリップにドラッグして、1 つまたは複数
の標準エフェクトをクリップに適用することができます。または、クリップを選択し、エフェクトパネルでエ
フェクトをダブルクリックして適用します。同じエフェクトを複数回適用して、その都度設定を変えることも
できます。
標準エフェクトを適用するすべてのクリップを最初に選択すれば、エフェクトを一度に複数のクリップに適用
できます。
エフェクトを削除しないで一時的に無効にしたり、エフェクトを完全に削除することもできます。
エフェクトコントロールパネルを使用してエフェクトの表示と調整を行うことができます。また、タイムライ
ンパネルでトラックを展開して、クリップのエフェクト調整用の適切な表示オプションを選択し、そこでエ
フェクトを確認しながら調整できます。
初期設定では、クリップにエフェクトを適用すると、エフェクトはクリップのデュレーションの時間中はアク
ティブになります。キーフレームを使用すると、エフェクトの効果を特定の時間位置ごとに指定することもで
きます。また、キーフレームごとにエフェクトの値を調整することもできます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

1 つまたは複数のエフェクトを 1 つのクリップに適用するには、タイムラインのク
リップにエフェクトをドラッグします。
複数のクリップに複数のエフェクトを適用するには、最初にクリップを選択しま
す。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、タイム
ライン内の目的のクリップを 1 つづつクリックします。次に、選択した複数のクリッ
プのどれかに 1 つのエフェクトまたは選択した複数のエフェクトをドラッグします。
クリップを選択し、エフェクトをダブルクリックします。

オーディオエフェクトを適用するには、エフェクトをオーディオクリップにドラッグする
か、ビデオクリップのオーディオ部分にドラッグします。オーディオトラックの「トラッ
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クキーフレーム」が有効になっているときは、オーディオエフェクトを適用することはで
きません。

タイムラインパネルで適用したいクリップが選択されている場合は、エフェクトパネ
ルからエフェクトをエフェクトコントロールパネルへ直接ドラッグして適用すること
もできます。

2. エフェクトコントロールパネルでは、右向きの三角形をクリックして任意のエフェクトの
オプションを表示し、オプションに値を指定します。

クリップのエフェクトのコピーとペースト

1 つのクリップのエフェクトをコピーして、別の 1 つまたは複数のクリップに簡単にペーストすることができ
ます。例えば、同じ照明条件で撮影した一連のクリップに同じカラー補正を適用することができます。シーケ
ンスのトラックのクリップからエフェクトをコピーして、別のトラックのクリップにペーストすることもでき
ます。その場合、ペースト先のトラックを選択する必要はありません。
エフェクトコントロールパネルで各エフェクトをコピーしてペーストすることができます。エフェクトのすべ
ての値をあるシーケンスのクリップからコピーすることもできます。コピーできる属性には、基本エフェクト
と標準エフェクトのキーフレームも含まれます。これらの値は、「属性のペースト」コマンドを使用して、あ
るシーケンスの別のクリップにコピーできます。「属性のペースト」を使用すると、ソースクリップ固有のエ
フェクト（モーション、不透明度、タイムリマップ、ボリューム）がペースト先のクリップのエフェクトを置
き換えます。また、キーフレームを含む属性設定以外のすべてのエフェクトも、コピー先のクリップに適用さ
れているエフェクトのリストに追加されます。
エフェクトにキーフレームが含まれる場合、キーフレームはコピー先クリップの先頭から同じ時間位置に表示
されます。コピー先クリップがコピー元クリップよりも短い場合、キーフレームはコピー先クリップのアウト
ポイントよりも後ろにペーストされます。このようなキーフレームを表示するには、クリップのアウトポイン
トをキーフレームの位置よりも後ろに移動するか、「ワークエリアをクリップの範囲に設定」オプションの選
択を解除します。

あるエフェクトのパラメーターを持つキーフレームをコピーして、互換性のある別のエフェクトのパ
ラメーターにペーストすることもできます。キーフレームをコピー＆ペーストするを参照してください。

1. タイムラインパネルで、コピーする 1 つまたは複数のエフェクトを含むクリップを選択
します。

2. （オプション）コピーするエフェクトを選択するには、エフェクトコントロールパネルで
コピーするエフェクトを選択するか、Shift キーを押しながら複数のエフェクトをクリッ
クして選択します。すべてのエフェクトを選択する場合は、後の手順に進みます。

3. 編集／コピーを選択します。

4. タイムラインパネルで、エフェクトのペースト先のクリップを選択し、次のいずれかを選
択します。

1 つまたは複数のエフェクトをペーストするには、編集／ペーストを選択します。
すべてのエフェクトをペーストするには、編集／属性のペーストを選択します。

クリップからの選択したエフェクトの削除
1. タイムラインパネルでクリップを選択します。複数のクリップが選択されないように、タ
イムラインの空のスペースをクリックしてからクリップをクリックします。選択したク
リップの上にあるタイムルーラーの一部分をクリックして、時間インジケーターをその場
所に移動します。

2. エフェクトコントロールパネルで削除する 1 つまたは複数のエフェクトを選択します。
複数のエフェクトを選択するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac
OS）を押しながらエフェクトをクリックします。
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基本エフェクト（モーション、不透明度、タイムリマップ、ボリューム）は削除
できません。

3. 次のいずれかの操作を行います。

Delete キーまたは Backspace キーを押します。
エフェクトコントロールパネルメニューで「選択したエフェクトを削除」を選択しま
す。

クリップからのすべてのエフェクトの削除
1. タイムラインパネルでクリップを選択します。複数のクリップが選択されないように、タ
イムラインの空のスペースをクリックしてからクリップをクリックします。選択したク
リップの上にあるタイムルーラーの一部分をクリックして、時間インジケーターをその場
所に移動します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

エフェクトコントロールパネルメニューで「エフェクトを削除」を選択します。
クリップ／エフェクトを削除を選択します。
タイムラインパネルでクリップを右クリックして「エフェクトを削除」を選択しま
す。

3. エフェクトを削除ダイアログボックスで削除するエフェクトの種類を選択して、「OK」
をクリックします。

選択した種類のすべての適用済みエフェクトがクリップから削除され、選択したすべてのクリップ固有のエ
フェクトが初期設定に戻ります。

クリップに適用されたエフェクトの有効化または無効化
エフェクトコントロールパネルで 1 つまたは複数のエフェクトを選択して、次のいずれか
の操作を行います。

エフェクトを無効にするには、エフェクトボタン  をクリックします。
空白の「エフェクト」ボックスをクリックして、エフェクトを有効にします。
エフェクトコントロールパネルメニューで、「エフェクトオン」コマンドを選択また
は選択解除します。

「エフェクトオン」コマンドのカスタムのキーボードショートカットを作成できま
す。このキーボードショートカットでエフェクトのオン／オフを切り替えることがで
きます。 

FX バッジの使用

FX バッジとは、クリップにエフェクトが適用されているかどうかを示すタイムライン上のアイコンです。タ
イムラインに FX バッジを表示するには、タイムラインの設定アイコンをクリックし、「FX バッジを表示」
を選択します。
Premiere Pro では、様々な色の FX バッジが表示されます。バッジの色を見ると、エフェクトを適用したかど
うか、クリップ固有のエフェクトを変更したかどうかなどを判断できます。 
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A. グレーの FX バッジ B. 紫色の FX バッジ C. 黄色の FX バッジ D. 緑色の FX バッジ 

赤色の下線が付いた FX バッジ

FX バッジの
色 意味

グレー エフェクトが適用されていない（デフォルトのバッジの色）

パープル クリップ固有ではないエフェクトが適用されている（カラー補正、ぼかし
など）

イエロー クリップ固有のエフェクトが変更されている（位置、スケール、不透明度
など）

緑  クリップ固有のエフェクトが変更されており、追加のエフェクトが適用さ
れている

赤色の下線 マスタークリップのエフェクトが適用されている
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エフェクトとキーフレームの表示および調整

ページの先頭へ

エフェクトコントロールパネルでのエフェクトの表示
タイムラインパネルでのエフェクトプロパティのキーフレームの表示
エフェクトコントロールパネルでのコントロールの調整またはリセット

エフェクトコントロールパネルに、現在選択されているクリップに適用されているエフェクトがすべて表示されます。基本エフェクトはすべての
クリップに含まれており、モーションエフェクト、不透明エフェクトおよびタイムリマップエフェクトは、「ビデオエフェクト」セクションに表
示され、ボリュームエフェクトは「オーディオエフェクト」セクションに表示されます。ボリュームエフェクトは、オーディオクリップ、または
オーディオがあるビデオクリップにだけ含まれます。

エフェクトワークスペースを選択して、エフェクト編集用のインターフェイスをすばやく最適化することができます。 ウィンドウ／ワークス
ペース／エフェクトを選択します。

エフェクトコントロールパネル

A. シーケンス名 B. クリップ名 C. タイムラインビューの表示／非表示ボタン D. タイムラインビュー E. エフェクトコントロールパネルメニュー F.
時間インジケーター 

初期設定ではタイムラインビューが表示されませんが、タイムラインビューの表示／非表示ボタンをクリックして表示できます . 必要に応じて、
エフェクトコントロールパネルの表示幅を広げて、このボタンが表示されてアクティブになるようにします。
右向きの三角形をクリックしてエフェクトプロパティを展開し、値グラフと速度グラフを表示できます。
タイムラインパネルでクリップを選択すると、エフェクトコントロールパネルでタイムラインビューのズームレベルが自動的に調整され、選択し
たクリップのインポイントとアウトポイント間の範囲が中央に表示されます。エフェクトコントロールパネルメニューで「ワークエリアをクリッ
プの範囲に設定」を選択解除して、クリップのインポイントとアウトポイント間以外のタイムラインを表示することができます。エフェクトコン
トロールパネルには、オーディオクリップの再生とループ再生で使用するコントロールもあります。キーフレーム領域はタイムルーラーの下にあ
ります。キーフレーム領域では、特定のフレームの各エフェクトプロパティの値に対してキーフレームを指定することができます。

エフェクトコントロールパネル

A. 現在の時間 B. ズームコントロール C. クリップのオーディオ再生 D. オーディオのループ再生の切り替え E. エフェクトの値 

エフェクトコントロールパネルでのエフェクトの表示
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注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

エフェクトコントロールパネルで、次のいずれかの操作を行います。

クリップに適用されているすべてのエフェクトを表示するには、タイムラインパネルでクリップを選択します。

エフェクトコントロールパネルをアクティブにするために時間インジケーターをクリップの上に配置する必要はありま
せん。

ビデオエフェクトまたはオーディオエフェクトのヘッダーを展開したり閉じたりするには、ヘッダーにある表示／非表示ボ
タンをクリックします。矢印が上を向いているとき  は、ヘッダーが展開され、そのセクション内のエフェクトはすべて
表示されています。矢印が下を向いているとき  は、エフェクトのヘッダーは閉じています。
エフェクトまたはプロパティを展開したり閉じたりするには、エフェクトの見出し、プロパティグループ名またはプロパ
ティ名の左側にある三角形をクリックします。エフェクトの見出しを展開すると、そのエフェクトに関連するプロパティグ
ループとプロパティが表示されます。例えば、エフェクトの見出しが「3 ウェイカラー補正エフェクト」、プロパティグ
ループが「階調範囲の定義」、プロパティが「シャドウのしきい値」のように表示されます。個々のプロパティを展開する
と、スライダーやダイヤルなどのグラフィックコントロールが表示されます。
エフェクトの順序を変更するには、エフェクト名をリスト内の希望の位置にドラッグします。ドラッグしている最中には、
エフェクトが別のエフェクトの上または下にあるときに黒い線が表示されます。マウスボタンを放すと、エフェクトがその
位置に移動します。

基本エフェクト（モーション、不透明度、タイムリマップ、ボリューム）を並べ替えることはできません。

クリップのインポイントとアウトポイント間以外のタイムラインを表示するには、エフェクトコントロールパネルメニュー
で「ワークエリアをクリップの範囲に設定」の選択を解除します。選択したクリップのインポイントとアウトポイント間以
外のタイムラインエリアは、グレー表示されます。「ワークエリアをクリップの範囲に設定」を選択すると、クリップのイ
ンポイントとアウトポイント間のタイムラインだけが表示されます。
選択したクリップ内のオーディオを再生するには、クリップのオーディオ再生ボタン  をクリックします。このコント
ロールは、選択したクリップにオーディオが含まれている場合にだけ使用できます。

 

 

 

タイムラインパネルでのエフェクトプロパティのキーフレームの表示
次のいずれかの操作を行います。

ビデオまたはオーディオトラックのトラックヘッダーのキーフレームを表示ボタン  をクリックし、キーフレームを表示メ
ニューからいずれかのキーフレームオプションを選択します。
プロパティを表示させたいキーフレームが含まれているクリップを右クリック（Windows）、または Control キーを押しな
がらクリック（Mac OS）します。「クリップキーフレームを表示」を選択して、表示させたいキーフレームが含まれてい
るエフェクトを選択します。

エフェクトコントロールパネルでのコントロールの調整またはリセット
次のいずれかの操作を行います。

プロパティ値を変更するには、下線付きの数値にポインターを合わせて左右にドラッグします。
プロパティの値をクリックし、新しい値を入力して、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。
プロパティ名の隣の右向きの三角形をクリックしてプロパティを展開し、スライダーまたは角度コントロールをドラッグし
ます。
角度を設定するには、角度コントロール領域の内側をドラッグし、下線付きの数値をスクラブします。または、下線付きの
数値を選択して値を入力します。

角度コントロールの内側をクリックしてから外側にドラッグすると、角度の値を簡単に変更できます。

スポイトツールを使用してカラー値を設定するには、コンピューター画面上の任意の場所で目的の色をクリックします。初
期設定では、スポイトツールは 1 ピクセルの範囲を選択します。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）
を押しながらクリックすると、5 x 5 ピクセルの範囲の色を選択します。
カラーピッカーを使用してカラー値を設定する場合は、色見本をクリックし、カラーピッカーダイアログボックスで色を選
択して、「OK」をクリックします。
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エフェクトのプロパティを初期設定値に戻すには、エフェクトの隣にあるリセットボタン  をクリックします。キーフ
レームを含まないプロパティは、すべて初期設定値に戻ります。キーフレームを含むプロパティは、そのプロパティの現在
の時間の値だけが初期設定値に戻ります。現在の時間にキーフレームが設定されている場合は、そのキーフレームが初期設
定値に戻ります。現在の時間にキーフレームが設定されていない場合は、初期設定値を使用するキーフレームが新たに作成
されます。

誤ってリセットボタンをクリックしてしまった場合は、編集／取り消しを選択して直前の操作を取り消します。

以下も参照してください。
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エフェクトプリセット

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

エフェクトプリセット
チュートリアルで学習する
エフェクトプリセットの作成と保存
エフェクトプリセットの適用
カスタムビンおよびプリセットビンの操作

エフェクトプリセット

エフェクトパネルのプリセットビンに、一般的なエフェクトのプリセットがあります。エフェクトの設定を各
自で行うのではなく、特定目的のために作成されたプリセットを使用することで時間を節約できます。例え
ば、クリップを短時間でぼかすには、ブラー（滑らか）エフェクトを適用し、手動でキーフレームを設定でき
ます。このときブラーイン（滑らか）プリセットを使用すると時間を節約できます。
カスタマイズしたエフェクトの設定を、プリセットとして保存できます。保存したプリセットは、プロジェク
トの別のクリップに適用できます。エフェクトをプリセットとして保存すると、エフェクト用に作成したキー
フレームも保存されます。エフェクトコントロールパネルでエフェクトプリセットを作成すると、これらのエ
フェクトはエフェクトパレットの最上位のプリセットビンに保存されます。エフェクトプリセットは、ネスト
したプリセットビンを使用して、プリセットビン内で整理できます。また、Premiere Pro にはあらかじめエ
フェクトプリセットが用意されており、これらは Adobe Premiere Pro アプリケーションの Presets フォル
ダーに保存されています。
エフェクトプリセットのプロパティを表示するには、エフェクトパネルでプリセットを選択し、エフェクトパ
ネルメニューから「プリセットのプロパティ」を選択します.

プリセットをクリップに適用したときに、既に適用されているエフェクトの設定がプリセットに含まれている
場合、クリップは次のように変更されます。

エフェクトプリセットにモーション、不透明度、タイムリマップ、ボリュームなどの基本
エフェクトが含まれている場合は、既存のエフェクト設定は上書きされます。
エフェクトプリセットに標準エフェクトが含まれている場合は、現在のエフェクトリスト
の一番下にエフェクトが追加されます。ただし、エフェクトコントロールパネルにエフェ
クトをドラッグする場合は、階層中の任意の位置に配置できます。

チュートリアルで学習する

次のチュートリアルに、クリップにエフェクトを適用する方法を示します：
ビデオエフェクトを適用する
オーディオエフェクトを適用する
クリップのすべてのインスタンスにエフェクトを適用する方法

エフェクトプリセットの作成と保存
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スケール

インポイント基準

アウトポイント基準

ページの先頭へ

1. タイムラインで、プリセットとして保存したい設定が含まれるエフェクトが使用されてい
るクリップを選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで保存するエフェクトを選択します。複数のエフェクトを
選択するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらエ
フェクトをクリックします。

3. エフェクトコントロールパネルの右上のパネルメニューアイコンをクリックしてパネルメ
ニューを開きます。

4. 「プリセットの保存」を選択します。

5. プリセットの保存ダイアログボックスで、プリセットの名前を入力します。必要に応じ
て、説明を入力します。

6. 次の種類のプリセットからいずれかを選択します。これがターゲットクリップにプリセッ
トを適用したときのキーフレームの処理方法になります。

ターゲットクリップの長さに合わせて、ソースキーフレームの位置を調整しま
す。ターゲットクリップの既存のキーフレームがすべて削除されます。

クリップのインポイントから最初のエフェクトキーフレームまでの元
の距離を維持します。最初のキーフレームがソースクリップのインポイントから 1 秒の
位置にある場合、ターゲットクリップのインポイントから 1 秒の位置にキーフレームが
追加されます。その位置を基準にして、ほかのすべてのキーフレームが追加されます。

クリップのアウトポイントから最後のエフェクトキーフレームまで
の元の距離を維持します。最後のキーフレームがソースクリップのアウトポイントから1
秒の位置にある場合、ターゲットクリップのアウトポイントから1 秒の位置にキーフレー
ムが追加されます。その位置を基準にして、ほかのすべてのキーフレームが追加されま
す。

7. 「OK」をクリックします。

選択したエフェクトとそのキーフレームがプリセットフォルダーに新しいプリセットとして保存されます。

エフェクトプリセットの適用

1 つまたは複数のエフェクトの設定を含むエフェクトプリセットを、シーケンスの任意のクリップに適用でき
ます。

エフェクトパネルで、プリセットビンを展開し、次のいずれかの操作を行います。

タイムラインパネル内のクリップにエフェクトプリセットをドラッグします。
タイムラインパネル内でクリップを選択し、エフェクトコントロールパネルにエフェ
クトプリセットをドラッグします。

タイムラインパネルのクリップにプリセットをドラッグすると、プリセットのドロップ先は次のように決めら
れます。
タイムラインでクリップが選択されていない場合、プリセットはドロップ先のクリップに
適用されます。
タイムラインで選択されているクリップの中にドロップ先のクリップが含まれていない場
合は、これらのクリップの選択が解除されます。代わりにドロップ先のクリップとリンク
されたトラックアイテムが選択され、プリセットはドロップ先のクリップとリンクされた
トラックアイテムに適用されます。
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注意：

タイムラインで選択されているクリップの中にドロップ先のクリップが含まれている場
合、プリセットは選択されているクリップすべてに適用されます。プリセットは、選択さ
れていないリンククリップには適用されません。

エフェクトコントロールパネルにプリセットをドラッグすると、プリセットのドロップ先は次のように決めら
れます。

ドロップ先の種
類

結果

ビデオトラック
アイテムのみ

オーディオプリセットのエフェクトは無視されます。

オーディオト
ラックアイテム
のみ

ビデオプリセットのエフェクトは無視されます。

ビデオトラック
アイテムとオー
ディオトラック
アイテム

プリセットをオーディオトラックに挿入する場合は、オーディオエ
フェクトがドロップ先に挿入されます。ビデオエフェクトは、ビデオ
トラックアイテム用のエフェクトリストの最後に追加されます。

ビデオトラック
アイテムとオー
ディオトラック
アイテム

プリセットをビデオトラックに挿入する場合は、ビデオエフェクトが
ドロップ先に挿入されます。オーディオエフェクトは、リンクされた
各オーディオトラックアイテム用のエフェクトの最後に追加されま
す。

カスタムビンおよびプリセットビンの操作

カスタムビンを使用すると、よく使うエフェクト、トランジション、プリセットを 1 つの場所に保存できま
す。カスタムビンやプリセットビンはいくつでも作成できるので、自分自身が直感的に使用できるビンやプロ
ジェクトのワークフローに適したビンを作成し、エフェクト、トランジションおよびプリセットをカテゴリ別
に整理できます。
カスタムビンとプリセットビンは、エフェクトパネルで作成および保存します。新規のプリセットビンは、最
上位のプリセットビンの中に配置されます。これらのビンはプリセットビンからはドラッグできませんが、ビ
ン内では自由に作成して、任意の階層で整理できます。カスタムビンは、エフェクトパネルの最上位に配置し
たり、ほかのカスタムビンの中にネストさせることができます。

複数のカスタムビンに同じ項目を配置しているときに、任意のビンからその項目を削除すると、一致
する項目がカスタムビンとプリセットビンから削除され、さらに関連するすべてのクリップからも削除されま
す。

1. エフェクトパネルで、次のいずれかの操作を行います。

カスタムビンを作成するには、新規カスタムビンボタン  をクリックするか、エ
フェクトパネルメニューから「新規カスタムビン」を選択します。
プリセットビンを作成するには、エフェクトパネルメニューから「新規プリセットビ
ン」を選択します。新規の各プリセットビンは、最上位のプリセットビンの中に作成
されます。
新規のカスタムビンまたはプリセットビンをネストするには、新規のビンを配置する
ビンを選択して、カスタムビンまたはプリセットビンを作成します。
ビンの名前を変更するには、ビンを選択してビン名をクリックし、新しい名前を入力
して Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。手順 2 と
3 は省略します。
ビンまたはビン内の項目を削除するには、これらを選択した上で、エフェクトパネル
の下部にあるカスタム項目を削除ボタン  をクリックします。手順 2 と 3 は省略し
ます。
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2. 目的のエフェクト、トランジションまたはプリセットをビンに配置します。場合によって
は、項目とビンの両方を表示できるように、パネルのサイズを調整する必要があります。

3. 項目をビンにドラッグします。項目のショートカットが作成されます。

以下も参照してください
エフェクトの検索とグループ化
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マスタークリップエフェクト

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

マスタークリップエフェクトについて
Premiere Pro でのマスタークリップエフェクトの使用
サムネイルのマスタークリップエフェクトの有効化または無効化
エフェクトコントロールを使用してソース設定を調整する

SpeedGrade でのマスタークリップエフェクトの使用
FAQ
ビデオチュートリアル

マスタークリップエフェクトについて

エフェクトのトラック項目またはシーケンス内のクリップへの適用に加えて、Premiere Pro ではエフェクトを
マスタークリップに適用できます。
マスタークリップを親クリップ、マスタークリップから作成されたすべてのシーケンスクリップを子クリップ
と説明することができます。 

さらに詳しく説明すると、マスタークリップはプロジェクトパネル内のシーケンス、マルチカメラソースシー
ケンス、およびビン以外のオブジェクトです。マスタークリップの例として、統合クリップ、サブクリップ、
および合成クリップ（調整レイヤーやカラーマットなど）が挙げられます。
プロジェクトにディスク上の同じファイルにリンクされた複数のアイテムが含まれている場合、これらの各プ
ロジェクトアイテムが独立したマスタークリップになります。つまり、プロジェクトパネルのアイテムに親子
関係を存在させることはできません。親子関係はプロジェクト内のマスタークリップおよびタイムラインの
シーケンスクリップに限定されます。
エフェクトをマスタークリップに適用すると、マスタークリップから作成されたすべてのシーケンスクリップ
（子クリップ）に、そのエフェクトが自動的に適用されます。

Premiere Pro でのマスタークリップエフェクトの使用
1. Premiere Pro では、エフェクトパネルからプロジェクトパネル、ソースモニター、また
はエフェクトコントロールパネルへエフェクトをドラッグすると、マスタークリップにエ
フェクトを適用できます。

エフェクトを複数のマスタークリップに適用するには、プロジェクトパネルでアイテムを
選択し、エフェクトをドラッグして選択したアイテムに適用します。

2. エフェクトコントロールパネルを使用してるエフェクトのパラメーターを調整します。

3. マスタークリップからシーケンスへセグメントを挿入します。マスタークリップに適用さ
れたすべてのエフェクトは、編集されたマスタークリップのすべての部分を介してシーケ
ンスに反映されます。

エフェクトは、マスタークリップからシーケンスクリップを作成する前または後
のどちらにエフェクトを適用したかどうかに関係なく反映されます。

マスタークリップエフェクトが適用されたクリップには、FX バッジの下に赤い線が表示されます。さらに、
エフェクトコントロールパネルに「マスター」という名前の新しいタブが表示され、適用されたエフェクトが
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表示されます。

赤の下線が付いている FX バッジは、クリップに適用されたマスタークリップエフェクトを示します。

 重要事項
エフェクトコントロールパネルの内容は、何のソースにエフェクトのフォーカスが合わせ
られているかに応じて変わります。つまり、マスタークリップがソースモニターに読み込
まれ、ソースモニターにエフェクトのフォーカスがある場合、エフェクトコントロールパ
ネルにマスタークリップが読み込まれます。
タイムラインで単一のシーケンスクリップが選択され、タイムラインにフォーカスがある
場合、エフェクトコントロールパネルに選択されたトラックアイテムが読み込まれます。
シーケンスクリップからマスタークリップエフェクトを表示または調整するには、マッチ
フレーム機能を使用します。そのシーケンスクリップのマスタークリップがソースモニ
ターに読み込まれます。シーケンスクリップをダブルクリックするとマスタークリップで
はなく、該当セグメントのみが読み込まれます。エフェクトコントロールパネルに、マス
タークリップのエフェクトではなく、トラックアイテムのエフェクトが表示されます。

サムネイルのマスタークリップエフェクトの有効化または無効化

クリップの外観をより正確にレンダリングするために、クリップにマスタークリップエフェクトを適用できま
す。このエフェクトは、プロジェクトパネルのサムネイルでクリップに設定できます。
マスタークリップのモーション／不透明度の代わりに、トランスフォームエフェクトを使用できます。
次のエフェクトを除き、Premiere Pro で使用できるほとんどのビデオエフェクトを適用できます。
固有のエフェクト：モーション、不透明度、速度
ワープスタビライザーエフェクト
ローリングシャッターの修復エフェクト

マスタークリップエフェクトをあらかじめレンダリングすることはできません。ソースモニターでの再生パ
フォーマンスに影響する可能性があるので、プロセッサに負荷をかけるエフェクトの使用は避けてください。
オーディオエフェクトをマスタークリップに適用することはできません。
マスタークリップエフェクトを適用したサムネイルを表示するには、次のようにします。

1. プロジェクトパネルの  を右クリックします。

2. コンテキストメニューで、適用されているエフェクトをサムネールに表示をクリックしま
す。次のようにクリップのパフォーマンスが重要な場合は、このオプションをオフにでき
ます。
大量のサムネイルがアイコンとしてプロジェクトパネルに表示される場合、または
クリップに数多くのマスタークリップエフェクトが適用される場合
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ページの先頭へ

クリップに対してマスタークリップエフェクトを適用すると、エフェクトは書き
出し時や、シーケンス内のクリップのインスタンスでも維持されます。

エフェクトコントロールを使用してソース設定を調整する

RED、ARRI、CinemaDNG、DPX、および Sony F65 のメディアファイルの場合、エフェクトコントロール
パネルのマスタータブを使用してソース設定を調整できます。
ソースモニターにマスタークリップを読み込み、ホワイトバランス、彩度、および露出などのソース設定パラ
メーターを調整します。調整したソース設定をエフェクトプリセットとして保存すると、同じ設定を他のク
リップに簡単に適用できます。
また、1 つのクリップから別の 1 つまたは複数のクリップにソース設定をコピーすることもできます。たとえ
ば、1 つのクリップのソース設定を調整し、設定をコピーして他のプロジェクト項目の複数のクリップに貼り
付けることによって、同じ設定を適用することができます。

SpeedGrade でのマスタークリップエフェクトの使用

ネイティブモードとDirect Link モードの両方で SpeedGrade 内のマスタークリップにカラーグレーディング
を適用できます。
エフェクトまたは Look を SpeedGrade 内のマスタークリップに適用すると、そのエフェクトまたは色の変更
がシーケンス内で編集されるマスタークリップの各インスタンスに適用されます。さらに、エフェクトに対し
て行うその後の調整も自動的にすべてのシーケンスクリップに反映されます。

SpeedGrade では、クリップレベルでの作業とマスタークリップレベルでの作業を切り替えることができま
す。

Premiere Pro で Lumetri エフェクトをマスタークリップエフェクトとして適用する場合、SpeedGrade で詳細
な調整を行うことができます。   

カラーグレーディングが完了した後で、SpeedGrade で変更を保存します。複数のシーケンス内で編集したマ
スタークリップのすべての外観は、同じグレーディングが適用されます。さらに、複数のシーケンスに表示さ
れているすべてのインスタンスからマスタークリップに切り替えることができます。 

この変更は、Premiere Pro で再びプロジェクトを開いたときに、編集された Premiere Pro シーケンスで表示
されます。変更が SpeedGrade の Direct Link モードで適用された場合、Direct Link を使用して Premiere Pro
に戻されます。
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FAQ

マスタークリップとディスク上のクリップの違いは何ですか?

ディスク上のメディアファイルを Premiere Pro のプロジェクトパネルに読み込むと、マスタークリップが作
成されます。Premiere Pro に読み込まれたメディアファイルの各インスタンスは、独立したマスタークリップ
です。
つまり、Premiere Pro プロジェクトに、ディスク上の同じメディアをポイントしている複数の異なるマスター
クリップを含めることができます。

「エクスプローラーで表示」（Win）コマンドまたは「Finderで表示」（Mac）コマンドを使用して、選択
したクリップに対するディスク上のメディアファイルを検索します。

マスタークリップまたはトラックアイテムがエフェクトコントロールパネルに読み込まれるかどうかは、どの
ように識別しますか?

ここでは、読み込まれるアイテムのタイプを識別するためのヒントをご紹介します：
クリップ名：トラックアイテムの場合、クリップ名の前にシーケンス名が表示されます。
マスタークリップの場合、クリップ名のみがエフェクトコントロールパネルに表示されま
す。
ヘッダー：トラック名の場合、エフェクトコントールパネルでビデオエフェクトセクショ
ンおよびオーディオエフェクトセクションにヘッダーが表示されます。マスタークリップ
の場合、これらのヘッダーは表示されません。
固有のエフェクト：ビデオが含まれるトラックアイテムの場合、ビデオエフェクトセク
ションにモーション、不透明度、およびタイムリマップの各エフェクトが表示されます。
マスタークリップの場合、これらの固有のエフェクトが表示されません。

マスタークリップエフェクトをシーケンスに適用可能できますか?

いいえ、マスタークリップエフェクトをシーケンスまたはマルチカメラシーケンスに直接適用することはでき
ません。

どのようなタイプのエフェクトをマスタークリップに適用できますか?

次のエフェクトを除き、Premiere Pro で使用できるほとんどのビデオエフェクトを適用できます：
固有のエフェクト：モーション、不透明度、速度
ワープスタビライザーエフェクト
ローリングシャッターの修復エフェクト
マスタークリップエフェクトをプリレンダリングすることはできません。したがっ
て、ソースモニターでの再生パフォーマンスに影響する可能性があるため、プロセッサに
負荷をかけるエフェクトの使用は避けてください。

オーディオエフェクトをマスタークリップに適用することはできません。

エフェクトプリセットをマスタークリップに適用できますか?

はい、エフェクトプリセットをマスタークリップに適用できます。マスタークリップに対してサポートされて
いないエフェクトがプリセットに含まれる場合、サポートされていないエフェクトは無視され、サポートされ
ているエフェクトのみが適用されます。

複製マスタークリップには、元のマスタークリップに適用されたエフェクトが引き継がれますか?

マスタークリップを複製する場合、またはマスタークリップからサブクリップを作成する場合、新しいインス
タンスには元のマスタークリップに適用済みのエフェクトが引き継がれます。ただし、その後は 2 つのマス
タークリップ間にアクティブなリンクが存在しなくなります。後で両方のマスタークリップに同じ変更を適用
する場合、1 つのマスタークリップからエフェクトをコピーし、もう 1 つのマスタークリップにペーストしま
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ページの先頭へ

クリップのすべてのインスタンスにエフェクトを適
用する方法
この 5 分間のビデオチュートリアルでは、エフェク
トをマスタークリップに適用し、変更する方法を学
習し、その変更がクリップのすべてのインスタンス
に反映される様子を確認します。
このチュートリアルでは、自分自身で機能を試すサ
ンプルファイルが含まれています。

す。 

LUT を使用して SpeedGrade 内のマスタークリップにカラーグレーディングを適用できますか?

LUT を使用してマスタークリップにカラーグレーディングを適用できます。ただし、LUT がリミッターの役
割を果たし、制限を超えた場合に彩度を下げるため、強力なカラーグレーディングは適用しないでください。

After Effects ではマスタークリップエフェクトがどのように処理されますか?

現在、After Effects では、読み込まれた Premiere Pro シーケンス内のクリップに適用されたマスタークリッ
プエフェクトはサポートされていません。

ビデオチュートリアル
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マスクとトラッキング

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Premiere Pro でのマスク
描画ツールを使用してマスクを作成
ペンツールを使用して、自由な形状を描画することもできます。
マスクの変更と移動
マスクエッジをぼかすか、マスクの拡張を調整
エフェクトコントロールパネルを使用してマスク設定を調整
マスクのコピーおよびペースト
Premiere Pro のマスクトラッキング
ビデオチュートリアル

Premiere Pro でのマスク

Premiere Pro 内で After Effects で行うような強力なマスクとトラッキングのワークフローを利用できます。
マスクでは、ブラー、塗りつぶし、ハイライトを適用したり、エフェクトやカラー補正を適用したりするク
リップ内の特定の領域を定義できます。
楕円や長方形など、さまざまな多角形マスクを作成したり変更したりできます。または、ペンツールを使用し
て、自由なベジエ形状を描画することもできます。

A. 楕円シェイプツール B. 長方形シェイプツール C. ペンツール 

マスクされた領域内または領域外にエフェクトを適用できます。マスクの一般的な用途の 1 つは、人の顔をぼ
かして個人情報を保護することです。例えば、ブラーエフェクトまたはモザイクエフェクトを適用することに
よって、人の顔をマスクすることができます。
また、マスクを適用して特定の色を補正するなど、よりクリエイティブな方法でマスクを使用することもでき
ます。反転マスク選択を使用して、マスクされた領域をクリップの残りの部分に適用されたカラー補正から除
外することもできます。さらに、複数のエフェクトをクリップの複数の領域に適用して、複数のシェイプマス
クを追加できます。

描画ツールを使用してマスクを作成

Premiere Pro には 2 つの描画ツールがあります。楕円シェイプツール  では円形または楕円形のマスクを作
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成し、長方形シェイプツール  では 4 面の長方形を作成します。
 

1. タイムラインで、マスクする領域が含まれているクリップを選択します。

2. エフェクトパネルから、マスクされた領域に適用するエフェクトを選択します。
例えば、モザイクエフェクトを適用する場合、ビデオエフェクト／スタイライズ／モザイ
クを選択します。

3. エフェクトパネルからエフェクトアイコンをタイムラインパネル内のクリップにドラッグ
して、選択したエフェクトをクリップに適用します。または、クリップを選択し、エフェ
クトパネルでエフェクトをダブルクリックして適用します。

同じエフェクトを複数回適用して、その都度設定を変えることもできます。

エフェクトの適用について詳しくは、エフェクトのクリップへの適用を参照してくださ
い。

4. 楕円シェイプツール  をクリックして、楕円形のマスクを作成するか、または長方形
シェイプツール  をクリックして、長方形のマスクを作成します。
シェイプマスクはプログラムモニターに表示されるクリップに表示され、エフェクトはマ
スクされた領域内に制約されます。

 重要事項
Premiere Pro はマスクをエフェクトのプリセットとして保存しません。
ワープスタビライザーエフェクトに対してマスクが無効になっています。マスクの形状コ
ントロールがエフェクトコントロールパネルでワープスタビライザーエフェクトに対して
表示されません。

ペンツールを使用して、自由な形状を描画することもできます。

ペンツール  では、オブジェクトの周囲に複雑なマスクを自由に描画できます。
マスクの描画を開始するには、ペンツールをクリックします。直線や曲線セグメントを描画して、さまざまな
形状を作成できます。スムーズカーブを描画するには、ベジェパスセグメントを描画します。これによって、
マスクの形状を詳細にコントロールできます。  

ペンツールによる直線パスセグメントの描画
ペンツールで描画できる最も単純なパスは、2 つの頂点がある直線です。クリックを続けると、複数の直線セ
グメントが頂点で結ばれたパスができます。

直線セグメントを開始するには、ペンツールをクリックします。

1. ペンツールを選択します。

2. ペンツールのポインターを直線セグメントの描画を開始する地点に移動し、クリックして
最初の頂点を定義します（ドラッグはしません）。
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注意： 描画する最初のセグメントは、次の頂点をクリックするまで表示されません。

3. 次に、書き始めのセグメントを終了させる地点でクリックします（セグメントの角度を
45°単位に固定するには、Shift キーを押しながらクリックします）。

4. ペンツールのクリックを続けて、残りの直線セグメントの頂点を設定します。

5. クローズパスにする場合は、最初に作成した頂点の上にペンツールを置きます。ペンツー
ルを正しい位置に置くと、ペンツールポインターの横に小さい円  が表示されます。ク
リックまたはドラッグしてパスを閉じます。

ペンツールを使用して曲線ベジェパスセグメントを描画する
ペンツールを使用して、方向線をドラッグして、曲線パスセグメントを作成します。曲線の形状は、方向線の
長さと方向によって決まります。

ベジェシェイプを作成するには、Alt キーを押しながら、カーソルを頂点に置き、マスク上の頂点をベジエポ
イントに変換できます。カーソルが、反転された「V」形状に変わります。 次に、クリックして、ポイン
ターを離します。

ベジェハンドルは 2 方向のコントロールで、ハンドルとその前または後ろにある次のポイントを結ぶ線分の曲
がり具合を制御できます。

A. 曲線の形状を制御する 2 方向のベジェハンドル B. ベジェのマスクの点 

1. ペンツールを曲線の始点に置き、マウスボタンを押したままにします。頂点が表示され、
ペンツールのポインターが矢印に変わります。

2. 頂点の両方の方向線の長さと方向をドラッグして変更し、マウスボタンを放します。

曲線パスの最初の頂点を指定

A. ペンツールを配置 B. マウスボタンを押したままドラッグを開始 C. ドラッグして方向
線を伸ばす 

3. 曲線セグメントの終点にペンツールを置いてから、次のいずれかの操作を行います。

C 字曲線を作成するには、前の方向線とは逆の方向にドラッグし、マウスボタンを放
します。
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ページの先頭へ

曲線パスの 2 番目の頂点を指定

A. ドラッグを開始 B. 前の方向線とは逆の方向にドラッグして C 字曲線を作成 C. マウス
ボタンを放した後の曲線 

S 字曲線を作成するには、前の方向線と同じ方向にドラッグし、マウスボタンを放し
ます。

S 字曲線の作成

A. ドラッグを開始 B. 前の方向線と同じ方向にドラッグして S 字曲線を作成 C. マウスボ
タンを放した後の曲線 

4. 引き続き、別の場所からペンツールをドラッグして、一連の滑らかな曲線を作成します。

マスクの変更と移動

マスクの頂点では、マスクの形状、サイズ、および回転を簡単に管理できます。

A、B、C、D：マスクの形状、サイズ、および回転を調整する頂点。

 マスクの形状、サイズ、および回転を変更

マスクの形状を変更するには、マスクハンドルをドラッグします。
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ページの先頭へ

楕円形マスクの形状を長方形に変更するには、Alt キーを押して、楕円形の頂点のいずれ
かをクリックします。
マスクのサイズを変更するには、カーソルを頂点の少し外側に置いて Shift キーを押し
（カーソルが曲線の双方向矢印  に変わる）、その後で Shift キーを押しながらカーソル
をドラッグします。
マスクを回転させるには、カーソルを頂点の少し外側に置き（カーソルが曲線の双方向矢
印  に変わる）、その後でドラッグします。カーソルをドラッグしながら Shift キーを押
すと、回転角度を 22.5 度単位に制限することができます。

頂点を移動、追加、削除する

頂点を移動するには、選択ツールで頂点をドラッグします。楕円形のマスクをドラッグし
ている間は、楕円形の形状が維持されません。

頂点を追加するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac）を押しなが
ら、カーソルをマスクエッジの上に置きます。カーソルが「+」記号の付いたペンの形 
に変わります。クリックして、頂点をマスクの形状に追加します。

マスクの頂点を削除するには、Ctrl キー（Windows）または Cmd キー（Mac）を押しな
がら、カーソルを削除する点の上に置きます。カーソルがマイナス記号の付いたペンの形 

 に変わります。クリックして、マスクの形状から選択した頂点を削除します。

その他の重要なコマンドとキーボードショートカット

キーボードの矢印キーを使用して、選択したコントロールポイントを 1 ユニット単位で移
動します。
Shift キーを押し、矢印キーを使用して、選択したコントロールポイントを 5 ユニット単
位で移動します。
選択したすべてのコントロールポイントを選択解除して、現在アクティブなマスクの外側
をクリックします。
マスクの直接操作を無効にするには、マスクの外側をクリックします。あるいは、シーケ
ンス内のクリップを選択解除します。
マスクを削除するには、エフェクトコントロールパネルでマスクを選択し、キーボードの
Delete キーを押します。

マスクエッジをぼかすか、マスクの拡張を調整

Premiere Pro では、プログラムモニターで直接マスクのぼかしや拡張を調整できるコントロールがあります。
マスク位置のハンドルでは、マスクのアウトラインに沿ってぼかしハンドルと拡張ハンドルを一緒に移動でき
ます。マスク位置のハンドルを使用して、マスク上の便利な場所にぼかしと拡張のコントロールを配置できま
す。
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ページの先頭へ

A. ぼかしをコントロールするぼかしハンドル B. マスクを拡張および縮小する拡張ハンドル C. コントロール
を移動するマスク位置のハンドル D. 拡張ガイド E. ぼかしガイド 

マスクのぼかしを適用

A. ぼかしなし B. ぼかしを適用 

ぼかしを適用して、マスクの形状のエッジを滑らかにするぼかしによってマスク選択の境界線を滑らかにして
選択された領域の外側となじませ、美しい外観を実現できます。

マスクのぼかしハンドルでは、プログラムモニター内のマスクのアウトラインで直接ぼかしの分量を制御でき
ます。Premiere Pro では、マスクのアウトラインの周囲にぼかしガイドが表示されます。ぼかしガイドは破線
で表示されます。
また、エフェクトコントロールパネルで「マスクの境界のぼかし」値を指定することもできます。

ぼかしを大きくするにはぼかしガイドから離すようにハンドルをドラッグし、ぼかしを小さくするにはぼかし
ガイドに近づけるようにハンドルをドラッグします。

マスクの拡張を調整

マスクの拡張では、マスクの領域を拡張または収縮できます。プログラムモニターで青の実線で表示されるマ
スクの拡張ガイドは、マスク領域を正確に拡張または縮小するために役立ちます。
マスク領域を拡張するには拡張ガイドから離すようにハンドルをドラッグし、マスク領域を収縮するには拡張
ガイドに近づけるようにハンドルをドラッグします。   

また、エフェクトコントロールパネルで「マスクの拡張」の値を指定して、マスクの境界を内側または外側に
移動します。正の値を指定すると境界が外側に移動し、負の値を指定すると境界が内側に移動します。

エフェクトコントロールパネルを使用してマスク設定を調整
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ページの先頭へ

エフェクトコントロールパネルを使用して、値を指定してマスクを調整できます。マスクのトラッキング、マ
スクの不透明度の変更、マスクの拡張、マスクの反転、またはマスクの境界のぼかしが可能です。

A. マスクのトラッキング方法 B. マスクされている領域とマスクされていない領域を反転 C. マスクの拡張を
変更 D. マスクの不透明度を調整 E. マスクの境界のぼかし 

マスクの不透明度を調整

マスクの不透明度を調整するには、マスクの不透明度値を指定します。このスライダーでマスクの不透明度を
調整します。値が 100 の場合、マスクは不透明で、レイヤーの下の領域をブロックします。不透明度が低い
ほど、マスクの下のより多くの領域が見えるようになります。

マスクの選択を反転

「反転」チェックボックスをオンにすると、マスクされた領域とマスクされていない領域が反転します。「反
転」チェックボックスをオンにすると、マスクされていない領域にエフェクトが適用され、マスクした領域を
保護できます。

マスクの選択を反転を使用してマスクされていない領域に適用された Lumetri Look エフェクト

マスクのコピーおよびペースト

クリップ間またはエフェクト間でマスクを簡単にコピーおよびペーストできます。

クリップ間でのマスクが適用されたエフェクトのコピーおよびペースト
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注意：

ページの先頭へ

位置

位置と回転

位置、スケール、回転

ページの先頭へ

マスクが含まれるエフェクトをコピーおよびペーストする場合、ペーストされたエフェクトに同じマスクが適
用されます。

1. タイムラインパネルで、マスクが適用されたエフェクトが含まれているクリップを選択し
ます。

2. エフェクトコントロールパネルで、コピーするエフェクトを選択します。
3. 編集／コピーを選択します。あるいはキーボードショートカットの Ctrl + C（Windows）
または Command + C（Mac OS）を使用します。

4. タイムラインで、マスクをペーストする別のクリップを選択します。
5. 編集／ペーストを選択します。あるいはキーボードショートカットの Ctrl +

V（Windows）または Command + V（Mac OS）を使用します。
 

エフェクト間でのマスクのコピーおよびペースト
1. エフェクトコントロールパネルで、適用されたマスクを表示するエフェクトの横にあるね
じり矢印をクリックして展開します。

2. コピーするマスクを選択します。
3. 編集／コピーを選択します。あるいはキーボードショートカットの Ctrl + C（Windows）
または Command + C（Mac OS）を使用します。

4. エフェクトコントロールパネルで、マスクをペーストする別のエフェクトを選択します。
5. 編集／ペーストを選択します。あるいはキーボードショートカットの Ctrl +

V（Windows）または Command + V（Mac OS）を使用します。

一度にコピーおよびペーストできるマスクは 1 つだけです。

Premiere Pro のマスクトラッキング

マスクをオブジェクトに適用する場合、Premiere Pro ではオブジェクトが 1 つのフレームから別のフレーム
に移動すると、それに従ってマスクが自動的に移動します。例えば、シェイプマスクを使用して顔をぼかした
後、その人物がフレーム間を移動すると、マスクされた顔の移動が自動的にトラッキングされます。
マスクが選択されている場合、エフェクトコントロールパネルにマスクの前後の移動をトラッキングするため
のコントロールが表示されます。一度に 1 フレームずつマスクをトラッキングするか、またはシーケンスの最
後までマスクをトラッキングするかを選択できます。
マスクのトラッキング方法を変更するには、レンチのアイコン  をクリックします。最も効果的なトラッキ
ングを実現するために、いくつかの選択肢から選択できます：

フレームからフレームまでのマスクの位置のみをトラッキング

フレームごとに必要に応じて回転を変更しながらマスク位置をトラッキング

フレームの移動に合わせて自動的にスケールおよび回転しながら、マスク位置をト
ラッキング
試しに実行してみることで、クリップの最適なオプションを見つけることができます。これらのオプショ
ンのいずれかを選択し、うまく行かない場合は、取り消して、別のオプションを試してみてください。

After Effects で使用可能な高度なトラッキング機能を使用するには、Dynamic Link 機能を使用してシーケンス
を After Effects に送信します。詳しくは、After Effects ヘルプ / マスクのトラッキングを参照してください。

ビデオチュートリアル

527



  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

マスクとトラッキングでフェイスの移動をぼかす方
法
この 5 分間のビデオチュートリアルでは、ぼかした
マスクを適用して人物の ID を保護し、シーン内でフ
レームをまたいで移動するマスクを追跡する方法を
学習します。
このチュートリアルでは、自分自身で機能を試すサ
ンプルファイルが含まれています。  
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ワープスタビライザーエフェクトを使用したモーションのスタビ
ライズ

