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Final Cut Pro 10.1.2 の新機能
「Final Cut Pro 10.1.2」には、以下で詳しく説明する多くの新機能と機能強化が含まれています。

メディア管理の向上
新機能によって、メディア管理の柔軟性および制御が向上します。

 • 最適化されたメディア、プロキシメディア、およびレンダリングされたメディアをライブラリの外部の選択した場所
に保存できます。

 • 最適化されたファイル、プロキシファイル、およびレンダリングされたファイルを「Final Cut Pro」から簡単に
削除できます。

 • 「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して、メディアファイル、キャッシュファイル、およびライブラリ・
バックアップ・ファイルの保存場所を表示／設定できます。

詳しくは、424 ページの保存場所を管理する、415 ページの最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・
ファイルを管理する、および 419 ページのレンダリングファイルを管理するを参照してください。

整理機能の強化
「Final Cut Pro 10.1.2」では、整理ツールが効率化されています。

 • 「ブラウザ」で使用されていないメディアのみを表示するオプションが追加されました。

 • 使用中メディアインジケータが、複合クリップ、マルチカムクリップ、および同期クリップに表示されるようになり
ました。

 • 「ライブラリ」リスト 内の イベント を日付または名前で並べ替えられるようになりました。

詳しくは、70 ページのイベント内のクリップおよびプロジェクトを探す、69 ページのイベントクリップをマークする
色付きの線、および 60 ページのイベントを結合する／分割する／並べ替えるを参照してください。

プロ品質 4K カメラのワイドダイナミックレンジイメージをサポート
 • 新しい Apple ProRes 4444 XQ コーデックは、4:4:4:4 イメージソース（アルファチャンネルを含む）用 Apple 

ProRes の最高品質版です。高速データレートでありながら、最新かつ最高品質のデジタル・イメージ・センサー
の詳細を保持します。44 ページのサポートされているメディア形式および393 ページのサポートされている書き
出し形式を参照してください。

 • 放送用標準色空間（Rec. 709）を ARRI、Blackmagic Design、Canon、および Sony カメラの高ダイナミッ
クレンジかつ広色域ビデオショットにリアルタイムで適用できます。383 ページの対数処理のオン／オフを切り替
えるを参照してください。

オーディオワークフローの向上
これらの機能強化によってオーディオワークフローを効率化します：

 • 特定の dB 値を入力することによって、クリップの相対／絶対音量または 範囲選択 を調整できるようになりまし
た。171 ページの音量を調節するを参照してください。

 • 「Final Cut Pro 10.1.2」でクリップを同期するときの速度および精度が向上しました。201 ページのオーディオ
とビデオを同期させるを参照してください。

 • 新しいライブ音声録音機能には、自動カウントダウンや、複数テイクを自動的に オーディション としてグループ
化する機能が含まれています。163 ページのアフレコなどのオーディオを録音するを参照してください。

Final Cut Pro の新機能
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 • 新しい基本サラウンドプリセットによって、サラウンド・サウンド・オーディオを簡単にパンできるようになりまし
た。176 ページのオーディオのパンを設定するを参照してください。

読み込みおよび書き出し機能
 • XML 1.4 を使用してライブラリ全体を単一 XML ファイルとして書き出したり読み込んだりできます。322 ページ
の XML を使ってプロジェクトとイベントを転送するを参照してください。

 • ストレージデバイスからメディアを読み込むときに、Finder タグから キーワード を作成できます。36 ページの
ハードディスクから読み込むおよび 40 ページの読み込み時にファイルを整理するを参照してください。

 • XDCAM メディアを含むカットのみプロジェクトをすばやく書き出せます。

その他の注目すべき機能
 • Finder からブラウザに（「ライブラリ」リスト内のイベントにではなく）ドラッグすることでメディアを読み込める
ようになりました。36 ページのハードディスクから読み込むを参照してください。

 • 「タイムライン」内でクリップを細かく動かすことで、スライド編集に近いことができるようになりました。115 ペー
ジの「タイムライン」でクリップを並べ替える を参照してください。

 • オーディションを分割できるようになりました。290 ページのオーディションを作成してクリップの編集を試すを参
照してください。

Final Cut Pro 10.1 の新機能
「Final Cut Pro 10.1」には、以下で詳しく説明する多くの新機能と機能強化が搭載されています。

パフォーマンスと Mac Pro に向けた最適化
「Final Cut Pro 10.1」は、以下の点でパフォーマンスが向上しています：

 • 新しい Mac Pro のマルチ GPU を活用するための最適化

 • HDMI および Thunderbolt 出力。最大フレームサイズ 4K（UltraHD および DCI 4K）

 • 再生とレンダリングのパフォーマンスの向上に加え、アプリケーションとプロジェクトをすばやく起動

 • 一度に多数のクリップに対して変更を加えたりキーワードを割り当てたりする際のパフォーマンスの向上

 • 4K プロジェクトに合わせて調整された、選りすぐりのタイトル、エフェクト、その他メディアコンテンツ

プロジェクトおよびメディア管理
プロジェクトおよびメディア管理ツールが以下のように強化されました：

 • ライブラリの導入に伴うメディア管理の向上。新しい方法で、複数の イベント と複数の プロジェクト が 1 つのコ
ンテナにまとまります

 • プロジェクトのスナップショット：特定のプロジェクトの以前のバージョンにすばやく戻ることができるオンデマンド
バックアップ

 • 「Final Cut Pro X」のライブラリの外部にメディアファイルを保存することで、さまざまな SAN の特定のフォル
ダにあるメディアにアクセスが可能

 • MTS および M2TS ファイルを直接「Final Cut Pro」に読み込む

 • 使用クリップ範囲インジケータで、すでにプロジェクトで使用されているクリップを一目で確認

 • 「メディアの読み込み」ウインドウで iOS デバイスから写真を直接読み込む

 • 静止画像の縦横についてのメタデータのサポート

詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要、407 ページのメディア管理の概要、および 85 ページの編集の概
要を参照してください。
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再生およびエフェクト
「Final Cut Pro」の再生インターフェイスの大幅な向上と強力な新しいエフェクト機能により、ワークフローが強化
されます。

 • リタイミングの向上によって、今まで以上に簡単にカスタムの速度を設定できるようになりました。インターフェイ
スに直接フレームレートを入力できます。また、フレームを指定してジャンプカットを作成したり、置き換えとリタ
イミングを一度に実行したり、「タイムライン」上のクリップをリップルせずにリタイミングしたりすることができま
す。詳しくは、296 ページのクリップのリタイミングの概要を参照してください。

 • 「InertiaCam」という新しい手ぶれ補正の方法は、パンやズームなどカメラが移動するビデオ素材を滑らかにす
るために最適化されています。「三脚モード」では、三脚に固定したカメラのような効果が作成されます。

 • 向上したオプティカル・フロー・アルゴリズムによって、今までよりもリタイミングとフレームレートがすばやく一
致するようになりました。さらに、2 つの GPU が搭載されている Mac では、両方の GPU でこのオプティカル・
フロー・アルゴリズムを利用でき、GPU が 1 つの場合と比べて 2 倍以上の速さが実現されています。

 • Web ビデオ、デジタルサイネージ、その他の規格外のフレームサイズ用にカスタムなプロジェクト解像度を作成
できるようになりました。

 • 「ビューア」メニューの新コントロールによって、再生時の品質とパフォーマンスの優先順位を切り替えることがで
きます。また、プロキシメディアと、元のメディアまたは最適化されたメディアとの切り替えもできます。

 • MacBook Pro Retina ディスプレイモデルでは 2K フレームのすべての画素が表示されるようになりました。

編集
編集ツールの向上によって、今まで以上にクリエイティブで柔軟な作業ができます。

 • すべての種類のクリップでスルー編集がサポートされるようになりました。新しい「クリップを結合」コマンドを
使用すると、ブレードによる「タイムライン」上のクリップの分割が解除されます。

 • 「タイムライン」上の マルチカムクリップ のオーディオ部分を切り離して、オーディオとビデオを別々に操作でき
ます。また、マルチカムクリップをソースとしてビデオまたはオーディオのみをタイムラインで編集することもでき
ます。

 • J カットおよび L カットのオーディオカットをビデオから個別にブレードできます。開いたスプリット編集でオーディ
オをロール編集することもできるようになりました。

 • 「タイムライン」でクリップを選択していない場合は、この時点で再生ヘッドに、属性がインスペクタに表示され
ているクリップを示す白いドットが表示されます。

 • トランジションと一緒にクリップを移動することがより簡単になりました。

詳しくは、85 ページの編集の概要を参照してください。

共有
プロジェクトの書き出し時に使える、新しい共有オプションがあります：

 • 完成した 4K ビデオを YouTube に直接共有できます。

 • 中国のビデオ共有 Web サイトの Youku および Tudou にビデオを直接共有できます。

 • 共有している項目の状況についての通知を受け取ることができます。

詳しくは、390 ページのプロジェクトの共有の概要を参照してください。

オーディオ
「タイムライン」の個々のオーディオチャンネルにオーディオ・フェード・ハンドルが追加されました。詳しくは、
174 ページのオーディオをフェードイン／フェードアウトするを参照してください。

他社製品のサポート
「Final Cut Pro 10.1」では、他社製品のサポートオプションが増えました：

 • 開発者は共有操作をカスタマイズするための新しい API を利用できます。

 • 「FXPlug 3」がアップデートされ、カスタムなエフェクトインターフェイスを設計できるようになりました。

 • エフェクトパラメータ、フォント、およびテキストサイズの情報が XML ファイルに保持されるようになりました。
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一般的なアプリケーション
「ブラウザ」を隠して画面領域を広げ、大きなビデオイメージを使用してカラーグレーディングなどを効果的に実行
できます。

Final Cut Pro 10.0.6 の新機能
「Final Cut Pro 10.0.6」には、以下で詳しく説明する多くの新機能と機能強化が含まれています。

マルチチャンネルオーディオの詳細編集
「Final Cut Pro」では、オーディオチャンネルがクリップでのチャンネルの構成に従って自動的にオーディオコンポー
ネントにグループ化されます。クリップのオーディオ部分を展開して、オーディオコンポーネントを個別のチャンネル
のレベルまで表示および編集できるようになりました。オーディオコンポーネントをさまざまな方法で編集できます。
たとえば以下のことができます：

 • 音量とパンを調節する。

 • オーディオコンポーネント内の範囲を無効にするか、削除して、不要なサウンドをすばやく消去する。

 • オーディオエフェクトを適用する、調整する。

 • マルチカムクリップのオーディオコンポーネントを追加または削除する。

詳しくは、167 ページのオーディオ編集の概要を参照してください。

共有と書き出しの効率化
「Final Cut Pro 10.0.6」では、完成した作品をより簡単かつ柔軟に共有できます。出力先（あらかじめ構成された
書き出し設定のセット）を使うと、プロジェクトやクリップを共有 Web サイトにすばやく公開したり、iPad や iPhone 
での視聴用に書き出したり、ディスクを作成したりできます。「Final Cut Pro」にはさまざまな出力先が用意されて
おり、出力先を変更したり、新しい出力先を作成したりすることもできます。

よりシンプルで効率的になった共有ワークフローには、以下の改良点があります： 

 • カスタマイズした出力先で簡単に設定できる、簡素化および統合されたメニュー

 • 複数の出力フォーマットや出力先に一度に共有できる再利用可能な出力先バンドル

 • プロジェクトおよびクリップのメタデータの自動共有。共有されたメタデータのカスタマイズも可能

 • YouTube などのビデオ共有 Web サイトでの複数アカウントのサポート

 • GPU およびバックグラウンド処理の使用により、共有と書き出しの処理を高速化

 • 「タイムライン」のプロジェクトまたは「ブラウザ」のクリップで選択した範囲の共有

詳しくは、390 ページのプロジェクトの共有の概要を参照してください。

読み込み機能の統合
簡単で使いやすくなった新しい「メディアの読み込み」ウインドウに読み込み機能が統合され、読み込みに必要な
すべての操作を 1 個所で実行できるようになりました。「Final Cut Pro 10.0.6」では、接続されているカメラとデ
バイス（ファイルベースとテープベースの両方）専用の領域が用意されています。また、新しい「よく使う項目」セ
クションでは、ハードディスクまたは外部ドライブからのファイル読み込みによく使うフォルダを追加できます。その
ほか、メタデータが複数列で表示されるリスト表示、ファイルベースのカメラから読み込むときの個々のクリップ内
での複数の範囲選択、高度なアーカイブ管理ツールなどの読み込み機能が追加されています。

詳しくは、22 ページの読み込みの概要を参照してください。

デュアルビューア
メインの「ビューア」の隣に、独立したビデオディスプレイである「イベントビューア」を表示できます。異なるショッ
トを比較して、アクションと色を合わせることができます。「イベントビューア」と「ビューア」の両方を開いて、「ブ
ラウザ」のクリップと「タイムライン」のクリップを同時に表示できます。それぞれのビデオスコープが表示されます。

詳しくは、80 ページの「イベントビューア」でメディアを再生する／スキミングする を参照してください。
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REDCODE RAW (R3D) のネイティブサポート
「Final Cut Pro 10.0.6」では、REDCODE RAW (R3D) ファイルがネイティブサポートされます。RED ファイルを
直接読み込み、「Final Cut Pro」内で非破壊の RAW 設定調整を行って、それらの調整をメタデータとして保存で
きます。これにより、REDCODE RAW ソースファイルに含まれるフルラチチュードおよびダイナミックレンジを最大
限に活かすことができます。

詳しくは、45 ページの REDCODE RAW ビデオファイルを読み込む／調整するを参照してください。

範囲選択の改善
「ブラウザ」のクリップに設定した開始点と終了点が、ほかの場所をクリックしても解除されなくなりました。さらに、
1 つまたは複数のクリップ内で複数の 範囲選択 ができます。 

詳しくは、92 ページの範囲を選択するおよび 94 ページのイベントのクリップで複数の範囲選択を管理するを参照
してください。

その他の注目すべき機能
 • DVD、Blu-ray ディスク、「iTunes」、「QuickTime Player」、および Apple デバイス向けの出力にチャプタ
マーカーおよびチャプタマーカーのサムネールを追加して、チャプタとそれを表すポスター・フレーム・イメージ
を「Final Cut Pro」内で直接準備できます。

 • 新しい「パラメータをペースト」ウインドウによって、クリップ間でエフェクトやその他の設定を簡単にコピーでき
ます。

 • キーボードショートカットですばやく簡単にフリーズフレームを追加できます。

 • 「Motion」の新しいタイトルマーカー機能のサポートなど、タイトル作成機能が大幅に改良されました。

 • 接続ポイントの柔軟性が増し、基本ストーリーライン 内のクリップのスリップ編集、スライド編集、または移動を
行う場合に、接続されたクリップに対する手動操作がより便利になりました。

 • 複合クリップの新しいアーキテクチャにより、複数のプロジェクトで複合クリップを再利用しやすくなり、パフォー
マンスが向上します。

 • 他社製のプラグインを使用して、MXF ファイルの読み込みと書き出しができるようになりました。サポートされ
るメディアファイルについては、44 ページのサポートされているメディア形式を参照してください。

 • 「Final Cut Pro 10.0.6」では、アナモフィックメディアのサポートが強化されています。

Final Cut Pro 10.0.3 の新機能
「Final Cut Pro 10.0.3」には、以下で詳しく説明する重要な新機能と機能強化が含まれています。

マルチカム編集
マルチカムクリップ を使用して、マルチカメラ撮影やその他の同期された素材から、リアルタイムで素材を編集で
きるようになりました。「Final Cut Pro」では、マルチカムクリップを柔軟に編集できます。アクティブアングルを
「ビューア」で再生しながら、「アングルビューア」ですべてのアングルを同時に再生して表示したり、それらのア
ングルを簡単にカットしたり切り替えたりすることもできます。さまざまなメディアソースからマルチカムクリップを作
成したり、編集操作の際に既存のマルチカムクリップを変更したりできます。

詳しくは、323 ページのマルチカム編集の概要を参照してください。

A/V 出力
オーディオおよびビデオ（A/V）の出力先として、コンピュータを外部ビデオモニタに接続できるようになりました。
この機能では、ビデオやオーディオが NTSC/PAL または HD ブロードキャストモニタでどのように見えて聞こえる
かを確認することに加え、ベクトルスコープや波形モニタなどのより高度なデバイスで出力をテストできます。
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A/V 出力は OS X Lion v10.7.2 以降のみで使用可能であり、互換性のある他社製のビデオインターフェイスのハー
ドウェアとソフトウェアが必要です。FireWire DV デバイスはサポートされていません。詳しくは、デバイスの製造
元に問い合わせるか、「Final Cut Pro X - 関連情報」の Web ページ（http://www.apple.com/jp/ 
final-cut-pro/resources/）を参照してください。

詳しくは、81 ページの外部ビデオモニタで再生を表示するを参照してください。

クリップをメディアファイルに手動で再接続する
イベント クリップとプロジェクトクリップを、メディアファイルに手動で再接続できるようになりました。手動で再接続
することで、ポストプロダクションのワークフローをより詳細に制御できます。 

詳しくは、411 ページのクリップをメディアファイルに再接続するを参照してください。

その他の注目すべき機能
 • Adobe Photoshop（PSD）ファイルなどのレイヤー化されたグラフィックスファイルを編集して、「タイムライ
ン」に各レイヤーを接続されたクリップとして表示できるようになりました。

 • 詳細キーヤーコントロールが使用可能になりました。

 • ビデオとオーディオの アニメーションエディタ のキーフレームコントロールが改善されています。

Final Cut Pro 10.0.1 の新機能
「Final Cut Pro 10.0.1」では、新しい機能の追加、機能の拡張、および変更が多数行われています。最も重要な
機能について以下に説明します。

ロール
新しいロールのメタデータラベルを使って イベント およびプロジェクトのクリップを整理したり、「タイムライン」の
表示を制御したり、放送配信、オーディオミキシング、またはポストプロダクションのために個別のビデオファイル
およびオーディオファイル（メディアステムとも呼ばれます）を書き出したりできます。たとえば、ロールをメディア
ステムとして結合済みのマルチトラック QuickTime ファイルに書き出すか、個別のオーディオファイルおよびビデ
オファイルとして書き出すことができます。書き出し処理の際に、オーディオチャンネルにモノラル、ステレオ、また
はサラウンドの出力を割り当てることができます。

詳しくは、313 ページのロールの概要および 436 ページの「出力先」環境設定 を参照してください。

ストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）の場所
ネットワークボリュームをイベントおよびプロジェクトの保存場所として追加できるようになりました。
「Final Cut Pro」で SAN の場所を削除すると、それらの場所に保存されているイベントおよびプロジェクトをネッ
トワーク上のほかのユーザが操作できるようになります。

XML の書き出しと読み込み
「Final Cut Pro」が XML の読み込みと書き込みに対応したため、「Final Cut Pro」のプロジェクトやイベントが
認識されないシステムおよび他社製アプリケーションとの間でプロジェクトとイベントの情報を転送できるようになり
ました。

詳しくは、322 ページの XML を使ってプロジェクトとイベントを転送するを参照してください。
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Final Cut Pro とは？

「Final Cut Pro X」は、最高品質のビデオを作成、編集、および制作するための画期的なアプリケーションです。
高性能なデジタル編集機能と、ほとんどのビデオ形式のネイティブサポートに加え、時間の節約に役立つさまざま
な使いやすい機能を備えているため、ユーザはストーリー作りに専念することができます。

「Final Cut Pro」では、以下の操作を行うことができます：

 • 圧縮されていない標準精細度ビデオから、HDV、DVCPRO HD、および圧縮されていない高精細度ビデオ、さ
らには AVC-Intra、AVCHD、XDCAM HD などのファイルベースの形式まで、すべて編集することができます。

 • 解像度に関係なく、1920 × 1080、2K、4K、さらには 5K 解像度までのメディアを再生／スキミングできます。
フルスクリーンで、またはセカンドディスプレイにビデオを表示することもできます。

 • 「マグネティックタイムライン」を使ってクリップを簡単に組み立てることができます。「マグネティックタイムライ
ン」では、ドラッグしているクリップの周囲にあるクリップが滑らかに調整され、ギャップや衝突、同期の問題が
解消されます。

 • プロ用の編集およびトリミングツールを使ってすばやく編集できます。インラインの「詳細編集」で編集を微調整
できます。

 • ビデオを自動的に解析し、カメラのぶれや余分なハムノイズ、ラウドネスなどの一般的な問題を非破壊的に解決
できます。人物の存在やショットのタイプを検出し、「人物 1 人」や「ワイドショット」などのキーワードを自動
的に割り当てることもできます。

 • キーワードに基づいてクリップを自動的にグループ化するキーワードコレクション、および指定された条件に基づ
いてクリップを自動的にグループ化するスマートコレクションを使ってメディアを整理できます。

 • オーディション（代替のテイク、エフェクト、またはテキスト処理のセット）を使ってプロジェクト内のクリップの
編集を試すことで、編集に最適なクリップを選択できます。

 • 複合クリップ を作成して、任意の組み合わせのクリップをグループ化したり、クリップをほかのクリップにネストし
たりできます。 

Final Cut Pro の基本

67% resize factor
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 • 接続されたクリップ と ストーリーライン を使って、カットアウェイショットや、スーパーインポーズされたタイトル、
サウンドエフェクトをプロジェクトに追加できます。接続されたクリップとストーリーラインは常に同期されてい 
ます。

 • ビデオ、オーディオ、および写真に特殊エフェクトを追加し、キーフレームおよびオンスクリーンコントロールを
使ってそれらを調整できます。クリップの速度を変更して高速または低速のモーションエフェクトを作成することも
できます。

 • 自動的にカラーバランスを調整したり、色をマッチさせたり、色補正ツールを使ってプロジェクト内のクリップの
外観を精密に制御したりできます。

 • プロジェクトを YouTube や Facebook などの Web サイトに直接公開したり、iPhone、iPad、Apple TV な
どの Apple デバイスと同期するために「iTunes」に送信したりできます。

ライブラリとは？
「Final Cut Pro 10.1」以降では、ライブラリで作業を整理できます。ライブラリでは同じ場所に複数の イベント と 
プロジェクト がまとめられています。「Final Cut Pro 10.1」をはじめて開くと、「ムービー」フォルダにライブラリ
ファイルが自動的に作成されます。新しいプロジェクトまたはイベントを作成すると、それらはアクティブなライブラ
リに自動的に取り込まれます。ライブラリはすべてのメディアファイル、編集内容、および関連付けられたメタデー
タを追跡します。

LibraryLibrary Library Library

Clip Clip Clip

Event Event

Clip Clip Project Project Project Project

Event

一度に複数のライブラリを開いておくことができ、ライブラリ間でイベントやプロジェクトを簡単にコピーできます。
これによって、メディア、メタデータ、および作品を別のシステムにすばやく簡単に移動でき、移動先での作業や複
数の編集者による作業、アーカイブ作成に役立ちます。ライブラリは必要に応じて開閉できるので、開かれているラ
イブラリが多すぎて手に負えなくなることはありません。

ライブラリの操作にあたっては、以下の概念を理解しておくことが重要です。

管理対象メディアと外部メディア
特定のライブラリに読み込んだメディアはライブラリ内部に保存され、管理対象メディアと呼ばれます。また、接続
されているボリューム上の任意の場所にメディアを読み込むかコピーして、外部メディアとしてライブラリにリンクさ
せることもできます。共有ストレージ上にあるこの外部メディアには複数のユーザが簡単にアクセスできます。

管理対象メディアは、アクセスを共有したい場合にいつでも外部メディアにすることができます。また、外部メディア
を管理対象メディアとしてライブラリ内にまとめれば、移動やアーカイブ作成が簡単になります。詳しくは、414 ペー
ジのプロジェクト、イベント、およびライブラリを統合するを参照してください。
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自動生成メディア
レンダリングファイル、最適化されたファイル、プロキシファイル、および解析ファイルはすべて自動生成メディアと
見なされます。これらのファイルは、元のメディアが読み込まれた後にバックグラウンドで作成されるからです。自
動生成メディアは「Final Cut Pro」のライブラリ内または「ライブラリ」インスペクタで定義した外部の場所に保
存できます。たとえば、メディアを効率よく整理するために、自動生成メディアをライブラリ外部の SAN またはスト
レージデバイスに配置できます。詳しくは、424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

ライブラリのサイズを小さくするために、またはライブラリをよりすばやく移動、コピー、アーカイブできるように、
すべての自動生成メディア（プロキシファイル、最適化されたファイル、レンダリングファイル）を 1 手順で削除で
きます。詳しくは、415 ページの最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・ファイルを管理するおよび
419 ページのレンダリングファイルを管理するを参照してください。

参考：デフォルトでは、ライブラリ間でプロジェクトをコピーしても、関連付けられたプロキシファイル、最適化され
たファイル、およびレンダリングファイルはコピーされません。これらのファイルはすぐに再生成できるからです。た
だし、プロジェクトを別のライブラリにコピーするときにプロキシメディアや最適化されたメディアを含めるかを選択
できます。

Final Cut Pro のワークフローの概要
「Final Cut Pro」で何ができるかが分かるように、ここではムービーを組み立てるための全体的なプロセスについ
て説明します。すべての手順を実行する必要はありません。記載されていない手順を実行してもかまいません。こ
のワークフローは必ずしも直線的ではありません。たとえば、編集とエフェクトの追加までを終えてから、プロジェク
ト用の新しいメディアを追加で読み込むことができます。

「Final Cut Pro」にメディアを読み込む
「Final Cut Pro」を使用するには、メディア（ビデオ、オーディオ、静止画像）を記録装置からコンピュータまたは
外部ディスクに転送する必要があります。多くの種類のカメラやその他のデバイス、または「iMovie」などの別の
アプリケーションからメディアを読み込むことができます。

メディアを整理する
「Final Cut Pro」では、読み込んだメディアが自動的にイベントとして整理されます。イベントには、フォルダと
同様に、プロジェクトのほかに数十、数百、数千のビデオクリップ、オーディオクリップ、静止画像を保存できます。
「Final Cut Pro」では、メディアがクリップとして表示されます。クリップはディスク上に保存されているメディア
ファイルにリンクされます。イベントを作成したり、名前を変更したり、イベント間でクリップを移動したりして、ク
リップを整理し直すことができます。たとえば、特定のクライアントのために撮影したメディアがすべて含まれるイベ
ントを作成できます。

素材をレビューしながら、クリップに「よく使う項目」や「不採用」のレートを簡単に付けることができます。これ
らのレートにより、最適な素材を簡単に絞り込むことができます。「Final Cut Pro」には、ほかにも キーワードコ
レクション や スマートコレクション などの便利な整理ツールが用意されています。

プロジェクトを作成してクリップを追加する
プロジェクトとは、イベント内のクリップや「Final Cut Pro」の メディアブラウザ から追加したクリップを使って作
成するムービーのことです。ムービーの作成を開始するには、「タイムライン」にクリップを追加します。編集はすべ
てプロジェクト内で行います。元のメディアファイルはそのまま残ります（これを非破壊編集と言います）。

クリップを配置する／編集する
ここで、ムービーがいよいよ形になってきます。ラフカットを組み立てるには、「タイムライン」でクリップを配置し、
トリムします。オーディション を使用して、さまざまなクリップの編集を試すこともできます。カットアウェイショット
や、タイトル、バックグラウンドミュージック、サウンドエフェクトをプロジェクトに追加するには、接続されたクリッ
プ と ストーリーライン を使用します。任意の組み合わせのクリップをグループ化したり、クリップをほかのクリップ
にネストしたりするには、複合クリップ を作成します。主なセクションごとに複合クリップを作成することで、複雑な
プロジェクトを簡素化できます。 
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エフェクトやトランジションを追加する
「Final Cut Pro」のメディアブラウザに用意されているビデオエフェクトとオーディオエフェクトの豊富なコレクショ
ンから、特殊エフェクトを追加できます。ムービーにタイトルやクレジットを付けたり、ビデオトランジションやオー
ディオトランジションを適用したりできます。クリップの速度設定を調整して、高速または低速のモーションエフェク
トを作成することもできます。 

さらにプロジェクトに磨きをかけるため、「詳細編集」でカットやトランジションを微調整したり、ビデオエフェクトや
オーディオエフェクトをキーフレームしたり、色を補正したり、モーショングラフィックスを合成したりできます。

ムービーを共有する
プロジェクトが完成したら、「Final Cut Pro」から Web にムービーを直接公開したり、「iTunes」、iPhone、iPad、
iPod、または Apple TV に送信したりできます。ディスクを作成して人に渡すこともできます。

Final Cut Pro のインターフェイスの概要
Final Cut Pro ウインドウには主な領域が 3 つあります：

Viewer: Play back 
clips and projects.

Browser: Access all 
the source media you import.

Magnetic Timeline: Edit your 
movie in this area.

「ライブラリ」リストとブラウザでメディアを整理する
読み込んだメディアはライブラリ内のイベントで使用できます。（イベントは、クリップとプロジェクトが入っているフォ
ルダのようなものです。）
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ライブラリでイベントを選択すると、そのクリップとプロジェクトが右側の「ブラウザ」に表示されます。

Browser: View and sort clips 
and projects in the selected event.

Libraries list: Select an event 
to view its media on the right.

メディアはいつでも好きなように整理し直すことができ、「ライブラリ」リストと「ブラウザ」を使用して、読み込ん
だメディアを管理したり、レートを付けたり、並べ替えたり、キーワードを追加したりできます。詳しくは、54 ペー
ジのライブラリの整理の概要を参照してください。 

「ビューア」でクリップとプロジェクトを再生する
「ビューア」は、最高 1920 × 1080、2K、4K、さらには 5K 解像度のクリップおよびプロジェクトなど、ビデオを
再生する場所です。イベント、プロジェクト、または個々のクリップを、フルスクリーン表示またはセカンドディスプレ
イで再生できます。メインの「ビューア」に隣接して表示できる別のビデオ表示領域である「イベントビューア」で、
「ブラウザ」から 1 つ、「タイムライン」から 1 つの合計 2 つのビデオを表示できます。メディアの再生方法につ
いては、76 ページのメディアを再生するを参照してください。

Resolution-independent playback: 
Play back video files up to 5K.

Full-screen playback: 
Play your video full screen, 

or on a second display.

Onscreen controls: 
Adjust effects such as 

Transform, Crop, and Distort.

Dual viewers: Display event clips 
and project clips side by side.

「ビューア」でビデオにスーパーインポーズされるオンスクリーンコントロールを使って、さまざまなエフェクトやトラ
ンジションの設定を調整することもできます。

「マグネティックタイムライン」でプロジェクトを編集する
Final Cut Pro ウインドウの下部には「タイムライン」があり、ここでクリップの追加、配置、およびすべての編集
を行って、ムービーを作成します。「Final Cut Pro」の「タイムライン」では、クリップを目的の位置へドラッグし
ているときに、その周囲にあるクリップが磁石のように調整されます。クリップをドラッグしてその場所から取り除く
と、周囲のクリップが集まって隙間が埋まります。
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Final Cut Pro プロジェクトでは、編集上の決定事項や、すべてのソースクリップおよびイベントへのリンクを含め、
最終的なムービーについてのすべての情報が保持されます。プロジェクトの編集について詳しくは、97 ページのク
リップ追加の概要および 115 ページの「タイムライン」でクリップを並べ替える を参照してください。

Toolbar: Perform 
common tasks by 
clicking a button.

Connected clips: Add titles and 
cutaway shots. In the Magnetic 
Timeline, everything stays in sync.

Audio clips: Add music 
and sound effects as 
connected clips.

Primary storyline: Add and 
arrange clips to construct 
your movie.

メディアファイルとクリップ
Final Cut Pro ライブラリにメディアを読み込むと、ソース・メディア・ファイルを表すクリップが「ブラウザ」に表
示されます。大規模なイベントには多数のクリップが含まれる場合があります。

メディアファイルとは、プロジェクトの作成に使用する生素材のことです。メディアファイルは、ハードディスク上のビ
デオファイル、オーディオファイル、静止画像ファイル、グラフィックスファイルであり、ビデオカメラまたは記録装
置から転送した素材や、コンピュータ上で最初から作成した素材などがあります。メディアファイルには、複数のビ
デオコンポーネントおよびオーディオコンポーネントが含まれる場合があります。メディアファイル、特にビデオファ
イルは非常に大きくなる傾向にあるので、多くの素材を使用するプロジェクトでは、1 つ以上の大容量ハードディス
クが必要です。

クリップはメディアを表しますが、メディアファイルそのものではありません。プロジェクト内のクリップは、ハードディ
スク上のソース・メディア・ファイルを参照（リンク）するだけです。クリップを変更するときは、メディアファイルそ
のものを変更するのではなく、プロジェクト内のクリップの情報を変更することになります。「“Final Cut Pro”」の
クリップに適用した変更とエフェクトはいずれもメディア自体には影響しません。これを非破壊編集と言います。ク
リップの一部をトリミングまたは削除すると、その部分はプロジェクトから削除されるだけで、ライブラリのソースク
リップおよびハードディスク上のソース・メディア・ファイルからは削除されません。

Project 2

Toy1

Browser clips

Media files on your hard disk

Project 3Project 1

Toy1.mov

Toy1

Toy1Toy1
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読み込みの概要
「Final Cut Pro」にメディアを読み込むことは、ムービーを作成するための最初の手順です。

 「Final Cut Pro」では、以下の読み込みを実行できます：

 • ファイルベース（テープレス）のカメラまたはデバイスから読み込む

 • iPhone、iPad、または iPod touch から読み込む

 • テープベースのビデオカメラまたはデバイスから読み込む

 • iMovie から読み込む

 • iPhoto と Aperture から読み込む

 • iTunes から読み込む

 • ハードディスクから読み込む

 • カメラアーカイブから読み込む

メディアを読み込むと、そのメディアは イベント に割り当てられます。そのとき、メディアをトランスコードしたり、メ
ディアのさまざまな問題を解析したりすることもできます（たとえば、カラーバランス、人物がいるかどうか、ショッ
トタイプ、オーディオの問題などです）。

クリップ（ビデオ、オーディオ、または静止画像）を「Final Cut Pro」に読み込むと、「ビデオ」、「タイトル」、「ダ
イアログ」、「ミュージック」、および「エフェクト」という 5 つのデフォルト ロール のいずれかが各クリップのビデ
オコンポーネントとオーディオコンポーネントに割り当てられます。詳しくは、313 ページのロールを表示する／割り
当てを変更するを参照してください。

メディアを（時間をかけて読み込むのではなく）すばやくバックアップしたい場合は、アーカイブを作成できます。

メディアを読み込む
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はじめての読み込みの場合
「Final Cut Pro」をはじめて開いたときは、メディアはなく、イベント が 1 つあるライブラリが 1 つだけ含まれて
います。イベントを使うと、メディアをハードディスクからすばやく読み込んだり、接続されているカメラから直接読
み込んだりできます。その後、プロジェクト を作成して編集を開始します。

空のイベントにメディアを読み込む

 m 接続されているカメラまたはハードディスクからファイルを読み込むには：「メディアを読み込む」ボタンをクリック

し、接続されているファイルベースのカメラから読み込むための手順、ハードディスクから読み込むための手順、
テープベースのカメラから読み込むための手順、あるいはカメラアーカイブから読み込むための手順に従います。

 m 新規プロジェクトを作成するには：「ファイル」＞「新規」＞「プロジェクト」と選択し、新規プロジェクトを作成す

るための手順に従います。

接続されたカメラから読み込む

ファイルベースのカメラから読み込む
ファイルベースのビデオカメラおよびカメラでは、ビデオ、オーディオ、静止画像を記録できます。このタイプのデバ
イスは、フラッシュベースの記憶メディアやハードディスクドライブ（HDD）などに記録し、通常は Thunderbolt ま
たは USB ケーブルでコンピュータに接続されます。代わりにコンピュータに挿入できるリムーバブル・メモリ・カー
ドを使用するデバイスもあります。

ファイルベースのデバイスがクリップスパン機能を備えている場合は、すべてのメディアを 1 つのスパンクリップとし
て読み込むことができます。

お使いのカメラが「Final Cut Pro」に対応しているかどうかを確認するには、Web ページ「Final Cut Pro X に
対応しているカメラ」（http://help.apple.com/finalcutpro/cameras）を参照してください。

ファイルベースのビデオカメラ、カメラ、またはデバイスから読み込む

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • ビデオカメラ、カメラ、またはデバイスをデバイスに付属のケーブルを使ってコンピュータに接続してから、電源
を入れます。

ビデオカメラを使用する場合は、PC 接続モードに設定します。（この転送モードの名前はデバイスによって異なる
場合があります。）ビデオカメラをコンピュータに接続しているときに再生モードで電源を入れると、自動的に「接
続」モードになる場合もあります。詳しくは、ビデオカメラのマニュアルを参照してください。

参考：DVD ビデオカメラを Mac に接続すると、「DVD プレーヤー」アプリケーションが開くことがあります。そ
の場合は、「DVD プレーヤー」を閉じてください。
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 • ビデオカメラやデバイスからメモリカードを取り出し、Mac にカードスロットがある場合はそこに挿入するか、外
付けのカードリーダーに挿入します。

メモリカードについて詳しくは、43 ページのメモリカードとケーブルについてを参照してください。

参考：一部のカメラでは、追加のソフトウェアプラグインをダウンロードしてインストールする必要があります。詳し
くは、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

 2 以下のいずれかの操作を行って、「メディアの読み込み」ウインドウを開きます：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

 3 必要に応じて、左側にある「カメラ」セクションからビデオカメラ、カメラ、またはデバイスを選択します。

「メディアの読み込み」ウインドウに、デバイス上のすべてのメディアが表示されます。このウインドウで、再生コン
トロールを使ってメディアを再生するか、フィルムストリップ上でポインタを前後に動かしてスキミングすることで、メ
ディアをプレビューできます。 

Change the way clips appear 
using these controls.

The media on the 
device appears here.

Playback controls

参考：最近のデジタルカメラの多くでは、静止画像とビデオを区別なく撮影できます。ほとんどの場合、カメラに保
存されたビデオクリップと静止画像は、「メディアの読み込み」ウインドウで並べて表示されます。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • 読み込み元のデバイスを変更するには：「カメラ」セクションでデバイスをクリックします。

 • クリップの表示方法を変更するには：「メディアの読み込み」ウインドウの右下隅にある「クリップのアピアラン
ス」ボタンをクリックします。

 • フィルムストリップ表示とリスト表示を切り替えるには：「メディアの読み込み」ウインドウの下部にある「リスト
表示」ボタンと「フィルムストリップ表示」ボタンをクリックします。（接続されたファイルベースのカメラおよびカ
メラアーカイブのみ）
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参考：リスト表示でクリップを選択すると、「ブラウザ」の上部に選択したクリップのフィルムストリップが表示さ
れます。このフィルムストリップは完全にインタラクティブで、開始点と終了点、マーカー、およびキーワードにア
クセスできます。

 • リスト表示で特定のデータ（継続時間、作成日、レート、キーワードなど）に基づいてクリップを並べ替えるに
は：リスト表示の上部の列見出しをクリックします。リスト表示について詳しくは、36 ページのハードディスクか
ら読み込むを参照してください。

 • よく使うメディアのフォルダを「よく使う項目」セクションに追加するには：リスト表示からフォルダをドラッグし 
ます。

「よく使う項目」セクションからフォルダを削除するときは、Control キーを押したままフォルダをクリックし、ショー
トカットメニューで「サイドバーから削除」を選択します。

 • 読み込み開始時に「メディアの読み込み」ウインドウを自動的に閉じるには：「読み込み開始後にウインドウを閉
じる」チェックボックスを選択します。

 • フォルダをドラッグしてリスト表示に追加するには：Finder からリスト表示にフォルダをドラッグして、リスト表示
でフォルダの内容をブラウズします。

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • すべてのクリップを読み込むには：「すべてを読み込む」をクリックします。

 • 選択したクリップのみを読み込むには：Command キーを押したまま各クリップをクリックして読み込みたいク
リップを選択し、「選択した項目を読み込む」をクリックします（「読み込む」ボタンの名前が変わります）。

ヒント：隣接する複数のクリップを選択する場合は、クリップの周りをドラッグして選択範囲を四角形で囲みます。

 • クリップの一部を読み込むには：フィルムストリップ内をドラッグして読み込みたい 範囲 を選択し、「選択した項
目を読み込む」をクリックします。1 つのクリップで複数の範囲を選択することもできます。詳しくは、92 ページ
の範囲を選択するを参照してください。

ヒント：クリップを選択してスペースバーを押すとクリップが再生されますが、そのとき I キーを押すと開始点、O 
キーを押すと終了点を設定できます。

 6 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだクリップを既存のイベントに追加するには：「既存 イベント に追加」を選択し、ポップアップメニュー
からイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

参考：「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して各ライブラリの保存場所を設定できます。詳しくは、
424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

 7 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを作成したり、ビデオを解析したり、オーディオを解析したりしたい場
合は、「トランスコード」、「キーワード」、「ビデオ」、および「オーディオ」セクションの関連するチェックボックスを
選択します。

読み込み処理の際にメディアを解析するように「Final Cut Pro」を設定しない場合でも、必要に応じて「ブラウ
ザ」で後からクリップを解析できます。

参考：一部の読み込みオプションは、ストレージデバイスからファイルを読み込むときにのみ選択できます。詳しく
は、40 ページの読み込み時にファイルを整理するおよび 36 ページのハードディスクから読み込むを参照してくだ
さい。

 8 「読み込む」をクリックします。

デフォルトでは、「読み込む」をクリックすると「メディアの読み込み」ウインドウが閉じます。「ブラウザ」でクリッ
プの編集を開始できます。メディアの読み込みはバックグラウンドで行われます。
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前の手順でオプションを選択した場合は、「Final Cut Pro」への読み込み処理が完了した後にファイルがトランス
コードされて最適化されます。読み込みやその他のバックグラウンドタスクの進行状況は、「バックグラウンドタスク」
ウインドウ で確認できます。 

 9 バックグラウンドタスクが完了したら、ビデオカメラ、カメラ、またはデバイスの接続を解除します。

ファイルベースまたはテープベースのカメラまたはデバイスからアーカイブを作成することができます。詳しくは、
425 ページのカメラアーカイブを作成する／管理するを参照してください。

クリップを再度読み込む
次のような場合には、クリップ を再度読み込んでください：

 • クリップの読み込みが不完全な場合：読み込みが終了する前にキャンセルしたり「Final Cut Pro」を終了した
りすると、クリップの左下隅にカメラアイコンが表示されます。このアイコンは、「Final Cut Pro」への読み込み
時に作成された QuickTime ファイルではなく、カメラにあるメディアが再生されていることを示しています。

Camera icon

「Final Cut Pro」では、カメラアイコンの付いたクリップを再生するために、接続されているカメラまたは接続さ
れていて読み込み可能なカメラアーカイブ上でメディアが検索されます。（詳しくは、39 ページのアーカイブまた
はディスクイメージ内のメディアにアクセスするを参照してください。）これらのいずれかの場所でメディアが見つ
からない場合は、「Final Cut Pro」内でクリップがオフラインになり、カメラが見つからないことを示す警告アイ
コンが表示されます。

 • クリップのソース・メディア・ファイルが読み込み可能でない場合：クリップのソース・メディア・ファイルが移動
または削除された場合や、ソース・メディア・ファイルが保存されているボリュームがコンピュータから接続解除
されている場合は、ファイルが見つからないことを示すアイコンがクリップに表示されます。そのクリップを再度
読み込むと、クリップを復元できます。

警告アイコンについて詳しくは、428 ページの警告アイコンを参照してください。

クリップを再度読み込む場合、「Final Cut Pro」は必要なカメラまたはカメラアーカイブに自動的に接続します。再
度読み込む前にカメラアーカイブを手動でマウントする必要はありません。 

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • クリップが含まれているカメラをコンピュータに接続し、コンピュータの電源を入れます。これでクリップはオンラ
インになりますが、カメラアイコンがクリップの左下隅に表示されたままです。

 • クリップが含まれているメモリカードをコンピュータまたは接続されているカードリーダーに挿入します。

詳しくは、43 ページのメモリカードとケーブルについてを参照してください。

 • クリップが含まれているカメラアーカイブが「Final Cut Pro」のいずれかのカメラアーカイブに置かれているこ
とを確認してください。

詳しくは、425 ページのカメラアーカイブを作成する／管理するを参照してください。

 2 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 1 つのクリップを再度読み込むには：「ブラウザ」でクリップを選択します。

 • イベント内のすべてのクリップを再度読み込むには：「ライブラリ」リストで イベント を選択します。

 3 「ファイル」＞「読み込む」＞「カメラ／アーカイブから再度読み込む」と選択します。

クリップが再度読み込まれます。
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スパンクリップを読み込む
複数のメモリカードスロットを備えたファイルベースのビデオカメラまたはデバイスの一部では、1 つのショットを複
数のメモリカードにまたがって記録できます。この方法で生成されるショットは、スパンクリップと呼ばれます。

「Final Cut Pro」にスパンクリップを読み込むときは、カメラまたはカードリーダーをローカルシステムに接続し、
各メモリカードのカメラアーカイブを作成することをお勧めします。スパンクリップを読み込む準備ができるまで、カ
メラアーカイブをローカルシステムまたは外部ストレージデバイスに保存できます。（スパンクリップをすぐに読み込
む場合でも、カメラアーカイブを作成して、スパンクリップを構成する素材のバックアップを作成することをお勧めし
ます。）その後、読み込む準備ができたら、すべてのカメラアーカイブをマウントしてスパンクリップを読み込むこと
ができます。

各メモリカードのカメラアーカイブを作成する

 1 ビデオカメラまたはカメラをコンピュータに接続して電源を入れるか、カードリーダーとメモリカードをコンピュータ
に接続します。カメラアーカイブを外部ストレージデバイスに保存する場合は、その記憶装置も接続します。

参考：一部のカメラでは、追加のソフトウェアプラグインをダウンロードしてインストールする必要があります。詳し
くは、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

 2 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

「メディアの読み込み」ウインドウが表示されます。 

 3 左側にあるカメラのリストから、アーカイブするメモリカードを選択します。

 4 ウインドウ左下隅の「アーカイブを作成」ボタンをクリックします。

 5 「作成するカメラアーカイブの名前」フィールドに、アーカイブの名前を入力します。

 6 「書き出し先」ポップアップメニューでアーカイブの保存場所を選択して、「OK」をクリックします。

参考：メディアを保護するため、アーカイブは、「Final Cut Pro」で使用するメディアファイルの保存先ディスクま
たはパーティションとは別の場所に保存することをお勧めします。

 7 手順 3 ～ 6 を繰り返して、スパンクリップの一部が含まれるメモリカードごとにカメラアーカイブを作成します。

カメラアーカイブの作成について詳しくは、425 ページのカメラアーカイブを作成する／管理するを参照してくだ 
さい。

スパンクリップを読み込む

 1 読み込みたいメディアが外部ストレージデバイスやメモリカード上にある場合は、デバイスをコンピュータに接続し
て、デバイスの電源を入れます。

 2 以下のいずれかの操作を行って、「メディアの読み込み」ウインドウを開きます：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。
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 3 「メディアの読み込み」ウインドウの左側にある「デバイス」セクションで、コンピュータのハードディスク、または
メディアを読み込むために接続した外部ストレージデバイスか、スパンクリップのカメラアーカイブが含まれているメ
モリカードを選択します。

 4 ウインドウの下部にあるリスト表示で、カメラアーカイブに移動してカメラアーカイブを開きます。

重要：スパンクリップを構成するカメラアーカイブがすべて揃っていなくても、各カメラアーカイブを別々に読み込む
ことができます。スパンクリップの各部分が別々のクリップとして「Final Cut Pro」に読み込まれます。

スパンクリップのすべての部分が揃っている場合は、マウントされたすべてのカメラアーカイブが、同じ継続時間を
持つクリップとして表示されます。スパンクリップがすべて揃っていることを示すアイコンがスパンクリップに表示され
ます。

1 つ以上のカメラアーカイブが見つからない場合は、スパンクリップのどの部分（先頭、中間、末尾）が揃っている
かを示すアイコンがスパンクリップに表示されます。選択するカメラアーカイブによって、異なるアイコンが表示され
ます。

Indicates that all 
portions of the spanned 
clip are available.

Indicates that the end 
portion of the spanned 
clip is available.

Indicates that the 
beginning portion of the 
spanned clip is available.

Indicates that the middle 
portion of the spanned 
clip is available.

 5 スパンクリップを読み込むには、「すべてを読み込む」をクリックします。

 6 読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだメディアを既存のイベントに追加するには：「既存 イベント に追加」を選択し、ポップアップメニュー
からイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

参考：「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して各ライブラリの保存場所を設定できます。詳しくは、
424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

 7 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを作成したり、ビデオを解析したり、オーディオを解析したりしたい場
合は、「トランスコード」、「キーワード」、「ビデオ」、および「オーディオ」セクションの関連するチェックボックスを
選択します。

読み込み処理の際にメディアを解析するように「Final Cut Pro」を設定しない場合でも、必要に応じて「ブラウ
ザ」で後からクリップを解析できます。

参考：一部の読み込みオプションは、ストレージデバイスからファイルを読み込むときにのみ選択できます。詳しく
は、40 ページの読み込み時にファイルを整理するおよび 36 ページのハードディスクから読み込むを参照してくだ
さい。
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 8 「読み込む」をクリックします。

デフォルトでは、「読み込む」をクリックすると「メディアの読み込み」ウインドウが閉じます。「ブラウザ」でクリッ
プの編集を開始できます。メディアの読み込みはバックグラウンドで行われます。

前の手順でオプションを選択した場合は、「Final Cut Pro」への読み込み処理が完了した後にファイルがトランス
コードされて最適化されます。読み込みやその他のバックグラウンドタスクの進行状況は、「バックグラウンドタスク」
ウインドウ で確認できます。 

iPhone、iPad、または iPod touch から読み込む
iPhone、iPad、または iPod touch からメディアを読み込む手順は、ファイルベースのビデオカメラ、カメラ、ま
たはデバイスから読み込む手順と同様です。

iPhone、iPad、または iPod touch から読み込む
 1 コンピュータに付属の Dock コネクタ USB ケーブルを使って、iPhone、iPad、または iPod touch をコンピュー

タに接続します。（別のアプリケーションが開いた場合は、閉じます。）デバイスの電源を入れ、ロックを解除します。

 2 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

「メディアの読み込み」ウインドウが表示されます。

 3 必要に応じて、左側にある「カメラ」セクションから iPhone、iPad、または iPod touch を選択します。

「メディアの読み込み」ウインドウに、デバイス上のすべてのメディアが表示されます。このウインドウで、再生コン
トロールを使ってメディアを再生するか、フィルムストリップ上でポインタを前後に動かしてスキミングすることで、メ
ディアをプレビューできます。 

必要に応じて、以下の操作も実行できます：

 • 読み込み元のデバイスを変更するには：「カメラ」セクションでデバイスをクリックします。

 • クリップの表示方法を変更するには：「メディアの読み込み」ウインドウの右下隅にある「クリップのアピアラン
ス」ボタンをクリックします。

 • フィルムストリップ表示とリスト表示を切り替えるには：「メディアの読み込み」ウインドウの下部にある「リスト
表示」ボタンと「フィルムストリップ表示」ボタンをクリックします。（接続されたファイルベースのカメラおよびカ
メラアーカイブのみ）

参考：リスト表示でクリップを選択すると、「ブラウザ」の上部に選択したクリップのフィルムストリップが表示さ
れます。このフィルムストリップは完全にインタラクティブで、開始点と終了点、マーカー、およびキーワードにア
クセスできます。

 • リスト表示で特定のデータ（継続時間、作成日、レート、キーワードなど）に基づいてクリップを並べ替えるに
は：リスト表示の上部の列見出しをクリックします。リスト表示について詳しくは、36 ページのハードディスクか
ら読み込むを参照してください。

ヒント：iPhone、iPad、または iPod にビデオクリップと静止画像の両方が含まれている場合、どちらか一方を
表示するには、「ファイルのタイプ」列見出しをクリックしてビデオクリップと静止画像を分けます。

 • よく使うメディアのフォルダを「よく使う項目」セクションに追加するには：リスト表示からフォルダをドラッグし 
ます。

「よく使う項目」セクションからフォルダを削除するときは、Control キーを押したままフォルダをクリックし、ショー
トカットメニューで「サイドバーから削除」を選択します。
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 • 読み込み開始時に「メディアの読み込み」ウインドウを自動的に閉じるには：「読み込み開始後にウインドウを閉
じる」チェックボックスを選択します。

 • フォルダをドラッグしてリスト表示に追加するには：Finder からリスト表示にフォルダをドラッグして、リスト表示
でフォルダの内容をブラウズします。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • すべてのクリップを読み込むには：「すべてを読み込む」をクリックします。

 • 選択したクリップのみを読み込むには：Command キーを押したまま各クリップをクリックして読み込みたいク
リップを選択し、「選択した項目を読み込む」をクリックします（「読み込む」ボタンの名前が変わります）。

ヒント：隣接する複数のクリップを選択する場合は、クリップの周りをドラッグして選択範囲を四角形で囲みます。

 • クリップの一部を読み込むには：フィルムストリップ内をドラッグして読み込みたい 範囲 を選択し、「選択した項
目を読み込む」をクリックします。1 つのクリップで複数の範囲を選択することもできます。詳しくは、92 ページ
の範囲を選択するを参照してください。

ヒント：クリップを選択してスペースバーを押すとクリップが再生されますが、そのとき I キーを押すと開始点、O 
キーを押すと終了点を設定できます。

 5 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだクリップを既存のイベントに追加するには：「既存 イベント に追加」を選択し、ポップアップメニュー
からイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

参考：「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して各ライブラリの保存場所を設定できます。詳しくは、
424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

 6 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを作成したり、ビデオを解析したり、オーディオを解析したりしたい場
合は、「トランスコード」、「キーワード」、「ビデオ」、および「オーディオ」セクションの関連するチェックボックスを
選択します。

読み込み処理の際にメディアを解析するように「Final Cut Pro」を設定しない場合でも、必要に応じて「ブラウ
ザ」で後からクリップを解析できます。

参考：一部の読み込みオプションは、ストレージデバイスからファイルを読み込むときにのみ選択できます。詳しく
は、40 ページの読み込み時にファイルを整理するおよび 36 ページのハードディスクから読み込むを参照してくだ
さい。
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 7 「読み込む」をクリックします。

デフォルトでは、「読み込む」をクリックすると「メディアの読み込み」ウインドウが閉じます。「ブラウザ」でクリッ
プの編集を開始できます。メディアの読み込みはバックグラウンドで行われます。

前の手順でオプションを選択した場合は、「Final Cut Pro」への読み込み処理が完了した後にファイルがトランス
コードされて最適化されます。読み込みやその他のバックグラウンドタスクの進行状況は、「バックグラウンドタスク」
ウインドウ で確認できます。 

 8 バックグラウンドタスクが完了したら、iPhone、iPad、または iPod touch の接続を解除します。

デジタル・スチル・カメラから読み込む
デジタル・スチル・カメラからビデオや静止画像を読み込むことができます。以下の手順は、ビデオと静止画像を
「Final Cut Pro」に直接読み込む方法を説明しています。写真を「Aperture」または「iPhoto」に読み込んで、
「“Final Cut Pro”」の「写真ブラウザ」からアクセスすることもできます。

お使いのカメラが「Final Cut Pro」に対応しているかどうかを確認するには、Web ページ「Final Cut Pro X に
対応しているカメラ」（http://help.apple.com/finalcutpro/cameras）を参照してください。

デジタル・スチル・カメラから静止画像クリップとビデオクリップを読み込む

 1 カメラに付属のケーブルを使ってカメラをコンピュータに接続し、電源を入れます。

「メディアの読み込み」ウインドウの左側（「カメラ」セクションまたは「デバイス」セクション）にカメラが表示さ
れない場合は、カメラのメモリカードを取り出し、Mac にカードスロットがある場合はそこに挿入するか、外付けの
カードリーダーに挿入します。

 2 Finder で、カメラフォルダ内の「DCIM」フォルダを探し、静止画像またはビデオのファイルを見つけます。それ
らのファイルは「DCIM」フォルダにある場合や、1 つまたは 2 つ下のフォルダに入っている場合があります。デバ
イスとファイル構造は、機種と製造元によって異なります。

 3 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択して（または Command ＋ I キーを押して）から、36 ペー
ジのハードディスクから読み込むの手順に従います。

 • Finder から「“Final Cut Pro”」の イベント または「タイムライン」にファイルをドラッグします。「読み込み」
環境設定の読み込み設定を使用してファイルが読み込まれます。36 ページのハードディスクから読み込むを参照
してください。

読み込んだ後、オーディオファイルが別になっている場合があります。ビデオのオーディオトラックをそれらに置き換
えて使用できます。そのために、ビデオクリップとオーディオクリップを自動的に同期させることができます。

テープベースのカメラから読み込む
テープベースのビデオカメラまたはデバイスからメディアを読み込むことができます。（すべてのクリップを読み込む
のではなく）どのクリップを読み込むかを選択したい場合は、読み込む前に「Final Cut Pro」でクリップを表示で
きます。

「Final Cut Pro」では、DV（DVCAM、DVCPRO、および DVCPRO50 を含む）、DVCPRO HD、および HDV 
形式によるテープベースの読み込みがサポートされています。

お使いのカメラが「Final Cut Pro」に対応しているかどうかを確認するには、Web ページ「Final Cut Pro X に
対応しているカメラ」（http://help.apple.com/finalcutpro/cameras）を参照してください。

テープベースのビデオカメラまたはデバイスからメディアを読み込む

 1 ビデオカメラに付属のケーブルを使ってビデオカメラをコンピュータに接続し、必要に応じて FireWire を使用する
リモートコントロール用にデバイスを設定します。 

Firewire ポートはないが Thunderbolt ポートがあるコンピュータの場合、Apple Thunderbolt - FireWire アダ
プタまたは Apple Thunderbolt Display（これには Firewire ポートも搭載されています）を使用して、FireWire 
ケーブルを接続できます。
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参考：テープベースのビデオカメラから読み込む場合は、最善の結果を得るため、録画したときと同じビデオカメ
ラを使ってビデオを読み込むことをお勧めします。

 2 ビデオカメラの電源を入れ、VTR モードまたは VCR モードに設定します。（お使いのカメラでこのモードが異なる
名前になっている場合があります。詳しくは、ビデオカメラのマニュアルを参照してください。）

 3 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

「メディアの読み込み」ウインドウが表示されます。

 4 コンピュータに複数のデバイスが接続されている場合は、読み込むデバイスを左側のデバイスのリストから選択し 
ます。

「メディアの読み込み」ウインドウに、テープの現在位置にあるイメージが表示されます。

 5 再生コントロール（または J キー、K キー、L キー）を使用して、読み込みを開始する位置にテープをセットし、「読
み込む」をクリックします。

 6 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだクリップを既存のイベントに追加するには：「既存 イベント に追加」を選択し、ポップアップメニュー
からイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

参考：「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して各ライブラリの保存場所を設定できます。詳しくは、
424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

 7 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを作成したり、ビデオを解析したり、オーディオを解析したりしたい場
合は、「トランスコード」、「キーワード」、「ビデオ」、および「オーディオ」セクションの関連するチェックボックスを
選択します。
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読み込み処理の際にメディアを解析するように「Final Cut Pro」を設定しない場合でも、必要に応じて「ブラウ
ザ」で後からクリップを解析できます。

参考：一部の読み込みオプションは、ストレージデバイスからファイルを読み込むときにのみ選択できます。詳しく
は、40 ページの読み込み時にファイルを整理するおよび 36 ページのハードディスクから読み込むを参照してくだ
さい。

 8 「読み込む」をクリックします。

テープの現在位置からただちに読み込みが開始されます。以下のいずれかの状態になると、読み込み処理（およ
びメディアファイルを指定したイベントに保存する処理）が終了します：

 • テープの最後まで到達した。

 • 読み込み先のハードディスクがいっぱいになった。

 • 「読み込みを停止」または「閉じる」（「メディアの読み込み」ウインドウを閉じる場合）をクリックするか Esc キー
を押して読み込みセッションを停止した。

読み込み中にビデオが再生されます。ビデオの読み込みには、標準の速度で視聴した場合と同じ時間がかかります。

 9 ビデオの読み込みたい部分を読み込んだら、「読み込みを停止」をクリックします（または Esc キーを押します）。 

手順 8 でオプションを選択した場合は、読み込み処理が完了した後にファイルが トランスコード されて最適化され
ます。バックグラウンドタスクの進行状況は、「バックグラウンドタスク」ウインドウ で確認できます。

 10 読み込みコントロールを使用して、再度読み込みを開始したい位置にビデオをセットし、手順 5 ～ 10 を繰り返し 
ます。 

 11 読み込みが完了したら、「閉じる」をクリックして「メディアの読み込み」ウインドウを閉じます。

テープベースのデバイスからアーカイブを作成することもできます。つまり、テープの内容を最初から最後まで記録
して、取り込んだクリップをアーカイブとして保存できます。詳しくは、425 ページのカメラアーカイブを作成する／
管理するを参照してください。

カメラまたはデバイスが認識されない場合
カメラまたはデバイスをコンピュータに接続しても、「メディアの読み込み」ウインドウが開かない場合、または
「Final Cut Pro」でデバイスを制御できない場合は、接続を確立するために以下のことを試してください。

機器とシステムを確認する

 1 適切な装置構成を使用していることを確認する：

 • ビデオカメラやカメラが「Final Cut Pro」に対応している必要があります。対応しているデバイスのリストに 
ついては、Web ページ「Final Cut Pro X に対応しているカメラ」（http://help.apple.com/finalcutpro/ 
cameras）を参照してください。

 • デバイスがコンピュータに正しく接続されている必要があります。

 • ビデオカメラが適切な出力モードに設定されている必要があります。一部のビデオカメラでは、これは VTR モー
ドまたは VCR モードと呼ばれますが、すべてのビデオカメラで同じテクノロジーが使用されているわけではない
ため、デバイスに付属のマニュアルを確認してください。一部のビデオカメラでは、コンテンツが標準（DV）ま
たは高精細度（HDV）かに応じて、出力を DV モードまたは HDV モードに設定する必要があります。

 • テープベースのビデオカメラをコンピュータに接続する場合は、USB ケーブルではなく FireWire ケーブル（IEEE 
1394 または i.LINK とも呼ばれます）を使用します。

詳しくは、43 ページのメモリカードとケーブルについてを参照してください。

 • スチルカメラやその他のフラッシュ・メモリ・デバイスからビデオクリップを読み込む場合は、ビデオのファイル
形式が MPEG-2、MPEG-4、または AVCHD であることを確認します。これらはすべて「Final Cut Pro」と互
換性があります。

 • お使いのスチルカメラが「Final Cut Pro」でサポートされていない場合は、Mac コンピュータのカードスロット
または外付けのカードリーダーを使って、メディアをファイルとして読み込んでみてください。 
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詳しくは、36 ページのハードディスクから読み込むを参照してください。

 • 「ファストユーザスイッチ」を有効にしている場合は、ほかのユーザが同時に別のアカウントからビデオカメラを
使おうとしていないことを確認してください。

 2 以上の項目を確認してもメディアを読み込むことができない場合は、以下のことを試してください：

 • デバイスの電源を入れ直します。

 • デバイスとコンピュータの両方からケーブルを抜き、再度接続します。

 • 「Final Cut Pro」を終了して再度開きます。

 • コンピュータを再起動します。

 • 別のケーブルを使用してみます。

 • 「Final Cut Pro」がインストールされている別のコンピュータを使用してみます。

 • ファイルベースのビデオカメラを使用している場合は、Finder を使って、マウントされたボリュームをローカル
ディスクにコピーします。その後、「Final Cut Pro」で、アーカイブを開く場合と同じようにファイルを開きます。

参考：「タイムライン」または イベント に、赤色の枠で囲まれた黄色い三角形の警告が表示される場合は、
「Final Cut Pro」で プロジェクト やイベントの一部が見つからないことが警告されています。詳しくは、428 ペー
ジの警告アイコンを参照してください。

ほかのアプリケーションから読み込む

iMovie から読み込む
iMovie プロジェクトを「Final Cut Pro」に送信できます。このプロセスは「iMovie」で始めます。プロジェクト
ファイルと、プロジェクトで使用されているメディアは「Final Cut Pro」のライブラリにコピーされます。

詳しくは、「iMovie ヘルプ」（http://help.apple.com/imovie）を参照してください。

参考：「iMovie」の予告編プロジェクトを送信したい場合は、最初にムービープロジェクトに変換する必要がありま
す。詳しくは、「iMovie ヘルプ」を参照してください。

参考：「iMovie」から「Final Cut Pro」にムービープロジェクトを送信するときに、「ほかのクリップの音量を下げ
る」というオーディオ調整が設定されたクリップがムービープロジェクトに含まれている場合、「Final Cut Pro」で
はこのオーディオ調整が「ゲイン」フィルタとして表示されます。「Final Cut Pro」でのオーディオエフェクトの調
整について詳しくは、188 ページのオーディオエフェクトを調整するを参照してください。

iPhoto と Aperture から読み込む
「iPhoto」または「Aperture」から「Final Cut Pro」に写真やビデオクリップを読み込むと、「読み込み」環境
設定で定義した読み込み設定を使用してメディアが読み込まれます。詳しくは、36 ページのハードディスクから読
み込むを参照してください。

「iPhoto」または「Aperture」から写真やビデオクリップを読み込む
 1 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「メディアブラウザ」＞「写真」と選択します。

 • ツールバーの「写真」ボタンをクリックします。
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 2 必要に応じて、「写真ブラウザ」の「iPhoto」または「Aperture」セクションに移動します。

 3 1 つまたは複数の写真またはビデオクリップをプロジェクトで使用するには、それらの項目を「写真ブラウザ」から、
「ライブラリ」リスト 内の イベント アイコンまたは「タイムライン」内のプロジェクトにドラッグします。複数のクリッ
プを選択するには、Command キーを押したまま各項目をクリックするか、選択範囲をドラッグして囲みます。

「写真ブラウザ」を使わずに、「iPhoto」または「Aperture」から「ライブラリ」リスト内のイベントまたは「タ
イムライン」内のプロジェクトに写真やビデオクリップを直接ドラッグすることもできます。

iTunes から読み込む
既存の iTunes ライブラリから「Final Cut Pro」に音楽やサウンドを読み込むことができます。

「iTunes」から音楽やサウンドを読み込む
 1 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「メディアブラウザ」＞「ミュージックとサウンド」と選択します。

 • ツールバーの「ミュージックとサウンド」ボタンをクリックします。

 2 「ミュージックとサウンドブラウザ」で、上部のポップアップメニューから「iTunes」を選択します。

ヒント：探しているフォルダが表示されない場合は、Finder またはデスクトップから「ミュージックとサウンドブラウ
ザ」へフォルダをドラッグしてソースリストに追加できます。

 3 表示されるリストで、追加したい音楽またはサウンドを探します：

 • 項目を検索するには：検索フィールドにテキストを入力します。検索を絞り込むには、「フィルタ」ボタン  を
クリックし、フィルタを選択します。

 • 項目をプレビューするには：項目をダブルクリックするか、項目を選択して「再生」ボタン  をクリックします。
 • 複数の項目を選択するには：Command キーを押したまま各項目をクリックします。

 4 サウンドファイルを「タイムライン」にドラッグします。

参考：「Final Cut Pro」では、読み込みと再生のパフォーマンスを向上させるために、すべての MP3 オーディオ
ファイルが WAV オーディオファイルに自動的にトランスコードされます。オリジナルの MP3 ファイルは将来使用
する場合に備えて保持されます。オリジナルとトランスコードされたメディアファイルの保存場所について詳しくは、
411 ページのソース・メディア・ファイルを探すを参照してください。
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Motion から読み込む
Motion 5 で作成および編集したビデオエフェクト、タイトル、トランジション、ジェネレータを「Final Cut Pro」
で使用できます。「Motion」でテンプレートを保存すると、テンプレートが“公開”され、「Final Cut Pro」の該
当する「メディアブラウザ」で利用可能になります。

「Final Cut Pro X」のテンプレートについては、「Motion ヘルプ」（http://help.apple.com/motion）を参照
してください。

詳しくは、次のトピックを参照してください： 

 • 217 ページのMotion で独自のバージョンのトランジションを作成する

 • 245 ページのMotion で独自のバージョンのビデオエフェクトを作成する

 • 249 ページのMotion で独自のバージョンのジェネレータを作成する

デバイスから読み込む

ハードディスクから読み込む
メディア（ビデオ、オーディオ、静止画像、グラフィックスファイル）は、コンピュータのハードディスク、接続され
ている外部ストレージデバイス、コンピュータのカードスロットまたはカードリーダーに挿入されているメモリカード、
またはネットワーク接続されているボリュームから読み込むことができます。メディアは、「メディアの読み込み」ウ
インドウを使うか、Finder からファイルをドラッグすることで、読み込むことができます。

Finder から「Final Cut Pro」にメディアをドラッグするときは、「Final Cut Pro」環境設定の読み込み設定を使
用して、メディアが読み込まれます。読み込みの管理に「メディアの読み込み」ウインドウを使用したくない場合や、
同じファイル保存、トランスコード、キーワード、および解析設定を常に使用したい場合は、「Final Cut Pro」に
ファイルをドラッグして読み込むことをお勧めします。詳しくは、434 ページの「読み込み」環境設定 を参照してく
ださい。

参考：ファイルベースのデバイスの中には、記録したメディア（および元のディレクトリ構造）を Finder 経由でコ
ンピュータのハードディスク上のフォルダにコピーできるものもあります。この方法でコピーしたメディアを読み込む
方法については、39 ページのアーカイブまたはディスクイメージ内のメディアにアクセスするを参照してください。

「メディアの読み込み」ウインドウを使ってハードディスクからメディアを読み込む

 1 読み込みたいメディアが外部ストレージデバイスやメモリカード上にある場合は、デバイスをコンピュータに接続し
て、デバイスの電源を入れます。

 2 以下のいずれかの操作を行って、「メディアの読み込み」ウインドウを開きます：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

 3 「メディアの読み込み」ウインドウの左側にある「デバイス」セクションで、コンピュータのハードディスク、または
メディアを読み込むために接続した外部ストレージデバイスかメモリカードを選択します。

 4 ウインドウの下部にあるリスト表示で、目的のファイルまたはフォルダに移動して、それらを選択します。（ハードディ
スクから読み込んだ場合、フィルムストリップは選択した個々のクリップでのみ表示されます。）
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ヒント：複数のファイルまたはフォルダを選択するときは、Command キーを押したまま各項目をクリックします。

Add favorite import folders.

Navigate to the files and folders.

Play back the 
selected clip.

Skim the 
selected clip.

Click a column 
heading to sort 
items by that 
category.