ワープスタビライザーエフェクトを使用して、モーションをスタビラ
イズできます。カメラの動きによって生じる変位を除去することで、
手持ち撮影によるぶれのあるショットをぶれのないスムーズなショッ
トにトランスフォームします。

ビデオ：揺れのあるフッテージ
をスタイビライズする
ワープスタビライザーエフェクト
を使用して、手持ち撮影によるぶ
れのあるフッテージをぶれのない
スムーズなショットにトランス
フォームする方法について学習し
ます。（4 分間）  

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

ワープスタビライザーエフェクトを使用したスタビライズ
ワープスタビライザーの設定

ワープスタビライザーエフェクトを使用したスタビライズ

ワープスタビライザーエフェクトを使用してモーションをスタビライズするには、次の操作を行います。

1. スタビライズするクリップを選択します。

2. エフェクトパネルでディストーション／ワープスタビライザーを選択し、エフェクトをダ
ブルクリックするか、エフェクトをタイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパ
ネルのクリップにドラッグして、エフェクトを適用します。

エフェクトを追加すると、ただちにクリップの分析がバックグラウンドで開始されます。
分析が開始されると、プロジェクトパネルの 2 つのバナーの 1 つに、分析中であること
が表示されます。分析が完了すると、もう 1 つのバナーにスタビライズ中であることを
示すメッセージが表示されます。
これらの処理が行われている間も、フッテージを編集したりプロジェクトの他の場所で作
業を行うことができます。

Premiere Pro のワープスタビライザーエフェクトでは、クリップディメンジョンがシーケンス設定と
一致している必要があります。クリップがシーケンス設定と一致していない場合、クリップをネストできない
ため、ワープスタビライザーエフェクトをネストに適用します。

ワープスタビライザーの設定

分析
初めてワープスタビライザーを適用したときには、このボタンを押す必要はありません。自動的に押された状
態になります。「分析」ボタンは、変更が行われるまでグレー表示になったままになります。レイヤーのイン
ポイントまたはアウトポイントを調整するか、上流工程でレイヤーソースに変更を行うと、このボタンが再度
有効になります。このボタンをクリックして、フッテージを再分析します。
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注意：

キャンセル

スタビライズ

結果

滑らかさ

置き換え方法

注意：

フレーム

分析では、同じクリップに直接適用されるエフェクトは考慮されません。

処理中の分析をキャンセルします。分析中は、「キャンセル」ボタンの横にステータス情報が表
示されます。

スタビライズ設定により、スタビライズプロセスを調整できます。

フッテージの結果を制御します（「滑らかなモーション」または「モーションなし」）。
滑らかなモーション（初期設定）：元のカメラの動きを保持しつつ、滑らかにします。選
択した場合、カメラの動きをなめらかにする度合いを制御する「滑らかさ」が有効になり
ます。
モーションなし：ショットから、カメラのすべての動きの除去を試みます。選択した場
合、詳細セクションの「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」機能が無効になります。この
設定は、分析範囲全体にわたって、メインの被写体の少なくとも一部がフレーム内に残っ
ているフッテージで使用します。

カメラの元の動きのどの程度をスタビライズ対象にするかを選択します。値を小さくすると元のカ
メラの動きに近くなり、値を大きくするとなめらかになります。100％を超える値にすると、より多くの画像
領域が切り抜かれます。「結果」を「滑らかなモーション」に設定すると有効になります。

ワープスタビライザーでフッテージをスタビライズする際の非常に複雑な動作を指定します。
位置：位置データのみに基づいてスタビライズします。フッテージをスタビライズするた
めの最も基本的な方法です。
位置、スケール、回転：位置、スケールおよび回転データに基づいてスタビライズしま
す。トラッキングする領域が十分にない場合、ワープスタビライザーによって前の種類で
ある「位置」が選択されます。
遠近：フレーム全体が効果的にコーナーピンされるスタビライズを使用します。トラッキ
ングする領域が十分にない場合、ワープスタビライザーによって前の種類である「位置、
スケール、回転」が選択されます。
サブスペースワープ（初期設定）：フレーム全体をスタビライズするためにフレームの
様々な部分に異なるワープを適用します。トラッキングする領域が十分にない場合、ワー
プスタビライザーによって前の種類である「遠近」が選択されます。特定のフレームで使
用されている補間方法が、トラッキング精度に基づいてクリップの流れで変わることがあ
ります。
場合によっては、「サブスペースワープ」により不要なワープが追加されたり、「遠近」により不要

なキーストーンが追加されることがあります。より単純な補間方法を選択することでこれを防止できます。

境界線    境界線の設定は、スタビライズされるフッテージで境界（移動するエッジ）をどう扱うかを調整しま
す。

スタビライズの結果でエッジがどのように表示されるかを制御します。次のいずれかに設定できま
す。
スタビライズのみ：移動するエッジを含めてフレーム全体を表示します。また、画像をス
タビライズするのにどの程度の処理が行われたかを示します。スタビライズのみを使用し
た場合、ほかの方法を使用してフッテージを切り抜くことができます。選択した場合、
「自動スケール」セクションと「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」プロパティが無効に
なります。
スタビライズ、切り抜き：スケールせずに移動するエッジを切り抜きます。「スタビライ
ズ、切り抜き」は、「スタビライズ、切り抜き、自動スケール」で「最大スケール」を
100％に設定した場合と同じ結果になります。このオプションを有効にすると、「自動ス
ケール」セクションは無効になりますが、「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」プロパ
ティは有効になります。
スタビライズ、切り抜き、自動スケール（初期設定）：移動するエッジを切り抜いて、画
像を拡大してフレームを埋め直します。自動スケールは、「自動スケール」セクションの
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注意：

自動スケール

追加スケール

詳細分析

ローリングシャッターリップル

切り抜きを縮小 <-> より滑らかに

合成入力範囲（秒）

合成エッジぼかし

合成エッジ切り抜き

警告バナーを隠す

各種プロパティで制御できます。
スタビライズ、エッジを合成：移動するエッジによって作成される空のスペースを、前の
フレームおよび後のフレームの内容で埋めます（「詳細」セクションの「合成入力範囲」
によって制御）。このオプションでは、「自動スケール」セクションと「切り抜きを縮小
<-> より滑らかに」プロパティが無効になります。
フレームのエッジにカメラの動きとは関係ない動きがある場合、望ましくない処理結果が生じること

があります。

現在の自動スケール値が表示され、自動スケールの制限値を設定することができます。「自動
スケール」を有効にするには、フレームを「スタビライズ、切り抜き、自動スケール」に設定します。
最大スケール：クリップがスタビライズ用に拡大される際の最大値を制限します。
アクションセーフマージン：0 以外の場合、表示しない画像のエッジの周囲に境界が指定
され、自動スケールによって埋められないようになります。

クリップを拡大し、「トランスフォーム」の「スケール」プロパティを使用したスケール処理
と同じ結果が得られますが、画像の再サンプリングは行われません。

詳細

オンにすると、トラッキングする要素の検索が次の分析フェーズで実行されます。このオプション
を有効にした場合、結果のデータ（エフェクトの一部としてプロジェクトに保存されるデータ）のサイズが大
きくなり、処理速度が低下します。

スタビライザーは、スタビライズしたローリングシャッターフッテージに含
まれているリップルを自動的に削除します。初期設定は「自動リダクション」です。フッテージに大きなリッ
プルが含まれている場合は、「拡張リダクション」を使用してください。いずれかのメソッドを使用するに
は、「補間方法」を「サブスペースワープ」または「遠近」に設定します。

切り抜き中は、スタビライズした画像の上を移動する際の切り抜く長方形
のなめらかさとスケールの兼ね合いを調整できます。値を小さくするとなめらかになりますが、画像のより多
くの部分が表示されます。100％に設定した場合、「スタビライズのみ」オプションを選択して手動で切り抜
くのと同じ結果になります。

「スタビライズ、エッジを合成」フレームを使用している場合に、不足しているピクセ
ルを補うのに必要な合成処理の前後時間範囲を制御します。

合成された部分のぼかし量を選択します。「スタビライズ、エッジを合成」フレームを使
用している場合のみ有効になります。合成されたピクセルが元のフレームと合わさるエッジ部分をなめらかに
するには、ぼかしコントロールを使用します。

「スタビライズ、エッジを合成」フレームオプションを使用しているときに、ほかのフ
レームとの結合前に、各フレームのエッジをトリミングします。アナログビデオや低品質なレンズで生じる不
良なエッジを切り抜くには、切り抜きコントロールを使用します。初期設定では、すべてのエッジが 0 ピクセ
ルに設定されます。

再分析する必要があることを示す警告バナーが表示されても、フッテージを再分析しない
場合に使用します。

ワープスタビライザーワークフローのヒント

1. ワープスタビライザーを適用します。

2. ワープスタビライザーがフッテージを分析しているときに、設定を調整したり、プロジェ
クトの異なる部分で作業を行うことができます。
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3. カメラのすべての動きを完全に除去するには、スタビライズ／結果／モーションなしを選
択します。元のカメラの動きの一部をショットに含めるには、スタビライズ／結果／滑ら
かなモーションを選択します。

4. 結果が良好であれば、スタビライズはこれで完了です。良好でない場合は、次のいずれか
1 つまたは複数の手順に従います。

フッテージのワープや歪みが激しすぎる場合は、「補間方法」を「位置、スケール、
回転」に変更します。
不定期のリップル歪みがあり、ローリングシャッターカメラで撮影されたフッテージ
の場合は、詳細／ローリングシャッターリップルを「拡張リダクション」に設定しま
す。
詳細／詳細分析を確認してください。

5. 必要以上に切り抜かれてしまった場合は、「滑らかさ」または「切り抜きを縮小 <-> よ
り滑らかに」の値を小さくします。「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」では再スタビ
ライズフェーズを必要としないため、こちらの方が応答性に優れています。

6. スタビライザーが実際に行っている処理を感覚的に捉えたい場合は、「フレーム」を「ス
タビライズのみ」に設定します。

「フレーム」をいずれかの切り抜きオプションに設定すると過剰な切り抜きが行われる場合は、「過剰な切り
抜きを防ぐには、フレームを「スタビライズのみ」に設定するか、その他のパラメーターを調整します。」と
いう赤いバナーが表示されます。この場合は、「フレーム」を「スタビライズのみ」または「スタビライズ、
エッジを合成」に設定します。または、「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」あるいは「滑らかさ」の値を小
さくします。満足する結果が得られた場合は、「警告バナーを隠す」オプションを有効にします。
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概要
チュートリアルで学習する
クリップの予備フレームとトランジション
片側および両側トランジション
トランジションの適用
2 つのクリップ間へのトランジションの適用
片側トランジションの適用
初期設定のトランジションの指定と適用
トランジションのコピーとペースト
トランジションをコピーして複数の編集ポイントにペーストする
トランジションの置き換え

概要

トランジションは、あるショットから次のショットにシーンを切り替えるときに使用します。ショットを切り
替えるときは単純なカットを使用しますが、ショット間にトランジションを適用すれば、最初のショットを
フェードアウトし、次のショットをフェードインさせるなどの効果を追加できます。Premiere Pro には、クロ
スフェードなどの繊細なトランジションや、ページターンやマルチワイプなどのスタイル化されたトランジ
ションなど、シーケンスに適用できるさまざまなトランジションが用意されています。通常、ショット間にト
ランジションを配置しますが、クリップの最初または最後にのみトランジションを適用することもできます。
初期設定では、タイムラインパネルで、あるクリップを別のクリップの隣に配置するとカットになり、あるク
リップの最後のフレームの後ろに次のクリップの最初のフレームが単純に続くだけになります。シーンの移り
変わりを強調したり特殊効果を追加したりする場合は、ワイプ、ズーム、ディゾルブなど、さまざまなトラン
ジションを追加します。エフェクトパネルでタイムラインにトランジションを追加し、タイムラインパネルと
エフェクトコントロールパネルで編集します。
トランジションは、エフェクトパネルのビデオトランジションビンまたはオーディオトランジションビンにあ
ります。Premiere Pro には、ディゾルブ、ワイプ、スライド、ズームなどの多数のトランジションが用意され
ています。これらのトランジションは、種類別にビン  に分類されています。
Adobe Web サイトの記事「Using Effects as Transitions in Adobe Premiere Pro」の中で、Kevin Monahan
が、エフェクトに基づいて新しいトランジションを作成する方法を紹介しています。こちらのブログ投稿を参
照してください。

カスタムビンを作成して、独自にエフェクトをグループ化することができます（ビンの操作を参照してく
ださい）。

チュートリアルで学習する

このビデオチュートリアルで、Premiere Pro でプロジェクトに基本的なビデオおよびオーディオのトランジ
ションを適用する方法について学習してください。
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クリップの予備フレームとトランジション

通常、シーンの重要な場面ではトランジションは使用しません。トランジションはクリップのインポイントの
前およびアウトポイントの後ろにある、予備フレームで適用するのが最も効果的です。
クリップのメディア開始時間とインポイント間の予備フレームは「ヘッドマテリアル」、クリップのメディア
終了時間とアウトポイント間の予備フレームは「テイルマテリアル」とも呼ばれます。

予備フレームを含むクリップ

A. メディア開始 B. 予備フレーム C. インポイント D. アウトポイント E. 予備フレーム F. メディア終了 

場合によっては、ソースメディアに十分な長さの予備フレームがないことがあります。適用したトランジショ
ンのデュレーションに対して予備フレームのデュレーションが短い場合には、端のフレームを繰り返して対応
しますというメッセージが表示されます。そのまま続行すると、トランジションは、警告を示す斜線が入った
状態でタイムラインに表示されます。

繰り返しのフレームを使用するトランジション

トランジションで最適な結果を得るためには、実際に使用するクリップのデュレーションのインポイント
とアウトポイントの前後に十分な予備フレームができるようにソースメディアを撮影し、キャプチャを
行ってください。

片側および両側トランジション

トランジションは通常 2 つのクリップ間に配置されます。これを両側トランジションと呼び、カット直前のク
リップの最後の素材（ビデオまたはオーディオ）と、カット直後のクリップの最初の素材が結合されます。ま
た、トランジションは、個々のクリップの最初または最後のみに適用することもできます。1 つのクリップの
みに適用されたトランジションのことを、片側トランジションといいます。適用するクリップは、別のクリッ
プと隣り合っているクリップでもトラック上の単独のクリップのどちらでもかまいません。両側トランジショ
ンは、カット直前のクリップの最後にハンドルがあり、カット直後のクリップの最初にハンドルがある場合の
み適用できます。詳しくは、トランジションの適用を参照してください。
片側トランジションを使用すると、より詳細なトランジションの制御ができます。例えば、あるクリップを
キューブスピントランジションで終了して、続く次のクリップにディザディゾルブトランジションを使用した
フェードインで始まるようなエフェクトを作成することもできます。
片側トランジションは、透明な部分を背景にフェードインまたはフェードアウトします。タイムラインパネル
でトランジションの下に表示されているクリップが、トランジションの透明な部分に表示されます（両側トラ
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ンジションでは、この透明な部分に隣接するクリップのフレームが表示されます）。クリップがビデオ 1 にあ
るか、その下のトラックにクリップがない場合、透明な部分は黒になります。クリップの下のトラックに別の
クリップがある場合、下のトラックのクリップがトランジションの背景として表示され、両側トランジション
のようになります。

下に別のクリップがある片側トランジション（左）と下にクリップがない片側トランジション（右）の比較

クリップ間に黒い背景へのフェードアウトを作成する場合は、暗転トランジションを使用します。暗転を
使用すると、下位クリップを表示せずに、常に黒い背景にフェードアウトします。

タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルでは、両側トランジションの場合は濃い色の対角線
が表示され、片側トランジションの場合は対角線で濃い色と薄い色の領域に分割されます。

トランジションの種類

A. 繰り返しのフレームを使用する両側トランジション B. 両側トランジション C. 片側トランジション 

両側トランジションで、十分な予備フレームがないためフレームが繰り返し使用されている場合、繰
り返しのフレームを使用している領域のトランジションアイコンには斜線が表示されます（クリップの予備フ
レームとトランジションを参照してください）。

トランジションの適用

2 つのクリップ間のカットラインの中央にトランジションを配置するには、クリップが同一のトラック上にあ
り、クリップ間にスペースがないことが条件になります。トランジションパネルをタイムラインパネル上にド
ラッグするときは、トランジションの配置をインタラクティブに調整できます。クリップにトリミングされた
フレームがあるかどうかで、クリップ間に配置したトランジションの調整方法が異なります。カーソルをカッ
ト位置に合わせると、配置オプションを示すカーソルに変わります。

カット位置にある両方のクリップにトリミングされたフレームが含まれている場合は、ト
ランジションをカットの中央に配置するか、どちらかのクリップの端に揃えてその位置で
トランジションを開始または終了するように設定できます。
どちらのクリップにもトリミングされたフレームが含まれていない場合は、トランジショ
ンが自動的にカットの中央に配置され、必要に応じてトランジションのデュレーションに
合わせるために最初のクリップ、2 番目のクリップまたは両方のクリップからフレームを
繰り返し使用します。フレームを繰り返して使用するトランジションには、斜線が表示さ
れます。
最初のクリップにだけトリミングされたフレームが含まれている場合、トランジションは
自動的に 2 番目のクリップのインポイントにスナップします。最初のクリップのトリミン
グされたフレームだけがトランジションとして使用され、2 番目のクリップのフレームが
繰り返して使用されることはありません。
2 番目のクリップにだけトリミングされたフレームが含まれている場合、トランジション
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クリップ A の最後を基準アイコン

クリップ B の先頭を基準アイコン

注意：

は最初のクリップのアウトポイントにスナップします。2 番目のクリップのトリミングさ
れたフレームだけがトランジションとして使用され、最初のクリップのフレームが繰り返
して使用されることはありません。
トランジションの初期設定のデュレーションは、オーディオとビデオのどちらも 1 秒に設
定されています。トリミングされたフレームはあるものの、トランジションのデュレー
ションに不十分な場合は、フレームに合わせてデュレーションが調整されます。トランジ
ションを適用した後でも、トランジションのデュレーションと配置を調整できます。

トランジションコマンドでは、すべての統合オーディオトラックアイテムを同時に処理します。ただ
し、初期設定のオーディオトランジションを一度に複数のオーディオトラックに適用するには、タイムライン
ターゲットを有効にする必要があります。必要なオーディオトランジションは、ユーザーが初期設定で選択し
たものである必要があります。また、「オーディオトランジションを適用」コマンドを使用する必要がありま
す。トランジションをドラッグ＆ドロップした場合は、単一のオーディオトラックのみに適用されます。

2 つのクリップ間へのトランジションの適用
1. エフェクトパネルで、適用するトランジションを見つけます。ビデオトランジションビン
を展開し、目的のトランジションが入っているビンを展開する必要があります。

2. 2 つのクリップ間にトランジションを配置するには、2 つのクリップ間のカットラインに

トランジションをドラッグし、クリップ A と B の中央アイコン  が表示されたらマ
ウスボタンを放します。

タイムラインパネルで、クリップの先頭や最後部にトランジションをドラッグす
ると、トランジションの部分は枠付きで表示されます。

3. トランジションを設定するダイアログボックスがエフェクトコントロールに表示されるの
で、各種オプションを設定し「OK」をクリックします。

トランジションをプレビューするには、シーケンスを再生するか、時間インジケーターをトランジション部分
でドラッグします。

片側トランジションの適用
1. エフェクトパネルで、適用するトランジションを見つけます。ビデオトランジションビン
を展開し、目的のトランジションが入っているビンを展開する必要があります。

2. トランジションを 1 つのカット上に配置するには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらトランジションをタイムラインパネルにドラッ
グします。クリップ A の最後を基準アイコンまたはクリップ B の先頭を基準アイコンが
表示されたら、マウスボタンを放します。

トランジションの最後を 1 つめのクリップの最後に配
置します。

トランジションの最初を 2 番目のクリップの最初に配
置します。

タイムラインパネルで、クリップの先頭や最後部にトランジションをドラッグす
ると、トランジションの部分は枠付きで表示されます。

別のクリップと隣り合っていないクリップの最後にトランジションを配置するには、
トランジションをドラッグ＆ドロップします。Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグしないでください。トランジション
は自動的に片側トランジションになります。
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トランジションをプレビューするには、シーケンスを再生するか、時間インジケーターをトランジション部分
でドラッグします。

初期設定のトランジションの指定と適用

ビデオトランジションとオーディオトランジションを初期設定のトランジションとして指定し、シーケンス内
のクリップ間に簡単に適用することができます。初期設定のトランジションのアイコンは、エフェクトパネル
に赤い枠付きのアイコンで表示されます。Premiere Pro の初期設定のビデオトランジションはクロスディゾル
ブ、初期設定のオーディオトランジションはコンスタントパワーに設定されています。
また頻繁に使用する特定のトランジションを初期設定として指定することもできます。初期設定のトランジ
ションの設定を変更すると、すべてのプロジェクトの初期設定が変更されます。初期設定のトランジションを
変更しても、既にシーケンスに適用されているトランジションには影響はありません。

ほとんどまたはすべてのクリップに初期設定のトランジションを適用する場合は、「シーケンスへオート
編集」コマンドの使用も検討してください。「シーケンスへオート編集」を使用すれば、追加するすべて
のクリップの間に初期設定のビデオトランジションとオーディオトランジションを一括で適用することが
できます（シーケンスへのクリップの自動追加を参照してください）。

初期設定のトランジションの指定
1. ウィンドウ／エフェクトを選択し、ビデオトランジションビンまたはオーディオトランジ
ションビンを展開します。

2. 初期設定に指定にするトランジションを選択します。

3. エフェクトパネルのメニューボタンをクリックするか、トランジションを右クリックしま
す。

4. 「選択したトランジションをデフォルトに設定」を選択します。

初期設定のトランジションのデュレーションの設定
1. 次のいずれかの操作を行います。

編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac
OS）を選択します。
エフェクトパネルのメニューボタンをクリックします。「デフォルトトランジション
のデュレーション」を選択します。

2. 「ビデオトランジションのデフォルトデュレーション」または「オーディオトランジショ
ンのデフォルトデュレーション」の値を変更し、「OK」をクリックします。

2 つのクリップ間への初期設定のトランジションの追加

初期設定のトランジションを 1 つまたは複数のトラック上の連続した隣り合うクリップに適用できます。

1. 1 つまたは複数のトラックヘッダーをクリックして、トランジションを追加するトラック
を選択します。

2. 隣り合うクリップのつなぎ目の編集ポイントに時間インジケーターを移動します。編集ポ
イントに移動するには、プログラムモニターで次の編集ポイントへ移動ボタンまたは前の
編集ポイントへ移動ボタンをクリックします。

3. ターゲットトラックがビデオの場合はシーケンス／ビデオトランジションを適用を選択
し、オーディオの場合はシーケンス／オーディオトランジションを適用を選択します。
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ビデオトラックのクリップ間に初期設定のビデオトランジションを追加するに
は、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押します。オー
ディオトラックのクリップ間に初期設定のオーディオトランジションを追加するに
は、Ctrl + Shift + D キー（Windows）または Command + Shift + D キー（Mac OS）を
押します。

選択したクリップ間への初期設定のトランジションの適用

2 つ以上の任意のクリップに、初期設定のビデオトランジションとオーディオトランジションを適用すること
ができます。初期設定のトランジションは、選択したクリップが隣り合うすべての編集ポイントに適用されま
す。時間インジケーターの位置やクリップがターゲットトラック上にあるかどうかは関係しません。初期設定
のトランジションは、選択したクリップが選択していないクリップと隣り合う場合、またはクリップが存在し
ない場合は適用されません。

1. タイムラインで、2 つ以上のクリップを選択します。Shift キーを押しながらクリップを
クリックするか、クリップを囲むようにドラッグして選択します。

2. シーケンス／選択項目にデフォルトのトランジションを適用を選択します。

トランジションのコピーとペースト

シーケンス内の任意のトランジションをコピーし、同じタイプのトラックの任意のカットラインにペーストで
きます（ビデオトランジションはビデオトラックに、オーディオトランジションはオーディオトラックにペー
スト可能）。

1. シーケンス内のトランジションを選択します。

2. 編集／コピーを選択します。

3. トランジションをペーストするカットラインに時間インジケーターを移動します。

4. 編集／ペーストを選択します。

両側トランジションを両側にクリップのある場所にペーストすると、トランジションは両
側のまま維持されます。
両側トランジションを片側だけにクリップのある場所にペーストすると、トランジション
は片側になります。
片側トランジションを両側にクリップのある場所にペーストすると、トランジションは両
側になります。

トランジションをコピーして複数の編集ポイントにペーストする

トランジションをコピー&ペーストして、シーケンス内の複数の編集ポイントにトランジションをすばやく追
加できます。この機能はトランジションの初期設定を変更し、変更後のトランジションを再度使用する場合に
役立ちます。

1. タイムラインでトランジションを選択します。

2. 編集／コピーを選択するか、またはキーボードショートカットの Ctrl + C（Win）または
Command + C（Mac）を使用します。

3. 編集ポイントの周囲の選択範囲をドラッグするか、Shift キーを押しながら任意のトリム
ツールを使用して、複数の編集ポイントを選択します。
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4. 編集／貼り付けを選択するか、またはキーボードショートカットの Ctrl + V（Win）また
は Command + V（Mac）を使用します。

要点：

編集ポイントを選択せずにトランジションをペーストすると、トラックターゲットを上書
きすることなく、再生ヘッドのある、または再生ヘッドの近くにある編集ポイントにトラ
ンジションがペーストされます。
選択した編集ポイントに既にトランジションがあり、
ペーストしたトランジションが既存のトランジションと異なる場合、トランジション
の種類は変更されますが、既存のトランジションのデュレーションと配置は保持され
ます。例えば、クロスディゾルブトランジションを倉庫の扉トランジションにペース
トする場合です。
ペーストしたトランジションが既存のトランジションと同じ場合、デュレーションと
配置が変更されます。例えば、両方ともクロスディゾルブトランジションの場合で
す。

コピーしたトランジションの配置は、プリセットの一部に配置が設定されている場合は保
持されますが、カスタム設定の場合は保持されません。

トランジションの置き換え
エフェクトパネルから別のビデオトランジションまたはオーディオトランジションをシー
ケンス内の既存のトランジションの上にドラッグします。

トランジションを置き換えた場合、配置とデュレーションの情報は維持されます。ただ
し、既存のトランジションの設定は削除され、新しいトランジションの初期設定値に置き
換えられます。

以下も参照してください
トランジションの設定の変更
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トランジションの変更とカスタマイズ

ページの先頭へ

エフェクトコントロールパネルでのトランジションの表示
トランジションの配置の調整
カットとトランジションの同時移動
トランジションのデュレーションの変更
トランジションの中心の移動
トランジションの設定の変更
チュートリアルで学習する

エフェクトコントロールパネルでのトランジションの表示

エフェクトコントロールパネルを使用して、シーケンスに配置したトランジションの設定を変更できます。設
定はトランジションごとに異なります。エフェクトコントロールパネルで、連続したクリップとトランジショ
ンは A ロール／B ロール形式で表示されます。

エフェクトコントロールパネルのタイムライン

A. トランジションを再生ボタン B. トランジションのプレビュー C. 境界セレクター D. クリップのプレ
ビュー E. 開始／終了スライダー F. クリップ A（最初のクリップ） G. トランジション H. クリップ B（2 番目
のクリップ） I. 時間インジケーター 

エフェクトコントロールパネルでトランジション設定を表示するには、タイムラインパネ
ルのトランジションをクリックします。
エフェクトコントロールパネルでタイムラインルーラーを表示または非表示にするには、
タイムラインビューの表示／非表示ボタン  をクリックします。必要に応じて、パネル
の表示幅を広げて、このボタンが表示されてアクティブになるようにします。
エフェクトコントロールパネルでトランジションを再生するには、トランジションを再生
ボタンをクリックします。この場合のトランジションのプレビューは、プログラムモニ
ターには表示されません。
エフェクトコントロールパネルに実際のクリップのフレームを表示するには、「実際の
ソース表示」をオンにします。
トランジションの特定のフレームを表示するには、トランジションを再生ボタンをクリッ
クして、エフェクトコントロールパネルのタイムラインルーラーで表示するフレームまで
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注意：

時間インジケーターを移動させます。

トランジションではキーフレームは使用できません。エフェクトコントロールパネルのタイムライン
ビューは、トランジションの配置とデュレーションの調整に使用します。 

Adobe Web サイトの記事「Using Effects as Transitions in Adobe Premiere Pro」の中で、Kevin Monahan
が、エフェクトに基づいて新しいトランジションを作成する方法を紹介しています。こちらのブログ投稿を参
照してください。

トランジションの配置の調整

タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、2 つのクリップ間に適用したトランジションの
配置を変更できます。トランジションは、カットを中心に配置する必要はありません。また、厳密にカットに
揃えて配置する必要もありません。必要に応じてカット上でトランジションをドラッグして配置を調整できま
す。

両側トランジションを片側トランジションに変更することはできません。両側トランジションをク
リップの最初または最後に配置し直す場合は、隣接するクリップの予備フレームが使用されます。

タイムラインパネルでのトランジションの配置
1. タイムラインパネルで、トランジションが見やすいようにズームインします。

2. カット上でトランジションをドラッグして移動します。

タイムラインパネルでトランジションをドラッグして移動

エフェクトコントロールパネルでのトランジションの配置
1. タイムラインでトランジションをダブルクリックして、エフェクトコントロールパネルを
開きます。

2. エフェクトコントロールパネルにタイムラインルーラーが表示されていない場合は、エ
フェクトコントロールパネルのタイムラインビューの表示／非表示ボタン  をクリック
します。必要に応じて、パネルの表示幅を広げて、このボタンが表示されてアクティブに
なるようにします。

3. エフェクトコントロールパネルのタイムラインルーラーで、カーソルをトランジションの
中央に移動し、カーソルがトランジションのスライドアイコン  に変わったら、必要に
応じてトランジションをドラッグします。微調整を行うには、タイムラインルーラーを拡
大します。

カットラインの中央にトランジションを配置するには、エフェクトコントロールパネ
ルで、トランジションをダブルクリックして、クリップ A と B の中央を選択しま
す。
トランジション全体を編集ポイントよりも前のクリップ部分に配置するには、トラン
ジションを左にドラッグして、トランジションの最後を編集ポイントに揃えます。ま
たは、エフェクトコントロールパネルで、トランジションをダブルクリックして、ク
リップ A の最後を基準を選択します。
トランジション全体を編集ポイントよりも後ろのクリップ部分に配置するには、トラ
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ンジションを右にドラッグして、トランジションの先頭を編集ポイントに揃えます。
または、エフェクトコントロールパネルで、トランジションをダブルクリックして、
クリップ B の先頭を基準を選択します。
トランジションを左また右に少しドラッグして、任意の位置に配置することもできま
す。微調整を行うには、タイムラインルーラーをズームインします。

エフェクトコントロールパネルのタイムラインルーラーでのトランジションのドラッグ

エフェクトコントロールパネルの配置メニューからオプションを選択することもでき
ます。開始位置指定オプションは、トランジションをカット上の独自の位置にドラッ
グした場合にのみ、「配置」フィールドに表示されます。 

カットとトランジションの同時移動

エフェクトコントロールパネルで、カットの位置を調整できます。カットラインを移動すると、クリップのイ
ンポイントとアウトポイントが変更されますが、ムービーの長さは変わりません。カットを移動すると、それ
にともなってトランジションも移動します。

クリップの最後よりも後ろにカットを移動することはできません。どちらのクリップにもカットライ
ンに面してトリミングされたフレームが含まれていない場合は、カット位置を変更することはできません。

1. タイムラインでトランジションをダブルクリックして、エフェクトコントロールパネルを
開きます。

2. エフェクトコントロールパネルにタイムラインルーラーが表示されていない場合は、エ
フェクトコントロールパネルのタイムラインビューの表示／非表示ボタン  をクリック
します。必要に応じて、パネルの表示幅を広げて、このボタンが表示されてアクティブに
なるようにします。

3. エフェクトコントロールパネルのタイムラインルーラーで、トランジション上にカーソル
を移動し、カットを表す細い垂直線に合わせます。カーソルがトランジションのスライド
アイコン  からリップル編集アイコン  に変わります。

4. 必要に応じてカットをドラッグします（クリップのいずれかの端を越える位置にカットを
移動することはできません）。

トランジションのデュレーションの変更

タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、トランジションのデュレーションを編集できま
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クリップ A の最後を基準
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す。トランジションのデュレーションは、初期設定では 1 秒に設定されます。
トランジションのデュレーションを長くするには、一方または両方のクリップのトリミングされたフレーム
が、そのデュレーションの長さ以上必要です（クリップの予備フレームとトランジションを参照してくださ
い）。

タイムラインパネルでのトランジションのデュレーションの変更
タイムラインパネルで、カーソルをトランジションの上に移動し、カーソルがインポイン
トアイコン  またはアウトポイントアイコン  に変わったら、横方向にドラッグしま
す。

エフェクトコントロールパネルでのトランジションのデュレーションの変更
1. タイムラインでトランジションをダブルクリックして、エフェクトコントロールパネルを
開きます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

エフェクトコントロールパネルのタイムラインルーラーで、カーソルをトランジショ
ンの上に移動し、カーソルがインポイントアイコン  またはアウトポイントアイコン

 に変わったら、横方向にドラッグします（エフェクトコントロールパネルにタイム
ラインルーラーが表示されていない場合は、エフェクトコントロールパネルのタイム
ラインビューの表示／非表示ボタン  をクリックします。必要に応じて、パネルの
表示幅を広げて、このボタンが表示され、アクティブになるようにします）。
デュレーションの値をドラッグするか、値を選択して新しい値を入力します。トラン
ジションの長さがどのように変わるかは、現在選択している配置オプションによって
決まります。

トランジションの開始点と終了点がそれぞ
れ同じ量だけ逆方向に移動します。

トランジションの終了点だけが移動します。

トランジションの開始点だけが移動します。

トランジションの初期設定のデュレーションの指定

初期設定のトランジションのデュレーションを変更しても、新たに設定した値は、既に配置されているトラン
ジションには影響を与えません。

1. 編集／環境設定／一般を選択します。

2. 「ビデオトランジションのデフォルトデュレーション」または「オーディオトランジショ
ンのデフォルトデュレーション」の値を変更し、「OK」をクリックします。

トランジションの中心の移動

アイリス（円形）などの一部のトランジションは、中心を基準に配置されます。中心を移動できるトランジ
ションでは、エフェクトコントロールパネルの A プレビューエリアの小さい円をドラッグして中心を移動さ
せることができます。
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境界セレクター

開始／終了スライダー

実際のソース表示

境界の幅

境界のカラー

反転

アンチエイリアスの適用度

カスタム

ページの先頭へ

1. タイムラインでトランジションをクリックして、エフェクトコントロールパネルを開きま
す。

2. エフェクトコントロールパネルの A プレビューエリアで、小さい円をドラッグしてトラ
ンジションの中心を移動します（調整可能な中心点がないトランジションもあります）。

初期設定の中心（左）と移動した中心（右）

トランジションの設定の変更
1. タイムラインパネルで、トランジションをクリックして選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、設定を調整します。

トランジションの方向を変更します。変更するには、トランジションの
サムネールにある境界セレクター矢印をクリックします。例えば、ドア（扉）トランジ
ションは、上下左右の方向から選択することができます。方向が 1 つのトランジショ
ン、または方向が指定できないトランジションでは、境界セレクターは表示されません。

トランジションの開始点と終了点におけるトランジションの適用
状況（完了した割合）を設定します。Shift キーを押しながらスライダーを移動すると、
開始／終了スライダーが一緒に移動します。

クリップの開始フレームと終了フレームを表示します。

トランジションに表示される境界線の幅を調整します（オプション）。初期設
定では、境界線は表示されないようになっています。境界線を持たないトランジションも
あります。

トランジションの境界線のカラーを指定します。色見本をクリックする
か、スポイトツールを使用して色を選択します。

トランジションを逆再生します。例えば、クロックワイプトランジションでは反時
計回りに再生されます。

トランジションの端の滑らかさを調整します。

トランジションに固有な設定を変更します。ほとんどのトランジションにカス
タム設定はありません。

チュートリアルで学習する

このビデオチュートリアルで、その他の方法でトランジションを長く、または短くすることについて学習して
ください。
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クリップのデュレーションと速度を変更する
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注意：

速度とデュレーションについて理解する
1 つまたは複数のクリップの速度およびデュレーションの変更
静止画のデフォルトデュレーションの変更
タイムリマップと速度・デュレーションの「オプティカルフロー」オプション
フレームブレンド

速度とデュレーションについて理解する

速度とは何を意味しますか？

デュレーションとは何を意味しますか？

クリップの速度とデュレーションを変更する必要があるのはどうしてですか？

クリップの速度を変更すると、デュレーションに影響がありますか？

選択したクリップの合計デュレーションを表示するにはどうすればよいですか？

1 つまたは複数のクリップの速度およびデュレーションの変更

複数のクリップの速度とデュレーションを同時に変更できます。Premiere Pro では、クリップの速度とデュ
レーションを変更するための方法がいくつか用意されています。「速度・デュレーション」コマンド、レート
調整ツールまたはタイムリマップ機能を使用できます。
注意：オプティカルフローは、タイムラインまたは書き出し設定ダイアログボックスから適用します。プロ
ジェクトパネルから適用することはできません。

「速度・デュレーション」コマンドを使用する
1. タイムラインパネルまたはプロジェクトパネルで、1 つまたは複数のクリップを選択しま
す。プロジェクトパネルで連続していないクリップのグループを選択するには、Ctrl キー
（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリップをクリックしま
す。 

2. クリップ／速度・デュレーションを選択するか、選択したクリップを右クリックして「速
度・デュレーション」を選択します。

速度・デュレーションの変更は、プロジェクトレベルまたはシーケンスレベルで
適用できます。プロジェクトレベルの変更は、シーケンスに追加される新しいインスタン
スにも適用されます。ただし、シーケンスに含まれるクリップの既存のインスタンスには
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反映されないため、マスタークリップエフェクトとは異なります。

次のいずれかの操作を行います。
選択したクリップの速度を変更せずにデュレーションを変更するには、連動ボタンを
クリックして切断されたリンクを表示します。連動を解除すると、デュレーションを
変更せずに速度を変更することもできます。
クリップを逆方向に再生するには、「逆再生」をオンにします。
速度やデュレーションが変わってもオーディオの現在のピッチを維持するには、
「オーディオのピッチを維持」をオンにします。
変更するクリップに合わせて後続のクリップを移動させるには、「変更後に後続のク
リップをシフト」をクリックします。
速度変更の補間オプション（「フレームサンプリング」、「フレームブレンド」、ま
たは「オプティカルフロー」）を選択します（これらのオプションについて詳しく
は、後述の「オプティカルフローを使用する補間」と「フレームブレンド」のセク
ションを参照してください）。

3. 「OK」をクリックします。

クリップの速度の変化は、元の速度に対する割合としてパーセント値で表示されます。

レート調整ツールを使用する

レート調整ツールを使用すると、タイムラインでクリップのデュレーションを変更すると同時に、デュレー
ションに合わせてクリップの速度をすばやく変更できます。
例えば、シーケンスにギャップが含まれている場合は、メディアの速度を調整してそのギャップを解消するこ
とができます。ビデオの速度を変更しても構わないのであれば、ギャップを埋めるのに必要な速度に変更しま
す。レート調整ツールでクリップを引き伸ばしたり、圧縮したりすると、クリップのデュレーションに応じて
速度のパーセント値が変更されます。

Premiere Pro のレート調整ツールを使用して、クリップの速度をデュレーションに合わせて変更することがで
きます。レート調整ツール  を選択し、タイムラインパネルでクリップのいずれかの端をドラッグしま
す。

レーザーツールとレート調整ツールについては、Andrew Devis のビデオチュートリアルを参照してくださ
い。

タイムリマップを使用する

クリップのビデオ部分の速度を変更することができます。タイムリマップを使用して、単一のクリップ内で遅
いモーションや速いモーションのエフェクトを作成できます。

1. 目的のクリップが入っているビデオトラックのトラックヘッダーで、「キーフレームを表
示」ボタンをクリックします。「キーフレームを表示」が選択されていなければ選択しま
す。

2. クリップエフェクトメニューの三角形をクリックし、タイムリマップ／速度を選択します
（クリップエフェクトメニューの三角形は、ビデオトラックの各クリップのファイル名の
横に表示されます。表示が見にくい場合は、ズームインして表示領域を確保する必要があ
ります）。

クリップの速度を制御する水平のラバーバンドがクリップの中央にかけて表示されます。

3. ラバーバンドを上または下に移動すると、クリップの速度が増加または減少します。速度
の変化量を元の速度のパーセント値で表すツールヒントが表示されます。
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注意：

クリップのビデオ部分の再生速度を変更すると、それにともないデュレーションが伸縮します。クリップの
オーディオ部分はビデオ部分にリンクされたままですが、タイムリマップでは再生速度は変わりません。

速度を遅くしてシーケンス内のクリップを長くしても、隣接するクリップは上書きされません。その
代わり、クリップは隣接するクリップとの境界まで延長され、残りのフレームは長くなったクリップの最後部
に押し出されます。これらのフレームを復元するには、クリップの後ろにスペースを作成し、右端をトリミン
グして表示します。

タイムリマップについては、Layers Magazine の Web サイトに、Franklin McMahon によるビデオチュートリ
アルが公開されています。

タイムリマップを使用した速度の変化量または再生方向の変更

タイムリマップエフェクトを使用して、クリップのビデオ部分の再生速度を速めたり、遅くしたり、逆方向に
再生したり、固定させることができます。速度キーフレームを使用して、同じクリップ内で速度を何回も変更
することができます。例えば、人が歩いているクリップの場合、前に向かってすばやく歩く、突然遅くなる、
踏み出した状態で停止する、後ろ向きに歩く、再び前に向かって歩くというように変更することができます。
クリップ全体に対して一定の速度が適用されるクリップの速度・デュレーションとは異なり、タイムリマップ
を使用すると、クリップ内で速度を変化させ、速度の変化をイーズインまたはイーズアウトさせることができ
ます。
タイムリマップは、タイムラインパネル内のクリップにだけ適用でき、マスタークリップには適用できませ
ん。
オーディオとビデオがリンクされているクリップの速度を変えた場合、オーディオはビデオにリンクされたま
まになりますが、オーディオの速度は 100% のままになり、オーディオとビデオの同期が維持されません。
速度を変化させるには、速度キーフレームを適用します。速度キーフレームは、エフェクトコントロールパネ
ル、またはタイムラインパネルのクリップで適用できます。いずれかの場所で速度キーフレームを適用する方
法は、モーションエフェクト、不透明度エフェクト、またはその他のキーフレームエフェクトにキーフレーム
を適用する場合とほぼ同じです。ただし、速度キーフレームでは、キーフレームを分割して、2 つの異なる再
生速度間のトランジションを作成することができます。トラックアイテムに初めて適用した場合、速度キーフ
レームの前後の再生速度は、そのフレームで瞬間的に変化します。速度キーフレームをドラッグして離し、1
つのフレームを超えて広げた場合、2 つに分割されたキーフレームにより速度変化トランジションが形成され
ます。この状態で、リニアまたはスムーズカーブを適用して、再生速度間の変化をイーズインまたはイーズア
ウトすることができます。 

フッテージは一方向に一定の速度で表示されます。

タイムリマップは、クリップ内のフレーム範囲の時間を歪めます。

548



注意： タイムリマップコントロールはクリップが 1 つだけ存在するトラック上で適用するか、その他のク
リップに隣接しないクリップに適用することをお勧めします。クリップのどの部分の速度を遅くしても、ク
リップのデュレーションは長くなります。ビデオトラック内でデュレーションが長くなるクリップの直後に 2
番目のクリップがくる場合、デュレーションが長くなるクリップは 2 番目のクリップが開始するところで自動
的にトリミングされます。デュレーションが長くなったクリップからトリミングされたフレームを復元するに
は、トラック選択ツールをクリックし、Shift キーを押しながら 2 番目のクリップを右方向にドラッグして、
領域を確保します。この操作により、後続のすべてのクリップが右方向に移動されます。選択ツールをクリッ
クし、デュレーションの長いクリップの右端を右方向にドラッグして、トリミングされたフレームを表示しま
す。

クリップ速度への変更の変化

1. タイムラインパネルでクリップエフェクトメニューをクリックし、タイムリマップ／速度
を選択します（クリップエフェクトメニューは、ビデオトラックの各クリップのファイル
名の横に表示されます。表示されない場合は、ズームインして表示領域を確保する必要が
あります）。

クリップの速度を制御する水平のラバーバンドがクリップの中央にかけて表示されます。
クリップには、100% の速度を示す境界線の上下でコントラストが異なる色で影が付けら
れます。クリップの上部（クリップのタイトルバーの真下）には、白い速度コントロール
トラックが表示されます。

2. Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、ラバーバンドの
少なくとも 1 点をクリックして、キーフレームを設定します。クリップの最上部（白の
速度コントロールトラック内のラバーバンドの上）に、速度キーフレームが表示されま
す。速度キーフレームを半分に分割して、速度の変化トラジションの開始位置と終了位置
を示す 2 つのキーフレームとして機能させることができます。速度の変化トランジショ
ンの中央のラバーバンド上に、調整ハンドルも表示されます。

A. 速度キーフレーム B. 白の速度コントロールトラック C. ラバーバンド 

3. 次のいずれかの操作を行います。

ラバーバンドを速度キーフレームの上下どちらかにドラッグして、その部分の再生速
度を増加または減少させます。（オプション）Shift キーを押しながらドラッグする
と、速度が 5 % ずつ増減します。
Shift キーを押しながら速度キーフレームを左または右にドラッグして、速度キーフ
レームの左側の速度を変化させます。

セグメントの速度とデュレーションの両方が変わります。クリップのセグメントの速度を
上げるとセグメントが短くなり、速度を下げると長くなります。

4. （オプション）速度トランジションを作成するには、速度キーフレームの右半分を右にド
ラッグするか、または左半分を左にドラッグします。

5. （オプション）速度変化の加速度または減速度を変更するには、カーブコントロールのい
ずれかのハンドルをドラッグします。

速度カーブの曲率に従って、速度変化がイーズインまたはイーズアウトします。
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注意：

注意：

6. （オプション）トランジションによる速度変更を元に戻すには、不要な速度キーフレーム
の半分を選択して Delete キーを押します。

タイムリマップエフェクトの速度の値は、参照用の目的のためだけにエフェクトコントロールパネル
に表示されます。これらの値を直接編集することはできません。

分割されていない速度キーフレームの移動

タイムラインで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、分
割されていない速度キーフレームをクリックして新しい位置にドラッグします。

分割されたキーフレームの移動

クリップ内の白のコントロールトラックで、速度トランジションの灰色の部分を新しい位
置にドラッグします。

クリップの逆方向と順方向の再生

1. タイムラインパネルでクリップエフェクトメニューをクリックし、タイムリマップ／ 速
度を選択します（クリップエフェクトメニューは、ビデオトラックの各クリップのファイ
ル名の横に表示されます。必要に応じて、ズームインしてメニューの表示領域を確保しま
す）。

クリップの速度を制御する水平のラバーバンドがクリップの中央にかけて表示されます。
クリップには、100% の速度を示す境界線の上下でコントラストが異なる色で影が付けら
れます。クリップの上部（クリップのタイトルバーの真下）には、白い速度コントロール
トラックが表示されます。

2. Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらラバーバンド上を
クリックして、速度キーフレーム  を作成します。

3. Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、速度キーフレー
ム（両半分）を逆再生を終了する位置までドラッグします。ツールヒントに、元の速度の
負の割合で速度が表示されます。プログラムモニターには、2 つのペインが表示され、そ
れぞれドラッグを開始した場所の静的フレームと、逆再生の終了位置（順方向の速度に切
り替わる位置）を示す動的に更新されるフレームが表示されます。マウスボタンを放して
ドラッグを終了すると、順方向の再生部分にセグメントが追加されます。新しいセグメン
トは、作成したセグメントと同じデュレーションになり、この 2 番目のセグメントの最
後に速度キーフレームが追加されます。左向きの山かっこ  が速度コントロールトラッ
クに表示され、逆再生されるクリップの部分が示されます。

セグメントは、最初のキーフレームから 2 番目のキーフレームに向かって 100% の速度
で逆再生され、その後 2 番目のキーフレームから 3 番目のキーフレームに向かって
100% の速度で順方向に再生され、最後に、逆再生が開始されたフレームに戻ります。こ
のエフェクトをパリンドローム逆再生といいます。

逆再生し、その後順再生に戻らないセグメントを作成できます。レーザーツールまた
はトリミングツールでクリップの順再生部分のセグメントを削除します。

4. （オプション）再生方向が変化している部分で速度トランジションを作成できます。速度
キーフレームの右半分を右側に、または左半分を左側にドラッグします。

分割された速度キーフレームの間にグレーの領域が表示され、速度トランジションの長さ
が示されます。ラバーバンドは分割された速度キーフレームの間に傾斜として示され、そ
れらの間の速度変化が徐々に行われることを示します。グレーの領域に青いカーブコント
ロールが表示されます。