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択したクリップをプレビューするには：再生コントロールを使って再生するか、フィルムストリップ上でポインタ
を前後に動かしてスキミングします。

 • 読み込み元のハードディスクを変更するには：「デバイス」セクションでハードディスクを選択するか、「よく使う
項目」セクションで場所を選択します。

 • リスト表示で特定のデータ（継続時間、作成日、レート、キーワードなど）に基づいてクリップを並べ替えるに
は：リスト表示の上部の列見出しをクリックします。

 • よく使うメディアのフォルダを「よく使う項目」セクションに追加するには：右側のリストから左側の「よく使う項
目」セクションにフォルダをドラッグします。

「よく使う項目」セクションからフォルダを削除するときは、Control キーを押したままフォルダをクリックし、ショー
トカットメニューで「サイドバーから削除」を選択します。

 • 読み込み開始時に「メディアの読み込み」ウインドウを自動的に閉じるには：「読み込み開始後にウインドウを閉
じる」チェックボックスを選択します。

 • フォルダをドラッグしてリスト表示に追加するには：Finder からリスト表示にフォルダをドラッグして、リスト表示
でフォルダの内容をブラウズします。

 6 読み込む準備ができたら、「選択した項目を読み込む」をクリックします。

 7 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだクリップを既存のイベントに追加するには：「既存 イベント に追加」を選択し、ポップアップメニュー
からイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

 8 メディアファイルの保存場所を選択します：

 • ファイルを現在のライブラリにコピーするには：「ライブラリにコピー」を選択すると、ファイルが複製されて、コ
ピーが現在のライブラリ保存場所に置かれます。ライブラリの保存場所は、「ライブラリのプロパティ」インスペ
クタを使用して設定できます。詳しくは、424 ページの保存場所を管理するを参照してください。
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参考：現在のライブラリが外部保存場所に設定されているときは、このオプションの名前は「ライブラリストレー
ジの場所にコピー：＜場所名＞」に変わります。

 • 現在の保存場所を変えずにファイルにリンクするには：「ファイルをそのままにする」を選択します。

参考：このオプションを選択すると、シンボリックリンク（symlink とも呼ばれ、メディアファイルをポイントする
特殊ファイルです）が作成されます。後でクリップをイベント間でコピーまたは移動すると、シンボリックリンクの
みがコピーまたは移動されます（ソース・メディア・ファイルはコピーも移動もされません）。シンボリックリンク
を実際のソース・メディア・ファイルに置き換えるには、イベントを選択して、「ファイル」＞「イベントファイル
を統合」と選択します。ファイルおよびクリップについて詳しくは、21 ページのメディアファイルとクリップを参照
してください。

 9 メディアを整理したり、最適化されたメディアまたはプロキシメディアを作成したり、ビデオを解析したり、オーディ
オを解析したりしたい場合は、「トランスコード」、「キーワード」、「ビデオ」、および「オーディオ」セクションの関
連するチェックボックスを選択します。

読み込み処理の際にメディアを解析するように「Final Cut Pro」を設定しない場合でも、必要に応じて「ブラウ
ザ」で後からクリップを解析できます。

 10 「読み込む」をクリックします。

デフォルトでは、「読み込む」をクリックすると「メディアの読み込み」ウインドウが閉じます。「ブラウザ」でクリッ
プの編集を開始できます。メディアの読み込みはバックグラウンドで行われます。

前の手順でオプションを選択した場合は、「Final Cut Pro」への読み込み処理が完了した後にファイルの トランス
コード と最適化が開始されます。読み込みやその他のバックグラウンドタスクの進行状況は、「バックグラウンドタス
ク」ウインドウ で確認できます。 

外部デバイスからメディアを読み込み、メディアファイルを（元の場所にリンクするのではなく）「Final Cut Pro」
のライブラリファイルにコピーするように選択した場合は、バックグラウンドタスクの完了時にデバイスの接続を解除
できます。 

Finder からドラッグしてメディアを読み込む
以下のいずれかの操作を行います：

 m ファイルを選択するか、Command キーを押したままクリックして複数のファイルを選択するか、またはファイルの
フォルダを選択して Finder から イベント にドラッグします。

クリップ がイベントに表示されます。

 m ファイルを選択するか、Command キーを押したままクリックして複数のファイルを選択するか、またはファイルの
フォルダを選択して Finder から キーワードコレクション にドラッグします。

クリップが「イベント」に表示され、キーワードが自動的にクリップに追加されます。

重要：「Final Cut Pro」の「読み込み」環境設定の「キーワード」セクションで「Finder タグから」と「フォル
ダから」を選択した場合、各フォルダ名および各タグのキーワードコレクションが作成され、対応するファイルがそ
のキーワードに割り当てられます。

 m 読み込むファイルを選択するか、Command キーを押したままクリックして複数のファイルを選択して、「タイムラ
イン」のプロジェクトにドラッグします。

クリップが「タイムライン」および対応するイベントに表示されます。

デフォルトの読み込み設定を使用してファイルが読み込まれます。
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アーカイブまたはディスクイメージ内のメディアにアクセスする
カメラアーカイブを作成済みの場合は、2 通りの方法でアーカイブのメディアを使用できます：

 • カメラアーカイブに接続することで、メディアを「Final Cut Pro」に読み込むことができます。

 • アーカイブからメディアを読み込んだり、「Final Cut Pro 7」以前の「切り出しと転送」ウインドウで以前にアー
カイブしたディスクイメージからメディアを読み込んだりすることもできます。この場合は、ローカルディスク上に
メディアのコピーが作成されます。

ファイルベースのデバイスの中には、記録したメディア（および元のディレクトリ構造）を Finder 経由でコンピュー
タのハードディスク上のフォルダにコピーできるものもあります。この方法でコピーされたメディアを読み込むには
（または「Final Cut Pro 7」以前の「切り出しと転送」ウインドウで以前にアーカイブしたディスクイメージからメ
ディアを読み込むには）、下記の「ディスクイメージからメディアを読み込む」の手順に従ってください。

カメラアーカイブからメディアを読み込む

 1 以下のいずれかの操作を行って、「メディアの読み込み」ウインドウを開きます：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

 2 「メディアの読み込み」ウインドウの左側にある「デバイス」セクションで、コンピュータのハードディスク、または
メディアを読み込むために接続した外部ストレージデバイスかメモリカードを選択します。次に、ウインドウの下部
にあるリストで、カメラアーカイブに移動します。

アーカイブが「Final Cut Pro」に接続され、そこに含まれるメディアが「メディアの読み込み」ウインドウに表示
されます。

 3 カメラアーカイブのアイコンの左側にある開閉用三角ボタンをクリックし、アーカイブ内のクリップを一覧表示する
か、カメラアーカイブをダブルクリックして開きます。

 4 23 ページのファイルベースのカメラから読み込むの手順に従って、メディアを読み込みます。

ディスクイメージからメディアを読み込む

 1 Finder で、ディスクイメージ（.dmg）ファイルをダブルクリックして開きます。

 2 以下のいずれかの操作を行って、「メディアの読み込み」ウインドウを開きます：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

 3 「メディアの読み込み」ウインドウの左側にある「カメラ」セクションでディスクイメージを選択します。

参考：ディスクイメージのファイル構造がビデオカメラで一般的なものでない場合は、代わりに「デバイス」セクショ
ンに表示されます。

開いたディスクイメージが「Final Cut Pro」に接続され、そこに含まれるメディアが「メディアの読み込み」ウイ
ンドウに表示されます。

 4 23 ページのファイルベースのカメラから読み込むの手順に従って、メディアを読み込みます。
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読み込み時にファイルを整理する
メディアを「Final Cut Pro」に読み込むときに整理方法を選択できます。

ソースファイルをライブラリにコピーするか、現在の場所でそれらにリンクするかを選択できます。ソースファイルに 
Finder タグが割り当てられていたり、ファイルを含むフォルダに意味のある名前が付いていたりする場合は、読み
込むときにタグやフォルダ名をファイルにキーワードとして適用することを選択できます。

ソース素材に人物ショットが含まれる場合は、読み込むときに素材を解析して、人物数のキーワードを各ショットお
よびショットタイプに適用できます。

キーワードコレクションは、読み込み時にクリップに追加されたキーワードごとに作成されます。「ライブラリ」リス
トでキーワードコレクションを選択すると、そのキーワードが適用されているすべてのクリップが表示されます。

読み込み時にファイルを整理する

 1 ファイルを読み込むには、「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択し、読み込みたいファイルに移動して
からファイルを選択し、「読み込む」をクリックします。

詳しくは、22 ページの読み込みの概要を参照してください。

 2 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだメディアを既存のイベントに追加するには：「既存イベントに追加」を選択し、ポップアップメニュー
からイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

 3 「ファイル」セクションで、ファイル保存オプションを選択します：

 • ライブラリにコピー：メディアファイルが複製され、現在のライブラリ保存場所にコピーが置かれます。 

参考：現在のライブラリが外部保存場所に設定されているときは、このオプションの名前は「ライブラリストレー
ジの場所にコピー：＜場所名＞」に変わります。

ライブラリの保存場所は、「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して設定できます。詳しくは、424 ペー
ジの保存場所を管理するを参照してください。

 • ファイルをそのままにする：現在の場所でソース・メディア・ファイルにリンクします。このオプションを選択して
ファイルを読み込むと、シンボリックリンク（symlinkとも呼ばれ、メディアファイルをポイントする特殊ファイル
です）が作成されます。これらのファイルを使用する イベント およびプロジェクトを移動、コピー、またはバック
アップすると、シンボリックリンクのみが移動またはコピーされます（ソース・メディア・ファイルはコピーされま
せん）。プロジェクトまたはイベントを移動またはコピーした後、シンボリックリンクを実際のソース・メディア・
ファイルに置き換えたい場合は、イベントを選択して、「ファイル」＞「イベントファイルを統合」と選択します。
ファイルおよびクリップについて詳しくは、21 ページのメディアファイルとクリップを参照してください。

 4 「キーワード」セクションで、必要に応じて以下のオプションを選択します：

 • Finder タグから：読み込むファイル内の Finder タグごとにキーワードが作成されます。また、各キーワードの
キーワードコレクションが作成されます。 Finder タグについて詳しくは、を参照してください。Finder がアク
ティブなときに「ヘルプ」メニューから表示できます。
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 • フォルダから：各フォルダ名のキーワードが作成され、読み込み時にそのキーワードがフォルダ内のすべてのファ
イルに適用されます。また、各キーワードのキーワードコレクションが作成されます。 

After import, these clips 
will have “B-roll” and 
“Callaway” keywords.

After import, these clips 
will have “Interviews” and 
“Callaway” keywords.

 • 人物を探す：ビデオクリップや静止画像の中の人物の数とショットタイプを解析します。解析後、クリップに「人
物 1 人」、「人物 2 人」、「グループ」、「クローズアップのショット」、「標準的なショット」、「ワイドショット」キー
ワードが必要に応じて追加されます。また、各キーワードのキーワードコレクションが作成されます。「人物の検
索結果をまとめる」チェックボックスを選択すると、すべての「人物を探す」解析キーワードを簡素化してまとめ
ることができます。解析して人物を探す場合は、「解析後にスマートコレクションを作成」チェックボックスも選択
することをお勧めします。詳しくは、48 ページのメディア解析の概要を参照してください。

 5 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを作成したり、ビデオを解析したり、オーディオを解析したりしたい場
合は、「トランスコード」、「ビデオ」、および「オーディオ」セクションの関連するチェックボックスを選択します。

読み込み処理の際にメディアを解析するように「Final Cut Pro」を設定しない場合でも、必要に応じて「ブラウ
ザ」で後からクリップを解析できます。

 6 「読み込む」をクリックします。

デフォルトでは、「読み込む」をクリックすると「メディアの読み込み」ウインドウが閉じます。「ブラウザ」でクリッ
プの編集を開始できます。メディアの読み込みはバックグラウンドで行われます。

前の手順でオプションを選択した場合は、「Final Cut Pro」への読み込み処理が完了した後にファイルがトランス
コードされて最適化されます。読み込みやその他のバックグラウンドタスクの進行状況は、「バックグラウンドタスク」
ウインドウ で確認できます。 

記録中に読み込む
コンピュータ内蔵のカメラまたは外部の iSight カメラを使用して、ビデオを「Final Cut Pro」に直接記録できます。

ライブビデオとライブオーディオを「Final Cut Pro」に記録する
 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 内蔵カメラを使って記録するには：ツールバーの「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

 • 外部の iSight カメラを使って記録するには：FireWire ケーブルでコンピュータに iSight カメラを接続し、ツー
ルバーの「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

 2 「メディアの読み込み」ウインドウの左側にある「カメラ」リストで、読み込むカメラを選択します。
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カメラからのライブ・ビデオ・イメージが「メディアの読み込み」ウインドウに表示されます。

 3 「読み込む」をクリックします。

 4 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだクリップを既存のイベントに追加するには：「既存イベントに追加」を選択し、ポップアップメニューか
らイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

参考：「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して各ライブラリの保存場所を設定できます。詳しくは、
424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

 5 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを作成したり、ビデオを解析したり、オーディオを解析したりしたい場
合は、「トランスコード」、「キーワード」、「ビデオ」、および「オーディオ」セクションの関連するチェックボックスを
選択します。

読み込み処理の際にメディアを解析するように「Final Cut Pro」を設定しない場合でも、必要に応じて「ブラウ
ザ」で後からクリップを解析できます。

参考：一部の読み込みオプションは、ストレージデバイスからファイルを読み込むときにのみ選択できます。詳しく
は、40 ページの読み込み時にファイルを整理するおよび 36 ページのハードディスクから読み込むを参照してくだ
さい。

 6 記録を開始する準備ができたら、「読み込む」をクリックします。

カメラでただちに記録が開始されます。

 7 記録を停止したいときは、「読み込みを停止」をクリックします。

新しいビデオ クリップ が作成されます。「読み込む」をクリックすると、再度記録を開始できます。この処理は必要
な回数だけ繰り返すことができます。

ヒント：「QuickTime X」を使って、FireWire ケーブルを介して一部のビデオカメラからライブビデオを記録するこ
ともできます。詳しくは、QuickTime Player ヘルプを参照してください。
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メモリカードとケーブルについて
記録装置からコンピュータにメディアを読み込むには、メモリカードを装置から取り出し、コンピュータまたはメモリ・
カード・リーダーに挿入する必要があります。適切なケーブルを使用して、装置を直接コンピュータに接続すること
もできます。その場合は、「メディアの読み込み」ウインドウを使ってメモリカードまたはデバイスからメディアを読
み込むことができます。詳しくは、36 ページのハードディスクから読み込むおよび 23 ページのファイルベースのカ
メラから読み込むを参照してください。

 • メモリカード：ファイルベースのビデオカメラおよびデバイスの多くは、メディアをリムーバブル・メモリ・カードに
記録します。カードリーダーをコンピュータに接続し、それを使用してメモリカードの内容をコンピュータに転送で
きます。SD（セキュアデジタル）または SDXC（SD extended capacity）カードスロットを搭載している Mac 
コンピュータでは、スロットに挿入された SD メディアに対してデータを読み書きできます。お使いの Mac にカー
ドスロットがある場合は、カードをカメラから取り出して Mac に挿入し、ファイルを読み込むことができます。

詳しくは、http://support.apple.com/kb/ht3553?viewlocale=ja_JP を参照してください。

FireWire ケーブルまたは USB ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続することもできます。必要な
ケーブルの種類は、使用するデバイスの種類によって異なります：

 • USB デバイス：ファイルベースのビデオカメラ、ビデオを録画できるデジタル・スチル・カメラ、iPhone、iPad、
および iPod touch には USB ケーブルを使用します。Mac に接続できるコネクタ（次の図の上部）が USB 
ケーブルに少なくとも 1 つ付いている必要があります。記録装置に接続する USB ケーブルのもう一方の端は、
外観が異なる場合があります（次の図の下部）。

 • FireWire デバイス：テープに記録するビデオカメラのほとんどでは、Mac に接続する 6 ピンコネクタ（次の図
の上部）が一方の端、ビデオカメラに接続する 4 ピンコネクタ（次の図の下部）がもう一方の端に付いている 
FireWire ケーブルを使用します。

FireWire 800 ケーブルを使用する場合もあります（ビデオカメラまたはコンピュータに接続する側のコネクタが
異なります）。
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 • Thunderbolt デバイス：Thunderbolt I/O テクノロジーを使用するデバイスでは、Mac の Mini DisplayPort 
に接続する次のようなコネクタを使用します。

デバイス付属のケーブルがなく、お使いのデバイスの種類が不明な場合は、デバイスのケーブルポート付近にある
ロゴを見て、上に示した USB ロゴまたは FireWire ロゴに一致するかどうかを確認してください。一致しない場合
は、デバイスのマニュアルを参照してください。

参考：すべての Mac コンピュータに FireWire ポートが搭載されているわけではありません。標準（DV）または 
HDV のビデオカメラを接続する前に、お使いの Mac が FireWire をサポートしているかどうかをシステム構成で
確認してください。

お使いのカメラが「Final Cut Pro」に対応しているかどうかを確認するには、Web ページ「Final Cut Pro X に
対応しているカメラ」（http://help.apple.com/finalcutpro/cameras）を参照してください。

サポートされているメディア形式
「Final Cut Pro」では、以下のビデオ、オーディオ、および静止画像の形式を読み込んで作業できます：

ビデオ形式
 • Apple アニメーションコーデック

 • Apple Intermediate Codec

 • Apple ProRes（すべてのバージョン）

 • AVC-Intra

 • AVCHD（AVCCAM、AVCHD Lite、および NXCAM を含む）

 • DV（DVCAM、DVCPRO、および DVCPRO50 を含む）

 • DVCPRO HD

 • H.264

 • HDV

 • iFrame

 • モーション JPEG（OpenDML のみ）

 • MPEG IMX（D-10）

 • REDCODE RAW (R3D)

 • 非圧縮 10 ビット 4:2:2

 • 非圧縮 8 ビット 4:2:2

 • XAVC

 • XDCAM HD／ EX／ HD422

 • QuickTime 形式

オーディオ形式
 • AAC

 • AIFF

 • BWF

 • CAF

 • MP3
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 • MP4

 • WAV

 静止画像形式
 • BMP

 • GIF

 • JPEG

 • PNG

 • PSD（静的／レイヤー付き）

 • RAW

 • TGA

 • TIFF

コンテナ形式
 • 3GP

 • AVI

 • MP4

 • MTS/M2TS

 • MXF（他社製のプラグインが必要です）

 • QuickTime
ムービーを書き出せる形式については、393 ページのサポートされている書き出し形式を参照してください。

REDCODE RAW ビデオファイルを読み込む／調整する
「Final Cut Pro」に REDCODE RAW (R3D) ファイルを読み込んで編集できます。

RAW 形式のビデオファイルを扱うときは、読み込み前後にいくつかの追加手順が必要になります。

R3D RAW ファイルを一度読み込んでしまえば、あとは「Final Cut Pro」内で直接、非破壊の色補正やその他の
調整を実行できます。

REDCODE RAW (R3D) ファイルを読み込む
 1 適切なプラグインをインストールします。

「Final Cut Pro」で R3D RAW ファイルを認識できるようにするには、適切なプラグインをダウンロードしてインス
トールする必要があります。詳しくは、http://www.red.com を参照してください。

 2 メディアを読み込みます。

重要：次のステップで RAW 設定を調整すると、読み込み中に完了したトランスコードタスクが破棄されるため、メ
ディアを読み込むときは、必ず「最適化されたメディアを作成」および「プロキシメディアを作成」オプションの選
択を解除してください。

メディアの読み込みについて詳しくは、23 ページのファイルベースのカメラから読み込むおよび 36 ページのハード
ディスクから読み込むを参照してください。メディアのトランスコードについて詳しくは、415 ページの最適化された
メディアファイルとプロキシ・メディア・ファイルを管理するを参照してください。

参考：RED ONE カメラからメディアを読み込む場合は、R3D RAW ファイルのみを読み込むことをお勧めします。
通常 RED ONE カメラでは、各 R3D RAW ファイルに対して、最大 4 つの QuickTime 参照ムービー（.mov）
が生成されます。読み込み処理中に R3D ファイルと参照ムービーの両方を選択すると、「Final Cut Pro」には、
R3D ファイルのみが読み込まれます。参照ムービーを読み込む必要がある場合は、R3D ファイルは選択せず、参
照ムービーのみを選択してください。
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 3 RAW 設定を調整します（「Final Cut Pro」または「REDCINE-X PRO」などの外部アプリケーションを使用）。

読み込み後すぐに、R3D RAW クリップに非破壊の“one-light”色補正を適用できます。この補正を行うと、完
成作品により近い見た目で素材を編集およびレビューできます。 

精巧な色補正が求められるプロ向けの制作では、仕上げ段階でこれらの RAW 設定を見直すことができます。詳し
くは、下の「RED RAW 設定を調整する」を参照してください。

 4 必要に応じて、R3D RAW ファイルの最適化されたメディアまたは プロキシ メディアを生成します。

詳しくは、415 ページの最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・ファイルを管理するの「読み込み後
にクリップをトランスコードする」を参照してください。

最適化されたメディア、プロキシメディア、または元のメディアのうちどれを「ビューア」に表示し、ビデオの再生を
品質とパフォーマンスのどちらに最適化するかを指定するには、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプ
ション」ポップアップメニューから対応するオプションを選択します。詳しくは、83 ページの再生品質およびパフォー
マンスを制御するを参照してください。

 5 R3D RAW クリップをプロジェクトに追加し、ほかのクリップと同じように項目を編集します。

RED RAW 設定を調整する
「RED RAW 設定」ウインドウを使って、REDCODE RAW (R3D) ファイルを調整することができます。

REDCODE RAW (R3D) ファイルに関するメタデータは、2 つの場所に保存できます：

 • 内部（埋め込み）設定：これは、カメラによって記録され、R3D RAW ファイルに埋め込まれるメタデータ情報
です。この情報は常にファイルに残ります。このカメラ設定は外部 RMD ファイルの設定に置き換えることができ
ますが、上書きはされません。既存の RMD ファイルを削除するか、「RED RAW 設定」ウインドウの「元に戻
す」ポップアップメニューから「元のカメラ設定」を選択することで、これらのカメラ設定に戻すことができます。

 • 外部（RMD ファイル）：これは、.RMD の拡張子が付いた外部メタデータファイルです。このファイルは、
「Final Cut Pro」、「REDCINE-X PRO」、または類似のソフトウェア・アプリケーションによって作成されます。
「Final Cut Pro」で RED RAW 設定を調整するときにすでに RMD ファイルが存在している場合、既存のファ
イルは変更が保存されたときに上書きされます。埋め込まれているカメラ設定はそのまま残ります。

 1 適切なプラグインをインストールします。

「Final Cut Pro」で R3D RAW ファイルを認識できるようにするには、適切なプラグインをダウンロードしてインス
トールする必要があります。詳しくは、http://www.red.com を参照してください。

 2 「ブラウザ」または「タイムライン」で、調整したいクリップ（1 つまたは複数）を選択します。 

参考：複合クリップは調整できません。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択します（または Command ＋ 4 キーを押します）。

 • ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

 4 表示されるパネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 5 「情報」インスペクタで、「RED RAW 設定を変更」ボタンをクリックします。

67% resize factor

http://www.red.com/


 第 3 章    メディアを読み込む 47

 6 「RED RAW 設定」ウインドウで、設定を調整します。

変更は非破壊で行われます。変更内容は、.RMD の拡張子が付いた外部のメタデータファイルに保存され、既存
の RMD メタデータファイルは上書きされます。クリップに適用されるビデオエフェクトとは異なり、これらの調整は 
RMD メタデータファイルを通じてファイル自体に関連付けられます。これらの設定変更は、選択したクリップのすべ
てのコピーに適用されます。

参考：「Final Cut Pro」では、RED ROCKET カード（パフォーマンスが大幅に向上する PCI カード）をサポート
しています。

REDCODE RAW (R3D) ファイルおよび RED ROCKET カードについて詳しくは、http://www.red.com を参照
してください。
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メディア解析の概要
「Final Cut Pro」では、メディアを解析して、ビデオ、静止画像、およびオーディオで発生する一般的な問題を自動
的に解決できます。たとえば、色のバランスを調整したり、余分なハムノイズやラウドネスを取り除いたりできます。

また、クリップ を解析して、その内容を識別することもできます。解析によって、ショット内の人物の数を検出して、
ショットがクローズアップ、標準的なショット、またはワイドショットかを識別することができます。これは、素材を表
示したりプロジェクトを編集したりするときに、特定のタイプのクリップをすばやく見つける必要がある場合に便利で
す。ビデオとオーディオの解析オプションの詳しいリストについては、49 ページのビデオおよび静止画解析のオプ
ションおよび 49 ページのオーディオ解析のオプションを参照してください。

読み込み処理中またはメディアを「Final Cut Pro」に読み込んだ後で解析できます。さらに、Finder から
「Final Cut Pro」の「タイムライン」に直接ドラッグしたクリップを自動的に解析するように「Final Cut Pro」を
設定することもできます。

特定のタイプの解析が完了した後は、解析結果に基づいて キーワード がクリップやクリップ 範囲 に自動的に追加
されます。たとえば、複数の人物が表示されているクリップには、「グループ」と「標準的なショット」キーワード
が割り当てられています。「ブラウザ」では、解析キーワードが付けられたクリップの上部に紫色の線が表示されま
す。（手動で追加するキーワードまたは Finder タグやフォルダ名から読み込まれるキーワードを持っているクリップ
には、上部に青色の線が表示されます。詳しくは、65 ページのクリップにキーワードを追加するを参照してくだ 
さい。）

A blue line indicates manually 
applied keywords or keywords 
imported with the media files.

A purple line indicates 
analysis keywords.

Keyword 
Collection

参考：このセクションでは、イベントクリップ専用の解析および自動補正オプションについて説明します。「タイムラ
イン」内のクリップ上のビデオに対する手ぶれおよびローリングシャッター歪みの補正については、151 ページの過
剰なぶれやローリングシャッターの問題を修正するを参照してください。

メディアを解析する
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ビデオおよび静止画解析のオプション
「Final Cut Pro」では、ビデオや静止画像の解析オプションによって、ビデオのカラーバランスを自動的に調整した
り、ビデオや静止画像の中の人物やショットアングルを検出したりできます。ビデオを読み込み時に解析したり、「ブ
ラウザ」のビデオ クリップ を読み込み後に解析したりできます。解析結果に基づいて、解析 キーワード がクリップ
やクリップ 範囲 に追加されます。

「Final Cut Pro」には、次のようなビデオと静止画像の解析オプションがあります：

 • バランスカラーを解析：ビデオクリップを解析して、カラーバランスとコントラストを検出します。カラーバランス
は、クリップを「タイムライン」に追加すると自動的に調整されます。色の自動調整のオン／オフは、いつでも
切り替えることができます。

 • プルダウンを削除：ビデオクリップを解析し、プルダウンパターンを削除します。

重要：このオプションは、テープベースのカメラまたはデバイスから読み込む場合にのみ使用できます。

 • 人物を探す：ビデオクリップや静止画像の中の人物の数とショットタイプを解析します。解析後、クリップやクリッ
プ範囲に「人物 1 人」、「人物 2 人」、「グループ」、「クローズアップのショット」、「標準的なショット」、「ワイド
ショット」キーワードが必要に応じて追加されます。

参考：人物を探すために解析する場合は、「人物を探す」解析キーワードのあるクリップを簡単に見つけられるよ
うに、「解析後にスマートコレクションを作成」チェックボックスも選択することをお勧めします。

 • 人物の検索結果をまとめる：すべての「人物を探す」解析キーワードを、ビデオのセグメント 2 分間ごとに、1 
つのショット・タイプ・キーワードと 1 つの人物キーワードにまとめます。選ばれたショット・タイプ・キーワード
は、最も多いショットタイプを表すキーワードです。また、選ばれた人物キーワードは、最も多い人物の数を表し
ます。たとえば、「標準的なショット」、「ワイドショット」、「人物 1 人」、および「グループ」のキーワードを含む
ビデオセグメントでは、「ワイドショット」と「グループ」に解析キーワードがまとめられます。

 • 解析後にスマートコレクションを作成：ビデオクリップや静止画像に人物がいるかどうかを解析すると適用される
キーワードごとに、スマートコレクションを作成します。スマートコレクションは 「ライブラリ」リスト の イベント 
の中の「人物」フォルダにアルファベット順に表示されます。

メディアファイルを Finder から「Final Cut Pro」のイベントまたは「タイムライン」にドラッグすると、読み込
みオプションのウインドウは表示されずに、自動的に読み込みが始まります。自動読み込みオプションの設定は、
「Final Cut Pro」の「読み込み」環境設定パネルで行うことができます。

オーディオ解析のオプション
「Final Cut Pro」には、一般的なオーディオの問題を修復したり、オーディオチャンネルを解析してグループ化した
り、無音のチャンネルを取り除いたりできる、自動解析オプションが用意されています。オーディオを読み込み時に
解析したり、「ブラウザ」や「タイムライン」でオーディオに問題のあるビデオ クリップ を解析したりできます。 

「Final Cut Pro」には、次のようなオーディオの解析オプションがあります：

 • オーディオの問題を解析して修復：オーディオのハムノイズ、ノイズ、およびラウドネスを解析します。重大と見
なされる問題（赤色のマーク）は自動的に修復され、中程度と見なされる問題（黄色のマーク）にはフラグが
付けられます。詳しくは、199 ページのオーディオを補正するを参照してください。

 • モノラルとグループ・ステレオ・オーディオを分離：オーディオチャンネルが解析され、解析結果に応じてデュア
ルモノまたはステレオとしてグループ化されます。自動的に補正されたオーディオチャンネルには、「自動選択」
とマークが付けられます。オーディオチャンネルについて詳しくは、168 ページのオーディオチャンネルを構成す
るを参照してください。

 • 無音のチャンネルを取り除く：オーディオチャンネルが解析され、無音のチャンネルが自動的に取り除かれます。
チャンネルが取り除かれたクリップには、「自動選択」とマークが付けられます。オーディオチャンネルについて
詳しくは、168 ページのオーディオチャンネルを構成するを参照してください。

メディアファイルを Finder から「Final Cut Pro」の イベント または「タイムライン」にドラッグすると、読み
込みオプションのウインドウは表示されずに、自動的に読み込みが始まります。自動読み込みオプションの設定は、
「Final Cut Pro」の「読み込み」環境設定パネルで行うことができます。
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メディアを解析する
クリップ の解析は、読み込み処理時や、「ブラウザ」での読み込み処理の後に行うことができます。また、クリップ
を「Final Cut Pro」の イベント または「タイムライン」にドラッグしたときに、自動的にクリップを解析するように
「“Final Cut Pro”」を設定することもできます。

読み込み時にクリップを解析する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 互換性のあるビデオカメラやカメラ、iPad、iPhone、iPod、またはその他のデバイスからファイルを読み込む
には：コンピュータにデバイスを接続し、デバイスに電源を入れ、「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と
選択します（または Command ＋ I を押します）。表示されるウインドウで、読み込むファイルを選択してから、
「読み込む」ボタンをクリックします。

 • テープベースのビデオカメラからファイルを読み込むには：コンピュータにビデオカメラを接続し、ビデオカメラ
に電源を入れてから、VTR または VCR モードに設定します。「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択
して（または Command ＋ I キーを押して）から、「読み込む」ボタンをクリックします。

 • メモリカードからファイルを読み込むには：メモリカードを Mac のカードスロットに挿入するか、コンピュータ
に接続されているカードリーダーに挿入し、「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または 
Command ＋ I キーを押します）。表示されるウインドウで、読み込むファイルを選択してから、「読み込む」ボ
タンをクリックします。

 • ハードディスク上、または接続されている外部ストレージデバイス上にあるファイルを読み込むには：「ファイル」＞
「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。表示されるウインドウで、
読み込むファイルを選択してから、「読み込む」ボタンをクリックします。

 • アーカイブから読み込むには：「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command 
＋ I キーを押します）。表示されるウインドウで、読み込むアーカイブを選択し、読み込むファイルを選択してか
ら、「読み込む」ボタンをクリックします。

 2 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだメディアを既存のイベントに追加するには：「既存イベントに追加」を選択し、ポップアップメニュー
からイベントを選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」と選択し、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスと
キムの結婚式」）を入力します。「保存先」ポップアップメニューを使用して、イベントを保存するディスクを選択
します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

 3 適用したいビデオとオーディオの解析オプションを選択します。

ビデオとオーディオの解析オプションについては、49 ページのビデオおよび静止画解析のオプションおよび 49 ペー
ジのオーディオ解析のオプションを参照してください。

読み込み処理が完了すると、バックグラウンドでファイルが解析されます。

 4 「読み込む」をクリックします。

手順 3 で選択したオプションによっては、読み込みに時間がかかることがあります。現在実行しているすべてのバッ
クグラウンド処理の状況は、「バックグラウンドタスク」ウインドウ で確認できます。

読み込み後にクリップを解析する

 1 解析したいクリップを選択するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ブラウザ」でクリップをクリックします。（複数のクリップを選択するには、Command キーを押したまま各項目
をクリックするか、選択範囲をドラッグして囲みます。）

 • 「タイムライン」で Control キーを押したままクリップをクリックして、ショートカットメニューから「ブラウザに表
示」を選択します。
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 2 「ブラウザ」で、Control キーを押したまま 1 つまたは複数のクリップをクリックし、ショートカットメニューから「解
析と修復」を選択します。

 3 表示されるウインドウで、適用したいビデオの解析とオーディオの解析のオプションを選択し（すべてを選択しても
かまいません）、「OK」をクリックします。

選択した解析オプションによっては、トランスコード処理に時間がかかることがあります。現在実行しているすべての
バックグラウンド処理の状況は、「バックグラウンドタスク」ウインドウ で確認できます。

イベントまたはタイムラインにメディアファイルがドラッグされたときに自動的にメディアファイルを解析する

 1 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択します。

 2 「環境設定」ウインドウで、「読み込み」をクリックしてから、適用したいビデオの解析とオーディオの解析のオプ
ションを選択します。

詳しくは、434 ページの「読み込み」環境設定 を参照してください。

終了したら、「環境設定」ウインドウを閉じます。

 3 1 つまたは複数のファイルを読み込むには、Finder でファイルを選択して（複数のファイルの場合は Command 
キーを押したままクリックして）、イベントまたは「タイムライン」にドラッグします。

クリップの解析キーワードを表示する
メディアを解析して人物が見つかった場合は、「人物 1 人」や「クローズアップのショット」などの解析 キーワード 
が自動的に クリップ またはクリップ 範囲 に追加されます。解析キーワードが付いているクリップまたは範囲は、「ブ
ラウザ」で紫色の線でマークされます。 

A clip with a purple 
line has one or more 
analysis keywords.

クリップの解析キーワードは「Final Cut Pro」のいくつかの場所で確認できます。

キーワードをスキマー情報ウインドウに表示する

 1 「表示」＞「スキマー情報を表示」と選択します（または Control キー＋ Y キーを押します）。

 2 「ブラウザ」でクリップをスキミングします。

解析キーワードなどのキーワードは、クリップの上にポインタを置くとスキマー情報ウインドウに表示されます。

スキマー情報をオフにするには、「表示」＞「スキマー情報を隠す」と選択します（または Control ＋ Y キーを押
します）。 
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キーワードを「ブラウザ」にリスト表示で表示する

 1 「リスト表示」ボタンをクリックします。

 2 クリップのキーワードを表示するには、クリップの横にある開閉用三角ボタンをクリックします。

The analysis keywords are 
listed next to the purple gear.

スマートコレクションの内容を表示する
解析後に スマートコレクション を作成するように選択すると、解析キーワードのあるクリップは 「ライブラリ」リスト 
の イベント 内で自動的にスマートコレクションにグループ化されます。スマートコレクションは解析キーワードごと
に作成され、イベントの「人物」フォルダに配置されます。 

 m 「ライブラリ」リストで、イベント内で解析キーワード・スマートコレクションを選択します。
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該当する解析キーワードが付いているクリップが「ブラウザ」に表示されます。たとえば、「標準的なショット」のス
マートコレクションを選択すると、イベント内のクリップのうち「標準的なショット」というキーワードが付いたすべて
のクリップが「ブラウザ」に表示されます。

Medium Shot Smart Collection

These clips contain the 
Medium Shot analysis keyword.
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ライブラリの整理の概要
ライブラリでは同じ場所に複数のイベントとプロジェクトがまとめられています。「Final Cut Pro」にビデオ、オー
ディオ、および静止画像を読み込むか、それらを直接記録すると、ソース・メディア・ファイル（生素材）が クリッ
プ としてライブラリ内の 1 つまたは複数の イベント に表示されます。イベントには、フォルダと同様に、プロジェク
トと、数十、数百、数千のビデオクリップ、オーディオクリップ、静止画像を保存できます。ライブラリ内の各イベン
トはハードディスク上のメディアとデータベースファイルを参照します。このデータベースファイルはすべてのファイ
ルの場所を追跡します。

ライブラリが大きくなってきたら、必要に応じてクリップやイベント、プロジェクトを名称変更、コピー、移動、およ
び削除できます。一度に複数のライブラリを開いておくことができ、ライブラリ間でイベントやプロジェクトを簡単
にコピーできます。ライブラリは必要に応じて開閉できます。複数のライブラリを管理する方法について詳しくは、
421 ページのライブラリの管理の概要を参照してください。

ライブラリでイベントを選択すると、そこに含まれているメディアが「ブラウザ」にクリップとして表示されます。「ブ
ラウザ」でクリップやクリップの一部を選択して、それらを使って作業します。「ブラウザ」内のクリップは、作成日、
読み込まれた日付、リール、シーン、クリップ継続時間、およびファイルタイプで並べ替えることができます。

Select an event 
in the Libraries list.

The Browser displays clips and 
projects in the selected event.

Click the disclosure 
triangle for a library to 
show or hide its events.

ビデオを新規イベントに読み込むときに、イベントに名前を付けます。イベントに「スミスの結婚式 2013」のよう
な意味のある名前を付けてすべてのメディアを整理することで、それらに簡単にアクセスできるようになります。ライ
ブラリはほかの方法で整理することもでき、作業スペースを広くするために「ライブラリ」リストを隠すこともできま
す。「ライブラリ」リストには、「Final Cut Pro」の キーワードコレクション と スマートコレクション も用意されて
います。キーワード および保存した検索フィルタは、ビデオ編集プロジェクトの強力な整理手段として利用できます。

ライブラリを整理する
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プロジェクト、イベント、およびメディアを整理する

新規イベントを作成する
ソース・メディア・ファイル を「Final Cut Pro」に読み込んだ後に、メディアを整理するために イベント を追加
する必要があることに気付く場合があります。たとえば、制作用に撮影したメディアを読み込んだ後で、撮影場所、
シーン、エピソードなどの使用しやすいカテゴリで定義した、複数のイベントにメディアを分割したい場合などです。

ライブラリに新規イベントを作成する

 1 「ライブラリ」リスト が表示されない場合は、「ブラウザ」の左下隅にあるボタンをクリックします。

 2 複数のライブラリがある場合は、新規イベントを作成したいライブラリ  を選択します。

 3 「ファイル」＞「新規イベント」と選択します（または Option ＋ N キーを押します）。

 4 表示されるウインドウで、イベント名を入力し、「ライブラリ」ポップアップメニューを使ってイベントの保存先ライブ
ラリを選択してから、「OK」をクリックします（または Return キーを押します）。

新しい名称未設定のプロジェクトを含めたい場合は、「新規プロジェクトを作成」チェックボックスを選択できます。
新規プロジェクトの設定をカスタマイズするには、「カスタム設定を使用」をクリックします。詳しくは、87 ページの
プロジェクトの設定を変更するを参照してください。

選択したライブラリに新規イベントが表示されます。

 5 必要に応じて、ほかのイベントから新規イベントにクリップを移動します。

クリップ、イベント、およびプロジェクトの名前を変更する
クリップ の名前は、「ブラウザ」、「タイムラインインデックス」、または「情報」インスペクタでいつでも変更できま
す。「ブラウザ」およびプロジェクト設定でプロジェクトの名前を変更できます。 

クリップの名前を変更すると、クリップのそのインスタンスだけが影響を受けます。たとえば、「ブラウザ」から「タ
イムライン」にクリップを追加したり、イベント間でクリップをコピーしたり、「タイムライン」内でクリップをコピー
したりした場合、これらのクリップインスタンス（コピー）は互いに独立していて、独自の名前を付けることができ
ます。

プロジェクトが進行していくうちに、イベント に含まれているクリップをより正確に反映するために、その名前を変更
したくなることがあります。イベント名は「ライブラリ」リストで変更できます。 

重要：「Final Cut Pro」でクリップの名前を変更しても、ディスク上のクリップの ソース・メディア・ファイル の名
前は変更されません。

ブラウザでクリップまたはプロジェクトの名前を変更する

 m フィルムストリップ表示でクリップまたはプロジェクトの名前を変更するには：クリップまたはプロジェクトの名前をク

リックし、新しい名前を入力します。

 m リスト表示でクリップまたはプロジェクトの名前を変更するには：クリップまたはプロジェクトの名前をクリックし、

Return キーを押してから、新しい名前を入力します。

プロジェクト設定でもプロジェクトの名前を変更できます。詳しくは、87 ページのプロジェクトの設定を変更するを
参照してください。
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イベントの名前を変更する

 1 「ライブラリ」リスト で、名前を変更したい イベントを選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • イベントの名前をクリックし、新しい名前を入力します。

 • Return キーを押して、新しい名前を入力します。

「タイムラインインデックス」でクリップの名前を変更する

 1 「タイムラインインデックス」を開くには、「Final Cut Pro」のメインウインドウの左下隅にある「タイムラインイン
デックス」ボタンをクリックします（または Shift ＋ Command ＋ 2 キーを押します）。

 2 「タイムラインインデックス」の上部の「クリップ」ボタンをクリックします。 

Clips button

 3 クリップの「名前」フィールドをクリックして、新しい名前を入力します。

「情報」インスペクタでクリップの名前を変更する

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 「情報」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「情報」インスペクタの「名前」セクションで、「名前」フィールドをクリックして新しい名前を入力します。
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クリップおよびプロジェクトを表示する／並べ替える
「ブラウザ」では、クリップとプロジェクトを次の 2 つの方式で表示できます：

 • フィルムストリップ表示：選択した イベント 内の クリップ を一連のサムネールイメージとして表示します。プロ
ジェクトはカチンコの画像が重ねられたサムネールイメージとして表示されます。フィルムストリップ表示は、ク
リップやプロジェクトを目で見て探したい場合に便利です。 

 • リスト表示：クリップおよびプロジェクトと関連付けられているファイルおよび設定情報のリストを表示します。こ
の表示は、クリップとプロジェクトを継続時間、作成日、レート、キーワード などのデータによって表示したり並
べ替えたりしたいときに使用します。リスト表示でクリップを選択すると、「ブラウザ」の上部に選択したクリップ
のフィルムストリップが表示されます。クリップのフィルムストリップは完全にインタラクティブで、開始点と終了
点、マーカー、およびキーワードにアクセスできます。

フィルムストリップ表示とリスト表示を切り替える
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ブラウザ」の左下隅にある「フィルムストリップ表示」ボタンをクリックします。
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 m 「ブラウザ」の左下隅にある「リスト表示」ボタンをクリックします。

フィルムストリップ表示をカスタマイズする

 m クリップのフィルムストリップで各サムネールが表す時間を調整するには：「ブラウザ」の右下隅にある「継続時間」

スライダをドラッグします。

Slider set to 5 seconds

Slider set to 30 seconds

「継続時間」スライダを調整すると、各クリップのフィルムストリップに表示される詳細の量が拡大／縮小します。各
サムネールの継続時間が長くなると、各クリップのサムネールの表示時間が短くなり、「ブラウザ」に表示されるク
リップが多くなります。
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 m フィルムストリップの高さを調整するには：「ブラウザ」の右下隅にある「クリップのアピアランス」ボタンをクリック

し、「クリップの高さ」スライダをドラッグします。

 m オーディオ波形のオン／オフを切り替えるには：「ブラウザ」の右下隅にある「クリップのアピアランス」ボタンをク

リックし、「波形を表示」チェックボックスの選択を解除します。

オーディオ波形がオンのときは、各クリップのフィルムストリップの下部に表示され、「ブラウザ」のすべてのクリップ
の高さが高くなります。
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リスト表示をカスタマイズする

 m リスト表示の列に表示する情報のタイプを選択したり、列そのものをカスタマイズするには：「ブラウザ」で、Control 
キーを押したまま列見出しをクリックし、ショートカットメニューからカテゴリオプションを選択します。

 m リスト表示で列を並べ替えるには：「ブラウザ」で、列見出しをドラッグして列を別の位置に移動します。

 m リスト表示の列をカテゴリで並べ替えるには：「ブラウザ」で列見出しをクリックして、クリップをそのカテゴリで並べ

替えます。

 m リスト表示で項目のキーワードまたはレートを表示するには：クリップの名前の左側にある開閉用三角ボタンをクリッ

クします。

Keyword

Rating

リスト表示でクリップの左側に開閉用三角ボタンが表示されている場合は、キーワード、レート、またはその両方が
その項目に適用されていることを意味します。

ブラウザでクリップとプロジェクトを並べ替える／グループ化する
「ブラウザ」のクリップとプロジェクトは、目で見て簡単に見つけられる順序に並べ替えることができます。

 1 「ライブラリ」リスト で、項目を並べ替えたい イベントを選択 します。

 2 以下のいずれかまたは両方の操作を行います：

 • クリップをカテゴリでグループ分けするには：「ライブラリ」リストの下にある「操作」ポップアップメニュー  
から「クリップをグループ分け」を選択し、サブメニューからカテゴリを選択します。同じサブメニューで、並べ
替え順序を「昇順」または「降順」として設定します。

 • イベント内のクリップとプロジェクトの並べ替え順序を、クリップとプロジェクトのグループ分けなしで設定するに
は：「ライブラリ」リストの下にある「操作」ポップアップメニューから「表示順序」を選択し、サブメニューか
らカテゴリを選択します。

参考：クリップのグループ分けとそれらの並べ替え順序（配置）を個別に設定することもできます。

「ブラウザ」での並べ替え順序をそのデフォルト状態にリセットする

 1 「ライブラリ」リスト で、並べ替え順をリセットしたい項目が含まれている イベントを選択 します。

 2 「ライブラリ」リストの下にある「操作」ポップアップメニュー  から、「クリップをグループ分け」＞「なし」、
「クリップをグループ分け」＞「昇順」と選択します。

イベントを結合する／分割する／並べ替える
ライブラリ内の複数の イベント を結合できます（それらの中のメディアとプロジェクトに強い関連性がある場合な
ど）。イベントが大きくなり管理しにくくなった場合は、複数のイベントに分割できます。

「ライブラリ」リスト 内のイベントを名前または日付で並べ替えることもできます。
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複数のイベントを結合する

 1 「ライブラリ」リストで、以下のいずれかの操作を行います：

 • 結合したい 1 つまたは複数のイベントを新規イベントにドラッグします。

 • 結合したい イベントを選択 し、「ファイル」＞「イベントを結合」と選択します。

ライブラリで選択したイベントが 1 つのイベントに結合されます。対応するソース・メディア・ファイルは元の場所
（ライブラリファイル内、または外部のフォルダからのリンク）に残ります。

 2 結合されたイベントを選択し、新しい名前を入力します。

1 つのイベントを複数のイベントに分割する
 1 必要な新規イベントを作成します。

 2 元のイベントから新規イベントに、位置を変更したいクリップとプロジェクトをドラッグします。

対応するソース・メディア・ファイルは元の場所（ライブラリファイル内、または外部のフォルダからのリンク）に残
ります。

名前または日付でイベントを並べ替える

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • イベントを名前で並べ替えるには：「表示」＞「イベントの表示順序」＞「名前」と選択します。

 • イベントを日付で並べ替えるには：「表示」＞「イベントの表示順序」＞「日付」と選択します。

 2 並び順を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 昇順に設定するには：「表示」＞「イベントの表示順序」＞「昇順」と選択します。

アルファベット順または時系列順でイベントを並べ替えます。 

 • 降順に設定するには：「表示」＞「イベントの表示順序」＞「降順」と選択します。

逆アルファベット順または逆時系列順でイベントを並べ替えます。

同じライブラリのイベント間でクリップとプロジェクトをコピーする／移動する
クリップ とプロジェクトをある イベント から別のイベントにコピーしたり移動したりできます。 

クリップ、プロジェクト、イベントをほかのライブラリへコピーおよび移動する方法について詳しくは、422 ページの
ライブラリとハードディスク間で項目をコピーする／移動するを参照してください。

同じライブラリ内の別のイベントにクリップまたはプロジェクトをコピーする／移動する

 1 「ライブラリ」リスト で、コピーしたいクリップまたはプロジェクトが含まれている イベントを選択 します。

 2 「ブラウザ」で、コピーまたは移動したいクリップまたはプロジェクトを選択します。

参考：クリップとプロジェクトを同時に選択することはできません。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 項目をコピーするには：Option キーを押しながら、項目をもう一方のイベントにドラッグします。ドラッグの途
中で Option キーを押さえ、そのままドラッグを続けます。

 • 項目を移動するには：項目をもう一方のイベントにドラッグします。 

クリップをイベントにコピーまたは移動すると、そのイベントがライブラリ内で並べ替えられる場合があります。

67% resize factor



 第 5 章    ライブラリを整理する 62

プロジェクトおよびクリップを複製する
プロジェクトおよびクリップの複製は、編集ワークフローにおける基本的なテクニックです。たとえば、プロジェクト
を複製するだけで、新しいバージョンのプロジェクトで作業できます。 

複合クリップまたはマルチカムクリップが含まれているプロジェクトを複製するには、「プロジェクトをスナップショット
として複製」コマンドが必要な場合があります。「プロジェクトをスナップショットとして複製」コマンドを使うと、プ
ロジェクトの以前のバージョンにすばやく戻ることができます。実質的には、参照先の複合またはマルチカムクリップ
の「親クリップ」が含まれる、必要なものがすべて揃ったバックアップバージョンが作成されます。複合クリップまた
はマルチカムクリップのほかのインスタンスに変更を加えても、スナップショットのバージョンには影響しません。こ
のため、プロジェクトが誤って変更されることがありません。複合クリップおよびマルチカムクリップについて詳しく
は、266 ページの複合クリップの概要および 323 ページのマルチカム編集の概要を参照してください。

プロジェクトおよびクリップを複製する

 1 「ライブラリ」リスト で、コピーしたいクリップまたはプロジェクトが含まれている イベントを選択 します。

 2 「ブラウザ」で、コピーしたいクリップまたはプロジェクトを選択します。

参考：クリップとプロジェクトを同時に選択することはできません。

 3 「編集」＞「複製」と選択します（または Command ＋ D キーを押します）。

「ブラウザ」内の元の項目の横に、項目の複製が表示されます。

プロジェクトをスナップショットとして複製する
「プロジェクトをスナップショットとして複製」コマンドによって、必要なすべての複合クリップまたはマルチカムクリッ
プが含まれた、プロジェクトのコピーが作成されます。具体的には、プロジェクトをスナップショットとして複製する
と、複合またはマルチカムの「親クリップ」のコピーが作成されてプロジェクトに埋め込まれます。このため、クリッ
プのその他のインスタンスに対する変更はスナップショットには影響しません。詳しくは、266 ページの複合クリップ
の概要および 323 ページのマルチカム編集の概要を参照してください。

 1 「ライブラリ」リスト で、スナップショットとして複製したいプロジェクトが含まれている イベントを選択します。

 2 「ブラウザ」で、コピーしたいプロジェクトを選択します。

 3 「編集」＞「プロジェクトをスナップショットとして複製」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ D キーを
押します）。

「ブラウザ」にプロジェクトの複製が「スナップショット」という文字と共に表示され、プロジェクト名に日時が追加
されます。

クリップ、イベント、およびプロジェクトを削除する
不要な クリップ とプロジェクトを削除できます。また、ライブラリから イベント 全体を順番に削除して、保存領域を
解放することもできます。「Final Cut Pro」でクリップまたはプロジェクトをイベントから削除するかイベント全体を
削除すると、ソース・メディア・ファイル がゴミ箱に移動します。ただし、1 つだけ例外があります。ライブラリの
ほかのプロジェクトで使用中のメディアは必ずライブラリに残ります。 

参考：ライブラリには少なくとも 1 つのイベントを含める必要があります。

クリップまたはプロジェクトをイベントから削除する／イベント全体を削除する

 1 「ライブラリ」リスト で、削除したいイベントまたは、項目を削除したい イベントを選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 項目をイベントから削除するには：削除したいクリップまたはプロジェクトを選択し、「ファイル」＞「ゴミ箱に入
れる」と選択します（または Command ＋ Delete キーを押します）。

参考：クリップとプロジェクトを同時に選択することはできません。

 • イベント全体を削除するには：「ファイル」＞「イベントをゴミ箱に入れる」と選択します（または Command 
＋ Delete キーを押します）。
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選択した項目が削除されます。ソース・メディア・ファイルをハードディスクから完全に削除するには、ゴミ箱を空
にします。

警告：ゴミ箱を空にした後、削除したクリップとそれらに関連付けられているすべてのソース・メディア・ファイル
を復元することはできません。

クリップを整理する

クリップに「よく使う項目」または「不採用」のレートを設定する
クリップ に気に入らない部分が含まれていたり、ぼやけているために プロジェクト で使うことはないと思われる部
分が含まれている場合は、それらを「不採用」としてマークできます。クリップのレビュー中に、好きなクリップや
気に入らないクリップとして簡単に評価できます。プロジェクトを作成できる状態、つまり顧客にクリップを再生でき
る状態になったら、「よく使う項目」とマークしたクリップのみを表示するように選択することで、最良の素材のみを
見せることができます。ハードディスク上の領域を解放するために、不採用にしたクリップの ソース・メディア・ファ
イル を削除することもできます。

Favorite Rejected

クリップにレートを設定する

 1 「ブラウザ」で、評価したい 範囲、特定のクリップ、または複数のクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択したものが気に入っている場合：F キーを押すか、ツールバーの「よく使う項目」ボタンをクリックします。

「ブラウザ」では、「よく使う項目」としてマークしたフレームの上部には緑色の線が表示されます。

 • 選択したものが気に入らない場合：Delete キーを押すか、ツールバーの「不採用」ボタンをクリックします。
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「不採用」としてマークしたフレームの上部には赤色の線が表示されます。

参考：「ブラウザ」の上部にある「フィルタ」ポップアップメニューから「不採用を隠す」を選択すると、「不採
用」とマークされたクリップが表示から消えます。

クリップからレートを取り除く

 1 操作したいクリップが「ブラウザ」に表示されていることを確認します。

アクセスする必要のあるすべてのクリップが表示されるように、「ブラウザ」の左上隅の「フィルタ」ポップアップメ
ニューから「すべてのクリップ」などの新しいオプションを必要に応じて選択します。

Choose All Clips to 
show all the clips in 
the event regardless 
of rating.

 2 「ブラウザ」で、レートを取り除きたいクリップを選択し、U キーを押すか、ツールバーの「レートを取り除く」ボ
タンをクリックします。

クリップの上部にある緑色または赤色の線が消えます。

Clips with all 
ratings removed

参考：イベントクリップの下に表示されるオレンジの線は、そのクリップが現在のプロジェクトで使われていることを
示します（「タイムライン」で開きます）。このビューのオン／オフを切り替えるには、「表示」＞「使用中のメディア
の範囲を表示」と選択します。
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クリップにキーワードを追加する
クリップ にキーワードを適用することで、ムービーを作成するために必要なクリップをすばやく見つけることができま
す。クリップまたはクリップ 範囲 にキーワードを適用すると「ブラウザ」のクリップまたは範囲が青い線でマークさ
れます。（特定のタイプの解析が完了すると、自動的にクリップに解析キーワードが適用されます。解析キーワードが
付けられたクリップは紫色の線でマークされます。詳しくは、48 ページのメディア解析の概要を参照してください。）

また、キーワードをクリップまたはクリップ範囲に適用すると、「ライブラリ」リスト にキーワードコレクションが表示
されます。キーワードコレクションにはクリップへのポインタ（エイリアス）が含まれていて、それらが特定のキー
ワードに関連付けられています。たとえば、ニコラスという人物が含まれているすべてのクリップにキーワード「ニ
コラス」を適用した場合は、「ライブラリ」リストで「ニコラス」キーワードコレクションを選択することで、ニコラ
スという人物が含まれているすべてのクリップを「ブラウザ」に表示できます。 

Keyword 
Collections

A blue line indicates that 
a clip has keywords.

クリップ内の範囲、クリップ全体、またはイベント内のクリップグループに 1 つまたは複数のキーワードを適用でき
ます。

参考：以前のバージョンの「Final Cut Pro X」で「プロジェクトライブラリ」内のプロジェクトフォルダを使用して
おり、これらのプロジェクトを「Final Cut Pro 10.1」にアップデートした場合は、プロジェクトフォルダの名前を反
映したキーワードがプロジェクトに割り当てられます。

「キーワードエディタ」を使用してキーワードを適用する

 1 「ブラウザ」で、キーワードを追加したい範囲または 1 つ以上のクリップを選択します。

 2 「キーワードエディタ」を開くには、ツールバーで「キーワード」ボタンをクリックします。

 3 「キーワードエディタ」の上部で、選択項目に適用したいキーワードまたはキーワードフレーズを入力して、Return 
キーを押します。

Type a keyword 
or keyword phrase, 
and press Return.
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 4 選択項目に追加したいキーワードまたはキーワードフレーズごとに、手順 3 を繰り返します。

「ブラウザ」の選択項目の上部に、キーワードが適用されていることを示す青色の線が表示されます。

 5 キーワードの追加が終了したら、「キーワードエディタ」を閉じます。

キーボードショートカットを使用してキーワードを割り当てる
キーボードショートカットを使用してクリップにキーワードフレーズを追加するには、最初にキーワードやキーワード
フレーズをキーボードショートカットに割り当てる必要があります。

 1 「キーワードエディタ」が開いていない場合は、ツールバーで「キーワード」ボタンをクリックします。

 2 「キーワードエディタ」で、「キーワードショートカット」の左にある開閉用三角ボタンをクリックします。

 3 各ショートカットフィールドにキーワードまたはフレーズを入力し、Return キーを押します。

キーボードショートカットを割り当て直すには、フィールド内のショートカットテキストを選択し、新しいキーワードを
入力します。

Enter keywords 
or a keyword phrase 
here to assign them 
to keyboard shortcuts.

 4 キーボードショートカットを使用するには、キーワードを追加したい範囲または 1 つ以上のクリップを選択し、
Control キーを押したまま対応する数字キー（1 ～ 9）を押します。

クリップに適用されたキーワードを表示する

 m キーワードが付いているクリップをすばやく特定するには：「ライブラリ」リスト でイベントを選択します。 

「ブラウザ」で、1 つ以上のキーワードが付いているクリップの上部に青い線が表示されます。
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 m 1 つのクリップに適用されているすべてのキーワードを表示するには：「表示」＞「スキマー情報を表示」と選択し
てから（または Control ＋ Y キーを押してから）、「ブラウザ」でクリップをスキミングします。

「ブラウザ」でクリップを選択してから ツールバー の「キーワード」ボタンをクリックしても、クリップのキーワード
を表示できます。クリップに適用されているキーワードが「キーワードエディタ」に表示されます。

 m 特定のキーワードが付いているすべてのクリップを表示するには：「ライブラリ」リストでキーワードコレクションを選

択します。 

該当するキーワードが付いているクリップが「ブラウザ」に表示されます。

選択範囲からすべてのキーワードを削除する

 1 「ブラウザ」で、キーワードを削除したい範囲または 1 つ以上のクリップを選択します。

クリップの上部にある青色の線は、クリップのキーワードが適用されている部分を示しています。

 2 「マーク」＞「すべてのキーワードを取り除く」と選択します（または Control ＋ 0 キーを押します）。

選択範囲から一部のキーワードを削除する

 1 「ブラウザ」で、特定のキーワードを削除したい範囲または 1 つ以上のクリップを選択します。

クリップの上部にある青色の線は、クリップのキーワードが適用されている部分を示しています。クリップに割り当て
られている各キーワードは、リスト表示でも表示されます。

 2 ツールバー の「キーワード」ボタンをクリックして「キーワードエディタ」を開き、削除したいキーワードを選択し
て Delete キーを押します。

Select the keyword 
or keywords that you 
want to remove from 
the selection, and 
press Delete.
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クリップおよびプロジェクトのメモを追加する／編集する
クリップ とプロジェクトをレビューするときに、「ブラウザ」（「タイムライン」のクリップの場合は「タイムラインイン
デックス」）でクリップやプロジェクトに関するメモを追加したり編集したりできます。「ブラウザ」または「タイムラ
インインデックス」の検索フィールドや「フィルタ」ウインドウの「テキスト」フィールドにメモのテキストを入力す
ることで、後でこれらの項目をすばやく見つけることができます。テキストの検索については、70 ページのイベント
内のクリップおよびプロジェクトを探すを参照してください。

参考：メモはクリップまたはプロジェクトのインスタンスごとに追加できます。たとえば、イベント間またはライブラリ
間でクリップまたはプロジェクトをコピーしたり、「ブラウザ」から「タイムライン」にクリップを追加したり、「タイ
ムライン」内でクリップをコピーしたりした場合、これらのクリップまたはプロジェクトのインスタンス（コピー）は
互いに独立しています。

「ブラウザ」でクリップまたはプロジェクトのメモを追加する／編集する

 1 「ブラウザ」の左下隅にある「リスト表示」ボタンをクリックします。

 2 メモを追加または編集したいクリップまたはプロジェクトを選択します。

参考：メモは、選択範囲ではなくクリップまたはプロジェクト全体に適用されます。

 3 クリップの「メモ」フィールドをクリックし、そのクリップのメモを入力または編集します。

「タイムラインインデックス」でクリップのメモを追加する／編集する

 1 「タイムラインインデックス」を開くには、「Final Cut Pro」のメインウインドウの左下隅にある「タイムラインイン
デックス」ボタンをクリックします（または Shift ＋ Command ＋ 2 キーを押します）。

 2 「クリップ」パネルを開くには、「タイムラインインデックス」の上部にある「クリップ」ボタンをクリックします。 

Clips button
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 3 「クリップ」パネルに「メモ」列が表示されていない場合は、Control キーを押したまま列見出しをクリックし、
ショートカットメニューから「メモ」を選択します。

 4 クリップの「メモ」フィールドをクリックし、そのクリップのメモを入力または編集します。

Enter notes 
for a clip here.

クリップをロールによって整理する
ロールはクリップに割り当てられるメタデータのテキストラベルであり、これによってクリップを整理できます。 

クリップ（ビデオ、オーディオ、または静止画像）を「Final Cut Pro」に読み込むと、「ビデオ」、「タイトル」、「ダ
イアログ」、「ミュージック」、および「エフェクト」という 5 つのデフォルトロールのいずれかが各クリップのビデオ
コンポーネントとオーディオコンポーネントに自動的に割り当てられます。また、カスタムロールおよびサブロールを
作成してクリップに割り当てることもできます。

「ブラウザ」、「タイムラインインデックス」、または「情報」インスペクタで、ロールの表示と割り当ての変更ができ
ます。たとえば、すべてのダイアログクリップを簡単に識別し、ほかのオーディオクリップから切り離して再生するこ
とができます。313 ページのロールを表示する／割り当てを変更するを参照してください。

イベントクリップをマークする色付きの線
「ブラウザ」で クリップ や 範囲 が「よく使う項目」または「不採用」としてマークされていたり、キーワードが適
用されていたり、現在のプロジェクトで使用されている場合には、一目で分かるようにそれらに色付きの線が表示さ
れます。

色 説明 詳細情報

クリップを「よく使う項目」としてマークし
たことを示します。

63 ページのクリップに「よく使う項目」ま
たは「不採用」のレートを設定するを参
照してください。

クリップを「不採用」としてマークしたこ
とを示します。

63 ページのクリップに「よく使う項目」ま
たは「不採用」のレートを設定するを参
照してください。

クリップが手動で適用されたキーワード、
またはメディアファイルと一緒に読み込ま
れたキーワードを持っていることを示し 
ます。

65 ページのクリップにキーワードを追加
するを参照してください。
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色 説明 詳細情報

クリップが 1 つ以上の解析キーワードを
持っていることを示します。 

51 ページのクリップの解析キーワードを
表示するを参照してください。

オレンジ色の下線は、クリップが「タイム
ライン」で現在開かれているプロジェクト
で使われていることを示します。

97 ページのクリップ追加の概要を参照し
てください。

このビューのオン／オフを切り替えるに
は、「表示」＞「使用中のメディアの範囲
を表示」と選択します。

検索、キーワード、およびスマートコレクションを使って項目を探す

イベント内のクリップおよびプロジェクトを探す
「Final Cut Pro」では、メディアを次の 2 通りの方法で検索できます： 

 • クリップをマークによってすばやく絞り込む：個々の クリップ をレートによって、レートや キーワード がないこと
によってすばやく見つけるときは、「ブラウザ」の「フィルタ」ポップアップメニューを使用します。

 • 「フィルタ」ウインドウで条件の組み合わせを使用して検索する：クリップとプロジェクトの複雑な検索（重み付
け検索とも呼ばれます）を実行するときは、「フィルタ」ウインドウを使用します。クリップまたはプロジェクト名、
レート、メディアタイプ、使用中のメディア、ぶれが多い、キーワード、人物の有無、フォーマット情報、日付、
ロール、項目の種類（オーディション、同期したクリップ、複合クリップ、マルチカムクリップ、レイヤー化された
グラフィックス、またはプロジェクト）など、さまざまな条件を使って検索できます。

クリップをレートによってすばやく絞り込む
クリップをレートによってすばやく見つけるには、「ブラウザ」で「フィルタ」ポップアップメニューを使用します。

 1 「ライブラリ」リスト で、検索したい 1 つまたは複数の イベント を選択します。

 2 「ブラウザ」の上部にある「フィルタ」ポップアップメニューからオプションを選択します。

 • すべてのクリップ：イベント内のすべてのクリップを表示します。

 • 不採用を隠す：「不採用」として評価したものを除き、すべてのクリップまたは 選択範囲 を表示します。

 • レートまたはキーワードなし：レートまたはキーワードのないクリップまたは選択範囲のみを表示します。

 • よく使う項目：「よく使う項目」として評価したクリップまたは選択範囲のみを表示します。

 • 不採用：「不採用」として評価したクリップまたは選択範囲のみを表示します。
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条件の組み合わせでクリップおよびプロジェクトを検索する
「フィルタ」ウインドウで、複数の検索条件を組み合わせることができます。たとえば、メタデータに「外装」または
「ワイドショット」というテキストが含まれているビデオクリップまたはプロジェクトを検索できます。

 1 「ライブラリ」リスト で、検索したい イベントを選択 するか、検索したいフォルダを選択します。

 2 「ブラウザ」の上部にある「フィルタ」ボタン  をクリックします。

 3 「フィルタ」ウインドウで、「ルールを追加」ポップアップメニューから検索条件、つまりルールを選択します。

Add Rule pop-up menu

 • テキスト：クリップまたはプロジェクトをその名前、またはリスト表示で適用されたメモで検索します。複数の「テ
キスト」ルールを追加して、複数の単語やフレーズで検索したり、特定の単語やフレーズを検索から除外するこ
とができます。

 • レート：割り当てられているレート（「よく使う項目」または「不採用」）に基づいてクリップを検索します。

 • メディアタイプ：ソース・メディア・ファイル のタイプがビデオ、オーディオ、または静止画像などの特定のタイ
プであるクリップを検索します。

 • タイプ：オーディション、同期したクリップ、複合クリップ、マルチカムクリップ、レイヤー化されたグラフィックス、
またはプロジェクトのいずれかのタイプに一致する項目を検索します。

 • 使用中のメディア：プロジェクト、複合クリップ、マルチカムクリップ、または同期クリップで使用されているかど
うかに基づいてクリップを検索します。

 • 手ぶれ補正：「Final Cut Pro」でぶれが多いものと認識されたビデオクリップを検索します。

 • キーワード：割り当てられているキーワードでクリップを検索します。1 つまたは複数のキーワードを選択して検
索できます。

 • 人物：「Final Cut Pro」で人物が含まれていると認識されたビデオクリップを検索します。オプションには、「人
物 1 人」、「人物 2 人」、「グループ」、「クローズアップのショット」、「標準的なショット」、および「ワイドショッ
ト」があります。

 • フォーマット情報：ビデオのフレームレートやシーン番号などのフォーマット情報を使用して、クリップまたはプロ
ジェクトを検索します。

 • 日付：項目が作成された日付、またはメディアが「Final Cut Pro」に読み込まれた日付のいずれかで、クリッ
プまたはプロジェクトを検索します。

 • ロール：割り当てられているロールでクリップを検索します。

ルールを削除するには、ルールの右にある「削除」ボタン  をクリックします。ルールを削除せずに検索から除
外するには、ルールの左にあるチェックボックスの選択を解除します。

 4 追加したルールのポップアップメニューから項目を選択することで、検索を詳細に調整します。

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • 項目が少なくとも 1 つの条件またはキーワードに一致する必要があることを指定するには：「フィルタ」ウインド
ウの左上隅にあるポップアップメニューから「いずれか」を選択します。

 • 項目がすべての条件またはキーワードに一致する必要があることを指定するには：左上隅にあるポップアップメ
ニューから「すべて」を選択します。
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検索条件に一致する項目が「ブラウザ」に表示され、検索状況を示すアイコンが「ブラウザ」の上部にある「フィ
ルタ」ボタンの右に表示されます。

必要に応じて、検索結果をスマートコレクションとして保存できます。検索条件に基づいて自動的に項目を収集する
ためのものです。

重み付け検索を解除するには、「ブラウザ」の右上隅にある検索状況ボタンの右にある「リセット」ボタンをクリッ
クします。

クリップまたはプロジェクトを名前とメモで検索する
「フィルタ」ウインドウを開かなくても、検索フィールドを使用することで、リスト表示で適用した名前やメモでクリッ
プまたはプロジェクトをすばやく検索できます。

 1 「ライブラリ」リスト で、検索したい 1 つまたは複数の イベント を選択します。

 2 検索フィールドで、探しているクリップやプロジェクトに適用されているクリップ名、プロジェクト名、またはメモを入
力します。

検索とフィルタリングの両方を使ってクリップを探す
重み付け検索を実行してから「ブラウザ」内の結果をレートで絞り込むことで、クリップをすばやく強力に検索でき
ます。評価していないクリップを検索したり、それらを評価済みのクリップと比較するときは、この方法をお勧めし 
ます。

 1 「ライブラリ」リスト で、検索したい イベントを選択 するか、検索したいフォルダを選択します。

 2 上の「条件の組み合わせでクリップとプロジェクトを検索する」の手順に従って、検索条件の組み合わせを使用して
クリップを検索します。

ただし、「フィルタ」ウインドウを使用してレートフィルタを適用しないでください。

 3 上の「クリップをレートによってすばやく絞り込む」の手順に従って、「フィルタ」ポップアップメニューを使用してク
リップをレートによってすばやく絞り込みます。

 4 探しているクリップが見つかるまで、手順 3 を繰り返します。

検索をスマートコレクションとして保存する
「フィルタ」ウインドウを使用して イベント 内の クリップ またはプロジェクトを検索するときに、新しいスマートコレ
クションを作成して結果を保存できます。スマートコレクションでは、検索条件に一致する項目が自動的に収集され
ます。スマートコレクションの検索条件に一致する新しい項目がイベントに追加されたときは、その項目が自動的に
スマートコレクションに追加されます。

スマートコレクションに表示されるクリップとプロジェクトは複製ではありません。スマートコレクションを使ってイベ
ント内の項目を絞り込むことで、特定の作業に使用する必要のある項目だけを表示できます。
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検索条件に基づいてスマートコレクションを作成する

 1 「ライブラリ」リスト で、イベントを選択します。

 2 「フィルタ」ウインドウを使用して、指定した条件に基づいてクリップまたはプロジェクトを検索します。

 3 「フィルタ」ウインドウで、「新規スマートコレクション」ボタンをクリックします。

イベントに新しい名称未設定のスマートコレクションが表示されます。

 4 スマートコレクションの名前を入力し、Return キーを押します。

スマートコレクションの検索条件に一致する項目をイベントに追加すると、それらは自動的にスマートコレクションに
追加されます。

スマートコレクションの内容を変更する

 1 「ライブラリ」リスト で、内容を変更したいスマートコレクションをダブルクリックします。

スマートコレクションの「フィルタ」ウインドウが表示されます。

Smart Collection

 2 「フィルタ」ウインドウで検索条件を変更します。

 3 検索条件の指定が終了したら、「フィルタ」ウインドウを閉じます。

参考：クリップのレートやキーワードを変更して、スマートコレクションの検索条件に一致しなくなると、そのクリッ
プはスマートコレクションに表示されなくなります。

スマートコレクションを削除する

 m 「ライブラリ」リスト で、削除したいスマートコレクションを選択し、「ファイル」＞「スマートコレクションを削除」
と選択します（または Command ＋ Delete キーを押します）。

スマートコレクションはライブラリから削除されますが、それに関連付けられた項目（スマートコレクションに表示さ
れるクリップとプロジェクト）は影響を受けません。

キーワードとスマートコレクションを整理する
イベントのキーワードコレクションとスマートコレクションは、フォルダを使って整理できます。

フォルダを使ってコレクションを整理する

 1 「ライブラリ」リスト で、整理したいコレクションが含まれている イベント を選択し、「ファイル」＞「新規フォル
ダ」と選択します。
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 2 イベント内に表示される新規フォルダの名前を入力し、Return キーを押します。

 3 整理したいスマートコレクションとキーワードコレクションを選択し、それらを新規フォルダにドラッグします。

フォルダの名前の左にある開閉用三角ボタンをクリックすることで、フォルダの内容を表示したり隠したりできます。

自動バックアップからライブラリを復元する
「Final Cut Pro」では、デフォルトで 15 分おきにライブラリのバックアップが自動的に作成されます。バックアップ
にはライブラリのデータベース部分のみが含まれ、メディアファイルは含まれません。バックアップの日時はファイル
名に表示されます。 

デフォルトでは、バックアップは「ムービー」フォルダ内の「Final Cut Pro Backups」フォルダに保存されますが、
このバックアップ場所は「ライブラリのプロパティ」インスペクタで変更できます。詳しくは、424 ページの保存場
所を管理するを参照してください。

「Final Cut Pro」では、数日前に作成されたライブラリのバックアップは自動的に削除されます。

ライブラリのバックアップから復元する

 1 「ライブラリ」リスト で、復元したいライブラリ  を選択します。

 2 「ファイル」＞「ライブラリを開く」＞「バックアップから」と選択します。

 3 「復元元」ポップアップメニューで、特定の日時のバックアップを選択します。または「その他」をクリックし、別の
バックアップファイルに移動してバックアップファイルを開きます。

 「ライブラリ」リストにバックアップがライブラリとして追加されます。

参考：バックアップは標準の Final Cut Pro ライブラリファイルなので、Finder でダブルクリックして開くこともで
きます。詳しくは、421 ページのライブラリの管理の概要を参照してください。
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再生およびスキミングの概要
「Final Cut Pro」では、「ブラウザ」または「タイムライン」にあるメディアを簡単に視聴できます。リアルタイム
にプレビューできることにより、目の前の作業から注意をそらすことなく、必要なものをすぐに見つけることができ
ます。

「Final Cut Pro」では、2 つのツールを使用してメディアをプレビューおよび再生できます：

 • 再生ヘッドは、「タイムライン」または「ブラウザ」内の現在の位置を示します。再生ヘッドを移動するには、ド
ラッグするか、「タイムライン」または「ブラウザ」内の別の場所をクリックします。スクラブ、つまり再生ヘッド
の現在の位置から再生する場合は、再生ヘッドを使います。

再生ヘッドは灰色の縦線で表示され、移動するか別の位置をクリックしない限り現在の位置に固定されます。

 • スキマーを使えば、「タイムライン」および「ブラウザ」で再生ヘッドの位置を変えることなくクリップをプレビュー
できます。スキマーは、スキミング（クリップ上でポインタを自由に動かすことで、その位置と速度に合わせてク
リップが再生されること）するために使います。

スキミングする領域でポインタを動かすと、スキマーがピンクの縦線で表示されます。スナップをオンにしている
場合は、スキマーが特定の位置にスナップされると色がオレンジに変わります。

Playhead Playhead

Skimmer

Skimmer

スキミングがオンのときは、ほかのクリップの内容をスキミングして表示できますが、「タイムライン」内の再生ヘッ
ドの位置は変わりません。再生ヘッドとスキマーの両方が同じクリップ上にあるときは、スキマーが再生または編集
のデフォルト位置になります。

スキミングがオフのとき、またはスキマーがクリップ上にないときは、再生ヘッドがデフォルト位置になります。

メディアを再生する／スキミングする
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メディアを再生する
「“Final Cut Pro”」では プロジェクト と クリップ を再生できます。再生オプションとして、先頭からの再生、特定
の位置からの再生、ループ再生、さまざまな速度での再生があります。ビデオをフルスクリーン表示で再生すること
もできます。 

最適化されたメディア、プロキシメディア、または元のメディアのうちどれを「ビューア」に表示し、ビデオの再生を
品質とパフォーマンスのどちらに最適化するかを指定するには、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプ
ション」ポップアップメニューから対応するオプションを選択します。詳しくは、83 ページの再生品質およびパフォー
マンスを制御するを参照してください。

ビデオクリップとオーディオクリップを再生する

 m プロジェクトまたはクリップを先頭から再生するには：プロジェクトまたはクリップを選択して、「表示」＞「再生」＞

「先頭から再生」と選択します（または Control ＋ Shift ＋ I キーを押します）。

 m プロジェクトの特定の部分、選択したクリップ、または特定のフレーム範囲を先頭から再生するには：プロジェクト、

クリップ、またはクリップの全体／一部を選択して、「表示」＞「再生」＞「選択項目を再生」と選択するか、ス
ラッシュ（/）キーを押します。

クリップ、またはクリップ／プロジェクトの一部を選択すると、選択した領域が黄色の枠線でマークされます。

Yellow border

 m プロジェクトまたはクリップを特定の位置から再生するには：「ブラウザ」または「タイムライン」で、プロジェクトま

たはクリップ内の再生を始めたい位置をクリックしてから（または「タイムライン」で再生ヘッドをその位置に動かし

てから）、スペースバーを押すか、「ビューア」の「再生」ボタン  をクリックします（または L キーを押します）。

The clip or project begins 
playing at the skimmer 
or playhead position.

 m 再生ヘッドまたはスキマーの周辺を再生するには：「表示」＞「再生」＞「折り返して再生」と選択するか、Shift 
キーを押したまま疑問符（?）キーを押します。

Skimmer

 m 再生を停止するには：スペースバーを押します。
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J キー、K キー、L キーを使って再生する
キーボードの J キー、K キー、L キーを使ってプロジェクトまたはクリップを再生できます。再生ヘッド（プロジェク
ト上）またはスキマー（クリップ上）の位置から再生が開始されます。J キー、K キーおよび L キーを使用して、ビ
デオの再生デバイスを制御することもできます。

Moves through
forward speeds

Moves through
reverse speeds

Pause

これらのキーを使用して、標準速度の 32 倍まで再生速度を上げることができます。

 m 標準（1 倍速）の速度で正方向の再生を開始するには：L キーを押します。

 m 標準（1 倍速）の速度で逆方向の再生を開始するには：J キーを押します。

 m 再生を一時停止するには：K キーを押します。

 m 現在の再生速度を 2 倍にするには：L キーまたは J キーを 2 回押します。

 m 再生方向をすぐに逆転するには：逆方向に再生するには J キー、正方向に再生するには L キーを押します。

 m 再生ヘッドを 1 フレームずつ移動するには：K キーを押したまま、J キーまたは L キーを押します。

 m 再生ヘッドを 1/2 倍速で移動するには：K キーを押したまま、J キーまたは L キーを押し続けます。

キーボードショートカットを使ってデバイス（ビデオカメラやカメラなど）を制御する場合は、正方向（L）および逆
方向（J）の再生速度がビデオ機器によって異なることがあります。

メディアをループ再生する
ループ再生をオンにして、プロジェクトまたはクリップの全体あるいは一部分を繰り返し再生し続けることができます。

 1 ループ再生を有効にするには、「表示」＞「再生」＞「ループ再生」と選択します（または Control ＋ L キーを
押します）。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • プロジェクト全体をループ再生するには：「タイムライン」をクリックしてアクティブにし、スペースバーを押しま
す。

 • 「ブラウザ」でクリップをループ再生するには：クリップを選択し、スペースバーを押します。

 • クリップまたはプロジェクトの一部をループ再生するには：「ブラウザ」のクリップまたは「タイムライン」で範囲
を選択するか、「タイムライン」のクリップを選択して、「表示」＞「再生」＞「選択」と選択するか、スラッシュ
（/）キーを押します。

ビデオをフルスクリーン表示で再生する

 1 「タイムライン」にあるプロジェクトを開きます。または、「ブラウザ」にあるクリップを選択し、ビデオの再生を始
めたい位置に再生ヘッドを置きます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「表示」＞「再生」＞「フルスクリーンで再生」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ F キーを押し 
ます）。

 • 「ビューア」の下にある「フルスクリーンで再生」ボタン  をクリックします。

選択した項目が再生ヘッドの位置からフルスクリーン表示で再生されます。
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ヒント：フルスクリーン表示での再生時には、J キー、K キー、L キーなど、再生用のすべてのショートカットキーを
使用できます。使用できるすべてのショートカットのリストについては、455 ページの再生／ナビゲーションを参照し
てください。

 3 フルスクリーン表示を終了するには、Esc キーを押します。

クリップを再生すると、再生ヘッドまたはスキマーの下にあるフレームが「ビューア」で再生されます。一度に 2 つ
のクリップを比較する必要がある場合は、イベントクリップ専用の独立したビューアである「イベントビューア」を使
用できます。「イベントビューア」は、メインの「ビューア」の左側に表示されます。詳しくは、80 ページの「イベ
ントビューア」でメディアを再生する／スキミングするを参照してください。

メディアをスキミングする
ビデオやオーディオをすばやくスキミングして、プレビューしたり、特定のショットを探したり、編集を行ったりできま
す。スキミングがオンのときに、「ブラウザ」または「タイムライン」のクリップ上でポインタを前後に動かすと、ポ
インタの下にある内容が「ビューア」で再生されます。

「タイムライン」または「詳細編集」でクリップをスキミングするときに、「ブレード」、「トリム」、または「範囲選
択」編集ツール を使うこともできます。

「Final Cut Pro」で編集しているときに、ポインタを別の位置に移動する際のスキミングが邪魔に感じられることが
あります。すべてのスキミング（またはオーディオのスキミングのみ）を無効にすることができます。

クリップをスキミングする

 m 「ブラウザ」または「タイムライン」のクリップ上でポインタを前後に動かします。

スキミング中はスキマー（ピンクの縦線）がポインタがある場所を示し、対応するフレームが「ビューア」に表示さ
れます。

Skimmer

ヒント：また、スペースバーを押せばいつでも、スキマー位置から順方向に再生することができます。

編集ツールを使ってクリップをスキミングする
「タイムライン」または「詳細編集」で「ブレード」、「トリム」、または「範囲選択」ツールを使っているときに、ク
リップをスキミングできます。クリップ上でポインタを動かすと、これらのツールがスキマーとしての働きをします。

 1 「タイムライン」でクリップを選択するか、「詳細編集」を開きます。

 2 ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから、「ブレード」、「トリム」、または「範囲選択」ツールを選択し 
ます。
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 3 クリップ上でツールを前後に動かします。

編集ツールをスキマーとして使うときに、「タイムライン」内の接続されたクリップの下にあるクリップをスキミング
して、そのクリップにマーカーを追加することができます。

スキミングのオン／オフを切り替える

 m すべてのスキミングのオン／オフを切り替えるには：「スキミング」ボタンをクリックするか、「表示」＞「スキミン

グ」と選択するか、または S キーを押します。

 m オーディオのスキミングのオン／オフを切り替えるには：「オーディオをスキミング」ボタンをクリックするか、「表

示」＞「オーディオをスキミング」と選択するか、または Shift キーを押したまま S キーを押します。

スキミングがオンのときは、スキミングボタンが青で表示されます。

Audio skimming is turned off.