青いカーブコントロールが表示されない場合は、グレーの領域をクリックしま
す。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

分割された速度キーフレーム間のグレーの領域に表示された青いカーブコントロール

5. （オプション）再生方向が変化している部分で速度変化の加速度または減速度を変更する
には、カーブコントロールのいずれかのハンドルをドラッグします。

速度カーブの曲率に従って、速度変化がイーズインまたはイーズアウトします。

タイムリマップエフェクトの削除

タイムリマップエフェクトは、ほかのエフェクトとは異なり、オン／オフを切り替えることができません。こ
れは、タイムリマップエフェクトのオン／オフを切り替えると、タイムライン内のクリップインスタンスの
デュレーションに影響し、実質的な編集になるためです。ただし、エフェクトコントロールパネルのアニメー
ションのオン／オフボタンは使用できます。

1. エフェクトコントロールタブをクリックしてアクティブにします。

2. 「タイムリマップ」の横にある三角形をクリックして開きます。

3. 「速度」の横にあるアニメーションのオン／オフボタンをクリックして、オフに設定しま
す。

既存の速度キーフレームがすべて削除され、選択されているクリップのタイムリマップが
無効になります。

再びタイムリマップを有効にするには、アニメーションのオン／オフボタンをクリックして「オン」
に戻します。このボタンが「オフ」の状態ではタイムリマップを使用できません。

静止画のデフォルトデュレーションの変更
1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 「静止画像のデフォルトデュレーション」で、静止画のデフォルトデュレーションに設定
するフレーム数を指定します。

静止画のデフォルトデュレーションを変更しても、既にシーケンスの一部になっ
ている静止画や、既に読み込まれている静止画のデュレーションは変更されません。画像
に異なるデュレーションを適用するには、デフォルトのデュレーションを変更した後、画
像の再読み込みを行う必要があります。

タイムリマップと速度・デュレーションの「オプティカルフロー」オプ
ション

Premiere Pro のオプティカルフロー機能では、フレーム分析とピクセルモーション予測に基づいて新しいビデ
オフレームが作成されるので、速度変更、タイムリマップ、フレームレート変換が格段にスムーズになりま
す。
補間メニューの「オプティカルフロー」オプション（クリップ／ビデオオプション／補間／オプティカルフ
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ロー）を使用すると、タイムリマップで不足しているフレームを補間することで、従来どおりに撮影したフッ
テージから、見栄えが良くスムーズなスローモーションを生成できます。
オプティカルフローライブラリは既存のフレームブレンド機能のようにリアルタイムでの再生をサポートして
いないので、Premier Pro では、高品質なレンダリングに対するタイムリマップでのみ時間のかかるオプティ
カルフローが使用されます。低品質なレンダリングやドラフトのレンダリングでは、オプティカルフローが有
効になっていても、高速なフレームサンプル補間が使用されます。オプティカルフローエフェクトを確認する
には、シーケンスをレンダリングする必要があります。これを行うには、「インからアウトをレンダリング」
を選択するか、または Enter キーを押します。
オプティカルフロー補間は、背景とその前を動いている物体とのコントラストが高く、ほぼ静止している背景
の前を動きのぶれなく物体が動くクリップの速度を変更する場合に最適です。

オプティカルフローを使用する補間
1. クリップを右クリックして、速度・デュレーションを選択します。以下のダイアログボッ
クスが表示されます。

クリップ速度・デュレーションダイアログボックス

2. 「速度」フィールドで、クリップの再生速度をパーセンテージの値で指定します。

3. 「補間」ドロップダウンボックスから、「オプティカルフロー」を選択します。「OK」
をクリックして、適用します。

4. シーケンス／インからアウトをレンダリングを選択するか、または「選択範囲をレンダリ
ング」を選択して、クリップをレンダリングします。Premiere Pro の GPU 高速処理に
よって、レンダリング処理が完了します。

進行中のレンダリング

5. クリップを再生し、オプティカルフローによってフレームが補間されたスムーズなスロー
モーションを確認します。

補間したメディアの書き出し

書き出し設定ダイアログボックス（ファイル／書き出し／メディア）の「補間」設定を使用すると、オプティ
カルフローを使用して不足しているフレームを補間することで、書き出したファイルのフレームレートを変更
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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

できます。例えば、すべてのフレームを繰り返すことなく 30 fps のフッテージを 60 fps で書き出すには、
「補間」ドロップダウンボックスの「オプティカルフロー」オプションを選択してメディアを書き出します。

フレームブレンド

一部のフッテージでは、オプティカルフローを使用してスムーズな動きを作成しても、期待した結果が得られ
ない場合があります。このような場合は、他の補間オプションであるフレームサンプリングまたはフレームブ
レンドを使用できます。フレームサンプリングでは、必要に応じてフレームを繰り返したり、削除したりし
て、目的の速度に合わせます。フレームブレンドではフレームが繰り返されますが、必要に応じてフレーム間
のブレンドを実行して、動きを滑らかにします。 

次のメニューオプションのいずれかを使用すると、Premiere Pro のすべての補間方法にアクセスできます。
クリップ／ビデオオプション／補間／フレームブレンド | フレームサンプリングを選択し
ます。
シーケンスのクリップを右クリックして、補間／フレームブレンド | フレームサンプリン
グを選択します。
速度・デュレーションダイアログボックスを開き、補間ドロップダウンメニューを使用し
ます。
書き出し設定ダイアログボックスを開き、補間ドロップダウンメニューを使用します（こ
の方法を使用できるのは、メディアを書き出す場合のみです）。

関連トピック
マーカーの追加
静止画像の書き出し
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モーション：クリップの配置、スケール、および回転

ページの先頭へ

注意：

位置、スケールおよび回転の調整
アセットのスケール調整
プログラムモニターでのモーションのアニメート
クリップのアンカーポイントの調整またはアニメート
プログラムモニターでアンカーポイントを調整する

位置、スケールおよび回転の調整

モーションエフェクトは、ビデオフレーム内でクリップの配置、スケールまたは回転を行う場合に使用しま
す。クリップをアニメートするには、モーションエフェクトのプロパティのキーフレームを設定します
初期設定では、タイムラインパネルに追加する各クリップに、モーションエフェクトが基本エフェクトとして
適用されます。エフェクトコントロールパネルでモーションエフェクトプロパティを表示および調整するに
は、モーション名の隣の右向きの三角形をクリックします。

プログラムモニターでハンドルを直接操作することにより、クリップと照明効果の照明の位置、スケールおよ
び回転を調整できます。エフェクトコントロールパネルのコントロールを使用して、プロパティを調整するこ
ともできます。

プログラムモニターでクリップの直接操作が可能な標準エフェクトは、すべての描画エフェクト、コー
ナーピン、クロップ、ガベージマット、照明効果、ミラー、トランスフォーム系のエフェクト、回転など
です。直接操作が可能なエフェクトには、 をクリックします。

1. タイムラインパネルでクリップを選択し、クリップ内のフレームの位置に時間インジケー
ター  を移動します。モーションエフェクトの「縦横比を固定」チェックボックスがオ
フになっていることを確認します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

（照明効果のみ）照明効果をクリップに適用し、エフェクトコントロールパネルの照
明効果の隣のトランスフォームアイコン  をクリックします。
（モーションエフェクトのみ）プログラムモニターでクリップをクリックするか、エ
フェクトコントロールパネルでモーションの隣のトランスフォームアイコン  をク
リックします。

ハンドルとクリップのアンカーポイントがプログラムモニターに表示されます。

3. プログラムモニターで、次のいずれかの操作を行います。

クリップまたは照明効果を配置するには、クリップ内またはエフェクトのエフェクト
の枠をクリックし、ドラッグして移動します。クリップまたは照明効果を移動するた
めにハンドルをドラッグしないでください。
自由に拡大・縮小するには、四隅のハンドルをドラッグします。
縦または横だけを拡大・縮小するには、一辺のハンドルをドラッグします。
均等に拡大・縮小するには、Shift キーを押しながら隅のハンドルをドラッグします。

モーションエフェクトを使用してクリップを拡大・縮小する場合、画像を 100 ％
以上に拡大すると、濃淡のむらが出たり、ピクセルが目立ってしまうことがあります。
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クリップまたはエフェクトを回転するには、いずれかのハンドルの外側にマウスカー
ソルを合わせて、カーソルを回転アイコン  に変更し、ドラッグします。モーション
エフェクトの場合は、複数回円を描くようにドラッグして、必要な回数の回転を作成
することもできます。
フレームのワイヤーフレームだけを更新するには、Alt キー（Windows）または
Option キー（Maintosh）を押しながら任意のハンドルをドラッグします。この方法だ
と、サイズの大きいクリップや速度の遅いシステムでも、処理を迅速に行えることが
あります。

時間の経過に応じてモーション、サイズ調整または回転をアニメートするには、プロ
グラムモニターでクリップまたはエフェクトを操作しながらキーフレームを設定しま
す。

いくつかの重要な点
初期設定では、クリップはプログラムモニターの中央に 100 % のサイズ（オリジナルと
同じサイズ）で表示されます。位置、スケール、回転の値は、初期設定ではクリップの中
心にあるクリップのアンカーポイントから計算されます。
位置、スケール、回転の各プロパティは、空間に対して適用されるので、プログラムモニ
ターで直接確認しながら調整するのが最も簡単です。エフェクトコントロールパネルで
モーションエフェクトの隣のトランスフォームアイコン  をクリックすると、プログラ
ムモニターのクリップにハンドルが表示されます。これらのハンドルを使用すると、ク
リップを直接操作して、モーションエフェクトのプロパティを調整できます。

アセットのスケール調整

アセットをシーケンスにドラッグすると、初期設定ではアセットのフレームサイズは保持され、プログラムフ
レームの中央にアセットが配置されます。読み込んだアセットをプロジェクトの初期設定フレームサイズに自
動的にスケールすることもできます。ピクセル縦横比が正しく変換されている場合は、アセットを変形せずに
再スケールすることができます。

アセットの手動スケール調整
1. アセットをシーケンスにドラッグして、アセットを選択します。

2. エフェクトコントロールパネルを開きます。

3. モーションエフェクトの横にある三角形  をクリックすると、モーションコントロール
が表示されます。

4. モーションエフェクト内のスケールコントロール横にある三角形をクリックすると、ス
ケールスライダーが表示されます。

5. スケールスライダーを左右に移動すると、フレームのサイズが変わります。

アセットをフレームサイズに合わせる
1. タイムラインでアセットを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらク
リック（Mac OS）します。

2. 「フレームサイズに合わせる」を選択します。

環境設定「デフォルトでフレームサイズに合わせる」の動作については、Andrew Devis
がこのビデオチュートリアルで解説しています。
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注意：

アセットの自動スケール調整
1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 「デフォルトでフレームサイズに合わせる」を選択します。

3. 「OK」をクリックします。

プログラムモニターでのモーションのアニメート

プログラムモニターでクリップを直接操作し、モーションエフェクトのキーフレームを設定することで、アニ
メーションやピクチャインピクチャを作成できます。プログラムモニターでクリップの位置とスケールを調整
すると、その下のトラックのクリップが見える複雑なコンポジションを作成できます。
クリップの位置をアニメートすると、プログラムモニターにクリップの動きがモーションパスで表されます。
白い小さな×印はキーフレームがある位置、点線は補間されたフレームでの位置、丸いクリップのアンカーポ
イントは現在のフレームでのクリップの位置を表します（初期設定では中心に表示されます）。点線状の各点
の間隔はキーフレーム間の速度を表します。間隔が広いほど動きが早く、狭いほど動きが遅くなります。

プログラムモニターに表示されたクリップ - 速度が速い場合（左）と速度が遅い場合（右）

モーションエフェクトの変化をシーケンスクリップにすばやく適用するには、プログラムモニターで画像
をクリックして、操作を開始します（最初にエフェクトコントロールパネルでモーションエフェクトの隣
のトランスフォームアイコンをクリックする必要はありません）。画像の位置を調整する場合は、ベジェ
キーフレームを使用して、その動きをさらに調整できます。

プログラムモニターでのクリップのアニメート

エフェクトコントロールパネルでモーションエフェクトが選択されているときは、プログラムモニターでク
リップを操作できます。モーションエフェクトの 1 つまたは複数のプロパティ（位置など）にキーフレームを
設定してアニメーションを作成できます。

1. タイムラインパネルでクリップを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

エフェクトコントロールパネルでモーションエフェクトを選択します。
プログラムモニターで画像をクリックします。
エフェクトコントロールパネルでモーションエフェクト名の隣のトランスフォームア
イコン  をクリックします。

プログラムモニターのクリップの周囲にハンドルが表示されます。

ハンドルが表示されない場合は、プログラムモニターのズームレベルを低くし
て、ビデオフレームの周りのグレーのワークエリアを拡大します。
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注意：

3. アニメーションの開始フレームまで時間インジケーターを移動します。アニメーション
は、クリップの現在のインポイントとアウトポイントの間の任意のフレームから開始でき
ます。

4. エフェクトコントロールパネルでモーションエフェクトを展開し、設定する各プロパティ
の横にあるアニメーションのオン／オフボタン  をクリックします。そのプロパティの
キーフレームのアイコンが時間インジケーターの位置に表示されます。

5. プログラムモニターで、クリップの 8 つのハンドルの近くにカーソルを動かし、次のい
ずれかのポインターツールを使用してキーフレームの値を変更します。

選択カーソル  は位置の値を設定します。
回転カーソル  は回転の値を設定します。
スケールカーソル  はスケールの値を設定します。

クリップのハンドルが表示されなくなった場合は、エフェクトコントロールパネ
ルでモーションエフェクトをもう一度選択します。

6. タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、プロパティの新しい値（新
しいキーフレーム）を定義する位置まで時間インジケーターを移動します。

7. プログラムモニターでクリップを操作して、手順 3 でキーフレームを設定した各プロパ
ティに新しい値を設定します。エフェクトコントロールパネルの時間インジケーターの位
置に新しいキーフレームのアイコンが表示されます。

8. 必要に応じて、手順 5 と 6 を繰り返します。

クリップのアニメート設定を行う場合、プログラムモニターのズームレベルを低くし
たほうが便利な場合があります。ズームレベルを低くすると、画面の表示エリアの外
に表示されるグレーのペーストボードエリアが広くなり、このエリアを使用してク
リップをスクリーンの外に配置できます。

9. エフェクトコントロールパネルで、位置、スケール、回転またはアンチフリッカープロパ
ティキーフレームのベジェハンドルをドラッグして、プロパティの変化速度を制御しま
す。

モーションパスでの位置キーフレームの変更

位置キーフレームは、プログラムモニターでキーフレーム（白い×印）をドラッグするだけで値を変更でき、
簡単な操作でモーションパスを調整できます。

1. モーションエフェクトのキーフレームがあるクリップを選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、モーションエフェクト名の隣のトランスフォームアイ
コン  をクリックします。クリップのモーションパスがプログラムモニターに表示され
ます。

3. 次のいずれかの操作を行います。

既存のキーフレームを移動するには、プログラムモニターでキーフレームのハンドル
をドラッグします。
新しい位置キーフレームを作成するには、時間インジケーターを既存のキーフレーム
の間に設定して、プログラムモニターでクリップを目的の位置までドラッグします。
新しいキーフレームがエフェクトコントロールパネル、プログラムモニターおよびタ
イムラインパネルのクリップに表示されます。

この方法は、位置キーフレームの値を変更します。キーフレームのタイミングを
変更するには、エフェクトコントロールパネルでキーフレームのアイコンを移動します。

曲線に沿ったクリップの移動
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プログラムモニターでベジェハンドルを使用して、クリップを曲線に沿って移動させることができます。

1. タイムラインパネルでクリップを選択します。

2. タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルのどちらかで、アニメーション
の開始位置まで時間インジケーターを移動させます。アニメーションは、クリップの現在
のインポイントとアウトポイントの間の任意のフレームから開始できます。

3. エフェクトコントロールパネルで、「モーション」コントロールの横にある三角形をク
リックします。

4. 「位置」コントロールの横にあるアニメーションのオン／オフボタン  をクリックし
て、最初のキーフレームを設定します。

5. タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルのどちらかで、アニメーション
の終了フレームまで時間インジケーターを移動させます。

6. プログラムモニターで、クリップの動きを終了させる位置までクリップをドラッグしま
す。

プログラムモニターに、クリップのモーションの開始位置と終了位置をつなぐモーション
パスが表示されます。このモーションパスの端の近くに小さいベジェハンドルが表示され
ます。

7. いずれか一方または両方のぺジェハンドルを任意の方向にドラッグして、モーションパス
の曲線を作成します。

8. エフェクトコントロールパネルで、位置キーフレームを右クリック（Windows）、または
Control キーを押しながらクリック（Mac OS）します。

9. 時間補間法メニューまたは空間補間法メニューのどちらかから、アクセラレーションの種
類を選択します。

10. 時間インジケーターを最初のキーフレームまでドラッグし、Enter キー（Windows）また
は Return キー（Mac OS）を押して、クリップのモーションをプレビューします。

クリップのアンカーポイントの調整またはアニメート

初期設定では、クリップのアンカーポイントはクリップの中央に設定されますが、クリップのアンカーポイン
トを移動することで、フレームまたはモーションパスに対するクリップの位置を変更することができます。さ
らに、時間の経過に応じてクリップのアンカーポイントの位置を変化させることができるため、フレームや
モーションパスと関連させてクリップを移動させることも可能です。クリップのアンカーポイントのアニメー
トは、例えば、画像をパンするようなエフェクトの作成に使用できます。

1. タイムラインパネルで、時間インジケーターをクリップの先頭に合わせます。

2. プログラムモニターでクリップをクリックします。

クリップの中央にクリップのアンカーポイントが表示されます。

3. 「エフェクトコントロール」タブを選択し、必要に応じて、「モーション」の横にある三
角形をクリックして「モーション」コントロールを開きます。

4. アンカーポイントの水平コントロールを左にドラッグして（数値が小さくなります）、ア
ンカーポイントをクリップの左側にオフセットします。または、右にドラッグして（数値
が大きくなります）、アンカーポイントを右側にオフセットします。

5. アンカーポイントの垂直コントロールを左にドラッグして（数値が小さくなります）、ア
ンカーポイントをクリップの上方にオフセットします。または、右にドラッグして（数値
が大きくなります）、アンカーポイントを下方にオフセットします。

6. キーフレームの追加／削除ボタン  をクリックして、キーフレームを設定します。

7. （オプション）時間の経過に応じてクリップのアンカーポイントを変化させるには、エ
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注意：

フェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルで時間インジケーターを別の時間
位置に移動させます。水平および垂直アンカーコントロールを新しい値に変更します。

別のキーフレームにより、選択したフレームのクリップのアンカーポイントの位置にマー
クが付けられます。

8. （オプション）アンカーポイントの位置に変化の速度を設定するには、アンカーポイント
の速度グラフのハンドルをドラッグします。

プログラムモニターでアンカーポイントを調整する
この機能は組み込みのモーションエフェクトのみに適用され、アンカーポイントがあるその他のエ

フェクトには適用されません。

プログラムモニターで直接モーションエフェクトのアンカーポイントを移動することができます。
1. エフェクトコントロールパネルで「モーションコントロール」を開き、「アンカーポイン
ト」プロパティを選択します。

2. アンカーポイント上でカーソルを動かすかドラッグすると、カーソルの形状が  に変
わります。

プログラムモニターでアンカーポイントをドラッグすると、フレームの位置を維持しながらプログラムモニ
ターでアンカーポイントの位置を変更できます。これはアンカーポイントと位置パラメーターの両方を同時に
更新することによって実現できます。

この動作は After Effects の後ろをパン（アンカーポイント）ツールと同様です。

修飾キーを使用する
アンカーポイントパラメーターのみを更新し、位置パラメーターを更新しない場合は、Alt（Windows）キー
または Option（Mac OS）キーを押したままアンカーポイント上でカーソルを移動すると、カーソルが  に
変わります。その後、プログラムモニターでアンカーポイントをドラッグします。これによって、アンカーポ
イントの位置を維持しながら、フレームをドラッグすることができます。
スナップを有効にするには、Ctrl キーを押したままアンカーポイントをドラッグします。ターゲット上にボッ
クスが描画されます。その後、アンカーポイントがフレームの左右のハンドルまたは中心点に極めて接近して
スナップされます。

いくつかの重要な点
プログラムモニターが非常に小さい場合にクリップの位置をドラッグする機能を保持する
には、アンカーポイントの十字が非表示になります。関連する画面上のモーション直接操
作フレームのピクセル単位のサイズであることに注意してください。
アンカーポイントの位置を詳細にコントロールするには、エフェクトコントロールパネル
でアンカーポイントプロパティを使用します。プログラムモニターでのアンカーポイント
への変更がエフェクトコントロールパネルで更新され、エフェクトコントロールパネルで
の変更がプログラムモニターで更新されます。
エフェクトコントロールパネルのパラメーターを使用してアンカーポイントを変更する場
合、実際の画面上ではアンカーポイントを同じ位置に維持しながら、プログラムモニター
でフレームを移動します。

関連項目
補間について
ベジェキーフレーム補間を使用した変更の制御
キーフレームの追加、移動、設定
合成クリップにモーションエフェクトを使用
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調整レイヤー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

調整レイヤー
調整レイヤーを作成する
領域をハイライトするために調整レイヤーのサイズを変更する
描画モードと調整レイヤー
トランスフォーム効果と調整レイヤー
ビデオチュートリアル：Premiere Pro で調整レイヤーを使用する

調整レイヤー

Adobe® Premiere® Pro では、1 つの調整レイヤーを使用して同じエフェクトをタイムラインの複数のクリップに適用できます。調整レイヤーに適
用したエフェクトは、そのレイヤーの下にあるすべてのレイヤーに適用されます。
単一の調整レイヤーで効果を組み合わせて使用できます。複数の調整レイヤーを使用して、より多くの効果を制御できます。
Premiere Pro の調整レイヤーは、Adobe Photoshop や Adobe After Effects の調整レイヤーと同様に動作します。
Todd Kopriva と video2brain のこのビデオでは、調整レイヤーにエフェクトをすばやく適用し、シーケンスが再生を続行する間にエフェクトのプ
ロパティを変更する方法を解説します。

調整レイヤーを作成する
1. ファイル／新規／調整レイヤーを選択します。

2. ビデオ設定ダイアログボックスで、必要に応じて調整レイヤーの設定を変更して「OK」をクリックします。

3. 調整レイヤーをプロジェクトパネルからタイムラインで影響を与えるクリップの上のビデオトラックへドラッグ（または上書
き）します。

4. 調整レイヤーの本体の任意の場所をクリックして選択します。

5. 調整レイヤーが選択された状態で、適用する効果の名前をエフェクトパネルの「検索」ボックスに入力します。

6. 効果をダブルクリックして、調整レイヤーに追加します。複数の効果を調整レイヤーに追加できます。

7. Shift + 5 キーを押して、エフェクトコントロールパネルを開きます。必要に応じて、効果のパラメーターを変更します。

シーケンスを再生すると、下位のトラックのすべてのクリップが調整レイヤーに加えた変更の影響を受けます。

領域をハイライトするために調整レイヤーのサイズを変更する

調整レイヤーに濃淡やカラー補正エフェクトなどの効果を追加してから、調整レイヤーのサイズを変更することができます。この手法によって、
画面の領域をハイライトすることができます。

1. タイムライン表示領域で調整レイヤーをダブルクリックします。

2. 画面中央のアンカーポイントをドラッグして調整レイヤーの位置を変更し、次にクリップの端をドラッグして縮小します。

描画モードと調整レイヤー

調整レイヤーを使用すると、クリップの範囲に同じ描画モードや不透明度の調整を適用できます。これを Premiere Pro で行うには、調整レイヤー
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の「エフェクトコントロール」タブの「不透明度」で描画モードを変更します。
この手法は、ビデオトラックのクリップを既存クリップ上に複製し、その描画モードを変更することと同等です。詳しくは、ProVideo Coalition
Web サイトの Chris および Trish Meyer 両氏によるチュートリアルを参照してください。

トランスフォーム効果と調整レイヤー

スケールや回転などのトランスフォーム効果を調整レイヤーに追加して、クリップのスパン（または静止画）でアニメーション化することができ
ます。この手法によって、これまではクリップをネストすることで行っていたモーション効果を実現することができます。

これで、シーケンスを再生すると、クリップに 2 つ以上のクリップスパンでアニメーション化するトランスフォーム効果が設定されます。

ビデオチュートリアル：Premiere Pro で調整レイヤーを使用する

After Effects や Photoshop と同様
に、Premiere Pro の編集環境には調整レイ
ヤーという強力な概念があります。... 詳細
http://www.retooled.net/?p=308

提供者 reTooled.net 
http://www.retooled.net

reTooled.net は、編集ツール、デザイン
合成ツールおよび標準的なデスクトップ
アプリケーションを最大限に活用して毎
日のタスクを合理化するための革新的な
ツールに関するチュートリアルを紹介し
ています。
専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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カラー補正エフェクト

ページの先頭へ

2015 年 6 月リリースの Premiere Pro CC には、Adobe SpeedGrade と Adobe Lightroom のそれぞれのテ
クノロジーの利点を組み合わせて、まったく新しいカラーツールが導入されました。詳しくは、カラー
ワークフローを参照してください。

カラー補正エフェクトについて
カラー補正エフェクトの適用
クイックカラー補正と 3 ウェイカラー補正を使用する一次カラー補正
カラーバランスと彩度の調整
カーブカラー補正エフェクトを使用した色とルミナンスの調整
レベル補正エフェクトを使用したルミナンスの調整
カラーピッカーを使用したカラーの選択
クリップ内の階調範囲の定義
調整する色または色の範囲の指定
色の置き換え
クリップの色の削除
クリップのカラーチャンネルの組み合わせ
カラーパスを使用した色の区別
明るさの値プリセットを使用した、輪郭、ブラーおよび輝度の調整
照明効果エフェクトの追加
照明効果テクスチャの適用

カラー補正エフェクトについて

色とルミナンスを調整するエフェクトは、ビデオエフェクトビン内のカラー補正ビンにあります。色とルミナ
ンスを調整するエフェクトはほかにもありますが、カラー補正エフェクトは、色とルミナンスを高い精度で補
正するために設計されたものです。
カラー補正エフェクトは、標準エフェクトと同じ方法でクリップに適用します。エフェクトのプロパティは、
エフェクトコントロールパネルで調整します。カラー補正エフェクトとその他のカラーエフェクトはクリップ
ベースです。ただし、シーケンスをネストさせれば、複数のクリップに適用することもできます。シーケンス
のネストについて詳しくは、シーケンスのネストを参照してください。

カラー補正を行うとき、ベクトルスコープまたは波形スコープ（YC 波形、RGB パレードおよび YCbCr パ
レード）を使用すると、クリップ内のクロマとルミナンスを確認するのに役立ちます。これらのスコープは、
プログラムモニターと連動する別のリファレンスモニターに表示できるので、調整を行いながらビデオレベル
を確認することができます。
スコープについて詳しくは、波形モニターとベクトルスコープを参照してください。
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注意：

注意：

注意：

露光量の補正：波形が IRE スケールの上限になっている露出過度の画像（左）、波形が 7.5 ～ 100 IRE の範
囲内になっている補正後の画像（右）

カラー補正エフェクトの適用

以下に、カラー補正エフェクトを適用するための一般的な手順を示します。特定のコントロールを使用して調
整を行う方法について詳しく説明しています。

1. ウィンドウ／ワークスペース／カラー補正を選択します。可能な場合は、調整済みの
NTSC または PAL の外部モニターを接続しておくことをお勧めします。

2. タイムラインパネル上のクリップに、いずれかのカラー補正エフェクトを適用します。

タイムラインパネルで適用したいクリップが選択されている場合、エフェクトパ
ネルからエフェクトをエフェクトコントロールパネルへドラッグして適用できます。

3. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックして、カラー補正エフェクト
を展開します。

4. 時間インジケーターを最も調整しやすいフレームまで移動します。

5. （オプション）カラー補正用にプレビューオプションを設定するには、次のいずれかの操
作を行います。

クリップのルミナンスの値だけを表示するには、出力メニューから「ルミナンス」を
選択します。このオプションで制御されるのは、プログラムモニターのプレビューだ
けです。このオプションによって、ビデオから色が削除されることはありません。

1 つのモニターでクリップの調整前と調整後を表示するには、「分割表示」オプショ
ンを選択します。レイアウトメニューでは、上下と左右のどちらに分割表示するかを
指定できます。また、調整前と調整後の表示の割合を分割比で調整することもできま
す。

6. （オプション）階調範囲の定義コントロールを使用すると、クリップ内のシャドウ、ミッ
ドトーンおよびハイライトの領域を定義できます。  

特定の階調範囲を調整できるのは、ルミナンス補正、RGB カラー補正および 3
ウェイカラー補正エフェクトだけです。

7. （オプション）特定の色または色の範囲の露光量を補正する場合は、右向きの三角形をク
リックして二次カラー補正コントロールを展開します。補正する色を指定するには、スポ
イトツールまたはほかの二次カラー補正コントロールを使用します。 

クイックカラー補正エフェクトとビデオリミッターエフェクトを除いて、すべて
のカラー補正エフェクトには二次カラー補正コントロールがあります。

8. 次のいずれかの操作を行います。

カラーホイールを使用してカラーバランスと彩度を調整するには、クイックカラー補
正エフェクトや 3 ウェイカラー補正エフェクトの角度ホイールを調整したり、色相バ
ランスの数値コントロールを調整します。 
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カーブコントロールを使用してルミナンスまたは色を調整するには、ルミナンスカー
ブエフェクトや RGB カーブエフェクトの曲線調整を使用します。 

黒レベル、グレーレベル、白レベルを設定してルミナンスを調整するには、クイック
カラー補正エフェクトまたは 3 ウェイカラー補正エフェクトのレベルコントロールを
使用します。

詳しくは、ルミナンス補正エフェクトとRGB カラー補正エフェクトを参照してくだ
さい。

数値コントロールを使用してルミナンスや色を調整するには、ルミナンス補正エフェ
クトまたは RGB カラー補正エフェクトのコントロールを使用します。

カラー補正の調整をアニメートするには、キーフレームを使用します。このオプショ
ンは、クリップ内で照明を変更するときに特に便利です。詳しくは、キーフレームの
追加、移動、設定を参照してください。

9. （オプション）可能な限り高い画質を維持しながらビデオ信号が放送規定内に収まるよう
に、カラー補正を行ってから、ビデオリミッターエフェクトを適用します。ビデオ信号を
7.5 ～ 100 IRE の範囲に収めるには、YC 波形スコープを使用することをお勧めします。

詳しくは、ビデオリミッターエフェクトを参照してください。

クイックカラー補正と 3 ウェイカラー補正を使用する一次カラー補正

色かぶりの効率的な除去

クイックカラー補正エフェクトと 3 ウェイカラー補正エフェクトには、白、グレー、黒が中間色になるように
色のバランスをすばやく調整するコントロールがあります。サンプリングした領域で色かぶりを中間色にする
調整は、画像全体にも適用されます。この操作によって、すべての色で色かぶりを除去できます。例えば、画
像の中に不必要な青っぽいキャストがある場合、白であるべき領域をサンプリングすると、ホワイトバランス
コントロールによって黄色が追加され、青っぽいキャストが中間色に変更されます。この黄色による調整は、
シーン全体で色かぶりを除去すべきすべての色に適用されます。

1. タイムラインパネルでクリップを選択して、クイックカラー補正エフェクトまたは 3
ウェイカラー補正エフェクトのどちらかを適用します。 

2. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックしてクイックカラー補正また
は 3 ウェイカラー補正のコントロールを展開します。

3. （オプション）プログラムモニターで調整前と後の違いを表示する場合は、「分割表示」
オプションを選択します。レイアウトメニューでは、上下と左右のどちらに分割表示する
かを指定できます。また、調整前と調整後の表示の割合を分割比で調整することもできま
す。

4. ホワイトバランスのスポイトツールを選択し、プログラムモニター内の領域をクリックし
てサンプリングします。白であるべき領域をサンプリングすることをお勧めします。

クリップ内の特定の色または色範囲に限定して適用する場合は、3 ウェイカラー補正
の二次カラー補正コントロールを使用します。

5. （3 ウェイカラー補正だけのオプション）次のいずれかの操作を行います。

画像にある中間のグレーの領域を中間色にしてカラーバランスを整えるには、グレー
バランスのスポイトを選択して、中間のグレーであるべき領域をクリックします。

画像にある黒の領域を中間色にしてカラーバランスを整えるには、ブラックバランス
のスポイトを選択して、黒であるべき領域をクリックします。

グレーバランスコントロールは、サンプリングした領域を調整して中間のグレーに変え、
ブラックバランスコントロールはサンプリングした領域を調整して黒に変えます。ホワイ
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自動黒レベル

自動コントラスト

自動白レベル

色相角度

トバランスコントロールを使用する場合と同じで、これらの調整によってクリップ内のす
べての色が変更されます。

また、スポイトの横にある色見本をクリックすると、カラーピッカーを使用して
サンプリングする色を選択できます。

ルミナンスの効率的な補正

クイックカラー補正エフェクトと 3 ウェイカラー補正エフェクトには、クリップのルミナンス調節を自動的に
行ってくれる機能があります。 

1. タイムラインパネルでクリップを選択して、クイックカラー補正または 3 ウェイカラー
補正のどちらかを適用します。詳しくは、エフェクトのクリップへの適用を参照してくだ
さい。

2. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックしてクイックカラー補正また
は 3 ウェイカラー補正のコントロールを展開します。

3. （オプション）プログラムモニターで調整前と後の違いを表示する場合は、「分割表示」
オプションを選択します。レイアウトメニューでは、上下と左右のどちらに分割表示する
かを指定できます。また、調整前と調整後の表示の割合を分割比で調整することもできま
す。

4. 次のいずれかのボタンをクリックすると、放送規定に合わせてルミナンスがすばやく調整
されます。

最も暗いレベルが 7.5 IRE を超えるように、クリップの黒レベルを引き上
げます。シャドウの一部がクリップされて、中間的なピクセル値が比例配分されます。自
動黒レベルを使用すると、結果として、画像のシャドウが明るくなります。

自動黒レベルと自動白レベルを、両方とも同時に適用します。この操
作によって、ハイライトは暗く、シャドウは明るくなります。

最も明るいレベルが 100 IRE を超えないように、クリップ内の白レベルを
引き下げます。ハイライトの一部がクリップされて、中間的なピクセル値が比例配分され
ます。自動白レベルを使用すると、結果として、画像のハイライトが暗くなります。

カラーバランス、角度および彩度のコントロール

クイックカラー補正エフェクトと 3 ウェイカラー補正エフェクトでは、ビデオのカラーバランスを調整するた
めの色相バランスホイールと角度カラーホイールおよび彩度コントロールを利用できます。カラーバランス
は、その名が示すとおり、赤、緑、および青の各要素のバランスを調整して、白と中間グレーの目的のカラー
を画像に生成します。目的とする効果によっては、クリップのカラーバランスを完全に中間色にしたくないこ
とがあります。例えば、一家団らんのシーンでは温かみのある（赤みがかった）色かぶりにしたり、犯罪ド
キュメンタリのシーンでは冷たい印象を与える（青みがかった）色かぶりにしたりという場合が考えられま
す。

カラーホイールと彩度コントロールで調整を行う場合は、リファレンスモニターを開いて、プログラムモ
ニター内のコンポジットビデオと連動するベクトルスコープを表示すると効率的に作業が行えます。

カラーホイールでは、次の調整が可能です。

カラーを回転させて、ターゲットカラーに近づけます。外側のリングを左に移動すると、カラーが
緑に近づくように変化し、外側のリングを右に移動すると、カラーが赤に近づくように変化します。
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バランスゲイン

バランス角度

ページの先頭へ

ビデオに適用するカラーの強さを制御します。外に向かって円を移動すると、強さが増加し
ます。強さは、バランスゲインハンドルを使用して微調整できます。

バランスの強さおよびバランス角度調整の相対的な精密度を左右します。このコントロール
の直角のハンドルをホイールの中心近くに移動すると、調整量が小さくなります（微調整）。ハンドルをホ
イールの外側のリングに向かって移動すると、調整量が大きくなります（荒調整）。

ビデオカラーをシフトして、ターゲットカラーに近づけます。バランスの強さホイールを特定
の色相に向かって移動すると、それに従ってカラーがシフトします。シフトの強さは、バランスの強さおよび
バランスゲイン調整の組み合わせによって制御されます。

彩度スライダーは、ビデオの色の彩度を制御します。スライダーを 0 に移動すると、画像の彩度が減少し、ル
ミナンスの値だけが表示されるようになります（白、グレー、および黒で構成された画像）。スライダーを右
に移動すると、彩度が増加します。

彩度を下げた画像（左）、彩度を上げた画像（右）

カラーバランスと彩度の調整

ここではカラーホイールを使用した調整手順について説明しますが、クイックカラー補正エフェクトおよび 3
ウェイカラー補正エフェクトで数値を入力したり、スライダーコントロールを使用しても同じ調整を行うこと
ができます。

1. ウィンドウ／ワークスペース／カラー補正を選択します。

2. タイムラインパネルでクリップを選択して、クイックカラー補正エフェクトまたは 3
ウェイカラー補正エフェクトのどちらかを適用します。詳しくは、エフェクトのクリップ
への適用を参照してください。

3. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックしてクイックカラー補正また
は 3 ウェイカラー補正のコントロールを展開します。

4. （オプション）プログラムモニターで調整前と後の違いを表示する場合は、「分割表示」
オプションを選択します。レイアウトメニューでは、上下と左右のどちらに分割表示する
かを指定できます。また、調整前と調整後の表示の割合を分割比で調整することもできま
す。

5. （3 ウェイカラー補正だけのオプション）次のいずれかの操作を行います。

カラー補正の適用を特定の階調範囲に限定する場合、階調範囲メニューから、「シャ
ドウ」、「ミッドトーン」または「ハイライト」を選択します。「マスター」を選択
すると、カラー補正が画像の階調範囲全体に適用されます。必要に応じて、階調範囲
の定義コントロールを使用して、異なる階調範囲を定義してください。 

特定の色または色範囲を指定して補正を行う場合は、右向きの三角形をクリックし
て、二次カラー補正コントロールを展開します。スポイトツールやスライダーコント
ロールを使用するか、数値を入力して色または色範囲を定義します。
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6. カラーバランスを調整するには、カラーホイールを使用して次のいずれかの操作を行いま
す。

ゲインまたは強さを変更せずにすべてのカラーを変更するには、ホイールの外側のリ
ングを回転します。リングを左に回転するとすべてのカラーが緑に近づくように変化
し、右に回転するとカラーが赤に近づくように変化します。

カラーホイールの外側のリングの回転（左）による、色相角度の変化（右）

ゲインおよび強さの調整とともにカラーをターゲットカラーにシフトするには、バラ
ンスの強さ円を、中心から、画像に適用したいカラーに向かってドラッグします。バ
ランスの強さの円を多くドラッグするほど、適用されるカラーの強さが大きくなりま
す。バランスの強さ調整の強さを微調整するには、バランスゲインハンドルをドラッ
グします。この操作で、わずかな微調整が行えます。

バランスゲインの調整による、バランスの強さ設定の微調整

3 ウェイカラー補正エフェクトでは、シャドウ、ミッドトーンおよびハイライト
用の個別のホイールを使用して、3 つの階調範囲を個別に調整できます。

7. 彩度コントロールを使用して、画像の彩度を調整します。スライダーを左に移動すると、
カラーの彩度が減少し、右に移動する（値を大きくする）と、彩度が増加します。

カーブカラー補正エフェクトを使用した色とルミナンスの調整

カーブツールはルミナンスカーブと RGB カーブを使って、クイックカラー補正エフェクトや 3 ウェイカラー
補正エフェクト同様にシーケンス間のクリップの色を統一したり、クリップ全体の色調整を行います。ただ
し、調整が 3 点（黒レベル、グレーレベルおよび白レベル）に限られているレベル補正とは異なり、ルミナン
スカーブと RGB カーブの場合は、画像の階調全体（シャドウからハイライトまで）を対象として、最大 16
ポイントを調整できます。

プログラムモニターと連動するリファレンスモニターでスコープを開くと、曲線を調整するときに、ルミ
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ルミナンスカーブ

RGB カーブ
注意：

ナンス、クロミナンス、または両方の値を表示できます。ベクトルスコープを使用している場合、スコー
プの中心から外れた領域に小さい緑のシェーディングが表示されます。中心から外れた領域は、彩度のレ
ベルを定義します。

1. エフェクトパネルからビデオエフェクトビンの横にある右向きの三角形をクリックして展
開し、さらにカラー補正ビンを展開します。

2. タイムラインパネル内のクリップに、次のいずれかのエフェクトをドラッグします。

主にルミナンスを調整します。ルミナンスはビデオの彩度に影響を及
ぼすので、注意して調整します。

色とルミナンスの両方を調整します。
タイムラインパネルで適用したいクリップが選択されている場合、エフェクトパ

ネルからエフェクトをエフェクトコントロールパネルへドラッグして適用することもでき
ます。

3. エフェクトコントロールパネルで、追加したルミナンスカーブエフェクトまたは RGB
カーブエフェクトの名前の横にある右向きの三角形をクリックしてオプションを展開しま
す。

4. （オプション）プレビューオプションを設定するには、次のいずれかの操作を行います。

クリップのルミナンスの値だけを表示するには、出力メニューから「ルミナンス」を
選択します。このオプションで制御するのは、プログラムモニターのプレビューだけ
です。このオプションによって、ビデオから色が削除されることはありません。

1 つのモニターでクリップの調整前と調整後を表示するには、「分割表示」オプショ
ンを選択します。レイアウトメニューでは、上下と左右のどちらに分割表示するかを
指定できます。また、調整前と調整後の表示の割合を分割比で調整することもできま
す。

5. （オプション）特定の色または色の範囲の露光量を補正する場合は、右向きの三角形をク
リックして二次カラー補正コントロールを展開します。補正する色を指定するには、スポ
イトツールまたはほかの二次カラー補正コントロールを使用します。

6. 曲線を調整するには、次のいずれかの操作を行います。

ルミナンスを調整するには、ルミナンスグラフまたはマスターグラフで曲線をクリッ
クしてポイントを追加し、ポイントをドラッグして曲線の形状を変更します。曲線を
上に曲げるとクリップは明るくなり、下に曲げるとクリップは暗くなります。曲線の
傾きが急な部分は、画像のコントラストが高い部分です。

RGB カーブエフェクトを使用して色とルミナンスの両方を調整するには、適切なグ
ラフで曲線をクリックしてポイントを追加し、全カラーチャンネル（マスター）、赤
チャンネル、緑チャンネルまたは青チャンネルを調整します。ドラッグして曲線の形
状を変更します。曲線を上に曲げるとピクセル値が上がり（明るくなり）、下に曲げ
るとピクセル値が下がります（暗くなります）。曲線の傾きが急な部分は、画像のコ
ントラストが高い部分です。

曲線には最大 16 個のポイントを追加できます。ポイントを削除するには、グラフの外に
ドラッグします。

調整を行うときは、画像のバンディング、ノイズまたは偏光に十分に注意してくださ
い。これらの問題が生じた場合は、調整している値を引き下げてください。

Jeff Sengstack のチュートリアル「Premiere Pro: Color Correction and Enhancement」
より、RGB カラー補正エフェクトと RGB カーブエフェクトを使用してカラーチャンネ
ルを調整する方法について解説したビデオが lynda.com で公開されています。
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元の画像（左）、ルミナンスを調整（中央）、色を調整（右）

レベル補正エフェクトを使用したルミナンスの調整

クイックカラー補正エフェクトと 3 ウェイカラー補正エフェクトには、クリップのルミナンスを調整する入力
レベルと出力レベルのコントロールがあります。これらのコントロールは、Photoshop のレベル補正ダイアロ
グボックスのコントロールに似ています。クイックカラー補正エフェクトでは、コントロール設定がクリップ
にある 3 つすべてのカラーチャンネルに適用されます。3 ウェイカラー補正エフェクトでは、レベル調整をク
リップ内の階調範囲全体、特定の階調範囲または特定の色範囲に適用できます。

1. （オプション）ウインドウメニューからワークスペース／カラー補正を選択します。ルミ
ナンスを調整する場合、リファレンスモニターのウィンドウメニューからプログラムモニ
ターと連動を選択し、YC 波形を表示すると便利です。

2. エフェクトパネルからビデオエフェクトビンの横にある右向きの三角形をクリックして展
開し、さらにカラー補正ビンを展開します。

3. クイックカラー補正エフェクトまたは 3 ウェイカラー補正エフェクトをタイムラインパ
ネル内のクリップにドラッグします。

タイムラインパネルで適用したいクリップが選択されている場合、エフェクトパネル
からエフェクトをエフェクトコントロールパネルへドラッグして適用できます。

4. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックしてクイックカラー補正また
は 3 ウェイカラー補正のコントロールを展開します。

5. （オプション）プレビューオプションを設定するには、次のいずれかの操作を行います。

クリップのルミナンスの値だけを表示するには、出力メニューから「ルミナンス」を
選択します。このオプションで制御されるのは、プログラムモニターのプレビューだ
けです。このオプションによって、ビデオから色が削除されることはありません。

1 つのモニターでクリップの調整前と調整後を表示するには、「分割表示」オプショ
ンを選択します。レイアウトメニューでは、上下と左右のどちらに分割表示するかを
指定できます。また、調整前と調整後の表示の割合を分割比で調整することもできま
す。

6. （3 ウェイカラー補正だけのオプション）次のいずれかの操作を行います。

補正の適用を特定の階調範囲に限定する場合、階調範囲メニューから、「シャド
ウ」、「ミッドトーン」または「ハイライト」を選択します。「マスター」を選択す
ると、補正が画像の階調範囲全体に適用されます。必要に応じて、階調範囲の定義コ
ントロールを使用して、異なる階調範囲を定義してください。 

特定の色または色範囲を指定して補正を行う場合は、右向きの三角形をクリックし
て、二次カラー補正コントロールを展開します。スポイトツールやスライダーコント
ロールを使用するか、数値を入力して色または色範囲を定義します。

7. 黒と白の最大レベルを設定するには、出力レベルスライダーコントロールを使用します。
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黒出力スライダー

白出力スライダー

黒レベルのスポイトツール

グレーレベルのスポイトツール

白レベルのスポイトツール

黒入力レベルスライダー

グレー入力レベルスライダー

白入力レベルスライダー

注意：

シャドウの出力を制御します。初期設定は 0 です。この場合、ピクセ
ルは完全な黒になります。スライダーを右に動かすと、最も暗いシャドウの明度が増しま
す。

ハイライトの出力を制御します。初期設定は 255 です。この場合、ピ
クセルは完全な白になります。スライダーを左に動かすと、最も明るいハイライトの暗度
が増します。
リファレンスモニターで YC 波形を表示している場合、波形内の黒レベルと白レベル
の最大値が 7.5 ～ 100 IRE の範囲に収まるように、黒と白の出力スライダーを調整し
ます。そうすることで、レベルを放送規定に合わせることができます。

元の画像（左）、放送規定に合わせて黒および白レベルを調整（右）

8. 次のコントロールを使用して、黒、グレーおよび白の入力レベルを設定します。

サンプリングしたトーンを黒出力スライダーの設定にマップ
します。プログラムモニターで、画像の中で最も暗くしたい領域をクリックします。ま
た、色見本をクリックしてカラーピッカーを開き、ピッカーで色を選択しても、画像内で
最も暗いシャドウを定義できます。

サンプリングしたトーンを中間のグレー（レベル 128）
にマップします。この操作によって、ハイライトとシャドウを大幅に変更することなく、
グレートーンの中間範囲の明度値が変更されます。また、色見本をクリックしてカラー
ピッカーを開き、ピッカーで色を選択しても、画像内で中間のグレーを定義できます。

サンプリングしたトーンを白出力スライダーの設定にマップ
します。プログラムモニター内で、画像の中で最も明るくしたい領域をクリックします。
また、色見本をクリックしてカラーピッカーを開き、ピッカーで色を選択しても、画像内
で最も明るいハイライトを定義できます。

入力黒レベルを黒出力スライダーの設定にマップします。初期
設定では、黒出力スライダーは 0 になっています。この場合、ピクセルは完全な黒にな
ります。黒出力を 7.5 IRE 以上に調整した場合、最も暗いシャドウがこのレベルにマップ
されます。

ハイライトとシャドウを大幅に変更せずに、ミッドトーン
を制御して、グレートーンの中間範囲の明度値を変更します。

入力白レベルを白出力スライダーの設定にマップします。初期
設定では、白出力スライダーは 255 になっています。この場合、ピクセルは完全な白に
なります。白出力を 100 IRE 以下に調整した場合、最も明るいハイライトがこのレベル
にマップされます。

また、下線付きの数値をスクラブしたり、黒入力レベル、グレー入力レベル、白

571



ページの先頭へ

H

S

B（HSB セクション）

R

入力レベル、黒出力レベルおよび白出力レベルに値を入力したりして、入力レベルと出力
レベルを調整できます。

カラーピッカーを使用したカラーの選択

カラーピッカーを使用して、一部のカラー調整エフェクトや階調調整エフェクトで用いる目的の色を設定でき
ます。エフェクトのコントロールで色見本をクリックすると、カラーピッカーが開きます。

カラーピッカーで色を選択すると、HSB、RGB、HSL、YUV の各数値とその 16 進数が同時に表示されま
す。この機能は、それぞれのカラーモードでの色の表現を確認するときに便利です。

カラーピッカーでは、HSB（色相、彩度、明度）、RGB（赤、緑、青）、HSL（色相、彩度、輝度）または
YUV（ルミナンスと色成分の差異チャンネル）のカラーモデルに基づいて色を選択したり、16 進数の値に基
づいて指定したりします。「Web セーフカラーのみに制限」オプションを選択すると、ホイールベースのカ
ラーだけを選択できるように、カラーピッカーの色が変更されます。カラーピッカーのカラーフィールドに
は、HSB、RGB、HSL または YUV のカラーモードで、色の構成要素を表示できます。

カラーピッカー

A. 選択した色 B. カラーフィールド C. カラースライダー D. 調整後の色 E. 元の色 F. カラー値 

1. エフェクトコントロールパネルでエフェクトの色見本をクリックして、カラーピッカーを
表示します。

2. カラースペクトルを表示するために使用する色の構成要素を選択します。

カラースライダーにはすべての色相が表示され、カラースライダーで色相を選択する
と、選択した色相の彩度と明度の範囲がカラースペクトルに表示されます。彩度は左から
右に向かって増加し、明度は下から上に向かって増加します。

カラースペクトルにはすべての色相が表示され、カラースペクトルの上端が最大明度
で、下端が最小明度になります。カラースライダーには、カラースペクトルで選択した色
が表示されます。スライダーの上端が最大彩度で、下端が最小彩度になります。

カラースペクトルにはすべての色相が表示され、カラースペクト
ルの上端が最大彩度で、下端が最小彩度になります。カラースライダーには、カラースペ
クトルで選択した色が表示されます。スライダーの上端が最大明度で、下端が最小明度に
なります。

カラースライダーには赤の色構成要素が表示されます。スライダーの上端が最大明度
で、下端が最小明度になります。カラースライダーを最小明度に設定すると、カラースペ
クトルには、緑と青の色構成要素で作成された色が表示されます。カラースライダーを使
用して赤の明度を増やすと、カラースペクトルに表示される色の赤の量が多くなります。
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カラースライダーには緑の色構成要素が表示されます。スライダーの上端が最大明度
で、下端が最小明度になります。カラースライダーを最小明度に設定すると、カラースペ
クトルには、赤と青の色構成要素で作成された色が表示されます。カラースライダーを使
用して緑の明度を増やすと、カラースペクトルに表示される色の緑の量が多くなります。

カラースライダーには青の色構成要素が表示されます。スライ
ダーの上端が最大明度で、下端が最小明度になります。カラースライダーを最小明度に設
定すると、カラースペクトルには、緑と赤の色構成要素で作成された色が表示されます。
カラースライダーを使用して青の明度を増やすと、カラースペクトルに表示される色の青
の量が多くなります。

3. 次のいずれかの操作を行います。

カラースライダーに沿って三角形をドラッグするか、カラースライダーの内側をク
リックして、カラースペクトルに表示される色を調整します。

大きな四角形のカラースペクトルの内側をクリックまたはドラッグして、色を選択し
ます。円形のマーカーがカラースペクトル内の色の位置を示します。

カラースライダーおよびカラースペクトルを使用して色を調整すると、数値は新
しい色を表した値に変わります。カラースライダーの右側にある四角形の上部に新しい色
が表示され、下部に元の色が表示されます。

HSB の色相（H）を 0°～ 360°の角度で指定します。この角度は、カラーホイールの
位置に対応します。彩度（S）と明度（B）をパーセント単位（0 ～ 100）で指定しま
す。

RGB に色の構成要素の値を指定します。

「#」にカラー値を 16 進数で入力します。

クリップ内の階調範囲の定義

ルミナンス補正エフェクト、RGB カラー補正エフェクトおよび 3 ウェイカラー補正エフェクトでは、画像内
の特定の階調範囲にカラー補正を適用できるように、シャドウ、ミッドトーンおよびハイライトに対して階調
範囲を定義できます。さらに、二次カラー補正コントロールと併用すれば、階調範囲を細かく定義して、画像
内の非常に限定された要素に対して調整を適用できます。

1. タイムラインパネルで補正するクリップを選択して、ルミナンス補正エフェクト、RGB
カラー補正エフェクトまたは 3 ウェイカラー補正エフェクトのいずれかを適用します。

2. エフェクトコントロールパネルで、適用されたエフェクトの右向きの三角形をクリックし
て展開します。

3. 右向きの三角形をクリックして、階調範囲の定義コントロールを展開します。

階調範囲の定義コントロール

A. シャドウのしきい値 B. シャドウの柔らかさ C. ハイライトの柔らかさ D. ハイライトの
しきい値 

4. シャドウのしきい値とハイライトのしきい値のスライダーをドラッグして、シャドウとハ
イライトの階調範囲を定義します。

ノート：画像の階調範囲を表示させながら操作すると、うまく調整できます。

5. シャドウの柔らかさとハイライトの柔らかさのスライダーをドラッグして、階調範囲の境
界をぼかします（柔らかくします）。
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注意：

減衰の量は、画像や適用するカラー補正の設定によって異なります。

階調範囲は、数値を変更することでも定義できます。または、シャドウのしきい
値、シャドウの柔らかさ、ハイライトのしきい値、ハイライトの柔らかさなどのスライ
ダーをドラッグしても定義できます。

調整する色または色の範囲の指定

二次カラー補正プロパティでは、エフェクトで補正する色の範囲を指定します。色相、彩度および輝度によっ
て色を定義することができます。二次カラー補正プロパティを使用できるエフェクトは、ルミナンス補正、ル
ミナンスカーブ、RGB カラー補正、RGB カーブおよび 3 ウェイカラー補正です。
二次カラー補正を使用して色または色の範囲を指定すると、カラー補正エフェクトの適用が画像の特定領域に
限定されます。この操作は、Photoshop で画像を選択したり、マスクを設定したりする操作に似ています。例
えば、画像内の青いシャツだけを選択する色の範囲を定義しておけば、画像のほかの領域を変更することな
く、シャツの色だけを変更できます。

1. タイムラインパネルで補正したいクリップを選択して、ルミナンス補正エフェクト、ルミ
ナンスカーブエフェクト、RGB カラー補正エフェクト、RGB カーブエフェクトまたは 3
ウェイカラー補正エフェクトのいずれかを適用します。

2. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックして、これらのエフェクトを
展開します。

3. 右向きの三角形をクリックして、二次カラー補正コントロールを展開します。

4. スポイトツールを選択して、プログラムモニターで選択したい色をクリックします。ま
た、ワークスペースの任意を場所をクリックして色を選択したり、色見本をクリックして
カラーピッカーを開いて色を選択したりできます。

5. 補正する色の範囲を広げたり狭めたりするには、次のいずれかの操作を行います。

+ の付いたスポイトツールで色の範囲を拡大し、- の付いたスポイトツールで色の範
囲から除外します。

右向きの三角形をクリックして色相コントロールを展開し、しきい値（開始）としき
い値（終了）スライダーをドラッグして、補正を 100 % 適用する色の範囲を定義し
ます。柔らかさ（開始）と柔らかさ（終了）スライダーをドラッグしてぼかしを制御
します。この設定により、色の範囲の境界がシャープになるか、柔らかくなるかが決
まります。また、色相コントロールの下にあるコントロールを使用すると、数値で
「開始」と「終了」のプロパティを指定できます。

スライダーで定義した色相は、色相の高域や低域をドラッグしても変更できま
す。

色相コントロール

A. 柔らかさ（開始） B. しきい値（開始） C. しきい値（終了） D. 柔らかさ（終了） 

カラー補正を適用する色の範囲に対して、彩度と輝度のプロパティを指定するには、
彩度と輝度のコントロールを使用します。これらのコントロールでは、色の範囲を微
調整できます。

6. 手順のテキスト

7. 次のコントロールを使用して、色または色の範囲にカラー補正をどのように適用するかを
指定します。
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二次カラー補正コントロールで選択した領域にブラー（ガウス）を適用しま
す。有効な範囲は 0 ～ 100 で、初期設定は 50 です。このコントロールは、画像のほか
の領域とブレンドされるように、選択した領域に柔らかくカラー補正を適用したい場合に
便利です。

二次カラー補正コントロールで選択した領域のエッジを細く、または太く
します。値の範囲は、–100（エッジは細くシャープ）～ +100（エッジは太く拡散）で、
初期設定値は 0 です。

8. 二次カラー補正コントロールで指定した範囲に含まれないすべての色を調整するには、
「制限範囲の反転」オプションを選択します。

色の置き換え
カラー置き換えエフェクトよりも高度な制御が必要な場合は、RGB 補正、RGB カーブおよび 3 ウェイカ
ラー補正の二次カラー補正コントロールを使用してください。これらのコントロールでは、色または色の
範囲に変更を適用できます。

1. タイムラインパネルで調整したいクリップを選択し、クリップをプログラムモニターに表
示させます。

2. プロジェクト内の現在表示されているクリップとほかのクリップの色を統一させたい場合
は、その他のクリップをソースモニターで開きます。

3. 調整したいクリップにカラー置き換えエフェクトを適用します。

4. エフェクトコントロールパネルで、カラー置き換えエフェクトの設定アイコン  をク
リックします。

5. カラー置き換え設定ダイアログボックスで、ポインターをクリップサンプル画像の上に移
動して、ポインターの形をスポイトに変えます。次に、置き換える色をクリックして選択
します。また、ターゲットカラーの色見本をクリックして、カラーピッカーで色を選択す
ることもできます。

6. 置き換える色の色見本をクリックし、カラーピッカーで色を選択して、置き換え後の色を
指定します。

7. 類似性スライダーをドラッグして、置き換える色の範囲を調整します。

8. 階調を維持せずに色を置き換える場合は、「単色」オプションを選択します。

クリップの色の削除
クリップの色をすばやく削除するには、ビデオエフェクトビン内のイメージコントロールビンから、モノ
クロエフェクトを適用します。

1. ウィンドウ／ワークスペース／カラー補正を選択します。

2. タイムラインパネルでクリップを選択して、クイックカラー補正または 3 ウェイカラー
補正のどちらかを適用します。詳しくは、エフェクトのクリップへの適用を参照してくだ
さい。

3. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックしてクイックカラー補正また
は 3 ウェイカラー補正のコントロールを展開します。

4. （オプション）プログラムモニターで調整前と後の違いを表示する場合は、「分割表示」
オプションを選択します。レイアウトメニューでは、上下と左右のどちらに分割表示する
かを指定できます。また、調整前と調整後の表示の割合を分割比で調整することもできま
す。

5. （3 ウェイカラー補正だけのオプション）次のいずれかの操作を行います。
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特定の階調範囲を指定して補正を行う場合、階調範囲メニューから、「シャドウ」、
「ミッドトーン」または「ハイライト」を選択します。「マスター」を選択すると、
調整が画像の階調範囲全体に適用されます。必要に応じて、階調範囲の定義コント
ロールを使用して、異なる階調範囲を定義してください。 

特定の色または色範囲を指定して補正を行う場合は、右向きの三角形をクリックし
て、二次カラー補正コントロールを展開します。スポイトツールやスライダーコント
ロールを使用するか、数値を入力して色または色範囲を定義します。

6. 下線付きの数値をスクラブするか、彩度コントロールに 100 未満の値を入力します。ま
た、右向きの三角形をクリックしてコントロールを表示し、スライダーで変更することも
できます。

クリップのカラーチャンネルの組み合わせ
1. エフェクトパネルでビデオエフェクトビンの右向きの三角形をクリックして展開し、右向
きの三角形をクリックして色調補正ビンを展開します。

2. タイムラインパネル内のクリップに、チャンネルミキサーエフェクトをドラッグします。

タイムラインパネルで適用したいクリップが選択されている場合、エフェクトパ
ネルからチャンネルミキサーエフェクトをエフェクトコントロールパネルへドラッグして
適用できます。

3. 出力チャンネルから特定のチャンネルの割合を増減するには、ソースカラーチャンネルに
対して、次のいずれかの操作を行います。

下線付きの数値を左右にスクラブします。

下線付きの値をクリックして、-200 % ～ +200 % の範囲内で値ボックスに値を入力
します。値を入力したら、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を
押します。

右向きの三角形をクリックしてチャンネルミキサーコントロールを展開し、スライ
ダーを左右にドラッグします。

4. （オプション）スライダーをドラッグするか、下線付き数値をスクラブします。または、
チャンネルの定数値（赤の定数値、緑の定数値または青の定数値）を入力します。この値
は、出力チャンネルに出力されるチャンネルの基本量になります。

5. （オプション）グレー値だけが含まれる画像を作成するには、「モノクロ」オプションを
選択します。このオプションを選択すると、同じ設定がすべての出力チャンネルに適用さ
れ、グレー値だけが含まれた画像となります。

カラーパスを使用した色の区別

カラーパスエフェクトでは、色または色の範囲を区別できます。調整は、クリップサンプルと出力サンプルを
表示するダイアログボックスで行います。また、エフェクトコントロールパネルでは、カラーパスエフェクト
プロパティを調整できます。

クリップ内で色または色の範囲にカラー補正を適用したい場合は、カラー補正エフェクトの二次カラー補
正コントロールを使用してください。

1. エフェクトパネルでビデオエフェクトビンの右向きの三角形をクリックして展開し、イ
メージコントロールビンからカラーパスエフェクトをクリップにドラッグします。

2. エフェクトコントロールパネルで、カラーパスエフェクトの設定アイコン  をクリッ
クします。

3. カラーパス設定ダイアログボックスでは、次のいずれかの操作を行って、保持しておきた
い色を選択します。
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ポインターをクリップサンプル（ポインターはスポイトに変化）に合わせて、クリッ
クして色を選択します。

色見本をクリックしてカラーピッカーから色を選択し、「OK」をクリックしてカ
ラーピッカーを閉じます。

選択した色が出力サンプルに表示されます。

4. 「類似性」オプションでは、スライダーをドラッグするか、値を直接入力して、保存した
い色の範囲を広げたり狭めたりすることができます。

5. 効果を反転させて、指定した色以外の色を残すには、「反転」オプションを選択します。

このエフェクトをアニメートするには、エフェクトコントロールパネルでキーフレー
ム機能を使用します。

明るさの値プリセットを使用した、輪郭、ブラーおよび輝度の調整

明るさの値エフェクトまたはそれに基づいたいずれかの明るさの値プリセットを適用して、ブラー、エンボ
ス、シャープなどのエフェクトを微調整できます。明るさの値、および明るさの値に基づいたプリセットは、
数値のマトリックスをピクセルのマトリックスにオーバーレイします。マトリックス内の各セルの値は、エ
フェクトコントロールパネルのスライダーを使用して設定できます。また、キーフレームを使用して、これら
の値を時間の経過に応じて変化させることができます。ほとんどの場合、明るさの値エフェクト自体を適用し
て変更するよりも、いずれかの明るさの値プリセットを適用して変更したほうが簡単に目的の効果を得られま
す。

明るさの値プリセットは、エフェクトパネルのプリセットカテゴリの「明るさの値」というサブカテ
ゴリにあります。このサブカテゴリには、名前がすべて「明るさの値」で始まるプリセットが存在します。

1. エフェクトパネルでビデオエフェクトビンの右向きの三角形をクリックして展開し、右向
きの三角形をクリックして色調補正ビンを展開します。

2. タイムラインパネル内のクリップに、明るさの値エフェクトをドラッグします。

タイムラインパネルで効果を適用したいクリップを選択状態にし、エフェクトパネル
から明るさの値エフェクトをエフェクトコントロールパネルに直接ドラッグすること
もできます。

3. エフェクトコントロールパネルで、明るさの値の隣の右向きの三角形をクリックします。

「M」で始まる各設定は、3X3 のマトリックス内のセルを表します。例えば、「M11」は
列 1、行 1 にあるセルを表します。「M22」は、マトリックスの中央のセルを表します。

4. セル設定の横の番号をクリックします。

5. このピクセルの明度の値にかける値を -999 ～ +999 の範囲内で入力します。

6. 演算に含めるすべてのピクセルで、前の手順を繰り返します。すべてのセル設定の値を入
力する必要はありません。

7. 「スケール」の横の番号をクリックし、演算に含めるピクセルの明度の値の合計を除算す
る値を入力します。

8. 「オフセット」の横の値をクリックして、スケールの計算結果に加算する値を入力しま
す。

9. 「OK」をクリックします。

エフェクトがクリップ内の各ピクセルに 1 つずつ適用されます。

照明効果エフェクトの追加
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なし

単一指向性

全指向性

スポットライト

注意：

最大 5 つの光源を利用して効果的な照明効果をクリップに適用できます。照明の種類、向き、強さ、色、照明
の中心、照明範囲などのプロパティを制御できます。また、バンプレイヤーコントロールでは、表面に 3D の
ような表現効果を出すなどの特殊効果を追加するために、ほかのフッテージのテクスチャまたはパターンを使
用できます。照明効果エフェクトと基本 3D エフェクトの使用に関するビデオチュートリアルについて
は、Digital Media Net の Web サイトにある Jeff Schell のブログ「Creating A Title On A Reflective Surface」
を参照してください。

バンプレイヤーを除いて、すべての照明効果のプロパティは、キーフレームを使用してアニメートさ
せることができます。

プログラムモニターでも照明効果のプロパティを直接操作できます。エフェクトコントロールパネルで、照明
効果の隣のトランスフォームアイコン  をクリックすると、調整ハンドルとライトの中心が表示されます。

照明効果：元の画像（左）、スポットライトを適用した画像（中央）、全指向性の光源を適用した画像（右）

1. エフェクトパネルで、ビデオエフェクトビンの右向きの三角形をクリックして展開し、色
調補正ビンを展開し、照明効果エフェクトをタイムラインパネル内のクリップにドラッグ
します。

タイムラインパネルで効果を適用したいクリップを選択し、エフェクトパネルから照
明効果エフェクトをエフェクトコントロールパネルに直接ドラッグすることもできま
す。

2. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックして、照明効果エフェクトを
展開します。

3. ライト 1 の右向きの三角形をクリックしてオプションを展開します。

4. メニューから「ライトの種類」を選択して、光源を指定します。

光源をオフにします。

遠く離れた場所から光を照射し、太陽のように光の角度が変わりません。

白熱電球で紙を照らした場合のように、画像の真上からあらゆる方向に光を照
射します。

楕円形の光線を照射します。

5. ライトの色を指定するには、次のいずれかの操作を行います。

色見本をクリックし、カラーピッカーで色を選択して、「OK」をクリックします。

スポイトツールアイコンをクリックし、コンピューター画面上の任意の場所をクリッ
クして色を選択します。

6. （オプション）トランスフォームアイコンをクリックして、プログラムモニターに光源の
ハンドルとライトの中心を表示します。ハンドルやライトの中心  をドラッグして、光
源の位置、スケールおよび回転を直接操作できます。

ライトの設定が複数ある場合、各光源の中心がプログラムモニターに表示されま
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中心

主半径

投影半径

副半径

角度

照度

焦点
注意：

環境光のカラー

環境光の照度

光沢

質感

露光量

す。ライトの中心をクリックすると、選択されたライトのハンドルが表示されます。

7. エフェクトコントロールパネルでは、次のコントロールを使用して各ライトのプロパティ
を設定します。

光源の中心を表す X 座標と Y 座標の値を使用して、光源を移動します。また、プ
ログラムモニターでライトの中心をドラッグしても光源の位置を変更できます。

全指向性の光源またはスポットライトの長さを調整します。また、プログラムモ
ニターでいずれかのハンドルをドラッグすることもできます。

単一指向性の光源とライトの中心  の距離を調整します。値が 0 の場合、ラ
イトの中心に光源が配置され、画像には最も強い光が当てられます。値が 100 の場合、
ライトの中心から遠くに光源が配置され、画像に照射する光量が少なくなります。また、
プログラムモニターで光源のポイントをドラッグして、ライトの中心からの距離を調整す
ることもできます。

スポットライトの幅を調整します。光源が円形になった場合、副半径の値を増や
すと、主半径の値も大きくなります。また、プログラムモニターでいずれかのハンドルを
ドラッグして、このプロパティを調整することもできます。

単一指向性の光源またはスポットライトの方向を変更します。このコントロールを
調整するには、度数で指定します。また、プログラムモニターでハンドルの外側にポイン
ターを合わせると、ポインターが両端に矢印が付いた曲線  に変わるので、これをド
ラッグして光源を回転させることもできます。

光源の明るさを調整します。

スポットライトの最も明るい領域のサイズを調整します。
「ライトの種類」によって、使用できる照明効果のプロパティが決まります。ト

ランスフォームアイコンをクリックして、プログラムモニターに光源のハンドルとライト
の中心を表示させてください。

8. 次のコントロールを使用して、照明効果のプロパティを設定します。

環境光の色を変更します。

いろいろな光（日光や蛍光灯など）が室内にあるかのように、光を拡散し
ます。値に 100 を指定すると、光源のみの光になり、-100 を指定すると光源の光がなく
なります。環境光の色を変更するには、色見本をクリックして、カラーピッカーで色を選
択します。

印画紙の表面を基準にして、-100（低反射） ～ 100（高反射）の範囲で、表面が光
を反射する量を制御します。

色として反映されるのは、光源と光が照射されるオブジェクトのどちらかであるか
を指定します。値に -100 を指定すると光源の色が反映され、100 を指定するとオブジェ
クトの色が反映されます。

光源の明度を増やしたり（正の値）、減らしたりします（負の値）。値が 0 の場
合は、光源の初期設定の明度となります。

9. （オプション）手順 3 ～ 7 を繰り返して、ライト（ライト 2 ～ ライト 5）を増やしま
す。
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10. （オプション）バンプレイヤー（照明効果テクスチャ）として使用するクリップを追加し
た場合、バンプレイヤーメニューからバンプレイヤークリップを含むトラックを選択しま
す。コントロールを使用して、バンプレイヤーのプロパティを調整します。

照明効果テクスチャの適用

照明効果のバンプレイヤーでは、クリップのパターンまたはテクスチャを使用して、画像から光を反射する方
法を制御できます。紙や水などのテクスチャのあるクリップを使用すると、3D に似た照明効果を引き出すこ
とができます。

1. バンプレイヤー（テクスチャ）として使用するクリップを、タイムラインパネルで、テク
スチャレイヤーを適用したいシーケンス内の別のトラックに追加します。

2. バンプレイヤークリップを含むトラックを非表示にするために、トラック出力の切り替え
アイコン  をクリックします。

3. 同じシーケンスのクリップに照明効果エフェクトを追加します。

4. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックして、照明効果エフェクトを
展開します。

5. （オプション）ライト 1 の隣にある右向きの三角形をクリックして、光源のプロパティ
を調整します。

6. バンプレイヤーメニューからバンプレイヤーを含むビデオトラックを選択します。

7. バンプチャンネルメニューから、バンプレイヤークリップの赤、緑、青またはアルファ
チャンネルのどれを使用して照明効果のテクスチャを作成するかを選択します。

8. 「白を浮き上がらせる」オプションを選択すると、表面からチャンネルの白い部分が浮き
上がります。このオプションを選択解除すると、暗い部分が浮き上がります。

9. 下線付きの数値をスクラブすると、バンプの高さの値が平面（0）から山型（100）に変
わります。
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3 ウェイカラー補正エフェクト

出力メニュー

分割表示

「マスター」カラーホイール

「シャドウ」、「ミッドトーン」、「ハイライト」カラーホイール

入力レベル、出力レベル、二次カラー補正

二次カラー補正

3 ウェイカラー補正エフェクトの設計が一新された結果、最もよく使用される機能にアクセスしやすくなったほか、既存のワークフローがシンプル
になります。

3 ウェイカラー補正

出力メニューには「ビデオ」と「ルミナンス」の 2 つのオプションがあります。「コンポジット」オプションのラベルは「ビデオ」
に変更されました。

分割表示は、デフォルトでは閉じています。

「マスター」カラーホイールは「マスター」オプションで置き換えられています。このオプションが選択されている
ときは、3 つのカラーホイールすべてがマスターカラーホイールとして機能します。ホイールの 1 つへの変更は、他のホイールにも反映されま
す。

「シャドウ」、「ミッドトーン」、「ハイライト」の各カラーホイールに、カ
ラーピッカーが付属しています。プロパティを数値として設定するには、下にスクロールしてオプションを表示します。3 つのオプションすべてを
展開してそれぞれのプロパティを設定または確認することができます。

「入力レベル」と「出力レベル」および「二次カラー補正」の各オプションは、アクセスしやすいよう
に上に移動しました。

このオプションは、アクセスしやすいように上に移動しました。
以前出力メニューにあった「マスク」オプションは、現在は「二次カラー補正」の下の「マスクを表示」となっています。
「二次カラー補正」の「制限範囲を反転」オプションは、反転メニューで置き換えられました。このメニューで選択できるオプ
ションは、「なし」、「制限範囲を反転」、「マスクを反転」です。
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二次カラー補正のコントロールに対する変更はすべて、二次カラー補正を使用する他のエフェクトにも適用されます。これに該
当するエフェクトは、ルミナンスカーブ、ルミナンス補正、RGB カーブなどがあります。
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オーディオエフェクトとトランジション

ページの先頭へ

中心

Q

オーディオエフェクト
オーディオクロスフェードトランジション

ビデオエフェクトについては、エフェクトとトランジションのリファレンスを参照してください。

オーディオエフェクト

バランスエフェクト

バランスエフェクトでは、左チャンネルと右チャンネルの相対的なボリュームを調整することができます。正
の値を指定すると右チャンネルの比率が増え、負の値を指定すると左チャンネルの比率が増えます。このエ
フェクトは、ステレオクリップのみに適用することができます。

バンドパスエフェクト

バンドパスエフェクトは、指定範囲（周波数帯域）外の周波数を除去します。このエフェクトは、5.1、ステ
レオまたはモノラルクリップに適用することができます。

除去する周波数範囲の中心値を指定します。

残す周波数帯域の幅を指定します。設定が低いと周波数帯域の幅が広くなり、設定が高いと周波数帯域の
幅が狭くなります。

バスエフェクト

バスエフェクトでは、オーディオの低周波数（200 Hz 以下）を増加または減少させることができます。
「ブースト」には、低周波数の増加量または低減量をデシベル単位で指定します。このエフェクトは、5.1、
ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

チャンネルボリュームエフェクト

チャンネルボリュームエフェクトでは、ステレオまたは 5.1 のクリップや、トラックの各チャンネルのボ
リュームを、個別に調整することができます。各チャンネルのレベルはデシベル単位で指定します。

Chorus エフェクト

583



バイパス

カスタムセットアップ

個別のパラメーター

Lfo Type

Rate

Depth

Mix

Feedback

Delay

Chorus エフェクトは、軽いフィードバックを含む複数のショートディレイを追加することにより、複数の音
声や楽器が同時に演奏されている様子をシミュレートします。魅力的で豊かなサウンドが得られま
す。Chorus エフェクトは、ボーカルトラックを強調したり、モノラルオーディオにステレオの広がりを与え
たりする場合に使用できます。また、独自の特殊効果を加える場合にも使用します。
Premiere Pro では、直接シミュレーション方式を使用してコーラス効果を得ています。各ボイス（またはレイ
ヤー）のタイミング、イントネーション、ビブラートをわずかに変化させて、オリジナルと異なったものにし
ます。フィードバック設定を使用すると、さらに品質の高い音声が得られます。

モノラルファイルで最適な結果を得るには、ステレオに変換してから Chorus エフェクトを適用します。

Chorus エフェクトを適用またはバイパスするためのキーフレームを設定可能なオプション。

プロパティの調整に使用するミキサー形式のコントロールパネルが開きます。

Chorus エフェクト用の一連のパラメーターコントロールが表示されます。

低周波数オシレータの波形の種類を正弦（Sin）、矩形（Rect）、三角（Tri）の中から指定
します。

振幅の変更が発生する最大レートを指定します。値を非常に小さくすると、ボイスのボリュー
ムがゆっくりと大きくなったり小さくなったりして、息継ぎの下手な歌手の歌声のように聞こえる結
果となります。値を非常に大きくすると、震えた不自然なサウンドになります。

値を極端に大きくすると、趣向の変わった特殊効果が得られます。

発生する振幅の最大変化を指定します。例えば、コーラスボイスの振幅を変更して、オリジナ
ルのボイスより 5 dB 大きくまたは小さくすることができます。この設定値を極端に小さく（1 dB 未
満）すると、「変調レート」を極端に大きくしないとデプスを聞き取れない可能性があります。しか
し、この設定値が極端に大きいと、オリジナルのサウンドが断続的に打ち消されてしまい不快な振動
音が生じる可能性があります。自然なビブラートが得られる設定値は 2 ～ 5 dB 程度です。この設定
は最大値を指定するだけなので、ビブラートボリュームが常に設定値どおりまで小さくなるとは限り
ません。これは、自然なサウンドが得られるようにするため意図的に制限してあるためです。

ドライ信号とエフェクト信号の比率を決定します。100% の設定は比率 1/1 に相当します。0 の
場合は、エフェクト信号は無効になります。

処理済みのボイスをエフェクト入力に戻す比率をパーセントで追加します。波形にエコー
またはリバーブエフェクトを追加することができます。フィードバックを小さく（10 ％未満）する
と、ディレイとビブラートの設定によっては厚みが加わることがあります。大きな値を設定すると大
きなリンギングやその他の偽音などのフィードバックが生じ、信号がクリップしてつぶれるほどの音
量となる可能性もあります。場合によっては、このようなクリッピングによるエフェクトを意図的に
使用することもできます。

許可する最大ディレイを指定します。コーラスのエフェクトを作成する場合、時間経過ととも
に変化する短いディレイ（通常は 15 ～ 35 ミリ秒の範囲）を導入することが 1 つの重要な要素となり
ます。この設定値が非常に短いと、すべてのボイスがオリジナルと一体化してしまい、結果的に不自
然なフランジエフェクトとなる可能性があります。設定値が大きすぎると、音が小刻みに震えて聞こ
える結果になる可能性があります。

DeClicker エフェクト

DeClicker エフェクトは、オーディオ信号から不要なクリックノイズを除去するために使用します。フィルム
の編集でつなぎが悪かったり、オーディオフッテージでデジタル編集が悪かったりすると、クリックノイズが
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しきい値

DePlop

しきい値

Reduction

Efficiency メーター

Audition

ゲイン

Male、Female

発生しがちです。DeClicker は、マイクに何かが当たったときに発生する小さなポップノイズにも有効です。
エフェクトコントロールパネルで、このエフェクトのカスタムセットアップには、Input モニターと Output モ
ニターが表示されます。Input モニターには、検出されたクリックノイズが含まれた入力信号が表示されま
す。Output モニターには、クリックノイズが除去された状態の出力信号が表示されます。

検出のしきい値を指定します。それによって信号がどの程度影響を受けるかが指定されます。この
コントロールの範囲は 0 ～ 100% です。

低周波数のクリックノイズを除去する度合いを指定します。このような音はクリックノイズより太い
音（プロップ）になることがあります。このコントロールの範囲は 0 ～ 100% です。

DeCrackler エフェクト

Decrackler エフェクトは、16mm フィルムや 35mm フィルムのサウンドトラックの音源、シェラック製やバ
イナル（ビニール）製のレコードなどから、クラックルノイズを除去します。また、窓を叩く雨粒の音、低品
質のオーディオケーブル、マイクケーブルの側に置かれた電子デバイスおよびクリップで付けられたマイクの
服とのこすれによるクラックルノイズも軽減できます。
エフェクトコントロールパネルで、このエフェクトのカスタムセットアップには、Detected Crackles モニ
ターと Output モニターが表示されます。Detected Crackles モニターには、検出されたクラックルノイズが含
まれた入力信号が表示されます。Output モニターには、クラックルノイズが除去された状態の出力信号が表
示されます。

クラックルノイズの検出レベルを指定します。このコントロールの範囲は 0 ～ 100% です。

クラックルノイズを除去する度合いを指定します。このコントロールの範囲は 0 ～ 100% です。

このメーターは、DeCrackler の効率を示します。最大値を得るには Threshold ダイヤル
を調整する必要があります。しきい値が非常に低い場合にも最大値は得られますが、しきい値が低いために元
のオーディオ信号が損なわれていることに注意してください。

このオプションを選択すると、除去された音だけを聴くことができます。このモードにしたときに
オーディオの本来の内容が聞こえたとしたら、それはしきい値が低すぎることを示しています。しきい値を調
整しないままにすると、オーディオ信号が損なわれます。

DeEsser エフェクト

DeEsser エフェクトは、ナレーターやボーカリストが「s」や「t」の文字を発音したときに発生しがちな歯擦
音や、その他の耳障りな高周波数の擦過音を除去します。このエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラル
クリップに適用することができます。

擦過音を低減する量を指定します。メーターに、低減の量がデシベル単位で表示されます。

ナレータまたはボーカリストの性別を指定します。このオプションによって、エフェクトを
性別によるトーンの違いに適合させることができます。

DeHummer エフェクト

DeHummer エフェクトは、オーディオから不要な 50 Hz/60 Hz のハム（ブーンという音）を除去します。こ
のエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。
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Feedback

Mix
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Freeze

Reduction

オフセット

ハムを低減する量を指定します。値が大きいと、低周波域に含まれる必要なオーディオ情報も
カットされる場合があります。

ハムの中心周波数を指定します。通常、ヨーロッパと日本では 50 Hz、米国とカナダでは 60 Hz で
す。通常、ハムの周波数は静的ではなく、上下 5 Hz の範囲で変動します。「50 Hz」ボタンまたは「60 Hz」
ボタンをクリックして、該当する周波数を設定します。

ハムの除去に使用するフィルターの数を指定します。ハムは、50 または 60 Hz の基本周波数のみで構
成されているのではなく、基本周波数の倍数の周波数（100/110 Hz、150/160 Hz など）を持つ倍音も含んで
います。値を大きくすると、CPU 使用率が上昇します。この値を調整して、フィルター処理する倍音の周波数
の数を決定します。例えば、「Freq.」値として「60 Hz」を、「Filter」値として「4#」 を選択した場
合、DeHummer エフェクトは 60 Hz の周波数と 3 つの倍音の周波数（120 Hz、240 Hz および 480 Hz）を
フィルター処理するので、フィルター処理される周波数は合計 4、つまり「Filter」に指定した「4#」となり
ます。値を大きくするほど、大きな処理能力が必要になります。

ディレイエフェクト

ディレイエフェクトは、オーディオクリップの音声にエコーを追加します。エコーは指定した時間が経過して
から再生されます。このエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

エコーが再生されるまでの時間を指定します。最大値は 2 秒です。

小さくなっていく複数のエコーを作成するためのパラメーターで、エコーに追加する遅延信号の割
合をパーセント単位で指定します。

エコーの量を設定します。

DeNoiser エフェクト

DeNoiserエフェクトは、テープのノイズを自動的に検出して除去します。このエフェクトは、磁気テープなど
へのアナログ録音のノイズを除去する場合に使用します。このエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラル
クリップに適用することができます。

クリップ再生時のノイズフロアのレベルをデシベル単位で示します。

ノイズフロアの予測を現在の値で停止します。このコントロールは、クリップ内で断続的に発生する
ノイズを検出する場合に使用します。

除去するノイズの量を -20 ～ 0 dB の範囲で指定します。

自動的に検出されるノイズフロアと、ユーザーが定義する値の間のオフセット値を設定します。
値は、-10 ～ +10 dB の範囲で指定します。オフセットを使用すると、自動のノイズ除去では不十分な場合に
制御を強化することができます。

Dynamics エフェクト

Dynamics エフェクトには、オーディオを調整するための一連のコントロールがあります。これらのコント
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ロールは組み合わせて使用するか、個別に使用します。値の調整は、カスタムセットアップビューのグラ
フィックコントロールを使用するか、個別のパラメータービューで調整することができます。このエフェクト
は、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

指定されたしきい値に満たないレベルの信号を除去します。このコントロールは、例えばナレー
ションのバックグラウンド信号など、録音中の不要なバックグラウンド信号を除去する場合に使用します。こ
の場合、ナレーションが停止したときに常にゲートを閉じるように設定すると、ほかの音声が除去されま
す。LED の色は、ゲートのモードを示します。緑はゲートが開いていることを、黄色はアタックまたはリ
リースを、赤はゲートが閉じていることを示します。「AutoGate」には以下のコントロールがあります。

ゲートを開くときの入力信号レベルの下限を -60 ～ 0 dB の範囲で指定します。信号レベル
がこのレベルに満たない場合、ゲートは閉じて、入力信号の音がミュートされます。

信号レベルがしきい値を超えた場合にゲートを開くまでの時間を指定します。

信号レベルがしきい値より低くなった場合にゲートを閉じるまでの時間を 50 ～ 500 ミリ秒
の範囲で指定します。

信号レベルがしきい値より低くなってからゲートを閉じたままにする時間を 0.1 ～ 1000 ミリ
秒の範囲で指定します。

小さい音のレベルを上げて大きい音のレベルを下げることで、ダイナミックレンジのバランス
をとり、クリップのデュレーション全体でレベルを一定にします。「Compressor」には以下のコントロール
があります。

圧縮を実行するときの信号レベルの下限を -60 ～ 0 dB の範囲で設定します。しきい値に満
たないレベルは処理対象になりません。

圧縮を適用する比率を 8:1 以内で設定します。例えば、この比率が 5:1 の場合、入力レベルが
5 dB 上がると出力は 1 dB 上がります。

信号がしきい値を超えた時点からコンプレッサーが応答するまでの時間を 0.1 ～ 100 ミリ秒
の範囲で指定します。

信号がしきい値より低くなった時点からゲインが元のレベルに戻るまでの時間を 10 ～ 500
ミリ秒の範囲で指定します。

入力信号に基づいてリリース時間が計算されます。

圧縮によるゲインの損失を補正するコンプレッサーの出力レベルを -6 ～ 0 dB の範囲で指定
します。

指定されたしきい値に満たないすべての信号を、「Ratio」に設定した比率に縮小します。結果は
Gate のコントロールと似ていますが、より細かい調整が可能です。「Expander」には以下のコントロールが
あります。

エキスパンダーを実行するときの信号レベルの上限を指定します。しきい値を超えるレベル
は処理対象になりません。

信号を拡張する比率を 5:1 以内で設定します。例えば、この比率が 5:1 の場合、レベルが 1 dB
下がると 5 dB に拡張され、信号の縮小速度が速くなります。
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Limiter

しきい値

Release

SoftClip

Freq.

ゲイン

Cut

Q

出力

信号のピークを含むオーディオクリップのクリッピングを減らします。例えば、オーディオファイル
で 0 dB を超えるピークをならすと、オーディオの全体的なレベルを 0 dB 未満に下げなくてもクリッピング
を避けることができます。「Limiter」には以下のコントロールがあります。

信号の上限レベルを -12 ～ 0 dB の範囲で指定します。このしきい値を超えるすべての信号
は、しきい値と同じレベルまで低減されます。

クリッピングが発生した時点からゲインが通常のレベルに戻るまでの時間を 10 ～ 500 ミリ
秒の範囲で指定します。

リミッターと同じようにクリッピングを減らすことができますが、しきい値は使用されません。こ
のコントロールを選択すると、ミキシング全体でより細かい調整を行う必要のある信号が強調表示されます。

EQ エフェクト

EQ エフェクトは、パラメトリックイコライザとして機能し、複数の帯域を使用して周波数、帯域幅、レベル
を制御します。このエフェクトには、3 つの完全にパラメトリックな中域、1 つの高域、1 つの低域がありま
す。低域と高域は初期設定でシェルビングフィルターとなります。ゲインは周波数全体で一定です。「Cut」
コントロールを選択すると、低域と高域のフィルターがシェルビングからカットオフに切り替わります。カッ
トオフモードでは、ゲインはオクターブあたり -12 dB に固定され、変更不可能になります。
値の調整は、カスタムセットアップビューのグラフィックコントロールを使用するか、個別のパラメーター
ビューで調整することができます。カスタムセットアップビューでは、周波数のグラフでフィルター帯域のハ
ンドルをドラッグすることで帯域のプロパティを設定することができます。帯域ごとに周波数とゲインを設定
するコントロールがあります。中域には、Q 要素を調整するコントロールがさらに 2 つあります。このエフェ
クトは、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

帯域の周波数の増加量または減少量を 20 ～ 20,000 Hz の範囲で指定します。

帯域のゲインの増加量または減少量を -20 ～ 20 dB の範囲で指定します。

フィルターの機能をシェルビングからカットオフに切り替えます。

各フィルター帯域の幅を 0.05 ～ 5.0 オクターブの範囲で指定します。

EQ の出力ゲインでの周波数帯域の増加または減少を補正するゲインの量を指定します。

左チャンネルへ振るエフェクト、右チャンネルへ振るエフェクト

左チャンネルへ振るエフェクトは、オーディオクリップの左チャンネルの情報を複製し、右チャンネルに配置
します。クリップの右チャンネルの既存の情報は破棄されます。右チャンネルへ振るエフェクトは、オーディ
オクリップの右チャンネルの情報を複製し、左チャンネルに配置します。クリップの左チャンネルの既存の情
報は破棄されます。このエフェクトはステレオのオーディオクリップのみに適用することができます。

「左チャンネルへ振る」は「左の音を複製」、「右チャンネルへ振る」は「右の音を複製」と考えてくだ
さい。

Flanger エフェクト

フランジャーとは、さまざまなショートディレイをほぼ同じ割合でオリジナルの信号にミックスすると発生す
るオーディオエフェクトです。元来は、同一のオーディオ信号をオープンリール方式テープレコーダー 2 台に
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LFO Type

Rate

Depth

Mix

Feedback

Delay

Solo

送信し、一方のリールのフランジを押して速度を下げ、この効果を出していました。このようにして録音され
た 2 種類の音を組み合わせて、1960 年代および 1970 年代のサイケデリックな音楽特有のフェーズシフトさ
れたタイムディレイエフェクトが作成されました。Flanger エフェクトを選択すると、特定の間隔またはラン
ダムな間隔で信号を少し遅らせたり、フェージングしたりしたときと同様の効果を作り出すことができます。

低周波数オシレータの波形の種類を正弦（Sin）、矩形（Rect）、三角（Tri）の中から指定しま
す。

低周波数オシレータの速度を指定します。

変調波形のゲインレベルを指定することによって、効果の奥行きを調整します。

オリジナル（ドライ）信号とフランジングした（ウェット）信号の配合を調整します。フランジング中
に発生する特徴的な中断と補正を生成するには、両方の信号が必要です。「Original」が 100% の場合、フラ
ンジングはまったく発生しません。「Delayed」が 100％の場合、状態の悪いテーププレーヤーで再生してい
るような、揺れた音になります。

フランジャにフィードバックする、フランジングした信号の割合を指定します。フィードバックが
ない場合は、オリジナルの信号のみが使用されます。フィードバックが追加されると、現在の再生位置の前か
ら、フランジングした信号が指定の割合で使用されます。

オリジナルの信号の背後でフランジングを開始するタイミングをミリ秒で設定します。フランジング
エフェクトは、初期ディレイ設定から第 2（または最終）ディレイ設定までの間、繰り返し発生します。

ハイパスエフェクトおよびローパスエフェクト

ハイパスエフェクトは、指定されたカットオフ周波数より低い周波数を除去します。ローパスエフェクトは、
指定されたカットオフ周波数より高い周波数を除去します。ハイパスエフェクトとローパスエフェクト
は、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

反転エフェクト（オーディオ）

反転エフェクト（オーディオ）は、すべてのチャンネルのフェーズを反転します。このエフェクトは、5.1、
ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

MultibandCompressor エフェクト

MultibandCompressor エフェクトは、3 帯域のコンプレッサーで、帯域ごとにコントロールがあります。小さ
い音のコンプレッサーが必要な場合は、Dynamics エフェクトのコンプレッサーではなく、このコンプレッ
サーを使用します。
値の調整は、カスタムセットアップビューのグラフィックコントロールを使用するか、個別のパラメーター
ビューで調整することができます。カスタムセットアップビューでは、周波数表示に 3 つの帯域（低域、中
域、高域）が表示されます。各帯域のゲインを設定するには、ゲイン補正と対象となる周波数の範囲のハンド
ルを調整します。中域のハンドルによって、帯域の交差周波数が決まります。各ハンドルをドラッグして、対
応する周波数を調整します。このエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することがで
きます。

アクティブな帯域だけを再生します。
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MakeUp

BandSelect

Crossover Freq

出力

Thresh1 ～ Thresh3

Ratio1 ～ Ratio3

Attack1 ～ Attack3

Release1 ～ Release3

ディレイ 1 ～ ディレイ 4

フィードバック 1 ～ フィードバック 4

レベル 1 ～ レベル 4

Mix

中心

Q

レベルをデシベル単位で調整します。

帯域を選択します。グラフィックコントロールで、帯域をクリックして選択します。

選択した帯域の周波数の範囲を拡大します。

出力ゲイン調整を指定して、圧縮によって発生したゲインの増加または減少を補正します。これによ
り、個別のゲイン設定のミキシングを保持することができます。

帯域ごとに以下のコントロールがあります。

圧縮を実行するときの入力信号レベルの下限しきい値を -60 ～ 0 dB の範囲で設定しま
す。

圧縮率を 8:1 以内で指定します。

信号がしきい値を超えた時点からコンプレッサーが応答するまでの時間を 0.1 ～ 10 ミリ
秒の範囲で指定します。

信号がしきい値より低くなった時点からゲインが元のレベルに戻るまでの時間を指定
します。

マルチタップディレイエフェクト

マルチタップディレイエフェクトは、クリップ内のオーディオのエコーを最大 4 つまで追加します。このエ
フェクトは、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

元のオーディオからそのエコー開始までの時間を指定します。最大値は 2 秒です。

小さくなっていく複数のエコーを作成するためのパラメーターで、エ
コーに追加する遅延信号の割合をパーセント単位で指定します。

各エコーのボリュームを設定します。

遅延するエコーと遅延しないエコーの量を設定します。

ノッチエフェクト

ノッチエフェクトは、指定された周波数を中心値としてそれに近い周波数を除去します。このエフェクト
は、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

除去する周波数の中心値を指定します。送電線のブーンという音を除去する場合は、オーディオの録音
場所の送電系統周波数と一致する値を入力します。北米と日本の関西以西は 60Hz、日本の関東以東を含むそ
の他のほとんどの場所は 50 Hz です。

処理対象の周波数の範囲を指定します。設定値が低いと帯域幅が狭くなり、設定値が高いと帯域幅が広く
なります。
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中心

Q

ブースト

Lfo（低周波オシレータ）Type

Rate

Depth

Delay

Feedback

Mix

Pitch

パラメトリック EQ エフェクト

パラメトリック EQ エフェクトは、指定された周波数を中心値としてそれに近い周波数を増加または減少しま
す。このエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができます。

除去する周波数範囲の中心値を指定します。

処理対象の周波数の範囲を指定します。設定値が低いと帯域幅が狭くなり、設定値が高いと帯域幅が広く
なります。周波数の調整量は、「ブースト」プロパティにデシベル単位で設定します。「ブースト」コント
ロールでは、指定帯域幅の調整量をデシベル単位で指定します。

周波数範囲の増加量または低減量を -24 ～ +24 dB の範囲で指定します。
Adobe Premiere Pro および Audition でパラメトリック EQ を使用して音入れする方法については、Andrew
Devis によるビデオチュートリアルを参照してください。

Phaser エフェクト

Phaser エフェクトは、入力信号の一部を取得し、さまざまな度合いでフェーズをシフトさせて、元の信号に
ミキシングします。その結果、特定の周波数が部分的にキャンセルされ、モータウンのファンキーなギターサ
ウンドとしてお馴染みの、独特のサウンドが生まれます。

フェーズシフトの変調に使用する低周波数オシレータの波形の種類を正弦
（Sin）、矩形（Rect）、三角（Tri）の中から指定します。

低周波数オシレータの速度を指定します。範囲は 0 ～ 10 です。

変調波形のゲインレベルを指定することによって、効果の奥行きを調整します。範囲は 0 ～ 100% で
す。

さまざまな効果を実現するため、元の信号に対してフェーズシフトされた信号にディレイがかけられ
ます。Delay プロパティにはディレイの時間を設定します。範囲は 0.1 ～ 4.0 ms です。