Skimming is turned on.

参考：スキミングがオフになっていても、「ブレード」、「トリム」、「範囲選択」編集ツールを使ってスキミングでき
ます。 

個別のクリップまたはオーディオコンポーネントのオーディオをスキミングする
クリップのスキミングをオンにして、オーディオのスキミングを個別のクリップに限定することができます。これは、接
続されたクリップ が「タイムライン」に表示されていて、基本ストーリーライン 内のオーディオは聞かずに接続され
たクリップをスキミングしたい場合に便利です。 

重要：この機能を使用するには、オーディオスキミングもオンにする必要があります。

クリップスキミングを使用して、オーディオコンポーネント が展開表示されているクリップの編集中に個別のオーディ
オコンポーネントをスキミングして聞くこともできます。クリップスキミングをオフにしてスキミングすると、クリップ
内のすべてのオーディオコンポーネントが重なって聞こえます。

ヒント：オーディオコンポーネントを展開表示するには、「タイムライン」でクリップを選択し、「クリップ」＞「オー
ディオコンポーネントを展開」と選択します（または Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

 m クリップスキミングのオン／オフを切り替えるには、「表示」＞「クリップをスキミング」と選択します（または Option 
＋ Command ＋ S キーを押します）。
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「イベントビューア」でメディアを再生する／スキミングする
必要に応じて、2 つのビューアを使用して、イベントクリップと「タイムライン」のクリップを同時に再生またはスキ
ミングできます。メインの「ビューア」の隣に、独立したビデオディスプレイである「イベントビューア」を表示でき
ます。「イベントビューア」と「ビューア」の両方を開いて、「ブラウザ」のクリップと「タイムライン」のクリップを
同時に表示できます。

Event Viewer Viewer

「イベントビューア」は「ブラウザ」のクリップの再生のみに使用します。メインの「ビューア」と同様に、ビデオス
コープ、カラーチャンネル、タイトル／アクションのセーフゾーン、およびマルチカムアングル（アングルを表示する
ように「イベントビューア」を設定）を表示できます。再生と調整のコントロールは「ビューア」と同じです。ビュー
アに関連するその他の操作（オンスクリーンコントロールや内蔵エフェクトなど）は、メインの「ビューア」で行い
ます。

デュアルビューアインターフェイスは、ソースモニタとレコードモニタがあるテープベースのリニア編集システムに由
来しています。ソースモニタは、ソースクリップをプレビューし、ソースクリップ内で選択を行うためのものでした。
記録モニタは、編集済みのプログラムを再生するためのものでした。

「イベントビューア」を開く

 m 「ウインドウ」＞「イベントビューアを表示」と選択します（または Control ＋ Command ＋ 3 キーを押します）。

「イベントビューア」を閉じるには、「ウインドウ」＞「イベントビューアを隠す」と選択します（または Control ＋ 
Command ＋ 3 キーを押します）。

参考：「イベントビューア」でビデオスコープを使用する場合は、スコープをビデオイメージの左側（デフォルト）で
なく下に表示すると便利です。スコープをビデオイメージの下に表示するには、「イベントビューア」の「設定」ポッ
プアップメニューから「縦方向レイアウト」を選択します。詳しくは、384 ページのビデオスコープを使用するを参
照してください。

セカンドディスプレイに再生を表示する
コンピュータにセカンドディスプレイを接続している場合は、そのディスプレイに「ビューア」を表示してビデオを再
生したり、「ブラウザ」を表示して イベント 内のクリップを見たりすることで、「Final Cut Pro」のメインウインドウ
のワークスペースを広げることができます。

セカンドディスプレイに「ビューア」を表示する

 1 セカンドディスプレイ（PCI ビデオカードに接続する 2 番目のコンピュータモニタ）を接続し、それが電源に接続さ
れていることを確認して、電源を入れます。

 2 「Final Cut Pro」で、「ウインドウ」＞「ビューアをセカンドディスプレイに表示」と選択します。

セカンドディスプレイに「ビューア」が表示されます。これで、「ビューア」のすべての機能（オンスクリーンコント
ロールを含む）をセカンドディスプレイで使用できるようになります。
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参考：「イベントビューア」も表示されている場合は、両方のビューアがセカンドディスプレイに表示されます。

 3 「ビューア」を「Final Cut Pro」のメインウインドウに戻すには、「ウインドウ」＞「ビューアをメインウインドウ
に表示」と選択します。

「ライブラリ」リストと「ブラウザ」をセカンドディスプレイに表示する

 1 セカンドディスプレイ（PCI ビデオカードに接続する 2 番目のコンピュータモニタ）を接続し、それが電源に接続さ
れていることを確認して、電源を入れます。

 2 「Final Cut Pro」で、「ウインドウ」＞「イベントをセカンドディスプレイに表示」と選択します。

「ライブラリ」リスト と「ブラウザ」がセカンドディスプレイに表示されます。これで、イベントのすべての機能（選
択機能、マーカー、キーワードなど）をセカンドディスプレイで使用できるようになります。

「ライブラリ」リストと「ブラウザ」を「Final Cut Pro」のメインウインドウに戻すには、「ウインドウ」＞「イベン
トをメインウインドウに表示」と選択します。

外部ビデオモニタで再生を表示する
「Final Cut Pro」には、ビデオやオーディオをコンピュータから外部ビデオモニタに送信するための「A/V 出力」
オプションがあります。「A/V 出力」機能では、ビデオやオーディオが NTSC/PAL、HD、4K モニタでどのように
見えて聞こえるかを確認します。さらに、この機能を使えば、ベクトルスコープや波形モニタなどの高度な外部デバ
イスで出力をテストできます。 

NTSC または PAL 出力には、互換性のある他社製ビデオ・インターフェイス・ハードウェア／ソフトウェアが必要で
す。4K 出力には、HDMI 出力を備えた他社製ビデオインターフェイスまたは 4K 対応 Mac が必要です。FireWire 
DV デバイスはサポートされていません。他社製のデバイスとソフトウェアについて詳しくは、デバイスの製造元に
問い合わせるか、「Final Cut Pro X - 関連情報」の Web ページ（http://www.apple.com/jp/final-cut-pro/ 
resources/）を参照してください。

他社製ビデオインターフェイスを使って外部モニタで再生を表示する

 1 製造元の指示に従って、ビデオインターフェイスのハードウェアとソフトウェアをインストールします。

 2 外部ビデオモニタをビデオインターフェイスに接続し、モニタとその他のすべての外部デバイスが電源に接続されて
いることを確認して、電源を入れます。
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 3 A/V 出力デバイスを選択するには、「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択して（または Command ＋カンマ
キーを押して）、「再生」をクリックし、「A/V 出力」ポップアップメニューから外部モニタを選択します。

 4 「Final Cut Pro」で「ウインドウ」＞「A/V 出力」と選択します。

ブロードキャストモニタに「ビューア」の内容が表示されます。「ビューア」の機能（オンスクリーンコントロールや、
タイトルセーフとアクションセーフのオーバーレイなど）は、「Final Cut Pro」にのみ表示されます。

参考：ビデオとオーディオは、オーディオサンプルではなく、ビデオフレームのレベルで同期されます。

「A/V 出力」を切にするには、「ウインドウ」＞「A/V 出力」と選択します。

HDMI を使って外部モニタで再生を表示する
HDMI ポートを備えた 4K 対応 Mac で Final Cut Pro 10.1 以降を使用している場合は、HDMI ポートに接続さ
れている外部ビデオモニタで 4K または HD 1080 ビデオを再生できます。

対応している Mac コンピュータのリストについては、
http://support.apple.com/kb/HT6057?viewlocale=ja_JP を参照してください。

 1 HDMI ケーブルを使って、外部（HDMI）ビデオモニタを Mac の HDMI ポートに接続し、そのモニタが電源に接
続されていることを確認して、電源を入れます。

 2 HDMI モニタを設定する場合は、アップルメニュー＞「システム環境設定」と選択し、「ディスプレイ」をクリックし
ます。 

 3 「ディスプレイ」環境設定で、HDMI モニタをセカンダリーディスプレイとして設定します。

 4 「変更」を選択し、表示されるリストで「4096 × 2160」、「3840 × 2160」、「1080i」、または「1080p」を選
択します。

参考：「変更」をクリックして HDMI モニタのその他の解像度を表示する際は、Option キーを押す必要がある場
合があります。

 5 「Final Cut Pro」でモニタを選択するには、「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択して（または Command 
＋カンマキーを押して）、「再生」をクリックし、「A/V 出力」ポップアップメニューから HDMI モニタを選択します。

 6 「Final Cut Pro」で「ウインドウ」＞「A/V 出力」と選択します。

HDMI モニタに「ビューア」の内容が表示されます。「ビューア」の機能（オンスクリーンコントロールや、タイト
ルセーフとアクションセーフのオーバーレイなど）は、「Final Cut Pro」にのみ表示されます。
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参考：ビデオとオーディオは、オーディオサンプルではなく、ビデオフレームのレベルで同期されます。

「A/V 出力」を切にするには、「ウインドウ」＞「A/V 出力」と選択します。

再生品質およびパフォーマンスを制御する
「ビューア」の視覚品質と再生パフォーマンスに影響する設定には、「ビデオの品質」設定と「メディア」設定の 2 
つがあります。どちらの設定も、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューに
あります。

再生品質を設定する
「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューの「品質」セクションで、以下のいずれかを選択します：

 m 高品質：「ビューア」に最大解像度のビデオフレームを表示する場合は、このオプションを選択します。この設定に

よって、高品質でフレームサイズの大きなビデオの再生パフォーマンスが低下する場合があります。

 m パフォーマンス優先：「ビューア」に低めの解像度でビデオを表示する場合は、このオプションを選択します。メディ

アのサイズを小さくすると、非常に大きなメディアファイルの場合でも、再生パフォーマンスが維持されます。

再生メディアの種類を選択する
「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューの「メディア」セクションで、以下のいずれかを選択します：

 m 最適化／オリジナル：最適化されたメディア（Apple ProRes 422 形式）を再生に使用する場合は、このオプショ
ンを選択します。最適化されたメディアを使用できない場合は、元のメディアが再生に使用されます。 

 m プロキシ：最大解像度のメディア ではなく中程度の品質のプロキシメディア（1/2 の解像度に変換されています）を
再生に使用する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択すると再生パフォーマンスは向上しま
すが、ビデオの品質は低下します。「Final Cut Pro」では、プロキシ メディアは Apple ProRes 422 Proxy 形式
になっています。

「情報」インスペクタを使用して、最適化されたメディアファイルまたはプロキシ・メディア・ファイルが特定のク
リップに存在するかどうかを判別できます。詳しくは、410 ページのクリップの情報を表示するを参照してください。
「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューで「プロキシ」を選択したけれども、プロキシ・メディア・ファ
イルがない場合は、プロキシファイルが見つからないことを示す警告アイコンが「ビューア」に表示されます。

重要：プロキシメディアを使用して再生する場合は、プロジェクトを共有する前に、最適化された／元のメディアに
戻していることを確認してください。これにより、最高品質でファイルが書き出されることが保証されます。詳しく
は、391 ページのプロジェクト、クリップ、および範囲を共有するを参照してください。

最適化されたメディアおよびプロキシメディアについて詳しくは、415 ページの最適化されたメディアファイルとプロ
キシ・メディア・ファイルを管理するを参照してください。
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バックグラウンドレンダリングについて
レンダリングとは、プロジェクト内でリアルタイムに再生できない部分のために、一時的なビデオ／オーディオ・レン
ダリング・ファイルを作成する処理のことです。エフェクト、トランジション、ジェネレータ、タイトルなど、高品質で
再生するにはレンダリングを必要とする項目を追加すると、「タイムライン」上部のルーラの下にレンダリングインジ
ケータ（オレンジ色のバー）が表示されます。 

Render indicator

デフォルトでは、「Final Cut Pro」での作業とポインタの移動をやめてから 5 秒後に、バックグラウンドでレンダリ
ングが開始されます。バックグラウンドレンダリングは、ほかのアプリケーションで作業している間も継続されます。
「Final Cut Pro」の環境設定でバックグラウンドレンダリングをオフにしたりこの設定を調整したりできます。

プロジェクトまたはその一部のレンダリングを手動で制御することもできます。保存領域を解放するために、1 つ以
上のプロジェクト、イベント、またはライブラリのレンダリングファイルを削除できます。詳しくは、419 ページのレ
ンダリングファイルを管理するを参照してください。
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編集の概要
ビデオ編集という用語は、プロジェクトのワークフローのさまざまな段階を指すことも、プロジェクトの「タイムライ
ン」にあるクリップを使って行うきわめて具体的な手動による作業を指すこともあります。

 • プロジェクトを作成する：「Final Cut Pro」でムービーを作成するには、最初にプロジェクトを作成します。編集
で決定したことと使用するメディアはここに記録されます。86 ページの新しいプロジェクトを作成するを参照して
ください。 

 • 選択を行ってクリップを「タイムライン」に追加する：プロジェクトへのクリップの追加と並べ替えは、
「Final Cut Pro」でのムービー作成の基本となる手順です。「タイムライン」にあるクリップを移動したり並べ
替えたりします。97 ページのクリップ追加の概要、115 ページの「タイムライン」でクリップを並べ替える 、およ
び 154 ページのオーディオの概要を参照してください。 

 • クリップをカットする／トリミングする：「Final Cut Pro」には、「タイムライン」内のクリップの始点と終点を調整
したり、あるショットから次のショットまでの速度を調節したりするための、さまざまなツールがあります。121 ペー
ジのトリミングの概要を参照してください。 

 • プロジェクトをさらに微調整する／調整する：「Final Cut Pro」には多数の高度な編集ツールがあり、きわめて
洗練されたムービーを簡単に仕上げることができます。高度な編集に関するセクションのトピックを参照してくだ
さい。

 • エフェクトや色補正を加える：フィニッシングには、視覚的なエフェクトや色補正が含まれます。208 ページのト
ランジション、タイトル、エフェクト、ジェネレータの概要および 369 ページの色補正の概要を参照してください。

Toolbar: Perform 
common tasks by 
clicking a button.

Connected clips: Add titles and 
cutaway shots. In the Magnetic 
Timeline, everything stays in sync.

Audio clips: Add music 
and sound effects as 
connected clips.

Primary storyline: Add and 
arrange clips to construct 
your movie.

プロジェクトを編集する
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プロジェクトを作成する／管理する

新しいプロジェクトを作成する
「Final Cut Pro」でムービーを作成するには、最初にプロジェクトを作成します。編集で決定したことと使用するメ
ディアはここに記録されます。次に、クリップを「タイムライン」に追加して編集します。

新しい Final Cut Pro プロジェクトを作成するときは、以下の操作を行います：

 • プロジェクトに名前を付けます。

 • プロジェクトの保存先となる イベント を指定します。

通常は、プロジェクトの作成に使用するメディアが含まれているイベントにプロジェクトを保存します。Finder か
ら、または「Final Cut Pro」のメディアブラウザから「タイムライン」にメディアをドラッグすると、そのメディ
アは自動的にプロジェクトと同じイベントに置かれます。

必要に応じて、開始 タイムコード を設定したり、プロジェクトに ビデオ、オーディオ、およびレンダリングの特性 を
定義することもできます。

プロジェクトを作成した後、ライブラリ内のイベントからクリップを追加します。

参考：プロジェクトを作成していて、まだ「Final Cut Pro」にメディアを読み込んでいない場合は、読み込む必要
があります。詳しくは、22 ページの読み込みの概要を参照してください。

プロジェクトを開始する

 1 「ライブラリ」リスト が表示されない場合は、「ブラウザ」の左下隅にあるボタンをクリックします。

 2 「ライブラリ」リストで、プロジェクトを作成するイベントを選択します。 

 3 「ファイル」＞「新規プロジェクト」と選択します（または Command ＋ N キーを押します）。

 4 表示されるウインドウで、「名前」フィールドにプロジェクトの名前を入力します。

 5 選択されているイベントとは異なるイベントにプロジェクトを保存する場合は、「イベント内」から別のイベントを選
択します。 

メディアファイルを Finder から「タイムライン」のプロジェクトに直接ドラッグするか、メディアブラウザ からメディ
アをプロジェクトに追加すると、そのメディアは自動的にプロジェクトと同じイベントに保存されます。

 6 プロジェクトの設定を詳細にカスタマイズしたい場合は、「カスタム設定を使用」をクリックします。

参考：デフォルトでは自動設定が表示されますが、最後に使用した設定が保存されるため、この手順は不要な場合
があります。

 7 プロジェクトのタイムコードを 00:00:00:00 以外の値から開始したい場合は、「開始タイムコード」フィールドに開
始タイムコード値を入力します。

 8 プロジェクトのビデオまたはオーディオのプロパティを変更したい場合は、「カスタム」を選択して、それぞれのポッ
プアップメニューを使用します。

作成しているプロジェクトに固有の要件がない限り、「最初のビデオクリップを基準に自動設定する」は選択したま
まにすることをお勧めします。プロジェクトの設定について詳しくは、87 ページのプロジェクトの設定を変更するを
参照してください。

 9 「OK」をクリックします。

新しいプロジェクトが、手順 4 で付けた名前で「ブラウザ」に表示されます。
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これで、「ブラウザ」からクリップを追加して、タイトル、特殊エフェクト、バックグラウンドミュージック、サウンド
エフェクトを追加するなどの方法でプロジェクトの編集を開始できるようになります。

プロジェクトの情報は、いつでも変更できます。詳しくは、87 ページのプロジェクトの設定を変更するを参照してく
ださい。

既存のプロジェクトを開く
既存のプロジェクトはいつでも開くことができます。

プロジェクトを開く

 1 「ライブラリ」リスト が表示されない場合は、「ブラウザ」の左下隅にあるボタンをクリックします。

 2 「ライブラリ」リストで、開きたいプロジェクトが含まれているイベントを選択します。

 3 開きたいプロジェクトを見つけてダブルクリックします。

参考：イベントの一番上までスクロールしてプロジェクトを表示しなければならない場合があります。

プロジェクトの設定を変更する
プロジェクトが進むにつれて、プロジェクトの設定を変更したい場合があります。

「Final Cut Pro」では、通常、プロジェクトに追加した最初のクリップの特性に基づいてプロジェクトの設定が自動
的に管理されますが、既存のプロジェクトのほとんどの設定は変更が可能です。プロジェクトの設定を変更する必要
がある場合は、最終的なムービーを視聴者に届ける方法を考慮してビデオおよびオーディオの設定を選択します。

プロジェクトの設定を変更する

 1 「ライブラリ」リスト で、変更したいプロジェクトが含まれているイベントを選択し、プロジェクトを選択します（ま
たはプロジェクトをダブルクリックして「タイムライン」で開きます）。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「プロジェクトの情報」と選択します（または Command ＋ J キーを押します）。

 • ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 表示されるパネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

Info button

 4 「設定を変更」ボタンをクリックします。
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 5 表示されるウインドウで、必要に応じて設定を変更します。

Change the project’s 
video, audio, and 
render properties.

プロジェクト名

 • プロジェクト名：プロジェクトの名前を入力します。

開始タイムコード

 • 開始タイムコード：プロジェクトのタイムコードを 00:00:00:00 以外の値で開始したい場合に、開始タイムコード
値を入力します。

ドロップフレームタイムコード

 • ドロップフレーム：ドロップフレームタイムコードをオンにするには、このチェックボックスを選択します（このオプ
ションは 29.97 fps と 59.94 fps のメディアのみに表示されます）。

ノンドロップフレーム・タイムコードでは、タイムコードカウンタは番号をスキップすることなく一定のレートでカウ
ントを行います。ノンドロップフレームタイムコードは、すべてのフレームレートの表示オプションとして使用でき
ます。

ドロップフレームタイムコードでは、10 分単位を除く毎分、最初の秒のフレーム 0 とフレーム 1 がスキップされ
ます。

ビデオのプロパティ

 • フォーマット：ビデオ形式（ビデオをエンコーディングする方法）を選択します。

 • 解像度：ビデオのフレームサイズを選択します。使用できるフレームサイズはフォーマットによって異なります。任
意のフレームサイズを入力するには、「フォーマット」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

 • レート：1 秒当たりのフレーム数（fps）を選択します。

参考：「タイムライン」が完全に空の状態でない限り、既存のプロジェクトのフレームレートは変更できません。

オーディオとレンダリングのプロパティ

 • オーディオチャンネル：オーディオをマルチチャンネル・サラウンド・サウンドまたはステレオのどちらで送出する
かを選択します。

 • オーディオサンプルレート：プロジェクトのオーディオサンプルレート（信号の 1 秒当たりの測定（サンプリング）
回数）を選択します。サンプルレートが高いと音質が高く、ファイルサイズが大きくなり、低いと音質が低く、ファ
イルサイズが小さくなります。適切なサンプルレートは、作業しているソース素材とオーディオの最終出力に応じ
て異なります。

 • レンダリングフォーマット：プロジェクトのバックグラウンドレンダリングに使用するコーデックを選択します。

 6 「OK」をクリックします。
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プロジェクトのバージョンを保存する／バックアップする／作成する
プロジェクトの操作中に行ったすべての変更は自動的に保存されるため、変更内容の手動保存が必要になることは
ありません。また、「編集」＞「取り消す」と選択する（または Command キーを押したまま Z キーを押す）こ
とで、最後に「Final Cut Pro」を終了して再度開くまでのすべての変更を取り消すことができます。

プロジェクトを複製して、プロジェクトの複数のバージョンを作成できます。詳しくは、62 ページのプロジェクトおよ
びクリップを複製するを参照してください。

プロジェクト内の クリップ に加えた変更は、クリップの ソースファイル には影響しません。つまり、クリップに多数
の変更を加えた場合に、最初からやり直したいときは、クリップの新しいコピー（ライブラリ内のイベントにありま
す）をプロジェクトに追加することで、クリップを簡単に元の状態に復元できます。

また、「Final Cut Pro」では 15 分間隔で自動的にライブラリのバックアップが作成されます。バックアップにはラ
イブラリのデータベース部分のみが含まれ、メディアファイルは含まれません。バックアップの日時はファイル名に表
示されます。詳しくは、74 ページの自動バックアップからライブラリを復元するを参照してください。

クリップと範囲を選択する

選択とフィルムストリップについて
ビデオプロジェクト編集の基本となる手順は、最終的なムービーに何を含めたいかを選ぶことです。
「Final Cut Pro」では、選択を行うことによって、操作したいクリップやクリップの一部分を指定します。
「Final Cut Pro」には、フィルムストリップ（一連のサムネールイメージ）など、すばやく正確に選択を行うため
のさまざまな強力なツールがあります。ビデオクリップは、「タイムライン」（プロジェクトを構築する場所）と「ブラ
ウザ」（ソースメディアが表示される場所）にフィルムストリップとして表示されます。単一のビデオフィルムストリッ
プで、数百のビデオフレーム（個々のイメージ）を含むビデオを数秒の単位で表すことができます。オーディオのみ
のクリップは、時間経過に従ったオーディオの音量の変化を示すオーディオ波形として表示されます。

「ブラウザ」から「タイムライン」内のプロジェクトにクリップを追加するときは、1 つまたは複数のクリップ全体を
追加することも、1 つのクリップ内の 1 つの範囲を追加することもできます。さらに、「タイムライン」でクリップを
個別に微調整することができます。たとえば、クリップにビデオエフェクトを追加したり、クリップ間にトランジション
を挿入したりできます。 

「ブラウザ」や「タイムライン」でのフィルムストリップの表示を調整して、選択しやすくすることができます。たとえ
ば、フィルムストリップの幅を広げる（1 つのサムネールに含まれる継続時間を短くする）と、位置をより細かく選
択できるようになります。

Filmstrip expanded 
in the Browser for 
precise selections
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また、「タイムライン」でのフィルムストリップの表示を調整して、オーディオ波形の表示や選択を簡単にできるよう
にすることもできます。

Filmstrip appearance 
changed for easy 
viewing and selection 
of audio waveforms

1 つまたは複数のクリップを選択する
クリップ は、ビデオ、オーディオ、グラフィックスのファイルを表します。クリップを使えば、ファイル自体を変更せず
に、「Final Cut Pro」でメディアを操作できます。プロジェクトにクリップを追加したり、クリップを並べ替えたりト
リミングしたりするには、最初にそのクリップを選択する必要があります。一度に 1 つのクリップを選択することも、
複数のクリップを選択することもできます。

複数のクリップを選択すると、プロジェクト内または イベント 間でクリップをまとめて移動できます。これは、クリッ
プを調整したときに、同じ調整をその他の複数のクリップにペーストしたい場合にも便利です。

クリップ全体を選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m クリップを 1 回クリックします。

 m クリップの上に スキマー（または 再生ヘッド）を移動し、X キーを押します。

参考：これにより、範囲選択 がクリップの境界と合います。

 m 「ブラウザ」で、上矢印キーまたは下矢印キーを押して、選択部分を隣接するクリップに移動します。

 m 「ブラウザ」で、Option キーを押しながら、クリップの開始点から終了点までドラッグします。

 m 「タイムライン」で、選択したいクリップの上にスキマー（スキミングがオフになっている場合は再生ヘッド）を移動

し、C キーを押します。この方法では 基本ストーリーライン 内のクリップが選択されます。

接続されたクリップ と ストーリーライン は基本ストーリーライン内のクリップに関連付けられて、基本ストーリーライ
ンの上下に表示されます。このキーボードショートカットの方法で接続されたクリップやストーリーラインを選択する
には、接続されたクリップの上にポインタを置き、C キーを押します。詳細については、101 ページのクリップを接
続してカットアウェイショット、タイトル、同期されたサウンドエフェクトを追加するおよび 274 ページのストーリーラ
インを追加するを参照してください。
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クリップの周りに、そのクリップが選択されていることを示す黄色の枠線が表示されます。

参考：「タイムライン」でのクリップの選択（上図）は、「タイムライン」での範囲選択とは異なります。範囲選択で
は、選択の開始点と終了点を調整するための、見た目の異なる範囲ハンドルが表示されます。「ブラウザ」の選択
はすべて、実際には範囲選択です（調整可能な開始点と終了点があります）。

「ブラウザ」または「タイムライン」で複数のクリップを選択する

 m 複数の個別のクリップを選択するには：Command キーを押したまま、選択したいクリップをクリックします。

参考：Command キーを押したまま、「ブラウザ」の既存の範囲が設定されたクリップをクリックすると、クリップ
全体ではなく範囲が選択されます。

 m 「ブラウザ」または「タイムライン」ですべてのクリップと範囲を選択するには：「ブラウザ」または「タイムライン」

をクリックしてアクティブにし、「編集」＞「すべてを選択」と選択します（または Command ＋ A キーを押しま
す）。

 m ドラッグによって複数のクリップを選択するには：選択範囲の四角形を、選択したい「タイムライン」内のクリップま

たはイベントのクリップにドラッグします。

「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップの選択を解除する

 m 選択した 1 つのクリップの選択を解除するには：Command キーを押したままクリップをクリックするか、クリップ
の外側をクリックします（または別のクリップを選択します）。

 m 選択した複数のクリップの選択を解除するには：Command キーを押したまま、選択を解除したいクリップをクリッ
クします。

 m すべてのクリップと範囲の選択を解除するには：「編集」＞「選択」＞「なし」と選択します（または Shift ＋ 
Command ＋ A キーを押します）。

 m すべてのクリップの選択を解除し、「ブラウザ」で選択したすべての範囲を解除するには：Option ＋ X キーを押し
ます。
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範囲を選択する
クリップ 全体を選択するのではなく、「タイムライン」や「ブラウザ」にあるクリップ内の範囲を選択することができ
ます。「タイムライン」では、複数のクリップにまたがる範囲を選択することもできます。選択範囲をトリミングした
り、レートやキーワードでマークを付けたり、別の方法で変更したりできます。範囲選択の開始点と終了点は、選択
項目の左右をドラッグして調整できます。「ブラウザ」で、1 つ以上のクリップに複数の範囲選択を作成することもで
きます。

Range handles

参考：この図は、「タイムライン」内の範囲選択を示しています。「ブラウザ」内の範囲選択には、直線の範囲ハン
ドルが表示されます。

範囲を選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ブラウザ」で、クリップ（フィルムストリップ）を横切ってドラッグします。 

選択した範囲の周りに、黄色の枠線が表示されます。

フィルムストリップが 2 列に折り返している場合は、折り返し部分でドラッグを続けるだけで、折り返し部分を含む
範囲を選択できます。端に達すると、ポインタが次の列にジャンプします。

ヒント：「ブラウザ」で、Option キーを押したまま、既存の範囲でクリップ（フィルムストリップ）を横切ってドラッ
グし、それらの範囲を新しい範囲に置き換えます。

 m 「タイムライン」で、ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから「範囲選択」を選択します（または R キー
を押します）。

ポインタが「範囲選択」ツール  に変わります。 

「範囲選択」ツールで「タイムライン」内の 1 つ以上のクリップを横にドラッグして、範囲を選択します。範囲選択
の開始点と終了点を調整するには、範囲の左右にある範囲ハンドルをドラッグします。
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ヒント：「範囲選択」ツールを一時的にオンにするには、R キーを押したままにします。R キーを放すと、ツールは
直前にアクティブだったツールに戻ります。

Range handles

 m I キーと O キーを使用して、範囲選択の開始点と終了点を設定します。詳しくは、下の手順を参照してください。 

 m 「ブラウザ」または「タイムライン」で、クリップの上に スキマー（または 再生ヘッド）を移動し、X キーを押し 
ます。 

「Final Cut Pro」により、クリップの開始点と終了点に範囲選択の開始点と終了点が設定されます。

ヒント：接続されたクリップ または接続された ストーリーライン のクリップで、X キーをこのように使用するには、
ポインタをクリップの上に置き、X キーを押します。

 m Command キーを押したまま、クリップの上部にある色の付いたマーカー線をクリックします。

これらのマーカー線は、よく使う項目（緑）、不採用（赤）、手動で適用したキーワード（青）、または解析キーワー
ド（紫）のいずれかを示します。

範囲の開始点または終了点を設定する

 m 開始点を設定するには：選択を開始したい位置に スキマー（スキミングがオフの場合は 再生ヘッド）を移動し、
「マーク」＞「範囲開始点を設定」と選択します（または I キーを押します）。 

 範囲の開始点を削除するには、Option ＋ I キーを押します。

 m 終了点を設定するには：範囲を終了したい位置にスキマー（スキミングがオフの場合は再生ヘッド）を移動し、「マー

ク」＞「範囲終了点を設定」と選択します（または O キーを押します）。 

範囲の終了点を削除するには、Option ＋ O キーを押します。

 m クリップやプロジェクトの再生中に、範囲の開始点や終了点を設定するには：スペースバーを押して再生を開始して

から、開始点または終了点を設定したいところで I キーまたは O キーを押します。 

ヒント：「ブラウザ」で、Shift ＋ Command ＋ I キーと Shift ＋ Command ＋ O キーを押して、再生中に複
数の範囲を設定できます。

「タイムライン」または「詳細編集」で「ブレード」ツール、「トリム」ツール、「範囲選択」ツールを使用する場合
は、I キーと O キーを使って、接続されたクリップ や ストーリーライン の選択の開始点と終了点を設定したり、接続
されたクリップやストーリーラインの下にあるクリップの選択の開始点と終了点を設定できます。ポインタをクリップの
上に移動して、選択の開始点を設定するときは I キーを押し、選択の終了点を設定するときは O キーを押します。

選択範囲を広げる／狭める

 m 範囲の開始位置や終了位置を調整するには：黄色の選択範囲の枠線の左端または右端をドラッグします。

 m 同じイベント内のクリップやプロジェクトの中の範囲の開始点や終了点をリセットするには：スキマー を移動し、I 
キーまたは O キーを押します。

ヒント：クリップの再生中に I キーまたは O キーを押すこともできます。
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 m イベント内のクリップの中の範囲を広げたり狭めたりするには：範囲を開始したいフレームや終了したいフレームに

スキマーを移動してから、Shift キーを押したままクリック（またはドラッグ）します。 

 m タイムコードを使って範囲を広げたり狭めたりするには：「変更」＞「継続時間を変更」と選択して（または Control 
＋ D キーを押して）、新しい継続時間を入力します。（この方法は、範囲が 1 つの選択でのみ機能します。）

それに応じて選択範囲が長くなったり短くなったりします。

スキマーが必要なときに表示されていない場合は、いつでもスキミングをオンにすることができます。

再生中にイベントのクリップに複数の範囲を設定する
再生中に、「ブラウザ」でクリップに複数の範囲を設定することができます。

 1 イベントクリップを再生する。

 2 クリップの再生中に必要に応じて以下の操作を行います：

 • 範囲の開始点を追加するには：Shift ＋ Command ＋ I キーを押します。

 • 範囲の終了点を追加するには：Shift ＋ Command ＋ O キーを押します。

参考：同じクリップに内に複数の範囲を設定するには、再生が続いている間にこれらのキーボードショートカットを
繰り返し実行します。

範囲選択をクリップの境界に合わせる

 m クリップの上に スキマー（または 再生ヘッド）を移動し、X キーを押します。

「Final Cut Pro」により、クリップの開始点から終了点までの範囲選択が設定されます。既存の範囲は削除され 
ます。

選択を解除する
1 つまたは複数の範囲を「ブラウザ」または「タイムライン」から削除することができます。

参考：この操作は、「ブラウザ」または「タイムライン」のクリップメディアには影響しません。

 m イベント内の個々の範囲を削除するには：Option キーを押したまま範囲をクリックします。

 m 「タイムライン」内の範囲を削除するには：範囲の外側をクリックするか、別の範囲を選択します。

 m 「ブラウザ」または「タイムライン」で、1 つまたは複数の範囲を解除するには：範囲を選択し、「マーク」＞「選
択範囲を解除」と選択します（または Option ＋ X キーを押します）。

参考：選択された範囲には太い黄色の枠線が表示されます。選択されていない範囲（「ブラウザ」でのみ利用可能
です）には、細いオレンジ色の枠線が表示されます。

 m イベント内のすべての範囲を削除するには：「編集」＞「すべて選択」と選択して（または Command ＋ A キーを
押して）現在のイベント内のすべての範囲を選択し、「マーク」＞「選択範囲を解除」と選択します（または Option 
＋ X キーを押します）。

イベントのクリップで複数の範囲選択を管理する
「ブラウザ」では、1 つ以上のクリップ内に複数の範囲を設定することができ、範囲を設定した後でそれらの範囲を
選択および選択解除できます。たとえば、長い イベント クリップに複数の範囲を設定してから、選択したすべての
範囲を一度に「タイムライン」に追加する前に、一部の範囲の選択を解除できます。
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参考：選択された範囲には太い黄色の枠線が表示されます。選択されていない範囲には、オレンジ色の細い枠線
が表示されます。編集コマンドは、黄色の選択のみに作用します。

Selected ranges Unselected ranges

参考：このセクションで説明するコマンドを使用するには、「ブラウザ」が「Final Cut Pro」のインターフェイスの
中でアクティブな部分になっている必要があります。「ブラウザ」をアクティブにするには、「ブラウザ」の上にポイ
ンタを移動するか、「ブラウザ」をクリックします。「ブラウザ」がアクティブなときは、「ブラウザ」の背景が明るい
灰色になります。

イベントのクリップに複数の範囲を設定する

 1 「ブラウザ」で、クリップ内の範囲を選択します。

 2 追加の範囲を設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • Command キーを押したまま、クリップの別の部分をドラッグします。

 • 追加の範囲の開始点にしたいフレームに スキマー（または 再生ヘッド）を移動して、Shift ＋ Command 
＋ I キーを押します。追加の範囲の終了点にしたいフレームにスキマーまたは再生ヘッドを移動して、Shift ＋ 
Command ＋ O キーを押します。

参考：これらのキーボードショートカットは再生中も機能するので、リアルタイムで追加の範囲を設定できます。 

 • Option キーを押したまま、既存の範囲の上または内部でドラッグして、それらの範囲を新しい範囲に置き換え
ます。

 • Command キーを押したまま、クリップの上部にある色の付いたマーカー線をクリックします。

これらのマーカー線は、よく使う項目（緑）、不採用（赤）、手動で適用したキーワード（青）、または解析キー
ワード（紫）のいずれかを示します。

追加の範囲選択がクリップに表示されます。

範囲選択を削除するには、Option キーを押したままその範囲選択をクリックします。
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イベント内の範囲およびクリップを選択する／選択解除する
イベントのクリップ内またはイベント内で複数の範囲を設定、選択、または選択解除することができます。

重要：編集コマンドは、黄色の選択のみに作用します。編集コマンドでは、オレンジ色の（選択されていない）範
囲は無視されます。

Selected ranges Unselected ranges

 m 個々の範囲を選択するには：範囲をクリックします。

 m 範囲を選択／選択解除するには：Command キーを押したまま範囲をクリックします。

 m クリップ内のすべての範囲を選択するには：クリップ内の範囲が設定されていない領域をクリックします。

 m 現在のイベント内のすべての範囲とクリップを選択するには：「編集」＞「すべてを選択」と選択します（または 
Command ＋ A キーを押します）。

範囲（および範囲が設定されていないすべてのクリップ）が選択され、黄色の枠線が表示されます。 

 m 現在のイベント内のすべての範囲とクリップを選択解除するには：「編集」＞「すべてを選択解除」と選択します（ま

たは Shift ＋ Command ＋ A キーを押します）。 

範囲がオレンジ色になります。

イベント内のクリップから範囲を削除する
個々の範囲、複数の範囲、またはすべての範囲を現在のイベントから削除することができます。

 m イベント内の個々の範囲を削除するには：Option キーを押したまま範囲をクリックします。

 m イベント内の選択した範囲を削除するには：削除したい範囲を選択し、「マーク」＞「選択範囲を解除」と選択し

ます（または Option ＋ X キーを押します）。

 m イベント内のすべての範囲を削除するには：「編集」＞「すべて選択」と選択して（または Command ＋ A キーを
押して）現在のイベント内のすべての範囲を選択し、「マーク」＞「選択範囲を解除」と選択します（または Option 
＋ X キーを押します）。

イベント内の選択間を移動する

 m 範囲選択の先頭に移動するには：「マーク」＞「移動」＞「範囲開始点」と選択します（または Shift ＋ I キーを
押します）。

前の範囲選択の先頭、またはクリップの先頭に移動するには、このコマンドを繰り返し実行します。 

 m 範囲選択の最後に移動するには：「マーク」＞「移動」＞「範囲終了点」と選択します（または Shift ＋ O キー
を押します）。

次の範囲選択の最後、またはクリップの最後に移動するには、このコマンドを繰り返し実行します。

 m 前のクリップ（またはその範囲）を選択するには：上矢印キーを押します。

選択に追加するには、Shift ＋上矢印キーを押します。 

 m 次のクリップ（またはその範囲）を選択するには：下矢印キーを押します。

選択に追加するには、Shift ＋下矢印キーを押します。 
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クリップを追加する／削除する

クリップ追加の概要
「タイムライン」に クリップ を時系列順に追加することによって、ムービープロジェクトを構築することができます。
特定の編集スタイルやニーズに合わせるため、さまざまなツールや手法の中から、クリップを追加するためのツー
ルや手法を選ぶことができます。「タイムライン」のクリップの配置は、いつでも変更できます。

「Final Cut Pro」では、クリップの接続や同期状態の維持を気にせずに、プロジェクトを編集することができます。
たとえば、クリップを「タイムライン」内にドラッグすると、「Final Cut Pro」では、新しいクリップのそれぞれが収
まるように自動的に「タイムライン」が並べ替えられ、現在の作業の妨げにはなりません。これは、ビデオ、オー
ディオ、タイトル、ジェネレータ、静止画像など、すべての種類のクリップに当てはまります。

1 つプロジェクトで複数の イベント 内のクリップを使用できます。また、「Final Cut Pro」の メディアブラウザ や 
Finder からクリップを追加することもできます。クリップを「タイムライン」から削除しても、「ブラウザ」、メディア
ブラウザ、または Finder にあるクリップやファイルには影響はありません。

接続されたクリップ と ストーリーライン は、明示的に移動したり削除したりするまでは、基本ストーリーライン内の
クリップに接続されたままで、同期状態を保ちます。

Connected clip

Connected 
audio-only clip

Primary storyline
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「ブラウザ」のイベントクリップの下に表示されるオレンジの線は、そのクリップが現在のプロジェクトで使われてい
ることを示します（「タイムライン」で開きます）。このビューのオン／オフを切り替えるには、「表示」＞「使用中
のメディアの範囲を表示」と選択します。

An orange line along the bottom 
of an event clip indicates it is being 
used in the current project.

クリップを「タイムライン」にドラッグする
「ブラウザ」から、「Final Cut Pro」の「メディアブラウザ」（「写真ブラウザ」や「ジェネレータブラウザ」など）
から、または Finder からドラッグすることによって、クリップを「タイムライン」に追加することができます。

クリップを「ブラウザ」または「メディアブラウザ」からドラッグする

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ライブラリ」リスト で、プロジェクトに追加したい クリップ が含まれている イベント を選択します。

 • プロジェクトに追加したいメディアが含まれている「メディアブラウザ」を開きます。

 2 1 つまたは複数のクリップを、「ブラウザ」または「メディアブラウザ」から「タイムライン」にドラッグします。

操作の結果は、クリップを「タイムライン」内のどこにドラッグするかによって、追加、挿入、接続、または置き換
え編集になります。周囲のクリップが自動的に調整され、ドラッグしたクリップの周囲に適切に配置されます。

ヒント：1 つのクリップをプロジェクトに追加するのはいつでもできますが、一度に複数のクリップを追加し、それら
を後で「タイムライン」で並べ替える方が簡単なこともあります。

Finder からファイルをドラッグする
 1 「Final Cut Pro」のメインウインドウと Finder のファイルを両方とも表示できるように、画面上にウインドウを並

べます。

 2 ファイルを Finder から「タイムライン」にドラッグします。

操作の結果は、クリップを「タイムライン」内のどこにドラッグするかによって、追加、挿入、接続、または置き換
え編集になります。 

参考：「Final Cut Pro」の「メディアブラウザ」や Finder にあるクリップを「タイムライン」に追加する場合、実
際には現在のプロジェクトが含まれているイベントにメディアを読み込みます。このシナリオでは、「Final Cut Pro」
は、新しいクリップにデフォルトの最適化と解析の設定を適用します。デフォルトの最適化と解析の処理の設定は、
「Final Cut Pro」の環境設定で行うことができます。

「タイムライン」に静止画像を追加する場合、その継続時間はデフォルトでは 4 秒になります。このデフォルトの継
続時間は「Final Cut Pro」の環境設定で変更できます。 
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プロジェクトの末尾にクリップを追加する 
プロジェクトに クリップ を簡単に追加する方法は、追加編集です。追加編集では、1 つ以上のクリップをプロジェク
トや ストーリーライン の末尾に追加します。

「タイムライン」のプロジェクトにクリップを追加する 
 1 「ブラウザ」で、1 つまたは複数のクリップを選択します。

 2 クリップを「タイムライン」に追加するには、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「編集」＞「ストーリーラインに追加」と選択します（または E キーを押します）。

 • ツールバーの「追加」ボタンをクリックします。

選択項目がない場合、クリップは「タイムライン」の 基本ストーリーライン の末尾に表示されます。ストーリーライ
ンが選択されている場合、クリップは選択したストーリーラインの末尾に表示されます。

プロジェクトにクリップを挿入する
挿入編集は、追加するクリップ用のスペースを空けるために、挿入位置以降のすべてのクリップが「タイムライン」
内で正方向に移動（リップル）するようにソース クリップ を配置します。プロジェクトからクリップが削除されること
はありません。挿入編集を行うと、挿入したクリップの分だけプロジェクトの継続時間が長くなります。 

A B CD

A B CD

After edit

Before edit

挿入編集は、新しいショットをプロジェクトの先頭や途中に追加したいときに使用することもあります。挿入編集を使
用して、新規に挿入したクリップのアクションで、既存のクリップのアクションをさえぎることもできます。元のクリッ
プのアクションは、挿入したクリップの後で開始します。

参考：挿入編集を行うには、3 ポイント編集を使用できます。詳しくは、283 ページの 3 ポイント編集の概要を参
照してください。

「ブラウザ」内のクリップを「タイムライン」に挿入する

 1 「ブラウザ」で、1 つまたは複数のクリップを選択します。

 2 再生ヘッド を、クリップを挿入したい 基本ストーリーライン または選択したストーリーラインの位置に移動します（ま
たは 範囲選択 を行います）。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「挿入」と選択します（または W キーを押します）。

参考：キーボードショートカットを使用するときに、「タイムライン」に スキマー が表示されている場合は、スキ
マーの位置で編集が行われます。

 • ツールバーの「挿入」ボタンをクリックします。
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クリップが「タイムライン」に表示され、挿入位置以降のすべてのクリップが正方向にリップルされます。スキマー
が表示されていない場合、クリップは再生ヘッドの位置に挿入されます。「タイムライン」内の既存のクリップの中央
で挿入編集を行うと、そのクリップは挿入位置でカットされ、後半部分は挿入位置の右側にある素材の残りの部分と
一緒に、新たに挿入されたクリップの末尾に移動されます。 

ギャップクリップまたはプレースホルダクリップを「タイムライン」に挿入する
まだ「タイムライン」にはないクリップのためのスペースを取っておく必要がある場合があります。「Final Cut Pro」
にはこの問題に対して考えられる 2 つの解決方法があります：プレースホルダイメージ、または、任意の継続時間
に調整できる、ギャップクリップと呼ばれる空白の無音のクリップです。

 1 再生ヘッド を、ギャップクリップまたはプレースホルダクリップを挿入したい 基本ストーリーライン または選択したス
トーリーラインの位置に移動します（または 範囲選択 を行います）。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • プレースホルダクリップを挿入するには：「編集」＞「ジェネレータを挿入」＞「プレースホルダ」と選択します
（または Option ＋ Command ＋ W キーを押します）。

カスタマイズ可能な灰色のプレースホルダイメージが挿入されます。詳しくは、246 ページのプレースホルダを
使用するを参照してください。プレースホルダクリップは任意の継続時間に調整できます。

Placeholder clip

 • ギャップクリップを挿入するには：「編集」＞「ジェネレータを挿入」＞「ギャップ」と選択します（または Option 
＋ W キーを押します）。

任意の継続時間に調整できる、空白のビデオと無音のオーディオを含む空白のクリップが挿入されます。（映画業
界ではスラグと呼ばれます。）

Gap clip

参考：ギャップクリップの色は、「Final Cut Pro」の現在の背景色によって決まります。背景色を調整するには、
「Final Cut Pro」環境設定ウインドウの「再生」パネルで「プレーヤー背景」オプションを選択します。別の
色にしたい場合は、単色のジェネレータの使用を検討してください。

クリップが「タイムライン」に表示され、挿入位置以降のすべてのクリップが正方向に（右に）リップルされます。
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「ブラウザ」、「メディアブラウザ」、または Finder からドラッグすることによってクリップを挿入する
「ブラウザ」、別の「Final Cut Pro」の「メディアブラウザ」、または Finder からドラッグすることによって、「タイ
ムライン」内のクリップの間にクリップを挿入することができます。

 m 「タイムライン」内の 2 つのクリップの間の編集点に、挿入したいクリップをドラッグします。

クリップが「タイムライン」に表示され、挿入位置以降のすべてのクリップが正方向に（右に）リップルされます。

クリップを接続してカットアウェイショット、タイトル、同期されたサウンドエフェクトを追加する
クリップ を「タイムライン」内のほかのクリップに接続することができます。接続されたクリップは、明示的に移動
または削除しない限り、常に結び付けられて同期されます。 

A B C

D

A B C

D

After edit

Before edit

接続されたクリップは次のように使用します：

 • カットアウェイショット：カットアウェイショット は、「タイムライン」のビデオクリップに接続することによって追加
します。

 • スーパーインポーズタイトル：タイトルや 下三分の一 をビデオクリップや範囲に追加します。 

 • スポットのサウンドエフェクトとバックグラウンドミュージック：オーディオクリップを 基本ストーリーライン 内のク
リップと同期します。クリップは、基本ストーリーラインクリップを移動した場合でも、同期状態を保ちます。
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「接続」メニューコマンド、キーボードショートカット、またはツールバーのボタンを使用すると、ビデオクリップ（青
色）は基本ストーリーラインの上に接続され、オーディオクリップ（緑色）は基本ストーリーラインの下に接続され
ます：

Connected clip

Connected 
audio-only clip

Primary storyline

参考：接続編集を行うには、3 ポイント編集を使用できます。詳しくは、283 ページの 3 ポイント編集の概要を参
照してください。

「タイムライン」のクリップを接続する 
 1 プロジェクトが空の場合は、「タイムライン」内の濃いグレイの基本ストーリーライン領域にクリップを追加して、初

期シーケンスを作成します。

 基本ストーリーライン内のクリップは、クリップを接続（結合）してプロジェクトの構築を進めるための土台として機
能します。接続編集はほかの編集タイプとは少し異なり、クリップを基本ストーリーラインに追加することはありませ
ん。空の「タイムライン」で接続編集を行うと、「Final Cut Pro」では、最初に基本ストーリーラインにギャップク
リップが追加され、接続された新しいクリップがそのギャップクリップに結合されます。

 2 「ブラウザ」で、1 つ以上のクリップや範囲を選択します。

 3 選択したソースクリップを接続したい位置を示すには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 基本ストーリーライン内のクリップのフレームの上に再生ヘッドを置きます。
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 • 基本ストーリーラインで範囲選択を行います。

 4 選択したクリップを基本ストーリーライン内のクリップに接続するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「基本ストーリーラインに接続」と選択します（または Q キーを押します）。

参考：キーボードショートカットを使用するときに、「タイムライン」に スキマー が表示されている場合、クリッ
プはスキマーの位置で接続されます。

 • ツールバーの「接続」ボタンをクリックします。

 • 基本ストーリーラインの上下の灰色の領域にクリップをドラッグします。

ソースの選択範囲の最初のフレームが、再生ヘッドまたはスキマーの位置にある基本ストーリーライン内のクリップ
に接続されます。選択範囲を「タイムライン」にドラッグすると、ソースの選択範囲の最初のフレームが、マウスボ
タンを放した位置にある基本ストーリーラインに接続されます。

Connection point

Connected clip

Primary storyline
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基本ストーリーライン内のクリップの並べ替え、移動、リップル、または削除を行うと、そのクリップに接続されたク
リップは基本ストーリーラインクリップと一緒に移動します（または削除されます）。 

ドラッグによってクリップを接続する場合は、ビデオクリップを基本ストーリーラインの下に配置するか、オーディオク
リップを基本ストーリーラインの上に配置するかを選択できます。

Connected 
audio-only clip

Connected 
audio/video clip

Title

参考：「Final Cut Pro」では、クリップを接続すると、最上位のビデオクリップがその下にあるビデオクリップをブ
ロックします。このルールの例外は、何らかの透明度、キーイング、または合成が設定されているクリップです。詳
しくは、365 ページの合成の概要を参照してください。オーディオクリップは、「タイムライン」でビデオクリップの
上に配置されていても、ビデオ出力に影響することはありません。

接続されたクリップの接続ポイントを調整する
接続されたクリップとストーリーラインは、デフォルトではその最初のフレームで基本ストーリーラインに接続されま
すが、接続されたクリップまたはストーリーラインの「接続ポイント」を移動することができます。これは、接続さ
れたクリップ内の特定のフレームやオーディオサンプルを、基本ストーリーライン内の特定のフレームやオーディオサ
ンプルに接続したい場合に便利です。

 m Command キーと Option キーを押したまま、接続ポイントを配置したい位置で接続されたクリップ（またはストー
リーラインの灰色の枠線）をクリックします。
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接続ポイントは、クリックしたポイントに移動します。

Default 
connection point

New connection 
point position

接続されたクリップに影響を与えずに基本ストーリーラインのクリップを移動する／トリムする／削除する
基本ストーリーラインのクリップを移動またはトリムする必要があるときに、接続されたクリップを今ある場所に保持
したい場合は、アットマーク（@）キーを押したまま編集して、接続されたクリップのタイミングと位置を保持するこ
とができます。

 m 接続されたクリップに影響を与えずにクリップを移動するには：アットマーク（@）キーを押したまま、「タイムライ
ン」で 「選択」ツール または 「位置」ツール を使用して、クリップを別の位置にドラッグします。

Hold down the Grave Accent (`) 
key and drag the clip.

The connected clip 
remains in place.

 m 接続されたクリップに影響を与えずにクリップをトリムするには：アットマーク（@）キーを押したまま、リップル編
集、ロール編集、スリップ編集、スライド編集など、任意の方法でクリップをトリムします。

 m 接続されたクリップに影響を与えずにクリップを削除するには：アットマーク（@）キーを押したまま、クリップを選
択して Delete キーを押します（または Option ＋ Command ＋ Delete キーを押します）。

接続されたクリップのあるクリップまたは範囲を削除する方法について詳しくは、112 ページのプロジェクトからク
リップを削除するを参照してください。
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 m 接続されたクリップに影響を与えずにオーディション内の代替クリップに切り替えるには：アットマーク（@）キーを
押したまま、「オーディション」ウインドウでピックを選択します。

詳しくは、293 ページのオーディションを使ってプロジェクト内のクリップの編集を試すを参照してください。

どの場合でも、接続されたクリップはまったく同じ位置に残り、タイミングも保持されます。

アットマーク（@）キーを押したままにせずに、接続されたクリップと基本ストーリーラインが含まれているクリップ
や範囲を削除すると、特殊なルールが適用されます。詳しくは、112 ページのプロジェクトからクリップを削除する
を参照してください。

プロジェクトの一部を上書きする
上書き編集では、1 つ以上のソース クリップ によって、基本ストーリーラインまたは選択したストーリーライン内の
クリップが上書きされます。上書きの開始位置は、範囲選択の開始点あるいは再生ヘッドまたはスキマー位置にな
ります。クリップ項目が正方向にリップルされないため、プロジェクトの継続時間は変わりません。

A B C

A D CB

D

After edit

Before edit

メディアの上書きは置き換えとは異なります。上書きはクリップ全体ではなく選択範囲のみに作用し、クリップの境
界には制限されません。特定のショットではなく、特定の時間の範囲のメディアを編集したい場合は、上書き編集を
使います。

参考：上書き編集を行うには、3 ポイント編集を使用できます。詳しくは、283 ページの 3 ポイント編集の概要を
参照してください。

「タイムライン」内のクリップを「ブラウザ」内のクリップで上書きする

 1 「ブラウザ」で、1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

選択範囲内に複数のソースクリップがある場合、それらのクリップは選択した順に「タイムライン」に表示されます。

 2 「タイムライン」で上書きクリップを開始したい位置を定義するには、基本ストーリーライン または選択したストー
リーラインで以下のいずかの操作を行います：

 • 再生ヘッド を配置します。

 • 「タイムライン」で 1 つ以上のクリップが含まれる範囲を選択します。

参考：上書きコマンドは、「タイムライン」内の クリップの選択範囲 全体を無視します。「Final Cut Pro」では、「タ
イムライン」で範囲を選択しないと、上書きクリップの先頭は再生ヘッドまたは スキマー の位置に配置されます。

 3 「編集」＞「上書き」と選択します（または D キーを押します）。

ソースクリップが基本ストーリーライン内に表示され、ソースクリップの継続時間分だけクリップが上書きされます。 

参考：キーボードショートカットを使用するときに、「タイムライン」にスキマーが表示されている場合は、スキマー
の位置で編集が行われます。

再生ヘッドから逆方向に上書きして、上書きクリップの終了点（開始点ではなく）が目的の位置に揃うようにするに
は、Shift ＋ D キーを押します。
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プロジェクト内のクリップを別のクリップに置き換える
プロジェクト内の クリップ は、「ブラウザ」、「Final Cut Pro」のその他のメディアブラウザ、または Finder にあ
るクリップと置き換えることができます。上書き編集とは対照的に、置き換え編集は「タイムライン」のクリップ全体
のみに行われ、プロジェクトの継続時間が変わることがあります。

A B C

A D C

D

After edit

Before edit

置き換えのオプションには、ソースクリップの先頭や末尾の使用と、「タイムライン」のクリップの継続時間に合わせ
たソースクリップのリタイミング、および オーディション の自動的な作成または追加が含まれます。

ドラッグして「タイムライン」内のクリップを 1 つまたは複数のクリップと置き換える
 1 ソースの選択を行うには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ブラウザ」で、クリップまたは範囲を選択します。

 • 「Final Cut Pro」の メディアブラウザ のいずれか、または Finder で、メディア項目を選択します。

 2 「タイムライン」内の置き換えたいクリップの上にソースの選択範囲をドラッグします。

「タイムライン」内のターゲットクリップが、白いアウトラインで強調表示されます。

 3 マウスボタンを放して、ショートカットメニューからオプションを選択します：

 • 置き換える：ターゲットクリップはソースクリップの選択範囲と置き換えられます。継続時間はソースクリップの選
択範囲の継続時間によって決まります。ソースクリップの選択範囲とターゲットクリップの継続時間が異なる場合、
以降のクリップはリップルします。
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 • 始点から置き換える：ターゲットクリップは、ソースの選択範囲の先頭から、ソースクリップの選択範囲と置き換
えられます。継続時間は「タイムライン」内のクリップの継続時間によって決まります。

 • 終点から置き換える：ターゲットクリップは、ソースの選択範囲の最後から、ソースクリップの選択範囲と置き換
えられます。継続時間は「タイムライン」内のクリップの継続時間によって決まります。

 • リタイミングで合わせて置き換える：ターゲットクリップは、「タイムライン」内のクリップの継続時間に合わせて
リタイミングされ、ソースクリップの選択範囲全体と置き換えられます。

 • 置き換えてオーディションに追加：ターゲットクリップは、オーディションと置き換えられます。このオーディション
では、ソースクリップの選択範囲がピック、ターゲットクリップが代替になります。継続時間はソースクリップの選
択範囲によって決まります。ソースクリップとターゲットクリップの継続時間が異なる場合、以降のクリップはリップ
ルします。

 • オーディションに追加：ターゲットクリップは、オーディションと置き換えられます。このオーディションでは、ター
ゲットクリップがピック、ソースクリップの選択範囲が代替になります。

 • キャンセル：置き換え編集はキャンセルされます。

ソースクリップの選択範囲が、元のクリップに代わって「タイムライン」に表示されます。

The source clip selection 
appears in the Timeline.