入力信号にミキシングされるフェーズシフトされた信号の量を指定します。負の値を指定すると、
フェーズが 180 度反転します。範囲は -50 ～ 50 です。

ドライ信号とエフェクト信号の比率を決定します。100% の設定は比率 1/1 に相当します。0 の場合は、
エフェクト信号は無効になります。範囲は 0 ～ 100% です。

PitchShifter エフェクト

PitchShifter エフェクトは、入力信号の音程（ピッチ）を調整します。このエフェクトは、高い音声を低くし
たり、低い音声を高くする場合に使用します。各プロパティを調整するには、カスタムセットアップビューで
コントロールを使用するか、個別のパラメータービューで値を変更します。このエフェクトは、5.1、ステレ
オまたはモノラルクリップに適用することができます。

音程の変更を半音単位で指定します。調整可能な範囲は -12 ～ +12 半音です。
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Fine Tune

Formant Preserve

Pre Delay

Absorption

サイズ

Density

LoDamp

HiDamp

Mix

Freq.（1-3）

Reduction（1-3）

Filter（1-3）

MaxLevel

CursorMode

「Pitch」プロパティの半音単位の設定を微調整します。

選択すると、オーディオクリップのフォルマントが維持されます。例えば、高い音声の音
程を高くするときに使用すると、人工的な音声にならないように調整することができます。

Reverb エフェクト

Reverb エフェクトは、室内で再生しているような雰囲気と暖かさをオーディオクリップに加えます。値の調
整は、カスタムセットアップビューのグラフィックコントロールを使用するか、個別のパラメータービューで
調整することができます。このエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラルクリップに適用することができ
ます。

原音から残響音が開始するまでの時間を指定します。この設定は、音が反射する壁までの距離と相
関関係があります。

壁や床等による吸音率をパーセント単位で指定します。

部屋の広さをパーセント単位で指定します。

残響音の終息時の密度を指定します。「Density」の設定可能範囲は、「Size」の値に応じて変わり
ます。

低周波数音の減衰量をデシベル単位で指定します。低周波数音を減衰させると、こもった低音を防
止することができます。

高周波数音の減衰量をデシベル単位で指定します。設定を低くすると、金属的な高音を防ぎ、残響
音が柔らかくなります。

残響の程度を設定します。

Spectral Noise Reduction エフェクト

Spectral Noise Reduction アルゴリズムは、3 つのノッチフィルターバンクを使用して、オーディオ信号から
階調の乱れを取り除きます。このアルゴリズムは、元のフッテージからブザーや口笛などのノイズを除去する
のに役立ちます。

各ノッチフィルターの中心周波数を指定します。

特定のトラックに対してメーター内で赤く表示される入力ゲインレベルを設定します。

対応するフィルターバンクをアクティブにします。

各ノッチフィルターのゲイン減少を指定して、信号から除去するノイズの量を調整します。

カーソルによるフィルター周波数の調整を有効にします。

チャンネルの入れ替えエフェクト
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ページの先頭へ

注意：

チャンネルの入れ替えエフェクトは、左チャンネルと右チャンネルの情報をスワップします。このエフェクト
はステレオクリップだけに適用することができます。

トレブルエフェクト

トレブルエフェクトでは、4000 Hz 以上の高周波数を増加または減少させることができます。「ブースト」コ
ントロールで、増加または減少する量をデシベル単位で指定します。このエフェクトは、5.1、ステレオまた
はモノラルクリップに適用することができます。

ボリュームエフェクト

ボリュームエフェクトは、ほかの標準エフェクトより前にボリュームをレンダリングしたい場合に、基本エ
フェクトにあるボリュームエフェクトの代わりに使用します。ボリュームエフェクトでは、クリップにエンベ
ロープが作成されます。これにより、クリッピングを発生させずにオーディオレベルを高くすることができま
す。クリッピングは、信号がハードウェアで許容されるダイナミックレンジを超えた場合に発生し、これが原
因でひずみが生じることがあります。正の値を指定するとボリュームは大きくなり、負の値を指定するとボ
リュームは小さくなります。ボリュームエフェクトは、5.1、ステレオまたはモノラルトラックのクリップに
適用できます。

オーディオクロスフェードトランジション

オーディオトランジションの操作も参照してください。

コンスタントゲイントランジション

コンスタントゲインクロスフェードは、クリップ間のトランジションとして、一定の比率でオーディオを
フェードインおよびフェードアウトします。このクロスフェードは、実際には急激に音が小さくなるように聞
こえることがあります。

コンスタントパワートランジション

コンスタントパワーは、徐々に小さくなるスムーズなフェードを付加するもので、ビデオクリップ間のディゾ
ルブトランジションに相当します。このクロスフェードは、最初のクリップでは、トランジションのオーディ
オを徐々に小さくし始め、トランジションの最後で急激に下げます。2 番目のクリップでは、トランジション
の最初に急激にオーディオを大きくして、トランジションの最後に近付くにつれてオーディオをゆっくり上げ
ていきます。

指数フェードトランジション

指数フェードトランジションは、滑らかな対数曲線に沿って最初のクリップをフェードアウトしながら、同様
に滑らかな対数曲線に沿って 2 番目のクリップをフェードアップします。配置メニューからオプションを選択
して、トランジションの配置を指定できます。

指数フェードトランジションはコンスタントパワートランジションと似ていますが、より詳細です。
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関連トピック
1 つまたは複数のクリップのノーマライズ
マスタートラックのノーマライズ
残響効果付きの音を鳴らす
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オーディオトランジションの操作

クリップ間のオーディオトランジションにクロスフェードを適用する
ことができます。オーディオのフェードはビデオのトランジションに
相当します。クロスフェードでは、同一トラック上の 2 つの隣接する
オーディオクリップの間にオーディオトランジションを追加します。
フェードインまたはフェードアウトを適用するには、1 つのクリップ
の最初または最後にクロスフェードトランジションを追加しま
す。Premiere Pro には、コンスタントゲイン、コンスタントパワーお
よび指数フェードの 3 種類のクロスフェードが用意されています。
使用可能なクロスフェードの詳細は、オーディオクロスフェードトラ
ンジションを参照してください。

ビデオとオーディオのトランジ
ションを適用する
タイムラインにクロスディゾルブ
やフェードなどのビデオおよび
オーディオの基本的なトランジ
ションを追加する方法について学
習します。（2 分間）  

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

初期設定のオーディオトランジションの指定
オーディオトランジションの初期設定のデュレーションの指定
オーディオクリップ間のクロスフェード
クリップのオーディオのフェードインまたはフェードアウト
オーディオトランジションの調整またはカスタマイズ

初期設定のオーディオトランジションの指定
1. エフェクトパネルで、コンスタントゲインまたはコンスタントパワーのどちらかを右ク
リック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）します。

2. コンテキストメニューから、「選択したトランジションをデフォルトに設定」を選択しま
す。

オーディオトランジションの初期設定のデュレーションの指定
1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を
選択します。

2. 環境設定ダイアログボックスで、「オーディオトランジションのデフォルトデュレーショ
ン」の値を入力します。

オーディオクリップ間のクロスフェード
1. 必要に応じて、タイムラインパネルの各トラック名の左側にあるねじり矢印をクリックし
て、クロスフェードにするオーディオトラックを展開します。

2. 2 つのオーディオトラックが隣接しており、両方ともトリミングされていることを確認し
ます。

3. 次のいずれかの操作を行います。
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初期設定のオーディオトランジションを追加するには、時間インジケーターをクリッ
プ間の編集ポイントに移動して、シーケンス／オーディオトランジションを適用を選
択します。
初期設定以外のオーディオトランジションを追加するには、エフェクトパネルでオー
ディオトランジションビンを展開し、追加するオーディオトランジションをタイムラ
インパネルまでドラッグします。クロスフェードを適用する 2 つのクリップの間の編
集ポイントでマウスボタンを放します。

クリップのオーディオのフェードインまたはフェードアウト
1. オーディオトラックがタイムラインパネルで展開されていることを確認します。必要に応
じて、トラック名の左側にあるねじり矢印をクリックして、クロスフェードにするオー
ディオトラックを展開します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

クリップのオーディオをフェードインするには、オーディオトランジションをエフェ
クトパネルからタイムラインパネルへドラッグし、目的のオーディオクリップのイン
ポイントにスナップします。適用したトランジションをタイムラインパネルで選択す
ることもできます。次にエフェクトコントロールパネルで、配置メニューから「ク
リップ B の先頭を基準」を選択します。
クリップのオーディオをフェードアウトするには、オーディオトランジションをエ
フェクトパネルからタイムラインパネルへドラッグし、目的のオーディオクリップの
アウトポイントにスナップします。適用したトランジションをタイムラインで選択す
ることもできます。次にエフェクトコントロールパネルで、配置メニューから「ク
リップ A の最後を基準」を選択します。

3 種類のいずれかのオーディオクロスフェードトランジションを使用して、フェードイン
またはフェードアウトします。

オーディオトランジションの調整またはカスタマイズ
次のいずれかの操作を行います。

オーディオトランジションを編集するには、タイムラインパネルで編集するトランジ
ションをダブルクリックし、エフェクトコントロールパネルでトランジションを調整
します。
オーディオフェードまたはクロスフェードのレートを調整するには、トランジション
を適用するのではなく、そのクリップのオーディオボリュームキーフレームを調整し
ます。

関連項目
クリップの予備フレームとトランジション
ゲインおよびボリュームの調整
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オーディオへのエフェクトの適用

注意：

注意：

オーディオミキサーでのオーディオエフェクトの適用
オーディオミキサーでのトラックへのエフェクトの適用
タイムラインでのオーディオトラックエフェクトの調整
トラックエフェクトのコピーとペースト
トラックエフェクトのプリフェーダーまたはポストフェーダーへの指定
オーディオミキサーでのトラックのエフェクトの削除またはバイパス
VST エフェクトの操作
VST エディターパネルでの VST エフェクトの調整
VST エフェクトのプリセットの選択

Premiere Pro には VST（Virtual Studio Technology）オーディオプラグインが用意されています。これらのプラグインを使用して、オーディオク
リップのプロパティを変化させたり、オーディオに特殊効果を付加することができます。ほとんどのエフェクトは、モノラル、ステレオ、5.1 ク
リップに対応しています。これらのエフェクトは、特に指定のない限りクリップとトラックのどちらに適用することもできます。Soundbooth をイ
ンストールしている場合には、Adobe Soundbooth から VST エフェクトを自動的に検索、認識し、使用できるようになります。

各オーディオエフェクトにはバイパスオプションがあります。このオプションを使用すると、設定するキーフレームでエフェクトのオンま
たはオフを指定することができます。

オーディオエフェクトは単一の統合されたエフェクトに合成され、Audio Effects フォルダー内のフラットリストに表示されます。オーディオエ
フェクトを適用すると、対象クリップに対して適切な種類のエフェクト（モノラル、ステレオ、5.1）が自動的に適用されます。使用可能なオー
ディオエフェクトの一覧および説明については、オーディオエフェクトを参照してください。

統一されたオーディオエフェクト

統合されたオーディオエフェクトの変更点に関する詳細情報やチュートリアル、リソースについては、このブログ投稿を参照してください。
一部のエフェクトには制限があり、特定の種類のトラックでしか使用できません。例えば、バランスエフェクトはステレオトラックにのみ適用可
能で、モノラルや 5.1 には適用できません。以下のエフェクトには、こうした制限があります。
バランス（ステレオのみ）
チャンネルボリューム（ステレオおよび 5.1 のみ）
左チャンネルへ振る（ステレオのみ）
右チャンネルへ振る（ステレオのみ）
チャンネルの入れ替え（ステレオのみ）

統合されたオーディオエフェクトのプリセットは、単一または複数のオーディオエフェクトから作成できます。

Premiere Pro でのオーディオの機能強化

Video2Brain によるこのビデオでは、統合さ
れたオーディオエフェクトに関する重要な情
報を紹介しています。... 詳細
http://www.video2brain.com/en/videos-3767.htm

提供者 Todd Kopriva 
http://blogs.adobe.com/pre...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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ページの先頭へ

Premiere Pro でのオーディオエフェクトの使用

Infinite Skills にて提供されている こちらの Premiere Pro チュートリアルビデオでは、Phil Hawkins がいくつかの基本的なオーディオプリセットと
エフェクトについて説明しています。
Premiere Pro でのオーディオエフェクトの適用については、Creative COW Web サイトで Andrew Devis のビデオチュートリアルを参照してくだ
さい。

オーディオミキサーでのオーディオエフェクトの適用

オーディオミキサーで、エフェクトをエフェクトとセンドの設定領域で選択してから、トラックエフェクトオプションを制御します。エフェクト
とセンドの設定領域が表示されていない場合は、オーディオミキサーの左側にあるエフェクトとセンドの表示／非表示の横の三角形をクリックし
て表示することができます。エフェクトとセンドの設定領域にはエフェクトの選択メニューが用意されていて、トラックにエフェクトを最大 5 つ
まで適用できます。エフェクトはリストに表示される順序で処理され、エフェクトが適用された結果が次のエフェクトに渡されます。したがっ
て、エフェクトの順序を変更すると処理結果も変わります。また、エフェクトリストから、追加した VST プラグインの制御機能をすべて使用する
ことができます。オーディオミキサーで適用されたエフェクトは、タイムラインパネルでも表示および編集することができます。
エフェクトを、プリフェーダーまたはポストフェーダーに指定することができます。プリフェーダーとポストフェーダーの違いは、トラックの
フェーダーが適用される前または後のどちらにエフェクトが適用されるかという点です。初期設定では、プリフェーダーに指定されています。
オーディオミキサーでは、エフェクトのパラメーターをアニメーションさせる場合は、オートメーションオプションを使用して記録することがで
きます。また、タイムラインでキーフレームを使用して指定することができます。

オーディオエフェクト

A. 適用エフェクト名、およびエフェクトメニュー B. エフェクトをバイパス C. 選択したエフェクトプロパティの制御つまみ D. エフェクトプロパ
ティメニュー 

同じエフェクトを繰り返し使用する場合は、サブミックスを使用してエフェクトを共有し、システムリソースを節約します。この場合、サブ

このビデオチュートリアルでは、Movies &
Computers Web サイトの Chad Perkins が
様々なオーディオエフェクトについて解説し
ます。... 詳細
http://youtu.be/PiG9-GBcc7E

提供者 Chad Perkins 
http://moviesandcomputers....

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Premiere Pro には、オーディオにエフェク
トを追加する方法が 2 種類あります。それ
ぞれの方法の使い分けも含め、Karl Soule が
2 つの方法をわかりやすく解説していま
す。... 詳細
http://tv.adobe.com/watch/short-and-suite/usi...

提供者 Karl Soule’ 
http://blogs.adobe.com/Vid...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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ミックスを作成してエフェクトを適用し、センドを使用してそのサブミックスへトラックをルーティングすることでエフェクトを処理させま
す。

オーディオミキサーでのトラックへのエフェクトの適用
1. （オプション）オーディオミキサーでエフェクトとセンドの設定領域を表示するには、オーディオミキサーの左にあるエフェ
クトとセンドの表示／非表示の横の三角形をクリックします。

2. エフェクトを適用するトラックで、エフェクトの選択の三角形をクリックして、メニューからエフェクトを選択します。

トラックにエフェクトを使用する場合は、適用する順序を検討してください。エフェクトとセンドの設定領域内でエフェク
トをドラッグして移動することはできません。

3. 必要に応じて、エフェクトとセンドの設定領域の下部にあるメニューから、編集するエフェクトパラメーターを選択します。

4. パラメーターメニューの上のコントロールを使用してエフェクトオプションを調整します。

VST プラグインエフェクトによっては、オプションコントロールを備えた別のパネルでエフェクトオプションを調整
することができます。トラックエフェクト名をダブルクリックして VST エディターパネルを開きます。

タイムラインでのオーディオトラックエフェクトの調整

基本オーディオエフェクトであるトラックまたはパンナーエフェクトは、トラックのキーフレームのラバーバンドを操作するか、オーディオミキ
サーのコントロールを使用して調整できます。

1. 必要に応じて、タイムラインパネルでトラック名の隣の右向きの三角形をクリックして、クリップが含まれているオーディオ
トラックの表示を展開します。

2. トラック名の左下にあるキーフレームを表示ボタンをクリックして、メニューから「トラックキーフレームを表示」を選択し
ます。

3. オーディオトラックのクリップの左上のメニュー（初期設定として「トラック：ボリューム」が表示されます）をクリックし
て、表示されるメニューからエフェクト名およびプロパティを選択します。プリフェーダーエフェクトはリストの最上部に、
ポストフェーダーエフェクトはリストの最下部に表示されます。エフェクト名の次に表示される番号は、トラックエフェクト
リストでの位置、つまりレンダリング順序を示しています。

4. ペンツールを使用して、レベルを均一に調整するか（キーフレームが追加されていない場合）、キーフレームを追加または編
集します。

トラックエフェクトのコピーとペースト

トラックのある領域からトラックエフェクトをコピーして、別の領域にペーストできます。ペーストするトラックエフェクトのキーフレームは、
コピー元のトラックの、時間インジケーターの位置に配置されます。ターゲットトラックの指定は、ペーストするキーフレームの位置に影響を与
えません。

1. タイムラインで、1 つまたは複数のトラックキーフレームを選択してコピーします。複数のトラックキーフレームを選択する
には、Shift キーを押しながら各キーフレームをクリックするか、ドラッグして周囲のキーフレームを囲みます。

2. 編集／コピーを選択します。

3. キーフレームをペーストする位置に時間インジケーターを移動します。

4. 編集／ペーストを選択します。

トラックエフェクトのプリフェーダーまたはポストフェーダーへの指定
オーディオミキサーのエフェクトとセンドの設定領域で、エフェクトを右クリック（Windows）、または Control キーを押しな
がらクリック（Mac OS）して、「プリフェーダー」または「ポストフェーダー」を選択します。
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オーディオミキサーでのトラックのエフェクトの削除またはバイパス
オーディオミキサーのエフェクトリストで、次のいずれかの操作を行います。

トラックに適用されたエフェクトを削除するには、削除するエフェクトの隣の下向き三角形をクリックして、「なし」を選
択します。
トラックに適用されたエフェクトをバイパスするには、エフェクトリストの最下部付近にあるエフェクトをバイパスボタン 

 をクリックして、スラッシュ入りアイコンの表示に変更します。

VST エフェクトの操作

Premiere Pro では、Steinberg VST（Virtual Studio Technology）オーディオプラグイン形式がサポートされています。これにより、他社製の VST
オーディオエフェクトを追加することができます。Premiere Pro には、VST プラグインエフェクトもあります。これらのエフェクトは、オーディ
オミキサーとエフェクトコントロールパネルの両方に表示されます。トラックベースの VST プラグインによって、さらにコントロールが追加され
る場合もあります。VST エフェクトは、ほかのエフェクトと同じ方法でトラックやクリップに適用します。
オーディオミキサーのエフェクトとセンドの設定領域では、VST エフェクトはエフェクトの選択メニューに表示されます。エフェクトパネルで
は、オーディオエフェクトビンに表示されるので、クリップごとにエフェクトを適用することができます。ほとんどの場合、VST エフェクトは、
そのエフェクトがサポートするチャンネル数に対応したトラックタイプのオーディオエフェクトビンに表示されます。例えば、ステレオ VST エ
フェクトは、オーディオミキサーではステレオトラックのトラックエフェクトメニューのみに表示され、エフェクトパネルのオーディオエフェク
トビンではステレオビンに表示されます。いずれかの VST エフェクトを適用すると、そのエフェクトのコントロールが表示された独立したウィン
ドウを開くことができます。エフェクトにオートメーションを使用する場合などは、VST エディターウィンドウをいくつでも開いておくことがで
きます。ただし、プロジェクトを閉じると VST エディターウィンドウもすべて閉じられます。
Premiere Pro 以外の VST 互換アプリケーションがインストールされている場合、既存の VST フォルダーから VST エフェクトが検索されま
す。Premiere Pro アプリケーションの Plug-ins フォルダーには、Premiere Pro 専用のプラグインファイルが入った VST Plugins フォルダーがあり
ます。Premiere Pro は、次の場所から VST プラグインを検索します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VST\VSTPluginsPath（Windows）
C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins（Windows）
System HD/Library/Audio/Plug-ins/VST（Mac OS）
System HD/<user>/Library/Audio/Plug-Ins/VST（Mac OS）

既にオーディオアプリケーションがインストールされている場合、VST プラグインの場所が、レジストリ
（HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VST\VstPluginsPath）に存在する必要があります。Premiere Pro では、このレジストリキーに指定され
たパスを使用します。該当するパスが、例えば「[Program Files]\Steinberg\VstPlugins\」のように設定されている必要があります。

Adobe 製ではない VST エフェクトを使用する場合、各プラグインのコントロールレイアウトおよび処理結果はプラグインメーカーの仕様
に従ったものになります。Adobe Premiere Pro では、各メーカーの仕様に従ったコントロールの表示と処理のみが行われます。

VST エディターパネルでの VST エフェクトの調整

オーディオミキサーでは、特定の VST エフェクトに対して VST エディターパネルを開いてエフェクトオプションを調整することができます。

エフェクトコントロールパネルから VST エディターウィンドウを開くことはできません。

1. エフェクトとセンドの設定領域を表示する必要がある場合は、オーディオミキサーの左側にあるエフェクトとセンドの表示／
非表示の横の三角形をクリックします。

2. エフェクトとセンドの設定領域で、「エフェクトの選択」セクションにある下向き三角形のいずれかをクリックして、エフェ
クトの名前を選択します。

3. エフェクト名をダブルクリックします。

VST エディターパネルが開きます。このパネルは、ほかのパネルと同様にドッキングまたはグループ化できます。
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注意：

ページの先頭へ

注意：

4. VST エディターパネルで、オプションを指定します。

VST プラグインエフェクトのオプションコントロールは、エフェクトとセンドの設定領域の最下部にも表示されま
す。

DeNoiser エフェクトの VST エディター

VST エフェクトのプリセットの選択
オーディオミキサーのエフェクトとセンドの設定領域でエフェクト名を右クリック（Windows）、または Control キーを押しな
がらクリック（Mac OS）して、表示されるメニューの下部にリストされているプリセットを選択します。

プリセットをサポートしていないエフェクトでは、選択できるのは「デフォルト」だけです。「デフォルト」を選択す
ると、エフェクトのすべてのオプションの値がリセットされます。

以下も参照してください。
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注意：

 

DSLR などの、CMOS センサーを採用したカメラにおける一般的な問題の 1 つに、ビデオの走査線間のタイムラグがあります。スキャン間のタイ
ムラグにより、イメージ内のすべての部分がまったく同時には記録されず、ローリングシャッターの歪みが生じます。このような歪みは、カメラ
または対象物が移動した場合に生じる可能性があります。
Premiere Pro のローリングシャッターの修復エフェクトは、歪みが生じた生成物を削除するために使用できます。
このエフェクトを適用した後は、次のプロパティが指定できるようになります。
ローリングシャッターレート：フレームレート（走査時間）に対する割合（％）を指定します。DSLR では 50～-70％ の範囲内にあり、iPhone で
は 100％ 近くになります。歪んだ線が垂直になるまで、ローリングシャッターの割合を調整します。
スキャン方向：ローリングシャッター走査が発生している方向を指定します。ほとんどのカメラはセンサーを上から下にスキャンします。スマー
トフォンでは、カメラを上下逆にしたり、回転したりして操作できます。これには別のスキャン方向が必要になります。
「詳細」セクション：

補間方法： オプティカルフロー分析とピクセルモーションリタイミングを使用してワープのないフレームを生成するか（ピクセルモーショ
ン）、スパースポイントトラッキングとワープによる方法を使用するか（ワープ）を選択します。
詳細分析：ワープ内でより詳細なポイント分析を実行します。指定できるのは、ワープ法を使用するときです。

ピクセルモーションの詳細：オプティカルフローベクトルフィールド計算をどの程度まで詳細に行うかを指定します。指定できるのは、ピクセル
モーション法を使用するときです。

「ワープスタビライザー」エフェクトの中にローリングシャッター修復エフェクトも含まれていますが、スタンドアロン版のほうが詳細に
コントロールできます。場合によっては、ローリングシャッター現象の修復が必要であるけれども、ショットのスタビライズは不要ということも
あります。

Todd Kopriva と video2brain によるこのビデオでは、ローリングシャッター現象の修復について解説しています。この現象は、DSLR や携帯電話
のカメラからのフッテージにおいて一般的なものですが、新しい「ローリングシャッターの修復」エフェクトを使用して簡単に修復できます。
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インターレースとフィールドオーダー

ページの先頭へ

インターレースビデオ、ノンインターレースビデオ、およびプログレッシブスキャン
フィールド優先度とフィールド入れ替えについて
インターレースクリップまたはノンインターレースクリップの作成
クリップのフィールドオーダーの変更
フィールドオプションの複数選択の使用

インターレースビデオ、ノンインターレースビデオ、およびプログレッ
シブスキャン

インターレースビデオのフィールドのインターレーススキャンと、ノンインターレースビデオのフレームのプ
ログレッシブスキャンの比較

A. インターレースビデオでは、最初に、上位フィールド全体（奇数番線）が上から下に、1 パスで画面に描画
されます。 B. 次に、下位フィールド全体（偶数番線）が上から下に、1 パスで画面に描画されます。 C. ノン
インターレースビデオでは、フレーム全体（計数順のすべての線）が上から下に、1 パスで画面に描画されま
す。 

インターレ－スとは、限られた帯域幅を使用してテレビ信号を送信するために開発された技法です。インター
レースシステムでは、一度に送信される各ビデオフレームの水平走査線の数は半分です。送信速度、表示の残
光および残像のため、視聴者には各フレームが最大解像度で表示されているように見えます。すべてのアナロ
グテレビ規格ではインターレースが使用されます。デジタルテレビ規格では、インターレースとノンインター
レースの両方が使用されています。通常、インターレース信号はインターレーススキャンで生成され、ノンイ
ンターレース信号はプログレッシブスキャンで生成されます。
Chris Pirazzi が Lurker's Guide to Video の Web サイトで、フィールドとインターレースに関する技術的な詳
細情報を公開しています。
Trish Meyer と Chris Meyer が以下の Web サイトで、インターレース、フィールドオーダー、フィールド優
先度、フィールドレンダリング、フィールドの分割に関する様々な情報を公開しています。

インターレースとフィールドの分割の概要に関する記事（PDF）（Artbeats の Web サイ
ト）
インターレースとフィールドオーダーの概要に関する記事（PDF）（ProVideo Coalition
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なし

連続フレームのインターレース

の Web サイト）
フィールドオーダーとフィールド優先度の用語の意味に関する記事（ProVideo Coalition
の Web サイト）
Premiere Pro から Adobe Media Encoder を介して PsF（Progressive segmented
Frame）ビデオファイルを書き出す方法について詳しくは、Premiere Pro のユーザー
フォーラムの このスレッドを参照してください。
PsF ビデオについての詳細

フィールド優先度とフィールド入れ替えについて

クリップ内のフィールドが、次のいずれかの理由で、最初に取り込んだときの状態から入れ替わる場合があり
ます。

フッテージのキャプチャに使用されたビデオキャプチャカードで、優先フィールドがソー
スデバイスとは逆に設定されている
最後にクリップをレンダリングした編集ソフトウェアまたはアニメーションソフトウェア
で、優先フィールドがオリジナルクリップとは逆に設定されていた
クリップが逆方向に再生するように設定されている

インターレースクリップまたはノンインターレースクリップの作成

通常、個々のインターレースフィールドは目に見えません。ただし、スローモーションでのクリップの再生、
保持フレームの作成、フィールドの静止画としての書き出しなどの操作を行うと、1 つのフィールドを識別で
きる場合があります。このため、イメージのインターレース解除を行うといい場合があります。インターレー
ス解除を行うと、連続するインターレースフィールドのペアが 1 つのノンインターレースフレームに置き換え
られます。Premiere Pro では、1 つまたは 2 つのソースフレーム内のフィールドから、これらの新しいノンイ
ンターレースフレームを生成できます。
クリップのフィールドオーダーとシーケンスのフィールドオーダーが異なると、インターレースによって好ま
しくない結果が生じる場合があります。フィールドオーダーによって、奇数ラインのフィールド（奇数フィー
ルド）と偶数ラインのフィールド（偶数フィールド）のどちらが最初に描画されるかが決まります。例えば、
フィールドオーダーが奇数であるクリップを、フィールドオーダーが偶数であるシーケンスに配置すると、再
生がぎこちなくなる可能性があります。この問題を解決するには、プロジェクトのフィールドオーダーに合わ
せてクリップのフィールドオーダーを入れ替えます。「優先フィールドの入れ替え」オプションを使用して、
フィールドオーダーを逆に設定します。

1. タイムラインパネルまたはプロジェクトパネルでクリップを選択します。クリップ／ビデ
オオプション／フィールドオプションを選択します。

2. 「優先フィールドの入れ替え」を選択して、クリップのフィールドが再生される順序を変
更します。

3. 次のオプションから、いずれか 1 つを選択します。

処理オプションは適用されません。「優先フィールドの入れ替え」オプションがオ
ンになっている場合、このオプションを選択しても「優先フィールドの入れ替え」オプ
ションは無効になりません。

連続するプログレッシブスキャン（ノンインターレー
ス）フレームの各ペアを、1 つのフレームの 2 つのインターレースフィールドに変換しま
す。クリップは、元のフレームレートの 2 倍で再生されます。このオプションは、イン
ターレースフレームを生成できないアニメーションアプリケーションで作成されたクリッ
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常にインターレースを解除

注意：

ちらつき削除

ページの先頭へ

ページの先頭へ

プのインターレースに便利です。60 fps のプログレッシブスキャンアニメーションを 30
fps のインターレースビデオに変換できます。

インターレースフィールドをプログレッシブスキャンのノン
インターレースフレームに変換します。このオプションは、スローモーションまたは保持
フレームで再生するクリップに便利です。このオプションでは、1 つのフィールドが破棄
されます（新規シーケンスダイアログボックスの「一般」タブにあるフィールド設定でプ
ロジェクトに指定されている優先フィールドは維持されます）。次に、優先フィールドの
線に基づいて足りない線が補間されます。

フィールドメニューで「なし」（プログレッシブスキャン）が選択されている
シーケンスでは、「常にインターレースを解除」を選択すると奇数フィールドが維持され
ます。ただし、このタイプのシーケンスで「優先フィールドの入れ替え」と「常にイン
ターレースを解除」の両方を選択すると、偶数フィールドが維持されます。

2 つのフィールドをかすかにぼかすことで、水平方向の細い線のちらつき
を防止します。1 本の走査線のように、細い線は一方のフィールドだけに表示されること
があるため、ちらつきの原因となります。このオプションでは、連続する線が 50％ぼか
されます。クリップのインターレースは解除されません。水平方向の細い線が含まれるグ
ラフィックに特に有効です。

4. 「OK」をクリックします。

クリップの速度が 100％未満の場合にビデオの品質を高めたい場合は、フレームブレ
ンド機能をオンにします。クリップ／ビデオオプション／フレームブレンドを選択し
ます。

クリップのフィールドオーダーの変更

プロジェクトパネルで、プロジェクトのすべてのシーケンスにあるクリップのすべてのインスタンスのフィー
ルドオーダーを変更できます。

1. プロジェクトパネルで、フィールドオーダーを変更したいクリップを右クリックします。

2. 変更／フッテージを変換を選択します。

3. 目的の「フィールドオーダー」オプションを選択します。

4. 「OK」をクリックします。

フィールドオプションの複数選択の使用

タイムライン（またはプロジェクトパネル）内で複数のクリップにフィールド優先度を適用できます。このダ
イアログは、ネストされたシーケンスではない、またはタイムラインにクローズドキャプションがない有効な
クリップまたは有効なトラック項目に対して使用できます。フィールド優先度では、混合状態もサポートされ
ます。「フィールド優先度」フィールドが混合状態になっている場合、チェックボックスには混合状態の UI
が表示されます。変更せずに「OK」をクリックすると、選択したクリップの状態が維持されます。ただし、
混合状態は、「フィールド処理」ラジオボタンではサポートされていません。「フィールド処理」フィールド
が混合状態になっている場合、Premiere Pro では、タイムラインまたはプロジェクトパネルで最初に選択され
た項目の状態が表示されます。何も変更せずに「OK」をクリックすると、選択されたすべての有効なクリッ
プに状態が適用され、以前の混合状態が上書きされます。

以下も参照してください
ソースモニターとプログラムモニターの使用
スムーズな動きのためのフレームのブレンド
シーケンス設定の変更
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ソースモニターとプログラムモニターの使用
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画像中の細い線や鋭い角は、多くのテレビ画面で採用されているインターレース表示方式のせいでちらつくことがあります。「エフェクトコント
ロール」タブの「モーションエフェクト」にある「アンチフリッカー」コントロールを使用すると、このようなちらつきを削減または抑制するこ
とができます。アンチフリッカーの強度を高めると、よりちらつきが抑えられますが、画像がぼやけます。鋭い角が多くあり、コントラストが高
い画像には、アンチフリッカー値を比較的高く設定する必要があります。

1. タイムラインパネルでクリップを選択して、「エフェクトコントロール」タブをクリックします。

2. 「モーション」の横にある三角形をクリックして、「モーション」コントロールを開きます。

3. 「アンチフリッカー」の横にある三角形をクリックします。

4. アンチフリッカースライダーを右にドラッグして、アンチフリッカーの強度を高めます。

5. スペースバーを押して、クリップをプレビューします。画像がちらつく場合は、アンチフリッカー値をもう少し上げ、ぼやけ
すぎる場合は強度を下げます。

各アンチフリッカーキーフレームの値を変えて設定すると、クリップのデュレーションに合わせてアンチフリッカーの強度
を変えることができます。

以下も参照してください。
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よく使用する特殊効果の適用

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ビデオをフェードイン
ピクチャインピクチャ（PIP）および分割表示
静止画のズームおよびパン
クリップの一部への稲妻の配置
ヤコブのはしご効果の作成
残響効果付きの音を鳴らす

このセクションでは、Premiere Pro の最も一般的な特殊効果を適用する手順について説明します。その他の多くの特殊結果を適用する方法につい
ては、Premiere Pro のコミュニティヘルプの検索で参照できます。

ビデオをフェードイン
1. ビデオクリップをフェードインするか、黒からフェードアップするには、タイムラインパネルでクリップを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

クリップの先頭にディゾルブトランジションを適用する
クリップの不透明度にキーフレームを設定して不透明度を 0 から 100％まで増加する

Maxim Jago と Learn by Video によるこのビデオチュートリアルでは、Premiere Pro でフェード、タイトルおよび音楽をビデオに追加する方法に
ついて説明しています。

ピクチャインピクチャ（PIP）および分割表示

モーションエフェクトの「位置」と「スケール」の各コントロールを使用してピクチャインピクチャ（PIP）を作成できます。
このビデオチュートリアルでは、Infinite Skills の Phil Hawkins が再利用可能なピクチャインピクチャエフェクトの作成方法について解説していま
す。
AdobeTV のこのビデオチュートリアルでは、ピクチャインピクチャ（PIP）エフェクトを作成する方法を Dennis Radeke が紹介しています。

静止画のズームおよびパン

静止画のズームとパンの技法は、ドキュメンタリー作家 Ken Burns が多用したことから「Ken Burns エフェクト」とも呼ばれるようになりまし
た。
静止画のズームとパンのチュートリアルについては、Digital Video Editing ブログの「The Ken Burns Effect」を参照してください。
この Adobe Premiere Pro チュートリアルでは、Premiere Pro でプロフェッショナルのようにパンとズームを行う方法を Andrew Devis が説明しま
す。動きが滑らかに見える適切なキーフレーム補間について学ぶことができます。

クリップの一部への稲妻の配置

オリジナルクリップの一部だけに稲妻を表示できます。
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

1. ビデオトラックで、オリジナルクリップの上にクリアビデオクリップを配置します。

2. クリアビデオクリップに稲妻エフェクトを適用します。

3. クリアビデオクリップを、稲妻を表示するデュレーションにトリミングします。

ヤコブのはしご効果の作成

ヤコブのはしごの効果を作成できます。稲妻は、特定の方向に引っ張られた後、スタートライン上の位置まで跳ね返ります。

1. 稲妻エフェクトをクリップに適用します。

2. エフェクトコントロールパネルで、「稲妻」の隣の三角形をクリックして、稲妻エフェクトのコントロールを表示します。

3. 次の 3 つのコントロールを様々な設定で組み合わせて試してみます。

安定度
引く力
引く方向

「安定度」の値が小さすぎると、稲妻が弧状にならずに元に戻り、値が大きすぎると、稲妻が跳ねるように動きます。

残響効果付きの音を鳴らす

Reverb エフェクトを使用すると、クリップのオーディオに残響の効果を付けることができ、サウンド自体が終わった後もクリップの最後のサウン
ドの残響が鳴り続けます。

1. 音を鳴らし終わるデュレーションまで、クリップのアウトポイントを移動します。

2. 聞きたい最後のサウンドの終わりで、ボリュームをゼロにまで下げます。

3. Reverb エフェクトを適用します。

以下も参照してください。
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変形カット

ページの先頭へ

変形カットでは、顔のトラッキングとオプティカルフロー補間の高度
な組み合わせを使用して、クリップ間のシームレスなトランジション
を作成します。効率的に使用されている場合、変形カットトランジ
ションは、話の流れを途切れさせる可能性がある不要な一時停止や語
句のないビデオの撮影と同様に自然に見えるようにシームレスにする
ことができます。

 ビデオ：ジャンプカットを削除
する
変形カットを適用して、インタ
ビューのフッテージのジャンプ
カットを削除する方法について学
習します。（2 分間）
 

ページの先頭へ

変形カットとは
変形カットの適用
トランジションの微調整
FAQ

変形カットとは

変形カットは Premiere Pro のビデオトランジションであり、サウンドビット間のジャンプカットを取り除く
ことによって、より洗練されたインタビューを作成できます。
「語り手の顔」のあるフッテージの編集で発生する一般的な問題は、対象者が言葉に詰まったり、頻繁
に「うーん」や「あー」と言ったりすることや、不要な一時停止などです。これらによって、ジャンプカット
やクロスディゾルブを使用せずにクリーンな連続するシーケンスを作成することが困難になります。

現在では、クリップの不要な部分を削除して、変形カットビデオトランジションを適用し、気が散る原因とな
るジャンプカットを取り除くことによって、インタビューの会話を効率的にクリーンアップすることができま
す。また、変形カットを使用して、インタビューのフッテージでクリップを効率的に並べ換えて、ビジュアル
の連続でジャンプなしに流れがスムーズになるようにすることができます。

変形カットの適用

  重要：最良の結果のために、話し手が 1 人で、背景が固定されたショットに変形カットを適用します。

1. タイムラインでインポイントとアウトポイントを設定し、クリップの削除する部分を選択
します。
シーケンスからクリップを削除するには、リフト操作や抽出、削除、リップル削除など、
いくつかの方法があります。これを行う別の方法を参照するには、このビデオチュートリ
アルをご覧ください。
クリップの削除するすべての部分に対してこの手順を繰り返します。

2. エフェクトパネルで、ビデオトランジション／ディゾルブ／変形カットを選択し、エフェ
クトをタイムラインのクリップ間の編集ポイントにドラッグします。

クリップの同期の問題を回避するには、スピーチピークの最後と最初の語句の間に変
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注意：

ページの先頭へ

形カットを適用します。また、オーディオ波形を使用して、自然な一時停止がある領
域を識別し、そこでカットすることができます。

3. 変形カットエフェクトを適用した後で、クリップの分析をバックグラウンドでただちに開
始します。分析が開始されると、プログラムモニターに分析の実行中であることを示す
「バックグラウンドで分析中」バナーが表示されます。
分析が行われている間も、フッテージを編集したり、プロジェクトの他の場所で作業した
りできます。 

変形カットの適用後のクリップの分析

分析が完了すると、対称トランジションが作成され、中心が編集ポイントになります。ト
ランジションのデュレーションが、ビデオトランジションのデフォルトのデュレーション
に指定されたデフォルトの 30 フレームと一致します。環境設定ダイアログを使用して、
デフォルトのデュレーションを変更できます。

適切に動作する一般的なトランジションのデュレーションは約 10～20 フレームで
す。

口の動きと声が音声と同期していない場合や、望ましい結果が得られない場合、インポイ
ントとアウトポイントを変更するか、またはトランジションのデュレーションを調整しま
す。

選択した変形カットを変更するか、または変更を取り消すたびに、Premiere Pro
で新しい分析がトリガーされます。ただし、以前に分析したデータを削除する必要はあり
ません。   

トランジションの微調整

変形カットを適用すると、デフォルトの設定を使用してトランジションが作成されます。エフェクトコント
ロールパネルまたはタイムラインを使用して、トランジションを微調整できます。

エフェクトコントロールパネルでのトランジションの変更
エフェクトコントロールパネルのエフェクトコントロールを使用すると、トランジションのデュレーションを
調整したり、正確に位置を合わせたりできます。
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デュレーション

配置

デュレーション

ページの先頭へ

ビデオトランジションのデフォルトのデュレーションは 30 フレームです。
トランジションを適用する前にデフォルトのトランジションを変更するには、環境設定ダイアログを使用しま
す。「一般」セクションで、ビデオトランジションのデフォルトデュレーションの新しいデフォルトを入力し
ます。
トランジションの適用後にトランジションのデュレーションを変更するには、エフェクトコントロールパネル
の「デュレーション」フィールドに新しいデュレーションを入力します。

「クリップ A と B の中央」オプションを選択すると、トランジションの中心が自動的に 2 つのクリッ
プ間の編集ポイントに配置されます。

微調整を行うために、エフェクトコントロールタイムラインでトランジションをわずかに左または右にドラッ
グできます。その後、編集ポイントに中心が配置されない非対称トランジションが作成されます。
エフェクトコントロールパネルを使用したトランジションの変更について詳しくは、トランジションの変更と
カスタマイズを参照してください。

タイムラインを使用したトランジションの変更

タイムラインで、トランジションが見やすいようにズームインします。

トランジションのデュレーションを変更するには、タイムラインでトランジションをダブル
クリックし、トランジションのデュレーションを設定ダイアログで新しいデュレーションを入力します。
また、必要に応じてトランジションのエッジをドラッグして、トランジションの長さを変更することもできま
す。

トランジションを変更するさまざまな方法を学習するには、このビデオをご覧ください。

FAQ

変形カットは「話し手」のいないクリップで動作しますか？

いいえ。変形カットを「話し手」のいないクリップに適用すると、「分析の失敗：入力ビデオで顔が見つかり
ませんでした」というエラーメッセージが表示されます。
変形カットは、背景が固定されていて話し手がうまくフレームに収まっている固定ショットのみに適用できま
す。

変形カットを話し手が複数いるクリップに適用できますか？

変形カットを話し手が複数いるクリップに適用すると、フレームに不具合が生じます。
変形カットでは「顔のトラッキング」を使用してビデオフッテージを分析し、ビデオで最もはっきりとしてい
る顔を見つけます。複数の顔が存在している場合は、「顔のトラッキング」で混乱が生じ、変形カットでトラ
ンジション内の 1 つの顔が他の顔として描画される可能性があります。これによって、フレームに好ましくな
い不具合が生じます。

変形カットは静止している背景だけで動作しますか、複数の背景を設定できます
か?

変形カットは、固定された背景で最適に動作します。分析する背景が複数ある場合、フレームに不具合が生じ
ます。ただし、風になびく木のように、背景の動きが最小限であれば構いません。

複数のエフェクトが適用されているクリップ間で変形カットを適用できますか？

変形カットは似たようなショット間でスムーズにトランジションを行うために設計されています。これに
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フォーカスし、編集ポイントの両側に複数のエフェクトが適用されたクリップに変形カットを適用すると、動
作しません。 

変形カットで最良の結果を得るためのヒントはありますか？

良い結果を得るためのヒントがあります。
変形カットは短いトランジションに適していて、カットのいずれかの端へのヘッドの配置
に似ています。
変形カットは、補間するいくつかの頭または顔の動きがある場合に最良の結果が得られま
す。
最初に変形カットを適用した後、必要に応じてトランジションのデュレーションと対称を
調整します。

ベストプラクティスについては、この記事を参照してください。
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アニメーションとキーフレーム
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エフェクトのアニメート

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

エフェクトのアニメートについて
キーフレームについて
キーフレームの操作

エフェクトのアニメートについて

アニメートという言葉は、通常、「画面上で物を移動させる」ことを意味しますが、モーションピクチャの編集および合成では、「時間の経過に
応じて属性を変化させる」ことを意味します。例えば、画面上の一方の隅から他方の隅にクリップを移動させる場合、数秒にわたってクリップを
アニメートさせます。また、クリップの表示を鮮明な状態からぼかした状態に変化させるには、数秒間にわたってクリップのシャープネスをアニ
メートさせます。クリップの色合いをピンクから青に変化させるには、数秒にわたってクリップの色をアニメートさせます。つまり、ここでのア
ニメートとは、「時間の経過とともに変化させる」という意味であり、「対象物を移動させる」という意味ではありません。Premiere Pro に付属
のほとんどのエフェクトをアニメートできます。クリップにエフェクトを適用したら、クリップの 1 つまたは複数のフレームをキーフレームとし
て指定して、各キーフレームでエフェクトの値を設定します。

キーフレームについて

キーフレームは、モーション、エフェクト、オーディオのプロパティなど、数多くのプロパティを設定するために使用され、通常は時間の経過と
ともに変化します。キーフレームというのは、時間上のあるポイントをマークしたもので、そのポイントでの空間上の位置や、不透明度、オー
ディオボリュームなどの値を指定します。キーフレーム間の値は補間されます。キーフレームを使用して時間に伴う変化を作成する場合は、通
常、最低 2 つのキーフレームを使用します。1 つは変化の開始時の状態を示すものであり、もう 1 つは変化の終了時の新しい状態を示すもので
す。

キーフレームの操作

キーフレームを使用して不透明度エフェクトをアニメートする場合、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルのどちらでもキー
フレームの表示および編集を行うことができます。場合によっては、タイムラインパネルのほうが、キーフレームをより迅速に表示および調整で
きます。以下のガイドラインでは、各タスクの操作に適したパネルについて説明します。

不透明度やオーディオボリュームなど、一次元的な値しか持たないエフェクトの場合は、タイムラインパネルでの編集が適して
います。これに対して、エフェクトコントロールパネルは、レベルなどの複数の値、回転などの角度値またはスケールなどの二
次元的な値を持つキーフレームのプロパティを編集する場合に適しています。�
タイムラインパネルではキーフレーム値の変化がグラフで表示されるので、キーフレーム値の時間的な変化が一目で分かりま
す。キーフレーム間の値は、初期設定では直線的に変化しますが、変化率を微調整するオプションを適用できます。例えば、補
間方法を制御してストップモーションのような効果を作成できます。また、ベジェコントロールで速度や滑らかさを制御して、
よりスムーズなアニメーションを作成することができます。�
エフェクトコントロールパネルでは複数のプロパティを持つキーフレームを一度に表示できますが、対象となるのはタイムライ
ンパネルで選択されているクリップだけです。タイムラインパネルでは一度に複数のトラックまたはクリップのキーフレームを
表示できますが、キーフレームを表示できるプロパティはトラックまたはクリップにつき 1 つだけです。�
タイムラインパネルと同様に、エフェクトコントロールパネルにもキーフレームがグラフで表示されます。エフェクトプロパ
ティに対してキーフレームがアクティブになると、値と速度のグラフを表示できます。値グラフには、エフェクトのプロパティ
値の変化とともにキーフレームが表示されます。速度グラフには、キーフレーム間の値の変化の速度と滑らかさを調整するため
のハンドルとともにキーフレームが表示されます。�
オーディオトラックエフェクトのキーフレームは、タイムラインパネルまたはオーディオミキサーでだけ編集できます。オー
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注意：

ディオクリップエフェクトのキーフレームは、ビデオクリップエフェクトのキーフレームと同様に、タイムラインパネルまたは
エフェクトコントロールパネルのどちらでも編集できます。�

パネルの構成は自由に変更できます。また、ウィンドウ／ワークスペース／新規ワークスペースを選択すると、変更した設定を独自のワー
クスペースとして保存できます。「OK」をクリックする前に、新規ワークスペースダイアログボックスにワークスペースの名前を入力してくださ
い。

関連トピック
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キーフレームの追加、移動、設定

ページの先頭へ

注意：

注意：

キーフレームの追加、選択、削除
キーフレームとグラフの表示
時間インジケーターのキーフレームへの移動
キーフレームの値の変更

プロパティのアニメートとは、時間の経過に応じて値を変化させることです。Premiere Pro では、キーフレームを割り当てることで、エフェクト
のプロパティをアニメートすることができます。
キーフレームというのは、時間上のあるポイントをマークしたもので、そのポイントでの空間上の位置や、不透明度、オーディオボリュームなど
の値を指定します。キーフレーム間の値は補間されます。時間の経過に応じて変化するプロパティを作成するには、2 つ以上のキーフレームを設定
する必要があります。一方のキーフレームには変化の最初の値を割り当てて、もう一方のキーフレームには変化の最後の値を割り当てます。

キーフレームの追加、選択、削除

キーフレームの追加

タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、現在の時間位置にキーフレームを追加できます。エフェクトコントロールパネルの
「アニメーションのオン／オフ」ボタンを使用して、キーフレーム処理を有効にします。

トラック内またはクリップ上にキーフレームを作成する際に、キーフレーム表示を有効にする必要はありません。

1. タイムラインパネルで、アニメートするエフェクトを含むクリップを選択します。

2. タイムラインパネルでキーフレームを追加および調整する場合は、ビデオトラックまたはオーディオトラックにキーフレーム
を表示します。

デフォルトではキーフレームが表示されない場合、タイムラインパネルでレンチのアイコン  をクリックし、「ビデオのキー
フレームを表示」を選択します。

タイムラインパネルで基本エフェクト（モーション、不透明度またはボリューム）にキーフレームを追加する場合は、
手順 3 に進みます。

3. エフェクトコントロールパネルで、右向きの三角形をクリックしてキーフレームを追加するエフェクトを展開し、アニメー
ションのオン／オフアイコンをクリックしてエフェクトプロパティのキーフレームを有効にします。

アニメーションのオン／オフボタンをクリックすると、現在のエフェクトプロパティのキーフレームが有効になります。

4. 次のいずれかの操作を行って、エフェクトプロパティのグラフを表示します。

（エフェクトコントロールパネルの場合）三角形をクリックしてエフェクトプロパティを展開し、その値グラフと速度グラ
フを表示します。
（タイムラインパネルの場合）クリップまたはトラック名の横にあるエフェクトメニューから、エフェクトプロパティを選
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択します。

5. キーフレームを追加する時間に再生ヘッドを移動します。

6. 次のいずれかの操作を行います。

エフェクトコントロールパネルのキーフレームの追加／削除ボタンをクリックして、エフェクトプロパティの値を調整しま
す。
選択ツールまたはペンツールを使用して、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらキーフ
レームグラフをクリックし、エフェクトプロパティの値を調整します。選択ツールまたはペンツールを使用して、グラフ上
の任意の場所にキーフレームを追加できます。時間インジケーターを配置する必要はありません。

キーフレームを追加する際に、ペンツールで補助キーを使用する必要はありません。ただし、選択ツールでは補助キー
が必要です。

（エフェクトコントロールパネルのみ）エフェクトのプロパティのコントロールを調整します。これにより、現在の時間位
置にキーフレームが自動的に作成されます。

7. 必要に応じて手順 5 と 6 を繰り返して、キーフレームを追加し、エフェクトプロパティを調整します。

さらに調整を加える場合は、エフェクトコントロールパネルのキーフレームナビゲーターの矢印   を使用して既存のキー
フレームに移動します。他のエフェクトに対してキーフレームを設定する場合にも役に立つ方法です。

キーフレームの選択

キーフレームを変更またはコピーする場合は、まずタイムラインパネルでそのキーフレームを選択します。選択されているキーフレームは太い実
線の枠で囲まれます。選択されていないキーフレームには、特に何も表示されません。キーフレーム間のセグメントを選択する必要はありませ
ん。セグメントは直接ドラッグできます。また、終点を定義するキーフレームを変更した場合、セグメントは自動的に調整されます。

次のいずれかの操作を行います。

1 つのキーフレームを選択する場合は、選択ツールまたはペンツールを使用して、タイムラインパネルのキーフレームアイ
コンをクリックします。
複数のキーフレームを選択する場合は、選択ツールまたはペンツールを使用して、タイムラインパネルの連続した複数の
キーフレームまたは連続していない複数のキーフレームを Shift キーを押しながらクリックします。

選択ツールまたはペンツールをキーフレームの上に合わせると、カーソルがキーフレームアイコン  付きで表示されま
す。

タイムラインパネルでドラッグして複数のキーフレームを選択するには、ペンツールを使用してキーフレームの周囲に選択
ボックスをドラッグします。Shift キーを押しながらドラッグすると、既存の選択にさらにキーフレームを追加できます。

エフェクトコントロールパネルの場合は、選択ツールを使用して、複数のキーフレームをドラッグして選択することもでき
ます。

エフェクトコントロールパネルでプロパティのすべてのキーフレームを選択する場合は、レイヤーのプロパティ名をクリッ
クします。例えば、エフェクトの「位置」のキーフレームをすべて選択するには、「位置」をクリックします。

キーフレームの削除

キーフレームが不要になった場合は、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルでエフェクトプロパティから簡単に削除できま
す。すべてのキーフレームを一度に削除したり、キーフレームの使用を無効にしたりすることができます。エフェクトコントロールでは、アニ
メーションのオン／オフボタンを使用してキーフレームを無効にすると、設定した既存のキーフレームが削除されます。新たにキーフレームを作
成するには、アニメーションのオン／オフボタンをもう一度クリックして、キーフレームの使用を有効にします。

1. エフェクトプロパティパネルのグラフがエフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルに表示されていることを確
認します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

1 つまたは複数のキーフレームを選択し、編集／消去を選択するか、Delete キーを押します。
時間インジケーターをキーフレームの位置に移動して、キーフレームの追加／削除ボタンをクリックします。
（エフェクトコントロールパネルのみ）エフェクトプロパティのすべてのキーフレームを削除するには、エフェクト名また
はプロパティ名の左側にあるアニメーションのオン／オフボタンをクリックします。確認のメッセージが表示されたら、
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「OK」をクリックします。

アニメーションのオン／オフボタンを解除すると、そのプロパティのキーフレームが削除され、そのプロパティの値は
現在の時間に設定されている値になります。アニメーションのオン／オフボタンをもう一度クリックしても、削除されたキー
フレームを復元することはできません。誤ってキーフレームを削除してしまった場合は、編集／取り消しを選択して、直前の
操作を取り消します。

キーフレームとグラフの表示

エフェクトコントロールパネルとタイムラインパネルのどちらでもキーフレームのタイミングと値を調整できますが、それぞれ動作は異なりま
す。エフェクトコントロールパネルでは、すべてのエフェクトプロパティ、キーフレーム、補間方法を一度に表示できます。タイムラインパネル
では、クリップのエフェクトプロパティは一度に 1 つだけ表示されます。また、エフェクトコントロールパネルではキーフレームの値をすべて制
御できますが、タイムラインパネルでは制御できる値が限られています。例えば、「位置」などの x 座標と y 座標を使用する値を変更することは
できません。ただし、編集中にエフェクトコントロールパネルに移動しなくてもキーフレームを調整できるというメリットがあります。
タイムラインパネルとエフェクトコントロールパネルのグラフには、各キーフレームの値とキーフレーム間の補間値が表示されます。エフェクト
プロパティのグラフが水平の場合は、プロパティの値がキーフレーム間で変化していないことを示しています。グラフが上昇または下降している場
合は、プロパティの値がキーフレーム間で増加または減少していることを示しています。補間方法を変更し、グラフのベジェ曲線を調整して、あ
るキーフレームから次のキーフレームへのプロパティの変化の速度と滑らかさを調整できます。

エフェクトコントロールパネルでのキーフレームの表示

キーフレームをシーケンスクリップに追加した場合は、そのキーフレームをエフェクトコントロールパネルに表示できます。キーフレームを使用
するプロパティが含まれたエフェクトを閉じると、サマリキーフレームのアイコン  が表示されます。サマリキーフレームはエフェクト名の右側
のキーフレームエリアに表示され、エフェクトの各プロパティの個々のキーフレームに対応します。参照用に表示されるだけで、サマリキーフ
レームを変更することはできません。

1. タイムラインパネルでクリップを選択します。

2. 必要に応じて、エフェクトコントロールパネルのタイムラインビューの表示／非表示ボタンをクリックして、エフェクトのタ
イムラインを表示します。また、必要に応じて、エフェクトコントロールパネルを広げて、タイムラインビューの表示／非表
示ボタンを表示させます。

3. エフェクトコントロールパネルで、表示するエフェクトの名前の左側にある三角形をクリックして、エフェクトを展開しま
す。キーフレームがエフェクトコントロールパネルのタイムラインに表示されます。

4. （オプション）エフェクトプロパティの値グラフと速度グラフを表示するには、アニメーションのオン／オフアイコンの横に
ある右向きの三角形をクリックします。

タイムラインパネルでのキーフレームとプロパティの表示

エフェクトをアニメートするためにキーフレームを追加した場合は、そのキーフレームとプロパティをタイムラインパネルに表示できます。ビデ
オおよびオーディオのエフェクトの場合、各クリップに固有のキーフレームをタイムラインパネルに表示できます。またオーディオのエフェクト
については、トラック全体のキーフレームを表示することもできます。各クリップまたはトラックには異なるプロパティを表示できますが、一度
に表示できるのは、1 つのプロパティのキーフレームだけです。
各キーフレームを繋ぐセグメントによってグラフが形成され、キーフレーム値の変化がクリップまたはトラック全体にわたって示されます。キー
フレームやセグメントを調節すると、グラフの形状が変化します。
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キーフレームを表示

不透明度ハンドルを表示

キーフレームを隠す

クリップキーフレームを表示

クリップボリュームを表示

トラックキーフレームを表示

トラックボリュームを表示

キーフレームを隠す

タイムラインパネルに表示されるトラックのキーフレームコントロール

A. トラックの表示／非表示の三角形 B. キーフレームを表示（ビデオ） C. 前のキーフレームに移動ボタン D. キーフレームの追加／削除ボタン E.
次のキーフレームに移動ボタン 

タイムラインパネルに表示されるトラックのキーフレームコントロール

A. トラックのエフェクトのプロパティ B. キーフレームのグラフ C. オーディオトラックのキーフレーム D. ビデオクリップのキーフレーム E. ク
リップのエフェクトのプロパティ 

キーフレームのツールヒント

A. タイムコード B. プロパティ値 

1. （オプション）目的のトラックが展開表示されていない場合は、トラック名の横にある右向きの三角形をクリックして展開し
ます。

2. ビデオトラックの場合は、キーフレームを表示ボタンをクリックし、メニューから次のいずれかを選択します。

トラック内のクリップに適用された任意のビデオエフェクトのグラフとキーフレームを表示します。エ
フェクトメニューがクリップ名の隣に表示されるので、エフェクトを選択できます。

トラック内の各クリップの不透明度エフェクトのグラフとキーフレームを表示します。

トラック内のすべてのクリップのグラフとキーフレームを隠します。

3. オーディオトラックの場合は、キーフレームを表示ボタンをクリックし、メニューから次のいずれかを選択します。

トラック内のクリップに適用された任意のオーディオエフェクトのグラフとキーフレームを表示
します。エフェクトメニューがクリップ名の隣に表示されるので、エフェクトを選択できます。

トラック内の各クリップのボリュームエフェクトのグラフとキーフレームを表示します。

トラック全体に適用された任意のオーディオエフェクトのグラフとキーフレームを表示します。
エフェクトメニューがトラックの先頭に表示されるので、エフェクトを選択できます。

トラック全体に適用されたボリュームエフェクトのグラフとキーフレームを表示します。

トラック内のすべてのクリップのグラフとキーフレームを隠します。

4. （オプション）ズームインコントロールを使用して、エフェクトメニューがトラックの上部に表示されるようにクリップを拡
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大します。トラック名の上下の境界線をドラッグして、トラックの高さを大きくすることもできます。

ドラッグしてトラックの高さを大きくする

5. （オプション）トラックヘッダーの境界をドラッグして、トラックの高さを変更します。ビデオトラックの場合は、トラック
の上部をドラッグします。オーディオトラックの場合は、トラックの下部をドラッグします。展開したすべてのトラックのサ
イズを変更するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

6. （オプション）手順 2 と 3 で「キーフレームを表示」、「クリップキーフレームを表示」または「トラックキーフレームを表
示」を選択した場合は、エフェクトメニューをクリックし、キーフレームを含んでいるエフェクトを選択します。

エフェクトメニューからの選択

7. キーフレームのすぐ上にカーソルを合わせると、そのプロパティがツールヒントに表示されます。

ツールヒントには、キーフレームの場所、およびエフェクトコントロールパネルで設定したプロパティとオプションが表示されます。この情報
は、キーフレームを正確に配置したり、キーフレームに設定した値をすぐに確認したり、2 つ以上のキーフレームの位置と値の変化を比べたりする
のに便利です。

タイムラインパネルでのキーフレームの表示の設定

初期設定でタイムラインのトラックに表示するキーフレームの種類を設定したり、キーフレームを表示しないようにすることができます。例え
ば、初期設定でキーフレームを非表示にして、クリップを編集する際にそれらを間違って設定または変更しないようにすることができます。

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Premiere Pro／環境設定／一般（Mac OS）を選択します。

2. 「新しいタイムラインオーディオトラック」フィールドの隣にある三角形をクリックしてメニューを開き、いずれかのオプ
ションを選択します。

3. 「新しいタイムラインビデオトラック」フィールドの隣にある三角形をクリックしてメニューを開き、いずれかのオプション
を選択します。

時間インジケーターのキーフレームへの移動

エフェクトコントロールパネルとタイムラインパネルのどちらにも、キーフレームナビゲーターがあります。キーフレームナビゲーターには、あ
るキーフレームから次のキーフレームに時間インジケーターを移動するための左右の矢印があります。タイムラインパネルでは、エフェクトプロ
パティのキーフレームをアクティブにするとキーフレームナビゲーターを使用できるようになります。

次のいずれかの操作を行います。

タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、キーフレームナビゲーターの矢印をクリックします。左向き
の矢印をクリックすると、時間インジケーターが前のキーフレームに移動します。右向きの矢印をクリックすると、時間イ
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ンジケーターが次のキーフレームに移動します。
（エフェクトコントロールパネルのみ）Shift キーを押しながら時間インジケーターをドラッグすると、キーフレームにス
ナップされます。

キーフレームナビゲーター

A. エフェクトコントロールパネルのキーフレームナビゲーター B. 時間インジケーター C. タイムラインパネルのキーフレーム
ナビゲーター 

キーフレームの値の変更

エフェクトコントロールパネルでのキーフレームグラフの編集

エフェクトプロパティのキーフレームをアクティブにすると、エフェクトの値グラフと速度グラフを表示できます。値グラフには、モーションエ
フェクトのスケールプロパティなど、キーフレームの空間的な値以外について、時間上の任意の時点での情報が表示されます。また、キーフレー
ム間の補間も表示され、その補間を調整することもできます。速度グラフを使用すると、キーフレーム間の変化の速度を微調整できます。

エフェクトプロパティの値グラフと速度グラフ

A. キーフレームマーカー B. 一定した値を示す水平なグラフ C. 値の増加を示す右上がりのグラフ D. 値の減少を示す右下がりのグラフ E. キーフ
レーム F. 値グラフ G. 速度グラフ 

1. タイムラインパネルで、調整したいキーフレームがあるエフェクトが含まれているクリップを選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで右向きの三角形をクリックして、エフェクトのプロパティを展開します。

3. プロパティ名の横にある右向きの三角形をクリックして、値グラフと速度グラフを表示します。

キーフレームが追加されていない場合は、グラフが平らな線として表示されます。

4. （オプション）グラフを見やすくするには、選択ツールまたはペンツールを使用して、カーソルをグラフの下の境界線に合わ
せます。カーソルがセグメントカーソルに変わったら、ドラッグしてグラフエリアの高さを調節します。

5. 選択ツールまたはペンツールを使用して、値グラフ上のキーフレームを上下にドラッグし、エフェクトプロパティの値を変更
します。

値グラフまたは速度グラフでは、キーフレームを左右に移動して時間を変更することはできません。移動する代わり
に、選択ツールまたはペンツールを使用して、キーフレームマーカーをグラフ上にドラッグしてください。
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タイムラインパネルでのキーフレームグラフの編集
1. タイムラインパネルに、キーフレームを持つ 1 つまたは複数のエフェクトを含んだクリップが少なくとも 1 つあることを確認
します。このクリップを選択し、エフェクトコントロールパネルを選択します。

2. タイムラインパネル内にクリップのキーフレームまたはトラックが表示されていることを確認します。

3. エフェクトコントロールパネルで、調整したいコントロールの横にある三角形をクリックすると、対応する値グラフと速度グ
ラフが表示されます。

4. クリップ名またはトラック名の横に表示されるエフェクトメニューで、調整したいプロパティを選択します。エフェクトメ
ニューが表示されていない場合は、タイムラインパネルのズームレベルを大きくします。

5. 選択ツールまたはペンツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。

複数のキーフレームまたは隣接していないキーフレームを編集する場合は、目的のキーフレームを選択します。
選択ツールまたはペンツールをキーフレームまたはキーフレームセグメントに合わせます。選択ツールまたはペンツールが
キーフレームカーソル  またはキーフレームセグメントカーソル  。

6. 次のいずれかの操作を組み合わせて行います。

キーフレームまたはセグメントを上下にドラッグして値を変更します。ドラッグすると、ツールヒントに現在の値が表示さ
れます。キーフレームが存在しない場合は、ドラッグによってクリップまたはトラック全体の値が調整されます。
キーフレームを左右にドラッグすると、キーフレームの時間的な位置が変化します。ドラッグすると、ツールヒントに現在
の時間が表示されます。あるキーフレームを別のキーフレームに移動すると、古いキーフレームが新しいキーフレームに置
き換えられます。

エフェクトコントロールパネルの値グラフと速度グラフに、タイムラインパネル内のキーフレームに加えた変更が表示されま
す。

関連トピック
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キーフレームの移動とコピー

ページの先頭へ

注意：

注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

キーフレームを時間で移動する
キーフレームスナップの指定
キーフレームのコピー＆ペースト

キーフレームを時間で移動する
常に、最初のキーフレームは開始キーフレームアイコン  で、最後のキーフレームは終了キーフレームアイコン  で表されます。

選択ツールまたはペンツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。

タイムラインパネルで、1 つまたは複数のキーフレームを選択し、目的の時間位置にドラッグします。
エフェクトコントロールパネルで、1 つまたは複数のキーフレームマーカーを選択し、目的の時間位置にドラッグします。

エフェクトコントロールパネルで、選択したキーフレームの上下に黒い縦線が伸びます。この線を使用して、タイムラ
インルーラー上の位置やその他のオブジェクトとキーフレームを整列できます。キーフレームのスナップが有効になっている場
合は、キーフレームが特定の種類のオブジェクトと整列されているときにこの線が白に変わります。オブジェクトの種類は「ス
ナップ先」コントロールで指定します。

キーフレームスナップの指定

エフェクトコントロールパネルでキーフレームスナップを使用して、キーフレームをオブジェクトの近くにドラッグすると、キーフレームが別の
オブジェクトに揃えられて配置されます。エフェクトコントロールパネルでキーフレームスナップを有効にするかどうかを指定し、キーフレーム
をスナップするオブジェクトの種類を決めることができます。

1. エフェクトコントロールパネルの右上のパネルメニューボタンをクリックしてパネルメニューを開きます。

2. 「スナップ先」を選択します。ビデオキーフレームなど、スナップ先とするオブジェクトをオンにします。スナップしないオ
ブジェクトは選択解除します。このサブメニューに戻って各選択を行います。

キーフレームのコピー＆ペースト

エフェクトコントロールパネルを使用すると、キーフレームをコピーして、そのプロパティの別の時間位置や、別のクリップの同じエフェクトプ
ロパティにペーストできます。同じキーフレーム値を別の時間位置や別のクリップまたはトラックに適用する場合、タイムラインパネルのキーフ
レームをコピーしてペーストすることで迅速に行うことができます。

エフェクトコントロールパネルでのキーフレームのコピーとペースト

キーフレームを別のクリップにペーストすると、エフェクトコントロールパネルで、ペースト先クリップのエフェクト内の対応するプロパティに
キーフレームが追加されます。最初のキーフレームは現在の時間位置に配置され、ほかのキーフレームは元のクリップでの順番に従って配置され
ます。ペースト先クリップがペースト元クリップよりも短い場合、ペースト先クリップのアウトポイントよりも後ろのキーフレームもクリップに
ペーストされますが、「ワークエリアをクリップの範囲に設定」オプションの選択を解除しないと表示されません。ペーストした後もキーフレー
ムは選択された状態になっているため、ペースト先のクリップ上でそのまま簡単に移動できます。

1. エフェクトコントロールパネルで、コントロールとキーフレームを表示するエフェクトの横にある右向きの三角形をクリック
して展開します。

2. 1 つまたは複数のキーフレームを選択します。
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3. 編集／コピーを選択します。

4. 次のいずれかの操作を行います。

最初のキーフレームを挿入する位置まで時間インジケーターを移動して、編集／ペーストを選択します。
別のクリップを選択して、エフェクトコントロールパネルで該当するプロパティを展開し、最初のキーフレームを設定する
位置まで時間インジケーターを移動して、編集／ペーストを選択します。

キーフレームをドラッグしてコピーすることもできます。エフェクトコントロールパネルのタイムラインで、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらキーフレームを新しい場所にドラッグします。

タイムラインパネルでのキーフレームのコピーとペースト

キーフレームをタイムラインにペーストすると、先頭のキーフレームは現在の時間位置に表示され、ほかのキーフレームは元のクリップでの順番
どおりに配置されます。ペーストした後もキーフレームは選択された状態になっているため、それらの位置を微調整できます。
キーフレームをペーストできるのは、コピーしたキーフレームと同じプロパティが表示されているクリップまたはトラックに対してだけです。ま
た、時間インジケーターにキーフレームをペーストできるのは、一度に 1 つのクリップまたはトラックに対してだけです。時間インジケーターの
範囲は、複数のビデオおよびオーディオのトラックにまたがる場合があります。そのため、Premiere Pro では、以下の順序で条件を使用してキー
フレームのペースト先を決定しています。

時間インジケーターが選択したクリップの範囲内にある場合、キーフレームはそのクリップにペーストされます。
オーディオキーフレームがカットまたはコピーされた場合、シーケンスのオーディオトラック、サブミックストラック、マス
タートラックの順に検索され、対応するエフェクトプロパティが存在する最初のトラックにペーストされます。
以上の条件に該当するペースト先ビデオトラックまたはオーディオトラックの中に、カットまたはコピーされたキーフレームの
エフェクトプロパティおよび該当範囲（クリップまたはトラック）と一致するものがなかった場合、「ペースト」コマンドは使
用できません。例えば、オーディオトラックのキーフレームをコピーしても、目的のオーディオトラックにクリップキーフレー
ムが表示されている場合は、キーフレームをペーストできません。

1. タイムラインパネルで、クリップまたはトラックのエフェクトメニューから、コピーするキーフレームを含むプロパティを選
択して表示します。

2. 1 つまたは複数のキーフレームを選択します。

3. 編集／コピーを選択します。

4. タイムラインで、コピー先のクリップまたはトラックを含むシーケンスに対して、次のいずれかの操作を行います。

キーフレームをペーストするクリップを選択します。
コピーしたキーフレームを表示するビデオまたはオーディオのトラックを指定します。

5. コピーしたキーフレームと同じプロパティが、クリップまたはトラックに表示されていることを確認します。表示されていな
い場合、「ペースト」コマンドは使用できません。目的のプロパティをクリップまたはトラックのエフェクトプロパティメ
ニューで選択できない場合は、キーフレームのコピー元のクリップまたはトラックに適用されているものと同じエフェクトを
適用する必要があります。

6. 時間インジケーターを、キーフレームを表示する時間位置まで移動します。

7. 編集／ペーストを選択します。

以下も参照してください
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リニアキーフレームの簡略化

簡略化する最小時間間隔

オーディオミキサーでのオーディオ変更のオートメーションでは、オーディオトラックで必要とするよりも多くのキーフレームが作成されるの
で、パフォーマンス低下の原因となる場合があります。不要なキーフレームが作成されないようにして、変換の品質を確保しつつパフォーマンス
低下を最小限に抑えるには、「オートメーションキーフレームの最適化」環境設定を設定します。また、もう 1 つのメリットとして、トラック内
のキーフレームの数が少なければ、個々のキーフレームをより簡単に編集できます。

1. 編集／環境設定／オーディオ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／オーディオ（Mac OS）を選択します。

2. 「オートメーションキーフレームの最適化」セクションで、次のいずれかまたは両方のオプションを選択して、「OK」をク
リックします。

開始キーフレームと終了キーフレームとを結ぶ直線に当てはまらないポイントに対してだけキー
フレームが作成されます。例えば、0 dB から -12 dB のフェードにオートメーションを使用していると仮定します。このオプ
ションを選択すると、開始（0 dB）および終了（-12 dB）キーフレームよりも値が増加しているポイントに対してだけキーフ
レームが作成されます。このオプションを選択しない場合には、値の変化する速度に応じて、これらの 2 つのポイント間に同
じ値のインクリメンタルキーフレームが複数作成されます。このオプションは、初期設定で選択されています。

指定した値より大きな時間間隔に対してだけキーフレームが作成されます。1 ～ 2000 ミリ秒の値を
入力します。

626

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


キーフレームの補間を使用したエフェクト変更の制御

ページの先頭へ

時間補間法

空間補間法

リニア補間

ベジェ補間

ページの先頭へ

注意：

補間について
キーフレーム補間方法の変更
ベジェキーフレーム補間を使用した変更の制御
エフェクトの速度の微調整

補間について

補間は、2 つの既知の値の間にある未知のデータを埋める処理です。デジタルビデオおよびフィルムでは、通常、2 つのキーフレームの間に新しい
値を生成することを意味します。例えば、グラフィック要素（タイトルなど）を画面を横切って 15 フレームで 50 ピクセル左に移動させたいとし
ます。この場合は、最初のフレームと 15 番目のフレームでグラフィックの位置を設定し、この 2 つをキーフレームとして設定します。これで、ソ
フトウェアによって途中のフレームの補間処理が行われ、動きが滑らかに見えるようになります。補間では、2 つのキーフレーム間のすべてのフ
レームが生成されるので、補間はトゥイーンと呼ばれることもあります。キーフレーム間の補間は、動き、エフェクト、オーディオレベル、画像
調整、透明度、色の変化およびその他の多くの視覚的、聴覚的要素をアニメーション化するために使用できます。

選択した補間法を動きの変化に適用します。時間補間法を使用して、例えばオブジェクトがモーションパス上を一定の速度で移動する
か、加速するかを指定できます。キーフレームの時間補間法は、Premiere Pro の一部のエフェクトだけに適用できます。

選択した補間法を形状の変化に適用します。空間補間法を使用して、例えば角を丸くするか、角度をつけるかを指定できます。空間補
間法は、Premiere Pro の多数のエフェクトのキーフレームに適用できます。

最も一般的な補間のタイプとして、リニア補間とベジェ補間の 2 つがあります。必要とする変化の種類に応じて、このいずれかのタイプを適用で
きます。

1 つのキーフレームから別のキーフレームへ、一定の速度で変化が作成され、中間の各フレームの変化量は等しくなります。リニア補
間で作成された変化は突然開始され、突然終了します。各キーフレームの間では一定速度で進行します。

ベジェ曲線の形状に基づいて変化を加速または減速します。例えば、最初のキーフレームで徐々に加速し、2 番目のキーフレームに向
かってゆっくりと減速します。

キーフレーム補間方法の変更

アニメーションに合ったキーフレームの補間方法を選択することで、アニメーションの精密なコントロールを行うことができます。補間の種類を
変更するには、キーフレームを右クリックしてコンテキストメニューから目的の種類の補間方法を選択するか、またはキーフレームや方向ハンド
ルを手動で調整して直接変更します。

「イーズイン」および「イーズアウト」コマンドを使用して、キーフレームの補間をすばやく調整することもできます。

キーフレームの補間方法の変更（モーションエフェクトの位置プロパティ）

A. リニア補間キーフレーム B. 自動ベジェ補間 C. 連続ベジェ補間 
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リニア

ベジェ

自動ベジェ

連続ベジェ

Hold

イーズイン

イーズアウト
注意：

ページの先頭へ

1. 次のいずれかの操作を行います。

エフェクトコントロールパネルで、キーフレームマーカーを右クリックします。
タイムラインパネルで、キーフレームを右クリックします。

2. コンテキストメニューから補間方法を選択します。

キーフレーム間で均一な変化を作成します。

キーフレームの一方の側でグラフの形状および変化率を手動で調整できます。この方法を使用すると、非常に滑らかな
変化を作成できます。

キーフレーム間で滑らかな変化を作成します。キーフレームの値を変えると、自動ベジェ方向ハンドルも変更さ
れ、キーフレーム間の滑らかなトランジションが維持されます。

キーフレーム間で滑らかな変化を作成します。ただし、自動ベジェ補間方法とは異なり、連続ベジェでは方向ハン
ドルを手動で調整します。キーフレームの一方の側でグラフの形状を変更すると、キーフレームのもう一方の側の形状が変更
され、滑らかなトランジションが維持されます。

次のキーフレームへ移動するまでの間、値を変化させず停止状態にします（急激なエフェクト変化）。停止補間が適用
されたキーフレームのグラフは、水平線として表示されます。

キーフレームに近づくに従って、前の値の変化を減速します。

キーフレームから離れるに従って、値の変化を徐々に加速します。
補間方法によって、キーフレーム間でのプロパティの変化の割合は変わりますが、キーフレーム間の実際のデュレー

ションは変わりません。デュレーションは、キーフレーム間の時間（タイムラインルーラーの間隔）で決まります。

キーフレームの補間方法

A. 通常のイン／アウト B. ベジェ／連続ベジェ／イーズイン／イーズアウト C. 自動ベジェ D. Hold 

ベジェキーフレーム補間を使用した変更の制御

ベジェハンドルは 2 方向のコントロールで、ハンドルとその前または後ろにある次のポイントを結ぶ線分の曲がり具合を制御します。ハンドルを
キーフレーム（中心点）から遠ざけるほど、線の曲がり方が急激になります。ベジェハンドルをドラッグして作成した曲線により、アニメーショ
ンプロパティがキーフレームに近づくときと離れるときにエフェクトがどの程度滑らかに変化するかが決まります。これらのハンドルを使用する
と、キーフレーム補間方法を選択するだけの場合よりもアニメーションの変化を細かく制御できます。ベジェハンドルは、タイムラインパネル、
エフェクトコントロールパネルまたはプログラムモニターで操作できます。

ベジェキーフレームの作成
1. タイムラインパネルで、調整するキーフレームが含まれているクリップを選択して、次のいずれかの操作を行います。

（タイムラインパネルの場合）クリップまたはトラック名の横にあるエフェクトメニューから、調整するプロパティを選択
します。タイムラインパネルで、プロパティの時間補間を調整します。空間補間を変更する場合は、プログラムモニターで
クリップを選択します。
（エフェクトコントロールパネルの場合）調整するキーフレームのエフェクトプロパティのキーフレームマーカーを選択し
ます。
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注意：

2. 次のいずれかの手順を行って、キーフレーム補間方法を選択します。

（タイムラインパネルの場合）調整するキーフレームを右クリックして、表示されるコンテキストメニューからキーフレー
ムの補間方法を選択します。
（エフェクトコントロールパネルの場合）調整するキーフレームのキーフレームマーカーを右クリックして、表示されるコ
ンテキストメニューからキーフレームの補間方法を選択します。

3. キーフレームの種類を手動で変更するには、次のいずれかの操作を行います。

キーフレームでリニア補間を使用している場合は、タイムラインパネルで Ctrl キー（Windows）または Command キー
（Mac OS）を押しながらキーフレームをクリックするか、エフェクトコントロールパネルで Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらキーフレームマーカーをクリックすると、自動ベジェに変わります。ハンドルを
ドラッグすると、キーフレームが連続ベジェに変わります。
キーフレームで自動ベジェ補間を使用している場合は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しな
がらキーフレームをクリックし、方向ハンドルをドラッグすると、ベジェ補間に変わります。ベジェ補間では、両方向のハ
ンドルを別々に操作できます。連続ベジェ補間に変換するには、ハンドルをドラッグします。
キーフレームで、ベジェ、連続ベジェ、自動ベジェのいずれかを使用している場合は、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながらキーフレームをクリックすると、リニア補間に変わります。ベジェハンドルは表
示されなくなります。

ベジェハンドルの調整
1. 調整するベジェキーフレームを表示します。

2. 選択ツールまたはペンツールを選択し、次のいずれかの操作を行います。

曲線の傾きを調整するには、ベジェハンドルを上下にドラッグします。ハンドルを上に移動すると変化が加速し、下に移動
すると減速します。
曲線の適用範囲を調整するには、ベジェハンドルを左右にドラッグします。

エフェクトの速度の微調整

エフェクトコントロールパネルで、速度グラフを使用して、キーフレームの直前および直後の値のモーションまたは変化の速度を調整できます。
このような調整では、実際のモーションをシミュレートできます。例えば、キーフレームの直前に減速し、キーフレームの直後に加速するように
クリップのモーションを変更できます。キーフレームに近づくときと離れるときの値を一緒に制御したり、それぞれの値を個別に制御したりでき
ます。

速度グラフ

A. 速度コントロール B. 前方ハンドル（キーフレームの左側に表示されるハンドル） C. 後方ハンドル（キーフレームの右側に表示されるハンド
ル） 

1. エフェクトコントロールパネルで、調整するキーフレームがあるエフェクトプロパティの横にある右向きの三角形をクリック
して展開します。

キーフレームが追加されていない場合は、グラフが平らな線として表示されます。

2. 値グラフで選択ツールまたはペンツールを使用して、調整するキーフレームのキーフレームマーカーをクリックします。これ
により、速度グラフにキーフレームの方向ハンドルと速度コントロールが表示されます。

3. 速度グラフで選択ツールまたはペンツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。
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注意：

注意：

キーフレームに近づく速度と離れる速度を加速するには、方向ハンドルを上にドラッグします。ハンドルが結合している場
合、前方ハンドルと後方ハンドルが一緒に移動します。
キーフレームに近づく速度と離れる速度を減速するには、方向ハンドルを下にドラッグします。ハンドルが結合している場
合、前方ハンドルと後方ハンドルが一緒に移動します。
キーフレームに近づく速度だけ加速または減速するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押し
ながら前方ハンドルをクリックし、上方または下方にドラッグします。
キーフレームから離れる速度だけ加速または減速するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
しながら後方ハンドルをクリックし、上方または下方にドラッグします。

前方ハンドルと後方ハンドルを結合し直すには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しなが
ら、両方をもう一度クリックします。

前のキーフレームへのキーフレーム値の影響を増加または減少するには、前方ハンドルを左または右にドラッグします。
次のキーフレームへのキーフレーム値の影響を増加または減少するには、後方ハンドルを右または左にドラッグします。

影響させる割合によって、速度グラフがキーフレームに設定された値に到達するまでの速さが決まるので、グラフの形
状をさらに細かく制御できます。

グラフを調整すると、（速度グラフの左の）値が変化します。これらの数値は、速度グラフの高い値と低い値を表していま
す。速度は、これらの数値を直接変更して調整することもできます。

関連トピック
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描画モード

ページの先頭へ

「通常」カテゴリ

「減算」カテゴリ

「加算」カテゴリ

「複雑」カテゴリ

「差」カテゴリ

「HSL」カテゴリ

描画モードの参考資料

Premiere Pro では、タイムライン上のトラックにあるクリップを下位のトラックにあるクリップ（複数可）と合成またはスーパーインポーズする
方法を選択できます。
減算および除算描画モードについて詳しくは、Video2Brain のビデオを参照してください。
Premiere Pro の描画モードについて、Chris と Trish Meyer が ProVideo Coalition Web サイトの記事で説明しています。
Creative Cow の Andrew Devis によるチュートリアル「Color Correction 5: Blend Modes」を参照してください。
Creative Cow の Andrew Devis によるチュートリアル「Color Correction 6: the Filmic Blend Technique」を参照してください。
Premiere Pro でブレンドによってビデオレイヤーを合成する方法について詳しくは、Jan Ozer による Learn by Video および Video2Brain のこの
ビデオを参照してください。

1. タイムラインで、上位になるクリップを、目的のクリップがあるトラックより上位のトラックに配置します。Premiere Pro に
より、下位のトラックにあるクリップに、上位のトラックのクリップがスーパーインポーズまたは合成されます。

2. 上位にあるトラックのクリップを選択し、エフェクトコントロールパネルを選択してそれをアクティブにします。

3. エフェクトコントロールパネルで、「不透明度」の横にある三角形をクリックします。

4. 「不透明度」の値を左へドラッグして、不透明度を 100％未満にします。

5. 描画モードのメニューの三角形をクリックします。

6. 描画モードのリストから描画モードを選択します。

描画モードの参考資料

複数のアドビアプリケーションに実装されているこれらの描画モードの概念やアルゴリズムの詳細については、アドビ システムズ社の Web サイ
トにある PDF リファレンスを参照してください。
描画モードのメニューは、描画モードの結果の類似性に基づいて 6 つのカテゴリに分類されています。カテゴリ名はインターフェイスには表示さ
れません。メニュー内では各カテゴリは線で区切られているだけです。

通常、ディゾルブ。ソースレイヤーの不透明度が 100％未満でない限り、ピクセルの結果色は、元のピクセルの色の影響を受け
ません。「ディゾルブ」描画モードでは、ソースレイヤーの一部のピクセルが透明になります。

比較（暗）、乗算、焼き込みカラー、焼き込み（リニア）、カラー比較（暗）これらの描画モードでは、色が暗くなる傾向があ
ります。一部の描画モードでは、絵の具を混ぜ合わせるように色が混合されます。

比較（明）、スクリーン、覆い焼きカラー、覆い焼き（リニア）、カラー比較（明）。これらの描画モードでは、色が明るくな
る傾向があります。一部の描画モードでは、投影された光を混ぜ合わせるように色が混合されます。

オーバーレイ、ソフトライト、ハードライト、ビビッドライト、リニアライト、ピンライト、ハードミックス。これらの描画
モードでは、ソースカラーと基本色のいずれかが 50％グレーよりも明るいかどうかによって、これらの色に異なる処理が実行されます。

差の絶対値、除外、減算、除算。これらの描画モードでは、ソースカラーと基本色の値の差に基づいて色が作成されます。

色相、彩度、カラー、輝度。これらの描画モードでは、色の HSL（色相、彩度、輝度）の 1 つまたは複数の要素がそのまま基
本色から結果色に適用されます。
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通常

ディゾルブ

比較（暗）

乗算

焼き込みカラー

焼き込み（リニア）

カラー比較（暗）

覆い焼き（リニア）

比較（明）

スクリーン

覆い焼きカラー

覆い焼き（リニア）

カラー比較（明）

オーバーレイ

ソフトライト

描画モードの説明

この後の説明では、次の用語を使用します。

ソースカラー：描画モードが適用されたレイヤーの色。
基本色：タイムラインパネルのソースレイヤーの下にある合成レイヤーの色。
結果色：描画モードを適用して合成した結果出力される色。

ソースカラーが結果色になります。このモードは、基本色を無視します。「通常」が初期設定のモードです。

ソースカラーまたは基本色が、各ピクセルの結果色になります。ソースカラーが結果色になる確率は、ソースの不透明度によります。
ソースの不透明度が 100％の場合は、ソースカラーが結果色になります。ソースの不透明度が 0％の場合は、基本色が結果色になります。

結果色のチャンネル値は、ソースカラーのチャンネル値と、対応する基本色のチャンネル値のいずれか低い方（暗い方）になります。

カラーチャンネルごとにソースカラーのチャンネル値と基本色のチャンネル値を乗算した結果を、プロジェクトの色深度に応じて、8
bpc、16 bpc、または 32 bpc のいずれかのピクセルの最大値で除算します。結果色が元の色よりも明るくなることはありません。いずれかの入力
カラーが黒の場合は、結果色も黒になります。いずれかの入力カラーが白の場合は、もう片方の入力カラーが結果色になります。この描画モード
は、紙に複数のマーカーペンで重ね塗りしたときの効果や、ライトの前に複数のジェルを置いたときの効果を再現するためのものです。この描画
モードで黒または白以外の色と合成すると、各レイヤーまたはペイントストロークの色が暗くなります。

ソースカラーを暗くしてコントラストを強くし、基本色を反映した色が結果色になります。元のレイヤーが純粋な白の場合は、基
本色は変わりません。

ソースカラーを暗くして明るさを落とし、基本色を反映した色が結果色になります。純粋な白の場合は何も変わりません。

結果色の各ピクセルが、ソースカラー値と対応する基本色値のいずれか暗い方になります。カラー比較（暗）は比較（暗）モー
ドとほとんど同じですが、カラー比較（暗）モードは個々のカラーチャンネルには作用しません。

ソースカラーと基本色の対応するカラーチャンネル値の合計が、結果色のチャンネル値になります。結果色がどちらかの入力
カラーより暗くなることはありません。

結果色のチャンネル値は、ソースカラーのチャンネル値と対応する基本色のチャンネル値のいずれか高い方（明るい方）になります。

チャンネル値の補数を乗算して、結果色を補間します。結果色がどちらかの入力カラーより暗くなることはありません。スクリーン
モードでは、複数の写真のスライドを 1 つのスクリーンに同時に投影したときのような効果が得られます。

ソースカラーを明るくしてコントラストを落とし、基本色を反映した色が結果色になります。ソースカラーが純粋な黒の場合は、
基本色が結果色になります。

ソースカラーを明るくして明るさを増し、基本色を反映した色が結果色になります。ソースカラーが純粋な黒の場合は、基本
色が結果色になります。

結果色の各ピクセルが、ソースカラー値と対応する基本色値のいずれか明るい方になります。カラー比較（明）は比較（明）
モードとほとんど同じですが、カラー比較（明）モードは個々のカラーチャンネルには作用しません。

基本色が 50％グレーよりも明るいかどうかに応じて、入力カラーチャンネル値を乗算またはスクリーンします。結果色は、レイ
ヤーのハイライトとシャドウを維持します。

ソースカラーに応じて、レイヤーのカラーチャンネル値を明るくしたり暗くしたります。レイヤーに拡散したスポットライトを当て
たような効果が得られます。カラーチャンネル値ごとに、ソースカラーが 50％グレーよりも明るい場合は、覆い焼きを行ったように結果色が基本
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ハードライト

ビビッドライト

リニアライト

ピンライト

ハードミックス

差の絶対値

除外

減算

除算

色相

彩度

カラー

輝度

色よりも明るくなります。ソースカラーが 50％グレーよりも暗い場合は、焼き込みを行ったように結果色が基本色よりも暗くなります。純粋な黒
または白を含むレイヤーは著しく暗くなるか明るくはなりますが、純粋な黒または白にはなりません。

元のソースカラーに応じて、入力カラーチャンネル値を乗算またはスクリーンします。レイヤーに強いスポットライトを当てたよう
な効果が得られます。カラーチャンネル値ごとに、基本色が 50％グレーよりも明るい場合は、レイヤーがスクリーン処理されているように明るく
なります。基本色が 50％グレーよりも暗い場合は、レイヤーが乗算処理されているように暗くなります。このモードは、レイヤーにシャドウの効
果を加える場合に便利です。

基本色に応じてコントラストを増減し、カラーの焼き込みまたは覆い焼き処理を行います。基本色が 50％グレーよりも明るい場
合は、コントラストが小さくなるためレイヤーが明るくなります。基本色が 50％グレーよりも暗い場合は、コントラストが大きくなるためレイ
ヤーが暗くなります。

基本色に応じて明るさを増減し、カラーの焼き込みまたは覆い焼き処理を行います。基本色が 50％グレーよりも明るい場合は、明
るさが強いためレイヤーが明るくなります。基本色が 50％グレーよりも暗い場合は、明るさが弱いためレイヤーが暗くなります。

基本色に応じて、カラーを置き換えます。基本色が 50％グレーよりも明るい場合は、基本色よりも暗いピクセルは置き換えられ、基
本色よりも明るいピクセルは変わりません。基本色が 50％グレーよりも暗い場合は、基本色よりも明るいピクセルは置き換えられ、基本色よりも
暗いピクセルは変わりません。

ソースレイヤーのマスクを通して見える下のレイヤーのコントラストを強調します。コントラストが強調される領域はマスクサイ
ズによって決まり、領域の中心は反転したソースレイヤーによって決まります。

カラーチャンネルごとに、入力カラー値の明るい部分から暗い部分を減算します。白でペイントした場合は背景色が反転します。黒で
ペイントした場合は変化しません。

2 つのレイヤーに整列する同じビジュアル要素が含まれている場合、1 つのレイヤーをもう 1 つのレイヤーの上に配置し、上のレイヤーの描画
モードを「差」に設定します。これにより、整列するビジュアル要素のピクセルがすべて黒になる（ピクセルの差がゼロになり、2 つのレイ
ヤーが完全に重なった状態）まで 2 つのレイヤーのいずれかを移動できます。

差モードと似ていますが、コントラストは弱くなります。ソースカラーが白の場合は、基本色の補色が結果色になります。ソースカラーが黒
の場合は、基本色が結果色になります。

基本色からソースファイルを減算します。ソースカラーが黒の場合は、基本色が結果色になります。32 bpc プロジェクトでは、結果色の値
が 0 よりも小さくなることもあります。

基本色をソースカラーで割ります。ソースカラーが白の場合は、基本色が結果色になります。32 bpc プロジェクトでは、結果色の値が 1.0
よりも大きくなることができます。

結果色に、基本色の輝度と彩度、およびソースカラーの色相が設定されます。

結果色に、基本色の輝度と色相、およびソースカラーの彩度が設定されます。

結果色に、基本色の輝度と、ソースカラーの色相および彩度が設定されます。この描画モードにより、基本色のグレーレベルが維持されま
す。この描画モードは、グレースケール画像を着色したり、カラー画像の色合いを調節したりする場合に便利です。

結果色に、基本色の色相と彩度、ソースカラーの輝度が設定されます。このモードを使用すると、カラーモードと反対の結果が生成されま
す。
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合成、アルファチャンネル、クリップの不透明度の調整

ページの先頭へ

アルファチャンネルおよびマット
キーイングについて
タイムラインパネルでのクリップの不透明度の指定
合成のヒント

Adobe After Effects には、幅広い合成ツールが用意されています。After Effects で作成したコンポジション
は、Premiere Pro に簡単に読み込むことができます。

複数の画像から合成画像を作成する場合、他の画像が透けて見えるように 1 つまたは複数の画像の一部を透明
にすることができます。Premiere Pro のマットやエフェクトなどのいくつかの機能を使用することで、画像の
一部を透明にすることができます。
クリップ全体を均一に透明または半透明にするには、不透明度エフェクトを使用します。選択したクリップの
不透明度は、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルで設定できます。不透明度をアニメー
トすると、クリップをフェードインまたはフェードアウトさせることができます。

単に黒い背景へのフェードアウトを作成する場合は、不透明度キーフレームを手動でアニメートする代わ
りに、暗転などのトランジションをクリップに適用します。

クリップの一部が透明な場合、透明度情報はクリップのアルファチャンネルに格納されます。
クリップそのものの透明度を変更しないで複数の画像を合成することもできます。例えば、描画モードや一部
のチャンネルエフェクトを使用して、複数のクリップにある画像データから合成画像を作成できます。
アルファチャンネルで透明度が指定されている部分を除き、下位トラックのクリップは上位トラックのクリッ
プによって隠されます。Premiere Pro は、下位トラックから上位に向かってクリップを合成し、表示されるす
べてのトラック上に合成クリップを作成します。全トラックが空または透明な領域は黒になります。
不透明度と視覚的なエフェクトが相互に作用して得られる結果は、レンダリングの順序によって変化します。
まずビデオエフェクトにリストされているエフェクトがレンダリングされます。次にモーションなどのジオメ
トリックエフェクトがレンダリングされ、最後にアルファチャンネルが調整されます。各エフェクトグループ
内では、エフェクトはリストの上位から下位の順番でレンダリングされます。不透明度は基本エフェクトリス
トに属しているので、ビデオエフェクトリストの後にレンダリングされます。不透明度を特定のエフェクトの
前または後にレンダリングしたい場合、または別の不透明度オプションを制御する場合は、アルファチャンネ
ルキービデオエフェクトを使用します。
フッテージを変換ダイアログボックスで、ファイル内のアルファチャンネルの変換方法を選択できます。「ア
ルファチャンネルを反転」を選択すると、不透明部分と透明部分が反転します。「アルファチャンネルを無
視」を選択すると、アルファチャンネル情報を一切使用しません。

クリップの透明な領域が分かりにくい場合は、プログラムモニターのプログラムビューメニューから「ア
ルファ」を選択します。このほかに透明な領域を表示する方法としては、キーイングしている画像の下位
トラックに明るい単色のマットを追加する方法があります。