参考：「Final Cut Pro」の「始点から置き換える」と「終点から置き換える」では、ソースクリップの選択範囲の
継続時間がターゲットクリップの継続時間より短く、メディアに十分な予備の領域がある場合は、ターゲットクリップ
の継続時間に合わせてソースの選択範囲の継続時間が延長されます。生成される ストーリーライン の継続時間は
変わりません。

キーボードショートカットを使って「タイムライン」のクリップを置き換える

 1 「ブラウザ」で、ソースクリップまたは範囲を 選択 します。

 2 「タイムライン」で、置き換えたいクリップを選択します。

参考：これは、範囲選択ではなく、クリップの選択範囲全体である必要があります。詳しくは、89 ページの選択と
フィルムストリップについてを参照してください。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 標準の置き換え編集を行うには：Shift ＋ R キーを押します。

ターゲットクリップはソースクリップの選択範囲と置き換えられます。継続時間はソースクリップの選択範囲の継続
時間によって決まります。ソースクリップの選択範囲とターゲットクリップの継続時間が異なる場合、以降のクリッ
プはリップルします。
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 • 「始点から置き換える」編集を行うには：Option ＋ R キーを押します。

ターゲットクリップは、ソースクリップの先頭から、ソースクリップと置き換えられます。継続時間は「タイムライ
ン」内のクリップの継続時間によって決まります。

参考：「Final Cut Pro」の「始点から置き換える」では、ソースクリップの選択範囲の継続時間がターゲットク
リップの継続時間より短く、メディアに十分な予備の領域がある場合は、ターゲットクリップの継続時間に合わせ
てソースの選択範囲が延長されます。生成される ストーリーライン の継続時間は変わりません。

ソースクリップの選択範囲が、元のクリップに代わって「タイムライン」に表示されます。

静止画を追加する／編集する
「Final Cut Pro」では、写真やグラフィックスファイルなど、プロジェクト内のさまざまな静止画像形式を追加した
り編集したりできます。

静止画像を「タイムライン」に追加する
静止画像は、「ブラウザ」または「写真ブラウザ」からプロジェクトに追加できます。

 m 「ブラウザ」から静止画像を追加するには：イベント内に静止画像を読み込んでから、静止画像クリップのすべてま

たは一部を選択して、「ブラウザ」から「タイムライン」にドラッグします。

参考：静止画像は、読み込まれた後は、「Final Cut Pro」のその他のクリップと同様に機能します。この章で説明
する方法のいずれかを使用して、静止画像クリップを「タイムライン」に追加することができます。

 m 「写真ブラウザ」から静止画像を追加するには：「写真ブラウザ」を開き、静止画像を選択して、「タイムライン」に

直接ドラッグします。

静止画像の範囲選択の初期継続時間はデフォルトで 4 秒ですが、この設定は「Final Cut Pro」の環境設定の「編
集」パネルで変更することができます。

静止画像クリップの継続時間に制限はありません。「タイムライン」で静止画像クリップの継続時間を調整するには、
この章で説明しているトリミング方法のいずれかを使います。複数の静止画像クリップの継続時間を一度に調整する
には、クリップを選択し、「変更」＞「継続時間を変更」と選択します（または Control ＋ D キーを押します）。

レイヤー化されたグラフィックスファイルを「タイムライン」に追加する
別の画像編集アプリケーションを使って作成した、Adobe Photoshop（PSD）ファイルなどのレイヤー化された
グラフィックスファイルを、「タイムライン」に追加することができます。

 1 イベントにレイヤー化されたグラフィックスファイルを読み込みます。

重要：レイヤー化されたグラフィックスファイルの背景が透明な場合、レンダリング時に背景を透明に保つには、必
ずプロジェクトのレンダリングフォーマットを Apple ProRes 4444 に設定してください。87 ページのプロジェクト
の設定を変更するを参照してください。
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 2 「ブラウザ」で、Control キーを押しながらレイヤー化されたグラフィックスの画像をクリックし、ショートカットメ
ニューから「タイムラインで開く」を選択します。

各レイヤーは、ほかのクリップと同じように編集できる 接続されたクリップ として、「タイムライン」に表示されます。
たとえば、レイヤーはフェードインまたはフェードアウトすることでアニメートできます。

Layered graphics image in the Viewer

Clips representing individual layers

レイヤー化されたグラフィックスファイルのデフォルトの継続時間は 1 分です。「タイムライン」でいずれかのレイ
ヤーの継続時間を調整するには、この章で説明しているトリミング方法のいずれかを使います。すべてのレイヤーの
継続時間を調整するには、レイヤーを選択し、「変更」＞「継続時間を変更」と選択します（または Control ＋ D 
キーを押します）。

「Final Cut Pro」で使用するためのレイヤー化されたグラフィックスファイルの作成について詳しくは、
http://support.apple.com/kb/HT5152?viewlocale=ja_JP を参照してください。

外部の画像編集アプリケーションを使って静止画像を編集する
静止画像は外部の画像編集アプリケーションを使って変更できます。変更は自動的に「Final Cut Pro」内のクリッ
プに反映されます。 

 1 静止画像クリップを「タイムライン」に追加するには、上記の手順に従います。

 2 クリップのソース・メディア・ファイルを Finder で見つけるには、Shift ＋ Command ＋ R キーを押します。 

 3 外部の画像編集アプリケーションでソース・メディア・ファイルを開きます。

 4 画像編集アプリケーションで、画像を変更し、変更を保存します。

 5 「Final Cut Pro」に戻ります。

変更は自動的に「Final Cut Pro」内の静止画像クリップに反映されます。

ビデオクリップからフリーズフレームを作成することもできます。詳しくは、111 ページのフリーズフレームを作成す
るを参照してください。
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フリーズフレームを作成する
任意のビデオクリップからフリーズフレームクリップを簡単に作成できます。フリーズフレームクリップでは、画面上
のアクションを一時的に停止して、特定のフレームを静止させます。

「タイムライン」または「ブラウザ」内のクリップからフリーズフレームクリップを作成できます。「ブラウザ」でフリー
ズフレームクリップを作成すると、そのクリップは 基本ストーリーライン の 再生ヘッド の位置に 接続されたクリップ 
として結合されます。

フリーズフレームは、再生中にリアルタイムで作成するか、クリップ内の特定のフレームに移動して作成することが
できます。

参考：フリーズフレームクリップでは、設定やエフェクトなど、ソースクリップに適用されたすべての特性が保持され
ます。

フリーズフレームクリップを作成する

 1 「タイムライン」または「ブラウザ」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 静止したいフレームに スキマー または再生ヘッドを移動します。

 • クリップの再生を開始します。

 2 「編集」＞「フリーズフレームを追加」と選択します（または Option ＋ F キーを押します）。

フリーズフレームをプロジェクトに追加する方法は、フリーズフレームが「タイムライン」から作成されたか、「ブラ
ウザ」から作成されたかによって異なります。

 • 「タイムライン」のクリップからフリーズフレームを作成した場合：新しいフリーズフレームクリップは「タイムラ
イン」のスキマーまたは再生ヘッドの位置に挿入されます。

 • 「ブラウザ」のクリップからフリーズフレームを作成した場合：新しいフリーズフレームクリップは「タイムライン」
の再生ヘッドの位置で接続されたクリップとして結合されます。

フリーズフレームクリップのデフォルトの継続時間を変更する
フリーズフレームクリップのデフォルトの継続時間は、静止画像クリップと同じ 4 秒です。デフォルトの継続時間は
「Final Cut Pro」の環境設定で変更できます。

 1 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択して（または Command ＋カンマキーを押して）、ウインドウの上部に
ある「編集」ボタンをクリックします。

 2 「静止画像」の 値スライダ を調整します。
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フリーズフレーム用に個別のクリップを作成したくない場合は、「リタイミング」ポップアップメニューを使用して、静
止セグメントを作成できます。詳しくは、308 ページの静止セグメントを作成するを参照してください。

「ビデオのみ」または「オーディオのみ」モードを使ってクリップを追加する
デフォルトでは、クリップ を イベント から「タイムライン」に追加すると必ず、イベント内のクリップのすべてのビデ
オとオーディオのコンポーネントが編集に組み込まれます。ただし、イベント内のクリップにビデオとオーディオが両
方とも含まれている場合でも、イベント内のクリップのビデオ部分またはオーディオ部分だけを「タイムライン」に
追加することもできます。

ビデオのみ、またはオーディオのみを編集する

 1 編集モードを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択範囲からビデオだけを「タイムライン」に追加するには：ツールバーの「編集」ポップアップメニューから
「ビデオのみ」を選択します（または Shift ＋ 2 キーを押します）。

 • 選択範囲からオーディオだけを「タイムライン」に追加するには：ツールバーの「編集」ポップアップメニューか
ら「オーディオのみ」を選択します（または Shift ＋ 3 キーを押します）。

ツールバーの編集ボタンの外観が、選択したモードを示す外観に変わります：

Video-only mode

Audio-only mode

 2 通常と同じように「タイムライン」にクリップを追加します。

ビデオのみ、またはオーディオのみのクリップが「タイムライン」に表示されます。

デフォルト（ビデオとオーディオ）のモードに戻るには、ツールバーの「編集」ポップアップメニューから「すべて」
を選択します（または Shift ＋ 1 キーを押します）。

プロジェクトからクリップを削除する
「タイムライン」で クリップ をプロジェクトから削除しても、イベント、「Final Cut Pro」の メディアブラウザ、およ
び Finder にあるソースメディアには影響しません。

「タイムライン」からクリップまたは範囲を削除する

 1 「タイムライン」で、削除したいクリップまたは範囲を選択します。 

 2 「編集」＞「削除」と選択します（または Delete キーを押します）。

選択したクリップまたはクリップの一部が「タイムライン」から削除され、選択範囲の右にあるクリップは、生成さ
れるギャップを埋めるためにリップルします。

削除をすぐに取り消すには、「編集」＞「取り消す」と選択します（または Command ＋ Z キーを押します）。
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参考：通常、「タイムライン」のクリップ全体を選択したり（たとえば C キーを使って）、クリップ全体で構成される
範囲を選択して（たとえば X キーを使って）、それを削除すると、接続されたクリップ や ストーリーライン も削除
されます。ただし、アットマーク（@）キーを押したまま Delete キーを押すと、接続されたクリップに影響を与え
ずにクリップを削除できます。詳しくは、101 ページのクリップを接続してカットアウェイショット、タイトル、同期さ
れたサウンドエフェクトを追加するの「接続されたクリップに影響を与えずに基本ストーリーラインのクリップを移動
する／トリムする／削除する」を参照してください。また、接続されたクリップやストーリーラインが含まれているク
リップの部分的な範囲を削除した場合、接続された項目は削除されず、代わりに最も近い基本ストーリーラインの
クリップにシフトします。

プロジェクトの合計時間とタイミングに影響を与えずにクリップや範囲を削除する
「タイムライン」からクリップを削除するときに、プロジェクトの合計時間とタイミングはそのままにしたい場合は、ク
リップを ギャップクリップ と置き換えることができます。この場合、リップル編集はできません。

 1 削除したいクリップや範囲を選択します。

 2 「編集」＞「ギャップに置き換え」と選択します（または Shift ＋ Delete キーを押します）。

「タイムライン」内の選択項目がギャップクリップと置き換えられます。

参考：この方法では、接続されたクリップ が保持されます。クリップをギャップクリップと置き換えると、接続された
クリップが生成されるギャップクリップに結合されます。

クリップをソロにする／無効にする／有効にする
特定の クリップ が含まれているシーケンスと含まれていないシーケンスがどのように再生されるかを比較すると、役
に立つことがあります。「Final Cut Pro」では、ほかのクリップのオーディオを除外して、1 つのクリップのオーディ
オをすばやく再生できます。この機能はソロと呼ばれ、「タイムライン」で選択されていないすべてのクリップのオー
ディオを無効にすることによって機能します。選択したクリップを、無効にして（削除でなく）、再生中に表示されず
無音にすることもできます。無効にしたクリップは出力に表示されません。再度有効にするのも簡単です。

選択した項目をソロにする
「タイムライン」内のクリップの一部を切り離して表示したい場合は、クリップを選択してソロにすることができます。

 1 「タイムライン」で、分離したいクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「クリップ」＞「ソロ」と選択します（または Option ＋ S キーを押します）。

67% resize factor



 第 7 章    プロジェクトを編集する 114

 • クリップの右上隅にある「ソロ」ボタンをクリックします。

ソロをオンにすると、「ソロ」ボタンが黄色になります。ソロでないクリップは白黒で表示され、ソロのクリップは識
別しやすいように黄色のアウトラインが付けられます。

 3 ソロをオフにするには、もう一度「ソロ」ボタンをクリックします。

1 つまたは複数のクリップを無効にしてから再度有効にする
 1 「タイムライン」で 1 つまたは複数のクリップを選択します。

 2 「クリップ」＞「無効にする」と選択します（または V キーを押します）。

無効にしたクリップが「タイムライン」でグレイ表示になり、再生中は表示されなくなり、無音になります。

Disabled clip Enabled clip

 3 無効にしたクリップを再度有効にするには、「タイムライン」でクリップを選択して、「クリップ」＞「有効にする」と
選択します（または V キーを押します）。 

「タイムライン」内のクリップのソースクリップを見つける
「タイムライン」内のプロジェクトで使用しているクリップに対する イベント のソースクリップを、すばやく見つけるこ
とができます。これは、プロジェクト内のクリップを複製したい場合や、同じクリップを別のプロジェクトに追加した
い場合は、特に便利です。

「タイムライン」内のクリップに対するイベントのソースクリップを見つけて表示する

 1 「タイムライン」で、イベントのソースクリップを見つけたいクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「ブラウザに表示」と選択します（または Shift ＋ F キーを押します）。

 • Control キーを押したままクリップをクリックし、ショートカットメニューから「ブラウザに表示」を選択します。
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「ブラウザ」のソースクリップまたは範囲の周りに選択範囲の境界が表示され、ソースクリップの再生ヘッドの位置が
「タイムライン」内のクリップの 再生ヘッド に一致します。ソースクリップの下に表示されるオレンジの線は、その
クリップが現在のプロジェクトで使われていることを示します（「タイムライン」で開きます）。

「タイムライン」でクリップを並べ替える
「Final Cut Pro」では、プロジェクト内の クリップ を自由に整理したり並べ替えたりできます。「“Final Cut Pro”」
では、「タイムライン」内のクリップをドラッグによって追加したり移動したりすると、スペースを空けるためにほか
のクリップが移動します。その他の並べ替え方法には、タイムコード値の入力による数値でのクリップの移動、キー
ボードショートカットを使ったクリップの移動、「位置」ツールを使った上書き、基本ストーリーライン 間でのクリップ
の上下の移動があります。

クリップを左右にドラッグして移動する

 m 「タイムライン」で、1 つまたは複数のクリップを選択し、プロジェクト内の新しい場所にドラッグします。 

クリップのドラッグ中に、選択範囲のアウトラインが「タイムライン」の新しい位置に表示されます。マウスボタンを
放すと、位置が再設定されたクリップが新しい位置に表示されます。「タイムライン」内のクリップ（および接続され
たクリップ）は、位置が再設定されたクリップ用のスペースを空けたり、位置が再設定されたクリップによって残さ
れたギャップを埋めるために、リップルされます。クリップを基本ストーリーラインの中や外に上下にドラッグするこ
ともできます。

参考：この方法でクリップを左右に移動するのは、機能的には「Final Cut Pro 7」のシャッフル編集と同じですが、
より簡単です。

タイムコード値を入力してクリップを移動する
クリップを移動したい時間の量を入力することによって、「タイムライン」内の選択した項目を移動することができ 
ます。

 1 「タイムライン」で 1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • クリップを正方向に移動するには：プラス記号（＋）キーを押して、移動する分のタイムコードの継続時間を入
力します。

 • クリップを逆方向に移動するには：ハイフン（-）キーを押して、移動する分のタイムコードの継続時間を入力し
ます。
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参考：タイムコードの入力の詳細とヒントについては、141 ページのタイムコードを使って移動するを参照してくだ
さい。

入力中、ツールバーの「ダッシュボード」にタイムコード入力フィールド（青い数字）が表示されます。

Timecode entry field 
in the Dashboard

 3 Return キーを押します。

クリップは入力した時間に応じて前後に移動します。隣接するクリップは、クリップの位置の変化に応じてトリムされ
ます。ストーリーライン の空いている部分を ギャップクリップ で埋めたい場合は、P キーを押して「位置」ツール
を選択してからタイムコード値を入力してください。 

The clip moves forward or 
back by the duration 

you entered.

Adjacent clips are trimmed 
to accommodate the change 
in the clip’s position.

参考：タイムコード値を入力してクリップを移動することは、スライド編集と同様です。詳しくは、133 ページの「ト
リム」ツールを使ってスライド編集を行うを参照してください。

キーボードショートカットを使ってクリップを細かく移動する
「Final Cut Pro」の細かく移動する機能により、選択した項目を、フレーム単位や サブフレーム 単位（接続され
たオーディオのみのクリップの場合）などで少しずつ移動することができます。

 1 「タイムライン」で 1 つまたは複数のクリップを選択します。

 2 クリップを細かく移動するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択範囲を 1 フレーム左に移動する：カンマ（,）キーを押します。

 • 選択範囲を 10 フレーム左に移動する：Shift ＋カンマ（,）キーを押します。

 • 選択範囲を 1 フレーム右に移動する：ピリオドキー（.）を押します。

 • 選択範囲を 10 フレーム右に移動する：Shift ＋ピリオドキー（.）を押します。
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 3 接続されたオーディオクリップを 1 つまたは複数のサブフレーム分だけ移動したい場合は、以下のいずれかの操作
を行います：

 • 選択範囲を 1 サブフレーム左に移動する：Option ＋カンマ（,）キーを押します。

 • 選択範囲を 10 サブフレーム左に移動する：Option ＋ Shift ＋カンマ（,）キーを押します。

 • 選択範囲を 1 サブフレーム右に移動する：Option ＋ピリオドキー（.）を押します。

 • 選択範囲を 10 サブフレーム右に移動する：Option ＋ Shift ＋ピリオドキー（.）を押します。

サブフレームについて詳しくは、159 ページのオーディオ波形をオーディオ・サンプル・レベルで表示するを参照し
てください。

細かく移動したクリップが「タイムライン」の新しい位置に表示されます。隣接するクリップは、クリップの位置の変
化に応じてトリムされます。ストーリーライン の空いている部分を ギャップクリップ で埋めたい場合は、P キーを押
して「位置」ツールを選択してからクリップを細かく移動してください。 

参考：「タイムライン」内のクリップを細かく移動することは、スライド編集と同様です。詳しくは、133 ページの「ト
リム」ツールを使ってスライド編集を行うを参照してください。

「位置」ツールを使用してクリップを上書きする
「タイムライン」内でドラッグしてほかのクリップを上書きすることによって、クリップを移動することができます。こ
れにより、スペースを空けるためにほかのクリップを移動することなく、クリップを正確に配置することができます。

 1 ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから「位置」ツールを選択します（または P キーを押します）。

ポインタが「位置」ツールのアイコン  に変わります。

ヒント：一時的に「位置」ツールに切り替えるには、P キーを押したままにします。P キーを放すと、ツールは直前
にアクティブだったツールに戻ります。

 2 移動したいクリップを選択します。
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 3 クリップを「タイムライン」内の別の位置にドラッグします。

移動したクリップは新しい位置にあるクリップを上書きします。「タイムライン」の空いている部分には ギャップクリッ
プ が埋められます。

参考：ギャップを残さずにクリップを「タイムライン」内で左または右に移動したい場合は、スライド編集を行うこと
をお勧めします。 

「選択」ツール（デフォルト）に戻るには、ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから「選択」ツールを選
択します（または A キーを押します）。

基本ストーリーラインとの間でクリップをドラッグする
基本ストーリーライン との間でクリップをドラッグすることができます。この方法では、プロジェクトの合計時間に影
響するリップル編集を利用します。基本ストーリーラインの外に移動すると、クリップは個別の 接続されたクリップ ま
たは接続された ストーリーライン の一部になります。

 1 「選択」ツールがアクティブなツールでない場合は、ツールバー の「ツール」ポップアップメニューで選択します
（または A キーを押します）。

 2 1 つまたは複数のクリップ（基本ストーリーライン内のクリップか接続されたクリップのいずれか）を 選択 します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • クリップを基本ストーリーラインの外に移動するには：クリップを（基本ストーリーラインの上下にある）接続され
たクリップとして、基本ストーリーラインから新しい位置にドラッグします。 
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基本ストーリーライン内の以降のクリップは、移動したクリップが残したギャップを埋めるために左にリップルし 
ます。

Drag the clip to its 
new position as 
a connected clip.

Subsequent clips 
ripple left to close 
the gap.

 • クリップを基本ストーリーラインに移動するには：クリップを、接続されたクリップとしての位置から、基本ストー
リーライン内の 2 つのクリップの間にある編集点にドラッグします。 

この結果は実際には挿入編集です。前の接続されたクリップは基本ストーリーラインに挿入され、後続のクリップ
は新しいクリップ用のスペースを空けるために右にリップルします。
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参考：クリップが接続されていない場合に限り、基本ストーリーラインとの間でクリップをドラッグできます。接続さ
れたクリップがある場合は、最初に接続されたクリップを移動または削除するか、「基本ストーリーラインからリフト」
または「上書きして基本ストーリーラインに置き換え」コマンドを使用する必要があります。

プロジェクトをリップルせずに、基本ストーリーラインとの間でクリップを移動する
プロジェクトの合計時間に影響することなく、基本ストーリーライン との間でクリップを移動することができます。

 1 移動したいクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択したクリップを、基本ストーリーラインから、「タイムライン」内の同じ位置にある接続されたクリップに移動
するには：「編集」＞「基本ストーリーラインからリフト」と選択します（または Option ＋ Command ＋↑
キーを押します）。 

New connected clip at the 
same Timeline position

A gap clip fills in the vacated 
part of the primary storyline.

ギャップクリップ は、必要に応じて基本ストーリーラインの空いている部分を埋めます。 

 • 選択した接続されたクリップを基本ストーリーラインに移動するには：「編集」＞「上書きして基本ストーリーラ
インに置き換え」と選択します（または Option ＋ Command ＋↓キーを押します）。 

「上書きして基本ストーリーラインに置き換え」コマンドは、接続されたクリップに重なる量に応じて、スプリット
編集 を作成するか、新しい位置にあるビデオクリップを上書きし、上書きされたクリップのオーディオ部分を 接続
されたクリップ に変換します。「上書きして基本ストーリーラインに置き換え」コマンドはオーディオのみのクリッ
プでは使用できません。

参考：「上書きして基本ストーリーラインに置き換え」コマンドは、接続された個々のクリップのみに作用します。
接続された ストーリーライン 内のクリップでこのコマンドを使用するには、最初にクリップをストーリーラインの
外に移動します。 

「位置」ツール を使ってクリップをドラッグすることで、同じ結果が得られます。
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クリップをカットする／トリミングする

トリミングの概要
クリップ を「タイムライン」で時系列順におおまかに整理した後、隣接する各クリップの間にあるカット点（または 
編集点）の微調整を始めます。プロジェクト内でクリップの長さを変更すると、クリップをトリムしたことになります。
ただし一般的には、トリムは 1 フレームから数秒間の詳細な調整を指します。クリップの継続時間を大幅に調整す
る場合もトリムと呼びますが、このような場合は編集の微調整段階ではないこともあります。

「Final Cut Pro」では、「タイムライン」のクリップや編集点をトリムする方法として、リップル編集、ロール編集、
スリップ編集、スライド編集など、さまざまな技法を利用できます。

「Final Cut Pro」では、トリムを含め、クリップをどのように編集しても、元のメディアには決して影響しません。ク
リップの一部をトリミングまたは削除すると、その部分はプロジェクトから削除されるだけで、ライブラリのソースク
リップおよびハードディスク上の ソース・メディア・ファイル からは削除されません。

ヒント：「タイムライン」で編集点をトリムするときは、「ビューア」で「ツーアップ」表示で確認できます。詳しくは、
135 ページの詳細なトリミングフィードバックを表示するを参照してください。

「ブレード」ツールを使ってクリップをカットする
クリップを「タイムライン」に追加した後は、クリップをカットして、簡単に継続時間を調整したり不要なセクション
を削除したりできます。

最も基本的な編集はストレートカットです。この用語は、カミソリでフィルムストリップをカットして新しい「クリップ」
を接着剤で貼り付けるという、フィルムの編集プロセスに由来する用語です。

プロジェクト内のクリップをカットするたびに、クリップは 2 つのクリップに分割されます。一度に 1 つのクリップを
カットすることも、一度に複数のクリップをカットすることもできます。 

「タイムライン」内のクリップをカットする

 1 ツールバー の「ツール」ポップアップメニューから「ブレード」ツールを選択します（または B キーを押します）。

ポインタが「ブレード」ツールのアイコン  に変わります。

ヒント：一時的に「ブレード」ツールに切り替えるには、B キーを押したままにします。B キーを放すと、ツールは
直前にアクティブだったツールに戻ります。
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 2 カットしたいクリップ内のフレームに スキマー を移動して、クリックします。

Blade tool

ヒント：プロジェクトの再生中にクリップをカットすることもできます。クリップを再生中にカットするには、プロジェク
トの再生中の任意の時点で Command ＋ B キーを押します。

クリックした位置に編集点が点線で表示され、クリップが 2 つのクリップに分割されます。点線はスルー編集を示し
ています。スルー編集では、編集点の前後のメディアコンテンツが継続しています。

Dotted line indicates 
through edit point.

スルー編集を削除するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • スルー編集 点のいずれかの側または両側を選択し、「トリム」＞「クリップを結合」と選択します（または Delete 
キーを押します）。

 • スルー編集の両側の クリップを選択 し、「トリム」＞「クリップを結合」と選択します。

すべてのクリップを一度にカットする
「すべてをブレード」コマンドを使用して、スキマー または 再生ヘッド の位置にあるすべての 基本ストーリーライン 
クリップと 接続されたクリップ を同時にカットできます。

 1 「タイムライン」で、スキマーをカットしたいフレームに移動します。

 2 「トリム」＞「すべてをブレード」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ B キーを押します）。

スキマーの位置にあるすべてのクリップがカットされます。
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選択した複数のクリップを一度にカットする
「ブレード」ツールを使用して、選択した 基本ストーリーライン クリップと 接続されたクリップ を同時にカットでき 
ます。

 1 「タイムライン」で、カットしたいクリップを選択します。

 2 スキマー をカットしたいフレームに移動します。

 3 「トリム」＞「ブレード」と選択します（または Command ＋ B キーを押します）。

選択したクリップはスキマーの位置でカットされます。

参考：選択を行わない場合、このコマンドは基本ストーリーライン内のクリップに対してのみ作用します。

クリップを伸ばす／縮める
クリップの開始点または終了点を調整することによって、プロジェクト内の クリップ をトリミングできます。 

「Final Cut Pro」のデフォルトのトリムのタイプはリップルトリムです。リップルトリムは、「タイムライン」にギャッ
プを残さずに、クリップの開始点や終了点を調整します。クリップの継続時間の編集は外部に波及し、後続のクリッ
プがすべて「タイムライン」上で前後に移動します。 

A B C

A B C

Before edit

After edit

67% resize factor



 第 7 章    プロジェクトを編集する 124

同様に、「タイムライン」からクリップを削除した場合は、後続のクリップが前に移動してギャップが閉じられます。
リップル編集は、トリムしたクリップ、「タイムライン」内で後ろにあるすべてのクリップの位置、およびプロジェクト
全体の継続時間に影響します。 

「タイムライン」で 編集点 をトリムするときは、「ビューア」で「ツーアップ」表示で確認できます。この表示では、
編集点の両側の詳細表示が表示されます。詳しくは、135 ページの詳細なトリミングフィードバックを表示するを参
照してください。

「選択」ツールを使って編集点をドラッグする

 1 「タイムライン」で、トリムしたいクリップの開始点または終了点にポインタを移動します。

ポインタが矢印アイコン  からトリムアイコンに変わります。トリムアイコンの外観が変わって、トリムが左のクリッ
プの終了点か右のクリップの開始点のどちらに影響するかを示します。

Trim the left 
clip’s end point.

Trim the right 
clip’s start point.

 2 クリップをトリムしたい方向に、開始点または終了点をドラッグします。

ドラッグ中にクリップは短くなったり長くなったりします。数値タイムコードフィールドは、クリップの継続時間と、編
集点を移動する時間の量を示します。

それに応じて編集点の右にあるクリップがリップルされます。 

クリップをいずれかの方向に最大長まで長くすると、クリップの端が赤色になります。 
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タイムコードを使用してクリップの新しい継続時間を入力する
タイムコード 値を入力することによって、1 つまたは複数のクリップの合計継続時間を変更することができます。 

 1 「タイムライン」で 1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「継続時間を変更」と選択します（または Control ＋ D キーを押します）。

 • ツールバーの「ダッシュボード」の中央をダブルクリックします。 

「ダッシュボード」にタイムコード入力フィールドが表示されます。

 3 選択したクリップの新しい継続時間を入力します。

クリップの終了点が入力した継続時間まで移動し、それに応じて「タイムライン」内の以降のクリップがリップルし 
ます。 

タイムコード値の入力について詳しくは、141 ページのタイムコードを使って移動するを参照してください。

参考：「Final Cut Pro」では、クリップで使用できるメディアより長い継続時間を入力すると、継続時間がクリップ
の最大長まで延長されます。

選択範囲にトリムする

 1 「タイムライン」で、残しておきたいクリップの一部を選択します。

Original clip

Range selection

選択範囲について詳しくは、92 ページの範囲を選択するを参照してください。

 2 「トリム」＞「選択部分をトリム」と選択します。

クリップの開始点と終了点が選択範囲までトリムされます。

Trimmed clip

不要なセクションはクリップとプロジェクトから削除され、それに応じてプロジェクト内の以降のクリップがリップルし
ます。
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キーボードショートカットを使って編集点を細かく移動する
キーボードショートカットを使って、クリップの開始点または終了点を細かく移動することができます。編集点を 1 つ
または複数のビデオフレーム分だけ移動することができます。また、接続されたオーディオクリップ（基本ストーリー
ライン に含まれていないもの）の編集点をサブフレーム単位で移動することもできます。

 1 「タイムライン」で、トリムしたいクリップの開始点または終了点を選択します。

 2 編集点を移動するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 編集点を 1 フレーム左に移動する：カンマ（,）キーを押します。

 • 編集点を 10 フレーム左に移動する：Shift ＋カンマ（,）キーを押します。

 • 編集点を 1 フレーム右に移動する：ピリオドキー（.）を押します。

 • 編集点を 10 フレーム右に移動する：Shift ＋ピリオドキー（.）を押します。

 3 接続されたオーディオクリップの編集点を、1 つまたは複数の サブフレーム ずつ移動したい場合は、以下のいずれ
かの操作を行います：

 • 編集点を 1 サブフレーム左に移動する：Option ＋カンマ（,）キーを押します。

 • 編集点を 10 サブフレーム左に移動する：Option ＋ Shift ＋カンマ（,）キーを押します。

 • 編集点を 1 サブフレーム右に移動する：Option ＋ピリオドキー（.）を押します。

 • 編集点を 10 サブフレーム右に移動する：Option ＋ Shift ＋ピリオドキー（.）を押します。

サブフレームについて詳しくは、159 ページのオーディオ波形をオーディオ・サンプル・レベルで表示するを参照し
てください。

クリップがトリムされ、それに応じて「タイムライン」がアップデートされます。

編集点を再生ヘッドに移動する
「タイムライン」内の選択した編集点を、キーボードショートカットを使ってリップル編集またはロール編集のいずれ
かとして調整することができます。 

 1 「タイムライン」で、調整したい編集点を選択します。

Selected end point

参考：ロール編集の場合は、「トリム」ツール を使って編集点の両側を選択します。
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 2 再生ヘッド または スキマー を、「タイムライン」内の編集点を移動したい位置に配置します。

Skimmer

 3  「トリム」＞「編集を拡張」と選択します（または Shift ＋ X キーを押します）。

編集点が再生ヘッドまたはスキマーの位置まで拡張されます。

The clip’s end point is extended 
to the skimmer position, and 
subsequent clips ripple right.

上の例では、クリップの終了点を選択した場合、それに応じて「タイムライン」内の以降のクリップがリップルされ
ます。「トリム」ツールを使って編集点の両端を選択した場合は、右側のクリップがロール編集によって短くなり、ク
リップはリップルしません。

タイムコードを使用して編集点をトリムする
タイムコード 値を入力することによって、クリップを数値でトリムできます。

 1 「選択」ツールがアクティブなツールでない場合は、ツールバー の「ツール」ポップアップメニューで選択します
（または A キーを押します）。

 2 「タイムライン」で、トリムしたいクリップの開始点または終了点を選択します。
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 3 編集点をトリムするには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 編集点を正方向に移動するには：プラス記号（＋）キーを押して、トリムする分のタイムコードの継続時間を入
力し、Enter キーを押します。

 • 編集点を逆方向に移動するには：マイナス記号（－）キーを押して、トリムする分のタイムコードの継続時間を
入力し、Enter キーを押します。

入力中、ツールバーの「ダッシュボード」にタイムコード入力フィールド（青い数字とプラスまたはマイナス記号）
が表示されます。

Timecode entry field

クリップは入力した時間の量だけ短くなったり長くなったりし、それに応じて「タイムライン」内の以降のクリップが
リップルされます。

参考：この機能では、クリップをその最大長より長くすることはできません。

タイムコードの入力の詳細とヒントについては、141 ページのタイムコードを使って移動するを参照してください。

再生ヘッドの位置にあるクリップの先頭または末尾をカットする
一部のビデオクリップには、先頭や末尾に、プロジェクトに含めたくないセクションが存在する場合があります。これ
らの範囲は、プロジェクトの再生中でも、1 つのコマンドで簡単にトリムできます。選択する必要はありません。こ
のタイプの編集は、全体編集と呼ばれることもあります。

 1 「タイムライン」で、クリップをトリムしたい位置にあるフレーム上に 再生ヘッド または スキマー を配置します。

Skimmer

Original clip

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • クリップの先頭をトリムするには：「トリム」＞「トリム開始」と選択するか、Option ＋左大カッコ（[）キーを
押します。

 • クリップの末尾をトリムするには：「トリム」＞「トリム終了」と選択するか、Option ＋右大カッコ（]）キーを
押します。

 • 編集点を再生ヘッドに最も近い位置までトリムするには：「トリム」＞「再生ヘッドの位置までトリム」と選択する
か、Option ＋円記号（￥）を押します。
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クリップが再生ヘッド（またはスキマー）の位置にトリムされ、それに応じて「タイムライン」がアップデートされ 
ます。

New end point 
of the trimmed clip

Trimmed clip

接続されたクリップ または ストーリーライン の場合は、「Final Cut Pro」により選択されたクリップがトリムされま
す。「Final Cut Pro」では、選択範囲がない場合は、最上位のクリップがトリムされます。

「トリム」ツールを使ってロール編集を行う
ロール編集は、隣接する 2 つの クリップ の開始点と終了点を同時に調整します。「タイムライン」に 2 つのクリッ
プを配置したい場合に、カット点の時間を変更したいときは、「トリム」ツールを使って 2 つのクリップの間にある
編集点をロールできます。結果として「タイムライン」内のクリップは移動せず、2 つのクリップ間の 編集点 だけが
移動します。プロジェクト内のほかのクリップは影響を受けません。

ロール編集を行うと、プロジェクト全体の継続時間は変わりませんが、両方のクリップの継続時間が変わります。一
方のクリップは長くなり、もう一方のクリップはそれを補うために短くなります。

A B C

A B C

Before edit

After edit

上の例では、クリップ B が短くなる一方でクリップ C が長くなっていますが、2 つのクリップを合わせた継続時間は
同じままです。

「タイムライン」で編集点をトリムするときは、「ビューア」で「ツーアップ」表示で確認できます。この表示では、
編集点の両側の詳細表示が表示されます。詳しくは、135 ページの詳細なトリミングフィードバックを表示するを参
照してください。

編集点をロールする

 1 ツールバー の「ツール」ポップアップメニューから「トリム」ツールを選択します（または T キーを押します）。
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ポインタが「トリム」ツールのアイコン  に変わります。

ヒント：一時的に「トリム」ツールに切り替えるには、T キーを押したままにします。T キーを放すと、ツールは直
前にアクティブだったツールに戻ります。

 2 「タイムライン」で、編集点の両端が選択されるように、ロールしたい編集点の中心をクリックします。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 編集点を左または右にドラッグします。

 • プラス記号（＋）キーまたはマイナス記号（－）キーに続けて、現在の編集から加算または減算する タイムコー
ド の継続時間を入力し、Return キーを押します。

入力中、ツールバーの「ダッシュボード」にタイムコード入力フィールド（青い数字）が表示されます。

タイムコード値の入力について詳しくは、141 ページのタイムコードを使って移動するを参照してください。 

 • 再生ヘッド または スキマー を、「タイムライン」内の編集点を移動したい位置に配置し、「トリム」＞「編集を
拡張」と選択します（または Shift ＋ X キーを押します）。

編集点が新しい位置にロールします。2 つのクリップを合わせた継続時間は変わりません。

編集点をそれ以上ロールできず、編集点の一端が赤く表示される場合は、2 つのクリップのいずれかのメディアの
末尾に達しています。
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「トリム」ツールを使ってスリップ編集を行う
スリップ編集を行っても「タイムライン」内の クリップ の位置や継続時間は変わりませんが、代わりに、「タイムラ
イン」にクリップのメディアのどの部分が表示されるかが変わります。スリップ編集では、クリップの開始点と編集点
を同時に変更できます。

「タイムライン」でクリップを調整して、編集点 をムービーの音楽ビートやその他の固定同期点と合わせるときに、
クリップを適切な位置に保持したい場合があります。このような場合、クリップの継続時間を変更したり、クリップ
を「タイムライン」内の別の場所に移動することはできないため、クリップを調整できる余地はほとんどありません。
できることは、クリップの位置と継続時間を固定したまま、クリップの開始点と終了点の両方を同時に移動させるこ
とだけです。

プロジェクト内でクリップに表示される場面は変わりますが、「タイムライン」内でのクリップの位置は変わりません。
周囲のクリップは影響を受けず、プロジェクト全体の継続時間は変わりません。

00:00:30:0000:00:10:00

A B C

Before edit
00:00:37:0000:00:17:00

After edit

A B C

上の例では、スリップ編集によってクリップ B の開始点と終了点は変わりますが、その「タイムライン」での継続時
間や位置は変わりません。プロジェクトを再生すると、クリップ B のメディアの別の部分が表示されます。

参考：クリップをスリップするには、両側に メディアハンドル がある必要があります。つまり、クリップの先頭と末尾
で使用できる追加のメディアがある必要があります。クリップのスリップで問題が起きている場合は、クリップの両側
にメディアハンドルがあることを確認してください。編集点をダブルクリックすると、そのメディアハンドルを「詳細
編集」に表示したり調整したりできます。

使用できるメディアハンドルがない場合は、代わりに「位置」ツール  を使用してください。「位置」ツールにつ
いて詳しくは、115 ページの「タイムライン」でクリップを並べ替える を参照してください。

隣接するクリップに関する編集についてのより正確で視覚的なフィードバックを得るため、「Final Cut Pro」の環境
設定で「詳細なトリミングフィードバックを表示」をオンにすることができます。スリップ編集では、「ビューア」のこ
の「ツーアップ」表示に、スリップしているクリップの開始点と終了点が表示されます。詳しくは、135 ページの詳
細なトリミングフィードバックを表示するを参照してください。

「タイムライン」内のクリップをスリップする

 1 ツールバー の「ツール」ポップアップメニューから「トリム」ツールを選択します（または T キーを押します）。

ポインタが「トリム」ツールのアイコン  に変わります。

ヒント：一時的に「トリム」ツールに切り替えるには、T キーを押したままにします。T キーを放すと、ツールは直
前にアクティブだったツールに戻ります。
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 2 クリップを左または右にドラッグします。

ドラッグ中、タイムコードフィールドに開始点と終了点を移動する時間の量が表示されます。開始点と終了点上の端
が黄色の選択エッジは、スリップ編集を示します。

New position of frame

Yellow edge selections on the start 
point and end point indicate a slip edit.

Original position of frame

マウスボタンを放すと、新しい開始点と新しい終了点のある、スリップした新しいクリップが「タイムライン」に表示
されます。

現在の選択範囲で、以下のいずれかの操作を行うことで、キーボードショートカットを使ってクリップをスリップする
こともできます： 

 • 開始点と終了点（1 フレームまたは 10 フレーム）を左または右に細かく移動します。

 • クリップを左または右にスリップする時間の量を入力します。

参考：ドラッグ中に開始点か終了点のいずれかが赤色になったら、クリップのその側で使用できるメディアの末尾に
達しています。
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「トリム」ツールを使ってスライド編集を行う
スライド編集では、「タイムライン」でほかの 2 つのクリップの間にある クリップ の位置を、ギャップを作らずに移
動できます。クリップの内容と継続時間は維持され、「タイムライン」内での位置のみが変わります。クリップをスラ
イドさせると、クリップの位置の変化に応じて、隣接するクリップが長くなったり短くなったりします。これら 3 つの
クリップを合わせた継続時間は変わらず、プロジェクトの合計継続時間も変わりません。

A B C

A B C

Before edit

After edit

参考：ほかの 2 つのクリップの間にあるクリップをスライドさせるには、前後のクリップに メディアハンドル（編集
点を越えて使用できる追加のメディア）が必要です。編集点をダブルクリックすると、そのメディアハンドルを「詳細
編集」に表示したり調整したりできます。

使用できるメディアハンドルがない場合は、代わりに「位置」ツール  を使用してください。「位置」ツールにつ
いて詳しくは、115 ページの「タイムライン」でクリップを並べ替える を参照してください。

隣接するクリップに関する編集についてのより正確で視覚的なフィードバックを得るため、「Final Cut Pro」の環境
設定で「詳細なトリミングフィードバックを表示」をオンにすることができます。スリップ編集では、「ビューア」のこ
の「ツーアップ」表示に、調整している 2 つの編集点、つまり前のクリップの終了点と後ろのクリップの開始点が表
示されます。詳しくは、135 ページの詳細なトリミングフィードバックを表示するを参照してください。

「タイムライン」でクリップをスライドさせる

 1 ツールバー の「ツール」ポップアップメニューから「トリム」ツールを選択します（または T キーを押します）。

ポインタが「トリム」ツールのアイコン  に変わります。

ヒント：一時的に「トリム」ツールに切り替えるには、T キーを押したままにします。T キーを放すと、ツールは直
前にアクティブだったツールに戻ります。
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 2 Option キーを押しながら、クリップを左または右にドラッグします。

隣接するクリップの黄色の選択範囲は、スライド編集を示します。

Original Timeline position

Yellow selections on the neighboring 
clips indicate a slide edit.

ドラッグ中、タイムコード フィールドに「タイムライン」内のクリップを移動する時間の量が表示されます。

This clip’s duration is the same. 

This clip is shorter.This clip is longer.

New Timeline position

マウスボタンを放すと、スライドクリップは「タイムライン」内の新しい位置に表示されます。隣接するクリップは、
クリップの位置の変化に応じてトリムされます。

現在の選択範囲で以下のいずれかの操作を行うことで、キーボードショートカットを使ってクリップをスライドさせる
こともできます： 

 • 1 フレームまたは 10 フレーム左または右に移動します。

 • クリップを左または右にスライドする時間の量を入力します。

詳しくは、115 ページの「タイムライン」でクリップを並べ替える を参照してください。

参考：ドラッグ中に終了点が赤色になったら、クリップのその側で使用できるメディアの末尾に達しています。

参考：クリップを移動するためにタイムコード値を入力することによって、またはキーボードショートカットでクリップ
を細かく移動することによって、スライド編集を実行することもできます。詳しくは、115 ページの「タイムライン」
でクリップを並べ替えるを参照してください。
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詳細なトリミングフィードバックを表示する
隣接するまたは接続された クリップ に関する編集についてのより正確で視覚的なフィードバックを得るため、
「Final Cut Pro」の環境設定で「詳細なトリミングフィードバックを表示」をオンにすることができます。たとえば、
単純なリップルトリムの場合、ビューア内のこの「ツーアップ」表示に、左側のクリップの終了点と右側のクリップの
開始点が表示されます。

この表示は、リップル、ロール、スリップ、スライドの各編集と、「詳細編集」でのトリミングに使用できます。

詳細なトリミングフィードバックをオンにする

 1 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択します（または、Command キーを押したままカンマ（,）キーを押しま
す）。

 2 「編集」をクリックします。

 3 「タイムライン」セクションで、「詳細なトリミングフィードバックを表示」チェックボックスを選択します。 

「ツーアップ」表示は、サポートされている編集タイプを使っているときは常に「ビューア」に表示され、「詳細編
集」でトリミングしているときも表示されます。

ヒント：Option キーを使って、詳細なトリミングフィードバックの表示をすぐに変更できます。詳細なトリミングフィー
ドバックが有効になっている場合は、Option キーを押すと無効になります。詳細なトリミングフィードバックが無効
になっている場合は、Option キーを押すと、左側のクリップの終了点から右側のクリップの開始点までの表示が切
り替わります。

表示と移動

「タイムライン」でズームする／スクロールする
効率的な編集とストーリー作りには、プロジェクト内のどのポイントでも表示したり移動したりできることがきわめて
重要です。「タイムライン」の表示はさまざまな方法で調整できます。キーボードショートカットを使えば時間を節約
できます。

「タイムライン」の内容全体を表示可能なウインドウサイズに合わせる
1 つの クリップ を拡大する場合でも、「タイムライン」の左側にプロジェクト内のすべてのクリップが表示されるまで
縮小する場合でも、すべてのクリップを「タイムライン」の表示可能な領域に合わせて、スクロールの必要がなくな
るように、すばやく表示を変更できます。
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 m 「表示」＞「ウインドウに合わせる」と選択します（または Shift ＋ Z キーを押します）。

Before choosing Zoom to Fit

After choosing Zoom to Fit

「ズーム」スライダを使って「タイムライン」を拡大する／縮小する

 m 「タイムライン」を拡大するには：「ズーム」スライダを右にドラッグします（または Command ＋プラス記号（＋）
を押します）。

 m 「タイムライン」を縮小するには：「ズーム」スライダを左にドラッグします（または Command ＋マイナス記号（－）
を押します）。

「ズーム」ツールを使って「タイムライン」を拡大する／縮小する

 1 ツールバー の「ツール」ポップアップメニューから「ズーム」ツールを選択します（または Z キーを押します）。

ポインタが「ズーム」ツールのアイコン  に変わります。

ヒント：一時的に「ズーム」ツールに切り替えるには、Z キーを押したままにします。Z キーを放すと、ツールは直
前にアクティブだったツールに戻ります。

67% resize factor



 第 7 章    プロジェクトを編集する 137

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」を拡大するには：拡大したい「タイムライン」のセクションをクリックします。（「タイムライン」
の領域をドラッグして、その領域だけを拡大することもできます。）

さらに拡大するには、クリックを繰り返します。

 • 「タイムライン」を縮小するには：Option キーを押したまま、縮小したい「タイムライン」のセクションをクリッ
クします。

さらに縮小するには、Option キーを押したままクリックを繰り返します。

スクロールして「タイムライン」を拡大する

 1 「タイムライン」を拡大して、プロジェクトの一部分のみ表示されるようにします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」の下部にあるスライダを左右にドラッグします。

 • 「タイムライン」の右側にあるスライダを上下にドラッグします。

 • ツールバー の「ツール」ポップアップメニューから「ハンド」ツールを選択して（または H キーを押して）、「タ
イムライン」内でドラッグします。 

ヒント：一時的に「ハンド」ツールに切り替えるには、H キーを押したままにします。H キーを放すと、ツールは直
前にアクティブだったツールに戻ります。

「タイムライン」の設定を調整する
「Final Cut Pro」では、「タイムライン」の表示オプションを簡単に調整できます。たとえば、クリップ とビデオの 
フィルムストリップ や オーディオ波形 と一緒に表示することも、クリップだけを表示することもできます。また、ク
リップの縦の高さや、フィルムストリップまたはオーディオ波形のサイズを、「タイムライン」内の各クリップのフィル
ムストリップに表示されるビデオのサムネールと関連して変更することができます。クリップのラベルのみを表示する
こともできます。

スナップの動作により、ビデオクリップとオーディオクリップを一列に並べたり、再生ヘッドを特定のマーカーに揃え
たりといった操作を、より簡単にすばやく行うことができます。スナップがオンの場合、「タイムライン」で移動する
項目は、「タイムライン」内の特定のポイントに直接ジャンプ、つまり「スナップ」するように見えます。これは、編
集項目の位置をプロジェクト内の別の項目とすばやく揃えるときに便利です。 

「選択」ツール、「トリム」ツール、「位置」ツール、「範囲選択」ツール、「ブレード」ツールなど、「Final Cut Pro」
の多くの編集ツールでスナップが適用されます。次のようなさまざまな要素によって、「タイムライン」内でスナップ
が発生します：

 • クリップの境界（開始点と終了点）

 • 再生ヘッド と スキマー

 • マーカー
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 • キーフレーム

 • 範囲選択

 タイムラインのクリップのアピアランスと高さを調整する
 1 「タイムライン」の右上隅にある「クリップのアピアランス」ボタンをクリックします。

「クリップのアピアランス」ウインドウが表示されます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • クリップを大きいオーディオ波形のみで表示するには：左端の「クリップのアピアランス」ボタンをクリックします
（または Control ＋ Option ＋ 1 キーを押します）。

 • クリップのオーディオ波形を大きく、フィルムストリップを小さく表示するには：左から 2 番目の「クリップのアピ
アランス」ボタンをクリックします（または Control ＋ Option ＋ 2 キーを押します）。

 • クリップのオーディオ波形とビデオフィルムストリップを同じサイズで表示するには：左から 3 番目の「クリップの
アピアランス」ボタンをクリックします（または Control ＋ Option ＋ 3 キーを押します）。

 • クリップのオーディオ波形を小さく、フィルムストリップを大きく表示するには：右から 3 番目の「クリップのアピ
アランス」ボタンをクリックします（または Control ＋ Option ＋ 4 キーを押します）。

 • クリップを大きいフィルムストリップのみで表示するには：右から 2 番目の「クリップのアピアランス」ボタンをク
リックします（または Control ＋ Option ＋ 5 キーを押します）。
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 • クリップラベルのみを表示するには：右端の「クリップのアピアランス」ボタンをクリックします（または Control 
＋ Option ＋ 6 キーを押します）。

ヒント：タイムラインクリップのオーディオ波形のサイズを拡大するには、Option ＋ Control ＋ ↑キーを押します。
タイムラインクリップのオーディオ波形のサイズを縮小するには、Option ＋ Control ＋ ↓キーを押します。

 3 タイムラインクリップの縦の高さを調整するには、「クリップの高さ」スライダを左にドラッグしてクリップの高さを低
くするか、右にドラッグしてクリップの高さを高くします。

 4 接続されたクリップ と ストーリーライン の接続線のオン／オフを切り替えるには、「接続を表示」チェックボックス
を選択または選択解除します。

 5 クリップのラベルの表示を調整するには、「表示」ポップアップメニューからオプションを選択します：

 • クリップを名前順に表示するには：「クリップ名」を選択します。

 • クリップをロール別に表示するには：「クリップロール」を選択します。

 • マルチカムクリップをアクティブビデオアングルまたはアクティブオーディオアングルの名前で表示するには：「ク
リップ名またはアングル」を選択します。

スナップを有効にする／無効にする
スナップはきわめて便利な機能ですが、一連のマーカーやクリップ境界が続く中で、いずれかの位置にスナップせず
に、数フレーム分だけクリップを移動したいときには、かえって邪魔になります。幸い、スナップは、クリップをドラッ
グしている最中であっても、いつでもオンとオフを簡単に切り替えることができます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「表示」＞「スナップ」と選択します（または N キーを押します）。

チェックマークはスナップがオンになっていることを示します。N キーを押すと、クリップをドラッグ中でもスナップの
オン／オフを切り替えることができます。

 m 「タイムライン」の右上隅にある「スナップ」ボタンをクリックします。

スナップがオンのときは、「スナップ」ボタンが青で表示されます。

ヒント：スナップのオン／オフを一時的に切り替えるには、N キーを押したままにします。N キーを放すと、スナッ
プは前の状態に戻ります。

プロジェクト内を移動する
「タイムライン」内のどのポイントにもすぐにジャンプできる機能は、ノンリニア編集環境の主な利点の 1 つです。
「Final Cut Pro」には、プロジェクトをすばやく簡単に移動するためのさまざまな方法があります。

「タイムライン」のテキストベースの表示を使って、プロジェクトを移動したり検索することもできます。詳しくは、
142 ページの「タイムラインインデックス」を使ってプロジェクトを表示、移動、検索する を参照してください。

J キー、K キー、L キーを使って、さまざまな速度や方向でプロジェクトを再生できます。詳しくは、76 ページのメ
ディアを再生するを参照してください。
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スキミング、クリック、またはドラッグによって移動する

 m プロジェクト内の適当なフレームまでスキミングするには：「タイムライン」内の クリップ を「ビューア」ですばやく
表示するには、スキマー をクリップの上で左右に移動します。

 m 再生ヘッドをプロジェクト内の適当なフレームに移動するには：再生ヘッド を移動するには、「タイムライン」の上
部にあるルーラをクリックまたはドラッグするか、「タイムライン」の背景をクリックします。

ヒント：「タイムライン」でクリップを選択するときに再生ヘッドが移動しないようにするには、Option キーを押し
たままクリックします。

フレーム単位で移動する
クリップ内の特定のフレームを簡単に見つけられるように、スキミングではなく、フィルムストリップのフレーム単位
で移動することができます。 

 1 「タイムライン」または「ブラウザ」で、ポインタ  をフィルムストリップ上で移動してクリックします。 

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 逆方向に 1 フレームずつ移動するには：「マーク」＞「前へ」＞「フレーム」と選択します（または←キーを押
します）。

 • 正方向に 1 フレームずつ移動するには：「マーク」＞「次へ」＞「フレーム」と選択します（または→キーを押
します）。

サブフレーム単位で移動する
クリップはサブフレーム単位で移動できます。サブフレームの長さは、ビデオフレームの 1/80 です。サンプルレベ
ルにまで拡大されたオーディオ波形を表示または編集するときは、サブフレーム単位で表示するとより詳細に参照で
きます。

参考：ビデオの編集はサブフレームレベルではできません。

 1 「タイムライン」または「ブラウザ」で、ポインタ  をクリップ上に移動してクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 逆方向に 1 サブフレームずつ移動するには：Command ＋左向き矢印キーを押します。

 • 正方向に 1 サブフレームずつ移動するには：Command ＋右向き矢印キーを押します。

参考：「ダッシュボード」の時間表示は、サブフレームを表示するように変更できます。詳しくは、432 ページの「編
集」環境設定を参照してください。

ジャンプによって移動する
「タイムライン」内のポイント間で再生ヘッドをすばやく移動するには、次の方法を使います。

 m 次の編集点に移動するには：「マーク」＞「次へ」＞「編集」と選択します（または↓キーを押します）。または、

「ビューア」の下にある「次の編集点」ボタン  をクリックします。

 m 前の編集点に移動するには：「マーク」＞「前へ」＞「編集」と選択します（または↑キーを押します）。または、

「ビューア」の下にある「前の編集点」ボタン  をクリックします。

 m プロジェクトの先頭に移動するには：「マーク」＞「移動」＞「開始」と選択します（または Home キーを押し 
ます）。

 m プロジェクトの最後に移動するには：「マーク」＞「移動」＞「終了」と選択します（または End キーを押します）。

 m 次のマーカーに移動するには：「マーク」＞「次へ」＞「マーカー」と選択します（または Control ＋コロン（:）
キーを押します）。

 m 前のマーカーに移動するには：「マーク」＞「前へ」＞「マーカー」と選択します（または Control ＋セミコロン
（;）キーを押します）。

マーカーについて詳しくは、145 ページのマーカーの概要を参照してください。
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タイムコードを使って移動する
タイムコードは、ビデオと一緒に記録される、各ビデオフレームを一意に識別する信号です。「ブラウザ」からクリッ
プを再生すると、そのタイムコード信号が、次のような形式で「Final Cut Pro」のツールバーの中心にある「ダッ
シュボード」に表示されます：

Timecode

Hours

Minutes

Seconds

Frames

タイムコードは、「タイムライン」の再生、ビデオおよびオーディオクリップの項目の同期、クリップの追加、トリミン
グ、移動など、「Final Cut Pro」のさまざまな機能に対応しています。さらに、タイムコードを使って「タイムライ
ン」のプロジェクト内を移動したり、クリップの継続時間、選択範囲、プロジェクトを表示したりできます。

タイムコードを入力することによって移動する
再生ヘッドを「タイムライン」内の新しい位置に移動するには、以下のいずれかの操作を行います：

 m 再生ヘッドを「タイムライン」内の新しい位置に移動するには：「ダッシュボード」の中心を 1 回クリックし（または 
Control ＋ P キーを押し）、新しいタイムコード値を入力して、Return キーを押します。 

たとえば、再生ヘッドを 01:40:31:03 に移動するには、Control ＋ P キーを押し、「1403103」と入力して、Return 
キーを押します。

 m タイムコードの継続時間分だけ再生ヘッドを移動するには：クリップが選択されていないことを確認してから、プラ

ス記号（＋）キーまたはマイナス記号（－）キーを押し、再生ヘッドを移動したいフレーム数、秒数、または分数
を入力して、Return キーを押します。

たとえば、「+1612」と入力して Return キーを押すと、再生ヘッドは正方向に 16 秒と 12 フレーム移動します。 

新しいタイムコード値を入力すると、その値が「ダッシュボード」に表示されます。Return キーを押すと、再生ヘッ
ドが「タイムライン」内の新しい位置に移動します。 

タイムコード値を入力する際のいくつかのヒントを次に示します：

 • 区切り文字（コロン）を入力する必要はありません。2 桁ごとに自動的に挿入されます。たとえば、「01221419」
と入力した場合は、「Final Cut Pro」では、01:22:14:19（1 時間 22 分 14 秒 19 フレーム）と解釈されます。

 • 左端のフィールドがゼロの場合、ゼロを入力する必要はありません。たとえば、「1419」と入力した場合、
00:00:14:19 と解釈されます。「253407」と入力した場合は、「Final Cut Pro」では、00:25:34:07 と解釈さ
れます。

 • 右端のフィールドがゼロの場合は、代わりにピリオドを使用できます。たとえば、タイムコード 00:00:03:00 に
移動するときは、「3.」（3 とピリオド 1 つ）と入力します。03:00:00:00 に移動するときは、「3...」（3 とピリオ
ド 3 つ）と入力します。ピリオドの代わりにカンマ、コロン、またはセミコロンを使用することもできます。

参考：「ダッシュボード」の時間表示は、タイムコード、タイムコードと サブフレーム、フレームのみ、または秒の
みを表示するように変更できます。詳しくは、432 ページの「編集」環境設定 を参照してください。
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「タイムラインインデックス」を使ってプロジェクトを表示、移動、検索する
「タイムラインインデックス」は、「タイムライン」内のプロジェクトで使われているクリップとタグ（各種マーカーと
キーワード）をテキストベースで表示します。表示したい項目のみを表示するように、「タイムラインインデックス」
を簡単に絞り込むことができます。

Clips are listed in their 
order of appearance 
in the Timeline.

「タイムラインインデックス」を使って「タイムライン」内で移動することもできます。「タイムラインインデックス」の
再生ヘッドは項目のリスト内に表示されます。プロジェクトを再生すると、再生ヘッドが「タイムラインインデックス」
の項目のリストで下に移動します。「タイムラインインデックス」の項目を選択すると、再生ヘッドは自動的に項目の
先頭に移動します。 

「タイムラインインデックス」を表示する／隠す

 m 「Final Cut Pro」のメインウインドウの左下隅にある「タイムラインインデックス」ボタンをクリックします（または 
Shift ＋ Command ＋ 2 キーを押します）。

「タイムラインインデックス」が Final Cut Pro ウインドウの左下隅に表示されます。

The Timeline Index playhead 
moves in tandem with the 
Timeline playhead.

Timeline playhead

「タイムラインインデックス」の項目のリストを表示する

 1 「タイムラインインデックス」がまだ開いていない場合は、「Final Cut Pro」のメインウインドウの左下隅にある「タ
イムラインインデックス」ボタンをクリックします（または Shift ＋ Command ＋ 2 キーを押します）。

67% resize factor



 第 7 章    プロジェクトを編集する 143

 2 以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「タイムライン」で使用しているクリップのリストを時系列順に表示するには：上部にある「クリップ」ボタンをク
リックします。

以下の操作を実行できます：

 • クリップの名前を変更する。

 •「位置」列にクリップのリストを タイムコード で表示する。

 •「ロール」列でロールを表示したり、割り当てたり、編集したりする。

 •「ノート」列でノートを表示したり、ノートを追加したりする。

 •「アクティブアングル」列で マルチカムクリップ のアクティブアングルを表示する。

Contol キーを押したままいずれかの列見出しをクリックし、ショートカットメニューからオプションを選択すると、
表示する列を指定できます。

「タイムラインインデックス」の下部にある「すべて」、「ビデオ」、「オーディオ」、または「タイトル」ボタンをク
リックすることで、表示する項目を指定することができます。 
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 • 「タイムライン」内のクリップのすべてのタグのリストを時系列順に表示するには：上部にある「タグ」ボタンを
クリックします。

Incomplete to-do item

Keyword

Completed to-do item

Chapter marker

Standard marker

デフォルトではすべてのタグが表示されます。「タイムラインインデックス」の下部にあるボタンをクリックすること
で、表示する項目を指定することができます。表示できるのは、マーカー、キーワード、解析キーワード、未完
了の To Do 項目、完了した To Do 項目、チャプタマーカーです。 

参考：To Do 項目はマーカーの種類です。

 • 「タイムライン」でクリップのリストをロール別に整理して表示するには：上部にある「ロール」ボタンをクリック
します。

リストでロール名を選択すると、そのロールが割り当てられている「タイムライン」内のすべてのクリップが強調
表示されます。「タイムライン」でオンまたはオフにしたい ロール の横にあるチェックボックスを選択または選択
解除します。チェックボックスの選択を解除すると、そのロールが割り当てられているクリップはプロジェクトを再
生しても表示されず、聞こえません。詳しくは、319 ページの「タイムライン」でクリップをロール別に表示する
を参照してください。

To Do マーカーを変更する
「タイムラインインデックス」では、To Do マーカーの状態を未完了から完了済みにすばやく変更できます。

 1 「タイムラインインデックス」がまだ開いていない場合は、「Final Cut Pro」のメインウインドウの左下隅にある「タ
イムラインインデックス」ボタンをクリックします（または Shift ＋ Command ＋ 2 キーを押します）。
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 2 To Do マーカーのチェックボックスをクリックします。

 • マーカーが赤色（未完了の To Do 項目）だった場合は、緑色（完了済み）に変わります。

 • マーカーが緑色（完了した To Do 項目）だった場合は、赤色（未完了）に変わります。

「タイムラインインデックス」の項目を検索する

 1 「タイムラインインデックス」がまだ開いていない場合は、「Final Cut Pro」のメインウインドウの左下隅にある「タ
イムラインインデックス」ボタンをクリックします（または Shift ＋ Command ＋ 2 キーを押します）。

 2 クリップを検索するときは「クリップ」をクリックし、タグを検索するときは「タグ」をクリックします。

 3 「タイムラインインデックス」の上部にある検索フィールド  に用語を入力します。 

検索できるのは、クリップ、キーワード、および マーカー（To Do 項目を含む）です。

ヒント：「タイムライン」がアクティブになっている状態で、「編集」＞「検索」と選択します（または Command 
＋ F キーを押します）。「タイムラインインデックス」が開いて検索フィールドがアクティブになり、用語を検索できる
状態になります。

マーカーを操作する

マーカーの概要
マーカーは、特定のフレームを見つけたり、識別したり、注釈を付けたり、特定のフレームに移動したりするために 
クリップ 内に配置できる参照ポイントです。編集時に複数のクリップを特定のポイントで同期させる場合、マーカー
は特に便利です。たとえば、マーカーを使ってドアが閉まるフレームにラベルを付けて、後でそのマーカーにサウン
ドエフェクトを スナップ することができます。マーカーを使って、編集メモやその他の説明文が含まれているクリッ
プ内の特定の場所に、フラグを付けることができます。プロジェクト内の特定の位置にチャプタマーカーを追加する
と、ムービーを書き出したり、DVD ディスクまたは Blu-ray ディスクを作成した後に、ビューアでそれらのマーカー
を使用してムービー内のマーカーの位置にすばやく移動できます。 

マーカーの種類には、標準マーカー（青）、チャプタマーカー（オレンジ）、To Do 項目（赤）、および完了した To 
Do 項目（緑）があります。

Standard marker Chapter marker

To-do item Completed 
to-do item

マーカーは、「ブラウザ」内のクリップと「タイムライン」内のクリップで同じように使用します。
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マーカーを追加する／削除する
マーカー の追加と削除は簡単です。マーカーを「ブラウザ」内の クリップ に追加すると、そのマーカーはフィルム
ストリップ表示とリスト表示の両方に表示されます。マーカーが付いたクリップを「タイムライン」に追加すると、そ
のマーカーは「タイムライン」と「タイムラインインデックス」の両方に表示されます。

「ブラウザ」または「タイムライン」にあるクリップにマーカーを追加する 
 1 マーカーを追加したい位置を指定するには、以下のいずれの操作を行います：

 • マーカーを追加したい位置までスキミングします。

 • クリップを再生し、再生ヘッド がマーカーを追加したい位置に達したら、スペースバーを押して再生を停止し 
ます。

スキマーと再生ヘッドの配置について詳しくは、139 ページのプロジェクト内を移動するを参照してください。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • マーカーを追加するには：「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを追加」と選択します（または M キーを押し
ます）。

ヒント：クリップの再生中に M キーを押すだけで、すぐにマーカーが追加されます。

 • マーカーを追加してマーカーの情報を表示するには：「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを追加して変更」
と選択します（または Option ＋ M キーを押します）。

この方法でマーカーを追加すると、自動的にマーカーの情報が表示されます。 

マーカーが「ブラウザ」または「タイムライン」内の クリップ の上部に表示されます。
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参考：イベント内のクリップのマーカーは、リスト表示のフィルムストリップとテキストリストにも表示されます。 

マーカーを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m マーカーに移動して、「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを削除」と選択します（または Control ＋ M キー
を押します）。

 m 1 つまたは複数のクリップを選択して、「マーク」＞「マーカー」＞「選択範囲のマーカーを削除」と選択します。

 m マーカーをダブルクリックして「マーカー」ウインドウを開き、「削除」ボタンをクリックします。

 m Control キーを押したまま、削除したいマーカーをクリックし、ショートカットメニューから「マーカーを削除」を選
択します。

マーカーを編集する／移動する／マーカーに移動する
マーカー 情報を表示して編集することができます。また、ある クリップ 内のマーカーを別のクリップに移動すること
ができます。

マーカー情報を編集する／マーカーの種類を変更する
デフォルトでは、新規マーカーはプレースホルダテキストを含む青の標準マーカーになります。このテキストはいつ
でも変更でき、マーカーをチャプタマーカー、To Do 項目、完了した To Do 項目などのほかの種類に変更するこ
ともできます。

 1 マーカーの情報を表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • マーカーを選択し、「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを変更」と選択します（または Shift ＋ M キーを
押します）。

 • Control キーを押したままマーカーをクリックし、ショートカットメニューから「マーカーを変更」を選択します。

 • マーカーをダブルクリックします。
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マーカーの情報がマーカーの上に表示されます。

Standard Marker button Chapter Marker button

To-Do Item button

 2 マーカーを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • マーカーの説明文を変更するには：テキストフィールドに新しいテキストを入力します。（テキストはマーカー情
報を表示すると自動的に選択されるため、ユーザが選択する必要はありません。）

 • マーカーをチャプタマーカーにするには：「チャプタマーカー」ボタンをクリックします。

マーカーがオレンジのチャプタマーカーに変わります。詳しくは、149 ページのチャプタマーカーとそのサムネー
ルイメージを管理するを参照してください。

 • マーカーを To Do 項目にするには：「To Do 項目」ボタンをクリックします。

マーカーが赤色になります。

 • To Do 項目が完了していることを示すには：「完了」チェックボックスを選択します。

マーカーが緑色になります。

To-Do Item button

Select the Completed checkbox.

 • マーカーを標準マーカーにするには：「標準マーカー」ボタンをクリックします。

マーカーが青色になります。

 3 「完了」をクリックします。
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マーカーを移動する／コピーする
マーカーは、よく使う「カット」、「コピー」、「ペースト」という Mac のコマンドを使って、移動したりコピーしたり
できます。

 1 Control キーを押したまま、移動またはコピーしたいマーカーをクリックし、ショートカットメニューからオプション
を選択します。

 • マーカーを移動するには：「マーカーをカット」を選択します。

 • マーカーをコピーするには：「マーカーをコピー」を選択します。

 2 スキマー または 再生ヘッド を、マーカーを移動またはコピーしたい位置に置きます。

 3 「編集」メニューから「ペースト」を選択します（Command キーを押したまま V キーを押します）。

マーカーが新しい位置に表示されます。

マーカーを一度に 1 フレーム移動する
 1 マーカーをクリックして選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • マーカーを 1 フレーム右に移動するには：「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを細かく右に」と選択します
（または Control ＋ピリオド（.）キーを押します）。

 • マーカーを 1 フレーム左に移動するには：「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを細かく左に」と選択します
（または Control ＋カンマ（,）キーを押します）。

マーカー間で移動する
「タイムライン」または「ブラウザ」では、マーカー間ですばやく移動できます。

 m 次のマーカーに移動するには：「マーク」＞「次へ」＞「マーカー」と選択します（または Control ＋コロン（:）
キーを押します）。

 m 前のマーカーに移動するには：「マーク」＞「前へ」＞「マーカー」と選択します（または Control ＋セミコロン
（;）キーを押します）。

チャプタマーカーとそのサムネールイメージを管理する
チャプタマーカーは、DVD ディスク、Blu-ray ディスク、および Podcast で標準として採用されている機能です。プ
ロジェクトにチャプタマーカーを追加すると、完成したムービーを共有したとき、視聴者がそれらのマーカーを使用
してムービー内のマーカーの位置にすばやく移動できます。再生時に「Final Cut Pro」のチャプタマーカーが認識
されるアプリケーションやデバイスには、「iTunes」、iPod、iPhone、iPad、Apple TV、「QuickTime Player」、
「DVD Player」や、ほとんどの DVD プレーヤーおよび Blu-ray プレーヤーが含まれます。

チャプタマーカーを使用すると、視聴者は任意のセクションまで簡単にスキップできます。また、Apple のプロ仕様
のトランスコーディングアプリケーション「Compressor」や、その他の DVD および Blu-ray オーサリングアプリ
ケーションでも、ナビゲーションに使用できるチャプタ・インデックス・メニューなどのチャプタリストまたはチャプタ
メニューを作成できます。ただし、メニューのないシンプルなプロジェクト（Podcast など）でも、チャプタマーカー
を使用すると、視聴者が再生用のアプリケーションまたはデバイスで「前へ」ボタンと「次へ」ボタンを使用してプ
ログラムのセクション間をすばやく移動できます。

チャプタマーカーのサムネールは、特定のチャプタを表す静止画像です。「Final Cut Pro」では、マークを付ける 
クリップ または ストーリーライン から特定のビデオフレームを選択して、チャプタマーカーのサムネールイメージに
することができます。チャプタマーカーをサポートする再生用のアプリケーションやデバイスでは、チャプタマーカー
のサムネールイメージが対応するチャプタを表します。
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チャプタマーカーを作成する

 1 「タイムライン」で、チャプタの開始点にしたい位置にマーカーを追加します。

デフォルトでは、青の標準マーカーが作成されます。

 2 この標準マーカーをチャプタマーカーに変更するには、マーカーをダブルクリックして、マーカー情報が表示された
ら「チャプタマーカー」ボタンをクリックします。

Standard Marker button Chapter Marker button

To-Do Item button

マーカーがオレンジのチャプタマーカーに変わります。

チャプタマーカーのサムネールイメージを設定する
チャプタマーカーを設定した後、そのチャプタを表す適切なビデオフレームを選択できます。

 1 「タイムライン」でチャプタマーカーをクリックして選択します。

マーカーが少し拡大して、選択されていることが示され、そのチャプタマーカーの右にチャプタマーカーのサムネー
ルピンが表示されます。デフォルトでは、チャプタマーカーのサムネールピンはチャプタマーカーの 11 フレーム後ろ
に表示されます。 

Chapter marker

Chapter marker 
thumbnail pin
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 2 チャプタマーカーのサムネールイメージのビデオフレームを設定するには、「タイムライン」でピンを左または右にド
ラッグします。

ドラッグ中に、対応するビデオフレームが「ビューア」に表示されます。

Drag the pin left 
or right in the Timeline.