アルファチャンネルおよびマット

カラー情報は、赤（R）、緑（G）、青（B）の 3 つのチャンネルに格納されます。 さらに、画像には目に見
えない 4 番目のチャンネルとして、透明情報を含むアルファチャンネルと呼ばれるチャンネルが含まれる場合
があります。
アルファチャンネルは、カラーチャンネルに影響を与えずに、画像とその透明情報を単一のファイルに保存す
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る方法を提供します。
After Effects のコンポジションパネルまたは Premiere Pro のソースモニターパネルでアルファチャンネルを
表示した場合、白は完全な不透明、黒は完全な透明、グレーは半透明を表します。
マットは、そのレイヤーまたは別のレイヤーの透明部分を定義するレイヤー（またはレイヤーのいずれかの
チャンネル）です。 白は不透明部分を定義し、黒は透明部分を定義します。通常、アルファチャンネルを
マットとして使用しますが、アルファチャンネルよりも透明部分の定義に適したチャンネルやレイヤーがある
場合や、ソース画像にアルファチャンネルが含まれていない場合は、アルファチャンネル以外のマットを使用
することもできます。
Adobe Photoshop、ElectricImage、TGA、TIFF、EPS、PDF、Adobe Illustrator など、多くのファイル形式で
アルファチャンネルを含むことができます。「数百万色＋」の色深度で保存された AVI や QuickTime 形式
も、これらのファイルタイプを生成するコーデックによっては、アルファチャンネルを含むことができます。
アルファチャンネル（透明）を含むビデオの書き出し方法については、この投稿を参照してください。

ストレートアルファチャンネルと合成アルファチャンネルについて

アルファチャンネルが透明情報をファイル内に保存する方法には、ストレートまたは合成の 2 種類がありま
す。 どちらも、アルファチャンネルは同じですが、カラーチャンネルが異なります。
ストレート（またはマットなし）チャンネルでは、透明情報はアルファチャンネルにのみ保存され、表示され
るカラーチャンネルには保存されません。 ストレートチャンネルを使うと、ストレートチャンネルをサポー
トするアプリケーションで画像を表示するまで、透明に関するエフェクトは表示されません。
合成（またはマットあり）チャンネルでは、透明情報はアルファチャンネルと共に、表示されるカラーチャン
ネルにも保存され、背景色と合成されます。 ぼかしたエッジなどの半透明部分のカラーは、透明度により背
景色に近づくように変更されます。
ソフトウェアによっては、チャンネルが合成される背景色を指定することができますが、そうでない場合は、
通常、背景色は黒または白になります。
ストレートチャンネルは、合成チャンネルよりも正確なカラー情報を保持します。 合成チャンネルは、Apple
QuickTime Player など、様々なプログラムと互換性があります。 通常、画像でストレートチャンネルと合成
チャンネルのどちらを使用するかは、編集または合成する素材を読み込む前に行います。 Premiere Pro と
After Effects はストレートチャンネルも合成チャンネルも認識しますが、複数のアルファチャンネルを含む
ファイルでは、最初のアルファチャンネルのみを認識します。Adobe Flash は合成アルファチャンネルのみを
認識します。

キーイングについて

キーイングは、画像の特定のカラー値（カラーキーやクロマキーの場合）または明度（ルミナンスキーの場
合）によって透明を定義します。 値をキーアウトすると、類似するカラーやルミナンス値のピクセルはすべ
て透明になります。
キーイングによって一定のカラーや明るさの背景を別の画像に容易に置き換えることができます。これは、複
雑で容易にマスクできないオブジェクトを操作するときに特に役立つ手法です。 一定のカラーの背景をキー
アウトする手法を、通常、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンといいます。ただし、背景を必ず青や
緑にする必要はなく、単色であればどの色でもかまいません。
差分キーイングは、基準となる背景画像から透明な部分を定義します。単色のスクリーンではなく、任意の背
景をキーアウトします。
Premiere Pro でのキーイングは、キーイングエフェクトによって実行されます。詳しくは、キーイングエフェ
クトを参照してください。

ガベージマットエフェクトを使用したクリップのブレンド

ガベージマットエフェクトを使用すると、画像をブレンドできます。ガベージマットエフェクトの使用につい
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て詳しくは、8 点、4 点、16 点ガベージマットエフェクトを参照してください。

トラックマットキーエフェクトを使用したマットを含むクリップのブレンド

トラックマットキーエフェクトを使用すると、マット（通常は、白黒画像、またはタイトルの画像）を含むク
リップをブレンドできます。詳しくは、トラックマットキーエフェクトの記事を参照してください。
このビデオでは、トラックマットエフェクトを作成する方法について説明しています。

タイムラインパネルでのクリップの不透明度の指定
1. 必要に応じて、トラック名の左にあるスペースをクリックしてトラックビューを展開しま
す。

2. 必要に応じて、キーフレームを表示ボタン  またはキーフレームを隠すボタン  をク
リックして、メニューから「不透明度ハンドルを表示」を選択します。水平な不透明度調
整ラバーバンドがトラックのすべてのクリップに表示されます（デフォルトでは、不透明
度が選択されています）。

トラックにキーフレームがない場合、ラバーバンドはトラック全体にわたって水
平線として表示されます。

3. タイムラインパネルで、次のいずれかの操作を行います。

選択ツールを選択し、不透明度調整ラバーバンドを上または下にドラッグします。
ペンツールを選択し、不透明度調整ラバーバンドを上または下にドラッグします。

ドラッグ中は、不透明度の値と現在の時間がツールヒントとして表示されます。

4. （オプション）時間の経過に従って不透明度エフェクトをアニメートするには、最初に
キーフレームを設定します。ペンツールを選択します。Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながら、キーフレームを設定する位置で、不透明度を
制御するラバーバンドをクリックします。その後、各キーフレームを上下にドラッグして
値を設定します。 例えば、クリップをフェードインするには、クリップの先頭と先頭か
ら数秒後の位置にキーフレームを作成します。 最初のキーフレームをクリップの下端ま
でドラッグして、不透明度を 0% に設定します。 2 番目のキーフレームを上端までド
ラッグして、不透明度を 100 ％に設定します。

ソースパネルの「エフェクトコントロール」タブで不透明度を調整する方法については、
基本エフェクトの「不透明度」を参照してください。

選択ツールまたはペンツールを使用してキーフレームまたは不透明度ハンドルを移動
できます。アニメーションの滑らかさを調整するには、キーフレーム補間法をリニア
からベジェに変更します。

合成のヒント

クリップやトラックを合成する場合は、以下のガイドラインを念頭に置いてください。

クリップ全体に一定の透明度を適用する場合は、エフェクトコントロールパネルでクリッ
プの不透明度を調整します。
最も効率良く透明度を定義する方法は、透明にする領域を定義するアルファチャンネルが
既に含まれているソースファイルを読み込むことです。透明度情報はファイルに格納され
ているので、このファイルをクリップとして使用するすべてのシーケンスでは、ファイル
に格納された透明度が維持された状態でクリップが表示されます。
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クリップのソースファイルにアルファチャンネルが含まれていない場合は、透明にする
個々のクリップインスタンスに対して透明度を手動で適用する必要があります。シーケン
スに含まれているビデオクリップに透明度を適用するには、クリップの不透明度を調整す
るか、エフェクトを適用します。
Adobe After Effects、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator などのアプリケーションを使用
すると、アルファチャンネル対応のファイル形式でファイルを保存するときに、元のアル
ファチャンネルを保持したり、アルファチャンネルを追加したりできます。

Premiere Pro での合成について詳しくは、Learn by Video および Video2Brain のビデオの中で Jan Ozer が詳
しく解説していますので、そちらを参照してください。
Premiere Pro での Ultra キーエフェクトおよびトラックマットキーエフェクトを使用した合成について、Eran
Stern による 30 分のチュートリアルが公開されています。
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書き出しの種類
Adobe Media Encoder
ビデオおよびオーディオファイルの書き出しワークフロー
ビデオチュートリアル

書き出しの種類

ビデオの書き出しは、後から行う追加編集に適した形式や、対象とする視聴者に最も適した形式で、シーケン
スから行うことができます。Premiere Pro は、様々な用途やデバイスに合わせた形式での書き出し機能をサ
ポートしています。

ファイルの書き出しと追加編集

編集可能なムービーファイルまたはオーディオファイルを書き出して、エフェクトやトランジションが完全に
レンダリングされた状態でプレビューできます。また、Premiere Pro 以外のアプリケーションでファイルの編
集を続けることもできます。同様に、静止画シーケンスも書き出すことができます。ビデオの単一フレームか
ら書き出した静止画は、タイトルやグラフィックとして使用することもできます。
Premiere Pro は、直接書き出しと Adobe Media Encoder の書き出しの両方をサポートしています。直接書き
出しでは、Premiere Pro から新しいファイルが直接生成されます。Adobe Media Encoder の書き出しで
は、Adobe Media Encoder にファイルが送信され、レンダリングされます。Adobe Media Encoder で、ア
セットを直ちにレンダリングするか、レンダリングキューに追加するかを選択できます。

テープへの書き出し

シーケンスやクリップを、サポートされているビデオカメラまたは VTR のビデオテープに書き出すことがで
きます。この書き出し形式は、マスターテープをアーカイブする場合や VTR でのスクリーニング用にラフ編
集を行う場合に使用します。

他のシステム用のプロジェクトファイルの書き出し

クリップだけでなくプロジェクトファイルを AAF ファイルに書き出すことができます。AAF ファイルは、
様々なサードパーティ製の編集システムに読み込んで、仕上げ作業をすることができます。Premiere Pro プロ
ジェクトの不要な部分を削除し、バックアップ用として保存できます。ソースメディアは使用してもしなくて
もかまいません。

各種デバイスおよび Web サイト用の書き出し形式

最終的に、Adobe Media Encoder を使用して、プロフェッショナル向けのテープデッキ、DVD プレーヤー、
ビデオ共有 Web サイト、携帯電話、ポータブルメディアプレーヤー、標準解像度（SD）テレビ、高精細
（HD）テレビなどのデバイスに適した形式でビデオを書き出すことができます。
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Adobe Media Encoder

Premiere Pro とその他のアプリケーションは、スタンドアロンのエンコーディングアプリケーションである
Adobe Media Encoder を使用します。書き出し設定ダイアログボックスで書き出し設定を指定して「書き出
し」をクリックすると、書き出し要求が Premiere Pro から Adobe Media Encoder に送信されます。
書き出し設定ダイアログボックスで、「キュー」をクリックして Premiere Pro シーケンスをスタンドアロン
の Adobe Media Encoder キューに送信します。キューでシーケンスを 1 つまたは複数の形式にエンコードし
たり、その他の機能を使用することができます。
スタンドアロンの Adobe Media Encoder がバックグラウンドでレンダリングおよび書き出しを実行している
ときに、Premiere Pro で作業を続行することができます。Adobe Media Encoder は、キュー内にある各シー
ケンスの最新保存バージョンをエンコードします。

ビデオおよびオーディオファイルの書き出しワークフロー
1. 次のいずれかの操作を行います。

タイムラインパネルまたはプログラムモニターで、シーケンスを選択します。

プロジェクトパネル、ソースモニターまたはビンで、クリップを選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

ファイル／書き出し／メディアを選択します。メディアを書き出し設定ダイアログ
ボックスが表示されます。

ファイル／書き出しを選択します。メディア以外のいずれかの書き出しオプションを
選択します。

3. （オプション）書き出し設定ダイアログボックスで、シーケンスまたはクリップの書き出
すソース範囲を指定します。ワークエリアバーにあるハンドルをドラッグします。次にイ
ンポイントを設定ボタン  またはアウトポイントを設定ボタン  をクリックします。

4. 画像をクロップするには、ソースタブを選択し「出力ビデオをクロップ」オプションを指
定します。

5. 書き出すファイルのファイル形式を選択します。

6. （オプション）対象とする再生方法、配布方法および視聴者に最適なプリセットを選択しま
す。Premiere Pro には、Twitter、Facebook、Vimeo および YouTube 用のプリセットが
用意されています。「パブリッシュ」タブをクリックします。

Premiere Pro シーケンスからそのシーケンスと同じ設定で自動的にファイルを書き出
すには、書き出し設定ダイアログボックスで「シーケンス設定を一致」を選択しま
す。

7. 書き出しオプションをカスタマイズするには、タブ（ビデオ、オーディオなど）をクリッ
クし、適切なオプションを指定します。

8. 次のいずれかの操作を行います。

「キュー」をクリックします。Adobe Media Encoder で、キューに追加されるエン
コードジョブを開きます。

「書き出し」をクリックします。Adobe Media Encoder によってアイテムが直ちにレ
ンダリングされ、書き出されます。

初期設定で、Adobe Media Encoder はソースファイルが保存されているフォルダーに書き出したファイルを
保存します。Adobe Media Encoder は、指定した形式の拡張子をファイル名の最後に追加します。書き出し
た各種ファイル用の監視対象フォルダーを指定できます。
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書き出し設定ダイアログボックスの各種設定の使用について詳しくは、書き出し設定リファレンスを参照して
ください。

ビデオチュートリアル

これらのビデオチュートリアルを参照して、Premiere Pro からのメディアの書き出しについて学習してくださ
い：

Premiere Pro からのビデオの書き出しの概要
シーケンス、クリップ、またはフレームを書き出す方法
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注意：

EDL ファイルとしてのプロジェクトの書き出し
AAF ファイルとしての書き出し
Final Cut Pro プロジェクトの XML ファイルの書き出し

EDL ファイルとしてのプロジェクトの書き出し

編集内容を情報として記述したデータファイルを書き出し、関連メディアまたは別の編集システムを使用し
て、そのデータファイルでプロジェクトの再編集を行うことができます。
Premiere Pro では、プロジェクトを CMX3600 形式で EDL（Edit Decision List）として書き出すことができ
ます。この形式は、EDL 形式の中で最も広く普及しており、また最も堅牢な形式です。
EDL を書き出すために Premiere Pro プロジェクトを設定する場合、次の基準を満たす必要があります。

EDL が最高の機能を発揮するのは、プロジェクトに含まれるビデオトラックが 1 つまで
でステレオオーディオトラックが 2 つまで、さらにネストしたシーケンスを含まない場合
です。ほとんどの標準的なトランジション、フレームの保持、クリップ速度の変更も EDL
で適切に動作します。
すべてのソース素材を正しいタイムコードでキャプチャしてログします。
キャプチャデバイス（キャプチャカードまたは FireWire ポートなど）には、タイムコード
を使用するデバイスコントロール機能が搭載されている必要があります。
ビデオテープにはそれぞれ固有のリール番号を付け、ビデオを撮影する前にタイムコード
でフォーマットする必要があります。

1. EDL として書き出すプロジェクトを開くか保存します。

2. タイムラインパネルがアクティブであることを確認して、ファイル／書き出し／EDL を
選択します。

3. EDL 書き出し設定（CMX 3600）ダイアログボックスで、書き出すビデオトラックおよ
びオーディオトラックを指定します。

1 つのビデオトラックと、最高 4 つのオーディオチャンネルまたは 2 つのステレオト
ラックを書き出すことができます。

4. EDL ファイルの保存先とファイル名を指定して、「保存」をクリックします。

5. 「OK」をクリックします。

標準 EDL では統合クリップがサポートされます。EDL は、統合クリップのシーケンストラック項目
を解釈します。これは、同じ時間位置のシーケンスでともに使用されるオーディオおよびビデオクリップを解
釈する現在のワークフローと同様です。ターゲットアプリケーションでは、統合クリップは統合クリップとし
て表示されません。オーディオとビデオは別々のクリップとして表示されます。ソースタイムコードはビデオ
とオーディオの両方で使用されます。

EDL での長い名前の表示
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ページの先頭へ

Avid Media Composer からの切り替え
Avid Media Composer からのプロジェクトの書き出
しと Premiere Pro への読み込みのシンプルなワーク
フローについて学習します。 

EDL では、クリップ名は 8 文字までという仕様上の制限があるので、それよりも長い名前は切り捨てられま
す。完全なクリップ名を確認するには、次の操作を行います。

1. ファイル／書き出し／EDL を選択します。

2. EDL 書き出し設定（CMX 3600）ダイアログボックスで、「32 文字の名前」チェック
ボックスをオンにします。このオプションをオンにすると、32 文字のテープおよびク
リップ名のサポートが有効になります。

3. 「OK」をクリックします。

AAF ファイルとしての書き出し

Advanced Authoring Format（AAF）は、プラットフォーム、システム、アプリケーションの間でデジタルメ
ディアおよびメタデータの交換を可能にするマルチメディアファイル形式です。AAF をサポートする Avid
Media Composer などのオーサリングアプリケーションは、形式のサポートの範囲内で、AAF ファイル内の
データの読み書きを行います。
書き出すプロジェクトが一般的な AAF 仕様に準拠しており、Avid Media Composer 製品と互換性があること
を確認してください。以下の点を考慮する必要があります。

Premiere Pro で書き出した AAF ファイルが、ビデオ編集製品である Avid Media
Composer ファミリと互換性があること。書き出された AAF ファイルがほかの AAF イン
ポーターでテストされていないこと。
トランジションは、クリップの最初や最後近くではなく、2 つのクリップの間にだけ存在
していること。各クリップの長さは、少なくともトランジションの長さと等しいこと。
クリップのインポイントとアウトポイントの両方にトランジションが指定されている場
合、クリップの長さは少なくとも両方のトランジションを合わせた長さであること。
Premiere Pro でクリップやシーケンスに名前を付ける場合、特殊文字、アクセント付き文
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注意：

カットのみのモノラルまたはステレオオーディオおよびビデオ

クリップ速度

バッチキャプチャファイルまたは再デジタル化ファイル

様々なサイズのフッテージ

ネストされたシーケンス

タイトル

ビンの階層

字、XML ファイルの構文解析に影響する文字を使用しないこと。使用できない文字
は、/、>、<、®、ü などです。
Premiere Pro から書き出して、Avid Media Composer に読み込まれる AAF ファイルが、
自動的にソースフッテージに再リンクしないこと。フッテージを再リンクするには、Avid
Media Composer の「batch import（バッチ読み込みのみオフライン）」オプションを使
用します。

AAF ファイルを書き出す場合、統合クリップがサポートされません。

Advanced Authoring Format（AAF）プロジェクトファイルの書き出し
1. ファイル／書き出し／AAF を選択します。

2. 変換したプロジェクトを別名で保存ダイアログボックスで、AAF ファイルの保存場所を
参照し、ファイル名を入力します。「保存」をクリックします。

3. AAF 書き出し設定ダイアログボックスで、「従来方式の AAF として保存」または「オー
ディオを埋め込み」を選択するか、どちらも選択しません。「OK」をクリックします。

Premiere Pro により、指定された場所でシーケンスが AAF ファイルとして保存されま
す。書き出しの問題を報告する AAF 書き出しログダイアログボックスが開きます。

AAF プラグインについて

AAF 書き出しプラグインは、Premiere Pro プロジェクトを次のように変換します。

プロジェクトパネル内のビンを除くすべての
項目を書き出します。プラグインは、オーディオパン、ゲイン、レベル変更、5.1 オーディオの変換は行いま
せん。ステレオオーディオチャンネルは、Avid Media Composer シーケンスで 2 つのトラックに分割されま
す。

ビデオクリップの速度変更（スロー、早送り、逆再生）を Avid Media Composer のモーション
エフェクトに変換します。モーションエフェクトは、サポートされている唯一のエフェクトです。ネストされ
たシーケンスに適用されたクリップ速度も変換されます。Avid Media Composer には、モーションエフェク
トに相当するオーディオ用のエフェクトはありません。速度の変更によってオーディオクリップがソースメ
ディアより長くなる場合は、ソースメディアの残りの長さと同じ長さになるように、プラグインでオーディオ
クリップの長さを調整します。プラグインは開始位置で開始し、隙間にフィラを配置します。シーケンスのこ
れらの部分は、Avid 編集システムで手動で修正できます。

AAF ファイルで指定したテープ名を保持しま
す。Avid Media Composer のバッチ記録機能を使用して、テープからメディアを再キャプチャします。

プラグインはプロジェクトをフル解像度で書き出します。ただし、読み込み時に
は、AVID プロジェクトに指定されている解像度に従ってすべてのフッテージの解像度が変更されます。

ネストされたシーケンスから繰り返しマスターコンポジションを構築します（Avid
Media Composer ではネストしたシーケンスへのリンクをサポートしていないからです）。そのため、AAF
ファイルでは、マスターコンポジションとネストされたシーケンスの間にはリンクがありません。

プラグインは、タイトルを Avid Media Composer のオフラインメディアに変換します。

Avid Media Composer は、すべての項目を単一のビンに配置します。複数のビンがあるプロジェ
クトは、1 つのビンに変換されます。
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グラフィックファイル

プロジェクトの要素

シーケンスおよびクリップマーカー

注意：

時間インジケーターの位置

グループ化されたクリップ

トランジションとエフェクト

ページの先頭へ

Final Cut Pro からの切り替え
Final Cut Pro からのプロジェクトの書き出しと
Premiere Pro への読み込みのシンプルな XML ワー
クフローについて学習します。

すべてのオリジナルファイルへの参照を保存しますが、Avid Media Composer との互
換性の点から、Avid Media Composer がサポートする形式に制限されます（サポートされるグラフィック
ファイル形式について詳しくは、Avid Media Composer のマニュアルを参照してください）。

バーとトーン、ブラックビデオ、カラーマット、カウントダウンマークなどの合成ク
リップを XDV のオフラインメディアに変換します。

インマーカーとアウトマーカーにあるシーケンスを除いて、すべての
シーケンスマーカーを Avid Media Composerのタイムコード（TC1）トラックにあるロケーターに変換しま
す。「チャプター」フィールド、「URL」フィールド、「フレームターゲット」フィールドは、Avid Media
Composer に対応するものがないため、変換されません。クリップマーカーは、Avid Media Composer のセグ
メントマーカーに変換されます。

AAF 書き出しプラグインは、シーケンスの終端より後ろに配置されたマーカーを無視します。

書き出したファイルで、シーケンスのデュレーション内であれば、時間インジ
ケーターは元の位置のまま維持されます。それ以外の場合は、Avid Media Composer シーケンスの最後に配
置されます。

読み込み時に、グループ化されているすべてのクリップはグループ解除され、個
別のクリップとして扱われます。

Premiere Pro から AAF 形式に書き出したトランジションとエフェクト
は、Avid Media Composer で一意に識別されます。

Final Cut Pro プロジェクトの XML ファイルの書き出し

1. ファイル／書き出し／Final Cut Pro XML を選択します。

2. 変換したプロジェクトを別名で保存ダイアログボックスで、XML ファイルを書き出す場
所に移動し、ファイル名を入力します。「保存」をクリックします。

Premiere Pro により、指定された場所でシーケンスが XML ファイルとして保存されま
す。また、Premiere Pro では同じ場所にあるテキストファイルに変換時の問題のログも
書き込みます。ログファイル名には「FCP 変換結果レポート」という文字が含まれま
す。

3. （オプション）必要に応じて、ログファイルを参照し、変換の問題の説明を確認してくだ
さい。

Premiere Pro から Final Cut Pro XML ファイルを書き出すと、統合クリップは Final Cut Pro のネスト化され
たシーケンスに変換されます。

Premiere Pro および Final Cut Pro 7（およびそれ以前）では、ファイル交換のために Final Cut Pro XML
ファイルを共有できます。Final Cut Pro X と Premiere Pro の間で情報を交換するには、「Xto7」という
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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

サードパーティ製ツールを使用できます。このツールの使用方法について詳しくは、この XtoCC チュート
リアルを参照してください。
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静止画像の書き出し

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

ソースモニターおよびプログラムモニターのフレームを書き出しボタン  を使用すると、Adobe Media
Encoder を使用せずに、ビデオのフレームをすばやく書き出すことができます。これは、フレームグラブと呼
ばれる場合もあります。

初期設定では、「フレームを書き出し」ボタンが表示されません。このボタンはボタンエディターで
追加できます。ボタンバーへのボタンの追加について詳しくは、モニターパネルボタンバーのカスタマイズを
参照してください。

1. クリップまたはシーケンス内の目的のフレームに再生ヘッドを合わせます。

2. フレームを書き出しボタンをクリックします 。

フレームの書き出しダイアログボックスが開き、テキスト編集モードで名前フィールドが
表示されます。編集する名前全体が選択されています。初期設定では、フレーム名に、
ソースクリップまたはシーケンスの名前および自動的に付けられた連番が含まれます。例
えば、Clip.mov という名前のクリップから書き出したフレームは、
「Clip.mov.Still001」、「Clip.mov.Still002」、「Clip.mov.Still003」などの名前が
Premiere Pro により付けられます。フレーム名を変更した場合でも、次回同じクリップ
からフレームを書き出す際には、Premiere Pro では次の番号が使用されます。
初期設定では、Premiere Pro はフレームの書き出しに使用した最後の形式を選択しま
す。

3. 次のいずれかの操作を行います。

フレームの新しい名前を入力します。形式メニューから形式を選択します。フレーム
の書き出し先に移動します。「OK」をクリックします。
Enter キーを押して、フレームの初期設定の名前、形式および場所をそのまま使用し
ます。

フレームが書き出されます。初期設定では、Premiere Pro は書き出したフレームのカ
ラービット深度をソースクリップまたはシーケンスのカラービット深度に設定します。
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Panasonic P2 形式への書き出し

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

注意：

Panasonic P2 シーケンスの編集が完了したら、編集したシーケンスをハードディスクに書き出したり、P2 カードに書き出すことができます。ま
た、クリップを個別に P2 形式に書き出すこともできます。
P2 形式で保存可能なクリップの最大ファイルサイズは 4 GB です。Premiere Pro では、サイズが 4 GB を超えるクリップまたはシーケンスを P2
形式で書き出す場合、4 GB のスパンドクリップのグループとして書き出します。クリップのスパンについて詳しくは、スパンドクリップについ
てを参照してください。
P2 カードで編集して P2 カードに戻すワークフローがシンプルになります。5.1 チャンネルシーケンスが含まれているプロジェクトに P2 クリッ
プを読み込み、ソースチャンネルを指定したトラックにマップします。その後、クリップをシーケンスに配置するか P2 に書き出します。詳しく
は、ソースオーディオチャンネルと出力オーディオチャンネルのマッピングを参照してください。

P2 プリセットで使用する初期設定の種類であるステレオシーケンスから P2 を書き出すと、2 つのモノラルトラックが含まれたファイルが
作成されます。Premiere Pro はシーケンスのステレオパンを保持します。Premiere Pro で 5.1 チャンネルマスタートラックが含まれるシーケンス
を P2 に書き出すと、シーケンスが左右のステレオに対応する 2 つのモノラルチャンネルのファイルとして書き出されます。

クリップまたはシーケンスを P2 メディアに書き出すと、Premiere Pro はクリップおよび XMP メタデータを P2 標準のフィールドに変換しま
す。P2 ビューア、カメラ、サーバーおよびデッキでこれらを読み取ることができます。

1. タイムラインパネルまたはプロジェクトパネルで、シーケンスまたはクリップを選択します。

2. （オプション）タイムラインから書き出す場合は、タイムラインマーカーを設定し、P2 アイコンとして書き出しに使用するフ
レームに番号「0」を付けます。

このマーカーを設定しないと、初期設定で P2 アイコンがシーケンスの最初のフレームに表示されます。

3. ファイル／書き出し／メディアを選択します。

4. 形式ポップアップメニューから「P2 ムービー」を選択します。

5. （オプション）「出力名」フィールドのホットテキストをクリックし、新しいファイル名を入力します。

この名前は、書き出したクリップのメタデータ XML ファイルの UserClipName 要素の値に使用されます。UserClipName 値
は、再度クリップを Premiere Pro に読み込んだときに、プロジェクトパネルの「名前」列に表示されます。名前を指定してい
ない場合、「名前」列にはファイル名が表示されます。ファイル名は、Panasonic P2 MXF 形式に準拠して自動的に生成され
ます。

6. ファイルの保存先を参照します。マウントされた P2 カードのルートへ移動するか、書き出し先フォルダーに移動して、「保
存」をクリックします。

書き出し先に P2 準拠のファイル構造がある場合、Premiere Pro は書き出されたクリップを既存のフォルダーに追加しま
す。P2 準拠のファイル構造がない場合、Premiere Pro は書き出し先にファイル構造を作成します。

7. 書き出すクリップまたはシーケンスの領域を定義します。書き出し設定ダイアログボックスで、三角形の時間インジケーター
を目的のインポイントにドラッグし、インポイントを設定ボタンをクリックします。三角形の時間インジケーターを目的のア
ウトポイントにドラッグし、アウトポイントを設定ボタンをクリックします。

8. 次のいずれかの操作を行います。

「キュー」をクリックします。Adobe Media Encoder で、キューに追加されるエンコードジョブを開きます。
「書き出し」をクリックします。Adobe Media Encoder は直ちにアセットをレンダリングします。

Adobe Media Encoder は、シーケンスまたはクリップをディスクまたは P2 カードの CONTENTS フォルダーに追加し、ビデオ MXF ファイルを
VIDEO フォルダーに、オーディオ MXF ファイルを AUDIO フォルダーに追加します。また、アイコンファイルを ICON フォルダー、メタデータ
XML ファイルを CLIP フォルダーに追加します。

以下も参照してください。
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DVD または Blu-ray ディスクへの書き出し

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

各種ディスクのファイル形式の選択
DVD、Blu-ray ディスクまたは SWF を作成するための Encore へのシーケンスの送信

シーケンスまたはシーケンスの一部は、オーサリング用のファイル形式、または DVD および Blu-ray ディス
ク への書き込みに対応したファイル形式で書き出すことができます。
あるいは、Encore に書き出してメニュー付きの DVD または Blu-ray ディスクとしてオーサリングしたり、メ
ニューなしでディスクに直接書き込むこともできます。
後で使用するために、または他のコンピューター上の Encore で操作するためにシーケンスを書き出すには、
ファイル／書き出し／メディアを選択し、適切な書き出し設定を選択します。ビデオおよびオーディオファイ
ルの書き出しワークフローを参照してください。

Premiere Pro CC での Encore の使用について詳しくは、この記事を参照してください。

各種ディスクのファイル形式の選択

DVD または Blu-ray ディスクの作成に使用するファイルを書き出す場合は、書き出し設定ダイアログボック
スでディスクに適した形式を選択します。単層または二層の DVD の場合は、「MPEG2-DVD」を選択しま
す。単層または二層の Blu-ray ディスクの場合は、「MPEG2 Blu-ray」または「H.264 Blu-ray」を選択しま
す。
指定した形式と、対象ディスクの空き容量および視聴するユーザーのニーズに応じて、適切なプリセットを選
択します。

DVD、Blu-ray ディスクまたは SWF を作成するための Encore へのシー
ケンスの送信

作業を始める前に、Encore が Premiere Pro と同じコンピューターにインストールされていることを
確認してください。

1. Premiere Pro のタイムラインパネルでシーケンスを選択します。

2. （オプション）必要に応じて Encore チャプターマーカーを追加します。Encore チャプ
ターマーカーの追加を参照してください。

3. （オプション）高精細クリップが含まれている標準画質出力用のシーケンスを作成してい
る場合は、DVD オーサリング用に Dynamic Link を使用してシーケンスを Encore に送信
する前に「最高レンダリング品質」を選択します。この手順は、Blu-Ray ディスクオーサ
リングに Dynamic Link を使用する HD シーケンスには該当しません。

4. ファイル／Adobe Dynamic Link／Encore に送信を選択します。

5. 新規プロジェクトダイアログボックスの「基本」タブで、「名前」フィールドにディスク
の名前を入力します。

6. （オプション）Encore プロジェクトの初期設定の場所を変更するには、「参照」をク
リックして場所を指定します。
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注意：

7. プロジェクト設定ペインで、オーサリングモードの名前を選択します。

「設定」領域と「詳細設定」タブで使用可能なオプションは、オーサリングモードが
Blu-ray であるか、DVD であるかによって異なります。

オーサリングモードは、Encore のプロジェクト設定ダイアログボックスでいつで
も変更できます。

8. （オプション）「詳細設定」をクリックし、トランスコードの設定を選択します。

9. 「OK」をクリックします。

Encore のプロジェクトパネルに、ダイナミックリンクされた Premiere Pro プロジェクト
とシーケンスが表示されます。

10. Encore でオーサリングと書き出しを完了します。Encore を使用した DVD、Blu-ray ディ
スクおよび SWF ファイルのオーサリングと構築について詳しくは、Encore のヘルプを
参照してください。
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ビデオテープへの書き出し

注意：

ページの先頭へ

DV 29.97i (720 x 480)

DV 25i (720 x 576)

DV ビデオテープへの書き出しの準備
デバイスコントロールを使用したテープへの書き出し
デバイスコントロールを使用しないテープへの書き出し

マスターテープを作成する場合など、編集したシーケンスをコンピューターから直接ビデオテープに書き出すことができます。新しいシーケンス
を開始する際に、新規シーケンスダイアログボックスの「編集モード」エリアで、ビデオテープの形式と品質を指定します。
シーケンスは、次に示したデバイス（ビデオカメラやデッキ）に直接録画することができます。
DV デバイス
デバイスとコンピューターが FireWire で接続されている Windows または Mac OS

HDV デバイス
デバイスとコンピューターが FireWire で接続されている Windows のみ
HD デバイス
Windows または Mac OS で、サポートされている HD キャプチャカードがコンピューターに搭載されていて、SDI または HD コンポーネントが接
続されている場合。HD ビデオのキャプチャおよび書き出しには、シリアルデバイスコントロールも必要です。詳しくは、使用するサードパーティ
製品のマニュアルを参照してください。
アナログデバイス
Windows または Mac OS で、シーケンスをデバイスで録画可能なアナログ形式に変換できるキャプチャカード、コンバーター、ビデオカメラ、ビ
デオデッキが搭載または接続されている場合。ほとんどの DV、HDV、HD カメラと、すべての DV、HDV、HD ビデオレコーダー、さらに一部の
キャプチャカードやコンバーターには、このような変換機能が用意されています。一部のデジタルビデオカメラでは、まずシーケンスをデジタル
テープに録画し、そのテープを再生してアナログビデオカメラにダビングする必要があります。
アナログデバイスへの書き出し中にデバイスコントロールを使用する場合は、デバイスコントローラもインストールされている必要があります。
多くのビデオキャプチャカードには、ビデオテープに録画するためのメニューコマンドを提供する互換プラグインソフトウェアが付属していま
す。本書に記載されているのと異なるオプションが表示される場合は、キャプチャカードやプラグインの取扱説明書を参照して、最も適したテー
プへの書き出し方法を確認してください。

シーケンスを書き出す前に、シーケンスに含まれているクリップがすべてオンラインになっていることを確認してください。

DV ビデオテープへの書き出しの準備

録画デバイス（ビデオカメラまたはビデオデッキ）が FireWire 接続を使用してコンピューターに接続されていることを事前に確認しておきます。

ビデオシーケンスの開始前と終了後に録画デッキ用の準備時間を設定するには、タイムラインウィンドウ上でシーケンスの前後にブラックビデ
オを追加します。ビデオ生成後にポストプロダクションへビデオテープの複製を依頼する場合は、ビデオとオーディオを調整できるように、プ
ログラムの先頭に最低 30 秒間のカラーバー＆トーンを追加します（カラーバーと 1 kHz トーンの作成を参照）。

1. デバイスをコンピューターに接続して電源を入れ、VTR、VCR または再生にします。

2. Premiere Pro を起動し、プロジェクトを開きます。

3. シーケンス／シーケンス設定を選択し、「再生設定」をクリックします。

4. 再生設定ダイアログボックスの「書き出し」セクションにある外部デバイスメニューで、適切な形式を指定します。次の設定
のいずれかを選択し、「OK」をクリックして環境設定ダイアログボックスを閉じます。

29.97 fps のフレームレートおよびインターレースフィールドを使用する NTSC DV を指定します。

25 fps のフレームレートおよびインターレースフィールドを使用する PAL DV を指定します。
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DV 23.976i

ページの先頭へ

注意：

ドロップフレームが n フレーム発生したら中止

ドロップフレームの発生を報告

書き出し前にオーディオをレンダリング

23.976 のフレームレートおよびインターレースフィールド（プルダウン方式を使用してプログレッシブスキャン
フレームに変換）を使用する DV 24P（24 progressive）または 24PA（24 progressive advanced）を指定します。

5. 24p 変換方法を選択します。

6. コンピューターで実行されているほかのプログラムを閉じます。

これで、シーケンスをテープに直接書き出す準備が整います。

デバイスコントロールを使用したテープへの書き出し

デバイスコントロールを使用してビデオテープへ書き出す場合は、デバイスコントロールでビデオをキャプチャするときと同様に、コンピュー
ターとカメラまたはデッキの両方が正しく設定されていることを事前に確認します（デバイスコントロールの設定を参照）。
Premiere Pro 互換のプラグインソフトウェアを利用して機器と接続する場合は、本書で記載されている説明とは異なるデバイスコントロールオプ
ションが表示されることがあります（詳しくは、デバイスの取扱説明書を参照してください）。
シーケンスを HDV デバイスに書き出すには、まず HDV 形式に変換する必要があります。Premiere Pro では、シーケンスを HDV に書き出す直前
に、自動的にトランスコード処理が実行されます。

HDV デバイスのテープへの書き出しができるのは、Windows で FireWire を使ったデバイスコントロールを使用している場合だけです。

1. ビデオ録画デバイスの電源が入っていて、正しいテープがデバイスにセットされていることを確認します。必要に応じて、録
画を開始する位置のタイムコードを確認し記録しておきます（このためには、タイムコードが記録されているテープを使用す
る必要があります。詳しくは、テープのストライピングまたはタイムコードの置き換えを参照してください。

2. 書き出すシーケンスをアクティブにし、書き出すシーケンスのセクションにワークエリアバーを配置します。

タイムラインパネルに表示されるシーケンスの領域全体にワークエリアバーを配置するには、タイムラインルーラーのすぐ
下のスペース部分をダブルクリックします。最初にシーケンス全体を表示するには、バックスラッシュキー（¥）を押しま
す。

3. ファイル／書き出し／テープへ書き出しを選択します。

4. Premiere Pro でデッキをコントロールするには、「レコーダーをアクティブ」を選択して、次のいずれかの操作を行います。

テープの特定のフレームから記録を開始するように指定するには、「タイムコード指定」を選択し、インポイントを入力し
ます。このオプションを選択しない場合は、現在のテープ位置から録画が開始されます。
デバイスのタイムコードを記録開始時間と同期させるには、「ムービー開始オフセット」を選択して、ムービーの再生をど
の程度遅らせるかをフレーム単位で入力します。一部のデバイスでは、ムービーの再生からデッキが記録を開始するまでの
間に若干の遅延が発生するため、この設定が必要です。
デッキで一定の速度に安定させるために指定された開始時間の前に Premiere Pro でテープを送るには、「プリロール」を
選択して、録画を開始する前に再生するフレーム数を入力します。多くのビデオ録画デバイスは、150 フレームで安定速度
に達します。

5. 「オプション」セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。

正常に書き出されないフレーム数が指定した数に達すると、自動的に書き出
しを終了します。ボックスに値を指定します。

ドロップフレームの発生を警告する報告テキストを生成します。

複雑なオーディオを含むシーケンスで書き出し中のドロップフレームの発生を防止し
ます。

6. 「書き出し」をクリックします。HDV デバイスの場合は、「レンダリングして書き出し」をクリックします。

HDV デバイスに書き出す場合は、レンダリング中であることを示すダイアログボックスが開き、HDV への変換の進捗が進行
状況バーで表示されます。通常は、変換処理が 50％ほど完了した時点で、テープへの書き出しが開始されます。

7. 書き込みが終了すると、「書き出しステータス」の「ステータス」に「書き出しの正常終了」というメッセージが表示されま
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

ページの先頭へ

注意：

す。それ以上書き込みを行わない場合は、「キャンセル」をクリックして、テープへ書き出しダイアログボックスを閉じま
す。

デバイスコントロールが使用できないと表示された場合は、「キャンセル」をクリックします。編集／環境設定を選択
し、デバイスコントロールをクリックします。「デバイスコントロール」のDVデバイスコントロールオプションでデバイスが
正しく設定されていることを確認し、「OK」をクリックします。その後、もう一度テープへの書き込みをやり直してみます。

デバイスコントロールを使用しないテープへの書き出し

Premiere Pro の再生制御とデバイスの録画制御を操作することで、デバイスコントロールを使用せずにビデオテープに書き出すことができます。

HDV デバイスのテープへの書き出しが行えるのは、Windows でデバイスコントロールを使用している場合だけです。

1. 書き出すシーケンスをアクティブにします。

2. シーケンスを再生した時にビデオデッキやカメラに同じ映像が再生されていることを確認します。再生されていない場合は、
テープへの書き出しの準備手順を確認するか（DV ビデオテープへの書き出しの準備を参照）、使用しているアナログデバイス
の取扱説明書を参照してください。

3. 録画するビデオデッキが録画 - 一時停止モードかどうかの確認と、録画を開始したい場所にテープがセットされていることを
確認します。

4. 時間インジケーターをシーケンスの先頭（または必要に応じてワークエリア）に配置します。

5. 必要に応じて、デバイスの録画ボタンまたは一時停止ボタンを押して、デバイスを録画モードにします。

6. プログラムモニターにある再生ボタンをクリックします。

7. プログラムが終了したら、プログラムモニターの停止ボタンをクリックして、デバイスの停止ボタンを押します。

以下も参照してください
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Web およびモバイルデバイス向けの書き出し

ページの先頭へ

Adobe Premiere Pro では、Web またはモバイルデバイスに書き出すことができるビデオを簡単に作成できます。
プロジェクトを書き出すには、シーケンスをクリックし、ファイル／書き出し／メディアを選択します。
書き出し設定ダイアログボックスで、アップロード時間を短縮し、再生品質を向上させるために最適なファイル形式、フレームサイズ、ビット
レートまたはあらかじめ用意されているプリセットを選択できます。
ここでは、最適な設定を選択するためのヒントをご紹介します：

Web 向けビデオを作成するためのヒント
モバイルデバイス向けビデオを作成するためのヒント

Web 向けビデオを作成するためのヒント

Web 配信用に最高品質のビデオを作成するには、以下のガイドラインに従ってください。

オーディエンスのデータレートの把握
ビデオをインターネット上で配信する場合は、低いデータレートでファイルを作成します。 高速なインターネット接続を使用しているユーザー
は、読み込むことなく直ちにビデオを見ることができますが、ダイヤルアップ接続を使用しているユーザーは、ファイルのダウンロードに時間が
かかります。 クリップを短くして、ダウンロード時間をダイヤルアップユーザーの許容範囲内に収めます。
適切なフレームレートの選択
フレームレートは、フレーム/秒（fps）で表されます。 データレートの高いクリップでは、フレームレートを低くすることにより、限られた帯域
幅での再生が改善されます。例えば、ほとんど動きのないクリップを圧縮する場合、フレームレートを半分に減らしても、データレートは 20 ％程
度しか減少しません。それに対して、動きの多いビデオを圧縮する場合は、フレームレートを減らすとデータレートも大幅に減少します。
本来のフレームレートで再生した方がビデオの品質は格段に優れているので、配信チャンネルや再生プラットフォームが高いフレームレートに対
応できる場合は、フレームレートを落とさないでおくことをお勧めします。 Web 配信の場合、ホスティングサービスに詳細をお問い合わせくださ
い。 モバイルデバイスの場合、デバイス固有のエンコードプリセットと、Premiere Pro の Adobe Media Encoder を通じて使用可能なデバイスエ
ミュレーターを使用します。フレームレートを減らす必要がある場合は、元のフレームレートを整数で割った値にすると、最適な結果が得られま
す。
データレートとフレームアスペクト比に適したフレームサイズの選択
特定のデータレート（接続スピード）では、フレームサイズが増加するとビデオの品質が低下します。 エンコード設定のフレームサイズを決める
ときには、フレームレート、ソースマテリアルおよび個人の環境設定を考慮する必要があります。 ピラーボックス化（画面の両側が黒くなる現
象）を防ぐには、ソース映像と同じ縦横比を持つフレーム縦横比を選択することが重要です。 例えば、NTSC 映像を PAL フレームサイズにエン
コードすると、ピラーボックスが発生します。
プログレッシブダウンロードの時間を理解する
ダウンロードが完了するまで、ビデオの再生が中断されることなく最後まで続くようにするには、ダウンロードにどれだけ時間がかかるかを把握
しておく必要があります。ビデオの先頭部分をダウンロードする間に他のコンテンツを表示し、ダウンロード時間が気にならないようにすること
もできます。 短いクリップの場合は、一時停止 = ダウンロード時間 - 再生時間 + 再生時間の 10 ％という公式を使用します。 例えば、クリップの
長さが 30 秒間で、ダウンロードに 1 分間かかる場合は、33 秒間のバッファーを確保します。この値は、公式により 60 秒 – 30 秒 + 3 秒 = 33 秒
のように求められます。
ノイズとインターレースの排除
最適なエンコード結果を得るには、ノイズとインターレースを排除することが重要です。
オリジナルの品質が高いほど、最終的な仕上がりが良くなります。 インターネットビデオはテレビに比べてフレームレートが低く、サイズも小さ
いです。しかし、コンピューターのモニターは、色の忠実度、彩度、シャープネス、および解像度において HDTV（高精細テレビ）と同等以上の
性能を備えているのが普通です。したがって、たとえ小さなウィンドウに表示する場合でも、デジタルビデオの品質は HDTV と同じように重要で
す。 アーティファクトやノイズも、コンピューターの画面上ではテレビの場合と同等以上に目立ちます。
オーディオでも同様のガイドラインを適用
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ページの先頭へ

注意：

ビデオを作成する場合と同様の点をオーディオの作成でも考慮する必要があります。 オーディオを最適な状態に圧縮するには、クリアな音質の
オーディオを使用して作業を開始する必要があります。 CD のオーディオを読み取って使用するプロジェクトでは、CD からオーディオファイルを
直接転送することをお勧めします。サウンドカードのアナログ入力でサウンドを録音しないでください。サウンドカードによる無用のデジタル -
アナログ変換とアナログ - デジタル変換が介在すると、ソースオーディオにノイズが混入する原因になるからです。 ダイレクトデジタル転送ツー
ルは、Windows および Mac OS® プラットフォームで利用できます。アナログのソースから記録する場合は、最高品質のサウンドカードを使用し
てください。

モバイルデバイス向けビデオを作成するためのヒント

Apple iPod、3GPP 携帯電話、Sony PSP、その他のモバイルデバイス用にシーケンスを書き出すことができます。書き出し設定で、ターゲットデ
バイス用に作成された H.264 形式プリセットを選択します。
「FAQ: How do I export a movie for YouTube, Vimeo, iPad, iPhone, Apple TV?」

モバイルデバイス向けのコンテンツを撮影する場合、以下のヒントを参考にしてください。

タイトショットのほうが適しています。 被写体と背景がはっきり区別できるように撮影します。カラーが、背景と被写体とで
類似しすぎていてはいけません。
照明に注意します。 照明が足りない映像は、モバイルデバイスで使われるような小さい画面では見づらくなる場合がありま
す。 明るくはっきりした映像になるように照明を調整して撮影してください。
過度なパンやローリングを避けます。

Adobe Premiere Pro および After Effects でビデオを編集する場合、以下のヒントを参考にしてください。

出力デバイスまたは出力タイプに従って、出力ムービーのフレームレートを設定します。例えば、After Effects でコマーシャル
をレンダリングする場合、テレビ放送向けに使用するフレームレートは通常 29.97 フレーム/秒（fps）です。モバイルデバイス
向けにはテレビ放送向けより低いフレームレート（15 fps など）を使用します。 22 fps のフレームレートにすると、品質を低
下させずにファイルサイズを縮小できます。
ムービーをできるだけ小さくするために、不必要なコンテンツを削除します。 いくつかの処理をエンコード前に行うことによ
り、ファイルサイズを制限できます。 処理のいくつかは撮影技術によってカバーできますが、その他はポストプロダクション
作業（例えば、After Effects を使用して、モーションスタビライズやノイズ軽減またはブラー効果を適用）を行うことにより、
エンコーダーでの圧縮が容易になります。