参考：チャプタマーカーのサムネールイメージは、「タイムライン」でのその位置から合成されるイメージであり、タ
イトルやその他のスーパーインポーズイメージが表示されます。

チャプタマーカーが 基本ストーリーライン 内にある場合、チャプタマーカーのサムネールピンは基本ストーリーライ
ンの先頭から末尾までの間でドラッグできます。チャプタマーカーが接続されたストーリーライン内にある場合、チャ
プタマーカーのサムネールピンは接続されたストーリーラインの先頭から末尾までの間でドラッグできます。

完成したムービーの共有については、390 ページのプロジェクトの共有の概要を参照してください。

過剰なぶれやローリングシャッターの問題を修正する
手ぶれ、ローリングシャッター、またはその両方を修正することによって、クリップ のぶれのある素材をスムーズに
することができます。

「Final Cut Pro」の手ぶれ補正機能は、ビデオのカメラの動きを減らして、ぶれのある部分をよりスムーズに再生
できるようにします。クリップの手ぶれ補正はいつでもオフにすることができ、録画した元の状態で再生できます。

多くのビデオカメラとスチルカメラには CMOS イメージセンサーが組み込まれています。これにより画像は、一度
にすべてではなく、録画しながら露光されます。その結果、録画中にカメラが大きく動いたり、高速の動きを録画
していると、画像の歪みが生じることがあります。これが、画像が揺れていたり歪んでいるように見える原因です。
「Final Cut Pro」には、このような動きの歪みを軽減できるローリングシャッター機能があります。 

過度なぶれやローリングシャッターの歪みのあるクリップを修正する

 1 クリップがまだプロジェクト内にない場合は、「タイムライン」に追加して選択します。

参考：これらの操作は、選択範囲 ではなく選択したクリップ全体に対して作用します。最も速く最も品質の高い結
果を得るためには、「タイムライン」で「ブレード」ツールを使ってクリップをカットすることによって、問題のある部
分を分離します。その後、補正の必要なビデオ素材のみに補正を適用します。

 2 「ビデオ」インスペクタを開くため、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックし（下図）、表示されるパネル
の上部にある「ビデオ」ボタンをクリックします。
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 3 「ビデオ」インスペクタで、以下のいずれかの操作を行います：

 • ぶれを減らすには：「手ぶれ補正」チェックボックスを選択します。

 • ローリングシャッターによる歪みを減らすには：「ローリングシャッター」チェックボックスを選択します。

「手ぶれ補正」または「ローリングシャッター」をオンにすると、そのチェックボックスは青色になります。

 4 修正を表示するには、「タイムライン」内のクリップを再生します。

クリップの手ぶれまたはローリングシャッターの補正をオフにするには、「手ぶれ補正」または「ローリングシャッ
ター」チェックボックスの選択を解除します。

手ぶれ補正の設定または「ローリングシャッター」の「量」の設定を調整することによって、補正をさらに細かく調
整できます。

手ぶれ補正の設定を調整する
手ぶれ補正機能によって適用する補正の量を調整できます。

手ぶれ補正機能は、2 つの段階に分かれます：

 • 「Final Cut Pro」では、クリップに手ぶれ補正機能を適用すると、連続するフレームのピクセルが解析され、カ
メラの動きの方向が特定されます。

 • 「Final Cut Pro」では、再生時およびレンダリング時に、この動きの解析データを使用して、カメラの移動を補
正する変形エフェクトが各フレームに適用されます。

「ビデオ」インスペクタにある 3 つの独立した手ぶれ補正パラメータスライダを使用して、ショットの手ぶれ補正を
制御します。クリップに手ぶれ補正を適用する場合、デフォルトでは 3 つのパラメータがすべて 2.5 の平均値に設定
されます。各パラメータは 0.0 から 5.0 までの値に設定できます。値を 0.0 にするとそのパラメータがオフになり、
5.5 にすると最大限の補正が適用されます。各パラメータを高い値に設定するほど、その軸でのカメラの動きが補正
されます。

x

Translation

y

x

Rotation

y

x

Scale

y

z

 1 「タイムライン」で クリップ を選択し、「ビデオ」インスペクタ を開きます。

 2 インスペクタの「手ぶれ補正」項目にポインタを移動し、「表示」をクリックして「手ぶれ補正」設定を表示します。
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 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • ショットの左、右、上、下方向の移動（X 軸および Y 軸）を調整するには：「変換（スムーズ）」スライダをド
ラッグします。

 • イメージの中心点を中心とする回転を調整するには：「回転（スムーズ）」スライダをドラッグします。

 • カメラまたはレンズの前後への移動（Z 軸）を調整するには：「調整（スムーズ）」スライダをドラッグします。

たとえば、横、縦、および回転方向のぶれを取り除きたい場合は、「変換（スムーズ）」パラメータと「回転（ス
ムーズ）」パラメータの値を 0 より大きく設定します。ショットの手ぶれ補正に最適な値を調べるための実験が必要
な場合があります。

 4 必要に応じて、「方法」ポップアップメニューから別の手ぶれ補正方法を選びます：

 • 自動：最適な手ぶれ補正方法が自動的に選択されます。

 • InertiaCam：パンやズームなどカメラが移動するビデオ素材に最適化された手ぶれ補正が適用されます。「ス
ムージング」スライダを使って、「InertiaCam」エフェクトの度合いを調整します。

参考：「InertiaCam」を選択するとビデオ素材が解析され、使用可能と判断された場合は「三脚モード」チェッ
クボックスも表示されます。このチェックボックスを選択すると、三脚に固定したカメラによる効果を作成できます。

 • SmoothCam：前述のデフォルトの手ぶれ補正方法が適用されます。変換、回転、および調整パラメータを調
整できます。

参考：クリップの動きが大きすぎる場合（パンしすぎている場合など）は、クリップに手ぶれ補正を適用するとビデ
オの端に黒いバーが表示されることがあります。

黒いバーが表示されないようにするには、以下の操作を行います：

 • 「変換（スムーズ）」、「回転（スムーズ）」、または「調整（スムーズ）」のパラメータ値を小さくします。

 • 「タイムライン」でクリップをカットまたはトリムして、最もぶれの多い部分を削除します。（ぶれの多すぎる部分
は、「タイムラインインデックス」の「タグ」パネルで探すことができます。個々の「ぶれが多い」タグをクリック
して、対応する範囲を「タイムライン」で選択します。）

 • 手ぶれ補正を適用したビデオの端をクロップして黒いバーを削除します。
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オーディオの概要
「Final Cut Pro」には、オーディオを簡単に処理および編集するためのさまざまな機能が用意されています。たと
えば、オーディオを解析して自動補正し、ノイズやハムなどの問題を修正できます。また、クリップにエフェクトを追
加したり、ビデオクリップとオーディオクリップを自動的に同期させたり、2 つのクリップのオーディオを一致させた
りすることもできます。

Audio-only clipAudio portion of a video clip

クリップまたはクリップ内の オーディオコンポーネント に以下の変更ができます：

 • 複数のオーディオチャンネルを編集する：クリップのオーディオ部分を展開して、単一のチャンネルのレベルでオー
ディオコンポーネントを表示および編集できます。各コンポーネントまたはチャンネルに異なるエフェクトを適用し
たり、音をすばやくカットするなど、調整作業を効率化したりできます。167 ページのオーディオ編集の概要を参
照してください。

 • 音量を調節する：「タイムライン」で直接、または 「オーディオ」インスペクタ で、クリップの音量を簡単に調節
できます。171 ページの音量を調節するを参照してください。

 • オーディオのパンを設定する：ステレオとサラウンドサウンドの両方に用意されたパンのプリセットを利用できま
す。176 ページのオーディオのパンを設定するを参照してください。

 • オーディオエフェクトを追加する：Audio Units エフェクト、Logic エフェクト、「Final Cut Pro」に含まれるカ
スタムエフェクト（リバーブ など）をクリップに追加できます。186 ページのオーディオエフェクトを追加するを参
照してください。

 • キーフレームを追加して音量やエフェクトを自動的に変化させる：クリップの再生中に音量やエフェクトの設定を
変化させることができます。192 ページのキーフレームを使ってオーディオエフェクトを調整するを参照してくだ 
さい。

 • オーディオをフェードイン／フェードアウトする：便利なフェードハンドルを使って、オーディオをクリップまたは
オーディオコンポーネントの先頭にフェードインしたり末尾でフェードアウトしたりします。174 ページのオーディ
オをフェードイン／フェードアウトするを参照してください。

オーディオを編集する
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「Final Cut Pro」では、ビデオを編集するときと同じツールをオーディオクリップの編集に使います。「Final Cut Pro 
ヘルプ」で以下の編集機能の説明も参照してください：

 • 編集モードを変更する：クリップの編集モードを「ビデオのみ」または「オーディオのみ」に設定できます。
112 ページの「ビデオのみ」または「オーディオのみ」モードを使ってクリップを追加する を参照してください。

 • クリップにマーカーを追加する：オーディオクリップ内の特定の参照ポイントにマーカーを追加して印を付けること
ができます。145 ページのマーカーの概要を参照してください。

 • オーディオをトリミングする：オーディオ波形 を使って、録音に含まれた余計な音を取り除くなど、精密な編集が
できます。121 ページのトリミングの概要を参照してください。

 • オーディオクロスフェードを追加する：2 つの異なるオーディオ波形をつないだときに音が滑らかに切り替わるよ
うにできます。212 ページのプロジェクトにトランジションを追加するを参照してください。

 • 複合クリップを使用する：合成クリップ を使用すると、複数のビデオクリップやオーディオクリップを 1 つの合成
クリップに結合できます。オーディオの観点からは、複合クリップには、ミックス全体にエフェクトや調整を適用す
るときと同じように、まとまったクリップに同じオーディオエフェクトやオーディオ補正を適用できるという利点があ
ります。266 ページの複合クリップの概要を参照してください。

 • オーディオを書き出す：プロジェクトをモノラル、ステレオ、またはサラウンドサウンド形式のオーディオファイル
として書き出すことができます。また、メディアをロール別に書き出すこともできます。390 ページのプロジェク
トの共有の概要を参照してください。

オーディオ編集の基本

オーディオ波形について
オーディオ波形は、実際の音を視覚的に表したものです。クリップのオーディオ波形は以下のように表示されます：

 • ビデオクリップの場合は、下部に青色で表示されます

 • 切り離されたクリップまたはオーディオのみのクリップの場合は、緑色で表示されます

Audio-only clipAudio portion of a video clip

オーディオ波形の振幅と長さは、元となる音の音量と継続時間によって変わります。太鼓を叩いたときのような短く
て大きい音は鋭くとがった波形になり、低く響く雑踏のざわめきのような音は変化の少ない低い波形になります。ク
リップをトリミングしたりエフェクトをキーフレームしたりするときは、これらの特性に基づいて目的の編集点を簡単
に見つけることができます。

「Final Cut Pro」でクリップの音量を変えたりクリップにエフェクトを適用したりすると、波形が変わります。音量を
大きくすると波が高くなり、小さくすると低くなります。

「タイムライン」でオーディオクリップを編集するときは、まずクリップのオーディオを再生またはスキミングして確認
してから、波形を参考にしながらクリップに変更を加えます。
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オーディオチャンネルとオーディオコンポーネントについて
オーディオファイルには 1 つまたは複数のオーディオチャンネルが含まれます。チャンネルは、一般的に、録音時
の各マイクからの入力、またはマルチチャンネル出力時の各スピーカーからの出力に相当します。たとえば、ステ
レオ・オーディオ・ファイルには通常、左チャンネルと右チャンネルが含まれており、再生時にはそれぞれ左スピー
カーと右スピーカーから出力されます。

「Final Cut Pro」では、クリップでのチャンネルの構成方法に応じて、チャンネルが自動的にオーディオコンポーネ
ントにグループ化されます。クリップのオーディオ部分を展開して、個々のチャンネルのレベルでオーディオコンポー
ネントを表示および編集できます。各コンポーネントに対して音量やパンを別々に調節したり、異なるオーディオエ
フェクトを適用したり、エフェクトのキーフレームを別々に設定したりできます。詳しくは、167 ページのオーディオ
編集の概要を参照してください。

表示されるオーディオコンポーネントの数は、ソースクリップで構成したチャンネル数と同じになります。

参考：AAC や MP3 など、多くの一般的なデジタル・オーディオ・ファイル形式では、インターリーブ・ステレオ・
ファイルが使用されます。このファイルでは、左右のチャンネルが分けられません。左右のインターリーブチャンネ
ルが含まれるステレオクリップは、「オーディオ」インスペクタ および「タイムライン」で単一のオーディオコンポー
ネントとして表示されます。クリップのチャンネル構成を「ステレオ」から「デュアルモノ」に変更した場合、チャン
ネルは 2 つの別々のオーディオコンポーネントとして表示されます。

Audio components

オーディオチャンネルの構成について詳しくは、168 ページのオーディオチャンネルを構成するを参照してください。

オーディオクリップの表示方法
「タイムライン」で オーディオ波形 を操作するときは、表示を拡大／縮小したり、クリップの表示を変更したりして、
波形の長さを調整できます。

「Final Cut Pro」でクリップ内のオーディオとビデオを表示および操作する方法はほかにもあります。以下のことが
できます： 

 • クリップを展開して、個々のチャンネルのレベルで オーディオコンポーネント を表示および編集する。

 • クリップを展開して、オーディオとビデオを別々に表示する。

 • ビデオクリップからオーディオを切り離して、オーディオとビデオを別々のクリップとして編集する。

 • クリップの背景表示を変更して参照波形を表示する（音が小さくなったときにオーディオ波形で簡単に分かるよう
になります）。
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オーディオコンポーネントを展開表示する
「Final Cut Pro」では、クリップのオーディオ部分を展開して、オーディオコンポーネントを表示および編集でき 
ます。

同期したクリップ、マルチカムクリップ、および 複合クリップ のオーディオコンポーネントを展開表示できます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントを展開」と選択します（または 
Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

 m Option キーを押したまま、「タイムライン」でクリップのオーディオ部分をダブルクリックします。

Normal clip view

Audio components

オーディオコンポーネントをしまう
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」でクリップまたはクリップのいずれかのオーディオコンポーネントを 選択 し、「クリップ」＞「オー
ディオコンポーネントをしまう」と選択します（または Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

 m Option キーを押したまま、「タイムライン」でいずれかのオーディオコンポーネントをダブルクリックします。

オーディオとビデオを展開表示する
1 つのクリップにオーディオとビデオの両方が含まれている場合は、「タイムライン」でクリップを展開してオーディオ
とビデオを別々に表示できます。この機能は、オーディオ部分を拡大して編集を行いたいときに便利です。

参考：オーディオ部分が重なるように スプリット編集 を作成した場合、スプリット編集されたクリップのオーディオを
展開表示すると、重なった波形を分けて見ることができます。

 m 1 つのクリップを展開するには：クリップの オーディオ波形 をダブルクリックします。

 m 「タイムライン」で選択したクリップを展開するには：「クリップ」＞「オーディオ／ビデオを展開」と選択します（ま

たは Control ＋ S キーを押します）。
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 m 「タイムライン」ですべてのクリップを展開するには：「表示」＞「オーディオ／ビデオクリップを展開」と選択し、す

べてのクリップまたは分割したクリップを選択します。

Normal clip view

Clip with expanded audio

オーディオを展開表示しても、クリップのオーディオとビデオは互いに関連付けられたままになります。接続された
オーディオクリップとして独立させるには、オーディオを切り離します。また、「詳細編集」を使って、クリップのビデ
オとオーディオを切り離して表示することもできます。

オーディオとビデオをまとめて表示するには
「タイムライン」で、1 つのクリップ、複数のクリップ、またはすべてのクリップの展開されたオーディオ／ビデオの
表示をしまうことができます。

 m 1 つのクリップをしまうには：クリップの オーディオ波形 をダブルクリックします。

 m 「タイムライン」で選択したクリップをしまうには：「クリップ」＞「オーディオ／ビデオをしまう」と選択します（ま

たは Control ＋ S キーを押します）。

 m 「タイムライン」で展開表示されているすべてのクリップをしまうには：「表示」＞「すべてのクリップを隠す」と選

択します。

ビデオからオーディオを切り離すには
「Final Cut Pro」ではデフォルトで、同じソースに含まれるオーディオとビデオが 1 つのクリップに読み込まれます。
ビデオクリップからオーディオを簡単に切り離して、「タイムライン」でオーディオクリップを個別に編集できます。

 m 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオを切り離す」と選択します。
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 ビデオクリップの下に新しいオーディオクリップが、接続されたクリップ として表示されます。

Detached audio

オーディオクリップを元のビデオクリップに再度関連付けるには、複合クリップを作成する必要があります。 

参照波形を表示する／隠す
参照波形では、実際の オーディオ波形 での最大限の表示解像度で示されます。ラウドネスの変更が無視されるた
め、サウンドの詳細がより明確になります。

 1 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択して、「編集」をクリックします。

 2 「参照波形を表示」チェックボックスを選択します。

Reference waveform

実際の波形が変わって、たとえばクリップの音量レベルを下げたために波形がほとんど見えなくなったとしても、フ
ル解像度の参照波形は明確に見えるので、編集時に参照できます。

ヒント：オーディオが含まれるクリップは、「タイムライン」で 基本ストーリーライン の上下どちらにも配置できます。
ビデオも含まれるクリップの場合、基本ストーリーラインの下に配置すると、そのビデオは基本ストーリーラインのビ
デオによって隠されることがありますが、オーディオは再生されます。基本ストーリーラインの上に配置すると、オー
ディオもビデオも再生されます（代わりに基本ストーリーラインのビデオが見えなくなります）。

オーディオ波形をオーディオ・サンプル・レベルで表示する
細かい編集を行いたい場合は、オーディオクリップをオーディオ・サンプル・レベルまで拡大できます。オーディオサ
ンプルは、オーディオ波形 を 1 秒の何分の 1 かで表示します（たとえば、サンプルレート 48ｋ Hz で録音された
オーディオの場合、1/48,000）。サンプルの解像度で正確に編集できるのは、接続されたオーディオクリップ（つま
り基本ストーリーライン内にないオーディオクリップ）のみ、またはオーディオのみが含まれている 合成クリップ の
みです。

ヒント：参照用に、ビデオを操作する場合は、「ダッシュボード」の タイムコード 表示にサブフレーム（継続時間は
ビデオフレームの 1/80）を表示できます。「“Final Cut Pro”」の環境設定の「一般」パネルで、「時間表示」ポッ
プアップメニューからサブフレームを選択します。
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オーディオサンプルに合わせて拡大／縮小する

 1 「表示」＞「サンプルに合わせて拡大／縮小」と選択します（または Option ＋ Z キーを押します）。

 2 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 3 ビデオフレームの境界内に波形が表示されるまでクリップを拡大します。

Frame borders

拡大を続けると、波形をさらに詳細に表示できます。

Frame borders

 4 クリップを編集するか、キーフレームを使ってオーディオエフェクトを調整します。

オーディオサンプルの拡大／縮小をオフにするには、「表示」＞「サンプルに合わせて拡大／縮小」と選択します
（または Option ＋ Z キーを押します）。

サブフレーム単位で移動する

 1 「タイムライン」または「ブラウザ」で、ポインタ  をクリップ上に移動してクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 逆方向に 1 サブフレームずつ移動するには：Command ＋左向き矢印キーを押します。

 • 正方向に 1 サブフレームずつ移動するには：Command ＋右向き矢印キーを押します。

オーディオレベルを表示する／修正する
「Final Cut Pro」のオーディオメーターを使って、クリップのオーディオレベルを確認できます。特定のクリップまた
はクリップの一部の音量がピークレベルを超えている場合は、それが示されます（ピークレベルを超えると音が歪む
ことがあります）。

表示されるオーディオメーターの数は、再生中のクリップに構成されているチャンネル数によって異なります。たとえ
ば、「ブラウザ」でサラウンドクリップを再生しているときはオーディオメーターは 6 つ表示されますが、そのクリッ
プを「タイムライン」のステレオプロジェクトにドラッグすると、「Final Cut Pro」ではサラウンドオーディオがステ
レオオーディオに自動的にミックスダウンされるため、オーディオメーターは 2 つしか表示されなくなります。詳しく
は、168 ページのオーディオチャンネルを構成するを参照してください。 

オーディオクリップの再生中にピークレベルに近づくと、レベルの色が緑から黄色に変わります。

オーディオクリップがピークレベルを超えると、レベルの色が黄色から赤に変わり、該当するオーディオチャンネルの
ピークインジケータが赤く点灯します。ピークインジケータは、再生を停止してから再開するとリセットされます。 
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クリップの音量がピークレベルを超えないようにするには、音量を調節します。クリップに適切なレベルは、ミックス
全体のバランスによって異なります。いずれにしても、同時に再生されるすべてのクリップを組み合わせたときに、
音量が最も大きい部分でもレベルが 0dB を超えないようにすることが重要です。

「Final Cut Pro」には、ツールバーの「ダッシュボード」に表示される小さいオーディオメーターと、パネルに表
示される大きいオーディオメーターの 2 種類があります。

オーディオメーターを表示／隠す
オーディオメーターを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「オーディオメーターを表示」と選択します。

 m ツールバーの「ダッシュボード」にあるオーディオメーターアイコンをクリックします。

メーターの端をドラッグして表示を広げると、追加情報を確認できます。

Level 

Surround channels

Peak indicators

「オーディオメーター」を隠すには、「ウインドウ」＞「オーディオメーターを隠す」と選択するか、ツールバーの
「ダッシュボード」のオーディオメーターアイコンをクリックします。

ピークレベルをリセットする／修正する

 m 「タイムライン」でクリップを 選択 し、レベルを再調整してから、クリップをもう一度再生してピークを確認します。

「タイムライン」および「ブラウザ」では、レベルがピークに近づくと、クリップ波形の該当するセクションが黄色く
なります。レベルが 0dB を超えると、該当するセクションが赤くなります。 
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オーディオクリップをソロにする／ミュートする
ソロ機能では、「タイムライン」内の選択したクリップを除くすべてのクリップのオーディオ再生を一時的に無効にで
きます。これは特に、「タイムライン」に複数のオーディオクリップ（セリフとバックグラウンドミュージックなど）を
配置してオーディオ編集を行うときに、特定のクリップだけを聴いて編集したい場合に便利です。

クリップを無効にしてミュートすることもできます。無効にしたクリップは、表示と音がオフになり、出力からも除外
されます。

「タイムライン」でクリップをソロにする

 1 「タイムライン」で 1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「クリップ」＞「ソロ」と選択します（または Option ＋ S キーを押します）。

 • 「タイムライン」の「ソロ」ボタンをクリックします。

Solo button

ソロになったクリップは強調表示され、その他のクリップは暗く表示されます。

Soloed clip

ソロをオフにするには、もう一度「ソロ」ボタンをクリックするか、「クリップ」＞「ソロ」と選択します（または 
Option ＋ S キーを押します）。

クリップを無効にする

 1 「タイムライン」で 1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

参考：選択したクリップにビデオとオーディオの両方が含まれていて、オーディオのみをミュートしたい場合は、「ク
リップ」＞「オーディオを切り離す」と選択し、切り離されたオーディオ部分のみを選択します。

 2 「クリップ」＞「無効にする」と選択します（または V キーを押します）。

無効になったクリップは音が再生されず、「タイムライン」で暗く表示されます。

 3 無効にしたクリップを再度有効にするには、「タイムライン」でクリップを選択して、「クリップ」＞「有効にする」と
選択します（または V キーを押します）。 

「Final Cut Pro」でビデオクリップをソロにすることもできます。詳しくは、113 ページのクリップをソロにする／無
効にする／有効にするを参照してください。
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オーディオを追加する

音楽とサウンドを追加する
iTunes ライブラリやその他のソースからプロジェクトに直接、音楽ファイルやサウンドファイルを追加できます。

さらに、「Final Cut Pro」内にも、フォーリー などのサウンドエフェクトが数多く用意されています。これらを、接
続されたオーディオクリップとして挿入できます。

1 つのクリップに音声と映像の両方が含まれている場合は、編集モードを変更して「オーディオのみ」モードにする
ことで、そのクリップのオーディオ部分のみを挿入できます。

「タイムライン」でプロジェクトに音楽とサウンドを追加する

 1 ツールバーの「ミュージックとサウンド」ボタンをクリックします。

 2 「ミュージックとサウンドブラウザ」で、上部のポップアップメニューからソースフォルダを選択します。たとえば、
iTunes コレクションをブラウズする場合は「iTunes」を選択します。

ヒント：探しているフォルダが表示されない場合は、Finder またはデスクトップから「ミュージックとサウンドブラウ
ザ」へフォルダをドラッグしてソースリストに追加できます。

 3 表示されるサウンドリストで、追加したいサウンドまたは音楽を探します：

 • 項目を検索するには：検索フィールドにテキストを入力します。検索を絞り込むには、「フィルタ」ボタン  を
クリックし、フィルタを選択します。

 • 項目をプレビューするには：項目をダブルクリックするか、項目を選択して「再生」ボタン  をクリックします。
 • 複数の項目を選択するには：Command キーを押したまま各項目をクリックします。

 4 サウンドファイルを「タイムライン」にドラッグします。

参考：「Final Cut Pro」では、読み込みと再生のパフォーマンスを向上させるために、すべての MP3 オーディオ
ファイルが WAV オーディオファイルに自動的にトランスコードされます。オリジナルの MP3 ファイルは将来使用
する場合に備えて保持されます。オリジナルとトランスコードされたメディアファイルの保存場所について詳しくは、
411 ページのソース・メディア・ファイルを探すを参照してください。

アフレコなどのオーディオを録音する
「Final Cut Pro」内で直接、内蔵マイクや外部マイクなどの入力ソースからアフレコやその他のライブ音声を録音
できます。

「Final Cut Pro」で録音するときにはデフォルトで、自動的にカウントダウンが取り込まれます。複数のテイクが 
オーディション として自動的にグループ化されるため、録音をすばやくプレビューしてベストなものを選択できます。
録音したオーディオファイルは「ブラウザ」に表示されるほか、接続されたクリップ として「タイムライン」にも表
示されます。

生音声を録音する

 1 「タイムライン」で、録音を開始したい位置に 再生ヘッド を移動します。

 2 「ウインドウ」＞「アフレコを録音」と選択します。
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ヒント：設定を調整せずにすぐに録音を開始するには、Option ＋ Shift ＋ A キーを押して手順 7 に進んでくだ 
さい。

Click the Record button 
to start or stop recording.

 3 マイクの入力レベルを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 入力レベルを上げる場合は右、下げる場合は左に入力ゲインスライダをドラッグします。

 • 「入力ゲイン」フィールドに dB 値を入力します。

オーディオメーターを使用して、音量がピークレベルを超えていないこと（赤色）を確認してください（ピークレベ
ルを超えると音が歪むことがあります）。

参考：選択した入力デバイスの入力ゲインスライダが淡色表示されている場合は、デバイスまたはそのソフトウェア
ユーティリティ（使用可能な場合）でゲインを調整してみてください。

 4 アフレコクリップに名前を付けるには、「名前」フィールドをクリックして新しい名前を入力します。

 5 その他のアフレコ設定を指定するには、「詳細」開閉用三角ボタンをクリックして以下の操作を行います：

 • 入力デバイスまたは入力チャンネル数（モノラル、ステレオ）を変更するには：「入力」ポップアップメニューか
らオプションを選択します。「システム設定」のデフォルト選択では、OS X の「サウンド」環境設定で現在選択
されている入力デバイスの最初のチャンネルが使用されます。

ヒント：常にマルチチャンネル・オーディオ・デバイス上の特定のデバイスまたは特定のチャンネルを使用して録
音したい場合には、「システム設定」ではなく「入力」ポップアップメニューからそのデバイス／チャンネルのペ
アを選択してください。この設定は記憶されて、「入力」ポップアップメニューでそのデバイスが使用可能である
かどうかが示されます。

 • 録音時にマイク入力を聞くには：「モニタ」を「オン」に設定します。マイク音声は、OS X の「サウンド」環境
設定で現在選択されている出力デバイスから再生されます。モニタリングがオフのときは入力信号はありません。

ヒント：マイク音声とプロジェクト音声のライブミックスを聞くには、「モニタ」を「オン」にして、下の「録音中
にプロジェクトをミュート」チェックボックスを選択解除してください。

 • モニタリングレベルを調整するには：モニタリングレベルを上げる場合は右、下げる場合は左に「ゲイン」スラ
イダをドラッグします（または dB 値を「ゲイン」フィールドに入力します）。

参考：内蔵マイクが選択されている場合は、モニタリングがオンのときに内蔵スピーカーからのハウリングが発生
しないように、「ゲイン」スライダが自動的にゼロにリセットされます。ハウリングを回避するために、ヘッドフォ
ンまたは外部スピーカーはマイクから離して使用してください。

 • 録音前に自動カウントダウンをオフにするには：「録音までカウントダウン」チェックボックスを選択解除します。
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 • 録音中にプロジェクト音声をミュート解除するには：「録音中にプロジェクトをミュート」チェックボックスを選択解
除します。

 • 複数のアフレコテイクをオーディションとして自動的にグループ化するのをオフにするには：「テイクからオーディ
ションを作成」チェックボックスを選択解除します。

 • 録音ファイルの保存先を変更するには：「イベント」ポップアップメニューから現在のライブラリ内のイベントを選
択します。

 6 録音を開始するには、「録音」ボタンをクリックします（または Option ＋ Shift ＋ A キーを押します）。

 7 録音を停止するには、「録音」ボタンをクリックします（またはスペースバーか Option ＋ Shift ＋ A キーを押し 
ます）。

録音したオーディオファイルが、再生ヘッド位置で 基本ストーリーライン に関連付けられます。

複数のアフレコテイクを録音する
プロジェクトの同じセクションにアフレコ録音の複数バージョン（「テイク」）を録音できます。「Final Cut Pro」で
はデフォルトで、録音するすべてのテイクからオーディションが作成されます。録音を終了した後、オーディション内
のさまざまなテイクをレビューして、使用したいテイクを選択できます。

 1 最初のアフレコテイクを録音するときは、上記の手順に従ってください。

 2 再生ヘッド を移動せずに、「録音」ボタンをクリックして（または Option ＋ Shift ＋ A キーを押して）プロジェク
トの同じセクションに別のテイクを録音します。

 3 録音を停止するには、「録音」ボタンをもう一度クリックします（またはスペースバーか Option ＋ Shift ＋ A キー
を押します）。

「Final Cut Pro」ではデフォルトで、両方の録音を含むオーディションが作成されます。

Voiceover audition clip
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別のテイクをオーディションに追加するには、手順 2 と 3 を繰り返します。録音するすべての新しいテイクがオーディ
ションに追加されます。

オーディションについて詳しくは、291 ページのオーディションのクリップを追加する／削除するを参照してください。

アフレコテイクをプレビューして選択する

 1 「タイムライン」で、レビューしたいアフレコテイクが含まれるオーディションを 選択 し、「クリップ」＞「オーディ
ション」＞「開く」と選択して（または Y キーを押して）開きます。

Click to preview different voiceover 
takes, then select one to use.

 2 オーディションウインドウで、テイクを選択し、スペースバーを押して（または Control + Command ＋ Y キーを
押して）再生します。

 3 使用するテイクを決定したら、そのテイクにスポットライトが当たって選択されていることを確認してから、「完了」
をクリックします。

 4 最終的に決定ができたのでオーディションをファイナライズしたい場合は、「クリップ」＞「オーディション」＞「オー
ディションをファイナライズ」と選択します（または Option ＋ Shift ＋ Y キーを押します）。

オーディションが分解されて、アフレコクリップが「タイムライン」に残ります。

オーディションのプレビューについて詳しくは、293 ページのオーディションを使ってプロジェクト内のクリップの編
集を試すを参照してください。

複数テイクからオーディオを結合する
オーディションではデフォルトで、プロジェクトで使用するアフレコテイクを 1 つだけ選択できます。2 つの異なるテ
イクからそれぞれの一部を 1 つのコンプテイクに結合したい場合は、オーディションをいくつかのオーディオクリッ
プに分割し、さらに必要に応じてそれらを編集したり結合したりできます。

 1 「タイムライン」でオーディションを選択し、「クリップ」＞「クリップ項目を分割」と選択します（または Shift ＋ 
Command ＋ G キーを押します）。
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「タイムライン」で選択したオーディションが、そのオーディションを構成していた個別の録音に置き換えられます。

To edit voiceover 
takes separately, 
break apart the 
audition clip.

 2 クリップを必要に応じて編集します。

オーディオクリップまたはオーディオコンポーネントを編集する

オーディオ編集の概要
「Final Cut Pro」には、オーディオクリップまたは複数のオーディオチャンネルを編集するためのツールがあります。
オーディオは、以下の 2 通りの方法で編集できます。

Volume control

クリップレベルのオーディオ編集
クリップ 全体でオーディオを調整および編集できます。このレベルでは、オーディオ調整とオーディオエフェクトが、
クリップ内のすべてのオーディオチャンネルを含むクリップ全体に適用されます。オーディオチャンネルに個別に調整
を行った場合、それらは維持されます。たとえば、あるチャンネルの音量を下げて、クリップ全体の音量を上げた場
合、そのチャンネルの音量は上がりますが、クリップ内のほかのチャンネルとの音量差は保たれます。

ソースメディアに含まれるオーディオチャンネルが 1 つか 2 つのみの場合、またはオーディオのみのクリップを編集
する場合は、通常、このレベルでの調整と編集だけで十分です。

マルチチャンネルオーディオの詳細編集
「Final Cut Pro」では、クリップでのチャンネルの構成方法に応じて、チャンネルが自動的にオーディオコンポーネ
ントにグループ化されます。クリップのオーディオ部分を展開して、個々のチャンネルのレベルでオーディオコンポー
ネントを表示および編集できます。各コンポーネントに異なるエフェクトを適用したり、特定のマイク入力の音をす
ばやくカットするなど、微調整作業を効率化したりできます。

67% resize factor



 第 8 章    オーディオを編集する 168

重要：AAC や MP3 など、多くのデジタル・オーディオ・ファイル形式では、インターリーブ・ステレオ・ファイル
が使用されます。このファイルでは、左右のチャンネルが分けられません。これらのファイルは、クリップのチャンネ
ル構成を変更しない限り、単一のオーディオコンポーネントとして表示されます。

「Final Cut Pro」でオーディオコンポーネントを編集するときは、以下の点に注意してください： 

 • クリップのオーディオチャンネル構成は、「オーディオ」インスペクタ で表示および変更します。オーディオコン
ポーネント名を変更したり、オーディオコンポーネントを追加または削除したり、チャンネル構成（モノラル、ス
テレオ、サラウンド）を変更したりできます。168 ページのオーディオチャンネルを構成するを参照してください。

 • 「範囲選択」ツール（デフォルトの編集ツール）を使えば、すばやくオーディオコンポーネント内の特定範囲を選
択して、編集したいオーディオを定めることができます。

 • 同期したクリップ、マルチカムクリップ、および 複合クリップ のオーディオコンポーネントを編集できます。

 • オーディオコンポーネントの編集は、クリップ全体を編集するのと同じ方法で行います。以下のことができます：

 • クリップスキミングとオーディオスキミングがオンになっているときに個々のコンポーネントをスキミングする。
78 ページのメディアをスキミングするを参照してください。

 • コンポーネントの音量を調節する。171 ページの音量を調節するを参照してください。

 • コンポーネントの全部または一部を無効にして、コンポーネントのオーディオをミュートする。この機能を使う
と、不要な音をコンポーネントからすばやく取り除くことができます。113 ページのクリップをソロにする／無効
にする／有効にするを参照してください。

 • フェードハンドルを使ってオーディオをオーディオコンポーネントの先頭にフェードインしたり末尾でフェードア
ウトしたりします。174 ページのオーディオをフェードイン／フェードアウトするを参照してください。

 • 個々のコンポーネントの音のパンを設定する。176 ページのオーディオのパンを設定するを参照してください。

 •「情報」インスペクタ を使用して、またはオーディオコンポーネントが含まれるクリップが「タイムライン」に
表示されているときに「変更」メニューを使用して、コンポーネントにロール（ダイアログ、ミュージック、エ
フェクトなど）を割り当てる。185 ページのロールを使ってクリップを整理する／オーディオファイルを書き出す
を参照してください。

 • 個々のコンポーネントのオーディオエフェクトを追加または調整する。186 ページのオーディオエフェクトを追
加するまたは 188 ページのオーディオエフェクトを調整するを参照してください。

 • キーフレームを使って個々のコンポーネントのオーディオエフェクトを調整する。192 ページのキーフレームを
使ってオーディオエフェクトを調整するを参照してください。

マルチチャンネルオーディオ編集のワークフロー例については、179 ページのマルチチャンネルオーディオの編
集例を参照してください。

オーディオチャンネルを構成する
「Final Cut Pro」では、プロジェクトにオーディオクリップを読み込むか追加すると、クリップにデフォルトのチャン
ネル構成が割り当てられます。このチャンネル構成は変更可能です。たとえば、セリフが録音されたステレオのク
リップを 2 つのモノチャンネルに変換できます。

「Final Cut Pro」では、クリップでのチャンネルの構成方法に応じて、チャンネルが自動的にオーディオコンポーネ
ントにグループ化されます。詳しくは、156 ページのオーディオチャンネルとオーディオコンポーネントについてを参
照してください。

チャンネル構成を変更するだけでなく、オーディオコンポーネントを表示して聴いたり、クリップにオーディオコンポー
ネントを追加または削除したり、オーディオコンポーネントの名前を変更したりできます。
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チャンネル構成を変更する
構成できるチャンネルオプションの数は、ソースクリップまたは 合成クリップ に含まれているチャンネルの数によって
異なります。チャンネルは、次のようなさまざまな形式で構成できます：

 • モノラル：1 つのチャンネル。サラウンド・サウンド・セッティングで、サラウンドチャンネルにモノチャンネルを
割り当てることができます。

 • ステレオ：左右のチャンネル。

 • 5.1 サラウンド：左、センター、右、左サラウンド、右サラウンド、および重低音（サブウーファーバス）のチャ
ンネル。

 • 7.1 サラウンド：左、センター、右、左サラウンド、右サラウンド、左後方、右後方、および重低音（サブウー
ファーバス）のチャンネル。

「Final Cut Pro」では、7 個以上のサラウンドチャンネルを構成すると、再生時のチャンネルミックスは自動的に調
整されて 5.1 になります。

重要：チャンネル構成を変更すると、オーディオコンポーネント（適用されたエフェクト、無効にされた範囲、キー
フレーム調整、カスタム名など）に加えられたすべての調整と編集がリセットされます。

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ の「チャンネル構成」セクションで、「チャンネル」ポップアップメニューからオプショ
ンを選択します。

「オーディオ」インスペクタに、チャンネルがそれぞれ独自の波形を持つ別々のオーディオコンポーネントとして表示
されます。

サラウンドチャンネルが含まれるクリップで、モノラルチャンネルを特定のサラウンドチャンネルに割り当てたい場合
は、モノラルチャンネル波形を選択し、「チャンネル」ポップアップメニューからサラウンドチャンネルを選択します。

参考：複合クリップのチャンネル構成を変更するには、まず「チャンネル」ポップアップメニューで「イベントクリッ
プのレイアウトを使用」の選択を解除してから、別の構成を選びます。

構成をリセットするには、「リセット」ボタン  をクリックします。
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オーディオコンポーネントを表示して聴く

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ の「チャンネル構成」セクションで、クリップ名の横にある開閉用三角ボタンをクリッ
クしてそのオーディオコンポーネントを表示してから、コンポーネントを スキミング するか、スペースバーまたは J 
キー、K キー、L キーを押して再生します。 

Skim to preview.

オーディオコンポーネントを追加する／削除する
クリップのオーディオコンポーネントを追加または削除することができます。たとえば、使用されていないコンポーネ
ントをクリップから削除したり、アクティブでないアングルのコンポーネントを マルチカムクリップ のアクティブなア
ングルに追加したりしたい場合があります。

デフォルトでは、クリップ内のアクティブなオーディオコンポーネントはすべて、選択された状態で「オーディオ」イ
ンスペクタに表示され、クリップを展開してオーディオコンポーネントを「タイムライン」に表示するときと同じ順序
で表示されます。オーディオコンポーネントを表示する方法について詳しくは、156 ページのオーディオクリップの表
示方法を参照してください。

削除したオーディオコンポーネントは、「オーディオ」インスペクタでは淡色表示になりますが、「タイムライン」のク
リップのコンポーネント配置からは削除されます。

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ の「チャンネル構成」セクションで、クリップ名の横にある開閉用三角ボタンをクリック
して、クリップのオーディオコンポーネントを表示します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • コンポーネントを削除するには：コンポーネント波形の横にあるチェックボックスの選択を解除します。

 • コンポーネントを追加するには：コンポーネント波形の横にあるチェックボックスを選択します。

Select to add or remove 
an audio component.
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コンポーネントの名前を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「オーディオ」インスペクタの「チャンネル構成」セクションで：クリップ名の横にある開閉用三角ボタンをクリックし

てクリップのオーディオコンポーネントを表示してから、コンポーネントの名前をダブルクリックして新しい名前を入
力します。

Type a new audio 
component name 
in the field.

 m オーディオコンポーネントが展開表示されている「タイムライン」のクリップで：Control キーを押したままオーディ
オコンポーネントをクリックし、ショートカットメニューから「コンポーネント名を変更」を選択して、新しい名前を
入力します。

オーディオコンポーネントを表示する方法について詳しくは、156 ページのオーディオクリップの表示方法を参照し
てください。

重要：この後でチャンネル構成を変更すると、カスタムのオーディオコンポーネント名はすべて元の名前にリセットさ
れます。

ミキシングまたはポストプロダクションのために ロール をオーディオステムとして書き出すとき、チャンネル構成を
選択することもできます。詳しくは、185 ページのロールを使ってクリップを整理する／オーディオファイルを書き出
すを参照してください。書き出すファイルにソースファイルと異なるチャンネル構成を選ぶと、それらのチャンネルは
以下のように書き出されます：

 • ステレオソースをサラウンドとして書き出す場合：左右のチャンネルがサラウンドファイルの左右のチャンネルとし
て書き出されます。

 • サラウンドソースをステレオとして書き出す場合：サラウンドソースがステレオ（左チャンネルと右チャンネル）の
ミックスとして書き出されます。

 • ステレオソースまたはサラウンドソースをモノラルとして書き出す場合：ステレオソースまたはサラウンドソースが
モノラル（1 チャンネル）のミックスとして書き出されます。

音量を調節する
「ブラウザ」、「タイムライン」、「オーディオ」インスペクタ、または「変更」メニューから、オーディオクリップの音
量レベルを調節できます。「オーディオ」インスペクタまたは「変更」メニューから音量を調節する場合は、変更が
選択範囲全体に適用されます。部分的に調節したい場合は、クリップに キーフレーム を作成して、キーフレーム間
だけを調節できます。192 ページのキーフレームを使ってオーディオエフェクトを調整するを参照してください。

オーディオメーターを使って、音量がピークレベルを超えていないことを確認できます（ピークレベルを超えると音
が歪むことがあります）。

67% resize factor



 第 8 章    オーディオを編集する 172

「タイムライン」で音量を調節する

 m 音量コントロール（オーディオ波形 を横切る線）を上下にドラッグします。

ドラッグ中は、dB 単位でレベルが表示され、操作に合わせて波形の形が変わります。

Volume control

2 つのキーフレーム間の音量を調節する場合は、音量の線が斜めになり、キーフレーム間で音量が変化することが
示されます。

「変更」メニューまたはキーボードから音量を調節する

 1 「タイムライン」で、1 つ以上のオーディオクリップまたはオーディオが含まれているビデオクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 音量を＋ 1dB または－ 1dB ずつ調整するには：「変更」＞「音量を調節」と選択し、「上」または「下」を
選択するか、Control ＋キャレット（^）キーまたは Control ＋ハイフン（-）キーを押します。

 • 絶対 dB 値を使用して音量を調整するには：「変更」＞「音量を調節」＞「絶対」と選択します（または Control 
＋ Option ＋ L キーを押します）。

「ダッシュボード」ディスプレイが変化して絶対 dB が表示されます。

To change the volume, type 
a positive or negative dB value.

Click to change to 
Relative volume.

プラスまたはマイナス値を入力すると絶対音量が変化します。選択範囲全体の音量が特定の dB レベルに設定さ
れ、キーフレーム調整が削除されます。 

 • 相対 dB 値を使用して音量を調整するには：「変更」＞「音量を調節」＞「相対」と選択します（または Control 
＋ L キーを押します）。

「ダッシュボード」ディスプレイが変化して相対 dB が表示されます。

To change the volume, type 
a positive or negative dB value.

Click to change to 
Absolute volume.

プラスまたはマイナス値を入力すると相対音量が変化します。音量は選択範囲全体に同じ量で調整されます。
フェードやその他のキーフレーム調整は変化しません。

複数のクリップを選択すると、すべてのクリップの音量が調節されます。
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「オーディオ」インスペクタで音量を調節する

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」で、1 つ以上のオーディオクリップまたはオーディオが含まれるビデオクリップ
を 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「音量」フィールドに値を入力します。

複数のクリップを選択すると、すべてのクリップの音量が入力した値に設定されます。

 • 音量を上げる場合は右、下げる場合は左に「音量」スライダをドラッグします。

複数のクリップを選択すると、すべてのクリップの音量が各クリップの元の音量に相対的に調節されます。

Volume slider

選択した領域全体の音量を自動的に調節する
「タイムライン」でクリップの音量を調節する場合は、「範囲選択」ツールを使って、選択した範囲全体に自動的に
キーフレームを追加できます。

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから「範囲選択」を選択します（または R キーを押します）。

ポインタが「範囲選択」ツールのアイコン  に変わります。 

 3 音量を調節したい領域を横切ってドラッグします。

 4 コントロールの横線を上下にドラッグして、範囲内のボリュームを調整します。

範囲内の調整ポイントに沿ってキーフレームが自動的に作成されます。

すべての音量調節をリセットする

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」で、オーディオクリップまたはオーディオが含まれるビデオクリップを 選択 しま
す。

 2 「オーディオ」インスペクタ の「ボリュームとパン」セクションにある「リセット」ボタン  をクリックします。
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オーディオをフェードイン／フェードアウトする
「“Final Cut Pro”」には、クリップまたはオーディオコンポーネントのオーディオに フェードイン またはフェードア
ウトをかける方法がいくつか用意されています：

 • トランジション中の自動クロスフェード：「Final Cut Pro」でオーディオが関連付けられているビデオクリップにト
ランジションを追加すると、オーディオにクロスフェードトランジションが自動的に適用されます。ビデオからオー
ディオを切り離すか展開した場合は、オーディオはビデオトランジションの影響を受けません。212 ページのプロ
ジェクトにトランジションを追加するを参照してください。

 • クロスフェード：クリップの オーディオ波形 をトリムするときに、編集ポイントにクロスフェードを適用できます。
121 ページのトリミングの概要を参照してください。

 • フェードハンドル：「タイムライン」でフェードハンドルを使って、クリップまたはオーディオコンポーネントのオー
ディオにすばやくフェードイン／フェードアウトをかけることができます。フェードハンドルは、クリップの上にポイ
ンタを置くと、オーディオ波形の左上隅または右上隅に表示されます。

Fade handle Fade handle

オプションを選択してフェードの形を変更することもできます。フェードの形を変更すると、フェードのサウンドが
変更されます。

参考：フェードハンドルを使ってフェードをかけると、トランジションによって作成されたクロスフェードが無効に
なります。

フェードハンドルを使ってフェードをかける

 m クリップ内でフェードを開始または終了したい位置までフェードハンドルをドラッグします。

クリップの先頭にあるフェードハンドルではフェードインが作られ、末尾にあるフェードハンドルではフェードアウトが
作られます。

Fade-in Fade-out

フェードではクリップの音量設定が考慮されます。たとえば、クリップ開始時点の音量を下げた場合、フェードインを
かけると、音量が無音（－∞ dB）からそのレベルまで上がります。
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フェードハンドルを使って手動でクロスフェードを作成する

 1 「タイムライン」で 2 つの隣接するクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオ／ビデオを展開」と選択します
（または Control ＋ S キーを押します）。

クリップが展開表示されます。

 2 1 つ目のクリップの終点を右にドラッグし、2 つ目のクリップの始点を左にドラッグして、クリップのオーディオ部分が
重なるようにします。

参考：重なったオーディオが目的の長さになるように調整してください。

 3 各クリップのフェードハンドルを、フェードを開始および終了したい位置までドラッグします。

Crossfade Fade handle

各クリップのフェードの形を変更するには、以下の手順に従ってください。
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フェードハンドルの使用時にフェードの形を変更する

 m Control キーを押したままフェードハンドルをクリックし、ショートカットメニューからフェードオプションを選択します：

 • 線形状：フェード全体にわたって一定の変化率を維持します。

 • S 字カーブ：中点が 0dB のフェードインとフェードアウトを緩やかにします。

 • +3dB：高速で開始した後、終点に向かって低速で移動します。高速フェードには、これが最も便利な設定です。

 • -3dB：低速で開始した後、終点に向かって高速で移動します。これはデフォルトの設定で、2 つの隣接するクリッ
プ間をクロスフェードするときに自然な音量を維持するために最適です。

トランジションクロスフェードのフェードの形を変更する

 1 「タイムライン」でトランジションを 選択 し、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択します（または Command ＋ 4 キーを押します）。

 • ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「トランジション」インスペクタの「オーディオクロスフェード」セクションで、「フェードイン」または「フェードア
ウト」ポップアップメニューからフェードオプションを選択します。

 • 線形状：フェード全体にわたって一定の変化率を維持します。

 • S 字カーブ：中点が 0dB のフェードインとフェードアウトを緩やかにします。

 • +3dB：高速で開始した後、終点に向かって低速で移動します。高速フェードには、これが最も便利な設定です。

 • -3dB：低速で開始した後、終点に向かって高速で移動します。これはデフォルトの設定で、2 つの隣接するクリッ
プ間をクロスフェードするときに自然な音量を維持するために最適です。

オーディオのパンを設定する
オーディオのパンを設定して、ステレオまたはサラウンドのスペクトラムに音を分配し、バランスを整えたり特殊効果
を出したりできます。たとえば、ステレオクリップの右チャンネルの音を増やしたり、サラウンドクリップのセンター
チャンネルの音を減らしたりできます。

「Final Cut Pro」にはサラウンド・サウンド・デコーダが組み込まれています。これを使って、「オーディオ」イン
スペクタからクリップに適用できるステレオとサラウンドのプリセットのパンモードを選択できます。パンモードのプリ
セットを使って、ステレオのソースコンテンツからサラウンドサウンドのフィールドを動的に再作成できます。
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参考：オーディオメーターにサラウンドチャンネルを表示するときは、プロジェクトのオーディオ／レンダリング特性
をサラウンドに設定していることを確認してから、ステレオコンテンツをサラウンドチャンネルにデコードしてくださ
い。詳しくは、87 ページのプロジェクトの設定を変更するを参照してください。

「オーディオ」インスペクタでパンのモードを変更すると、その設定が選択範囲全体に適用されます。部分的に調整
したい場合は、「オーディオ・アニメーション・エディタ」または「オーディオ」インスペクタでキーフレームを追加
してから、「オーディオ」インスペクタでそれらを調整できます。

ステレオのオーディオのパンを設定する

 1 オーディオクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ で、「パンモード」ポップアップメニューから「ステレオ（左右）」を選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行ってサウンドを左右に移動します：

 • 「パンの量」フィールドに値を入力します。

 • 「パンの量」スライダを左右にドラッグします。

サラウンドサウンドのオーディオのパンを設定する

 1 オーディオクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ で、「パンモード」ポップアップメニューから以下のいずれかのオプションを選択します：

 • 基本サラウンド：信号をそのデフォルトチャンネルに配置します（ステレオ信号は左または右チャンネル、モノラ
ル信号はセンターチャンネル）。「パンの量」スライダを設定することで、信号の一部がほかのチャンネルに分配
されます。－ 100 （左側チャンネル）から 100 （右側チャンネル）まで調整できます。

 • スペースを作成：サラウンドスペクトラムに信号を分配します。センターおよび左右フロントチャンネルに信号をよ
り多く配置します。この設定は、ステレオのソースから汎用のサラウンドミックスを作成する場合に便利です。「パ
ンの量」スライダの設定は、0（エフェクトなし）から 100（全サラウンドフィールド）まで調整できます。

 • ダイアログ：サラウンドスペクトラムのセンターチャンネルに信号をより多く配置してパン位置を調整し、直接音
をセンターにし、周囲の音をほかのチャンネルに分配します。この設定は、ナレーターやセリフの入ったクリップ
に最適です。「パンの量」スライダの設定は、0（エフェクトなし）から 100（センターチャンネルまでのすべて
のサウンド）まで調整できます。

 • ミュージック：ステレオミックス信号をサラウンドスペクトラムに均等に分配します。この設定は、ステレオミュー
ジックをサラウンドミックスに変換する場合に最適です。「パンの量」スライダの設定は、0（エフェクトなし）か
ら 100（全サラウンドフィールド）まで調整できます。

 • アンビエンス：サラウンドスペクトラムのサラウンドチャンネルに信号をより多く、フロントおよびセンターチャン
ネルに信号をより少なく配置するように、パンします。この設定は、雑踏のざわめきのような屋外環境などのエ
フェクトの場合に便利です。「パンの量」スライダの設定は、0（エフェクトなし）から 100（全サラウンドフィー
ルド）まで調整できます。

 • 円形：聴く人の頭の周りで蜂がブンブンいっているように、サラウンドスペクトラムの周囲の円形のサウンドのパ
ン位置を調整します。「パンの量」スライダで、聴く人に対する方向（－ 180 度～ 180 度）を調整します。

 • 回転：聴く人が回転しているかのように、サラウンドスペクトラムの周りにパン位置を調整します。「パンの量」ス
ライダで、聴く人の回転角度（－ 180 度～ 180 度）を調整します。

 • 後方から前方：サラウンドスペクトラムの後方から前方に沿ってパンします。「パンの量」スライダの設定は、－ 
100（後方）から 100（前方）まで調整できます。

 • 左サラウンドから右前方：サラウンドスペクトラムの左サラウンドから右前方に沿ってパンします。「パンの量」ス
ライダの設定は、－ 100（左サラウンド）から 100（右前方）まで調整できます。

 • 右サラウンドから左前方：サラウンドスペクトラムの右サラウンドから左前方に沿ってパンします。「パンの量」ス
ライダの設定は、－ 100（右サラウンド）から 100（左前方）まで調整できます。
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 3 パンの量を調整したい場合は、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「パンの量」フィールドに値を入力します。

 • 「パンの量」スライダを左右にドラッグします。

「パンの量」の設定は、選択するパンモードによって異なります。

サラウンドパンナーを使ってサラウンドサウンドを調整する
「オーディオ」インスペクタ で、サラウンドパンナーを使ってサラウンド・サウンド・フィールドを変更したり、スライ
ダを使って詳細な調整を行うことができます。

サラウンドパンナーでは、サウンドが実際のサラウンド・サウンド・スピーカー・セッティングの状態を表すコントロー
ルを動かすことによって、パンのレベルを変更できます。

 1 「パンモード」ポップアップメニューからサラウンドのプリセットを選択します。

 2 サラウンドパンナーを開くには、「オーディオ」インスペクタの「ボリュームとパン」セクションで「サラウンドパン
ナー」の横にある開閉用三角ボタンをクリックします。

Click to display the 
Surround Panner.

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • サラウンドパンナーで調整を行うには：サラウンドフィールド内のコントロールをドラッグして、スピーカーアイコ
ンで表されたサラウンドチャンネル（左、センター、右、左サラウンド、右サラウンド）との距離を調整します。
スピーカーアイコンをクリックすると、オン／オフが切り替わります。

Drag to move the 
sound source.

コントロールを中心の位置に戻すには、コントロールをダブルクリックします。

 • 詳細な調整を行うには：サラウンドパンナーの下にある「詳細」開閉用三角ボタンをクリックし、以下のパラメー
タのスライダを左右にドラッグします：

 • オリジナル／デコード：オリジナル信号とデコード信号のバランスを調整します。このスライダは、–100（オリ
ジナル信号のみ）から 100（デコードのセンター信号およびサラウンド信号のみ）まで調整できます。0 は、オ
リジナル信号とデコード信号のバランスが均等に取れている状態です。
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 • アンビエント／ダイレクト：デコードのサラウンド信号およびセンター信号のバランスを調整します。このスライ
ダは、–100（サラウンド信号のみ）から 100（センター信号のみ）まで調整できます。0 は、センター信号と
サラウンド信号のバランスが均等に取れている状態です。

 • サラウンド幅：デコードのサラウンド信号の幅（dB）を指定します。0 dB は、センター信号とサラウンド信号
が完全に分離していて、各サラウンド信号がモノラルになっている状態です。左右のサラウンド信号でステレオ
エフェクトを増加させるには、パラメータ値を増加させます。これにより、一部のセンターチャンネルの信号が
サラウンドチャンネルに移ります。

 • LFE バランス：低周波数エフェクト（サブウーハー）信号を、–1（LFE チャンネルに信号を送信しない）から 
1（すべての信号を LFE チャンネルに送信）まで調整できます。スライダが 0 のときは、信号は 5 つのチャン
ネルおよび LFE チャンネルに均等に分配されます。

 • 回転：すべてのサラウンド信号を左右に回転させます。スライダが左端または右端（それぞれ –180 度または 
180 度）にあるときは、サラウンド信号はセンターチャンネルに回転し、センター信号はサラウンドチャンネル
に回転します。0 度（スライダの中心）では、回転は発生しません。

 • ステレオスプレッド：左右のチャンネル、センタースピーカー、およびサラウンドスピーカーのステレオエフェク
トを調整します。

 • 減衰／奥行き：パンエフェクトの適用の仕方を調整します。0 は、ソース信号が減衰します（オリジナルチャン
ネル信号が大きく柔らかくなりますが、ほかのチャンネルには移りません）。100 では、ソース信号に奥行きが
生まれます（オリジナルチャンネル信号の音量は変化しませんが、パンの方向に信号がほかのチャンネルに移
ります）。

 • センターバランス：サラウンド信号およびセンター信号のバランスを調整します。このスライダは、-100（すべ
てのセンター信号をサラウンドチャンネルに送信）から 100（すべてのサラウンド信号をセンターチャンネルに
送信）まで調整できます。0 は、センターチャンネルとサラウンドチャンネルのバランスが均等に取れている状
態です。

詳細なパラメータに調整を行うと、「パンモード」に編集済みであることが示されます。

パン調整をリセットする

 m 編集したパンモードをリセットするには：「パンモード」ポップアップメニューから別のサラウンドのプリセットを選択

します。「パンの量」スライダに影響はありません。

 m 調整をサラウンドパンナーのみにリセットするには：「オーディオ」インスペクタ の「サラウンドパンナー」セクショ
ンにある「リセット」ボタン  をクリックします。

 m すべての調整をリセットするには：「オーディオ」インスペクタ の「ボリュームとパン」セクションの上部にある「リ
セット」ボタン  をクリックします。

オーディオメーターを使って、ステレオおよびサラウンドサウンドのチャンネルレベルをモニタリングできます。

マルチチャンネルオーディオの編集例
「Final Cut Pro」でマルチチャンネルオーディオを編集するワークフローの例をいくつか紹介します。

例：特定のオーディオコンポーネントから不要なノイズを取り除く

参考：個々の オーディオコンポーネント のオーディオをスキミングするには、クリップスキミングとオーディオスキミ
ングの両方がオンになっていることを確認します。詳しくは、78 ページのメディアをスキミングするを参照してくだ
さい。
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 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントを展開」と選択します（または 
Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

Audio components

 2 オーディオコンポーネントをスキミングするか再生して、ノイズが発生している場所を見つけます。

 3 コンポーネント内をドラッグして、ノイズが発生している 範囲 を選択します。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • コンポーネント内でノイズが発生している部分を無効にするには：V キーを押します（または Delete キーを押し
ます）。

選択範囲を無効にすると、その範囲に含まれるすべての音がミュートされます。選択範囲のミュートを解除する
（有効にする）には、V キー（または Command ＋ Z キー）を押します。

参考：オーディオコンポーネント内の範囲を無効にすると、無効にした範囲の左右いずれかの側でフェードハンド
ルが有効になります。フェードハンドルについて詳しくは、174 ページのオーディオをフェードイン／フェードアウ
トするを参照してください。
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 • 選択範囲の音量を調節するには：横線のコントロールを上または下にドラッグします。

範囲内の調整ポイントに沿ってキーフレームが自動的に作成されます。

 5 クリップを再生して、調整の具合を確認します。

 6 調整が完了した後、オーディオコンポーネントをしまうには、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントをしまう」と
選択します（または Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

例：オーディオコンポーネント内のオーディオをトリミングする 
 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントを展開」と選択します（または 

Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

Audio components

 2 トリミングしたい オーディオコンポーネント の端にポインタを置きます。

ポインタが「トリム」ツールのアイコン  に変わります。

 3 ドラッグしてその部分をトリミングします。

トリミングされた部分が無効になり（そのセクションのすべての音がミュートになり）、「タイムライン」では淡色表示
になります。
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トリミングを取り消すには、Command ＋ Z キーを押します。

 4 クリップを再生して、調整の具合を確認します。

 5 調整が完了した後、オーディオコンポーネントをしまうには、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントをしまう」と
選択します（または Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

例：すべてのオーディオコンポーネントをロール編集する

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントを展開」と選択します（または 
Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

Audio components

 2 ロール編集したいクリップのオーディオ部分の端にポインタを置きます。

ポインタが「トリム」ツールのアイコン  に変わります。

 3 Shift キーを押したままドラッグして、クリップのオーディオ部分の編集点をロールバックします。

編集点が新しい位置にロールし、クリップの末尾でオーディオがカットされます。クリップのビデオ部分は変更されま
せん。

編集を取り消すには、Command ＋ Z キーを押します。
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 4 クリップを再生して、調整の具合を確認します。

 5 調整が完了した後、オーディオコンポーネント をしまうには、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントをしまう」
と選択します（または Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

例：マルチカムクリップのオーディオコンポーネントを追加する／削除する
複数の オーディオコンポーネント を含むマルチカムクリップを作成する場合は、「アングルビューア」または「オー
ディオ」インスペクタを使って、アクティブでないアングルのオーディオコンポーネントをアクティブなアングルに追加
することができます。これにより、アクティブ・ビデオ・アングルを維持しながら、さまざまなソースクリップのオー
ディオをマルチカムクリップに簡単に追加できます。オーディオコンポーネントをアクティブアングルから削除して、
不要なまたは使用されていないオーディオを除去することもできます。

開始する前に、「オーディオ」インスペクタを使って、「ブラウザ」でソースクリップのオーディオコンポーネントのチャ
ンネル構成に調整を加えることができます。詳しくは、168 ページのオーディオチャンネルを構成するを参照してく
ださい。

 1 「ブラウザ」から「タイムライン」にマルチカムクリップをドラッグします。

 2 「アングルビューア」を開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「ビューアの表示」＞「アングルを表示」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ 7 キー
を押します）。

 • 「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューから「アングルを表示」を選択
します。

アクティブアングルが黄色で強調表示されます。

Active angle 
in the Angle Viewer

 3 「アングルビューア」でオーディオのみの切り替えを有効にするには、左上隅にある一番右の切り替えモードボタン
をクリックします。

Click to enable 
audio-only switching.
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 4 「オーディオ」インスペクタを開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択し（または Command ＋ 4 キーを押し）、「インスペクタ」パネ
ルの上部にある「オーディオ」ボタンをクリックします。

 • ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、「インスペクタ」パネルの上部にある「オーディ
オ」ボタンをクリックします。

「アングルビューア」のアクティブアングルに対応するオーディオが、「オーディオ」インスペクタの「チャンネル
構成」セクションで強調表示されます。

 5 アクティブアングルのオーディオコンポーネントを表示するには、アクティブアングルのソースクリップ名の横にある
開閉用三角ボタンをクリックします。 

Click to reveal audio components 
for the active angle.

 6 アクティブでないアングルのオーディオコンポーネントを追加するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「アングルビューア」で：Command キーと Option キーを押したまま、アクティブでないアングルをクリックし
ます。

 • 「オーディオ」インスペクタで：追加したい各オーディオコンポーネントの横にあるチェックボックスを選択します。
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この例では、オーディオを追加したアングルが「アングルビューア」で緑で強調表示され、追加したオーディオコン
ポーネントが「オーディオ」インスペクタで強調表示されています。

Audio components 
added to the active angle

Audio components 
added to the active angle

追加したオーディオコンポーネントは、「タイムライン」のマルチカムクリップのコンポーネント配置にも表示されま
す。（オーディオコンポーネントを展開表示するには、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントを展開」と選択す
るか、Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

Audio components 
added to the Timeline

 7 アクティブアングルからオーディオコンポーネントを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「アングルビューア」で：Command キーと Option キーを押したまま、オーディオを削除したいアングル（緑
で強調表示されています）をクリックします。

 • 「オーディオ」インスペクタで：削除したいオーディオコンポーネントの横にあるチェックボックスの選択を解除し
ます。

削除されたコンポーネントは「オーディオ」インスペクタで淡色表示になり、アングルは「アングルビューア」で緑
で強調表示されなくなります。コンポーネントは、「タイムライン」のマルチカムクリップのコンポーネント配置から
も消えます。

ロールを使ってクリップを整理する／オーディオファイルを書き出す
「Final Cut Pro」では、クリップの読み込み時に、すべてのクリップのオーディオ部分にオーディオロール（「ダイア
ログ」、「ミュージック」、または「エフェクト」）が割り当てられます。

ロールを割り当てると、クリップをオーディオのタイプ別に簡単に整理できますが、最大の利点は、すべてのダイア
ログクリップ、ミュージッククリップ、またはエフェクトクリップの個別のファイル（メディアステムと呼ばれます）を
「Final Cut Pro」から簡単に書き出せるようになることです。この処理は、放送の仕様に合わせたファイルを配信
するときや、ミキシングまたはポストプロダクションのためにステムを引き渡す場合によく使用されます。
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ロールは以下のワークフローに使用できます：

 • ロールの割り当てを変更する：「タイムラインインデックス」、「ブラウザ」、「情報」インスペクタ、または「変更」
メニューで、クリップのロールの表示と割り当ての変更ができます。「情報」インスペクタを使用するか、オーディ
オコンポーネントが含まれるクリップが「タイムライン」に表示されているときに「変更」メニューを使用して、
オーディオコンポーネント のロールの表示と割り当ての変更を行うこともできます。313 ページのロールを表示す
る／割り当てを変更するを参照してください。また、カスタムロールおよびサブロールを作成してクリップをさら
に整理することもできます。 

 • クリップをロール別に表示する／整理する：「タイムラインインデックス」で、クリップをロール別に整理したり、
ロールのオン／オフを切り替えたり、「タイムライン」での表示でクリップを強調表示したりしまったりできます。
たとえば、すべてのダイアログクリップを簡単に識別し、ほかのオーディオクリップから切り離して再生することが
できます。319 ページの「タイムライン」でクリップをロール別に表示する を参照してください。

 • メディアステムを書き出す：ロールをメディアステムとして結合済みのマルチトラック QuickTime ファイルに書
き出すか、個別のオーディオファイルおよびビデオファイルとして書き出すことができます。書き出し処理の際に、
オーディオチャンネルにモノラル、ステレオ、またはサラウンドの出力を割り当てることができます。390 ページ
のプロジェクトの共有の概要を参照してください。

オーディオエフェクトを追加する／調整する

オーディオエフェクトを追加する
オーディオの処理には、「“Final Cut Pro”」の内蔵オーディオ補正機能に加えて、64 ビットの OS X 内蔵および
他社製の AU（Audio Units）エフェクトを利用できます。

さらに「Final Cut Pro」には、幅広い種類のカスタム・オーディオ・エフェクトとプロレベルの Logic エフェクト
も付属しています。これらは、デジタル信号処理（DSP）エフェクトおよびプロセッサで、録音済みのオーディオや
オーディオソースの音をリアルタイムで色付けしたり整えたりできます。

よく使うオーディオ処理オプションには、ノイズリダクション、ピッチ 補正、EQ、ダイナミックプロセッサ、リバーブ 
などがあります。より高度な機能には、ディレイ、モジュレーション、ディストーション、低音補正、タイム変更プロ
セッサおよびユーティリティなどがあります。「Final Cut Pro」に付属するカスタムエフェクトの中には、複数のエ
フェクトを組み合わせて、大聖堂といった特定の音響環境を再現するものもあります。

エフェクトは、個々のクリップと 複合クリップ のどちらにも追加できます。エフェクトを追加したら、「オーディオ」イ
ンスペクタで設定を調整できます。

クリップにオーディオエフェクトを追加する

 1 ツールバーの「エフェクト」ボタンをクリックします。

 2 「エフェクトブラウザ」でオーディオエフェクトを選択します。選択時に以下の機能を実行できます：

 • 「タイムライン」で現在選択しているクリップのオーディオを使ってエフェクトをプレビューするには：オーディオエ
フェクトのサムネール上でポインタを動かします。

 • 基本コントロールを変更したときのエフェクトをプレビューするには：Option キーを押したまま、オーディオエ
フェクトのサムネール上でポインタを動かします。

 • 表示されるエフェクトの種類を絞り込むには：「エフェクトブラウザ」の検索フィールドにテキストを入力します。
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 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」で、エフェクトをオーディオクリップ（またはオーディオが含まれるビデオクリップ）にドラッグし
ます。

 • エフェクトのアイコンをダブルクリックして、選択されているクリップに適用します。

「オーディオ」インスペクタ と「オーディオ・アニメーション・エディタ」の「エフェクト」セクションにエフェクトが
表示されます。これでエフェクトを調整できます。

クリップのエフェクトを無効にする
クリップにオーディオエフェクトが適用されている場合は、「オーディオ」インスペクタ または「オーディオ・アニメー
ション・エディタ」でそのエフェクトを無効にすることができます（設定は維持されます）。

 1 「タイムライン」で、エフェクトが適用されたクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで、エフェクトを選択し、青いチェックボックスをクリック
します。

 • 「オーディオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトを選択し、緑のチェックボックスをクリックします。

クリップエフェクトを削除する
クリップにオーディオエフェクトが適用されている場合は、「オーディオ」インスペクタ または「オーディオ・アニメー
ション・エディタ」でそのエフェクトをクリップから削除することができます。

 1 「タイムライン」で、エフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで、エフェクトを選択し、Delete キーを押します。

 • 「オーディオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトを選択し、Delete キーを押します。

エフェクトの順序を変更する
クリップにオーディオエフェクトが適用されている場合は、「オーディオ」インスペクタ または「オーディオ・アニメー
ション・エディタ」での表示順を変更することができます。

 1 「タイムライン」で、エフェクトを追加したクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで、エフェクトを上下にドラッグします。

 • 「オーディオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトを上下にドラッグします。

クリップのすべてのエフェクトをほかのクリップにコピーする
クリップに適用されたエフェクトとその設定を別のクリップにコピーできます。この機能は、クリップのエフェクトを調
整した後、それをそのままほかのクリップに適用したい場合に特に便利です。 

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを押し
ます）。

 2 エフェクトのコピー先クリップを 1 つ以上選択して、「編集」＞「エフェクトをペースト」と選択します（または 
Option ＋ Command ＋ V キーを押します）。

クリップに複数のエフェクトが適用されている場合は、すべてのエフェクトと設定がほかのクリップにも適用されま
す。
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選択したクリップのパラメータをほかのクリップにコピーする
クリップのオーディオパラメータ（設定やエフェクトなど）をほかのクリップにコピーできます。たとえば、パン設定
や、クリップに追加したエフェクトなどを、キーフレーム 調整を含めてコピーできます。

この機能では、適用するクリップパラメータを選択できます。

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを押し
ます）。

 2 パラメータのコピー先クリップを 1 つ以上選択して、「編集」＞「パラメータをペースト」と選択します（または Shift 
＋ Command ＋ V キーを押します）。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • コピー元クリップのすべてのオーディオパラメータを適用するには：「オーディオパラメータ」チェックボックスを選
択します。

 • パラメータを個別に適用するには：適用したい各パラメータのチェックボックスを選択します。

 • コピー元クリップにキーフレーム調整を加えた場合：「キーフレーム」ポップアップメニューから、「タイミングを
保持」または「伸ばして合わせる」を選択します。「伸ばして合わせる」を選択すると、コピー先クリップの継続
時間に合わせてキーフレームの時間が調整されます。

 4 「ペースト」をクリックします。

「Final Cut Pro」に付属の Logic エフェクトについて詳しくは、「Final Cut Pro X Logic エフェクト」
（http://help.apple.com/finalcutpro-logice∂ects/mac）を参照してください。

オーディオエフェクトを調整する
「オーディオ」インスペクタ またはエフェクトウインドウのコントロールを使ってエフェクトのパラメータを調整でき 
ます。

Audio Unit エフェクトまたは Logic エフェクトを使用している場合は、エフェクトウインドウを開くとインターフェ
イスを展開表示できます。

「Final Cut Pro」に付属の Logic エフェクトについて詳しくは、「Final Cut Pro X Logic エフェクト」
（http://help.apple.com/finalcutpro-logice∂ects/mac）を参照してください。
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オーディオエフェクトを調整する

 1 「タイムライン」で、エフェクトを調整したいクリップを選択します。

 2 「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで目的のエフェクトを見つけます。

Controls button

 3 エフェクトのパラメータを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • エフェクト名の右側にある「コントロール」ボタンをクリックして、詳細コントロールのある大きいウインドウを表
示します。

 • 「パラメータ」の横にある開閉用三角ボタンをクリックして、「オーディオ」インスペクタのコントロールを表示し
ます。

ヒント：「オーディオ」インスペクタまたは「オーディオ・アニメーション・エディタ」でキーフレームを使って、時
間の経過と共にエフェクトを変化させることもできます。

 4 エフェクトのパラメータを選択し、必要に応じて設定を調整します。「タイムライン」で スキマー を使用するかクリッ
プを再生して、調整をプレビューできます。

エフェクトの値をデフォルト設定に戻すときは、エフェクトの「リセット」ボタン  をクリックします。

エフェクトプリセットを使用する
Audio Units エフェクトおよび Logic エフェクトの多くには、狭い部屋や大聖堂の音響をシミュレートする リバー
ブ プリセットなど、特定の設定または環境に合わせた内蔵プリセットがあります。プリセットを使用すると、エフェク
トをすばやく簡単にプレビューしたり適用したりできます。

 1 「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで目的のエフェクトを見つけます。

 2 「プリセット」ポップアップメニューからプリセットを選びます。
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スキマー を使うか、「タイムライン」でクリップを再生すると、プリセットをプレビューできます。

エフェクトをデフォルト設定に戻すには、「プリセット」ポップアップメニューから「デフォルト」を選択します。

カスタムプリセットを編集する／保存する
エフェクトのコントロールを調整してプリセットのパラメータを編集できます。変更内容を保持したい場合は、カスタ
ムプリセットとして保存できます。

 1 「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで目的のエフェクトを見つけます。

 2 「プリセット」ポップアップメニューからプリセットを選びます。

 3 エフェクトのパラメータを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • エフェクト名の右側にある「コントロール」ボタンをクリックして、詳細コントロールのある大きいウインドウを表
示します。

 • 「パラメータ」の横にある開閉用三角ボタンをクリックして、「オーディオ」インスペクタのコントロールを表示し
ます。

 4 エフェクトのパラメータを選択し、必要に応じて設定を調整します。「タイムライン」で スキマー を使用するかクリッ
プを再生して、調整をプレビューできます。

プリセットのパラメータを調整すると、そのプリセットが編集済みであることが「プリセット」ポップアップメニューに
示されます。

Edited preset
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 5 編集したプリセットを保存するには、「プリセット」ポップアップメニューから「プリセットを保存」を選択して、新し
いプリセットの名前を入力します。

保存したプリセットは、「プリセット」ポップアップメニューに表示されます。

エフェクトをデフォルト設定に戻すには、「プリセット」ポップアップメニューから「デフォルト」を選択します。

カスタムプリセットを削除する

 1 「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで目的のエフェクトを見つけます。

 2 「プリセット」ポップアップメニューから「Finder にユーザプリセットを表示」を選択します。

 3 削除したいプリセットを Finder ウインドウで選択して、ゴミ箱にドラッグします。

カスタムプリセットが削除されると、そのプリセットは「プリセット」ポップアップメニューに表示されなくなります。
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キーフレームを使ってオーディオエフェクトを調整する
「Final Cut Pro」で キーフレーム を使って、クリップの途中で音やエフェクトがフェードインまたはフェードアウトす
るといった、時間の経過に伴う簡単な変化をオーディオに加えることができます。

クリップ内のいくつかのポイントにキーフレームを設定して、各ポイントのオーディオ補正またはエフェクトのパラ
メータ値を変更します。たとえば、音量を変えるためのキーフレームや、リバーブ またはディストーションといった
エフェクトを変えるためのキーフレームを設定できます。

クリップの音量を調節するためのキーフレームは、「タイムライン」で直接、または「オーディオ」インスペクタで設
定できます。「タイムライン」でその他のエフェクトのキーフレームを表示するには、「オーディオ・アニメーション・
エディタ」を表示する必要があります。

ビデオクリップのキーフレームについて詳しくは、255 ページのキーフレームを使ってビデオエフェクトを調整するを
参照してください。

クリップにキーフレームを追加する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」でクリップを 選択 して、「クリップ」＞「オーディオアニメーションを表示」と選択します（また
は Control ＋ A キーを押します）。

 • 「タイムライン」で Control キーを押したままクリップをクリックして、ショートカットメニューから「オーディオア
ニメーションを表示」を選択します。 

音量調節のためのキーフレームだけを追加する場合は、手順 4 に進みます。

「オーディオ・アニメーション・エディタ」では、エフェクトごとに、キーフレームを追加するための領域があります。

エフェクトによってはパラメータが複数あり、それぞれ個別にキーフレームを追加できます。これらのパラメータは、
「オーディオ・アニメーション・エディタ」でエフェクト名の横にある開閉用三角ボタンをクリックすると表示されま
す。また、「オーディオ」インスペクタ だけにコントロールが表示されるパラメータもあります。

 2 「オーディオ・アニメーション・エディタ」または「オーディオ」インスペクタの「エフェクト」セクションで、キー
フレームを追加したいエフェクトを選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オーディオ・アニメーション・エディタ」でパラメータを展開表示するには：開閉用三角ボタンをクリックし、ポッ
プアップメニューから個々のパラメータを選択するか、すべてのキーフレームを表示する場合は「すべて」を選択
します。

 • 「オーディオ」インスペクタでパラメータを展開表示するには：エフェクトの「パラメータ」の横に表示される開
閉用三角ボタンをクリックします。

67% resize factor



 第 8 章    オーディオを編集する 193

 4 各エフェクトパラメータについて、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オーディオ・アニメーション・エディタ」（または音量のみの場合はオーディオクリップ）で：エフェクトコントロー
ルの横線上で、Option キーを押したまま、キーフレームを追加したいポイントをクリックします（または Option 
＋ K キーを押します）。

音量調節のキーフレームが白いひし形で表示されます。

Keyframe marking where a change 
in volume level occurred

複数のパラメータがあるエフェクトの場合は、選択したパラメータのキーフレームが白いひし形で表示され、そ
の他のパラメータのキーフレームが灰色で表示されます。

エフェクトのポップアップメニューから「すべて」を選択した場合は、すべてのパラメータのキーフレームが白い
ひし形で表示されます。二重のひし形は、そのポイントに複数のパラメータのキーフレームが追加されているこ
とを示します。

 • 「オーディオ」インスペクタで：「タイムライン」でキーフレームを追加したいポイントに 再生ヘッド を移動し、
「キーフレーム」ボタンをクリックします（または Option ＋ K キーを押します）。

Keyframe button

キーフレームを追加すると、「キーフレーム」ボタンが黄色に変わります。これは、そのキーフレームの位置に現
在再生ヘッドがあることを示します。
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「タイムライン」で再生ヘッドを動かすと、「オーディオ」インスペクタで「キーフレーム」ボタンの横に矢印が表
示されます。これは、再生ヘッドのその矢印側にキーフレームがあることを示します。前のキーフレームに移動
するには、左向き矢印をクリックするか、Option ＋セミコロン（;）キーを押します。次のキーフレームに移動
するには、右向き矢印をクリックするか、Option ＋コロン（:）キーを押します。

Click an arrow to go to the 
previous or next keyframe.

 5 必要なだけキーフレームを追加します。

ヒント：キーフレームを 1 つ追加した後は、「タイムライン」で再生ヘッドを動かしてから、「オーディオ」インスペ
クタでエフェクトパラメータ（音量をキーフレームする場合は「音量」スライダ）を調整することで、別のキーフレー
ムを自動的に追加することができます。

選択した領域にキーフレームを自動的に追加する
「タイムライン」でクリップの音量を調節する場合は、「範囲選択」ツールを使って、選択した範囲全体にキーフレー
ムを自動的に追加できます。

「オーディオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトに開閉用三角ボタンが表示されている場合は、「選択」ツー
ルまたは「範囲選択」ツールを使って、選択した範囲全体にキーフレームを追加できます。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」でクリップを 選択 して、「クリップ」＞「オーディオアニメーションを表示」と選択します（また
は Control ＋ A キーを押します）。

 • 「タイムライン」で Control キーを押したままクリップをクリックして、ショートカットメニューから「オーディオア
ニメーションを表示」を選択します。 

音量調節のためのキーフレームだけを追加する場合は、手順 3 に進みます。

 2 エフェクトを選択し、「オーディオ・アニメーション・エディタ」で開閉用三角ボタンをクリックしてエフェクトを展開
します。

Disclosure button

67% resize factor



 第 8 章    オーディオを編集する 195

 3 「タイムライン」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 音量のみを調整する場合：ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから「範囲選択」を選択します（また
は R キーを押します）。

ポインタが「範囲選択」ツールのアイコン  に変わります。 
 • 「オーディオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトを調整する場合：ツールバーの「ツール」ポップアップメ
ニューから「選択」または「範囲選択」を選択します（または、「選択」の場合は A キー、「範囲選択」の場
合は R キーを押します）。

 4 音量またはエフェクトを調整したい領域を横切ってドラッグします。
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 5 エフェクトコントロールの横線を上下にドラッグして、範囲内の音量またはエフェクトを調整します。

範囲内の調整ポイントに沿ってキーフレームが自動的に作成されます。

「オーディオ・アニメーション・エディタ」でキーフレームを調整する
「オーディオ・アニメーション・エディタ」では、キーフレームを左右に動かすことができます。エフェクトに開閉用
三角ボタンが表示されている場合は、エフェクトを展開表示してキーフレームを上下に動かすことによってパラメー
タ値を変更できます。

 1 キーフレームを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 時間上の位置を変更するには、キーフレームを左右にドラッグします。

ドラッグ中に タイムコード 値が表示されます。
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 • エフェクトに開閉用三角ボタンが表示されている場合は、そのボタンをクリックして（またはエフェクトをダブルク
リックして）エフェクトを展開表示します。

Disclosure button

エフェクトを展開表示した状態で、キーフレームを上下にドラッグしてエフェクトのパラメータ値を変更します。

別のキーフレームを追加するには、エフェクトコントロール上で、Option キーを押したまま、キーフレームを追
加したいポイントをクリックします（または Option ＋ K キーを押します）。キーフレームを追加し、同時にエフェ
クトのパラメータの値を変更するには、Option キーを押したままエフェクトコントロールをクリックして、上下に
ドラッグします。

「オーディオ」インスペクタでキーフレームを調節する
多くのエフェクトでは、「オーディオ」インスペクタ を使って個々のキーフレームのパラメータ値を調整できます。

 1 キーフレームを選択するか、キーフレーム上に 再生ヘッド を移動して、「オーディオ」インスペクタでパラメータ値
を調整します。

 2 次のキーフレームの値を変更するには、次のキーフレームに移動して値を調整します。

「オーディオ・アニメーション・エディタ」で一度にすべてのキーフレームを調整する

 m Command キーと Option キーを押したまま、キーフレームまたはエフェクトコントロールのいずれかを上下にド
ラッグします。

すべてのキーフレームが同じ量で調整され、キーフレーム調整によって作成された元のシェイプが維持されます。 
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ただし、グラフの一番上または一番下までドラッグしてカーブを「平らに」すると、すべてのキーフレームで同じ値
が共有され、キーフレームの値はこの平らな状態のまま変化しません。

Before

After 

「オーディオ・アニメーション・エディタ」で一度に 1 つのエフェクトだけを表示する
「オーディオ・アニメーション・エディタ」を折りたたんで、一度に 1 つのエフェクトだけを表示できます。これは、
クリップに複数のエフェクトを適用していて、画面の領域を節約したいときに便利です。

 1 「クリップ」＞「アニメーションをソロにする」と選択します（または Control ＋ Shift ＋ V キーを押します）。

 2 「オーディオ・アニメーション・エディタ」で、表示されているエフェクトの名前の横にある開閉用三角ボタンをク
リックし、ポップアップメニューからエフェクトを選択します。

参考：「アニメーションをソロにする」をオンにした場合、「オーディオ・アニメーション・エディタ」ではエフェクト
を削除できません。

ソロをオフにするには、「クリップ」＞「アニメーションをソロにする」と選択します（または Control ＋ Shift ＋ 
V キーを押します）。

キーフレームを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「オーディオ・アニメーション・エディタ」でキーフレームを選択し、Option ＋ Shift ＋ Delete キーを押します。

 m 「オーディオ」インスペクタ で目的のキーフレームに移動し、「キーフレーム」ボタンをクリックします。

Keyframe button
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オーディオアニメーションを隠す
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」でクリップを 選択 して、「クリップ」＞「オーディオアニメーションを隠す」と選択します（または 
Control ＋ A キーを押します）。

 m 「オーディオ・アニメーション・エディタ」の左上隅にある閉じるボタン  をクリックします。

 m 「タイムライン」で Control キーを押したままクリップを選択して、ショートカットメニューから「オーディオアニメー
ションを隠す」を選択します。 

前述の作業に加え、複数のキーフレームを同時に操作することもできます。これはオーディオキーフレームにも、 
ビデオキーフレームの場合と同様に機能します。262 ページのキーフレームのグループを変更するを参照してくだ
さい。

異なる属性またはクリップ間で特定のキーフレームをコピーすることもできます。243 ページのキーフレームをコ
ピー＆ペーストするを参照してください。

オーディオのツールとテクニック

オーディオを補正する
「Final Cut Pro」には、クリップのオーディオの解析と補正に役立つ強力なツールがいくつか用意されています。以
下のものがあります：

 • ラウドネス：メインオーディオ信号のバランスを整えて、音がより均一に聞こえるようにします。

 • 背景ノイズ除去：背景ノイズを除去します。

 • ハム除去：50 Hz または 60 Hz でよく発生する電気的なハムノイズを除去します。

オーディオを解析し、「オーディオ補正」インスペクタを使用してラウドネス、背景ノイズ、ハムを調節できます。ク
リップの読み込み時にオーディオの問題を解析して修復することもできます。

「オーディオ」インスペクタの「オーディオ補正」セクションには次の項目もあります：

 • イコライゼーション：高音域（トレブル）、中音域、または低音域（バス）の周波数を補正します。

これらの補正はすべて、一般的なオーディオの問題を自動的に、または少しの操作だけで修正することを目的として
います。 

参考：クリップの読み込み時にオーディオの解析と修復機能を使用する場合は、オーディオに関する重大な問題だ
けが修正されます。クリップのオーディオにさほど重大でない問題がある場合は、クリップの読み込み後、「オーディ
オ」インスペクタの「オーディオ補正」セクションで「オーディオ解析」の横に黄色いマークが表示されます。これ
らの問題を修正するには、「オーディオ補正」インスペクタでオーディオを自動補正する必要があります。

オーディオを解析する

 1 「タイムライン」で、オーディオクリップまたはオーディオが含まれるビデオクリップを選択します。

 2 オーディオを解析するには、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「ウインドウ」＞「移動」＞「オーディオ補正」と選択します（または Command ＋ 8 キーを押します）。

 • ツールバーの「補正」ポップアップメニューから「オーディオ補正を表示」を選択します。

 • 「オーディオ」インスペクタ の「オーディオ補正」セクションで、「オーディオ解析」の横にある「オーディオ補
正」インスペクタボタン  をクリックします。（すでに何らかの調節が行われている場合は、ボタンの色が変わ
ります。）
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「オーディオ補正」インスペクタが表示されます。解析が終わると、各補正項目の横にあるインジケータによって結
果が示されます：

 • 赤いマークは、重大な問題があることを示します。

 • 黄色い三角形の警告は、潜在的な問題があることを示します。

 • 緑色のチェックマークは、問題がないことを示します。

 3 「オーディオ補正」インスペクタを閉じるには、戻るボタン  をクリックします。

補正項目の設定を自動または手動で変更して、問題を修正できます。 

オーディオを自動的に補正する
オーディオの自動補正機能を使って、ラウドネス、背景ノイズ、およびハムを解析および修正できます。

 1 「タイムライン」で、オーディオクリップまたはオーディオが含まれるビデオクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「変更」＞「オーディオを自動補正」と選択します。

 • ツールバーの「補正」ポップアップメニューから「オーディオを自動補正」を選択します。

 • 「オーディオ補正」インスペクタの下部にある「自動補正」ボタンをクリックします。

 3 「オーディオ補正」インスペクタを閉じるには、戻るボタン  をクリックします。 

解析後、補正項目の横に緑色のチェックマークが表示され、クリップの解析が完了したことが示されます。自動的に
修正が行われた場合は、詳細が表示されます。

修正が行われた補正項目の横には、補正が有効であることを示す青いチェックボックスが表示されます。チェックボッ
クスの選択を解除すると、補正を無効にできます。

補正を手動で行う
オーディオの解析後、補正を手動で行うことができます。

 1 「タイムライン」で、オーディオクリップまたはオーディオが含まれるビデオクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ補正」インスペクタを表示するには、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「ウインドウ」＞「移動」＞「オーディオ補正」と選択します（または Command ＋ 8 キーを押します）。

 • ツールバーの「補正」ポップアップメニューから「オーディオ補正を表示」を選択します。

 • 「オーディオ」インスペクタ の「オーディオ補正」セクションで、「オーディオ解析」の横にある「オーディオ補
正」インスペクタボタン  をクリックします。（調整を行うと、ボタンの色が変わります。）

67% resize factor



 第 8 章    オーディオを編集する 201

 3 補正を有効にするには、その項目のアイコンをクリックするかチェックボックスを選択します（補正が有効になってい
るときは、チェックボックスが青く表示されます）。

Blue checkbox

 4 必要に応じて、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ラウドネス」設定を変更するには：「量」および「均一性」の割合スライダをドラッグします。「量」スライダは
クリップの全体的なラウドネス（圧縮）を増減し、「均一性」スライダは影響を受けるダイナミックレンジを増減
します。

 • 「背景ノイズ除去」の割合を変更するには：「量」スライダをドラッグします。

 • ハムを除去するには：「ハム除去」の「50 Hz」または「60 Hz」を選択します。

 5 「オーディオ補正」インスペクタを閉じるには、戻るボタン  をクリックします。 

イコライゼーションを調整する

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ の「オーディオ補正」セクションで、「イコライゼーション」ポップアップメニューからイ
コライゼーションのプリセットを選択するか、「コントロール」ボタンをクリックして手動で調整を行います。

Controls button

Choose a preset from 
this pop-up menu.

クリップが別のクリップのように聞こえるようにしたい場合は、オーディオを合わせることができます。

オーディオとビデオを同期させる
「Final Cut Pro」では、プロジェクト内のオーディオクリップとビデオクリップを自動的に解析して同期できます。

たとえば、同じテイクで異なるソースに記録された 2 つのビデオクリップと 3 つのオーディオクリップがある場合、
「Final Cut Pro」で自動的にクリップを解析して同期し、「ブラウザ」に 1 つの新しいクリップとしてまとめること
ができます。「Final Cut Pro」では、追加された マーカー、タイムコード、ファイル作成日、オーディオコンテンツ
などの同期ポイントについて、クリップが解析されます。同期ポイントが見つからない場合は、各クリップの開始点
を基準に同期されます。
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同期処理を詳細に制御するために、カスタム設定を使用していくつかの異なるパラメータを調整できます。

Selected clips in the Browser

New clip containing synchronized clips

Synchronized
clip contents

Primary storyline
for the synchronized clip

Connected 
clips

クリップを自動的に同期する

 1 「ブラウザ」で、同期したいオーディオクリップまたはビデオクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「クリップ」＞「クリップを同期」と選択します（または Option ＋ Command ＋ G キーを押します）。

 • Control キーを押したまま、選択する項目をクリックし、ショートカットメニューから「クリップを同期」を選択し
ます。

 3 表示されるウインドウで、「同期したクリップ名」フィールドに同期クリップの名前を入力します。

 4 「イベント内」ポップアップメニューを使って、新しい同期クリップを作成する イベント を選択します。
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 5 オーディオ波形データを使ってクリップを同期する場合は、「同期にオーディオを使用」を選択します。 

このオプションを選択すると、オーディオ波形に基づいて同期が精密に調整されます。

Sync point

参考：オーディオ録音によっては、この機能での使用には適さないものもあります。このオプションを選択すると、
処理に時間がかかって、その間「Final Cut Pro」では編集ができなくなることがあります。

 6 自動設定が表示されていない場合は、「自動設定を使用」をクリックします。

自動設定が表示されます。

参考：デフォルトでは自動設定が表示されますが、前回同期クリップを作成したときにカスタム設定を使用した場合
は、そのカスタム設定が表示されます。

 7 「OK」をクリックします。

指定したイベントに新しい同期クリップが作成されます。

カスタム設定を使用してクリップを同期する

 1 「ブラウザ」で、同期したいオーディオクリップまたはビデオクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「クリップ」＞「クリップを同期」と選択します（または Option ＋ Command ＋ G キーを押します）。

 • Control キーを押したまま、選択する項目をクリックし、ショートカットメニューから「クリップを同期」を選択し
ます。

 3 表示されるウインドウで、「同期したクリップ名」フィールドに同期クリップの名前を入力します。

 4 「イベント内」ポップアップメニューを使って、新しい同期クリップを作成する イベント を選択します。

 5 カスタム設定を表示するには、「カスタム設定を使用」をクリックします。

カスタム設定が表示されます。

参考：デフォルトでは自動設定が表示されますが、前回同期クリップを作成したときにカスタム設定を使用した場合
は、そのカスタム設定が表示されます。
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 6 「同期」ポップアップメニューで、クリップを同期する方法を選択します：

 • 自動：クリップは自動的に同期されます。 

 • タイムコード：クリップに記録されたタイムコードに基づいてクリップが同期されます。クリップにタイムコードが
記録されている場合は、このオプションを選択してください。処理が最も速く、フレーム単位の最も高い精度が
得られます。

01:00:00:00

01:00:00:00 

01:00:00:00

01:00:00:00

Sync point

 • コンテンツの作成日：ビデオカメラまたはビデオ記録装置で記録された日時情報に基づいてクリップを同期しま
す。

12:59 PM

12:59 PM

12:59 PM

12:59 PM

Sync point

「コンテンツの作成日」オプションでは、秒単位の精度でクリップが同期されます（ほとんどのビデオカメラで日時
情報の最小単位が秒であるためです）。この同期方法を選択する場合は、同期のフレームを正確にするために、
以下を行うことを検討してください： 

 •「同期にオーディオを使用」を選択します。（手順 7 を参照してください。）まず「コンテンツの作成日」が使
用されてから、さらに同期が微調整されます。

 • 同期を手動で調整します。（「同期クリップを手動で調整する／スリップする」を参照してください。）

参考：ソースクリップの「コンテンツの作成日」の日時は「ブラウザ」でいつでも変更できます。1 つまたは複
数のクリップを選択し、「変更」＞「コンテンツの作成日時を調整」と選択します。

 • 最初のクリップの先頭：各クリップの先頭フレームを同期点として使用します。 

Sync point

ヒント：「最初のクリップの先頭」オプションは、ソースクリップ内で 範囲選択 した部分のみを使用したい場合に
便利です。「ブラウザ」で、使用したい範囲に キーワード または「よく使う項目」のレートを追加してから、フィ
ルタまたは検索によってクリップを絞り込みます。この状態で同期クリップを作成すると、絞り込み表示されてい
るメディアだけが使用されます。
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 • クリップの最初のマーカー：各クリップの最初のマーカーを同期点として使用します。

Sync point

ヒント：このオプションでは、最初のマーカーによって、「同期にオーディオを使用」オプション（次の手順で説
明します）で微調整する領域を定義できます。そのため、マーカーを正確に配置する必要はありません。最終的
に自動オーディオ同期機能でクリップを正確に同期できる程度に合っていれば十分です。

 7 オーディオ波形データを使ってクリップを同期する場合は、「同期にオーディオを使用」を選択します。 

このオプションを選択すると、オーディオ波形に基づいて同期が精密に調整されます。

Sync point

参考：オーディオ録音によっては、この機能での使用には適さないものもあります。このオプションを選択すると、
処理に時間がかかって、その間「Final Cut Pro」では編集ができなくなることがあります。

 8 選択したクリップ内で最も小さいタイムコード値（デフォルト）とは異なる位置から同期クリップを開始したい場合は、
「開始タイムコード」フィールドにタイムコード値を入力します。

 9 同期クリップのビデオ設定を変更する場合は、「ビデオのプロパティ」セクションで「カスタム」を選択し、設定を
変更します。

参考：デフォルトでは、選択したクリップが分析され、クリップ間で最も共通するクリップ設定に基づいてビデオ設定
が決まります。

 10 同期クリップのオーディオ設定またはレンダリング設定を変更する場合は、「オーディオとレンダリングのプロパティ」
セクションで「カスタム」を選択し、設定を変更します。

 11 「OK」をクリックします。

定義したイベントに新しい同期クリップが作成されます。

同期クリップを手動で調整する／スリップする
同期クリップの調整（たとえば、同期をスリップすることで）が必要な場合があります。これは、「タイムライン」で
同期クリップのコンテンツを開くことで行います。 

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「クリップ」＞「タイムラインで開く」と選択します。

 • Control キーを押したまま同期クリップをクリックし、ショートカットメニューから「タイムラインで開く」を選択し
ます。

「タイムライン」にクリップの内容が表示されます。

67% resize factor



 第 8 章    オーディオを編集する 206

 3 同期クリップのコンテンツに調整を加えます。

同期クリップのコンテンツに、基本ストーリーライン 内のクリップと 1 つ以上の 接続されたクリップ が取り込まれま
す。接続されたクリップを左右にドラッグして基本ストーリーライン内のクリップに接続する位置を変更することで、同
期を調整またはスリップできます。詳しくは、101 ページのクリップを接続してカットアウェイショット、タイトル、同
期されたサウンドエフェクトを追加するを参照してください。

 4 終了したら、「タイムライン」の左上隅の左矢印をクリックしてください。変更が保存されて同期クリップのコンテン
ツが閉じます。

同期クリップが「ブラウザ」に表示されます。元のクリップは変更されません。すべての同期クリップを簡単に表示
するために、検索条件の 1 つとして「タイプ」検索カテゴリが「同期」に設定されたスマートコレクションを作成
できます。詳しくは、72 ページの検索をスマートコレクションとして保存するを参照してください。

同期したクリップに使用されないオーディオチャンネルが含まれる場合は、それらのチャンネルをオフにできます。
168 ページのオーディオチャンネルを構成するを参照してください。

オーディオのイコライゼーション設定を一致させる
「マッチオーディオ」機能では、イコライゼーション（EQ）を使って、選択したクリップのサウンドをほかのクリップ
と合わせることができます。この機能は、異なる環境で録音した複数のオーディオクリップの音を合わせたいときに
特に便利です。 

マッチオーディオ

 1 「タイムライン」で、変更したいクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「マッチオーディオ」と選択します。

 • 「オーディオ」インスペクタ の「オーディオ補正」セクションで、「イコライゼーション」ポップアップメニューから
「マッチ」を選択します。

 • ツールバーの「補正」ポップアップメニューから「マッチオーディオ」を選択します。

 3 音を合わせる基準となるクリップをクリックして選択します。

 4 「マッチを適用」をクリックします。

クリップのオーディオを合わせた後、「オーディオ」インスペクタの「オーディオ補正」セクションで設定を調整でき
ます。

オーディオの合わせを取り消す

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 「オーディオ」インスペクタ の「オーディオ補正」セクションで、「イコライゼーション」ポップアップメニューから
別のイコライゼーション設定を選択します。

すべてのイコライゼーションを取り消すには、「フラット」設定を選択します。
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クリップのリタイミング時にピッチを保持する
「Final Cut Pro」ではデフォルトで、クリップのリタイミング時に ピッチ が保持されます。そのため、クリップの再
生を速くしたらピッチが高くなり遅くしたら低くなるといったことはありません。クリップのリタイミングの前または後
に、この機能のオン／オフを切り替えることができます。

「ピッチを保持」のオン／オフを切り替える

 1 「タイムライン」で、速度を変更するクリップ全体またはクリップ内の特定の範囲を 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「ピッチを保持」を選択します。

コマンド名の左側にチェックマークが表示されているときは、「ピッチを保持」がオンになっています。オフにするに
は、「ピッチを保持」をもう一度選択します。
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トランジション、タイトル、エフェクト、ジェネレータの概要
プロジェクト内のビデオ、オーディオ、および写真に、特殊なエフェクトを簡単に追加できます。

「Final Cut Pro」には、いくつかの種類のエフェクトとコントロールが用意されています： 

 • トランジション：クリップ間に追加して、あるクリップから次のクリップへ切り替わる方法をコントロールするエフェ
クトです。209 ページのトランジションの概要を参照してください。

 • タイトル：プロジェクト内の任意の個所に追加するテキストです。218 ページのタイトルの概要を参照してくだ 
さい。

 • エフェクト：ビデオクリップやオーディオクリップに追加するエフェクトで、さりげないもの（フィルムの粒状ノイズ
や色補正などのビデオエフェクト、グラフィックイコライザなどのオーディオエフェクト）から大胆なもの（水滴の
波紋や昆虫の複眼などのビデオエフェクト、誇張したピッチシフトなどのオーディオエフェクト）まで、さまざまな
種類があります。エフェクトは大きく 2 種類に分けられます：

 • 内蔵エフェクト：ビデオクリップに、サイズ変更、移動、回転、トリム、歪み、クロップ、Ken Burns ズーム
効果を適用するための標準的なエフェクトです。「タイムライン」に追加したクリップにはこれらのエフェクトが
あらかじめ含まれるので、調整するだけで利用できます。226 ページの内蔵エフェクトの概要を参照してくだ
さい。

 • クリップエフェクト：ビデオクリップやオーディオクリップの問題を修正したり、見た目や音を華やかに演出した
りためのエフェクトです。238 ページのクリップエフェクトの概要を参照してください。

 • ジェネレータ：プロジェクトに追加できる、プレースホルダクリップ、タイムコードジェネレータ、カウントダウンタ
イマーなどの特殊な要素や、カラー、パターン、またはアニメートされた背景です。246 ページのジェネレータ
の概要を参照してください。

 • オンスクリーンコントロール：さまざまなエフェクトをカスタマイズするための、画面上に表示されるコントロール
です。250 ページのオンスクリーンコントロールの概要を参照してください。

 • ビデオアニメーション：クリップの再生中にエフェクト設定を変化させます。255 ページのビデオアニメーション
の概要を参照してください。

トランジション、タイトル、エフェクト、ジェ
ネレータを追加する
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エフェクトは、「タイムライン」内の任意のクリップに追加できます。追加した後（内蔵クリップの場合は調整した後）
は、「インスペクタ」、「ビューア」のオンスクリーンコントロール、「ビデオ・アニメーション・エディタ」と「オー
ディオ・アニメーション・エディタ」のコントロールを使って、エフェクトをカスタマイズできます。また、オーディ
ションを使ってエフェクトを複数バージョン作成して比べてみることもできます。

ほとんどのエフェクトとジェネレータは、「Final Cut Pro」と連携する Apple アプリケーション「Motion」で開く
ことができます。「Motion」でカスタマイズして、独自のバージョンとして保存できます。

参考：他社製のプラグインが使われている「Motion」で作成したトランジション、タイトル、エフェクト、または
ジェネレータを使う場合、Final Cut Pro システムにこのプラグインがインストールされていないと、Final Cut Pro 
プロジェクトが不正確または不完全にレンダリングされることがあります。このことが原因かどうかを調べるには、
「Motion」でテンプレートを開きます。オフラインの要素があれば警告ダイアログが表示されます。「Motion」で
テンプレートを開く方法について詳しくは、217 ページのMotion で独自のバージョンのトランジションを作成する、
245 ページのMotion で独自のバージョンのビデオエフェクトを作成する、または 249 ページのMotion で独自
のバージョンのジェネレータを作成するを参照してください。

トランジションを追加する／調整する

トランジションの概要
カットとカットの間にクロスディゾルブなどのトランジションエフェクトを追加すると、作品をさらに面白くすることが
できます。

トランジションを追加すると、指定した時間をかけて前のショットが次のショットに切り替わります。前のショットが終
わった時点で、次のショットが完全に現れます。時間をかけて切り替わるビデオトランジションとして代表的なものに
は 3 種類あります。フェード、クロスディゾルブ、および ワイプ です。

接続された ストーリーライン では、オーディオ編集にオーディオのみのトランジションを追加できます。適用できる
トランジションとして、フェードイン、フェードアウト、または クロスフェード があります。

参考：オーディオが関連付けられているビデオクリップにトランジションを追加すると、オーディオにクロスフェードト
ランジションが自動的に適用されます。ビデオからオーディオを切り離すか展開した場合は、オーディオはビデオト
ランジションの影響を受けません。
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トランジションの作成方法
トランジションでは、編集点の各側にあるクリップのビデオがオーバーラップします。1 秒間のトランジションの場合
は、左側のクリップの最後 1 秒間のビデオと右側のクリップの最初 1 秒間のビデオがオーバーラップします。編集点
にトランジションを適用すると、オーバーラップを作成するために、各クリップからの追加のビデオが使用されます。
このようなクリップの追加（未使用）部分を、メディアハンドルと言います。次のイメージは、各側にメディアハンド
ルがあるクリップと、開始側にメディアハンドル（追加ビデオ）がないクリップの例です。

Clip selected in the Browser

No start media handle

End media handleStart media handle

End media handle

メディアハンドルとして使われるビデオ部分がトランジションに適さないこともあります。たとえば、カチンコなどの
不要部分がビデオに映っている場合、それがプロジェクトに表示されてしまいます。

トランジションのデフォルトの継続時間を設定できます。211 ページのトランジションのデフォルトを設定するを参照
してください。

下の図は、編集点の両側のクリップにメディアハンドルがある場合のトランジションの作成方法を示しています。トラ
ンジションがクリップをまたいで配置されます。各クリップにトランジションが半分ずつ重ねられます。各クリップの端
には、トランジションを補うための未使用のメディアが追加されます。プロジェクトの合計時間は変わりません。

Edit with no transition

Media handle

Clip 1 Clip 2

Clip 1

Clip 2

Media handle

Edit with transition (media handles used)

クリップのいずれかまたは両方に、デフォルトの継続時間のトランジションを補うのに十分な追加コンテンツ（メディ
アハンドル）がない場合は、プロジェクト内でメディアをオーバーラップしてトランジションを作成するオプションが表
示されます。
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使用可能なメディアハンドルが使われ、その後、必要に応じてメディアがオーバーラップされてトランジションが作成
されます。下の図は、メディアハンドルを使わずに作成されたトランジションを示しています。2 つのクリップがオー
バーラップされ、オーバーラップした領域にトランジションが配置されます。これは実際には リップルトリム 編集で
あり、プロジェクトの合計継続時間は短くなります。

Edit with no transition

Clip 1 Clip 2

Clip 1

Clip 2

Edit with transition (no media handles used)

トランジションのデフォルトを設定する
Command ＋ T のキーボードショートカットで使用するデフォルトのトランジションを設定できます。トランジション
のデフォルトの継続時間も設定できます。

デフォルトのトランジションを設定する

 1 ツールバーの「トランジション」ボタンをクリックします。

 2 Control キーを押したままトランジションをクリックし、ショートカットメニューから「デフォルトにする」を選択し 
ます。

デフォルトの継続時間を設定する
「Final Cut Pro」環境設定で、トランジションのデフォルトの継続時間を設定します。

 1 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択するか Command ＋カンマ（,）キーを押して、「編集」をクリックし 
ます。

 2 「継続時間 x 秒」値スライダを使用して、「タイムライン」に追加するすべてのトランジションの継続時間を秒単位
で設定します。

追加した後は「タイムライン」で継続時間を調整できます。

参考：一部のトランジションは長さが決まっていて、この設定の影響は受けません。
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プロジェクトにトランジションを追加する
プロジェクトにトランジションを追加する方法はいくつかあります。トランジションを追加した後、そのパラメータを
調整できます。また、「Motion」でトランジションエフェクトを変更することもできます。

クロスディゾルブを追加する

 1 ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから「選択」ツールを選択し（下図）、「タイムライン」でクリップの
端（編集点）をクリックします。

クリップの一方または両方の端が強調表示されます。

参考：「タイムライン」で編集点ではなくクリップ全体を選択した場合は、そのクリップの両端にそれぞれトランジショ
ンが追加されます。

 2 「編集」＞「クロスディゾルブを追加」と選択します（または Command ＋ T キーを押します）。

「トランジションの適用に使用」の設定に従ってクロスディゾルブが挿入されます。詳しくは、211 ページのトランジ
ションのデフォルトを設定するを参照してください。ビデオクリップにオーディオが関連付けられている場合は、オー
ディオに クロスフェード トランジションが適用されます。
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「トランジションブラウザ」を使ってトランジションを追加または変更する

 1 ツールバーの「トランジション」ボタンをクリックします。

 2 トランジションを選択します。

トランジションのサムネール上でポインタを動かすと、トランジションのプレビューが表示されます。検索フィールド
にテキストを入力して、表示されるトランジションを絞り込むこともできます。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 編集点にトランジションを適用するには：目的の位置にトランジションをドラッグします。

 • プロジェクト内の既存のトランジションを置き換えるには：目的の位置にトランジションをドラッグします。

ヒント：別の方法として、先に編集点を選択してから、「トランジションブラウザ」でトランジションをダブルクリック
して適用することもできます。

「トランジションの適用に使用」の設定に従ってトランジションが編集点に追加されます。詳しくは、211 ページの
トランジションのデフォルトを設定するを参照してください。ビデオクリップにオーディオが関連付けられている場合
は、オーディオに クロスフェード トランジションが適用されます。

自動オーディオクロスフェードを追加する
ビデオクリップにオーディオが関連付けられている場合は、ビデオトランジションを適用すると自動的にオーディオ
にクロスフェードトランジションが適用されます。ビデオからオーディオを切り離すか展開した場合は、オーディオは
ビデオトランジションの影響を受けません。接続された ストーリーライン 内の切り離されたオーディオクリップ間に
オーディオクロスフェードを追加するときは、以下の手順に従います。

 1 基本ストーリーラインに接続された、オーディオのみのストーリーラインを作成します。

ストーリーラインの作成方法については、274 ページのストーリーラインを追加するを参照してください。

 2 「選択」ツール でストーリーライン内のクリップの端（編集点）をクリックします。

クリップの一方または両方の端が強調表示されます。

参考：ストーリーラインで編集点ではなくクリップ全体を選択した場合は、そのクリップの両端にそれぞれトランジ
ションが追加されます。

 3 クロスフェードを挿入するには、「編集」＞「クロスディゾルブを追加」と選択します（または Command ＋ T キー
を押します）。

「トランジションの適用に使用」の設定に従ってクロスフェードが挿入されます。詳しくは、211 ページのトランジショ
ンのデフォルトを設定するを参照してください。「トランジション」インスペクタ で、フェードインとフェードアウトの
設定を調整できます。
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「編集」メニューを使ってほかの編集点にトランジションをコピーする

 1 「タイムライン」でトランジションを選択し、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを
押します）。

 2 「選択」ツール でタイムライン内のクリップの端（編集点）をクリックし、「編集」＞「ペースト」と選択します（ま
たは Command ＋ V キーを押します）。

参考：すでにトランジションが適用されている編集点にトランジションをコピーすると、既存のトランジションが上書
きされます。

ドラッグを使ってほかの編集点にトランジションをコピーする

 m 「タイムライン」でトランジションを選択し、Option キーを押したまま、トランジションを別の編集点にドラッグし 
ます。

参考：すでにトランジションが適用されている編集点にトランジションをコピーすると、既存のトランジションが上書
きされます。

プロジェクトからトランジションを削除する
トランジションを簡単に削除して、編集点を単純なカットに戻すことができます。

トランジションを削除する

 1 「タイムライン」で 1 つまたは複数のトランジションを選択します。

 2 Delete キーを押します。

選択したトランジションが削除され、編集点が単純なカットに戻ります。

重要：「フルオーバーラップ」のトランジションを削除した場合、編集点は、トランジション適用前の元の編集点で
はなく、削除したトランジションの中心点になります。「編集」＞「取り消す」と選択してトランジションを削除する
と、クリップを元の長さに戻すことができます。詳しくは、210 ページのトランジションの作成方法を参照してくださ
い。

「タイムライン」でトランジションを調整する
「タイムライン」でトランジションの継続時間を変更したり、トランジションを移動したりできます。トランジションが
適用されるクリップのいずれかをトリムすることもできます。

トランジションの継続時間を変更する

 1 「タイムライン」でトランジションを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「継続時間を変更」と選択し（または Control ＋ D キーを押し）、継続時間を入力して（継続時間
はツールバーの ダッシュボード に表示されます）、Return キーを押します。

 • トランジションのどちらかの端をトランジションの外側にドラッグして長くするか、内側にドラッグして短くします。

Drag either transition edge 
to trim its duration.

トランジションは、中心点を維持したまま両端が同じ長さだけトリムされます。ドラッグ中は、追加または削除される
トランジションフレーム数が表示されます。
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トランジションを移動する
トランジションを移動すると、実際にはその下の編集点がロールします。つまり、その下のクリップにコンテンツが
追加され、もう一方のクリップからコンテンツが取り除かれます。プロジェクト全体の継続時間は変わりません。トラ
ンジションを移動できるのは、長くなるクリップに十分なメディアハンドルがある場合に限られます。

Clip 2

Media handle

Edit with transition

Media handle

Clip 1

Clip 2

Media handle

 Media handle

Clip 1

Edit with transition moved right

 1 「タイムライン」でトランジションを選択します。

 2 トランジションの中央上側にあるトランジション・トリム・アイコンをドラッグします。

Drag to roll the edit 
under the transition.

トランジションの下の編集点がロールし、一方のクリップが長くなり、もう一方のクリップが短くなります。トランジ
ションをロールしたフレーム数が、左方向の場合はマイナスの数で、右方向の場合はプラスの数で表示されます。

「詳細編集」を使ってトランジションをロールすることもできます。

トランジションの下のクリップをトリムする
トランジションに表示されるアイコンを使って、トランジションに影響を与えずに、左右のクリップを簡単にトリムでき
ます。

 1 「タイムライン」でトランジションを選択します。

 2 トランジションの左側上部または右側上部に表示されるトリムアイコンをドラッグします。

Drag to trim the start point 
of the clip on the right.

Drag to trim the end point 
of the clip on the left.
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左側上部のトリムアイコンをドラッグすると、右側のクリップの開始点が調整され、右側上部のトリムアイコンをドラッ
グすると、左側のクリップの終了点が調整されます。追加（マイナス）または削除（プラス）されるクリップフレー
ム数が表示されます。クリップをトリムしてもトランジションの継続時間は変わりませんが、プロジェクトの継続時間
が変わります。

「詳細編集」を使って、トランジションの下のクリップをトリムすることもできます。

「トランジション」インスペクタと「ビューア」でトランジションを調整する
「トランジション」インスペクタと「ビューア」のコントロールを使ってトランジションを調整できます。

「トランジション」インスペクタと「ビューア」でトランジションを調整する

 1 「トランジション」インスペクタが表示されていない場合は、「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択します
（または Command ＋ 4 キーを押します）。

 2 「タイムライン」で、調整するトランジションを選択します。

この例では、「円形」トランジションを使います。

「ビューア」にオンスクリーンコントロールが表示されます。これらのコントロールのハンドルをドラッグして調整がで
きます。「トランジション」インスペクタには、その他の調整パラメータも表示されます。トランジションによっては、イ
メージウェルでトランジションの一部として表示されるビデオフレームを選択できるようになっているものもあります。

Drag onscreen controls 
to adjust selected 
transition settings.

上の例では、「ビューア」に表示される白い丸（オンスクリーンコントロール）をドラッグして円形ワイプの中心位
置を調整したり、四角形をドラッグして縁の幅（この場合は柔らかさ）を設定したりできます。「トランジション」イ
ンスペクタには、円形ワイプの アスペクト比 やエッジの処理（単色のエッジを選択した場合はエッジのカラーなど）
の設定が表示されます。

さらに、多くのトランジションには、キーフレームを使ってアニメートできるパラメータがあります。たとえば、クリッ
プの再生中に「円形」トランジションの中心が動くように設定できます。

「トランジション」インスペクタでのオーディオクロスフェードの調整について詳しくは、174 ページのオーディオを
フェードイン／フェードアウトするを参照してください。
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複数のイメージを含むトランジションを調整する
一部のトランジションには、左右のクリップからの静止画像を表示する領域があります。たとえば、「右端へパン」ト
ランジション（「掲示板」トランジションの 1 つ）などです。

This image is set by handle 
number 4 in the Timeline.

領域には番号が付けられています。これらは、「タイムライン」でトランジションの前後に表示される番号付きポイン
トに対応しています。

番号付きポイントを含むトランジションを調整する

 1 「タイムライン」で、番号付きポイントを含むトランジションを選択します。

 2 「タイムライン」に表示された番号付きハンドルのいずれかと同じ番号が付いた領域が表示されるまで再生ヘッドを
トランジション上で動かします。 

 3 番号付きハンドルをドラッグして、対応する領域に表示するイメージを選択します。

 4 この手順を繰り返して、すべての領域のイメージを選択します。

Motion で独自のバージョンのトランジションを作成する
トランジションの多くは、「Final Cut Pro」と連携する Apple アプリケーション「Motion」で作成されています。
これらのトランジションを「Motion」で開いて変更を加え、新しいトランジションファイルとして保存して「トランジ
ションブラウザ」から利用できます。

重要：以下の操作を実行するには、コンピュータに「Motion 5」がインストールされている必要があります。
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「Motion」でトランジションを変更する
 1 ツールバーの「トランジション」ボタンをクリックします。

 2 「トランジションブラウザ」で、Control キーを押したまま、変更したいトランジションをクリックし、ショートカット
メニューから「コピーを Motion で開く」を選択します。

「Motion」が開き、トランジションのプロジェクトが表示されます。

 3 トランジションのプロジェクトを変更します。

詳しくは、「Motion ヘルプ」（http://help.apple.com/motion）を参照してください。

 4 「ファイル」＞「別名で保存」と選択し（または Shift ＋ Command ＋ S キーを押し）、新しいトランジション
（「Motion」ではテンプレートと呼ばれます）の名前を入力します。カテゴリを選択するか新しいカテゴリを作成
し、必要に応じてテーマを選択して、「公開」をクリックします。

参考：「ファイル」＞「保存」と選択すると、元の名前の末尾に「コピー」が付いた名前でトランジションが保存さ
れます。

タイトルを追加する／調整する

タイトルの概要
タイトルはオープニングタイトルやエンディングクレジットなど重要なブックエンドを提供し、ムービー内で日付や時
刻を伝えるという重要な役割を果たします。タイトル、特に画面の下 3 分の 1 に表示されるものは、テーマや製品
に関する詳細を画面上で伝えるために、ドキュメンタリーや情報ビデオでも使用されます。また、編集しながらプロ
ジェクト内にメモやプレースホルダを追加することもできます。他言語で作成されたムービーでは、字幕は重要な要
素です。

タイトルやクレジットは、「Final Cut Pro」内でタイトルエフェクトを使って作成できます。これらのタイトルは、
「“Final Cut Pro”」によって生成される合成クリップで、ジェネレータと似ています。タイトルクリップでは、ハード
ディスク上のメディアは一切参照されません。あるクリップのすぐ上に、接続されたクリップ としてタイトルを追加す
ると、元のクリップはタイトルの背景として表示されます。これにより、タイトルエフェクトを作成するために合成を
行う手間を省くことができます。

プロジェクトにタイトルを追加する
「タイトルブラウザ」を使って、プロジェクト内のクリップにタイトルを追加できます。追加後、タイトルのテキストス
タイルを変更できます。

プロジェクトのクリップにタイトルを追加する

 1 「タイムライン」で、タイトルを追加したい位置まで 再生ヘッド をドラッグします。

 2 ツールバーの「タイトル」ボタンをクリックします（または Command ＋ 5 キーを押します）。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイトルブラウザ」からタイトルを追加するには：タイトルをダブルクリックします。

タイトルクリップが再生ヘッドの位置に表示されます。
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 • 基本タイトルを追加するには：「編集」＞「タイトルを接続」＞「基本タイトル」と選択します（または Control 
＋ T キーを押します）。

「基本タイトル」という名前のタイトルクリップ（エフェクトやアニメーションなし）が再生ヘッドの位置に追加さ
れます。

 • 下三分の一のタイトルを追加するには：「編集」＞「タイトルを接続」＞「基本下三分の一」と選択します（ま
たは Control ＋ Shift ＋ T キーを押します）。

「基本下三分の一」という名前の下三分の一タイトルクリップ（エフェクトやアニメーションなし）が再生ヘッドの
位置に追加されます。

再生ヘッドの位置にある、基本ストーリーライン 内のクリップにタイトルクリップが接続されます。表示上は、再生
ヘッドの位置にある基本ストーリーラインクリップにタイトルがスーパーインポーズされます。再生ヘッドの位置にク
リップがない場合は、デフォルトの背景にタイトルがスーパーインポーズされます。

タイトルを基本ストーリーラインのクリップとして追加する
タイトルを 基本ストーリーライン のクリップとして追加する方法は 2 つあります。2 つのクリップ間の編集点にタイト
ルクリップを挿入する方法と、基本ストーリーラインの既存のクリップをタイトルクリップに置き換える方法です。

 m 「タイムライン」のクリップ間にタイトルを追加するには：「タイトルブラウザ」から、タイトルクリップを表示したい

クリップ間の編集点にタイトルをドラッグします。

 m 「タイムライン」の既存のクリップをタイトルクリップに置き換えるには：「タイトルブラウザ」から「タイムライン」

内の置き換え先クリップにタイトルをドラッグし、ショートカットメニューから「置き換える」を選択します。

タイトルのテキストを入力する
「タイムライン」でプロジェクトにタイトルクリップを追加したら、「ビューア」でタイトルのテキストを入力できます。

 1 「タイムライン」でタイトルクリップを選択します。

 2 再生ヘッド を選択したタイトルクリップの上に移動します。

 3 「ビューア」でタイトルテキストをダブルクリックし、タイトルのテキストを入力します。

Double-click the text box 
to type text for the title.Next Text Layer button

Previous Text Layer button

 4 別のテキストオブジェクトを選択するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「前のテキストレイヤー」ボタンまたは「次のテキストレイヤー」ボタンをクリックします。

 • 別のテキストオブジェクトをダブルクリックします。

 5 必要に応じて新しいテキストを入力します。

 6 テキスト編集を終了するには、Command キーを押したまま Return キーを押します。

参考：「前のテキストレイヤー」ボタンと「次のテキストレイヤー」ボタンは「Motion」のテキスト編集マーカー
にも対応しています。詳しくは、「Motion ヘルプ」（http://help.apple.com/motion）を参照してください。
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タイトルを調整する
「ビューア」でテキストを編集したり、「タイトル」インスペクタと「ビデオ」インスペクタを使ってタイトルのテキス
トの外観を調整したりできます。たとえば、タイトルの不透明度、テキストのフォント、配置、色、グロー、ドロップ
シャドウなどを変更できます。

タイトルテキストを編集する 
 1 「タイムライン」でタイトルクリップをダブルクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビューア」でテキストオブジェクトをダブルクリックします。

 • 「テキスト」インスペクタ でテキストを選択します。

 3 テキストを編集します。

 4 テキスト編集を終了するには、Command キーを押したまま Return キーを押します。

画面上でのタイトルの位置を調整する

 1 「タイムライン」でタイトルクリップを選択します。

 2 再生ヘッドを選択したタイトルクリップの上に移動します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビューア」でテキストオブジェクトを新しい位置までドラッグします。

 • テキストオブジェクトをダブルクリックして、位置ボタンを新しい位置までドラッグします。

Click the position button 
(the small circle) and drag 
the title to the new position.
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タイトルクリップの不透明度を調整する
タイトルを既存のクリップの上に置いた場合は、タイトルクリップの透明度を調整できます。

 1 「タイムライン」でタイトルクリップをダブルクリックします。

 2 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択し（または Command ＋ 4 キーを押し）、表示されるパネルの上
部にある「ビデオ」ボタンをクリックします。

Opacity slider

 3 「合成」セクションで、「不透明度」の設定を調整します。

 4 テキスト編集を終了するには、Command キーを押したまま Return キーを押します。

参考：タイトルの不透明度設定をキーフレームすることもできます。

タイトルの設定を調整する
「タイトル」インスペクタでタイトルの設定を変更することができます。

Motion 5 で作成および編集したタイトルを「Final Cut Pro」で使用できます。「Motion」でタイトルテンプレー
トを保存するときに、「Final Cut Pro」の「タイトル」インスペクタに公開するパラメータを選択できます。このた
め、「タイトル」インスペクタで調整できるパラメータは、タイトルによって異なります。

「Final Cut Pro X」のテンプレートについては、「Motion ヘルプ」（http://help.apple.com/motion）を参照
してください。

 1 「タイムライン」でタイトルクリップを選択します。

 2 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択し（または Command ＋ 4 キーを押し）、表示されるパネルの上
部にある「タイトル」ボタンをクリックします。

 3 表示される設定を必要に応じて調整します。

参考：「タイトル」インスペクタ と「テキスト」インスペクタにある設定の多くは、キーフレームすることもできます。
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タイトルのテキストスタイルを変更する
タイトルのテキストスタイルを変更できます。

 1 「タイムライン」でタイトルクリップをダブルクリックします。

タイトルが「ビューア」に表示され、タイトルクリップの最初のテキストオブジェクトにあるテキストが選択されます。

参考：同じタイトルで別のテキストオブジェクトを変更する場合は、「ビューア」で選択してください。

 2 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択します（または Command ＋ 4 キーを押します）。

 3 以下に示すセクションで、利用可能な設定を必要に応じて調整します。 

参考：各セクションのコントロールを表示するには、「テキスト」インスペクタ内で下にスクロールしてセクション名
をダブルクリックしなければならない場合があります。

 • 基本：フォント、サイズ、行揃え、文字間隔、行間など、基本フォントコントロールを設定します。

 • フェース：テキストカラー、不透明度、およびブラーを設定します。

 • アウトライン：テキストのアウトラインカラー、不透明度、ブラー、および幅を設定します。

 • グロー：テキストのグローカラー、不透明度、ブラー、および半径を設定します。

 • ドロップシャドウ：テキストのドロップシャドウカラー、不透明度、ディスタンス、およびアングルを設定します。

 4 テキスト編集を終了するには、Command キーを押したまま Return キーを押します。

参考：「タイトル」インスペクタ と「テキスト」インスペクタにある設定の多くは、キーフレームすることもできます。

タイトルクリップ内の複数のテキストオブジェクトを一度に調整する
複数のテキストオブジェクトの設定を一度に調整できます。

 1 「タイムライン」でタイトルクリップを選択します。

 2 再生ヘッドを選択したタイトルクリップの上に移動します。

 3 「ビューア」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • Command キーを押したまま、変更したいテキストオブジェクトを選択します。

 • 変更したいテキストオブジェクトをドラッグして選択します。

 4 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択します（または Command ＋ 4 キーを押します）。

 5 表示される設定を必要に応じて調整します。
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ルーラを使ってパラグラフ・テキスト・オブジェクトのレイアウトと位置揃えを行う
「Motion」で作成したテキストおよび「タイトルブラウザ」の一部のタイトルにはパラグラフテキストが含ま
れます。ルーラとタブを使って、パラグラフテキストのレイアウトを制御できます。詳しくは、「Motion ヘルプ」
（http://help.apple.com/motion）を参照してください。

 1 「ビューア」でパラグラフ・テキスト・オブジェクトをダブルクリックします。

 2 「ビューア」で「ルーラを表示」ボタンをクリックします。

参考：「ルーラを表示」ボタンは、パラグラフ・テキスト・オブジェクトを編集しているときにのみ表示されます。

「ビューア」のパラグラフ・テキスト・オブジェクトの上にルーラが表示されます。ルーラのタブは、選択したテキス
ト内でタブ設定テキストの位置を揃える方法を示します。

Left tab Center tab Decimal tab Right tab

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • タブを追加するには：ルーラ内をクリックします。

 • ルーラ内をクリックしたときに追加されるタブの種類を変更するには：Control キーを押したままルーラ内をク
リックし、ショートカットメニューからタブの種類を選択します。

 • タブを移動するには：タブをルーラ上の別の位置にドラッグします。

 • タブを削除するには：タブをルーラの外にドラッグします。

 • タブを別の種類のタブに変更するには：Control キーを押したままタブをクリックし、ショートカットメニューから
タブの種類を選択します。

プリセットのテキストスタイルを適用する
「Final Cut Pro」には、テキストに適用できる一連のプリセット・テキスト・スタイルが用意されています。テキス
トスタイルとは、スタイル設定のグループのことです。独自のカスタム・テキスト・スタイルを作成し、それらをプ
リセットとして保存することもできます。「テキスト」インスペクタの上部にあるポップアップメニューを使用して、プ
リセット・テキスト・スタイルを適用してください。

Choose a preset text style 
from the pop-up menu.
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プリセットのテキストスタイルをタイトルに適用する

 1 「タイムライン」でタイトルクリップをダブルクリックします。

タイトルが「ビューア」に表示され、タイトルクリップの最初のテキストオブジェクトにあるテキストが選択されます。

 2 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択し（または Command ＋ 4 キーを押し）、表示されるパネルの上
部にある「テキスト」ボタンをクリックします。

 3 「テキスト」インスペクタの上部にあるポップアップメニューをクリックして、テキストスタイルを選択します。

テキストスタイルが選択したテキストに適用されます。

カスタム・テキスト・スタイルを保存する／適用する

 1 「タイムライン」でタイトルクリップをダブルクリックします。

タイトルが「ビューア」に表示され、タイトルクリップの最初のテキストオブジェクトにあるテキストが選択されます。

 2 「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択し（または Command ＋ 4 キーを押し）、表示されるパネルの上
部にある「テキスト」ボタンをクリックします。

 3 「テキスト」インスペクタでフォントやスタイルにカスタム変更を行います。

詳しくは、「タイトルを調整する」の「タイトルのテキストスタイルを変更する」を参照してください。

 4 「テキスト」インスペクタの上部にあるポップアップメニューで、以下のいずれかを選択します：

 • フォーマット属性を保存：フォント、サイズ、行揃え、文字間隔、行間など、基本フォントコントロールを保存し
ます。

 • スタイル属性を保存：テキストカラー、アウトラインカラー、グロー、ドロップシャドウなどのエフェクトを保存し
ます。

 • フォーマット属性とスタイル属性をすべて保存：フォーマット属性とスタイル属性の両方を保存します。

 5 「プリセットをライブラリに保存」ウインドウで、新しいカスタムプリセットの名前を入力します。

カスタム・テキスト・スタイルが保存され、「テキスト」インスペクタの上部にあるポップアップメニューにアルファ
ベット順で表示されます。

Custom preset

 6 新しいプリセットを別のタイトルに適用するには、「タイムライン」でタイトルを選択し、「テキスト」インスペクタの
上部にあるポップアップメニューからプリセットを選択します。
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プロジェクトからタイトルを削除する
タイトルはプロジェクトからいつでも削除できます。

タイトルを削除する

 m 「タイムライン」で、削除したいタイトルを選択し、Delete キーを押します。

プロジェクト内のテキストを検索および置換する
プロジェクト内の複数のタイトルクリップに含まれる単語やフレーズ（名前、社名、職名など）をすばやく検索して
置き換えることができます。

タイトルテキストを検索および置換する

 1 「編集」＞「タイトルテキストの検索と置換」と選択します。

 2 表示される「タイトルテキストの検索と置換」ウインドウの「検索文字列」フィールドに、検索したい文字列を入力
します。

 3 「置換文字列」フィールドに、検索文字列と置き換える文字列を入力します。

 4 検索先を選択するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択されているタイトルクリップ内を検索するには：「検索する場所」ポップアップメニューから「選択したタイト
ル」を選択します。

このオプションは、クレジットなど、テキストが多いタイトルクリップ内を検索するときに便利です。

 • プロジェクト内のすべてのタイトルクリップ内を検索するには：「検索する場所」ポップアップメニューから「プロ
ジェクト内のすべてのタイトル」を選択します。

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • 検索文字列の大文字／小文字を区別して検索するには：「大文字／小文字を区別」チェックボックスを選択し 
ます。

 • 単語に含まれる文字の並びではなく完全な単語を検索するには：「完全一致」チェックボックスを選択します。

 • 末尾まで検索したら先頭から検索を繰り返すには：「検索を繰り返す」チェックボックスを選択します。

 6 以下のいずれかの操作を行います：

 • 見つかったすべての検索文字列を一度に置き換えるには：「すべて置き換える」ボタンをクリックします。

 • 現在選択されている検索文字列だけを置き換えるには：「置き換える」ボタンをクリックします。

 • 現在選択されている検索文字列を置き換えて次を検索するには：「置き換えて検索」ボタンをクリックします。

 • 前の検索文字列または次の検索文字列に移動するには：「前へ」ボタンまたは「次へ」ボタンをクリックします。
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内蔵エフェクトを調整する

内蔵エフェクトの概要
「Final Cut Pro」には、「タイムライン」の各クリップに含まれ「ビューア」で直接操作できるビデオエフェクトがい
くつかあります。これらは、選択して調整を始めるだけで利用できます。これらのエフェクトを使って以下の操作が
できます：

 • 複数のクリップから合成イメージを作成する

 • クリップをズームインして構図を変える

 • クリップをクロップして不要な部分を削除する（誤って映ってしまったマイクや照明器具など）

 • Ken Burns エフェクトを設定して静止画像（およびビデオクリップ）に動きを加える

一度に複数の内蔵エフェクトを使用できます。たとえば、「変形」エフェクトを使ってイメージのサイズと位置を変え、
「トリム」エフェクトを使って映像の一部を切り取り、「歪み」エフェクトを使って全体を歪ませることができます。

これらのエフェクトをアニメートして、クリップの再生中に変化させることもできます。たとえば、イメージが小さく
なって画面から消えるように設定できます。アニメーションを作成するには、クリップ内の複数のポイントで設定を変
えます。クリップを再生すると、「Final Cut Pro」によって、それらのポイント間が補間されて滑らかなアニメーショ
ンが作成されます。

クリップをサイズ変更する／移動する／回転させる
「変形」内蔵エフェクトを使うと、イメージをサイズ変更、移動、回転できます。このエフェクトの一般的な使いかた
として、基本ストーリーライン クリップ上に置いたクリップのサイズを変更し、基本ストーリーラインクリップを背景と
して使うことができます。また、クリップをズームインして、ショットの構図を必要に応じて調整することもできます。

「変形」エフェクトを調整する
「ビューア」と「ビデオ」インスペクタのコントロールを使ってこのエフェクトを調整できます。一部のコントロール
は、どちらか一方だけに表示されます。

 1 「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 「変形」コントロールを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから「変形」を選択します（または Shift ＋ T キーを押し 
ます）。

 • Control キーを押したまま「ビューア」内をクリックし、ショートカットメニューから「変形」を選択します。

 3 オンスクリーンコントロールを使ってエフェクトを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 各隅にある青いハンドル：現在の アスペクト比 を維持したままイメージのサイズを調整するときは、これらのハ
ンドルをドラッグします。

 • 各辺の中央にある青いハンドル：イメージの縦方向または横方向のサイズを個別に調整するときは、これらのハ
ンドルをドラッグします。この場合は、イメージのアスペクト比が変わります。

参考：これらのコントロールは「ビデオ」インスペクタにはありません。

 • 中心にある白い丸：回転のアンカーポイントを示します。イメージの位置を調整するときは、イメージ内をドラッ
グします。

 • 中心の丸から延びる青いハンドル：イメージを回転させるときは、このハンドルをドラッグします。
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ヒント：イメージの回転角度を細かく調整したいときは、回転ハンドルを中心のアンカーポイントとは反対の方向
にドラッグします。

Drag a corner handle 
to change the image’s 
size without changing 
its aspect ratio.

Drag a side’s handle 
to change the aspect 

ratio of the image.

Drag anywhere inside the 
image to set its position.

Drag this handle 
to rotate the image.

 4 「ビデオ」インスペクタ の「変形」コントロールを使用します：

 • 位置 X と Y：イメージを左右（X）または上下（Y）に移動します。

 • 回転：アンカーポイントを中心にイメージを回転させます。

 • 調整：イメージのサイズを変更します。

 • アンカー X と Y：イメージの中心点を移動します。アンカーによって、イメージを回転させるときの中心点が決ま
ります。

参考：このコントロールはオンスクリーンコントロールにはありません。

 5 エフェクトの調整が完了し、オンスクリーンコントロールが不要になったら、「完了」をクリックします。 

エフェクトをアニメートして、背景上で動かすこともできます。内蔵エフェクトの操作について詳しくは、232 ページ
の内蔵エフェクトを操作するを参照してください。

クリップをトリミングする
「トリム」コントロールを使ってイメージの各端を個別にトリミングし、窓のように見せることができます。このエフェ
クトの一般的な使いかたとして、「変形」エフェクトと共に使用し、基本ストーリーライン クリップ上に置いたクリッ
プをトリミングして、基本ストーリーラインクリップを背景として使うことができます。

「トリム」エフェクトを調整する

 1 「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 「トリム」コントロールを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから「クロップ」を選択します（または Shift ＋ C キーを押し
ます）。

 • Control キーを押したまま「ビューア」内をクリックし、ショートカットメニューから「クロップ」を選択します。
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 3 「ビューア」の下部の「トリム」ボタンをクリックします。

 4 オンスクリーンコントロールを使ってエフェクトを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 各隅にある青いハンドル：トリムウインドウの縦横 2 つの辺の位置を同時に調整するときは、これらのハンドル
をドラッグします。

 • 各辺の中央にある青いハンドル：各辺の位置を個別に調整するときは、これらのハンドルをドラッグします。

 • ウインドウ内の任意の場所：ウインドウの位置を調整するときは、ウインドウ内をドラッグします。

Drag a handle in the middle of 
a side to change only one side.

Drag a corner handle to 
change two sides at once.

Drag anywhere in the image 
to position the trim window.

 5 「ビデオ」インスペクタ の「クロップ」領域で各端を個別に調整するときは、「トリム」コントロールを使用します。

 6 エフェクトの調整が完了し、オンスクリーンコントロールが不要になったら、「完了」をクリックします。 

エフェクトをアニメートして、背景上で動かすこともできます。内蔵エフェクトの操作について詳しくは、232 ページ
の内蔵エフェクトを操作するを参照してください。

クリップをクロップする
「クロップ」エフェクトを使って、イメージ内の不要な領域を簡単に削除できます。クロップしたイメージは、画面の
サイズに合わせて自動的に拡大されます。

「クロップ」エフェクトを調整する

 1 「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 「クロップ」コントロールを表示するには、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから「クロップ」を選択します（または Shift ＋ C キーを押し
ます）。

 • Control キーを押したまま「ビューア」内をクリックし、ショートカットメニューから「クロップ」を選択します。

 3 「ビューア」の下部の「クロップ」ボタンをクリックします。
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 4 オンスクリーンコントロールを使ってエフェクトを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 各隅にある青いハンドル：各隅からのクロップを調整するときは、これらのハンドルをドラッグします。イメージを
クロップするときは常に元の アスペクト比 が維持されます。

 • ウインドウ内の任意の場所：クロップウインドウの位置を調整するときは、ウインドウ内をドラッグします。

Drag a corner handle to 
change the crop window’s 
size (but not its aspect ratio).

Drag anywhere inside 
the image to position 
the crop window.

Click Done to crop the image 
and expand it to full size.

 5 「ビデオ」インスペクタ の「クロップ」領域で各端を個別に調整するときは、「クロップ」コントロールを使用します。

参考：これらのコントロールを使うとクロップウインドウのアスペクト比を変更できますが、最終イメージは元のイメー
ジのアスペクト比に合わせられます。その場合、最終イメージで元のアスペクト比に収まらない部分が切り取られ 
ます。

 6 クロップを適用してイメージが画面いっぱいに拡大されたら、「完了」をクリックします。

このエフェクトをアニメートして、カメラがパン＆ズームする効果（実質的に手動の Ken Burns エフェクト）を作る
ことができます。内蔵エフェクトの操作について詳しくは、232 ページの内蔵エフェクトを操作するを参照してくだ 
さい。
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Ken Burns エフェクトを使ってクリップをパン＆ズームする
「Ken Burns」エフェクトを使って、指定した開始位置から終了位置に移動するパン＆ズーム効果を作ることができ
ます。「Ken Burns」エフェクトは、実際には「クロップ」エフェクトです。クリップの開始時点と終了時点にそれぞ
れクロップ設定が定義されます。

アニメーションの滑らかさを調整することで、「Ken Burns」エフェクトをさらにカスタマイズできます。「Ken Burns」
エフェクトの作成時にクリップに適用された動きは、滑らかになるよう自動的に調整されます。これによって、アニ
メーションが始まると徐々にクリップの動きが速くなり、アニメーションの最後にかけて徐々に速度を落としながら停
止します。これは現実世界の慣性力と摩擦をシミュレートしています。ビジュアル・エフェクト・ソフトウェアの用語
として、一般にこのトリックは イーズアウト および イーズイン と呼ばれています。

デフォルトでは「Ken Burns」アニメーションはイーズアウトとイーズインの両方のスムージング処理を実行します
が、どちらか一方を実行したり、慣性力や摩擦をシミュレートしない直線的な動きにしたりしてエフェクトをカスタマ
イズすることもできます。

「Ken Burns」エフェクトを調整する
 1 「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 「Ken Burns」コントロールを表示するには、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから「クロップ」を選択します（または Shift ＋ C キーを押し
ます）。

 • Control キーを押したまま「ビューア」内をクリックし、ショートカットメニューから「クロップ」を選択します。

 3 「ビューア」の下部にある「Ken Burns」ボタンをクリックします。

「ビューア」に 2 つの四角形が表示されます。緑色の四角形でクリップの開始位置とサイズを指定し、赤い四角形
で終了位置とサイズを指定します。

Select the green Start or 
red End rectangle to adjust 
the crop size and position.

Click the Swap button 
to exchange the Start 
and End positions.

Click the Play Loop 
button to play the 
clip in a loop.

デフォルトの開始と終了設定では、イメージの中央にややズームインする動きになります。
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 4 イメージの中でエフェクトの開始時に表示される部分を設定するには、緑色のハンドルをドラッグしてイメージのク
ロップサイズを調整し、ウインドウをドラッグしてクロップ位置を設定します。

 5 イメージの中でエフェクトの終了時に表示される部分を設定するには、赤いハンドルをドラッグしてイメージのクロッ
プサイズを調整し、ウインドウをドラッグしてクロップ位置を設定します。

クリップ上に表示される矢印は、クリップの再生時にイメージが動く方向を示します。

 6 エフェクトを繰り返し再生するには、ループ再生ボタンをクリックします。

 7 開始位置と終了位置を入れ替えるには、「スワップ」ボタンをクリックします。

 8 「完了」をクリックします。

Ken Burns アニメーションの滑らかさをカスタマイズする
デフォルトでは「Ken Burns」アニメーションはイーズアウトとイーズインの両方のスムージング処理を実行します
が、エフェクトをカスタマイズすることもできます。

 1 「タイムライン」で、「Ken Burns」エフェクトが適用されたクリップを選択します。 

 2 「ビューア」で、Control キーを押したままイメージの上をクリックし、ショートカットメニューからオプションを選択
します： 

 • イーズインおよびイーズアウト：アニメーションの最初と最後にイージングエフェクトを適用します。

 • イーズイン：アニメーションの最後に適用するイージングエフェクトを制限します。

 • イーズアウト：アニメーションの最初に適用するイージングエフェクトを制限します。

 • 線形状：すべてのイージングエフェクトを削除します。

ヒント：「クロップ」エフェクトとキーフレームを組み合わせると、より複雑なパスに沿って動く Ken Burns 風エフェ
クトを作成できます。

内蔵エフェクトの操作について詳しくは、232 ページの内蔵エフェクトを操作するを参照してください。

クリップの遠近感を歪める
「歪み」エフェクトは「変形」エフェクトと似ていますが、各隅をほかの隅とは独立してドラッグできます。これによ
り、外観を歪めたり、3 次元的な遠近感を出したりできます。

参考：「歪み」エフェクトを使うとビデオの形状が変わりますが、ビデオは実際には移動されません。ビデオの別の
位置に移動するときは「変形」エフェクトを使用します。
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「歪み」エフェクトを調整する

 1 「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 「歪み」コントロールを表示するには、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから「歪み」を選択します（または Option ＋ D キーを押し
ます）。

 • Control キーを押したまま「ビューア」内をクリックし、ショートカットメニューから「歪み」を選択します。

 3 オンスクリーンコントロールを使ってエフェクトを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 各隅にある青いハンドル：各隅の位置を調整するときは、これらのハンドルをドラッグします。一部がほかの部分
よりも近くに見えるようにすることで、イメージに 3 次元の遠近感が出ます。

 • 各辺の中央にある青いハンドル：各辺の位置を調整するときは、これらのハンドルをドラッグします。（中心点に
対する方向ではなく）エッジに沿った方向にドラッグすると、外観を歪めることができます。

 • ウインドウ内の任意の場所：ウインドウの位置を調整するときは、ウインドウ内をドラッグします。

Drag each corner 
to set its position.

Drag the center handles 
to set a side’s position.

 4 「ビデオ」インスペクタ を使って各角を個別に調整するときは、「歪み」コントロールを使用します。

 5 エフェクトの調整が完了し、オンスクリーンコントロールが不要になったら、「完了」をクリックします。 

エフェクトをアニメートして、背景上で動かすこともできます。内蔵エフェクトの操作について詳しくは、232 ページ
の内蔵エフェクトを操作するを参照してください。

内蔵エフェクトを操作する
以下の方法で内蔵エフェクトを操作できます。

エフェクトを無効にする／リセットする

 1 「タイムライン」で、エフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • エフェクトの設定を維持したままエフェクトを無効にするには：「ビデオ」インスペクタ で、使用しているエフェク
ト（「変形」、「クロップ」、「歪み」）の横にある青いチェックボックスをクリックします。
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チェックボックスをもう一度クリックしてエフェクトを再度有効にできるので、クリップにエフェクトをかけた場合と
かけない場合を簡単に比較できます。

Move the pointer to this 
area and click Show to 

see an effect’s settings.

Click a checkbox to turn 
an effect on or off.

Click an effect’s icon to show 
or hide its onscreen controls.

Click an effect’s Reset 
button to return its settings 
to their default values.

 • 特定のエフェクトに設定されたすべての値をデフォルト値に戻すには：「リセット」ボタン  をクリックします。
 • 「ビデオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトを無効にするには：「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表
示」と選択して（または Control ＋ V キーを押して）「ビデオ・アニメーション・エディタ」を開き、無効にし
たいエフェクトの横にあるチェックボックスをクリックします。

Click an effect’s checkbox 
to turn the effect on or off.

内蔵エフェクトをアニメートする
キーフレーム を使って、クリップの再生中にエフェクトの設定を変化させることができます。これは、Ken Burns エ
フェクト以外のすべての内蔵エフェクトに使用できます。

 1 「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから、アニメートしたいエフェクトを選択します。

この例では、「変形」を選択します（または Shift ＋ T キーを押します）。

 3 「タイムライン」の再生ヘッドをクリップの先頭に置きます。

 4 エフェクトのオンスクリーンコントロールを調整して、開始位置を設定します。
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 5 「ビューア」の上部にある「キーフレームを追加」ボタンをクリックします。

Click the Add Keyframe 
button to add the first 
keyframe to the animation.

 6 再生ヘッドをクリップの末尾に移動します。

 7 エフェクトのオンスクリーンコントロールを調整して、終了位置を設定します。

キーフレームが自動的に追加されます。さらに、「変形」エフェクトの場合は、イメージのパスを示す線が表示され
ます。

Click the Left Arrow 
button to jump back 
to the first keyframe.

Click Done when you 
are finished creating 

the animation.

The red line shows the 
path of the image’s center.