ムービーを小さくするヒントについては、After Effects ヘルプおよび Adobe Premiere Pro ヘルプを参照してください。

モバイルデバイスの多くは、フルカラーで表示できず同時発色数が限られています。 そのため、使用するカラーをデバイスに
合わせる必要があります。 Device Central でプレビューすることにより、使用しているカラーが対象とするデバイスに適切か
どうかを判断できます。
クリップのカラーを適切な値に調整します。 グレースケール化して表示すると、明るさやカラーバランスなどの調整に役立ち
ます。
Adobe Media Encoder のプリセットを使用します。 Adobe Media Encoder には、モバイルデバイスへの書き出し用にいくつか
のプリセットが用意されています。プリセットには標準サイズとして 176 x 144（QCIF）、320 x 240、352 x 288 がありま
す。
DV プロジェクトのような SD のプロジェクト設定で作業をし、出力に合わせて適切に縮小やトリミングをします。4:3 や
16:9、11:9 の標準のプリセットを使用して作業は進められますが、出力のエンコード時に出力デバイスに応じて縦横比が変わ
ることに注意してください。 Adobe Premiere Pro の AME のクロップツールは Photoshop の切り抜きと同様に縦横比を制限で
きるため、4:3、16:9 そして 11:9 といったクロップ縦横比を使用できます。
最終的に出力するモバイルデバイスの縦横比で作業をします。 新しい Premiere Pro のプロジェクトプリセット
（CIF、QCIF、QQCIF や iPod、QVGA、Sub-QCIF）を使用すると簡単です。 フレームの寸法は最終的な出力サイズよりも大
きくなります（176 x 144 など小さい寸法で作業すると、タイトルやテロップをつける場合など困難な状況が発生します）が、
出力フレームの縦横比に一致していれば、エンコーディングもより容易になります。 各 Windows プロジェクトプリセットでは
非圧縮ビデオにレンダリングされますが、ほとんどのコンピューターはこれらの縮小されたフレームサイズでのデータレートお
よび 2 分の 1 のフレームレートに対応しています （この処理は、出力対象がモバイルデバイスのみのプロジェクト向けで
す）。 多くのモバイルデバイスでは、4:3（QVGA、VGA など） と 11:9（CIF、QCIF、Sub-QCIF）の 2 つの縦横比がサポー
トされています。 これら 2 つの一般的なプロジェクト設定は、Mobile & Presets フォルダーに含まれています。

657

http://forums.adobe.com/thread/878521
http://forums.adobe.com/thread/878521
http://forums.adobe.com/thread/878521


  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

658

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


Pro Tools で使用する OMF ファイルの書き出し

注意：

ページの先頭へ

1 つのファイル

個別のオーディオ

オーディオファイル全体をコピー

オーディオファイルをトリミング

ページの先頭へ

Pro Tools で使用する OMF ファイルの書き出し
OMF ファイルでサポートされている機能
Pro Tools への OMF ファイルの読み込みに関するヒント

Premiere Pro のシーケンス全体から、すべてのアクティブなオーディオトラックを Open Media Format（OMF）ファイル形式で書き出すことがで
きます。DigiTranslator 機能のライセンスがあれば、DigiDesign Pro Tools で OMF ファイルが読み込まれます。Pro Tools で DigiTranslator を使用
して、Premiere Pro から取り込んだサウンドトラックに音入れをすることができます。

Premiere Pro によって書き出された OMF ファイルは、ProTools 以外のプラットフォームでは公式にサポートされません。Premiere Pro
では OMF ファイルは読み込めません。

Pro Tools で使用する OMF ファイルの書き出し
1. タイムラインパネルでシーケンスを選択します。

2. ファイル／書き出し／OMF を選択します。

3. OMF 書き出し設定ダイアログボックスで OMF ファイルのタイトルを「OMF タイトル」フィールドに入力します。

4. サンプルレートメニューとサンプルビット数メニューから、シーケンスに必要な設定を選択します。

5. ファイルメニューから次のいずれかを選択します。

この設定では、プロジェクトメタデータと選択したシーケンスのすべてのオーディオを含む 1 つの OMF ファ
イルが書き出されます。通常、1 つのファイルにカプセル化された OMF ファイルはサイズが大きくなります。

この設定では、個別のモノラル AIF ファイルが _omfiMediaFiles フォルダーに書き出されます。フォルダー
名には OMF ファイルのファイル名が含まれます。AIF ファイルを使用することによって、従来のオーディオシステムとの互換
性を最大にすることができます。

6. レンダリングメニューから次のいずれかを選択します。

この設定では、シーケンス内で使用されているクリップ全体のオーディオが書き出されま
す。クリップの使用回数やクリップの使用割合は考慮されません。

この設定では、シーケンス内で使用されているクリップの該当部分、すなわちクリップイン
スタンスのみが書き出されます。ファイルの開始部分と終了部分に追加される余分な長さ、つまり予備フレームを持つクリッ
プインスタンスを書き出すように指定することもできます。

7. 「予備フレーム」フィールドで、ビデオフレームの予備の長さを指定します。「メディアを統合」を選択すると、合計時間が
書き出されたファイルの開始部分と終了部分に追加されます。初期設定では、フレーム単位で、シーケンスフレームレートで
1 秒に設定されています。指定した予備フレームの長さがクリップインスタンスの長さを超えている場合は、クリップインス
タンス全体が書き出されます。

8. Pro Tools を起動し、OMF ファイルを読み込みます。Pro Tools へのファイルの読み込みについて詳しくは、Pro Tools のヘル
プを参照してください。

OMF ファイルでサポートされている機能
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注意：

正確な書き出しのサンプル

48 k および 96 k のサンプルレート

16 ビットまたは 24 ビット

「1 つのファイル」と「個別のオーディオ」オプション

トラック名

クリップ名

クリップボリュームとクリップキーフレームボリューム

オーディオトランジション

オーディオミキサーのパン設定

ステレオトラック

ステレオバランス

5.１ チャンネルトラックと 16 チャンネルトラックに適用するチャンネルゲインエフェクト

左チャンネルへ振るエフェクト、右チャンネルへ振るエフェクト、チャンネルの入れ替えエフェクト

トラック出力の切り替え

ネストされたシーケンス

統合クリップ

Premiere Pro では、OMF への書き出し時に、次の属性とメタデータとともにファイルを書き出します。

Premiere Pro では、OMF への書き出し時に、以下に挙げられているエフェクトのみを適用します。また、OMF 値はクリップベースであ
るため、Premiere Pro ではほとんどのトラックベースの値が OMF に書き出されません。

Premiere Pro では、すべてのトランジションとキーフレームポイントが、オーディオサンプルの境界上に配置されま
す。ビデオフレームの境界には、このような配置の制約はありません。

Premiere Pro では、Pro Tools の要件に従って、サウンドクリップが一貫した同じサンプルレートで変換され
ます。サンプルレートは書き出し時に選択できます。

書き出し時にビット数を選択できます。

「1 つのファイル」オプションを使用すると、オーディオと OMF の両方のメタデータを
含むサイズの大きな単一ファイルを書き出すことができます。「個別のオーディオ」オプションを使用すると、サイズの小さな OMF ファイルと、
関連する個々の外部オーディオファイルを書き出すことができます。OMF ファイルのサイズは 2 ギガバイトに制限されているため、「個別のオー
ディオ」オプションは、サイズの大きなプロジェクトでは有用です。

OMF と Pro Tools は、モノラルトラックでのみ機能します。Premiere Pro はステレオ、5.1 チャンネルまたは 16 チャンネルトラック
から個別のモノラルトラックを書き出します。書き出されたトラックの名前にはソーストラック ID が含められます。書き出された左のステレオ
チャンネルと右のステレオチャンネルのトラック名には、それぞれ _L と _R が含められます。

OMF ファイルを Pro Tools に読み込むと、Premiere Pro シーケンスから取り込んだクリップ名が Pro Tools のタイムラインに表示さ
れます。

初期設定では、Premiere Pro はクリップのボリュームレベルとクリップキーフレームのボ
リュームレベルを OMF ファイルのクリップゲインエフェクトに書き出します。DigiTranslator を、キーフレームボリューム設定を受け入れるまた
は無視するように設定することができます。

Premiere Pro は、隣り合う 2 つのクリップ間のオーディオトランジションを書き出します。中心に配置する設定も、
中心に配置しない設定も可能です。

キーフレームなしのクリップ 1 つにつき １ つのパン設定が書き出されます。Premiere Pro では、トラックからパ
ン設定が書き出され、クリップ書き出しデータに適用されます。

初期設定では、OMF への書き出し時に、左チャンネルを左に、右チャンネルを右にパンします。

Premiere Pro では、クリップバランスをクリップのオーディオゲインエフェクトに適用します。オーディオミキサーバランスは
トラックベースであってクリップベースではないため、適用されません。

Premiere Pro では、クリップチャンネルごとに最初の
チャンネルゲイン値を適用します。クリップチャンネルゲインキーフレームは適用されません。

Premiere Pro では、各クリップについて、左
チャンネルへ振るエフェクト、右チャンネルへ振るエフェクト、チャンネルの入れ替えエフェクトの最初の値が適用されます。左チャンネルへ振
るキーフレーム、右チャンネルへ振るキーフレーム、チャンネルの入れ替えキーフレームは適用されません。

Premiere Pro では、トラック出力の切り替え設定がオンになっているオーディオトラックのみが書き出されます。トラッ
クがオフになっていると、トラックは書き出された OMF ファイルに含まれません。オーディオミキサーのトラックをミュートボタンとソロトラッ
クボタンは適用されません。

Premiere Pro では、シンプルなクリップの場合と同じ方法で、個々のネストされたシーケンスのオーディオを書き出しま
す。

Premiere Pro は、マスタークリップやサブクリップと同じ方法でオーディオを書き出します。
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ページの先頭へ

Pro Tools への OMF ファイルの読み込みに関するヒント

DigiTranslator ダイアログボックス

「Pan Odd Tracks Left/Even Tracks Right」の選択を解除します。
自動ゲインコントロールを実行するには、「Convert Clip Based Gain To Automation」を選択します。
サンプルレート変換が不要な場合は、「Sample Rate Conversion」を選択しません。

Missing Files ダイアログボックス

初期設定を「Manually Find And Relink」に変更して「OK」を押します。
すべてのオプションの選択を解除します。
<プロジェクト名> ExternalMediaFiles フォルダーを見つけて選択します。
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書き出し時に、特定の形式にスマートレンダリングを使用して、可能であれば再圧縮を避け、より高品質で出力を作成することができます。
以前のバージョンの Premiere Pro では、DV 形式および DVCPro 形式にスマートレンダリングを使用できました。
Premiere Pro では、元のマテリアルが Long GOP MPEG2 OP1a または XDCAM EX ファイルと一致する Long GOP MPEG2 OP1a 書き出しのた
めにスマートレンダリング機能が追加されました。スマートレンダリングにより、再圧縮を回避しながら、Long GOP MPEG2 データの MXF レン
ダリング時間が短縮されます。
DV 形式や DVCPro 形式については、スマートレンダリングが自動的に適用されます。
XDCAM 形式については、XDCAM Exporter プラグインのスマートレンダリングのチェックボックスをオンにします。シーケンス内のタイムライ
ンに設定が一致しているこれらの形式のクリップがあり、プリセットが一致している MXF OP1a に書き出され、XDCAM Exporter プラグインで
チェックボックスがオンになっている場合、スマートレンダリングが適用されます。Premiere Pro で適用されているエフェクトが確認され、必要
に応じて通常のレンダリングに戻ります。
スマートレンダリングを解除するには、XDCAM Exporter プラグインでチェックボックスをオフにします。
これらの形式を使用するスマートレンダリングによってワークフローが加速され、生成時のロスが減少します。レンダリング回数は 4 ～ 12 回の範
囲内で、リアルタイムよりも短時間です。ビットレートが低いほど、レンダリング速度が上がります（コピーする 1 フレーム当たりのデータが少
ないため、同じ転送速度でより多くのことを実行できます）。
Premiere Pro チームによる詳細情報を含めて、スマートレンダリングについて詳しくは、このブログ投稿を参照してください。
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Adobe SpeedGrade の操作

ページの先頭へ

ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

Premiere Pro と SpeedGrade の間の Direct Link のラウンドトリップワークフロー
Premiere Pro 内で SpeedGrade のカラー補正 Looks を適用
Premiere Pro シーケンスを EDL として SpeedGrade に書き出す

Adobe® SpeedGrade® は、フッテージ用の高度なカラーグレーディング機能を提供するカラーグレーディングアプリケーションです。
Direct Link ワークフローを使用すると、SpeedGrade で Premiere Pro プロジェクトを直接開いてカラーグレーディングを適用できます。
Premiere Pro で新しい Lumetri Looks ブラウザーを使用して、Premiere Pro にあるシーケンスに直接 Lumetri Looks を適用することもできます。
または、Premiere Pro シーケンスを EDL として SpeedGrade に読み込むことができます。

Premiere Pro と SpeedGrade の間の Direct Link のラウンドトリップワークフロー

Direct Link ワークフローでは、Premiere Pro と SpeedGrade の間でより緊密で効率的なカラーグレーディングワークフローが実現します。
Direct Link を使用すると、Premiere Pro プロジェクトを SpeedGrade に送信するか SpeedGrade で直接開き、カラーグレーディングの変更を適用
し、Premiere Pro に戻すことができます。Direct Link のワークフローでは、プロジェクトを書き出したり読み込んだりする必要がなく、相互交換
形式、またはあらゆる種類のファイル変換で処理します。
詳細については、Premiere Pro と SpeedGrade の間の Direct Link のワークフローを参照してください。

Premiere Pro 内で SpeedGrade のカラー補正 Looks を適用

Adobe Premiere Pro CC には Lumetri™ Deep Color Engine が組み込まれており、SpeedGrade の .look ファイルをクリップに適用できます。

エフェクトパネルの Lumetri Looks ブラウザーには、Lumetri Looks のプリセットのライブラリが用意されています。アプリケーションから離れる
ことなく、シーケンスに SpeedGrade のカラー補正レイヤーや事前に作成された参照テーブル（LUT）が適用されます。また、Looks ブラウザー
では、他のシステムの SpeedGrade または LUT から書き出された .look ファイルを検索したり、使用したりできます。

Premiere Pro 内の Lumetri エフェクトは読み取り専用であるため、SpeedGrade でカラー補正レイヤーおよび LUT を編集します。ま
た、SpeedGrade で Premiere シーケンスを保存したり、開いたりできます。

Premiere Pro シーケンスを EDL として SpeedGrade に書き出す

Premiere Pro シーケンスを EDL（Edit Decision List）として SpeedGrade に書き出すことができます。Premiere Pro から EDL を書き出して 、元
のシーケンスにリンクすることができます。それから、SpeedGrade に読み込みます。これには、次の手順を行います：

1. Premiere Pro のプロジェクトパネルまたはタイムラインでシーケンスを選択します。
2. ファイル／書き出し／EDL を選択します。
3. EDL の調整を行い、名前と出力先を選択して「OK」をクリックします。CMX 3600 スタイルの EDL が作成されます。
4. SpeedGrade で、デスクトップの表示を更新してから EDL に移動します。
5. EDL をクリックします。編集内容が SpeedGrade に読み込まれます。
6. 「Reels」セクションにオフラインクリップが表示されます。
7. サイドバーでオリジナルファイルを見つけます。
8. Sequence Folder View メニューで「Sequences from folder + subtree」を選択します。メディアフォルダーからの素材が表示
されます。
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9. 「Reels」セクションの Load from Desktop ボタンをクリックします。EDL からの情報に基づいて素材が自動的に最適化され
ます。
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Adobe Prelude の操作
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ページの先頭へ

Adobe® Prelude™ を使用してクリップをインジェストしたり、フッテージをトランスコードしたり、サブクリップマーカーを作成したり、ラフ
カットしたりして、Adobe Premiere Pro にデータを読み込むことができます。
Prelude のクリップ命名機能およびメタデータ機能を使用して、サブクリップをすばやく作成し、ラフカットアセンブリを作成し、すぐに編集する
ためにシーケンスとして Premiere Pro に送信できます。その後、Prelude からラフカット、クリップ、サブクリップ、およびビンを編集するため
に Adobe Premiere Pro プロジェクトに書き出すことができます。
Adobe Prelude の使用について詳しくは、Adobe Prelude ヘルプを参照してください。

Adobe Prelude からのファイルの書き出し

Prelude からラフカット、クリップ、サブクリップ、およびビンを Adobe Premiere Pro プロジェクトまたは FCP XML ファイルに書き出すことが
できます。または、ラフカットを Adobe Premiere Pro に直接送信して編集することもできます。
Prelude からの整理内容やメタデータ情報は、Adobe Premiere Pro に引き継がれます。このようにワークフローはシームレスなので、ムービーの
最終版を作成するときにポストプロダクションにかかる時間や作業が削減されます。

Premiere Pro プロジェクトおよび Final Cut Pro XML ファイルの書き出し

Adobe Prelude からのクリップ、サブクリップ、マーカーおよびラフカットを含む Premiere Pro プロジェクトファイルを書き出すには、次の操作
を行います。
ファイルが書き出されます。これで Adobe Premiere Pro でプロジェクトファイルを読み込んだり開いたりすることができるようになります。

1. ファイル／書き出しを選択します。
2. 書き出しダイアログボックスが表示されます。
3. プロジェクトファイルの保存先を選択します。
4. プロジェクトファイルに名前を付け、有効のチェックボックスをオンにします。
5. 「種類」で「Premiere Pro」または「Final Cut Pro XML」を選択します。
6. （オプション）関連するメディアを有効のチェックボックスをオンにして書き出し、サブフォルダー名を作成します。
7. 「OK」をクリックします。

リソース

Adobe Prelude ヘルプ
ビデオチュートリアル：What is Adobe Prelude?
ビデオチュートリアル：An overview of the interface
ビデオチュートリアル：Improved markers and importing from Prelude
ビデオチュートリアル：Sharing clips and rough cuts directly with Adobe Premiere Pro
ビデオチュートリアル：Adding comments
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ページの先頭へ

Adobe Premiere Pro 必要システム構成
Adobe Premiere Pro CC（2015）の必要システム構成と言語バージョン
Adobe Premiere Pro CC（2014）の必要システム構成と言語バージョン
Adobe Premiere Pro CC 必要システム構成
Adobe Premiere Pro CS6 必要システム構成
Adobe Premiere Pro CS5.5 必要システム構成
Adobe Premiere Pro CS5 必要システム構成
Adobe Premiere Pro CS4 必要システム構成
Adobe Premiere Pro CS3 必要システム構成

Adobe Premiere Pro CC（2015）の必要システム構成と言語バージョン

Windows

Intel Core2 Duo または AMD Phenom II 以上、64 ビット対応 CPU
Microsoft Windows 7 Service Pack 1（64 ビット）日本語版、Windows 8（64 ビット）日
本語版または Windows 10（64 ビット）日本語版
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上に
はインストールできない）
プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x800 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
7,200 RPM 以上のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るに
は、RAID 0 に設定された高速ディスクドライブを推奨）
ASIO または Microsoft WDM 対応のサウンドカード
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証、およびオンライン
サービスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

Mac OS

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X バージョン 10.9、10.10 または 10.11 日本語版
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
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プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x800 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
7,200 RPM のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るには、RAID 0
に設定された高速ディスクドライブを推奨）
QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要 
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証、およびオンライン
サービスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

* ユーザーへの注意：本製品をアクティベートして使用するには、インターネット接続、Adobe ID、および使
用許諾条件への同意が必要です。本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービスへの連携また
はアクセスが可能な場合があります。アドビのサービスは 13 歳以上のユーザーのみを対象としており、その
使用には追加の利用条件およびアドビのプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。これらの
アプリケーションとサービスは、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合が
あり、予告なく変更または中止となることがあります。また、追加料金やメンバーシップ費用が適用される場
合もあります。

推奨される GPU 高速処理対応 AMD および NVDIA ビデオアダプター

Windows CUDA：
NVIDIA GeForce GT 650M
NVIDIA GeForce GT 750M
NVIDIA GeForce GT 755M
NVIDIA GeForce GTX 675MX
NVIDIA GeForce GTX 680
NVIDIA GeForce GTX 680MX
NVIDIA GeForce GTX 690
NVIDIA GeForce GTX 770
NVIDIA GeForce GTX 775M
NVIDIA GeForce GTX 780
NVIDIA GeForce GTX 780M
NVIDIA GeForce GTX TITAN
NVIDIA Quadro K1100M
NVIDIA Quadro K2000
NVIDIA Quadro K2100M
NVIDIA Quadro K2200
NVIDIA Quadro K2000M
NVIDIA Quadro K3000M
NVIDIA Quadro K4000
NVIDIA Quadro K4000M
NVIDIA Quadro K4100M
NVIDIA Quadro K4200
NVIDIA Quadro K5000
NVIDIA Quadro K5000M
NVIDIA Quadro K5200
NVIDIA Quadro K6000
NVIDIA Quadro M4000
NVIDIA Quadro M5000
NVIDIA Quadro M6000
NVIDIA Tesla K10

Mac CUDA：
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GeForce GTX 675MX
GeForce GTX 680
GeForce GTX 680MX
GeForce GT 750M
GeForce GT 755M
GeForce GTX 775M
GeForce GTX 780M
Quadro K5000

Windows OpenCL：
AMD FirePro M2000
AMD FirePro M4000
AMD FirePro M5950
AMD FirePro M6000
AMD FirePro S7000
AMD FirePro S9000
AMD FirePro S10000
AMD FirePro V3900
AMD FirePro V4900
AMD FirePro V5900
AMD FirePro V7900
AMD FirePro W2100
AMD FirePro W4100
AMD FirePro W5000
AMD FirePro W5100
AMD FirePro W7000
AMD FirePro W7100
AMD FirePro W8000
AMD FirePro W8100
AMD FirePro W9000
AMD FirePro W9100
AMD FirePro W4170W FireGL V
AMD FirePro M5100 FireGL V
AMD FirePro M6100 FireGL V
AMD A10-7800 APU
AMD Radeon HD 8470
AMD Radeon HD 8550M
AMD Radeon HD 8570
AMD Radeon HD 8570M
AMD Radeon HD 8670
AMD Radeon HD 8670M
AMD Radeon HD 8690M
AMD Radeon HD 8730M
AMD Radeon HD 8740
AMD Radeon HD 8750M
AMD Radeon HD 8760
AMD Radeon HD 8770M
AMD Radeon HD 8790M
AMD Radeon HD 8870
AMD Radeon HD 8950
AMD Radeon HD 8970
AMD Radeon R7 265
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AMD Radeon R7 APU
AMD Radeon R7260X
AMD Radeon R7M260
AMD Radeon R9 280
AMD Radeon R9 280
AMD Radeon R9 280X
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 295X2
Intel Iris Graphics 5100
Intel Iris Pro Graphics 5200

Mac OpenCL：
AMD FirePro D300
AMD FirePro D500
AMD FirePro D700
GeForce GT 650M
GeForce GT 750M
GeForce GT 755M
GeForce GTX 675MX
GeForce GTX 680
GeForce GTX 680MX
GeForce GTX 775M
GeForce GTX 780M
Quadro K5000
Intel Iris Graphics 5100
Intel Iris Pro Graphics 5200

各国語バージョン

Adobe Premiere Pro CC は次の言語でご利用いただけます。

Adobe Premiere Pro CC（2014）の必要システム構成と言語バージョン

Windows

Intel Core2 Duo または AMD Phenom II 以上、64 ビット対応 CPU
Microsoft Windows 7 Service Pack 1（64 ビット）日本語版、Windows 8（64 ビット）日
本語版
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
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インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上に
はインストールできない）
プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x800 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
7,200 RPM 以上のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るに
は、RAID 0 に設定された高速ディスクドライブを推奨）
ASIO または Microsoft WDM 対応のサウンドカード
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、VRAM 1 GB 以上を搭載したアドビ認定の
GPU カードが必要
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証、およびオンライン
サービスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

Mac OS

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X v10.8、v10.9 または v10.10 日本語版
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x800 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
7,200 RPM のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るには、RAID 0
に設定された高速ディスクドライブを推奨）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、VRAM 1 GB 以上を搭載したアドビ認定の
GPU カードが必要
必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証、およびオンライン
サービスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*

* ユーザーへの注意：本製品をアクティベートして使用するには、インターネット接続、Adobe ID、および使
用許諾条件への同意が必要です。本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービスへの連携また
はアクセスが可能な場合があります。アドビ サービスは 13 歳以上のユーザーのみが利用でき、追加の利用条
件およびアドビのプライバシーポリシーを承諾する必要があります。これらのアプリケーションとサービス
は、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、予告なく変更または中
止となることがあります。また、追加料金やメンバーシップ費用が適用される場合もあります。

推奨される GPU 高速処理対応 AMD および NVDIA ビデオアダプター

Windows CUDA：
NVIDIA GeForce GT 650M
NVIDIA GeForce GT 750M
NVIDIA GeForce GT 755M
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 675MX
NVIDIA GeForce GTX 680
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NVIDIA GeForce GTX 680MX
NVIDIA GeForce GTX 690
NVIDIA GeForce GTX 770
NVIDIA GeForce GTX 775M
NVIDIA GeForce GTX 780
NVIDIA GeForce GTX 780M
NVIDIA GeForce GTX TITAN
NVIDIA Quadro 2000
NVIDIA Quadro 2000D
NVIDIA Quadro 2000M
NVIDIA Quadro 3000M
NVIDIA Quadro 4000
NVIDIA Quadro 4000M
NVIDIA Quadro 5000
NVIDIA Quadro 5000M
NVIDIA Quadro 5010M
NVIDIA Quadro 6000
NVIDIA Quadro K1100M
NVIDIA Quadro K2000
NVIDIA Quadro K2100M
NVIDIA Quadro K2200
NVIDIA Quadro K2000M
NVIDIA Quadro K3000M
NVIDIA Quadro K4000
NVIDIA Quadro K4000M
NVIDIA Quadro K4100M
NVIDIA Quadro K4200
NVIDIA Quadro K5000
NVIDIA Quadro K5000M
NVIDIA Quadro K5200
NVIDIA Quadro K6000
NVIDIA Tesla C2050
NVIDIA Tesla C2070
NVIDIA Tesla C2075
NVIDIA Tesla M2050
NVIDIA Tesla M2070
NVIDIA Tesla K10

Mac CUDA：
GeForce GTX 285
GeForce GTX 675MX
GeForce GTX 680
GeForce GTX 680MX
GeForce GT 650M
GeForce GT 750M
GeForce GT 755M
GeForce GTX 775M
GeForce GTX 780M
Quadro CX
Quadro FX 4800
Quadro 4000
Quadro K5000
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Windows OpenCL：
AMD FirePro M2000
AMD FirePro M4000
AMD FirePro M5950
AMD FirePro M6000
AMD FirePro S7000
AMD FirePro S9000
AMD FirePro S10000
AMD FirePro V3900
AMD FirePro V4900
AMD FirePro V5900
AMD FirePro V7900
AMD FirePro W2100
AMD FirePro W4100
AMD FirePro W5000
AMD FirePro W5100
AMD FirePro W7000
AMD FirePro W7100
AMD FirePro W8000
AMD FirePro W8100
AMD FirePro W9000
AMD FirePro W9100
AMD FirePro W4170W FireGL V
AMD FirePro M5100 FireGL V
AMD FirePro M6100 FireGL V
AMD A10-7800 APU
AMD Radeon HD 6650M
AMD Radeon HD 6730M
AMD Radeon HD 6750
AMD Radeon HD 6750M
AMD Radeon HD 6770
AMD Radeon HD 6770M
AMD Radeon HD 6950
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 7480D
AMD Radeon HD 7510M
AMD Radeon HD 7530M
AMD Radeon HD 7540D
AMD Radeon HD 7550M
AMD Radeon HD 7560D
AMD Radeon HD 7570
AMD Radeon HD 7570M
AMD Radeon HD 7590M
AMD Radeon HD 7610M
AMD Radeon HD 7630M
AMD Radeon HD 7650M
AMD Radeon HD 7660D
AMD Radeon HD 7670
AMD Radeon HD 7670M
AMD Radeon HD 7690M
AMD Radeon HD 7730M
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AMD Radeon HD 7750
AMD Radeon HD 7750M
AMD Radeon HD 7770
AMD Radeon HD 7770M
AMD Radeon HD 7850
AMD Radeon HD 7850M
AMD Radeon HD 7870
AMD Radeon HD 7870
AMD Radeon HD 7870M
AMD Radeon HD 7950
AMD Radeon HD 7970
AMD Radeon HD 7970M
AMD Radeon HD 8470
AMD Radeon HD 8550M
AMD Radeon HD 8570
AMD Radeon HD 8570M
AMD Radeon HD 8670
AMD Radeon HD 8670M
AMD Radeon HD 8690M
AMD Radeon HD 8730M
AMD Radeon HD 8740
AMD Radeon HD 8750M
AMD Radeon HD 8760
AMD Radeon HD 8770M
AMD Radeon HD 8790M
AMD Radeon HD 8870
AMD Radeon HD 8950
AMD Radeon HD 8970
AMD Radeon R7 265
AMD Radeon R7 APU
AMD Radeon R7260X
AMD Radeon R7M260
AMD Radeon R9 280
AMD Radeon R9 280
AMD Radeon R9 280X
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 295X2
Intel Iris Graphics 5100
Intel Iris Pro Graphics 5200

Mac OpenCL：
ATI Radeon HD 6750M
ATI Radeon HD 6770M
AMD FirePro D300
AMD FirePro D500
AMD FirePro D700
AMD Radeon HD 7950
GeForce GT 650M
GeForce GT 750M
GeForce GT 755M
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GeForce GTX 675MX
GeForce GTX 680
GeForce GTX 680MX
GeForce GTX 775M
GeForce GTX 780M
Quadro K5000
Intel Iris Graphics 5100
Intel Iris Pro Graphics 5200

各国語バージョン

Adobe Premiere Pro CC は次の言語でご利用いただけます。

Adobe Premiere Pro CC 必要システム構成

Windows

Intel® Core™2 Duo または AMD Phenom® II 以上；64ビット対応CPUが必要
Windows 7（Service Pack 1）日本語版、Windows 8 日本語版、Windows 8.1 日本語版
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上に
はインストールできない）
プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x800 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
7,200 RPM 以上のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るに
は、RAID 0 に設定された高速ディスクドライブを推奨）
ASIO または Microsoft WDM 対応のサウンドカード
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、VRAM 1 GB 以上を搭載したアドビ認定の
GPU カードが必要（以下の一覧を参照）
ソフトウェアのライセンス認証、メンバーシップの検証、およびオンラインサービスの利
用には、インターネット接続および登録が必要です。*

Mac OS

64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X 、v10.7、v10.8、または v10.9 日本語版
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
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に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x800 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
7,200 RPM のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るには、RAID 0
に設定された高速ディスクドライブを推奨）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、VRAM 1 GB 以上を搭載したアドビ認定の
GPU カードが必要（以下の一覧を参照）
ソフトウェアのライセンス認証、メンバーシップの検証、およびオンラインサービスの利
用には、インターネット接続および登録が必要です。*

*本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービス（以下「オンラインサービス」という）に連
携またはアクセスできる場合があります。Adobe® Creative Cloud™ を含むアドビのオンラインサービス
は、13 歳以上のユーザーのみを対象としており、その使用には追加の利用条件およびアドビのオンラインプ
ライバシーポリシーに同意していただく必要があります。これらのアプリケーションとオンラインサービス
は、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、予告なく変更または中
止となることもあります。また、追加料金やメンバーシップ費用が適用される場合もあります。

Adobe Premiere Pro CS6 必要システム構成

Windows
Intel® Core™2 Duo または AMD Phenom® II 以上；64ビット対応CPUが必要
Microsoft® Windows® 7（Service Pack 1）日本語版、Windows 8 日本語版、または
Windows 8.1 日本語版。Windows 8 のサポートについては、CS6 FAQ を参照してくださ
い。*
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
に空き容量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上に
はインストールできない）
プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x900 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
OpenGL 2.0 対応システム
7,200 RPM のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るには、RAID 0
に設定された高速ディスクドライブを推奨）
ASIO または Microsoft WDM 対応のサウンドカード
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には記録対応 DVD ドライブ、Blu-ray 作成に
は記録対応 Blu-ray ドライブが必要）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要
本ソフトウェアは、ライセンス認証を行わないと機能しません。ソフトウェアのライセン
ス認証、サブスクリプションの確認、オンラインサービスへのアクセスには、ブロードバ
ンドインターネット接続および登録が必要です。* 電話でのライセンス認証はご利用いた
だけません。

* 詳しくは、Windows のサポートを参照してください。

Mac OS
64 ビット対応 Intel マルチコアプロセッサー
Mac OS X v10.6.8、v10.7、v10.8、または v10.9 日本語版**
4 GB の RAM（8 GB 推奨）
インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさら
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に空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
プレビューファイルとその他の作業ファイル用のディスク空き容量（10 GB 推奨）
1280x900 以上の画面解像度に対応するディスプレイ
7,200 RPM のハードディスクドライブ（より最適なパフォーマンスを得るには、RAID 0
に設定された高速ディスクドライブを推奨）
OpenGL 2.0 対応システム
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には SuperDrive、Blu-ray 作成には記録対応
の Blu-ray ドライブが必要）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
オプション：GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要
本ソフトウェアは、ライセンス認証を行わないと機能しません。ソフトウェアのライセン
ス認証、サブスクリプションの確認、オンラインサービスへのアクセスには、ブロードバ
ンドインターネット接続および登録が必要です。* 電話でのライセンス認証はご利用いた
だけません。

* 詳しくは、Mac OS X Mavericks のサポートを参照してください。

GPU 高速処理対応 AMD ビデオアダプター
AMD Radeon HD 6750M（Mac OS X Lion（10.7.x）を実行し 1 GB 以上の VRAM を搭
載する特定の MacBook Pro コンピューターのみ）
AMD Radeon HD 6770M（Mac OS X Lion（10.7.x）を実行し 1 GB 以上の VRAM を搭
載する特定の MacBook Pro コンピューターのみ）

GPU 高速処理 NVIDIA ビデオアダプタ
GeForce GTX 285（Windows および Mac OS）
GeForce GTX 470（Windows）
GeForce GTX 570（Windows）
GeForce GTX 580（Windows）
NVIDIA Maximus™ 構成の一部として NVIDIA® Tesla C2075 カード（Windows）が
Quadro カードとペアになっている場合
Quadro FX 3700M（Windows）
Quadro FX 3800（Windows）
Quadro FX 3800M（Windows）
Quadro FX 4800（Windows および Mac OS）
Quadro FX 5800（Windows）
Quadro 2000（Windows）
Quadro 2000D（Windows）
Quadro 2000M（Windows）
Quadro 3000M（Windows）
Quadro 4000（Windows および Mac OS）
Quadro 4000M（Windows）
Quadro 5000（Windows）
Quadro 5000M（Windows）
Quadro 5010M（Windows）
Quadro 6000（Windows）
Quadro CX（Windows）
Tesla C2075**（Windows）

必要システム構成と互換性については、NVIDIA の Web サイトを参照してください。Adobe® Premiere® Pro
CS6 と互換性のあるグラフィックカードの一覧は定期的に更新されています。
* 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（以下「オンラインサービス」という）への
連携またはアクセスが可能な場合があります。オンラインサービスは 13 歳以上のユーザーのみが利用でき、
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追加の利用条件および Adobe のオンラインプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。オン
ラインサービスは一部の国や言語ではご利用いただけません。ご利用いただくにはユーザー登録が必要です。
また、予告なしにサービス全体または一部がご利用いただけなくなったり、変更されたりする可能性がありま
す。追加料金またはサブスクリプション料金が適用されることがあります。
** Quadro カードが NVIDIA Maximus 構成システムの一部として使用されている場合。

Adobe Premiere Pro CS5.5 必要システム構成

Adobe Premiere Pro CS5.5 では、64 ビット版のオペレーティングシステムが必要です。

Windows

Intel® Core™2 Duo または AMD Phenom® II 以上；64ビット対応CPUが必要
64 ビットのオペレーティングシステムが必要：Microsoft® Windows Vista® Home
Premium、Business、Ultimate、Enterprise Service Pack 1 日本語版、または Windows®
7 日本語版
2 GB の RAM（4 GB 以上を推奨）
インストールするには 10 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさ
らに空き容量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上
にはインストールできない）
圧縮されたビデオフォーマットの編集には 7,200 RPM のハードディスク、非圧縮のビデ
オフォーマットの編集には RAID 0
1280x900 以上の画面解像度に対応するディスプレイおよび OpenGL 2.0 対応のグラ
フィックカード
GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要。最新のサポートされる
カードの情報は、www.adobe.com/go/premiere_systemreqs_jp をご覧ください。
SD/HD ワークフローには、キャプチャおよびテープへの書き出し用にアドビ認定のカー
ド
DV および HDV キャプチャ、テープへの書き出し、DV デバイスへの伝送用の OHCI
IEEE 1394 ポート
ASIO または Microsoft WDM 対応のサウンドカード
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には記録対応 DVD ドライブ、Blu-ray 作成に
は記録対応 Blu-ray ドライブが必要）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
SWF ファイルとして書き出された DVD プロジェクトの再生には Adobe Flash(r) Player
10 以上が必要
オンラインサービスおよびサブスクリプションで購入した各プランの定期的なライセンス
認証手続きにはブロードバンドインターネット接続が必要*

Mac OS

64 ビットをサポートするマルチコア Intel® プロセッサー
Mac OS X v10.5.8 または v10.6.3 日本語版。GPUアクセラレーションを利用するに
は、Mac OS X v10.6.3が必要
2 GB の RAM（4 GB 以上を推奨）
インストールするには 10 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさ
らに空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
圧縮されたビデオフォーマットの編集には 7,200 RPM のハードディスク、非圧縮のビデ
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オフォーマットの編集には RAID 0
1280x900 以上の画面解像度に対応するディスプレイおよび OpenGL 2.0 対応のグラ
フィックカード
GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要。最新のサポートされる
カードの情報は、www.adobe.com/go/premiere_systemreqs_jp をご覧ください。
Core Audio 対応のサウンドカード
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には SuperDrive、Blu-ray 作成には記録対応
の外部 Blu-ray ドライブが必要）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
SWF ファイルとして書き出された DVD プロジェクトの再生には Adobe Flash(r) Player
10 以上が必要
オンラインサービスおよびサブスクリプションで購入した各プランの定期的なライセンス
認証手続きにはブロードバンドインターネット接続が必要*

GPU 高速処理 NVIDIA ビデオアダプタ

GeForce GTX 285（Windows および Mac OS）
GeForce GTX 470（Windows）
GeForce GTX 570（Windows）
GeForce GTX 580（Windows）
Quadro FX 3700M（Windows）
Quadro FX 3800（Windows）
Quadro FX 3800M（Windows）
Quadro FX 4800（Windows および Mac OS）
Quadro FX 5800（Windows）
Quadro 2000（Windows）
Quadro 2000D（Windows）
Quadro 2000M（Windows）
Quadro 3000M（Windows）
Quadro 4000（Windows および Mac OS）
Quadro 4000M（Windows）
Quadro 5000（Windows）
Quadro 5000M（Windows）
Quadro 5010M（Windows）
Quadro 6000（Windows）
Quadro CX（Windows）

必要システム構成と互換性については、NVIDIA の Web サイトを参照してください。Adobe® Premiere® Pro
CS5 と互換性のあるグラフィックカードの一覧は定期的に更新されています。
* Adobe CS Live サービスを含むアドビのオンラインサービスは、13 歳以上のユーザーのみを対象としてお
り、その使用には追加の利用条件およびアドビのオンラインプライバシーポリシー
（http://www.adobe.com/go/terms_jp）に同意していただく必要があります。オンラインサービスは一部の国
や言語ではご利用いただけません。ご利用いただくにはユーザー登録が必要です。また、予告なしにサービス
全体または一部がご利用いただけなくなったり、変更されたりする可能性があります。追加料金またはサブス
クリプション料金が適用されることがあります。

Adobe Premiere Pro CS5 必要システム構成

Adobe Premiere Pro CS5 では、64 ビット版のオペレーティングシステムが必要です。
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Windows

Intel® Core™2 Duo または AMD Phenom® II プロセッサー、64 ビットのサポートが必須
64 ビットのオペレーティングシステムが必要：Microsoft® Windows Vista® Home
Premium、Business、Ultimate、Enterprise Service Pack 1 日本語版、または Windows®
7 日本語版
2 GB の RAM（4 GB 以上を推奨）
インストールするには 10 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさ
らに空き容量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上
にはインストールできない）
圧縮されたビデオフォーマットの編集には 7,200 RPM のハードディスク、非圧縮のビデ
オフォーマットの編集には RAID 0
1280 x 900 以上の画面解像度をサポートするディスプレイおよび OpenGL 2.0 対応のグ
ラフィックカード
GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要
SD/HD ワークフローには、キャプチャおよびテープへの書き出し用にアドビ認定のカー
ド
DV および HDV キャプチャ、テープへの書き出し、DV デバイスへの伝送用の OHCI
IEEE 1394 ポート
ASIO または Microsoft WDM 対応のサウンドカード
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には記録対応 DVD ドライブ、Blu-ray 作成に
は記録対応 Blu-ray ドライブが必要）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要*

Mac OS

64 ビットをサポートする Multicore Intel プロセッサー
Mac OS X v10.5.7 または v10.6.3 日本語版。GPU 高速処理を利用するには、Mac OS X
v10.6.3が必要
2 GB の RAM（4 GB 以上を推奨）
インストールするには 10 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさ
らに空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用されているボ
リュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはイ
ンストールできない）
圧縮されたビデオフォーマットの編集には 7,200 RPM のハードディスク、非圧縮のビデ
オフォーマットの編集には RAID 0
1280x900 以上の画面解像度に対応するディスプレイおよび OpenGL 2.0 対応のグラ
フィックカード
GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要
Core Audio 対応のサウンドカード
2 層式対応 DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には SuperDrive、Blu-ray 作成には記録対応
の外部 Blu-ray ドライブが必要）
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.6.2 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要*

GPU 高速処理でサポートされている NVIDIA ビデオカード

GeForce GTX 285（Windows および Mac OS）
GeForce GTX 470（Windows）
Quadro 4000（Windows および Mac OS）
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Quadro 5000（Windows）
Quadro 5000M（Windows）
Quadro FX 3800（Windows）
Quadro FX 4800（Windows および Mac OS）
Quadro FX 5800（Windows）
Quadro CX

必要システム構成と互換性については、NVIDIA の Web サイトを参照してください。Adobe® Premiere® Pro
CS5 と互換性のあるグラフィックカードの一覧は定期的に更新されています。
*この製品を使用すると、高速インターネット接続を利用できる場合に、オンラインでホストされている特定
の機能（「オンラインサービス」）にアクセスできます。オンラインサービスは、国や言語によっては提供さ
れていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、その全体または一部が予告なく中止または変更になる
こともあります。オンラインサービスの使用は、専用の利用条件、およびアドビのプライバシーポリシーに基
づきます。これらのサービスへのアクセスには、ユーザー登録が必要になることがあります。一部のオンライ
ンサービスには、別途料金が発生する場合があります。利用条件とオンラインプライバシーポリシーの詳細に
ついては、www.adobe.com/jp/ を参照してください。

Adobe Premiere Pro CS4 必要システム構成

Windows

DV には 2 GHz 以上、HDV 再生には 3.4 GHz 以上、HD 再生には 2.8 GHz 以上かつデュ
アル構成
Microsoft® Windows® XP Service Pack 2（Service Pack 3 推奨）日本語版または
Windows Vista® Home Premium、Business、Ultimate、または Enterprise Service Pack
1 日本語版（Windows XP 32 ビット版、Windows Vista 32 ビット版、64 ビット版に対し
て認証済み）
2 GB の RAM
インストールするには 10 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさ
らに空き容量が必要（取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上
にはインストールできない）
1280x900 以上の画面解像度に対応するディスプレイおよび OpenGL 2.0 対応のグラ
フィックカード
DV、HDV 編集用に 7,200 RPM 以上のハードディスク、HD 用には RAID 0 でストライピ
ングされたディスクアレイストレージ（SCSIディスクサブシステムを推奨）
SD/HD ワークフローには、キャプチャおよびテープへの書き出し用にアドビ認定のカー
ドが必要
DV および HDV キャプチャ、テープへの書き出し、DV デバイスへの伝送用の OHCI
IEEE 1394 ポート
DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には記録対応 DVD ドライブが必要）
ブルーレイディスクの作成にはブルーレイディスクドライブが必要
Microsoft WDM または ASIO 対応のサウンドカード
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.4.5 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要†

Windows 7 の互換性

Mac OS

マルチコア Intel® プロセッサー
Mac OS X v10.4.11～10.5.4
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2 GB の RAM
インストールするには 10 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさ
らにハードディスク容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムが使用さ
れているボリュームまたは取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイ
ス上にはインストールできない）
1280 x 900 以上の画面解像度をサポートするディスプレイおよび OpenGL 2.0 対応のグ
ラフィックカード
DV、HDV 編集用に 7,200 RPM 以上のハードディスク、HD 用には RAID 0 でストライピ
ングされたディスクアレイストレージ（SCSIディスクサブシステムを推奨）
DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には SuperDrive が必要）
ブルーレイディスクの作成にはブルーレイディスクドライブが必要
Core Audio 対応のサウンドカード
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7.4.5 ソフトウェア
オンラインサービスの利用にはブロードバンドインターネット接続が必要†

Snow Leopard 互換性
*AMD システムの場合は SSE2 対応プロセッサーが必要
†この製品は高速インターネット接続の使用を前提として、ホストされたオンライン（「オンラインサービ
ス」）上の特定の機能にアクセスすることがあります。オンラインサービスは、国や言語によっては提供され
ていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、その全体または一部が予告なく中止または変更になるこ
ともあります。オンラインサービスの使用は、専用の利用条件、およびアドビのプライバシーポリシーに基づ
きます。これらのサービスへのアクセスには、ユーザー登録が必要になることがあります。一部のオンライン
サービスには、別途料金が発生する場合があります。利用条件とオンラインプライバシーポリシーの詳細につ
いては、www.adobe.com/jp/ を参照してください。

Adobe Premiere Pro CS3 必要システム構成

 Windows

Intel Pentium 4（DV の場合は 1.4 GHz プロセッサー、HDV の場合は 3.4 GHz プロセッ
サー）、Intel Centrino、Intel Xeon（HD の場合はデュアル 2.8 GHz プロセッ
サー）、Intel Core Duo（あるいは互換性のある）プロセッサー、AMD システムの場合は
SSE2 対応プロセッサーが必要
Microsoft Windows XP Professional 日本語版または Home Edition Service Pack 2 日本語
版または Windows Vista Home Premium、Business、Ultimate、または Enterprise 日本語
版（32 ビット版に対してのみ認証済み）
DV 用 1 GB RAM（HD/HDV 用には 2 GB）
10 GB の空き容量のあるハードディスク（インストール時には追加の空き容量が必要）
DV、HDV 編集用に 7,200 RPM 以上のハードディスク、HD 用には RAID 0 でストライピ
ングされたディスクアレイストレージ（SCSIディスクサブシステムを推奨）
32 ビットのグラフィックカードを搭載した 1280 x 1024 以上の画像解像度をサポートす
るディスプレイ、GPU 高速処理再生をサポートするアドビ推奨グラフィックカード（互
換性のあるハードウェアの一覧を参照）
Microsoft DirectX または ASIO 対応サウンドカード
SD/HD ワークフローには、キャプチャおよびテープへの書き出し用にアドビ認定のカー
ドが必要
DVD-ROM ドライブ
ブルーレイディスクの作成にはブルーレイディスクドライブが必要
DVD 作成には記録対応 DVD ドライブが必要
DV および HDV キャプチャ、テープへの書き出し、DV デバイスへの伝送用の OHCI
IEEE 1394 ポート
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7 ソフトウェア

682

http://www.adobe.com/jp/products/premiere/faq/?anonymous_element_1=3
http://www.adobe.com/jp/products/premiere/faq/?anonymous_element_1=3
http://www.adobe.com/jp/
http://www.adobe.com/jp/products/premiere/dvhdwrdb.html
http://www.adobe.com/jp/products/premiere/dvhdwrdb.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。
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プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）のためのインターネット接続または電
話回線
Adobe Stock Photos* や付随するサービスのためのブロードバンドインターネット接続

Mac OS

Intel マルチコアプロセッサー（Adobe OnLocation CS3 は Windows アプリケーションで
す。Boot Camp と、別売りの Windows を併用すれば、Macintosh マシンでも使用可能で
す）
Mac OS X v10.4.910.5（Leopard）日本語版
DV 用 1 GB RAM（HD/HDV 用には 2 GB）
10 GB の空き容量のあるハードディスク（インストール時には追加の空き容量が必要）
DV、HDV 編集用に 7,200 RPM 以上のハードディスク、HD 用には RAID 0 でストライピ
ングされたディスクアレイストレージ（SCSIディスクサブシステムを推奨）
32 ビットのグラフィックカードを搭載した 1280 x 960 の画像解像度をサポートするディ
スプレイ
Core Audio 対応のサウンドカード
DVD-ROM ドライブ
ブルーレイディスクの作成にはブルーレイディスクドライブが必要
DVD 書き込み用 SuperDrive
QuickTime 機能の利用に必要な QuickTime 7
プロダクトアクティベーション（ライセンス認証）のためのインターネット接続または電
話回線
Adobe Stock Photos* や付随するサービスのためのブロードバンドインターネット接続

Adobe Stock Photos、Acrobat Connect など各種オンラインサービスは、国・地域、言語、通貨により限定さ
れている場合があります。サービスのご利用可能状況は、変更されることがあります。オンラインサービスの
ご利用には、別の契約条件が適用され、別途料金がかかる場合があります。

関連項目
サポートされる製品バージョン
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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.adobe.com/jp/support/programs/policies/supported.html
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