 8 終了するには、「ビューア」の右上隅にある「完了」をクリックします。

クリップを再生すると、ビデオがキーフレーム間で滑らかに動いて、アニメーション効果が出ます。再生ヘッドを移動
してエフェクトのコントロールを調整していくことによって、複数のキーフレームを追加できます。キーフレームの操
作方法について詳しくは、255 ページのビデオアニメーションの概要を参照してください。
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位置キーフレームをスムーズにする
個々のキーフレームがスムーズになるように設定することで、「ビューア」でクリップのパスの形状を変更できます。
これによって、入り組んだ複雑な形を作成できる ベジェハンドル のセットが追加され、クリップの動きかたをより詳
細に制御できるようになります。また、キーフレームが直線状になるように設定し、カーブとカーブの作成に使用し
たハンドルを削除することもできます。

 1 「ビューア」で、キーフレームが適用されたクリップを選択します。 

クリップにキーフレームを追加する方法については、上記の「内蔵エフェクトをアニメートする」を参照してくだ 
さい。

 2 「変形」ボタンをクリックして位置キーフレームを表示します。

 3 Control キーを押したまま個々のキーフレームをクリックし、ショートカットメニューからオプションを選択します：

 • キーフレームをスムーズキーフレームに変換するには：「スムーズ」を選択します。

表示されるベジェハンドルをドラッグするとパスのカーブの形状を調整できます。

 • キーフレームをコーナーポイントに変換するには：「直線状」を選択します。

キーフレームからベジェハンドルが削除され、キーフレームが コーナーポイント に変わります。

「変形」エフェクトのアニメーションパスを調整する
「変形」アニメーションには、アニメーションパスを微調整するための追加のキーフレームコントロールが用意され
ています。このコントロールを試してみるには、最初にシンプルな 3 点エフェクトを作成する必要があります。

The Add Keyframe button 
changes to a Delete Keyframe 
button when you are 
positioned on a keyframe. The center keyframe

 1 「タイムライン」でクリップを選択し、再生ヘッドをクリップの先頭に移動します。

 2 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから「変形」を選択し（または Shift ＋ T キーを押し）、オンス
クリーンコントロールをドラッグしてイメージのサイズを小さくし、左上隅に移動します。

 3 「キーフレームを追加」ボタンをクリックします。

 4 「タイムライン」で再生ヘッドをクリップの中央に移動します。

 5 「変形」オンスクリーンコントロールを使ってイメージを右上の隅に移動します。

キーフレーム が自動的に追加され、ここまでのアニメーションパスを示す赤い線が表示されます。

 6 「タイムライン」で再生ヘッドをクリップの末尾に移動します。

 7 「変形」オンスクリーンコントロールを使ってイメージを中央下部に移動します。

キーフレームが自動的に追加され、赤い線がこの新しい位置まで伸びます。
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 8 キーフレーム間を移動するには、赤い線上の白い四角形をクリックします。

最初のキーフレームと最後のキーフレームには白い矢印が表示されます。

デフォルトでは、赤い線は滑らかなパスを示します（線の曲がり具合でそれが分かります）。

 9 パスのカーブを調整するには、開始または中央のキーフレームをクリックし、カーブハンドルをドラッグします。

Drag these handles 
on a middle keyframe to 
adjust the path’s curve.

The starting keyframe

The ending keyframe

 10 Control キーを押したままキーフレームをクリックし、ショートカットメニューからオプションを選択します：

 • 線形状：キーフレームの前後のパスをカーブさせずに直線状にします。

 • スムーズ：キーフレームの前後のパスをカーブ状にして、より自然な動きにします。

 • ポイントを削除：キーフレームを削除します。

 • ポイントをロック：キーフレームを調整できないようにします。選択後は「ポイントをロック解除」に変わります。

 • ポイントを無効にする：キーフレームを無視します。ただし、削除はされないので、後で再度有効にできます。選
択後は「ポイントを有効にする」に変わります。

エフェクトを背景上に合成する
「変形」、「トリム」、および「歪み」エフェクトでは、イメージがフルサイズよりも小さくなって、何もない黒い領域
ができることがあります。変形したクリップを背景クリップの上に置いて、黒い領域を背景に置き換えることができま
す。この操作を合成と言います。

以下のいずれかの操作を行います：

 m クリップを、接続されたクリップとして「タイムライン」に追加してから、エフェクトを適用します。 
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追加したクリップは 基本ストーリーライン クリップの上に置かれ、基本ストーリーラインクリップは自動的にエフェク
トの背景になります。

A clip that’s composited 
over the primary storyline

The clip in the primary 
storyline that is the 

background

 m クリップがすでに基本ストーリーライン内にある場合は、基本ストーリーラインの上側にドラッグし、背景にしたいク

リップの上に置きます。

これにより、合成イメージが作成されます。

The Transform and Trim effects 
were used to composite this 
image over the background.

接続されたクリップの操作方法について詳しくは、274 ページのストーリーラインを追加するを参照してください。ク
リップの合成について詳しくは、365 ページの合成の概要を参照してください。
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クリップエフェクトを追加する／調整する

クリップエフェクトの概要
内蔵エフェクト以外にも、「Final Cut Pro」には、プロジェクトのビデオクリップに適用できる幅広い種類のビデオ
エフェクトが用意されています。ブラーやグローから極度な歪みの追加まで、エフェクトの多くはビデオの外観を変
更するためのものです。ビデオカメラや タイムコード 風のグラフィックスをオーバーレイ表示するエフェクトもありま
す。さらに、あるビデオを別のビデオの上にキーイングするためのエフェクトもあります。

「Final Cut Pro」には、プロジェクトのオーディオクリップに適用できる幅広い種類のオーディオエフェクトも用意さ
れています。わずかなエコーから極度な ピッチ ディストーションまで、エフェクトの多くはオーディオの音を変更す
るためのものです。

エフェクトを追加したら、そのパラメータを調整できます。調整できるパラメータの数はエフェクトによって異なり、
多いものであれば外観を大幅に変えることができます。クリップの再生中にエフェクトの設定を変化させて、エフェ
クトをアニメートすることもできます。

1 つのクリップに複数のエフェクトを適用して、エフェクトを積み重ねることができます。エフェクトを適用する順序
によって、最終的なビデオの外観が変わります。

さらに、ビデオエフェクトの多くは「Motion」で開くことができます。「Motion」で変更を行って独自バージョン
を作成し、プロジェクトで使用することができます。

プロジェクトにエフェクトを追加する
「エフェクトブラウザ」を使って、プロジェクト内のクリップにエフェクトを追加できます。

プロジェクトのクリップにエフェクトを追加する

 1 「タイムライン」でクリップを選択し、ツールバーの「エフェクト」ボタンをクリックします。

 2 「エフェクトブラウザ」でエフェクトを選択します。選択時に以下の機能を利用できます：

 • 「タイムライン」で現在選択しているクリップのビデオを使ってエフェクトをプレビューするには：ビデオエフェクト
のサムネール上でポインタを動かします。

 • 基本コントロールを変更したときのエフェクトをプレビューするには：Option キーを押したまま、ビデオエフェク
トのサムネール上でポインタを動かします。

 • 表示されるエフェクトの種類を絞り込むには：「エフェクトブラウザ」の検索フィールドにテキストを入力します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」内の目的のクリップにエフェクトをドラッグします。

 • エフェクトのサムネールをダブルクリックして、選択されているクリップに適用します。

これでエフェクトを調整できます。
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「Final Cut Pro」でエフェクトを調整する
ほとんどのエフェクトには 1 つ以上のパラメータがあります。パラメータは、「ビデオ」インスペクタ、「オーディオ」
インスペクタ、「ビューア」、「ビデオ・アニメーション・エディタ」、または「オーディオ・アニメーション・エディタ」
で調整できます。また、クリップへのエフェクトの適用方法をコントロールして、エフェクトを徐々にかけたり常にか
けたりできます。

「ビデオ」インスペクタと「ビューア」でエフェクトを調整する

 1 「タイムライン」で、エフェクトを調整したいクリップを選択します。

 2 「ビデオ」インスペクタ または「オーディオ」インスペクタで目的のエフェクトを見つけます。

Click to turn the 
effect on and off.

Click to reset the 
effect’s adjustments.

上の例では、「センサー」エフェクトの設定がいくつか表示されています。多くのエフェクトでは、「ビューア」にも
調整コントロールが表示されます。これらをオンスクリーンコントロールと言います。

ヒント：オーディオエフェクトの場合は、エフェクト名の右側にある「コントロール」ボタンをクリックして、カスタ
ム・コントロール・ウインドウを表示できます。

Click to show the effect’s 
custom control window.

 3 エフェクトのパラメータを選択し、必要に応じて設定を調整します。

エフェクトの値をデフォルト設定に戻すときは、エフェクトの「リセット」ボタン  をクリックします。

「ビデオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトを調整する
多くのエフェクトパラメータは、「ビデオ・アニメーション・エディタ」で調整できます。さらに、これらのパラメータ
をフェードイン／フェードアウトさせて、エフェクトの設定を徐々に適用することもできます。

 1 「タイムライン」で、ビデオエフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択します（または Control ＋ V キーを押します）。
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クリップの上部に「ビデオ・アニメーション・エディタ」が表示され、エフェクトがアニメーションの 1 つとして表示
されます。エフェクトのチェックボックスをクリックして、エフェクトの有効／無効を切り替えることができます。エフェ
クトに調整可能なパラメータが複数ある場合は、ポップアップメニューが表示されます。ここでパラメータを選択し
て表示し、調整を行うことができます。

Double-click 
effects with this 
icon to vertically 
expand them.

Choose a specific 
effect adjustment from 
this pop-up menu.

Click to turn the 
effect on and off.

 3 エフェクトの調整領域を縦方向に広げるには、ポップアップメニュー（表示されている場合）から特定のエフェクト
調整を選択し、ダブルクリックします。

この操作ができるのは、単一の値を持つエフェクト調整だけです。調整を展開できる場合は、エフェクトセクション
の右側にアイコンが表示されます。

 4 クリップの開始／終了時にエフェクトの設定をフェードイン／フェードアウトさせるには、エフェクトのいずれかの端
にあるハンドルをドラッグします。

Drag the fade handles to 
gradually apply the effect.

Drag this line 
to adjust the 
selected value.

横線を上下にドラッグして、選択されているエフェクト設定（上記の例では「量」）を調整することもできます。キー
フレームを追加した場合は、それらも表示されます。
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クリップに適用されたオーディオエフェクトを表示する

 1 「タイムライン」で、オーディオエフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 「クリップ」＞「オーディオアニメーションを表示」と選択します（または Control ＋ A キーを押します）。

「オーディオ・アニメーション・エディタ」が表示され、オーディオエフェクトがアニメーションの 1 つとして表示さ
れます。エフェクトの緑色のチェックボックスをクリックして、エフェクトの有効／無効を切り替えることができます。

クリップエフェクトの順序を変更する
「タイムライン」の 1 つのクリップに複数のクリップエフェクトを適用できます。適用する順序によって最終出力が変
わります。たとえば、デフォルトでビデオに白い丸をランダムに追加する「アーチファクト」エフェクトを適用した後
で「年季の入った紙」エフェクトを適用すると、白い丸も古びた感じになります。「年季の入った紙」エフェクトを
先に適用した場合は、白い丸は白いままになります。

クリップエフェクトの順序は、「ビデオ」インスペクタ、「オーディオ」インスペクタ、「ビデオ・アニメーション・エ
ディタ」、または「オーディオ・アニメーション・エディタ」で簡単に変更できます。

参考：内蔵エフェクトと色補正は順序を変更できません。

「ビデオ」インスペクタまたは「オーディオ」インスペクタでビデオまたはオーディオのクリップエフェクトの順序を変
更する

 1 「タイムライン」で、ビデオまたはオーディオのクリップエフェクトが複数適用されているクリップを選択し、以下の
いずれかの操作を行います：

 • ビデオエフェクトを表示するには：「ビデオ」インスペクタ を開きます。

 • オーディオエフェクトを表示するには：「オーディオ」インスペクタ を開きます。

 2 「ビデオ」インスペクタまたは「オーディオ」インスペクタで、エフェクトをドラッグして順序を変更します。

Built-in effects and color 
correction cannot be 
rearranged.

Drag clip effects to 
rearrange their order.
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「ビデオ・アニメーション・エディタ」または「オーディオ・アニメーション・エディタ」でビデオまたはオーディオ
のクリップエフェクトの順序を変更する

 1 「タイムライン」で、ビデオまたはオーディオのクリップエフェクトが複数適用されているクリップを選択し、以下の
いずれかの操作を行います：

 • ビデオエフェクトを表示するには：「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択します（または Control 
＋ V キーを押します）。

 • オーディオエフェクトを表示するには：「クリップ」＞「オーディオアニメーションを表示」と選択します（または 
Control ＋ A キーを押します）。

 2 「ビデオ・アニメーション・エディタ」または「オーディオ・アニメーション・エディタ」で、エフェクトをドラッグし
て順序を変更します。

Built-in effects 
and color correction 
cannot be rearranged.

Drag clip effects to 
rearrange their order.

クリップ間でエフェクトとパラメータをコピーする
「Final Cut Pro」には、クリップ間でエフェクトをコピーする方法が 2 つあります。「パラメータをペースト」コマ
ンドを使用すると、選択したクリップのパラメータをほかのクリップにコピーして、個々のエフェクト、設定、および
キーフレームをより詳細に制御できます。「エフェクトをペースト」コマンドを使用すると、クリップのすべてのエフェ
クトをほかのクリップにコピーできます。これはエフェクトとパラメータを最も速くコピーできる方法です。

パラメータ間で個々のキーフレームをコピー＆ペーストすることもできます。243 ページの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。

選択したクリップのパラメータをほかのクリップにコピーする
クリップの設定やエフェクトなどのパラメータを、1 つのクリップからほかのクリップにコピーできます。たとえば、ビ
デオのクロップ設定、オーディオのパン設定、または任意の キーフレーム 調整などクリップに追加したエフェクトを
コピーできます。

「パラメータをペースト」機能では、適用するクリップのパラメータを選択できます。

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを押し
ます）。

 2 パラメータのコピー先クリップを 1 つ以上選択して、「編集」＞「パラメータをペースト」と選択します（または Shift 
＋ Command ＋ V キーを押します）。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • コピー元クリップのすべてのビデオパラメータまたはすべてのオーディオパラメータを適用するには：「ビデオパラ
メータ」または「オーディオパラメータ」チェックボックスを選択します。
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 • パラメータを個別に適用するには：適用したい各パラメータのチェックボックスを選択します。

 4 コピー元クリップでキーフレーム調整を行った場合は、「キーフレーム」ポップアップメニューから「タイミングを保
持」または「伸ばして合わせる」を選択します。「伸ばして合わせる」を選択すると、コピー先クリップの継続時間
に合わせてキーフレームの時間が調整されます。

 5 「ペースト」をクリックします。

クリップのすべてのエフェクトをほかのクリップにコピーする

 1 「タイムライン」でエフェクトのコピー元クリップを 選択 して、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command 
＋ C キーを押します）。

 2 エフェクトのコピー先クリップを 1 つ以上選択して、「編集」＞「エフェクトをペースト」と選択します（または 
Option ＋ Command ＋ V キーを押します）。

コピー元クリップのすべてのエフェクトと設定がコピー先クリップに適用されます。個々のパラメータをより詳細に制
御するには、上の「選択したクリップのパラメータをほかのクリップにコピーする」の手順を実行してください。

キーフレームをコピー＆ペーストする
パラメータ間で個々のキーフレームをコピー＆ペーストできます。これによって、特定のエフェクト（またはエフェク
トの一部）をクリップ間で移動または複製できます。たとえば、アニメートされた色補正エフェクトやオーディオフィ
ルタの調整をコピー＆ペーストできます。

また、同じクリップのパラメータ間でキーフレームを移動またはコピーすることもできます。たとえば、万華鏡エフェ
クトから中心点のキーフレームをコピーして放射ブラーエフェクトの中心点にペーストし、両方のエフェクトが同じパ
スに沿うようにできます。

1 つのパラメータ内のキーフレームをコピー＆ペーストすることもできます。これによって、繰り返すパターンを作成
したり、クリップの先頭からアニメーションを時間的に後方に移動したりすることができます。

キーフレームは任意のパラメータからコピーできます。これにはクリップエフェクトのパラメータ（不透明度、位置、
オーディオの音量など）や、「エフェクトブラウザ」から適用されるエフェクト（「ブラー（ガウス）」や「Channel 
EQ」など）のパラメータのほか、公開されたタイトルのパラメータも含まれます。選択できるすべてのキーフレー
ムは、カット、コピー、ペーストが可能です。

参考：一部のパラメータのキーフレームは同様のパラメータにのみペーストできます。たとえば、クリップのオーディ
オの音量キーフレームは、別のクリップの音量アニメーションにはペーストできますが、不透明度アニメーションに
はペーストできません。
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キーフレームは常に 再生ヘッド または スキマー の開始位置にペーストされます。また、「ペースト」コマンドを選
択する前に特定のパラメータを選択しておく必要があります。選択したクリップの上に再生ヘッドまたはスキマーが
ない場合、キーフレームはペーストされません。

参考：対象のパラメータに適用されていたキーフレームは、ペーストされたキーフレームの時間の範囲内で、ペー
ストされたキーフレームに置き換わります。ペーストされた時間の範囲外にあるキーフレームは影響を受けません。
たとえば、5 秒間にわたる不透明度キーフレームの範囲を選択し、新しいクリップの不透明度設定にペーストする
と、再生ヘッドまたはスキマーの開始位置から 5 秒以内にあるキーフレームがコピー元のキーフレームに置き換わ
ります。この範囲の前後にあるキーフレームは変わりません。

クリップ間でキーフレームをコピーする／移動する

 1 「タイムライン」で、コピーするキーフレームが含まれるクリップを 選択 します。

 2 コピー元の特定のパラメータを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビデオ・アニメーション・エディタ」を表示するには：「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択し
ます（または Control ＋ V キーを押します）。

 • 「オーディオ・アニメーション・エディタ」を表示するには：「クリップ」＞「オーディオアニメーションを表示」と
選択します（または Control ＋ A キーを押します）。

 3 コピーするキーフレームが含まれるパラメータのグラフをダブルクリックします。 

グラフが展開し、カーブに沿って並んだキーフレームが表示されます。

参考：一部のパラメータではグラフを展開しなくてもキーフレームを選択できます。

 4 コピーするキーフレームを Shift キーを押したままクリックするか、選択範囲をドラッグして囲みます。

選択したキーフレームが黄色で強調表示されます。

 5 以下のいずれかの操作を行います： 

 • キーフレームを複製するには：「編集」＞「キーフレーム」＞「コピー」と選択します（または Option ＋ Shift 
＋ C キーを押します）。 

 • キーフレームを移動するには：「編集」＞「キーフレーム」＞「カット」と選択します（または Option ＋ Shift 
＋ X キーを押します）。

クリップボードにキーフレームがコピーされます。

 6 キーフレームをペーストするクリップを選択し、クリップの 「ビデオ・アニメーション・エディタ」または「オーディ
オ・アニメーション・エディタ」 を表示します。

 7 キーフレームをペーストするパラメータの名前またはキーフレームグラフをクリックします。 

選択すると、グラフが強調表示されます。

 8 新しいキーフレームを開始するフレームに再生ヘッドまたはスキマーを移動します。

 9 「編集」＞「キーフレーム」＞「ペースト」と選択します（または Option ＋ Shift ＋ V キーを押します）。

選択したパラメータにキーフレームが追加されます。

パラメータ間でキーフレームをコピーする／移動する

 1 「ビデオ・アニメーション・エディタ」または「オーディオ・アニメーション・エディタ」 で、コピーするキーフレー
ムを選択します。 

Shift キーを押したまま複数のキーフレームをクリックするか、選択する複数のキーフレームをドラッグして囲みます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • キーフレームを複製するには：「編集」＞「キーフレーム」＞「コピー」と選択します（または Option ＋ Shift 
＋ C キーを押します）。 

 • キーフレームを移動するには：「編集」＞「キーフレーム」＞「カット」と選択します（または Option ＋ Shift 
＋ X キーを押します）。

67% resize factor



 第 9 章    トランジション、タイトル、エフェクト、ジェネレータを追加する 245

 3 キーフレームをペーストするパラメータを選択します。 

「アニメーションをソロにする」がオンの場合、パラメータのポップアップメニューをクリックして、キーフレームをコ
ピーまたは移動するパラメータのグラフを選択します。「アニメーションをソロにする」の使いかたについて詳しく
は、255 ページのキーフレームを使ってビデオエフェクトを調整するを参照してください。

参考：一部のパラメータのキーフレームは同様のパラメータにのみペーストできます。たとえば、クリップのオーディ
オの音量キーフレームは、別のクリップの音量アニメーションにはペーストできますが、不透明度アニメーションに
はペーストできません。

 4 ペーストしたキーフレームを開始するフレームに再生ヘッドまたはスキマーを移動します。

 5 「編集」＞「キーフレーム」＞「ペースト」と選択します（または Option ＋ Shift ＋ V キーを押します）。

選択したパラメータにキーフレームが追加されます。

クリップに適用されたエフェクトを無効にする／削除する
クリップにエフェクトが適用されている場合、そのエフェクトを無効にするか（設定は維持されます）、クリップから
エフェクトを削除できます。

クリップのエフェクトを無効にする

 1 「タイムライン」で、エフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択して（または Control ＋ V キーを押して）ビデオエフェク
トを表示するか、「クリップ」＞「オーディオアニメーションを表示」と選択して（または Control ＋ A キーを
押して）オーディオエフェクトを表示し、エフェクトを選択して、チェックボックスをクリックします。

 • 「ビデオ」インスペクタ または「オーディオ」インスペクタでエフェクトを選択して、青いチェックボックスをクリッ
クします。

エフェクトはビデオまたはオーディオに適用されなくなります。チェックボックスをもう一度クリックすると、以前と同
じ設定でエフェクトが戻ります。

クリップからエフェクトを削除する

 1 「タイムライン」で、エフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択して（または Control ＋ V キーを押して）ビデオエフェク
トを表示するか、「クリップ」＞「オーディオアニメーションを表示」と選択してオーディオエフェクトを表示し、
エフェクトを選択して、Delete キーを押します。

 • 「ビデオ」インスペクタ または「オーディオ」インスペクタでエフェクトを選択し、Delete キーを押します。

Motion で独自のバージョンのビデオエフェクトを作成する
あらかじめ用意されているビデオエフェクトの多くは、「Final Cut Pro」と連携する Apple アプリケーション
「Motion」で作成されています。これらのエフェクトを「Motion」で開いて変更を加え、新しいエフェクトとして
保存して「エフェクトブラウザ」から利用できます。

重要：以下の操作を実行するには、コンピュータに「Motion 5」がインストールされている必要があります。

「Motion」でビデオエフェクトを変更する
 1 ツールバーの「エフェクト」ボタンをクリックします。
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 2 「エフェクトブラウザ」で、Control キーを押したまま、変更したいエフェクトをクリックし、ショートカットメニュー
から「コピーを Motion で開く」を選択します。

「Motion」が開き、エフェクトのプロジェクトが表示されます。

 3 エフェクトのプロジェクトを変更します。

詳しくは、「Motion ヘルプ」（http://help.apple.com/motion）を参照してください。

 4 「ファイル」＞「別名で保存」と選択し（または Shift ＋ Command ＋ S キーを押し）、新しいエフェクト
（「Motion」ではテンプレートと呼ばれます）の名前を入力します。カテゴリを選択するか新しいカテゴリを作成
し、必要に応じてテーマを選択して、「公開」をクリックします。

参考：「ファイル」＞「保存」と選択すると、元の名前の末尾に「コピー」が付いた名前でエフェクトが保存され 
ます。

ジェネレータを追加する

ジェネレータの概要
「Final Cut Pro」には、プロジェクトでさまざまな目的に使用できる、ジェネレータと呼ばれるビデオクリップが数
多く用意されています。たとえば、ジェネレータを使って以下の要素を追加できます：

 • プレースホルダコンテンツ：プロジェクトにまだ撮影または納品されていないコンテンツがある場合は、プレース
ホルダクリップを追加できます。プレースホルダジェネレータを使うと、抜けているコンテンツを表す適当なシル
エットが表示されたクリップを「タイムライン」に追加できます。246 ページのプレースホルダを使用するを参照
してください。

 • タイムコードカウンタ：生成済みのタイムコードクリップをプロジェクトに追加して、プロジェクトの一部または全
体にタイムコードカウンタをスーパーインポーズできます。247 ページのタイムコードカウンタを使用するを参照
してください。

 • シェイプクリップ：幅広い種類のシェイプをグラフィカル要素としてプロジェクトに追加できます。248 ページの
シェイプを使用するを参照してください。

 • 汎用的な背景クリップ：「Final Cut Pro」には、タイトルエフェクトやキーイングエフェクトをスーパーインポー
ズできる静止画像およびアニメートされた背景が数多く用意されています。249 ページの背景を使用するを参照
してください。

ジェネレータはすべて、デフォルトの継続時間が設定されたクリップとしてプロジェクトに追加されます。ジェネレー
タの継続時間や位置は、「タイムライン」のほかのビデオクリップと同じ方法で変更できます。

参考：ジェネレータクリップは、「エフェクトブラウザ」には表示されません。

プレースホルダを使用する
プロジェクト内にまだ埋まっていない場所があるときは、生成済みプレースホルダを使って、最終作品でそこに入る
コンテンツのイメージを示すことができます。プレースホルダクリップを構成して、クローズアップ、グループショッ
ト、ワイドショットなど、幅広い種類の標準的ショットを表すことができます。

プレースホルダクリップを挿入する／構成する

 1 「タイムライン」で、プレースホルダクリップを追加したい位置まで再生ヘッドをドラッグします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「ジェネレータを挿入」＞「プレースホルダ」と選択します（または Option ＋ Command ＋ W 
キーを押します）。
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 • ツールバーの「ジェネレータ」ボタンをクリックして「ジェネレータブラウザ」を開き、「プレースホルダ」のサ
ムネールをダブルクリックします。

 3 「タイムライン」でプレースホルダクリップを選択します。

 4 「ジェネレータ」インスペクタ の設定を使って、クリップに表示するショットを構成します。

 5 必要に応じて「メモを表示」を選択して「ビューア」にテキスト領域を追加し、このクリップに関するテキストを入
力します。

「タイムライン」の空いている場所を空白のクリップで埋めたい場合は、ギャップクリップを挿入できます。詳しくは、
99 ページのプロジェクトにクリップを挿入するを参照してください。

タイムコードカウンタを使用する
プロジェクトをレビューに回すときは、タイムコード をスーパーインポーズしておくと、レビューアがフィードバック時
に正確な位置を簡単に指定できて便利です。

タイムコードカウンタを挿入する／構成する

 1 ツールバーの「ジェネレータ」ボタンをクリックして、「ジェネレータブラウザ」を開きます。

 2 基本ストーリーライン の上側に「タイムコード」ジェネレータをドラッグします。

通常、「タイムコード」ジェネレータクリップはプロジェクトの先頭に置きますが、好きな位置に置いて、クリップの
長さをプロジェクトの長さに合わせることもできます。
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 3 「ジェネレータ」インスペクタ の「タイムコード」設定を構成します。

ジェネレータをデフォルト設定に戻すには、「リセット」ボタン  をクリックします。

シェイプを使用する
「シェイプ」ジェネレータを構成して、星、ひし形、矢印、ハートなどのシェイプを好きな数だけ作成できます。この
ジェネレータは通常、基本ストーリーラインの上に置いてプロジェクトにグラフィカル要素を追加し、アニメートする
ために使用します。

シェイプを挿入する／構成する

 1 ツールバーの「ジェネレータ」ボタンをクリックして、「ジェネレータブラウザ」を開きます。

 2 「シェイプ」ジェネレータを 基本ストーリーライン の上側にドラッグし、シェイプを表示したいビデオクリップの上に
置きます。

デフォルトのシェイプは白い丸です。

 3 「ジェネレータ」インスペクタ の「シェイプ」ポップアップメニューからシェイプを選択します。

 4 シェイプの塗りのカラー、アウトラインのカラーと幅、ドロップシャドウを設定します。

ジェネレータをデフォルト設定に戻すには、「リセット」ボタン  をクリックします。

 5 シェイプのサイズ、位置、および回転を変更するには、「変換」または「歪み」内蔵エフェクトを使用します。

Use the Transform effect 
to change the size, position, 
and rotation of the shape.
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これらのエフェクトを使ってシェイプをアニメートすることもできます。たとえば、部屋を横切る人に矢印がついてい
くような演出ができます。

 6 シェイプの一部を透明にするには、「タイムライン」でシェイプを選択し、「ビデオ」インスペクタ で「不透明度」の
設定を調整します。

背景を使用する
背景ジェネレータの多くは、内蔵エフェクト、タイトル、キー、アルファチャンネル付きクリップを上に置くための汎
用的な背景として使用できます。単色の背景もあれば、木や石などのテクスチャもあります。このほかに、アニメー
ションが入ったジェネレータもあります。これらを使えば、面白い背景を作成できます。

背景クリップを挿入する／構成する

 1 「タイムライン」で、背景クリップを追加したい位置まで再生ヘッドをドラッグします。

 2 ツールバーの「ジェネレータ」ボタンをクリックして、「ジェネレータブラウザ」を開きます。

 3 「ジェネレータブラウザ」で、使用したい背景のサムネールをダブルクリックします。

 4 「タイムライン」で背景クリップを選択します。

 5 「ジェネレータ」インスペクタ で背景の設定を構成します（設定がある場合）。

Motion で独自のバージョンのジェネレータを作成する
ジェネレータの多くは、「Final Cut Pro」と連携する Apple アプリケーション「Motion」で作成されています。こ
れらのジェネレータをカスタマイズしたい場合は、ジェネレータを「Motion」で開いて変更を加え、新しいファイ
ルとして保存して「ジェネレータブラウザ」から利用できます。

重要：以下の操作を実行するには、コンピュータに「Motion 5」がインストールされている必要があります。

Motion でジェネレータまたは背景を変更する
 1 ツールバーの「ジェネレータ」ボタンをクリックして、「ジェネレータブラウザ」を開きます。

 2 「ジェネレータブラウザ」で、Control キーを押したままサムネールをクリックし、ショートカットメニューから「コ
ピーを Motion で開く」を選択します。

「Motion」が開き、クリップのプロジェクトが表示されます。
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 3 クリップのプロジェクトを変更します。

詳しくは、「Motion ヘルプ」（http://help.apple.com/motion）を参照してください。

 4 「ファイル」＞「別名で保存」と選択し（または Shift ＋ Command ＋ S キーを押し）、新しいジェネレータの名
前を入力して、「保存」をクリックします。

参考：「ファイル」＞「保存」と選択すると、元の名前の末尾に「コピー」が付いた名前でジェネレータが保存さ
れます。

テーマについて
「Final Cut Pro」には数多くのジェネレータ、トランジション、およびタイトルが用意されており、これらはテーマ
ごとにグループ化されています。テーマ内のジェネレータ、トランジション、およびタイトルには関連する形状や色
が使われるので、テーマはそれぞれが特有のビジュアルスタイルを持っています。

テーマ名（「ボックス」、「コミックブック」、「ドキュメンタリー」など）はテーマに使われている要素や、テーマが使
われる可能性のあるプロジェクトのタイプを示します。1 つのテーマに複数のビデオジェネレータ、ビデオトランジ
ション、およびタイトルを含めることができます。

「テーマブラウザ」を表示するには、ツールバーで「テーマ」ボタンをクリックします。

ビデオジェネレータについて詳しくは、246 ページのジェネレータの概要を参照してください。

ビデオトランジションについて詳しくは、209 ページのトランジションの概要を参照してください。

タイトルについて詳しくは、218 ページのタイトルの概要を参照してください。

オンスクリーンコントロールを使用する

オンスクリーンコントロールの概要
エフェクト、トランジション、その他の項目の多くでは、「ビューア」でビデオ上に表示されるオンスクリーンコントロー
ルを使って各種のパラメータを簡単に調整できます。オンスクリーンコントロールで調整できるパラメータの多くは イ
ンスペクタ でも調整できますが、オンスクリーンコントロールでしか調整できないパラメータもいくつかあります。

オンスクリーンコントロールでは、「魚眼」エフェクトの中心といった単純な設定から、「ビネット」エフェクトの直
径、幅、位置といったやや複雑な設定まで調整できます。

このセクションでは、クリップエフェクトとトランジションで利用できるオンスクリーンコントロールの種類について説
明します。これらのほかに、「Final Cut Pro」の以下の要素でもオンスクリーンコントロールを利用できます：

 • 内蔵エフェクト：内蔵エフェクトではオンスクリーンコントロールを幅広く使用できます。226 ページの内蔵エフェ
クトの概要を参照してください。

 • クロマキーイング：クロマキーヤーの構成時に特殊なオンスクリーンコントロールを使用できます。349 ページの
クロマキーを使用するを参照してください。

 • 色補正：色補正では、カラーマスクやシェイプマスクを作成するためのオンスクリーンコントロールを使用できま
す。373 ページの手動色補正の概要を参照してください。
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オンスクリーンコントロールを表示する／隠す
トランジションを選択すると、トランジションのオンスクリーンコントロールが表示されます。エフェクトを選択したと
き、あるいは、ビデオエフェクトが適用されている「タイムライン」内のクリップまたはタイトルの上に再生ヘッドが
置かれたとき、クリップエフェクトのオンスクリーンコントロールが表示されます。これらのオンスクリーンコントロー
ルは、表示したり隠したりすることもできます。

参考：「タイムライン」でクリップを再生するときは、オンスクリーンコントロールは常に隠されます。

トランジションのオンスクリーンコントロールを表示する／隠す

 m トランジションのオンスクリーンコントロールを表示するには：「タイムライン」でトランジションを選択します。

 m トランジションのオンスクリーンコントロールを隠すには：「タイムライン」でトランジションの選択を解除します。

クリップエフェクトのオンスクリーンコントロールを表示する／隠す

 m エフェクトのオンスクリーンコントロールを表示するには：エフェクトが適用されているクリップの上に再生ヘッドを

移動します。または、エフェクトが適用されているクリップを「タイムライン」で選択してから、「ビデオ・アニメー
ション・エディタ」と 「ビデオ」インスペクタ のどちらかでエフェクトを選択します。

 m エフェクトのオンスクリーンコントロールを隠すには：「タイムライン」でエフェクトが適用されたクリップの選択を解

除するか、「ビデオ・アニメーション・エディタ」または「ビデオ」インスペクタでエフェクトの選択を解除します。

参考：オンスクリーンコントロールを使うエフェクトがクリップに複数含まれている場合は、クリップの上に再生ヘッ
ドを置くと、一番上のエフェクトのオンスクリーンコントロールのみが表示されます。

オンスクリーンコントロールの例
クリップエフェクトやトランジションを操作するときに使用できるオンスクリーンコントロールの例をいくつか示しま
す。ここに示していないクリップエフェクトやトランジションでも、多くは同じまたは類似のコントロールを使用しま
す。以下の例は、オンスクリーンコントロールの一般的な使いかたを示すことを目的としています。

これらの例を参考にするときは、以下の点に注意してください：

 • これらの例では、「タイムライン」のクリップにクリップエフェクトを適用する手順が分かっていることを前提として
います。

 • 1 つのクリップに複数のクリップエフェクトを追加できますが、これらの例を試すときは、各クリップエフェクトを
異なるクリップに適用するか、別のクリップエフェクトを適用する前に既存のクリップエフェクトを削除することを
お勧めします。

 • これらの例では、「タイムライン」の編集点にトランジションを追加する手順が分かっていることを前提としてい 
ます。

 • ほとんどのエフェクトとトランジションには、「ビデオ」インスペクタ または「トランジション」インスペクタに追
加の調整項目があります。

例：「センサー」エフェクトのオンスクリーンコントロールを使用する

 1 「エフェクトブラウザ」を開き、「センサー」エフェクトを「タイムライン」のクリップにドラッグします。
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 2 エフェクトのオンスクリーンコントロールを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • エフェクトの位置を設定するには：中央の丸をドラッグします。

 • エフェクトのサイズを設定するには：外側の円をドラッグします。

Drag this center circle to 
position the effect.

Drag this circle to 
set the effect’s size.

例：「ドロップレット」エフェクトのオンスクリーンコントロールを使用する

 1 「エフェクトブラウザ」を開き、「ドロップレット」エフェクトを「タイムライン」のクリップにドラッグします。

 2 エフェクトのオンスクリーンコントロールを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • エフェクトの位置を設定するには：中央の丸をドラッグします。

 • エフェクトの一番外側を設定するには：外側の円をドラッグします。

 • エフェクトの一番内側を設定するには：内側の円をドラッグします。

 • エフェクトの全体のサイズを設定するには：内側の円と外側の円の間の領域をドラッグします。この領域にポイン
タを置くと、ポイントした部分が白っぽく表示されます。

Drag this center circle 
to position the effect.

Drag any area between the 
circles (becomes shaded) 
to set the overall effect size.

Drag the inner circle to 
set the inner boundary.

Drag the outer circle to 
set the outer boundary.
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例：「プリズム」エフェクトのオンスクリーンコントロールを使用する

 1 「エフェクトブラウザ」を開き、「プリズム」エフェクトを「タイムライン」のクリップにドラッグします。

 2 エフェクトの方向を設定するには、矢印をドラッグします。 

このエフェクトには中心の設定がないため、中央の丸はドラッグできません。

Drag the arrow to set 
the effect’s direction.

This center circle cannot 
be dragged since the effect 

has no center setting.

例：「スクレイプ」エフェクトのオンスクリーンコントロールを使用する

 1 「エフェクトブラウザ」を開き、「スクレイプ」エフェクトを「タイムライン」のクリップにドラッグします。

 2 エフェクトのオンスクリーンコントロールを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • エフェクトの位置を設定するには：中央の丸をドラッグします。

 • エフェクトの方向を設定するには：回転ハンドルをドラッグします。

Drag this handle to rotate 
the effect’s direction.

Drag the center circle to set 
the effect’s start position.

例：「中心」トランジションのオンスクリーンコントロールを使用する

 1 「トランジションブラウザ」を開き、「中心」トランジションを「タイムライン」の編集点にドラッグします。

 2 トランジションのオンスクリーンコントロールを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • トランジションの位置を設定するには：中央の丸をドラッグします。

 • トランジションの方向を設定するには：矢印をドラッグします。
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 • トランジションの縁の幅（この場合は柔らかさ）を設定するには：外側のハンドルを中心に近づけるか中心から
離すようにドラッグします。

Drag this arrow to set the 
transition’s direction.

Drag this center circle to 
position the transition.

Drag this handle to set 
the border width (softness 

amount in this case).

例：「スター」トランジションのオンスクリーンコントロールを使用する

 1 「トランジションブラウザ」を開き、「スター」トランジションを「タイムライン」の編集点にドラッグします。

 2 トランジションのオンスクリーンコントロールを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • トランジションの位置を設定するには：中央の丸をドラッグします。

 • スターの頂点の数を設定するには：長い方のハンドルをドラッグします。

 • 星を回転させるには：短い方のハンドルをドラッグします。

Drag this center circle to set 
the transition’s position.

Drag this handle to set the 
number of points on the star.

Drag this handle to rotate 
the star transition.

例：「ズームとパン」トランジションのオンスクリーンコントロールを使用する

 1 「トランジションブラウザ」を開き、「ズームとパン」トランジションを「タイムライン」の編集点にドラッグします。

 2 トランジションのオンスクリーンコントロールを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • トランジションの開始点を設定するには：緑色の丸をドラッグします。
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 • トランジションの終了点を設定するには：赤い丸をドラッグします。

Drag the red circle 
to set the end point.

Drag the green circle 
to set the start point.

「ビデオ・アニメーション・エディタ」を使用する

ビデオアニメーションの概要
「Final Cut Pro」では、ムービーの最初に映像が徐々に現れるといった、時間の経過に伴う簡単な変化をビデオ
に加えることができます。また、ビデオのエフェクト、トランジション、モーションパスなどのさまざまなパラメータ
を個別に変化させて、より高度で詳細な調整を加えることもできます。

「Final Cut Pro」では、「ビデオ・アニメーション・エディタ」のキーフレームとフェードハンドルを使って、時間の
経過と共にエフェクトを変化させることができます。

キーフレームという語は、アニメーション産業における従来の作業フローに由来します。そこでは、登場人物の動
きを時間の経過に従ってスケッチするため、アニメートされたシーケンスの重要（キー）フレームだけが描かれてい
ました。一度キーフレームが決定されると、中割りデザイナーがキーフレームの間にあるフレームをすべて描きまし
た。

「Final Cut Pro」では、ユーザがいくつかの時点（キーフレームで表されます）のパラメータを特定の値に設定す
ると、「Final Cut Pro」が中割りデザイナーの役割を果たし、リアルタイムで自動的にキーフレーム間のすべての値
を計算します。たとえば、回転や調整の設定などのパラメータをアニメートする場合、ユーザはクリップ内に少なく
とも 2 つのキーフレームを作成します。「Final Cut Pro」は、これらのキーフレーム間の適切な設定値を計算し、
設定の変化に沿った滑らかな動きを作り出します。

「Final Cut Pro」では、ビデオエフェクトとオーディオエフェクトのどちらでも、エフェクトのパラメータやクリップの
プロパティなどをキーフレームしてアニメートできます。オーディオのキーフレームについて詳しくは、192 ページの
キーフレームを使ってオーディオエフェクトを調整するを参照してください。

キーフレームを使ってビデオエフェクトを調整する
クリップ内のいくつかのポイントにキーフレームを設定して、各ポイントのパラメータ値を変更します。 

たとえば、プロジェクト内のクリップを黒にフェードする場合、「不透明度」キーフレームを 2 つの時点に設定しま
す。1 番目の値を 100（完全に表示）に設定し、2 番目の値を 0（完全に透明）に設定します。これだけで、100 
から 0 の間の値が補間され、黒に滑らかにフェードする効果が作られます。

キーフレームは「タイムライン」または「ビデオ」インスペクタで設定できます。「タイムライン」でキーフレームを
表示するには、クリップの「ビデオ・アニメーション・エディタ」を表示する必要があります。
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「Final Cut Pro」の内蔵エフェクトでは、追加のキーフレームコントロールが表示されます。232 ページの内蔵エ
フェクトを操作するを参照してください。

オーディオクリップのキーフレームについて詳しくは、192 ページのキーフレームを使ってオーディオエフェクトを調
整するを参照してください。

キーフレームを追加する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」でクリップを 選択 して、「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択します（または 
Control ＋ V キーを押します）。

 • 「タイムライン」で Control キーを押したままクリップをクリックして、ショートカットメニューから「ビデオアニ
メーションを表示」を選択します。 

「ビデオ・アニメーション・エディタ」では、エフェクトごとに、キーフレームを追加するための領域があります。

エフェクトによってはパラメータが複数あり、それぞれ個別にキーフレームを追加できます。これらのパラメータは、
「ビデオ・アニメーション・エディタ」でエフェクト名の横にある開閉用三角ボタンをクリックすると表示されます。
また、「ビデオ」インスペクタだけにコントロールが表示されるパラメータもあります。

 2 「ビデオ・アニメーション・エディタ」または 「ビデオ」インスペクタ の「エフェクト」セクションで、キーフレーム
を追加したいエフェクトを選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビデオ・アニメーション・エディタ」でパラメータを展開表示するには：開閉用三角ボタンをクリックし、ポップ
アップメニューから個々のパラメータを選択するか、すべてのパラメータに適用されるキーフレームを追加する場
合は「すべて」を選択します。

 • 「ビデオ」インスペクタでパラメータを展開表示するには：エフェクトの上にポインタを置き、表示される「表示」
をクリックします。
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 4 各エフェクトについて、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビデオ・アニメーション・エディタ」で：エフェクトコントロールの横線上で、Option キーを押したまま、キー
フレームを追加したいポイントをクリックします（または Option ＋ K キーを押します）。

選択したパラメータのキーフレームが白いひし形で表示されます。ほかのエフェクトパラメータのキーフレームは
灰色で表示されます。

Keyframe for the 
selected parameter

「ビデオ・アニメーション・エディタ」ですべてのパラメータを表示した場合は、すべてのパラメータのキーフレー
ムが白いひし形で表示されます。二重のひし形は、そのポイントに複数のパラメータのキーフレームが追加され
ていることを示します。

Double diamonds

 • 「ビデオ」インスペクタで：「タイムライン」でキーフレームを追加したいポイントに再生ヘッドを移動し、「キーフ
レーム」ボタンをクリックします（または Option ＋ K キーを押します）。

キーフレームを追加すると、「キーフレーム」ボタンが黄色に変わります。これは、そのキーフレームの位置に現
在再生ヘッドがあることを示します。

Keyframe button

「タイムライン」で再生ヘッドを動かすと、「ビデオ」インスペクタで「キーフレーム」ボタンの横に矢印が表示さ
れます。これは、再生ヘッドのその矢印側にキーフレームがあることを示します。前のキーフレームに移動するに
は、左向き矢印をクリックするか、Option ＋セミコロン（;）キーを押します。次のキーフレームに移動するに
は、右向き矢印をクリックするか、Option ＋コロン（:）キーを押します。

Arrows

 5 必要なだけキーフレームを追加します。

ヒント：キーフレームを 1 つ追加した後は、「タイムライン」で再生ヘッドを動かしてから、「ビデオ」インスペクタ
でエフェクトパラメータの値を調整することで、別のキーフレームを自動的に追加することができます。
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選択した領域にキーフレームを自動的に追加する
「ビデオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトに開閉用三角ボタンが表示されている場合は、「選択」ツールま
たは「範囲選択」ツールを使って、選択した範囲全体に自動的にキーフレームを追加できます。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」でクリップを 選択 して、「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択します（または 
Control ＋ V キーを押します）。

 • Control キーを押したままクリップをクリックして、ショートカットメニューから「ビデオアニメーションを表示」を
選択します。 

 2 エフェクトを選択し、「ビデオ・アニメーション・エディタ」で開閉用三角ボタンをクリックして展開します。

Disclosure button

 3 「タイムライン」で、ツールバーの「ツール」ポップアップメニューから「選択」または「範囲選択」を選択します
（または、「選択」の場合は A キー、「範囲選択」の場合は R キーを押します）。

 4 「ビデオ・アニメーション・エディタ」で、エフェクトを調整したい範囲をドラッグします。

ヒント：範囲の選択を解除するには、「タイムライン」の背景の上をクリックします。
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 5 エフェクトコントロールの横線を上下にドラッグして、範囲内のエフェクトを調整します。

範囲内の調整ポイントに沿ってキーフレームが自動的に作成されます。

「ビデオ・アニメーション・エディタ」でキーフレームを調整する
「ビデオ・アニメーション・エディタ」では、キーフレームを左右に動かすことができます。エフェクトに開閉用三角
ボタンが表示されている場合は、エフェクトを展開表示してキーフレームを上下に動かすことによってパラメータ値
を変更できます。

 1 キーフレームを選択します。
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 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 時間上の位置を変更するには、キーフレームを左右にドラッグします。

ドラッグ中にタイムコード値が表示されます。

Drag the keyframe 
left or right.

 • エフェクトに開閉用三角ボタンが表示されている場合は、そのボタンをクリックして（またはエフェクトをダブルク
リックして）展開します。

Disclosure button

エフェクトを展開した状態で、キーフレームを上下にドラッグしてエフェクトのパラメータ値を変更します。

Drag the keyframe up or down.

別のキーフレームを追加するには、エフェクトコントロール上で、Option キーを押したまま、キーフレームを追
加したいポイントをクリックします（または Option ＋ K キーを押します）。キーフレームを追加し、同時にエフェ
クトのパラメータの値を変更するには、Option キーを押したままエフェクトコントロールをクリックして、上下に
ドラッグします。
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「ビデオ・アニメーション・エディタ」でエフェクトに開閉用三角ボタンが表示されている場合は、ビデオエフェクト
をフェードイン／フェードアウトしたり、キーフレーム間でエフェクトカーブの形状を変更したりすることもできます。

「ビデオ」インスペクタでキーフレームを調整する
多くのエフェクトでは、「ビデオ」インスペクタを使って個々のキーフレームのパラメータ値を調整できます。

「タイムライン」で再生ヘッドを動かすと、「ビデオ」インスペクタで「キーフレーム」ボタンの横に矢印が表示され
ます。これは、再生ヘッドのその矢印側にキーフレームがあることを示します。前のキーフレームに移動するには、
左向き矢印をクリックするか、Option ＋セミコロン（;）キーを押します。次のキーフレームに移動するには、右向
き矢印をクリックするか、Option ＋コロン（:）キーを押します。

Arrows

 1 キーフレームを選択するか、キーフレーム上に再生ヘッドを移動して、「ビデオ」インスペクタでパラメータ値を調整
します。

 2 次のキーフレームの値を変更するには、次のキーフレームに移動して値を調整します。

キーフレームを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ビデオ・アニメーション・エディタ」でキーフレームを選択し、Option ＋ Shift ＋ Delete キーを押します。

 m 「ビデオ」インスペクタ で目的のキーフレームに移動し、「キーフレーム」ボタンをクリックします。

After navigating to 
a keyframe, click the 
Keyframe button to 
delete the keyframe.

「ビデオ・アニメーション・エディタ」で一度に 1 つのエフェクトだけを表示する
「ビデオ・アニメーション・エディタ」を折りたたんで、一度に 1 つのエフェクトだけを表示できます。これは、ク
リップに複数のエフェクトを適用していて、画面の領域を節約したいときに便利です。

 1 「クリップ」＞「アニメーションをソロにする」と選択します（または Control ＋ Shift ＋ V キーを押します）。

 2 「ビデオ・アニメーション・エディタ」で、表示されているエフェクトの名前の横にある開閉用三角ボタンをクリック
し、ポップアップメニューからエフェクトを選択します。

参考：「アニメーションをソロにする」をオンにした場合、「ビデオ・アニメーション・エディタ」ではエフェクトを削
除できません。

ソロをオフにするには、「クリップ」＞「アニメーションをソロにする」と選択します（または Control ＋ Shift ＋ 
V キーを押します）。

クリップのビデオアニメーションを隠す
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」でクリップを 選択 して、「クリップ」＞「ビデオアニメーションを隠す」と選択します（または Control 
＋ V キーを押します）。

 m 「ビデオ・アニメーション・エディタ」の左上隅にある閉じるボタン  をクリックします。

 m 「タイムライン」で Control キーを押したままクリップを選択して、ショートカットメニューから「ビデオアニメーショ
ンを隠す」を選択します。
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キーフレームのグループを変更する
さまざまな方法でキーフレームを変更して、単純なアニメーションや複雑なアニメーションを作成できます。前のセ
クションで説明されている個々のキーフレームの変更に加え、キーフレームのグループ、エフェクトのカーブ（キー
フレーム間の線分）、または特定のパラメータのキーフレームのセット全体を変更することもできます。さらに、こう
した変更を高い精度で行うことができます。

複数のキーフレームを選択する／変更する

 1 「ビデオ・アニメーション・エディタ」、「オーディオ・アニメーション・エディタ」、または直接クリップの本体（オー
ディオレベルのキーフレームの場合）から複数のキーフレームを選択するには、以下のいずれの操作を行います：

 • Shift キーを押したまま複数のキーフレームをクリックします。

間にあるすべてのキーフレームが選択されます。隣接しないキーフレームを選択することはできません。

 • ドラッグして選択用の四角形で目的のキーフレームを囲みます。 

参考：「ビデオ・アニメーション・エディタ」または「オーディオ・アニメーション・エディタ」では、「選択」ツー
ルまたは「範囲選択」ツールでドラッグすると範囲を選択できます。クリップの本体に表示されているキーフレー
ム（オーディオキーフレームなど）の範囲を選択するには、「範囲選択」ツールを使う必要があります。

 2 選択したキーフレームを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 時間上の別の位置にグループを移動するには：任意のキーフレームを左右にドラッグします。

 • すべてのキーフレームの値を変更するには：任意のキーフレームを上下にドラッグします。

ドラッグ中、キーフレームどうしの値の相対関係は保たれます。ただし、グラフの一番上または一番下までドラッ
グしてカーブを「平らに」すると、すべてのキーフレームで同じ値が共有され、キーフレームの値はこの平らな
状態のまま変化しません。

 • 相対値を 1 つ増やすには：Option ＋↑キーを押します。

 • 相対値を 1 つ減らすには：Option ＋↓キーを押します。

 • 両方のキーフレームを時間上で 1 つ戻すには：カンマ（,）キーを押します。

 • 両方のキーフレームを時間上で 1 つ進めるには：ピリオドキー（.）を押します。

ヒント：2 つのキーフレームを同時に変更することもできます。これには、両者間の線分を選択してから、上記のい
ずれかの操作を行います。

カーブ上のすべてのキーフレームを調整する

 m 「ビデオ・アニメーション・エディタ」、「オーディオ・アニメーション・エディタ」、または直接クリップの本体（オー

ディオレベルのキーフレームの場合）で、Command キーと Option キーを押したまま、キーフレームまたはカー
ブを上下にドラッグします。
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すべてのキーフレームが同じ量で調整され、カーブの元のシェイプが維持されます。ただし、グラフの一番上または
一番下までドラッグしてカーブを「平らに」すると、すべてのキーフレームで同じ値が共有され、キーフレームの値
はこの平らな状態のまま変化しません。

Before

After

異なる属性またはクリップ間で特定のキーフレームをコピーすることもできます。243 ページのキーフレームをコ
ピー＆ペーストするを参照してください。

フェードハンドルまたはキーフレームアニメーションを使ってエフェクトカーブを調整する
「ビデオ・アニメーション・エディタ」に表示されるエフェクトには、エフェクトをフェードイン／フェードアウトする
のにかかる時間を調整できるフェードハンドルを持つものがあります。たとえば、フェードハンドルを使って、不透
明度エフェクトがフェードインする時間や、フェード・アップ・フロム・ブラックにかかる時間、フェード・トゥー・ブ
ラックにかかる時間などを調整できます。

キーフレーム を上下に動かしてエフェクトパラメータのカーブを作成し、キーフレーム間のカーブの形状（補間）を
変えることもできます。

フェードまたはエフェクトカーブを作成すると遷移が滑らかになるため、クリップの再生時にエフェクトの変化がより
自然な感じになります。
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フェードハンドルを使ってエフェクトを変更する

 1 「ビデオ・アニメーション・エディタ」で開閉用三角ボタンをクリックしてエフェクトを展開します。

Disclosure button

参考：エフェクトに開閉用三角ボタンが表示されない場合、そのエフェクトにはフェードハンドルはありません。

 2 クリップ内でフェードを開始または終了したい位置までフェードハンドルをドラッグします。

クリップの先頭にあるフェードハンドルではフェードインが作られ、末尾にあるフェードハンドルではフェードアウトが
作られます。

Fade-in Fade-out

キーフレームを使ってエフェクトを変更する 
 m 「ビデオ・アニメーション・エディタ」で開閉用三角ボタンをクリックしてエフェクトを展開し、必要に応じて以下の

操作を行います：

Disclosure button

参考：エフェクトに開閉用三角ボタンが表示されない場合、キーフレームを動かすことはできません。

 • キーフレームを追加するには：エフェクトコントロール上で、Option キーを押したまま、キーフレームを追加し
たいポイントをクリックします（または Option ＋ K キーを押します）。

ヒント：キーフレームを追加し、同時にエフェクトのパラメータの値を変更するには、Option キーを押したまま
エフェクトコントロールをクリックして、上下にドラッグします。

 • 特定のキーフレームでエフェクトのパラメータの値を変更するには：キーフレームを選択して上下にドラッグし 
ます。

67% resize factor



 第 9 章    トランジション、タイトル、エフェクト、ジェネレータを追加する 265

ヒント：値をより詳細に調整するには、Command キーを押したまま、キーフレームを上下にドラッグします。

Drag the keyframe up or down.

キーフレーム間のカーブの形状（補間）を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Command キーを押したままキーフレーム間の線を横にドラッグしてカーブを作成します。

 m Control キーを押したままキーフレーム間の線をクリックし、ショートカットメニューからカーブオプションを選択し 
ます。

 • 線形状：フェード全体にわたって一定の変化率を維持します。

 • イーズ：中点が始点の値と終点の値の間に設定されているフェードインとフェードアウトを緩やかにします。

 • イーズイン：始点の値から高速で開始した後、終点の値に向かって低速で移動します。

 • イーズアウト：始点の値から低速で開始した後、終点の値に向かって高速で移動します。

参考：キーフレーム間のカーブ形状はビデオエフェクトでのみ変更できます。オーディオの音量だけは、フェードハ
ンドルで作成したフェードのカーブ形状は変更できますが、キーフレームのカーブは変更できません。174 ページの
オーディオをフェードイン／フェードアウトするを参照してください。
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複合クリップを使ってクリップをグループ化する

複合クリップの概要
「Final Cut Pro」では複合クリップを作成できます。これによって、「タイムライン」または「ブラウザ」の クリップ 
を任意に組み合わせてまとめたり、クリップを別のクリップにネストしたりできます。 

複合クリップには、クリップのビデオコンポーネントおよびオーディオコンポーネント、クリップ、ほかの複合クリップ
を含めることができます。複合クリップは実質的に、独自のプロジェクト情報を持つミニプロジェクトと見なすことが
できます。複合クリップの操作はほかのクリップと同じです。プロジェクトに追加し、トリミングしたり、リタイミング
したり、エフェクトやトランジションを追加したりできます。「ブラウザ」および「タイムライン」では、複合クリップ
にアイコンが表示されます。 

Compound clip 
icon for a clip 
in the Browser

Compound clip 
icon for a clip 
in the Timeline

複合クリップはさまざまな方法で使用できます。たとえば、以下のように使用できます：

 • プロジェクトの主要な部分ごとに複合クリップを作成することで、複雑なプロジェクトを簡素化する。

 • ビデオクリップを 1 つ以上のクリップと同期させてから、それらを複合クリップにまとめて、不用意に移動しても
同期がずれないようにする。

 • クリップを開き、その内容を「タイムライン」で編集してから閉じる。 

 • 「ブラウザ」での並び順に基づいて、イベント 内のクリップを含む複合クリップをすばやく作成する。

 • プロジェクトの一部を複合クリップにして、メインプロジェクトとは異なる設定にする。

詳細編集
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次の図は、複合クリップを使って「タイムライン」内のプロジェクトを簡素化する方法を示しています：

Selected clips in the Timeline 

New compound clip

複合クリップには以下の特徴があります：

 • 複合クリップは「ブラウザ」または「タイムライン」で作成します。 

 • 「タイムライン」のすべての複合クリップには、「ブラウザ」に“親”複合クリップがあります。

Browser clips

Project 3Project 1

Child clip Child clips Child clip

Project 2

Parent compound clip

 • 複合クリップの内容を編集する場合、実際には「ブラウザ」にある親複合クリップを編集することになります。複
合クリップに加えた変更は、同じ複合クリップのすべての子クリップに継承されます。たとえば、親複合クリップの
内容からタイトルクリップを削除すると、すべての子クリップからそのタイトルクリップが削除されます。

既存の複合クリップから独立した複合クリップを作成できます。たとえば、TV シリーズまたは Podcast シリーズ
用の標準タイトルシーケンスの複合クリップがあるとします。その場合、タイトルシーケンスのほかのインスタンス
に影響を与えずに、エピソードごとに複合クリップの一意の（独立した）インスタンスを作成できます。

プロジェクト全体のスナップショットを作成することもできます。プロジェクトのスナップショットは、複合またはマ
ルチカムの親クリップが含まれている、必要なものがすべて揃ったバックアップバージョンです。プロジェクトをス
ナップショットとして複製すると、複合またはマルチカムの親クリップのコピーが作成されてプロジェクトに埋め込
まれます。このため、クリップのその他のインスタンスに対する変更はスナップショットには影響しません。詳しく
は、62 ページのプロジェクトおよびクリップを複製するを参照してください。

参考：「Final Cut Pro X」の複合クリップは、「Final Cut Pro 7」のネストしたシーケンスの機能をすべて備え、
さらに柔軟性と使いやすさが向上しています。
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複合クリップを作成する／分割する
「タイムライン」または「ブラウザ」内の既存のクリップから 複合クリップ を作成したり、「ブラウザ」で新しい空の
複合クリップを作成して、「タイムライン」でそれにクリップを追加したりできます。また、「タイムライン」で複合ク
リップをコンポーネント部品に分割して、項目のグループ化を解除することもできます。

既存のクリップから複合クリップを作成する

 1 「タイムライン」または「ブラウザ」で、1 つまたは複数の クリップ を 選択 します。

選択できるクリップは、連続したクリップまたは連続していないクリップの組み合わせ、複合クリップ、基本ストーリー
ライン クリップ、または 接続されたクリップ です。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「新規複合クリップ」と選択します（または Option ＋ G キーを押します）。

 • Control キーを押したまま、選択する項目をクリックし、ショートカットメニューから「新規複合クリップ」を選択
します。

参考：「タイムライン」に複合クリップを追加したり、「タイムライン」の既存のクリップから複合クリップを作成した
りすると、「ブラウザ」の親複合クリップと「タイムライン」の子複合クリップとの間にアクティブな直接関係が結ば
れます。「ブラウザ」に親クリップが存在しない場合は、「Final Cut Pro」によって自動的に作成されます。複合ク
リップ内のクリップをトリムしたりエフェクトを追加したりして複合クリップの内容を編集する場合、実際には、「ブラ
ウザ」の親複合クリップも含め、同じ複合クリップのすべてのインスタンスを編集することになります。
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クリップが複合クリップ内でどのようにグループ化されるかは、クリップを選択した場所によって異なります：

 • イベント内でクリップを選択した場合：イベント 内に（選択したクリップに加えて）新しい複合クリップが作成さ
れ、選択したクリップの複製が、選択した順序で新しい複合クリップの中に横に並べられます。（「ブラウザ」で
複合クリップを作成する方法について詳しくは、後述の「空の複合クリップを作成する」を参照してください。）

Selected clips in the Browser

New compound clip

Compound 
clip contents
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 • 「タイムライン」でクリップを選択した場合：選択したクリップが、新しい複合クリップ内に「タイムライン」での
レイアウトとまったく同様に配置されます。新しい複合クリップは、現在の「タイムライン」のフレームサイズとフ
レームレートを継承します。

Selected clips in the Timeline 

New compound clip

Compound 
clip contents

既存の複合クリップから独立した複合クリップを作成する

 1 「タイムライン」で複合クリップを 選択 します。

 2 「クリップ」＞「新しい親クリップを参照」と選択します。

「ブラウザ」に新しい親複合クリップが作成されます。このコマンドにより、「タイムライン」で選択した複合クリップ
と元の親複合クリップ（およびすべてのプロジェクトにある元の親クリップの子クリップ）との関係が断ち切られます。 

参考：手順 1 で複数のクリップを選択することもできます。その場合は、既存の親クリップの参照に基づいて 1 つ
または複数の親クリップが作成されます。

空の複合クリップを作成する
新しい空の複合クリップを作成し、それにクリップを追加することができます。複合クリップは、独自のプロジェクト
情報を持つミニプロジェクトと見なすことができます。

 1 ライブラリで、複合クリップを追加したい イベント を選択します。

 2 「ファイル」＞「新規複合クリップ」と選択します。

表示されるウインドウで、「名前」フィールドに複合クリップの名前を入力します。

 3 複合クリップの設定を変更する場合は、「カスタム設定を使用」をクリックします。
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参考：デフォルトでは自動設定が表示されますが、最後に使用した設定が保存されるため、この手順は不要な場合
があります。

 4 「開始タイムコード」フィールドは、デフォルトで、選択したクリップ内で最も小さいタイムコード値に設定されます。
複合クリップを別の位置から開始したい場合は、「開始タイムコード」フィールドに開始タイムコード値を入力します。

 5 ビデオ、オーディオ、およびレンダリングの設定を調整するには、「カスタム」をクリックします。作成している複合
クリップに固有の要件がない限り、「最初のビデオクリップを基準に自動設定する」と「デフォルト設定を使用」は
選択したままにすることをお勧めします。

 6 「OK」をクリックします。

新しい複合クリップがイベント内に表示されます。

標準クリップの内容を「タイムライン」で編集する
標準クリップの内容は編集できます。

 m 「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップを 選択 し、「クリップ」＞「タイムラインで開く」をクリックします。

「タイムライン」にクリップの内容が表示されます。ほとんどの標準クリップには、ビデオコンポーネントまたはオー
ディオコンポーネント、あるいはその両方が含まれます。これらのビデオコンポーネントおよびオーディオコンポーネ
ントの内容は編集できません。

現在の「タイムライン」にクリップを追加することで、このクリップの内容にメディアを追加できます。このクリップ
を閉じるには、タイムライン履歴の 1 レベル上に移動します。

参考：「Final Cut Pro」での編集は非破壊的であるため、標準クリップまたは複合クリップの内容に変更を加えて
も、対応するソース・メディア・ファイルは影響を受けず、コンピュータのハードディスク上で変更されません。メ
ディアファイルとクリップの違いについて詳しくは、21 ページのメディアファイルとクリップを参照してください。

クリップ項目を分割する
複合クリップまたは標準クリップを分割して、その内容を「タイムライン」の個別のクリップに変換することができま
す。

 m 「タイムライン」で複合クリップまたは標準クリップを選択し、「クリップ」＞「クリップ項目を分割」と選択します（ま

たは Shift ＋ Command ＋ G キーを押します）。

「タイムライン」で選択したクリップが、そのクリップを構成していた個別の項目に置き換えられます。

複合クリップを選択した場合は、その内容が、複合クリップを構成していた元のクリップに戻ります。ただし、「ブラ
ウザ」には親複合クリップが残ります。

選択したクリップが標準クリップの場合は、内容が個別のクリップとして「タイムライン」に表示されます。ほとんど
の標準クリップには、ビデオコンポーネントまたはオーディオコンポーネント、あるいはその両方が含まれます。オー
ディオは 接続されたクリップ として表示されます。

複合クリップを管理する
複合クリップ を管理および編集するには、多くの方法があります。たとえば、複合クリップを別の「タイムライン」
で開く（およびそのコンポーネント部品を編集する）ことができます。複合クリップの一連のレベルの中で、簡単に
上下に移動できます。イベント 内から複合クリップを開いて編集することもできます。

参考：複合クリップ内のクリップをトリムしたりエフェクトを追加したりして複合クリップの内容を編集する場合、実
際には、「ブラウザ」の親複合クリップも含め、同じ複合クリップのすべてのインスタンスを編集することになります。
複合クリップの内容に加えた変更は、すべてのプロジェクト内の同じ複合クリップのすべての子クリップに継承されま
す。継承される変更には、クリップの追加または削除、トリミング調整、ビデオエフェクトとオーディオエフェクト（色
補正など）、クリップの速度のリタイミングなどが含まれます。たとえば、親複合クリップからタイトルクリップを削除
すると、すべての子複合クリップからそのタイトルクリップが削除されます。
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編集用に複合クリップを開く
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」または「ブラウザ」で複合クリップを選択し、「クリップ」＞「タイムラインで開く」と選択します。

 m 「タイムライン」または「ブラウザ」で複合クリップのビデオ部分をダブルクリックします。

 m 「タイムライン」で、複合クリップの左上隅にある複合クリップアイコンをクリックします。

複合クリップが新しい「タイムライン」の表示で開き、内容を編集できるようになります。

Compound clip in a project in the Timeline

Compound clip opened in a new Timeline view

Project Compound clip

Project

参考：「Final Cut Pro」での編集は非破壊的であるため、標準クリップまたは複合クリップの内容に変更を加えて
も、対応するソース・メディア・ファイルは影響を受けず、コンピュータのハードディスク上で変更されません。メ
ディアファイルとクリップの違いについて詳しくは、21 ページのメディアファイルとクリップを参照してください。

メニューコマンドおよびキーボードショートカットを使って複合クリップのレベル間を移動する
複合クリップのレベル間を、1 レベルまたは複数のレベル間隔で上下に移動できます。

 m 進む（1 レベル下がる）には：「表示」＞「タイムライン履歴内を進む」と選択するか、Command ＋右ブラケッ
ト（]）キーを押します。

 m 戻る（1 レベル上がる）には：「表示」＞「タイムライン履歴内を戻る」と選択するか、Command ＋左ブラケッ
ト（[）キーを押します。

矢印ボタンを使って複合クリップのレベル間を移動する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」の左上隅にある左矢印と右矢印をクリックします。
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 m 「タイムライン」の左上隅にある右矢印または左矢印をクリックしたままにして、ポップアップメニューからレベルを

選択します。

左矢印をクリックすると、現在の複合クリップが閉じてその親が開きます。最上位レベルは、その複合クリップを含
むプロジェクトまたはイベントです。移動に使用できる履歴がない場合は、左矢印も右矢印も淡色表示されます。 

複合クリップの内容がすべてムービーに表示されることを確認する
複合クリップの内容を編集しているときは、複合クリップの境界が、クリップの始点の左側と終点の右側にある濃い
グレイのクロスハッチの領域で示されます。

複合クリップの内容にクリップを追加した場合、濃いグレイの領域まで延びたクリップの部分はプロジェクトに表示さ
れません。

Any clips in the dark gray, 
cross-hatched area do not 
appear in your final movie.

新しいクリップ素材がプロジェクトに表示されるようにするには、以下のいずれかの操作を行って新しい素材用のス
ペースを作ります：

 m 複合クリップに含まれるほかのクリップの合計継続時間を短縮します。たとえば、複合クリップ内の 1 つまたは複数
のクリップをトリムします。

 m 「タイムライン」で複合クリップを閉じて 1 レベル上に移動し、親クリップ（複合クリップの「外殻」）の合計継続時
間を延長します。

詳しくは、121 ページのトリミングの概要を参照してください。
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ストーリーラインを追加する
ストーリーラインは、基本ストーリーラインに接続されたクリップのシーケンスです。接続されたクリップ の便利さと、
詳細編集が可能な 基本ストーリーライン の機能を組み合わせたものです。

接続されたクリップと同じ目的にストーリーラインを使用できます（カットアウェイの作成、タイトルやその他のグラ
フィックスの合成、サウンドエフェクトや音楽の追加など）。 

ストーリーライン特有の利点は、「タイムライン」のほかのクリップのコンテキスト内で、接続されたクリップのシー
ケンスを編集できることです。たとえば、ストーリーラインにまとめられた一連のスーパーインポーズタイトルにクロ
スディゾルブのトランジションを追加してから、タイトルのタイミングを基本ストーリーラインのクリップと合わせるこ
とができます。接続されたクリップと同様に、ストーリーラインにはビデオとオーディオの両方を含めることも、ビデ
オのみまたはオーディオのみを含めることもできます。接続されたクリップについて詳しくは、101 ページのクリップ
を接続してカットアウェイショット、タイトル、同期されたサウンドエフェクトを追加するを参照してください。

Storyline

Audio-only storylinePrimary storyline

ストーリーラインの編集は、基本ストーリーラインを編集する場合と同じ方法で行います。以下のことができます：

 • クリップを追加する：クリップをストーリーラインにドラッグして追加するか、標準の追加、挿入、置換、および上
書きコマンドを使用します。

 • トランジション、タイトル、エフェクト、ジェネレータを追加する：ストーリーラインにエフェクトを追加するには、
エフェクトをドラッグするか、標準コマンドおよびキーボードショートカットのいずれかを使用します。

参考：基本ストーリーラインに接続されたクリップにトランジションを適用すると、そのクリップのストーリーライ
ンが自動的に作成されます。

 • クリップをトリムする：リップル、ロール、スリップ、スライドなどの標準のトリム編集をストーリーラインで使用し
ます。タイムコード値を入力して、ストーリーライン内のクリップをトリムまたは移動することもできます。

 • スプリット編集を作成する：個々のクリップのビデオとオーディオに別々の始点と終点を設定することで、ストー
リーライン内にスプリット編集（L カットおよび J カット）を作成します。
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ストーリーラインを作成または分割する
既存の接続されたクリップからストーリーラインをすばやく作成できます。

 1 「タイムライン」で、2 つ以上の接続されたクリップを 選択 します。

 2 「クリップ」＞「ストーリーラインを作成」と選択します（または Command ＋ G キーを押します）。

クリップの周囲に、ストーリーラインを示すグレイの枠線が表示されます。

The gray border 
indicates a storyline.

参考：元の接続されたクリップが連続していない場合、クリップ間の領域を埋める ギャップクリップ が挿入されます。

G キーを押しながらクリップを接続されたクリップにドラッグし、両者の辺を触れさせることで、ストーリーラインを
作成することもできます：

Hold down the G key as you 
drag a clip to a connected clip.
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 3 ストーリーラインをそのコンポーネントのクリップに戻すには、以下のいずれの操作を行います：

 • ストーリーラインを選択（グレイの枠線をクリック）してから、「クリップ」＞「クリップ項目を分割」と選択します
（または Shift ＋ Command ＋ G キーを押します）。 

 • ストーリーラインを基本ストーリーライン内にドラッグします。

ストーリーラインを選択する／移動する
ストーリーライン全体を、標準クリップまたは 複合クリップ であるかのように選択したり移動したりできます。ストー
リーラインの接続情報は、接続されたクリップと同じです。

 m ストーリーライン全体を選択するには：ストーリーラインのグレイの枠線をクリックします。

 m ストーリーラインをドラッグして移動するには：ストーリーラインのグレイの枠線をクリックし、左または右にドラッグ

して、基本ストーリーラインに沿った別の場所に接続します。

Drag the storyline left or right.

 m タイムコード値またはキーボードショートカットを使ってストーリーラインを移動するには：標準クリップの場合と同じ

テクニックを使用します。

詳しくは、115 ページの「タイムライン」でクリップを並べ替える を参照してください。

「詳細編集」で編集を微調整する
「詳細編集」を使用すると、「タイムライン」の 2 つの クリップ 間の 編集点 を微調整できます。「詳細編集」では、
編集点の両側と各クリップの未使用部分でクリップの表示が拡大されます。1 つのクリップの最後と次のクリップの先
頭を、別々または同時に トリム したり延長したりできます。変更を加えながら、その編集が 1 つのクリップから次
のクリップへのカットやトランジションにどのような影響を与えるかをすぐに確認できます。

「タイムライン」で編集点をトリムするときは、「ビューア」で「ツーアップ」表示で確認できます。詳しくは、135 ペー
ジの詳細なトリミングフィードバックを表示するを参照してください。
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「詳細編集」でクリップ間の編集点を調整する

 1 ツールバー の「ツール」ポップアップメニューから「選択」ツール  または「トリム」ツール  を選択し、「タイ
ムライン」でトリムしたい編集点をダブルクリックします。

Double-click the edit point 
you want to trim.

「詳細編集」が表示され、先行ショットと後続ショットが拡大表示されます。編集点は、「詳細編集」の中央にある
縦線で示されます。先行クリップとそれより前のクリップが ストーリーライン の上部に表示されます。後続クリップと
それより後のクリップがストーリーラインの下部に表示されます。

編集線の左右にあるクリップの淡色表示部分は、メディアのうちトリミングに使用できるメディアの未使用部分（メ
ディアハンドルと呼ばれます）です。これらの領域をスキミングして、トリムする場所を決定するためにメディアを表
示したり再生したりできます。

Outgoing clip end point Edit line Skimmer

Incoming clip start pointEdit line handle 

 2 編集点を調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「詳細編集」の中央にある編集線のハンドルをドラッグして、編集線を左または右に移動します。

Drag the edit line 
handle left or right.
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編集線全体を移動すると、ロール編集が実行されます。

 • 先行クリップの終点または後続クリップの始点をドラッグします。この場合はリップル編集が実行されます。

参考：編集線または個々の編集点は、使用できるメディアハンドルが存在する範囲でドラッグできます。クリップ
をいずれかの方向に最大長まで長くすると、クリップの端が赤色になります。

Drag the end point of the 
outgoing clip or the start 
point of the incoming clip.

 • スキミングして、先行クリップまたは後続クリップの任意の場所をクリックします。 

Click either clip at any point.
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クリップの編集点が、クリックしたフレームに調整されます。これは リップル編集 に相当します。

The clip’s edit point moves 
to the frame you click.

タイムコード値を入力して、編集点を数値的に調整することも可能です。先行クリップの終点または後続クリップ
の始点を選択すると、リップル編集が実行されます。それ以外の場合は、ロール編集が実行されます。

 3 別の編集点に移動するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 編集点に直接移動するには：別の編集点をクリックします。

 • 次または前の編集点に移動するには：上矢印キーまたは下矢印キーを押します。

 4 「詳細編集」を閉じるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 現在の編集点をダブルクリックするか、Esc キーを押します。

 • 「タイムライン」の右下隅にある「詳細編集を閉じる」ボタンをクリックします。

分割編集を作成する
「Final Cut Pro」では、クリップのビデオとオーディオに個別の開始点と終了点を設定できます。スプリット編集と
呼ばれるこの編集は、会話のシーンや、インタビュー中に風景などの B ロール素材に切り替わる場合、1 つのシー
ンから別のシーンへのトランジションを設定する場合など、多くの状況で使用できます。

 スプリット編集を使って、新しいショットやシーンのサウンドを流してからそのショットやシーンのビデオに切り替える
ことができます。逆に、ショットが切り替わった後も前のショットの音声を流し続けることもできます。たとえば、話
している人物のクリップから聞いている人物のビデオに切り替えることができます。その間、最初のクリップのオー
ディオが続いています。

スプリット編集を行うと、L クリップと J クリップではオーディオが左または右方向に延びます。これらは L カットおよ
び J カットと呼ばれます。

参考：プロジェクトでスプリット編集を使用するときは、「表示」＞「オーディオ／ビデオクリップを展開」＞「分割」
と選択して、メニュー項目の横にチェックマークを付けることをお勧めします。この設定により、すべてのスプリット
編集が最も正確に表示されます。 

スプリット編集をドラッグ操作で作成する
スプリット編集を作成するには、1 つのクリップのオーディオを隣接するクリップにかぶせます。この例では、男性の
クローズアップのオーディオを女性のクローズアップに重ねて J カットを作成します。
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 1 クリップをムービーに表示したい順序で「タイムライン」に追加します。

 2 編集したいクリップのオーディオを分割表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」で、オーディオを展開表示したいクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオ／ビデオを展
開」と選択します（または Control ＋ S キーを押します）。

 • クリップの オーディオ波形 をダブルクリックします。

クリップのオーディオ部分とビデオ部分が別々のコンポーネントとして表示され、個別に変更できるようになります。
この場合もオーディオとビデオは関連付けられていて、同期関係にあります。 

 3 クリップのビデオ部分の始点（左端）を右にドラッグすると、リップル編集でトリムされます。 

以下の例では、男性のクローズアップのビデオの始点が右にドラッグされています。

これによって J スプリット編集が作成され、オーディオの始点が前のクリップに重なります。
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 4 スプリット編集を完了するには、前のクリップのオーディオを分割表示してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • 前のクリップの終点を左にドラッグして、2 つのオーディオクリップが重ならないようにします。

 • どちらかのクリップのオーディオ（フェード）レベルを調整して、重なったオーディオが自然に聞こえるようにし 
ます。 

 5 分割表示されたオーディオをオフにして、影響を受けるクリップを「クリーンアップ」したい場合は、以下のいずれ
かの操作を行います：

 • 「表示」＞「すべてのクリップを隠す」と選択します。

 • 「タイムライン」でクリップを選択し、「クリップ」＞「オーディオ／ビデオをしまう」と選択します（または Control 
＋ S キーを押します）。

 • クリップのオーディオ波形をダブルクリックします。

この部分を「タイムライン」で再生すると、男性の話し声が聞こえ始めてから男性のクローズアップに切り替わりま
す。このようにして、スプリット編集を使って 1 つのショットから次のショットへのシームレスな編集を作成できます。
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スプリット編集をキーボードショートカットで作成する
キーボードショートカットを使ってスプリット編集をすばやく作成できます。この例では、男性のクローズアップのオー
ディオを女性のクローズアップに重ねて J カットを作成します。

 1 2 つのクリップの隣接する側にそれぞれ十分な メディアハンドル があることを確認します。余裕がない場合は、ク
リップを トリム（短く）してメディアハンドルを作ります。

 2 2 つのクリップを展開表示する（オーディオを分割表示する）には、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」で、オーディオを展開表示したいクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオ／ビデオを展
開」と選択します（または Control ＋ S キーを押します）。

 • クリップの オーディオ波形 をダブルクリックします。

 3 再生ヘッド を 2 つのクリップ間の 編集点 に移動します。 

Playhead at edit point

キーボードショートカットを使うと、再生ヘッドを正確な位置に移動できます：

 • 再生ヘッドを前の編集点に移動するには：セミコロン（;）キーまたは上矢印キーを押します。

 • 再生ヘッドを次の編集点に移動するには：コロン（:）キーまたは下矢印キーを押します。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • オーディオ編集点の両側を選択するには：Shift ＋円記号（￥）キーを押します。

 • ビデオ編集点の両側を選択するには：円記号（￥）キーを押します。

Selected audio edit point
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 5 オーディオ編集点またはビデオ編集点をロールするには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 編集点を左または右に細かく移動するには：左に移動するにはカンマ（,）キー、右に移動するにはピリオド（.）
キーを押します。

 • 編集点を左または右に 10 フレーム移動するには：左に移動するには Shift ＋カンマ（,）キー、右に移動するに
は Shift ＋ピリオド（.）キーを押します。

 • 指定したタイムコード分だけ移動するには：プラス記号（＋）キーまたはマイナス記号（－）キーを押してから、
移動する タイムコード の長さを入力し、Return キーを押します。

入力中、ツールバー の「ダッシュボード」にタイムコード入力フィールド（青い数字）が表示されます。タイム
コード値の入力について詳しくは、141 ページのタイムコードを使って移動するを参照してください。

Original edit pointShifted edit point

この部分を「タイムライン」で再生すると、男性の話し声が聞こえ始めてから男性のクローズアップに切り替わりま
す。このようにして、スプリット編集を使って 1 つのショットから次のショットへのシームレスな編集を作成できます。

3 ポイント編集を行う

3 ポイント編集の概要
3 ポイント編集では、「ブラウザ」と「タイムライン」での始点と終点を使用して、クリップの継続時間と「タイムラ
イン」での配置を指定することができます。3 ポイント編集という名前は、ソースクリップの使用する部分と「タイム
ライン」でそのクリップを配置する場所を決定するために、3 つの編集点だけが必要であることに由来します。4 つ
目の編集点は自動的に推測されます。編集の結果は、「ブラウザ」または「タイムライン」で設定された 3 つの編
集点が、2 つの始点と 1 つの終点、または 1 つの始点と 2 つの終点のどちらであるかによって異なります。

3 ポイント編集は以下のタイプの編集で使用できます： 

 • 挿入

 • 接続

 • 上書き

これらの編集タイプのそれぞれで、バックタイム 3 ポイント編集を行うこともできます。この編集では、「イベント」
または「タイムライン」で（始点ではなく）終点がスキマーまたは再生ヘッドに揃えられます。スキマーの位置とク
リップの継続時間から始点と終点が推測される 2 ポイント編集を行うこともできます。

3 ポイント編集を行うには、選択の方法とスキマーおよび再生ヘッドの使用方法を知っておくことが重要です。選択
の方法について詳しくは、92 ページの範囲を選択するおよび 90 ページの 1 つまたは複数のクリップを選択するを
参照してください。スキマーと再生ヘッドの詳細については、75 ページの再生およびスキミングの概要を参照して
ください。
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基本的な 3 ポイント編集は 3 段階で行われます：

第 1 段階：「ブラウザ」でソース選択編集点を設定する
クリップのどの部分を「タイムライン」に配置するかを指定します。これを行うには、始点と終点を設定します。「ブ
ラウザ」で始点だけを設定したい場合は、編集を開始する場所にスキマー（または再生ヘッド）を置きます。この
場合、終点は「タイムライン」で設定された始点と終点、またはクリップの最後によって決定されます。「ブラウザ」
で複数のクリップを選択することもできます。その場合は ソースメディア の合計継続時間によって始点と終点が決定
されます。

第 2 段階：「タイムライン」でストーリーライン内の編集点を設定する
基本ストーリーライン または接続されたストーリーライン内で始点と終点を設定することで、クリップを「タイムライ
ン」に表示するかを指定します。「タイムライン」で始点と終点の両方が設定されている場合は、「ブラウザ」で設
定されている継続時間に関係なく、それらの編集点によって編集の継続時間が決定されます。「タイムライン」で始
点も終点も設定されていない場合は、スキマーの位置が編集の始点として使用されます。スキマーが表示されてい
ない場合は、再生ヘッドの位置が使用されます。

重要：少数の例外を除いて、3 ポイント編集では（クリップの選択ではなく）範囲選択が必要です。

第 3 段階：ソースクリップまたはソース選択を「タイムライン」に追加する
挿入、接続、または上書きを選択します。

重要：「タイムライン」での始点と終点は、常に「ブラウザ」での始点と終点よりも優先されます。つまり、「タイム
ライン」で始点と終点の両方を設定すると、「ブラウザ」での始点と終点に関係なく、「タイムライン」での始点と終
点によって編集の継続時間が決定されます。そのため、編集を「タイムライン」の特定の部分に限定できます。

3 ポイント編集を行う場合に、留意しておくべき点がいくつかあります。

編集点の設定 結果

 • 「ブラウザ」でのソース選択始点／終
点

 • 「タイムライン」での選択先始点

「ブラウザ」でのソース選択の始点が「タイムライン」での選択先始点に揃えられます。
編集の継続時間は「ブラウザ」でのソース選択始点／終点によって決定されます。

 • 「ブラウザ」でのソース選択始点

 • 「タイムライン」での選択先始点／終
点

「ブラウザ」でのソース選択の始点が「タイムライン」での選択先始点に揃えられます。
編集の継続時間は「タイムライン」での選択先始点／終点によって決定されます。

参考：この編集には、「タイムライン」での範囲選択が必要です。そのためには、「範

囲選択」ツール  または I キーと O キーを使用します。範囲選択について詳しくは、
92 ページの範囲を選択するを参照してください。

 • 「ブラウザ」でのソース選択始点／終
点

 • 「タイムライン」での選択先終点

「ブラウザ」でのソース選択の終点が「タイムライン」での選択先終点に揃えられます。
編集の継続時間は「ブラウザ」でのソース選択始点／終点によって決定されます。

これを編集の「バックタイミング」と言います。クリップがプロジェクトの特定の位置で終
わるようにしたい場合は、この方法を使用します。 

 • 「ブラウザ」でのソース選択終点

 • 「タイムライン」での選択先始点／終
点

「ブラウザ」でのソース選択終点が「タイムライン」での選択先終点に揃えられます。編
集の継続時間は「タイムライン」での選択先始点／終点によって決定されます。

これを編集の「バックタイミング」と言います。クリップがプロジェクトの特定の位置で終
わるようにしたい場合は、この方法を使用します。 

参考：この編集には、「タイムライン」での範囲選択が必要です。そのためには、「範

囲選択」ツール  または I キーと O キーを使用します。範囲選択について詳しくは、
92 ページの範囲を選択するを参照してください。
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3 ポイント編集の例
「Final Cut Pro」では、「ブラウザ」と「タイムライン」で設定した 3 つ（場合によっては 2 つ）の編集点を使っ
て精密な編集を行うことができます。詳しくは、283 ページの 3 ポイント編集の概要を参照してください。

3 ポイント編集の実行方法の例を以下に示します。

例：3 ポイント編集を行う
3 ポイント編集を行うための最も簡単な方法は、「ブラウザ」でソース選択の選択先の始点と終点を指定してから、
「タイムライン」でスキマー（または再生ヘッド）を置くことでプロジェクトでの選択先始点を指定することです。

 1 「ブラウザ」で、ソース選択の始点と終点を設定します。

Start point End point

 2 「タイムライン」で、クリップを開始したいプロジェクト内の場所（選択先始点）にスキマー（スキマーが表示され
ていない場合は再生ヘッド）を置きます。

Position the skimmer at the 
location in the project where 

you want the clip to start.

 3 上書き編集を使ってプロジェクトにソース選択を追加するには、D キーを押します。

The new clip starts where 
the skimmer was positioned.

始点と終点の間のソース選択が、「タイムライン」にスキマーの位置から表示されます。

3 つの点（「イベント」ブラウザでのソース選択始点／終点と、「タイムライン」での選択先始点）を定義するだけ
で、編集を完全に制御できます。
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例：バックタイム 3 ポイント編集を行う
「ブラウザ」でソース選択始点／終点を定義し、「タイムライン」で（選択先始点ではなく）選択先終点を定義する
ことで、3 ポイント編集を行うことができます。これをクリップのバックタイミングと言います。特定のクリップが拍に
合わせてプロジェクト内の特定の位置で終わるようにしたい場合に、この方法を使用できます。結果として、「ブラ
ウザ」で選択したメディアの終点が「タイムライン」で設定した終点に揃えられ、ソース選択の残りの部分はその
左に表示されます。

 1 「ブラウザ」で、ソース選択の始点と終点を設定します。

Start point End point

 2 「タイムライン」で、クリップを終了したいプロジェクト内の場所にスキマーを置きます（スキマーが表示されてい
ない場合は再生ヘッドを置きます）。

Position the skimmer at 
the location where you 

want the clip to end.

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 接続編集を使ってソース選択をバックタイムするには：Shift ＋ Q キーを押します。

 • 上書き編集を使ってソース選択をバックタイムするには：Shift ＋ D キーを押します。

ソース選択が編集されてプロジェクトに配置され、ソース選択でのメディアの終点が「タイムライン」で指定した終
点に揃えられます。

The new clip ends where the 
skimmer was positioned.

「ブラウザ」で設定されているソース選択始点／終点によって定義された継続時間の終点より左にある素材は、ク
リップの残りの部分によって上書きされています。
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例：複数のクリップで 3 ポイント編集を行う
一度に複数のクリップで 3 ポイント編集を行うことができます。

 1 「ブラウザ」で 2 つ以上のクリップを選択します。（1 つのクリップ内で範囲を選択しないでください。）

複数のクリップの選択については、90 ページの 1 つまたは複数のクリップを選択するを参照してください。

Three clips are selected 
to be placed in the storyline. 
No range selection is set.

 2 「タイムライン」で、クリップまたはクリップグループを開始したいプロジェクト内の場所にスキマーを置くことで、
選択先始点を定義します。

Position the skimmer at the 
location where you want the 
group of clips to begin.

 3 選択したクリップを上書き編集でプロジェクトに追加するには、D キーを押します。

The new group of clips 
begins where the skimmer 
was positioned.

The playhead moves to the 
end of the new clips.

「ブラウザ」で選択したクリップグループ全体がプロジェクトに追加されて、編集されています。

参考：クリップは選択した順序で追加されます。

上書き編集を使用したため、プロジェクト内にすでにクリップ項目があった場合には、それらは「ブラウザ」で選択
したクリップによって「ブラウザ」クリップの継続時間分上書きされます。
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「タイムライン」内の複数のクリップに影響する 3 ポイント編集を行うこともできます。「タイムライン」で複数のク
リップにまたがる範囲を選択するには、「範囲選択」ツール  または I キーと O キーを使用します。範囲選択に
ついて詳しくは、92 ページの範囲を選択するを参照してください。

例：2 ポイント編集を行う
「ブラウザ」または「タイムライン」で何も選択していなくても、編集を行うことができます。これを 2 ポイント編
集と言います。この場合、「ブラウザ」内の現在のクリップ（スキマーまたは再生ヘッドの位置からクリップの最後ま
で）と、「タイムライン」内のプロジェクト（スキマーまたは再生ヘッドの位置より先）に編集が適用されます。

バックタイム 2 ポイント編集を行うこともできます。この場合、「ブラウザ」内の現在のクリップと「タイムライン」
内のプロジェクト（スキマーまたは再生ヘッドの位置より前）に編集が適用されます。 

どちらの場合にも、編集の継続時間は「ブラウザ」でのスキマーまたは再生ヘッドの位置とクリップの最後によって
決定されます。

 1 「ブラウザ」でソース選択始点を指定するには、編集を開始したい場所にスキマーまたは再生ヘッドを移動します
（ただし、選択は行いません）。

The Browser playhead 
position determines the 
source selection start point.

 2 「タイムライン」で選択先始点を指定するには、編集を開始したい場所にスキマーまたは再生ヘッドを移動します
（ただし、選択は行いません）。

The skimmer position in the Timeline 
is the destination start point.

 3 クリップを上書き編集でプロジェクトに追加するには、D キーを押します。

スキマーを置いた位置から新しいクリップが開始されます。

The new clip starts where 
the skimmer was positioned.
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オーディションを使ってクリップの編集を試す

オーディションの概要
「Final Cut Pro」では、関連する クリップ をオーディションと呼ばれるセットにまとめて、使用するクリップをその中
から選択することができます。異なるクリップをまとめたオーディションを作成して複数のテイクを試してみたり、同
じクリップの複数バージョンをまとめたオーディションを作成してさまざまなエフェクトをプレビューしたりできます。

オーディションのフィルムストリップには、ピックと呼ばれる、現在選択されているクリップが表示されます。オーディ
ション内のその他すべてのクリップは代替と呼ばれます。オーディションを開くと、選択されているクリップと代替を
見ることができます。

Alternate clips

Selected clip

オーディションには、「タイムライン」内のほかのクリップに影響をおよぼさずに、いろいろな編集を含めることがで
きます。オーディション内のクリップをオーディションしていないときは、オーディションは単体のクリップと同様に機
能します。オーディションをトリムしたり、オーディションとほかのクリップの間にトランジションを適用したり、キー
ワード や マーカー を追加したりできます。オーディションは、代替クリップを含めて、必要であればいつまでも残し
ておくことができます。

オーディション内のクリップをレビューしてプロジェクトに最適なクリップを判断した後は、オーディションをファイナ
ライズします。つまり、オーディションを分解し、ピックを単体のクリップとして「タイムライン」に残します。ピック
には、「タイムライン」でのオーディションの位置と、オーディションに適用されたすべてのキーワードおよびマーカー
が継承されます。

参考：オーディションは、「ブラウザ」と「タイムライン」では左上隅にオーディションアイコン付きクリップとして表
示されます。

Icon for an audition 
in the Browser

Icon for an audition 
in the Timeline
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オーディションを作成してクリップの編集を試す
「ブラウザ」でオーディションを作成してからそれらを「タイムライン」に追加する方法と、「タイムライン」で直接
オーディションを作成する方法があります。「タイムライン」でオーディションを作成するときに、関連する クリップ、
または同じクリップの複数のバージョン（例：複数のエフェクトや 下三分の一 タイトルを試す）をまとめることがで
きます。

Icon for an audition 
in the Browser

Icon for an audition 
in the Timeline

「ブラウザ」でオーディションを作成する

 m オーディションに取り込みたいクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディション」＞「作成」と選択します（また
は Command ＋ Y キーを押します）。

「タイムライン」でオーディションを作成する

 m 関連するクリップでオーディションを作成するには：クリップまたはクリップグループを「ブラウザ」から「タイムライ

ン」内のクリップにドラッグし、ショートカットメニューからオーディションオプションを選択します。

「オーディションに追加」を選択すると、現在の「タイムライン」クリップをピックとしてオーディションが作成されま
す。「置き換えてオーディションに追加」を選択すると、ドラッグしているクリップがピックになります。

重要：「タイムライン」内の現在のクリップにトランジションが適用されていても、トランジションに必要なメディアが
新しいオーディションのピックに不足している場合、トランジションは短縮されるか取り除かれます。

 m 適用されているエフェクトを含めて、クリップの複製でオーディションを作成するには：「タイムライン」でクリップを

選択し、「クリップ」＞「オーディション」＞「複製」と選択します。

選択したクリップとその複製（エフェクトが適用されていた場合にはそれらを含みます）で構成されるオーディション
が作成されます。

 m 適用されているエフェクトを含めずに、元のクリップの複製でオーディションを作成するには：「タイムライン」で

クリップを選択し、「クリップ」＞「オーディション」＞「オリジナルから複製」と選択します（または、Shift ＋ 
Command ＋ Y キーを押します）。

選択したクリップとその複製（エフェクトが適用されていた場合にはそれらを含みません）で構成されるオーディショ
ンが作成されます。

 m ほかのクリップのエフェクトとパラメータを適用して、元のクリップの複製でオーディションを作成するには：「タイム

ライン」でコピーするパラメータを含むクリップを選択し、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command 
＋ C キーを押します）。オーディションを作成するクリップを選択し、「クリップ」＞「オーディション」＞「複製して
エフェクトをペースト」と選択します（または Option ＋ Command ＋ Y キーを押します）。
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選択したクリップとその複製で構成されるオーディションが作成されます。複製には最初のクリップのエフェクトとパ
ラメータがコピーされています。

オーディションを開く
作成したオーディションを開いて内容をレビューすることも簡単にできます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「クリップ」＞「オーディション」＞「開く」と選択します（または Y キーを押します）。

 m オーディションアイコンをクリックします。

Audition icon

「オーディション」ウインドウが表示され、ピックを選択するためにクリップをプレビューできます。

オーディションを分割する
オーディションを分割して、その内容を「タイムライン」の個別のクリップに変換できます。

 m 「タイムライン」でオーディションを選択し、「クリップ」＞「クリップ項目を分割」と選択します（または Shift ＋ 
Command ＋ G キーを押します）。

「タイムライン」で選択したオーディションが、そのオーディションを構成していた個別の項目に置き換えられます。

複合クリップ、ストーリーライン、および標準クリップを分割することもできます。詳しくは、268 ページの複合クリッ
プを作成する／分割するおよび 274 ページのストーリーラインを追加するを参照してください。

オーディションのクリップを追加する／削除する
異なる クリップ やエフェクトの異なるクリップを試すためにオーディションを作成しているときに、いつでもクリップ
を追加したり取り除いたりできます。「ブラウザ」と「タイムライン」で、オーディションに新しいクリップを追加した
り、オーディション内でクリップを複製したりできます。「タイムライン」内のオーディションに試したいクリップが含
まれている場合は、そのオーディションを使ってプロジェクトでクリップやエフェクトをプレビューできます。

「ブラウザ」でオーディションにクリップを追加する

 m 「ブラウザ」でオーディションに新しいクリップを追加するには：オーディションとそこに追加したいクリップを 選択 
し、「クリップ」＞「オーディション」＞「作成」と選択します（または Command ＋ Y キーを押します）。

Select the audition.
Select clips to add 
to the audition.
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 m 「ブラウザ」でオーディション内のクリップを複製するには：オーディションの左上隅にあるアイコンをクリックして

「オーディション」ウインドウを開き、複製したいクリップを選択してから、「複製」をクリックします。

Select the clip you 
want to duplicate, 
and click Duplicate.

選択したクリップの新しいバージョンが「オーディション」ウインドウに表示されます。

「タイムライン」でオーディションに新しいクリップを追加する

 m オーディションに新しいクリップを追加し、現在のクリップを「タイムライン」でピックのままにするには：「ブラウザ」

から「タイムライン」内のオーディションにクリップをドラッグし、ショートカットメニューから「オーディションに追
加」を選択します。

 m オーディションに新しいクリップを追加し、追加するクリップをピックにするには：「ブラウザ」から「タイムライン」

内のオーディションにクリップをドラッグし、ショートカットメニューから「置き換えてオーディションに追加」を選択
します。

重要：「タイムライン」内の現在のクリップにトランジションが適用されていても、トランジションに必要なメディアが
新しいオーディションのピックに不足している場合、トランジションは短縮されるか取り除かれます。

 m オーディション内のクリップを複製するには：オーディションの左上隅のオーディションアイコンをクリックして「オー

ディション」ウインドウを開き、複製したいクリップを選択してから、「複製」をクリックします（または Shift ＋ 
Command ＋ Y キーを押します）。

Select the clip you 
want to duplicate, 
and click Duplicate.

選択したクリップの新しいバージョンが「オーディション」ウインドウに表示されます。

 m ほかのクリップのエフェクトとパラメータを適用して、オーディション用ピックの元のクリップの複製を追加するに

は：「タイムライン」でコピーするパラメータを含むクリップを選択し、「編集」＞「コピー」と選択します（または 
Command ＋ C キーを押します）。オーディションを選択し、「クリップ」＞「オーディション」＞「複製してエフェ
クトをペースト」と選択します（または Option ＋ Command ＋ Y キーを押します）。

クリップをオーディションから取り除く

 1 取り除きたいクリップが含まれるオーディションを開くには、オーディションの左上隅のアイコンをクリックします。

 2 「オーディション」ウインドウで、取り除きたいクリップを選択し、Delete キーを押します。

クリップがオーディションから取り除かれます。 
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オーディションを使ってプロジェクト内のクリップの編集を試す
オーディションを作成して、その中で クリップ を試してプロジェクトに最適なクリップを探すことができます。オーディ
ションのワークフローはプロジェクトごとに異なる場合がありますが、全般的なプロセスは同じです。いろいろなテ
イク、エフェクト、またはテキスト処理が含まれるオーディションを作成してから、編集に最適なクリップをピックとし
て選択します。最終的に決定ができたら、オーディションをファイナライズします。つまり、オーディションを分解し
てピックを「タイムライン」に残します。

オーディションは、オーディション内でクリップを試しながら分解していきますが、ワークフローによっては、いろいろ
な編集を顧客に見せるためにオーディションを「タイムライン」に残しておくこともあります。

参考：オーディションコマンドは一度に 1 つの選択したオーディションのみに使用できます。たとえば、選択した複
数のオーディションをファイナライズすることはできません。

「タイムライン」でオーディション内のクリップをレビューする

 1 「タイムライン」で、レビューしたいクリップが含まれるオーディションを 選択 し、「クリップ」＞「オーディション」＞
「開く」と選択して（または Y キーを押して）開きます。

The clip under the spotlight 
in the center of the window 
is the pick.

 2 「オーディション」ウインドウで、ピックを選択し、スペースバーを押して（または Control + Command ＋ Y 
キーを押して）再生します。

67% resize factor



 第 10 章    詳細編集 294

 3 「ビューア」で代替クリップを再生するには、ピックの右または左にあるクリップを選択します（または、右矢印キー
か左矢印キーを押します）。

The alternate becomes 
the new pick and plays 
back in the Viewer.

The star icon indicates 
the previous pick.

ヒント：「タイムライン」で代替クリップ間をすばやく移動して再生するには、「タイムライン」で閉じているオーディ
ションを選択してスペースバーを押し、現在のピックの左にあるクリップを再生する場合は Control ＋左矢印キー、
右にあるクリップを再生する場合は Control ＋右矢印キーを押します。

 4 使用するクリップを決定したら、そのクリップにスポットライトが当たって選択されていることを確認してから、「完了」
をクリックします。

 5 最終的に決定ができたのでオーディションをファイナライズしたい場合は、「クリップ」＞「オーディション」＞「オー
ディションをファイナライズ」と選択します（または Option ＋ Shift ＋ Y キーを押します）。

オーディションが分解されて、ピックが「タイムライン」に残ります。ピックとして選択されたクリップには、オーディ
ションに割り当てられていたキーワードやマーカーが継承されます。

「タイムライン」内でクリップの複数のエフェクトを試す
オーディションを作成し、同じクリップの複製ごとにエフェクトを追加することで、「タイムライン」内でクリップのエ
フェクトを試すことができます。このテクニックを使用することで、「タイムライン」内で各エフェクトがオーディショ
ンの前後のクリップにどのように影響するかを確認できます。 

 1 「タイムライン」で、エフェクトを試したいクリップを 選択 します。

 2 「クリップ」＞「オーディション」＞「オーディオとして複製」と選択します（または Option ＋ Y キーを押します）。

 3 オーディションしたいエフェクトごとに手順 2 を繰り返します。

 4 「オーディション」ウインドウを開くため、オーディションの左上隅のアイコンをクリックします（または Y キーを押
します）。

 5 「エフェクトブラウザ」を開くため、ツールバーの「エフェクト」ボタンをクリックします（または Command ＋ 5 
キーを押します）。
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 6 「オーディション」ウインドウで、クリップのうちエフェクトを適用したいバージョンを選択します。

 7 「エフェクトブラウザ」で、試したいエフェクトを選択してから、「オーディション」ウインドウのクリップにドラッグし
ます。

Drag an effect from the 
Effects Browser to a clip 
in the Audition window.

 8 オーディションしたいエフェクトをすべて適用するまで、手順 6 と 7 を繰り返します。

 9 「タイムライン」で、ピックの右または左にあるクリップを選択することで、クリップに対する各エフェクトの影響を
レビューします。

Click an alternate clip 
to play it in the Viewer.

ヒント：代替クリップ間をすばやく移動して再生するには、現在のピックの左にあるクリップを再生する場合は 
Control ＋左矢印キー、右にあるクリップを再生する場合は Control ＋右矢印キーを押します。

 10 使用するエフェクトを決定したら、そのエフェクトが適用されたクリップを「オーディション」ウインドウで選択し、「完
了」をクリックします。

 11 最終的に決定ができたのでオーディションをファイナライズしたい場合は、「クリップ」＞「オーディション」＞「オー
ディションをファイナライズ」と選択します（または Option ＋ Shift ＋ Y キーを押します）。

オーディションが分解されて、選択したエフェクトが適用されたクリップが「タイムライン」に残ります。
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ヒント：時間を節約するため、Control キーを押しながら「エフェクトブラウザ」から「タイムライン」内のクリッ
プへエフェクトをドラッグすることで、「タイムライン」内のクリップを自動的に複製し、複製されたクリップにエフェ
クトを適用することもできます。また、Option キーと Control キーを押しながら「エフェクトブラウザ」から「タ
イムライン」内のオーディションへエフェクトをドラッグすることで、オーディション内のすべてのクリップにエフェクト
を適用することもできます。どちらの場合も、「エフェクトブラウザ」からエフェクトのドラッグを始めた後、エフェク
トをクリップに追加するときにキーを押す必要があります。

クリップをリタイミングして速度エフェクトを作成する

クリップのリタイミングの概要
クリップ の速度設定を調整することで、ファストモーションまたはスローモーションのエフェクトを作成できます。ク
リップを逆再生させたり、クリップの一部を巻き戻したり、選択したクリップに可変速度のエフェクト（速度ランプと
も呼ばれます）を適用したり、インスタントリプレイやジャンプカットを作成したりすることもできます。デフォルトで
は、速度調整を行ってもオーディオ ピッチ は変わりませんが、この機能をオフにして速度エフェクトを強調すること
もできます。

「Final Cut Pro」では、静止画像、ジェネレータ、タイトル、およびテーマに速度変更を適用することはできません。

クリップの速度を変更する
「Final Cut Pro」では、オーディオ ピッチ を変えずに、クリップ に一定および可変の速度変更を加えることができ
ます。 

参考：速度設定は、選択したクリップの特定のインスタンスのみに適用されます。ディスク上にあるクリップの ソー
ス・メディア・ファイル には適用されません。速度エフェクトを適用したメディアファイルを作成するには、クリップ
を QuickTime ムービーとして書き出します。詳しくは、391 ページのプロジェクト、クリップ、および範囲を共有
するを参照してください。

一定速度変更を適用する
選択範囲 またはクリップ全体に一定速度変更を適用すると、選択範囲の再生速度が同じ割合で変更されます。たと
えば、選択範囲に 25 ％の速度設定を適用すると、選択範囲全体がスローモーションで再生されます。 
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一定速度変更により、通常はクリップの継続時間も変更されます。デフォルトでは、一定速度変更によってあるクリッ
プの継続時間が延長または短縮されると、それ以降のすべてのクリップが前後にリップルされます。速度を 50 ％に
変更すると、クリップの長さが 2 倍になり、後続のクリップは右に移動します。速度を 200 ％に変更すると、クリッ
プの長さが半分になり、後続のクリップは左に リップル します。たとえば、5 秒のクリップが 50 ％の速度で再生さ
れるように設定すると、クリップにフレームが追加され、クリップが 10 秒の長さになってゆっくり再生されます。ク
リップの速度を 200 ％に上げると、フレームが取り除かれ、クリップが 2.5 秒間のみ再生されます。

Same clip with speed 
changed to 50 percent 
(now 10 seconds long)

5-second clip

 1 「タイムライン」で、速度を変更したい範囲、クリップ全体、またはクリップグループを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • プリセットの速度設定を適用するには：ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「遅く」または
「速く」を選択し（下図）、サブメニューから速度を選択します。

 • 手動による速度設定を適用するには：「リタイミング」ポップアップメニューから「リタイミングエディタを表示」
を選択して（または Command ＋ R キーを押して）「タイムライン」内の選択範囲の上に「リタイミングエディ
タ」を表示し、リタイミングハンドルをドラッグします。
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リタイミングハンドルを右にドラッグすると、選択範囲の速度が下がり、選択範囲の継続時間が延長され、「タイム
ライン」の選択範囲の上にあるバーがオレンジ色になります。

Drag the retiming handle 
to the right to create 
a slow-motion effect.

リタイミングハンドルを左にドラッグすると、選択範囲の速度が上がり、選択範囲の継続時間が短縮され、「タイム
ライン」の選択範囲の上にあるバーが青色になります。

Drag the retiming handle 
to the left to create a 

fast-motion effect.

 • カスタムの速度設定を適用するには：「リタイミング」ポップアップメニューから「カスタム」を選択し、表示される
「カスタム速度」ウインドウで方向（正方向または逆方向）を選択してから、レートまたは継続時間を入力します。

シーケンスをリップルさせずに一定速度変更を適用する
ダウンストリーム クリップをリップルさせずに速度を変更することもできます。この場合、クリップの速度を下げても、
クリップの長さは変わりません（通常はクリップが長くなります）。ただし、再生されるアクションは短くなります。たと
えば、投げたアメリカンフットボールのボールがキャッチされるまでをとらえた 5 秒間のショットの速度を 50 パーセン
トに下げると、ボールを投げるところは（ゆっくりと）再生されますが、アクションが 2 倍の長さになっているため、
ボールがキャッチされる前にクリップが終わります。

参考： ゆっくりと再生されているクリップの右側にギャップがある場合、クリップの継続時間が延びてギャップが埋めら
れます。

クリップの速度を上げると継続時間が短くなり、変更したクリップとプロジェクトの残りの部分との間にあるスペースに
ギャップが挿入されます。

 1 「タイムライン」で、速度を変更したい範囲、クリップ全体、またはクリップグループを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。
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 3 方向（「正方向」または「逆再生」）を選択し、「リップル」チェックボックスの選択を解除してから、「レート」フィー
ルドに割合を入力します。

 4 Return キーを押します。 

クリップに速度のエフェクトが適用され、プロジェクトの残りの部分は変更されません。

リタイミングされたクリップのオーディオピッチを保持する
デフォルトでは、「Final Cut Pro」は、リタイミングされたクリップのオーディオピッチが変わらないように設定され
ています。ただし、リタイミング調整に合わせてピッチが変わることを許可することで、リタイミング調整の効果を強
調したい場合は、この機能をオフにできます。

 1 「タイムライン」で、速度を変更したい範囲、クリップ全体、またはクリップグループを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「ピッチを保持」を選択します。

コマンド名の左側にチェックマークが表示されているときは、「ピッチを保持」がオンになっています。オフにするに
は、「ピッチを保持」をもう一度選択します。

クリップの速度をプロジェクトの速度に合わせる
カメラを使って速度エフェクトを適用した場合、その ソースメディア のネイティブ速度が、「タイムライン」内のプロ
ジェクトに含まれる残りのクリップのソースメディアのネイティブ速度に一致しないことがあります。ただし、ネイティ
ブ速度が異なるクリップを変更することで、「タイムライン」内の残りのクリップに合わせることができます。

 1 「タイムライン」で、プロジェクトの残りのクリップに合わせて速度を変更したいクリップを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「自動速度」を選択します。
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ビデオ品質プリセットを使ってスローモーションクリップを滑らかにする
スローモーションで再生しているクリップの見かけの動きを滑らかにするには、リタイミングしたクリップに フレーム
の合成 またはオプティカルフロー解析を適用します。

 1 「タイムライン」で、ビデオ品質を変更したい範囲、クリップ全体、またはクリップグループを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「ビデオの品質」設定を選択します。

 • 標準：デフォルト設定です。フレームが複製されるだけで、スローモーションクリップにフレームの合成は適用さ
れません。レンダリングは必要ありません。

 • フレームの合成：隣接するフレームのピクセルを合成することで、中間フレームが追加されます。「フレームの合
成」を使って作成されたスローモーションクリップは、「標準」（複製）設定で作成されたものよりも滑らかに再
生されます。レンダリングが必要です。

 • オプティカルフロー：オプティカル・フロー・アルゴリズムを使って中間フレームが追加されます。クリップを解
析することでピクセルの動きの方向が判別され、そのオプティカルフロー解析に基づいて新しいフレームが作成
されます。プロジェクトで使用されるクリップ（クリップの始点と終点の間のメディア）のみが解析されます。レン
ダリングが必要です。

参考：クリップに含まれる動きが多いほど、解析とレンダリングに時間がかかります。

可変速度エフェクトを作成する
一定速度変更に加えて、可変速度エフェクトを作成できます。可変速度エフェクトを使うと、クリップの再生速度が
動的に変化します。たとえば、クリップをスローモーションで開始し、速度を上げてファストモーションにしてから通
常の速度に戻すといったことができます。可変速度変更を作成するには、クリップの各範囲を、それぞれに一定の
速度が設定された 速度セグメント として識別します。速度セグメントには任意の速度値と方向（正方向または逆方
向）を指定できます。また、速度セグメント間に急激な変化やなだらかなトランジションを作成できます（ランプと
も呼ばれます）。

参考：正方向の速度に設定されている速度セグメントと逆方向の速度に設定されている速度セグメントとの間（ま
たは、これらを逆の順序で設定した部分の間）に滑らかなトランジションを作成することはできません。

プリセットの可変速度変更を適用する
クリップを複数の速度セグメントに自動分割する、プリセットの可変速度エフェクトを適用できます。

 1 「タイムライン」で、クリップ内で速度ランプエフェクトを適用したい範囲またはクリップ全体を 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 速度を徐々に下げるには：ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「速度ランプ」＞「0% へ」
と選択します。

 • 速度を徐々に上げるには：ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「速度ランプ」＞「0% か
ら」と選択します。
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選択範囲が 4 分割され、それぞれに異なる速度比率が適用されて、ランプエフェクトが作成されます。さらに細
かく調整する必要がある場合は、4 つのリタイミングハンドルのいずれかを手動でドラッグして、目的の速度に設
定できます。

Drag a retiming handle to 
modify the speed percentage 

of a speed ramp segment.

セグメント間のトランジションを変更して、次のセグメントへ推移する速度をセグメントごとに調整できます。詳しく
は、302 ページの速度セグメント間にトランジションを追加するを参照してください。

速度セグメントの終了フレームを変更する
「タイムライン」で速度セグメントの終了フレームを変更できます。

速度セグメントのリタイミングハンドルをドラッグすると、セグメントの速度が調整され、トリミングは行われません。
「終了ソースフレームを変更」コマンドで、セグメントの終了点（終了フレーム）をトリムできます。

 1 「タイムライン」で、速度セグメントのあるクリップを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「リタイミングエディタを表示」を選択します（または 
Command ＋ R キーを押します）。

 3 「タイムライン」内の「リタイミングエディタ」で、2 つの速度セグメント間のトランジションをダブルクリックします。

 4 「速度トランジション」ウインドウで、「編集」ボタンをクリックします。

速度セグメントの終了フレームの上にフィルムストリップのアイコンが表示されます。

 5 終了フレームを変更するには、フィルムストリップのアイコンを左右にドラッグします。

Filmstrip icon

ドラッグ中に、「ビューア」に現在の終了フレームが表示されます。
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カスタムの可変速度変更を作成する
手動でクリップを複数のセグメントに分割し、各セグメントに個別の速度設定を割り当てることができます。

 1 「タイムライン」で、新しい速度セグメントの開始位置にあるフレーム上に 再生ヘッド または スキマー を配置し 
ます。

 2 ツールバーの「リタイミング」メニューから「ブレード速度」を選択します（または Shift ＋ B キーを押します）。

クリップの上に「リタイミングエディタ」が表示され（まだ表示されていない場合）、クリップが 2 つの速度セグメン
トに分割されます。

 3 新しく作成したセグメントの速度を設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • いずれかの速度セグメントの上にある「リタイミングエディタ」をダブルクリックします。次に、「カスタム速度」ウ
インドウで、レートまたは継続時間を選択し、速度比率または継続時間を入力して新しい速度を設定します。「カ
スタム速度」ウインドウの外側をクリックしてウインドウを閉じます。

 • 「リタイミングエディタ」内の速度セグメントの右端をドラッグして、セグメントの速度を変更します。

 4 ほかの速度セグメントを作成または変更するには、手順 1 ～ 3 を繰り返します。

セグメント間のトランジションを変更して、速度が滑らかに移行するよう調整することができます。詳しくは、302 ペー
ジの速度セグメント間にトランジションを追加するを参照してください。

速度セグメント間にトランジションを追加する
隣り合う 2 つの 速度セグメント が異なる再生速度に設定されている場合、再生速度に対するビデオの切り替えの
滑らかさを制御できます。セグメント間にトランジションがないと、速度が変わったときに急激に再生が変化します。
セグメント間にトランジションを追加することで、よりなだらかなエフェクトや緩やかなエフェクトを作成できます。ま
た、トランジションを開始するまでの時間を制御することもできます。

速度セグメントをクリップに自動作成するエフェクト（「速度ランプ」、「インスタントリプレイ」、「静止」など）を適
用すると、新しく作成したセグメントどうしの間にトランジションが自動的に追加されます。トランジションは各速度
セグメントの境界の両側に、影付きのバーとして表示されます。
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手動で速度セグメントを作成する場合は、速度トランジションを個別に追加することも、クリップ内のすべての速度セ
グメントに一度に追加することもできます。

参考：正方向に再生されているセグメントと逆方向に再生されているセグメントとの間（または、これらを逆の順序
で設定した部分の間）にはトランジションを追加できません。

クリップ内のすべての速度セグメント間にトランジションを追加する

 1 「タイムライン」で、速度セグメントのあるクリップを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「速度トランジション」を選択し、メニュー項目の横にチェッ
クマークを付けます。

速度セグメント間の境界にトランジションが自動的に追加されます。

クリップ内のすべての速度セグメントからトランジションを削除する

 1 「タイムライン」で、速度トランジションのあるクリップを 選択 します。
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 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「速度トランジション」を選択し、チェックマークを削除し
ます。

クリップ内のすべての速度セグメントから速度トランジションが削除されます。

個々の速度トランジションを削除する
クリップ内の一部の速度セグメント間にのみトランジションを追加するには、「リタイミング」ポップアップメニューの
「速度トランジション」をオンにしてから、不要なトランジションを削除する必要があります。

 1 「タイムライン」で、速度セグメントのあるクリップを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「速度トランジション」を選択し、メニュー項目の横にチェッ
クマークを付けます。

クリップ内のすべての速度セグメントに速度トランジションが追加されます。

 3 速度セグメント間のトランジションを削除するには、「リタイミングエディタ」で、先行する速度セグメントの最後のフ
レームをダブルクリックします。
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 4 「速度トランジション」ウインドウの「速度トランジション」チェックボックスの選択を解除し、ウインドウの外側をク
リックしてウインドウを閉じます。

トランジションが削除されます。

速度トランジションの継続時間を変更する 
速度トランジションを適用した後、その継続時間を変更できます。トランジションが短いほど、値の変化に伴う速度
の変化が急になります。トランジションが長いほど、変化は遅くなります。

 1 「タイムライン」で、速度トランジションのあるクリップを 選択 します。

 2 「リタイミングエディタ」が表示されていない場合は、「リタイミング」ポップアップメニューから「リタイミングエ
ディタを表示」を選択します（または Command ＋ R キーを押します）。

 3 「リタイミングエディタ」内の影付きのバーの左右いずれかの端をドラッグします。 

クリップを逆再生する／巻き戻す
クリップ の速度の変更に加え、方向エフェクトを追加することもできます：

 • 逆再生：クリップ内のフレームの順序を反転することで、最後のフレームが最初に再生されるようにします。

 • 巻き戻し：選択範囲 またはクリップの複製をセグメントとして追加し、複製セグメントを 1x、2x、または 4x の
速度で巻き戻した後、再度オリジナルのクリップセグメントを順方向に標準速度で再生します。

クリップを逆再生する

 1 「タイムライン」で、内容を逆再生したいクリップまたはクリップグループを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「クリップを逆再生」を選択します。

「タイムライン」の選択範囲の上に、左向きの矢印が付いた緑色のバーが表示され、クリップが逆再生していること
を示します。
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 3 逆再生するクリップの速度を調整したい場合は、速度を上げるときは左、速度を下げるときは右にリタイミングハン
ドルをドラッグします。

Reversed segment

Drag the retiming 
handle to change 
the speed of the 
reversed clip.

 4 逆再生エフェクトを見るには、逆再生したクリップまたは選択範囲を再生します。

選択範囲またはクリップを巻き戻す

 1 「タイムライン」で、内容を巻き戻したい範囲、クリップ全体、またはクリップグループを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「巻き戻し」を選択し（下図）、サブメニューから速度を選
択します。

選択範囲が複製され、オリジナルの選択範囲の最後に追加されて、選択された速度に従って逆再生します。「タイム
ライン」選択範囲がさらに複製されて、逆再生したセクションの後ろに追加され、選択範囲の元の速度で順方向に
再生されます。

 3 巻き戻されるセクション、または巻き戻されるセクションの前後にあるセクションの速度を調整したい場合は、その
セクションのリタイミングハンドルを、速度を上げるときは左、速度を下げるときは右にドラッグします。

Drag a retiming handle 
to change the speed.

 4 クリップを再生して巻き戻しエフェクトをレビューします。
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インスタントリプレイを作成する
インスタントリプレイは、クリップ内の 選択範囲 または クリップ全体 に適用できます。選択範囲またはクリップは複
製されて、それらのフレームは選択範囲の最後に新しいセグメントとして追加されます。新しいセグメントの速度を
変更することで、求めているインスタント・リプレイ・エフェクトにすることができます。

インスタントリプレイを作成する

 1 「タイムライン」で、インスタントリプレイに使用したい範囲またはクリップ全体を 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「インスタントリプレイ」を選択します。

その範囲またはクリップを複製したものが選択範囲の最後に追加され、選択範囲の元の速度で順方向に再生されま
す。（デフォルトでは、インスタントリプレイは 100 ％の速度で再生されるように設定されます。）

 3 インスタント・リプレイ・セグメントの速度を調整したい場合は、速度を上げるときは左、速度を下げるときは右に
リタイミングハンドルをドラッグします。

Original clip
(now a segment)

Instant replay segment set to 
a manual slow-motion setting

Drag the retiming handle to 
change the speed of the 
instant replay segment.

 4 インスタント・リプレイ・エフェクトを見るには、元の選択範囲とインスタント・リプレイ・セグメントを再生します。

特定のフレームでジャンプカットを作成する
長いクリップを高速再生せずに再生時間を短縮するには、ジャンプカットを作成して、特定の数のフレームを周期的
にスキップすることができます。たとえば、人が廊下を歩く 10 秒間のショットがある場合、10 秒間すべてを使って
再生するのではなく、2 秒ごとにジャンプカットを作成して 30 フレームずつスキップすることで、アクションを半分
の時間に短縮できます。

ジャンプカットを使ってクリップの速度を上げる

 1 「タイムライン」で、速度を上げるクリップを選択し、ジャンプカットを作成する各フレームにマーカーを追加します。
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 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「マーカーでジャンプカット」を選択し（下図）、サブメ
ニューからフレーム数を選択します。

3、5、10、20、または 30 フレームをスキップできます。

静止セグメントを作成する
「Final Cut Pro」では、特定のフレームを静止して静止画像を作成することで、画面上のアクションを一時的に停
止することができます。デフォルトでは、静止セグメントと呼ばれる 2 秒間の静止画フレームが スキマー または 再
生ヘッド の位置に追加されますが、静止セグメントの継続時間はいつでも変更できます。

また、「Final Cut Pro」で別のフリーズ・フレーム・クリップを作成することもできます。フリーズフレームと静止
セグメントの重要な違いの 1 つは、静止セグメントは元のクリップの一部のままであり、クリップ内で継続時間を調
整できるということです。詳しくは、111 ページのフリーズフレームを作成するを参照してください。

重要：静止セグメントをクリップに追加すると、継続時間が長くなります。

静止画像で静止セグメントを作成する

 1 「タイムライン」で、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 静止したいフレームのあるクリップを 選択 し、スキマーまたは再生ヘッドをそのフレームに移動します。

 • 「タイムライン」でクリップ内の 範囲を選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「静止」を選択します（または Shift ＋ H キーを押します）。

クリップが選択されている場合は、クリップのスキマーまたは再生ヘッドの位置に 2 秒間の静止セグメントが追加さ
れます。

範囲が選択されている場合は、範囲の継続時間だけ静止セグメントが作成されます。静止画フレームとして使用さ
れるフレームは、範囲内の最初（左端）のフレームです。

67% resize factor



 第 10 章    詳細編集 309

 3 静止セグメントの継続時間を調整したい場合は、セグメントのリタイミングハンドルを、継続時間を長くするときは
右、短くするときは左にドラッグします。

Drag the retiming handle 
to change the duration 
of the hold segment.

 4 静止セグメントのエフェクトを見るには、「タイムライン」でそのクリップを再生します。

リタイミングしたクリップをリセットして通常の速度で再生する
選択範囲 または クリップ の再生速度は、いつでも標準（100 ％）にリセットできます。速度をリセットすると、選
択範囲に適用されている方向エフェクトと静止も同時に取り除かれます。

範囲またはクリップをリセットして順方向に 100 ％で再生する
 1 「タイムライン」で、元の速度にリセットしたい範囲、クリップ全体、またはクリップグループを 選択 します。

 2 ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューから「標準 100%」を選択します（または Shift ＋ N キーを
押します）。

フレームサイズとフレームレートを適合させる
「Final Cut Pro」では、プロジェクト設定は自動的に管理されます。つまり、同じプロジェクトの中で、フレームサ
イズ（解像度とも呼ばれます）やフレームレートの異なる複数のメディアを操作できます。「Final Cut Pro」でプロ
ジェクトに最初のビデオクリップを追加すると、そのクリップの情報（正確には、クリップの ソース・メディア・ファイ
ル の情報）に基づいてプロジェクト全体の形式、フレームサイズ、およびフレームレートが自動的に設定されます。 

プロジェクトの設定はいつでも変更できます。プロジェクト設定に一致させるために、「Final Cut Pro」個々のク
リップのフレームレートやフレームサイズをどのように適合させるかをクリップごとに制御することもできます。この
セクションに記載されているプロジェクトの情報はすべて、独自のプロジェクト設定を持つ 複合クリップ にも当ては
まります。

インターレース方式のクリップをプログレッシブ（ノンインターレース）方式のプロジェクトに追加したり、プログレッ
シブ方式のクリップをインターレース方式のプロジェクトに追加したりすることもできます。インターレースクリップを
プログレッシブプロジェクトに追加するには、後述の手順を参照してください。プログレッシブクリップをインターレー
スプロジェクトに追加するときは、クリップが自動的に受け入れられます。

複数の形式やフレームサイズを扱うときは、以下の点に留意してください：

 • プロジェクトのビデオおよびオーディオ情報は、最終的なムービーを視聴者とどのように共有するかに基づいて
選択してください。たとえば、メディアの形式が混在しているプロジェクトを編集していて、そのプロジェクトを 
1080p HD として共有したい場合は、プロジェクトのビデオ情報を 1080p HD に設定する必要があります。
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 • 最終的な配信形式が不明な場合でも、プロジェクトを作成する前に決定できることがあります。最も重要なことは
プロジェクトのフレームレートを選択することです。プロジェクトの形式とフレームサイズはいつでも簡単に変更で
きますが、フレームレートを変更するとプロジェクト内のすべての編集点が移動する可能性があります。

 • プロジェクトを共有するために使用する形式のビデオ／オーディオ情報に一致するクリップがある場合は、そのク
リップを最初にプロジェクトに追加してください。プロジェクト設定はそれに合わせて自動的に作成されます。こ
うすることで後でプロジェクト設定を変更する必要がなくなるため、時間を節約できます。

ヒント：プロジェクトに最初に追加するクリップがオーディオクリップまたは静止画像クリップの場合は、プロジェ
クトのビデオ情報を選択することを求められます。その場合は、編集をキャンセルし、ソース・メディア・ファイ
ルがプロジェクトに必要なビデオ情報を持つクリップを追加してから、ビデオ以外のクリップをプロジェクトに追加
してください。

フレームサイズの適合方法を選択する
プロジェクトのフレームサイズ設定に一致させるために、クリップのフレームサイズをどのように変更するかを選択で
きます。たとえば、プロジェクトのフレームサイズのうち最も大きなものに合わせるようにクリップのフレームサイズ
を変更したり、プロジェクトのフレーム全体を埋めたり（通常はクロップが行われます）、クリップのフレームサイズ
をそのままにしたりできます。

 1 フレームサイズ（解像度）が現在の プロジェクト の設定に一致しないクリップを「タイムライン」に追加します。

 2 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 3 「ビデオ」インスペクタを開くため、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックし（下図）、表示されるパネル
の上部にある「ビデオ」ボタンをクリックします。

 4 「ビデオ」インスペクタの「空間適合」セクションの「タイプ」ポップアップメニューからフレームサイズの適合方
法を選択します。

 • フィット：デフォルト設定です。プロジェクトのフレームサイズ設定にクリップを合わせます。クリップのビデオはク
ロップされません。フレームのフレームサイズ（解像度）がプロジェクトの設定に一致しない場合は、フレーム
の両側に黒いバーが表示されます。高精細度（HD）プロジェクトに標準精細度（SD）クリップを追加する場合
は、HD プロジェクトのフレームサイズに合わせて SD クリップが拡大されます。SD プロジェクトに HD クリップ
を追加する場合は、SD プロジェクトのフレームサイズに合わせて HD クリップが縮小されます。

 • フィル：クリップのビデオでプロジェクトのフレームサイズを埋めます。HD プロジェクトに SD クリップを追加する
場合は、HD プロジェクトのフレームサイズに合わせて SD クリップが拡大されます。クリップの短い辺を画面に
合わせるために、長い辺がクロップされます。SD プロジェクトに HD クリップを追加する場合は、SD プロジェク
トのフレームサイズに合わせて HD クリップが縮小されます。クリップの長い辺を画面に合わせるために、短い
辺がクロップされます。 

 • なし：クリップのフレームサイズは変更されません。クリップのフレームサイズがプロジェクトのフレームサイズよ
り大きい場合は、クリップがクロップされて表示されます。クリップのフレームサイズがプロジェクトのフレームサ
イズより小さい場合は、クリップの周囲に黒いバーが表示されます。
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フレームレートの適合方法を選択する
クリップのフレームレートがプロジェクトのフレームレートと異なるときは、プロジェクトのフレームレートに合わせて
クリップのフレームレートを変更するフレームサンプリング方式が採用されます。クリップのフレームレートを変更す
るためにどのフレームサンプリング方式を使用するかは選択できます。どの方式を選択するかは、視覚的な乱れや
アーチファクトを解消することがどの程度重要かによって異なります。

 1 フレームレートが現在の プロジェクト の設定に一致しないクリップを「タイムライン」に追加します。

 2 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 3 「ビデオ」インスペクタを開くため、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックし（下図）、表示されるパネル
の上部にある「ビデオ」ボタンをクリックします。

 4 「ビデオ」インスペクタの「レート適合」セクションの「フレームサンプリング」ポップアップメニューからフレーム
レートの適合方法を選択します。

参考：選択したクリップのフレームレートがプロジェクトのフレームレート設定と一致する場合、「ビデオ」インスペ
クタに「レート適合」セクションは表示されません。

 • フロア：デフォルト設定です。クリップのフレームレートをプロジェクトのフレームレートに合わせる計算の際、最
も近い整数に切り下げられます。

 • 直近ネイバー：クリップのフレームレートをプロジェクトのフレームレートに合わせる計算の際、最も近い整数に
四捨五入されます。「直近ネイバー」オプションでは、アーチファクトが減る代わりに、視覚的な乱れが増加しま
す。レンダリングが必要です。

 • フレームの合成：隣接するフレームのピクセルを合成することで、中間フレームが作成されます。「フレームの合
成」を使って作成されたスローモーションクリップは、「フロア」または「直近ネイバー」設定で作成されたもの
よりも滑らかに再生されます。この設定では、視覚的な乱れが減少しますが、視覚的なアーチファクトがいくら
か発生する可能性があります。レンダリングが必要です。

 • オプティカルフロー：オプティカル・フロー・アルゴリズムを使って中間フレームを追加するフレーム合成です。ク
リップを解析することでピクセルの動きの方向が判別され、そのオプティカルフロー解析に基づいて新しいフレー
ムが作成されます。「オプティカルフロー」オプションを選択することで、視覚的な乱れが減少しますが、アーチ
ファクトの解決にかなり長い時間が費やされます。

インターレースクリップをノンインターレース（プログレッシブ）プロジェクトに追加する
一部のビデオフォーマットではインターレース・スキャン方式が使われます。この方式では、1 つのビデオフレーム
が、奇数の線で構成されるフィールドと偶数の線で構成されるフィールドに分割され、それらが交互にスキャンされ
ます。 

インターレースクリップをプログレッシブプロジェクトに追加するときは、クリップのインターレースを解除（デイン
ターレース）することによって、プログレッシブプロジェクトでインターレースクリップに起こる線のギザギザをなくし、
フル解像度でクリップを再生できます。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ブラウザ」で、プログレッシブプロジェクトに追加したいインターレースクリップを 選択 します。

 • 「タイムライン」で、プログレッシブプロジェクトにすでに追加したインターレースクリップを選択します。
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 2 「情報」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「情報」インスペクタで、「メタデータ表示」ポップアップメニューから「設定表示」を選択します。

 4 「デインターレース」チェックボックスを選択します。

参考：「デインターレース」設定を選択すると、選択したクリップのフレームレートが 2 倍になります。たとえば、元
のインターレースクリップのフレームレートが 29.97 fps の場合、デインターレース後のクリップのフレームレートは 
59.94 fps になります。プロジェクトのビデオおよびオーディオ設定を選択するときは、このことを念頭に置いてくだ
さい。

ヒント：インターレースによるアーチファクトが発生していないことを確認するには、左矢印キーまたは右矢印キー
を押して、「タイムライン」でクリップを 1 フレームずつ動かします。

 5 再生中にフル解像度フレームを表示するには、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプション」ポップアッ
プメニューから「高品質」を選択します。

これで、クリップをプログレッシブクリップとして再生および操作できます。コンピュータの構成によっては、バックグ
ラウンドレンダリングが必要になることがあります。

アナモフィック素材を調整する
一部のビデオカメラや記録装置では、16:9 のワイドスクリーンアスペクト比で撮影されますが、データは 4:3 のア
スペクト比を使用して記録されます。場合によっては、ビデオファイル内の 16:9 での再生を指定するメタデータ・タ
グが欠落していたり、正しく設定されていなかったりします。「Final Cut Pro」では、ビデオが 16:9 のワイドスク
リーンアスペクト比で正常に再生されるようにこのタグを設定できます。

参考：このオプションは、SD（標準精細度）形式にのみ適用され、SD 形式の場合にのみ表示されます。

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」で、アナモフィックの設定を調整したい SD クリップを 選択 します。

 2 「情報」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「情報」インスペクタの下部にある「メタデータ表示」ポップアップメニューから「設定表示」を選択します。

 4 「アナモフィックの上書き」ポップアップメニューで、「ワイドスクリーン」を選択します。

クリップが 16:9 のワイドスクリーンアスペクト比で再生され、機能するようになります。
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ロールを使ってクリップを管理する

ロールの概要
ロールは、「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップに割り当てるメタデータのテキストラベルであり、編集ワー
クフローを管理するための柔軟で強力な手段となります。「Final Cut Pro」では、ロールを使ってイベントおよびプ
ロジェクトのクリップを整理したり、「タイムライン」の表示を制御したり、配信、オーディオミキシング、またはポ
ストプロダクションのために個別のビデオファイルとオーディオファイル（メディアステムとも呼ばれます）を書き出
したりできます。

Selected role Clips assigned a selected  
role appear highlighted.

クリップ（ビデオ、オーディオ、または静止画像）を「Final Cut Pro」に読み込むと、既存のクリップメタデータが解
析され、「ビデオ」、「タイトル」、「ダイアログ」、「ミュージック」、および「エフェクト」という 5 つのデフォルトロー
ルのいずれかが各クリップのビデオコンポーネントとオーディオコンポーネントに割り当てられます。たとえば、ソー
ス・メディア・ファイルに「iTunes」の「ジャンル」のメタデータ・タグが付けられている場合、「Final Cut Pro」
では生成されるクリップに「ミュージック」ロールが割り当てられます。ビデオとオーディオの両方が含まれるクリッ
プには、「ビデオ」ロールと「ダイアログ」ロールが割り当てられます。

ロールは以下のワークフローに使用できます：

 • ロールの割り当てを変更する：「タイムラインインデックス」、「ブラウザ」、「情報」インスペクタ、または「変更」
メニューで、クリップのロールの表示と割り当ての変更ができます。313 ページのロールを表示する／割り当てを
変更するを参照してください。また、カスタムロールおよびサブロールを作成してクリップをさらに整理すること
もできます。 

 • クリップをロール別に表示する：「タイムラインインデックス」で、クリップをロール別に整理したり、ロールのオ
ン／オフを切り替えたり、「タイムライン」での表示でクリップを強調表示したりしまったりできます。たとえば、
すべてのダイアログクリップを簡単に識別し、ほかのオーディオクリップから切り離して再生することができます。
319 ページの「タイムライン」でクリップをロール別に表示する を参照してください。

 • メディアステムを書き出す：ロールを メディアステム として結合済みのマルチトラック QuickTime ファイルに書
き出すか、個別のオーディオファイルおよびビデオファイルとして書き出すことができます。書き出し処理の際に、
オーディオチャンネルにモノラル、ステレオ、またはサラウンドの出力を割り当てることができます。436 ページ
の「出力先」環境設定 を参照してください。

ロールを表示する／割り当てを変更する
「ブラウザ」、「タイムラインインデックス」、「情報」インスペクタ、または「変更」メニューで、クリップに割り当て
られているロールの表示と変更ができます。

ロールを使用するときは、以下の点に注意してください：

 • すべてのクリップに 1 つ以上のロールを割り当てる必要があります（オーディオとビデオを含むクリップには、常に 
1 つのオーディオロールと 1 つのビデオロールが割り当てられます）。静止画像にはデフォルトで「ビデオ」ロー
ルが割り当てられますが、カスタム（静止画像）ロールを作成して静止画像に割り当てることもできます。
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 • オーディオのみのクリップにビデオロールを割り当てたり、ビデオのみのクリップにオーディオロールを割り当てたり
することはできません。

 • ロールは、クリップのオーディオコンポーネントまたはビデオコンポーネントに割り当てることはできますが、クリップ
範囲またはクリップの一部に割り当てることはできません。

 • 「情報」インスペクタを使用するか、オーディオコンポーネントが含まれるクリップが「タイムライン」に表示されて
いるときに「変更」メニューを使用して、オーディオコンポーネント のロールの表示と割り当ての変更ができます。

 • クリップのインスタンスごとに異なるロールを割り当てることができます。たとえば、「ブラウザ」から「タイムライ
ン」にクリップを追加したり、イベント間でクリップをコピーしたり、「タイムライン」内でクリップをコピーしたりした
場合、これらのクリップインスタンス（コピー）は互いに独立しています。

「ブラウザ」でロールを表示する／割り当てを変更する

 1 「ブラウザ」のリスト表示で、1 つまたは複数のクリップを選択します。

参考：「ブラウザ」に「ロール」列が表示されていない場合は、Control キーを押したまま列見出しをクリックし、ショー
トカットメニューから「ロール」を選択します。

 2 「ロール」列で、クリップに割り当てられているロールをクリックして、使用可能なロールを表示するショートカットメ
ニューを開きます。

 3 選択したクリップのロールの割り当てを変更するには、ショートカットメニューから別のロールを選択します。

「情報」インスペクタでロールを表示する／割り当てを変更する

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」で、1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 「情報」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパネ
ルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「情報」インスペクタで、「ロール」ポップアップメニューをクリックして使用可能なロールを表示します。
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 4 選択したクリップのロールの割り当てを変更するには、「ロール」ポップアップメニューから別のロールを選択します。

「タイムラインインデックス」でロールを表示する／割り当てを変更する

 1 「タイムラインインデックス」を開くには、「Final Cut Pro」のメインウインドウの左下隅にある「タイムラインイン
デックス」ボタンをクリックします（または Shift ＋ Command ＋ 2 キーを押します）。

 2 「クリップ」パネルを開くには、「タイムラインインデックス」の上部にある「クリップ」ボタンをクリックします。 

 3 「クリップ」パネルに「ロール」列が表示されていない場合は、Control キーを押したまま列見出しをクリックし、
ショートカットメニューから「ロール」を選択します。

 4 「クリップ」パネルで 1 つまたは複数のクリップを選択します。

 5 選択したクリップのロールの割り当てを変更するには、割り当てられているロールをクリックして、ショートカットメ
ニューから別のロールを選択します。

「変更」メニューでロールを表示する／割り当てを変更する

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」で、1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 「変更」＞「ロールを割り当てる」と選択して、サブメニューからロールを選択します。

選択したロールの横にチェックマークが表示されます。
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オーディオコンポーネントのロールを表示する／割り当てを変更する

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「クリップ」＞「オーディオコンポーネントを展開」と選択します（または 
Control ＋ Option ＋ S キーを押します）。

Audio components

 2 いずれかのオーディオコンポーネントを選択します。

 3 選択したコンポーネントのロールの割り当てを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「ロールを割り当てる」と選択して、サブメニューからロールを選択します。

選択したロールの横にチェックマークが表示されます。

 • 「情報」インスペクタ を開き、「ロール」ポップアップメニューからほかのロールを選択します。

選択したロールの横にチェックマークが表示されます。

オーディオコンポーネントについて詳しくは、156 ページのオーディオチャンネルとオーディオコンポーネントについ
てを参照してください。

複合クリップ内のロールを表示する／割り当てを変更する
複合クリップには、そのクリップを構成する元のクリップのロールが反映されます。複合クリップを構成するクリップ
のロールの表示と割り当ての変更はできますが、複合クリップ自体にロールを割り当てることはできません。 

 1 「ブラウザ」または「タイムライン」で複合クリップを選択します。

 2 割り当てられているロールを表示するか、複合クリップ内のすべてのクリップにロールを割り当てるには、以下の操
作を行います：

 • 「ブラウザ」のリスト表示の「ロール」列：上の「「ブラウザ」でロールを表示する／割り当てを変更する」の手
順に従ってください。

 • 「情報」インスペクタの「ロール」ポップアップメニュー：上の「「情報」インスペクタでロールを表示する／割
り当てを変更する」の手順に従ってください。

 • 「タイムラインインデックス」の「クリップ」パネルの「ロール」列：上の「「タイムラインインデックス」でロー
ルを表示する／割り当てを変更する」の手順に従ってください。

 • 「ロールを割り当てる」コマンド：上の「「変更」メニューでロールを表示する／割り当てを変更する」の手順に
従ってください。

複合クリップ（コンテナ）にロールを割り当てると、そのロールは複合クリップ内のすべてのクリップに割り当てられ
ます。複合クリップ内の特定のクリップに異なるロールを割り当てたい場合は、複合クリップを編集のために開き、
複合クリップ内の個別のクリップにロールを割り当てます。

複合クリップについて詳しくは、266 ページの複合クリップの概要を参照してください。
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カスタムロールおよびサブロールを作成する
5 つのデフォルトロール（「ビデオ」、「タイトル」、「ダイアログ」、「ミュージック」、および「エフェクト」）に加え、
カスタムロールとサブロールを作成できます。

重要：カスタムロールとサブロールは、慎重に作成してください。カスタムロール（およびカスタムロールの名前）
は編集したり、ロールリストから削除することはできません。ただし、クリップへの割り当てはいつでも変更できます。

カスタムロールを作成する

 1 「ロールエディタ」を開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「ロールを編集」と選択します。

 • 「ブラウザ」のリスト表示または「タイムラインインデックス」の「クリップ」パネルで、「ロール」列のロールを
クリックし、ショートカットメニューから「ロールを編集」を選択します。

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップを選択して、「情報」インスペクタ を開き、「ロール」ポップアッ
プメニューから「ロールを編集」を選択します。

 2 「ロールエディタ」ウインドウの左下隅にある「ロールを追加」ポップアップメニューから、ロールのタイプを選択
します。

新しいロールが「ロール」列の下部に表示されます。
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 3 新しいロールの名前を入力します。

新しいロールを作成すると、そのロールがロールリストに表示され、任意のクリップに割り当てられるようになります。

サブロールを作成する
サブロールを使用すると、1 つのロールの中で複数のロールを整理できます。たとえば、「エフェクト」ロールの中
に「フォーリーエフェクト」サブロールを作成したり、「タイトル」ロールの中に「スペイン語字幕」サブロールを
作成したりできます。

 1 「ロールエディタ」を開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「ロールを編集」と選択します。

 • 「ブラウザ」のリスト表示または「タイムラインインデックス」の「クリップ」パネルで、「ロール」列のロールを
クリックし、ショートカットメニューから「ロールを編集」を選択します。

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップを選択して、「情報」インスペクタ を開き、「ロール」ポップアッ
プメニューから「ロールを編集」を選択します。
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 2 「ロール」列でロールを選択し、「サブロール」列の下部にある「サブロールを追加」ボタン（プラス記号）をク
リックします。

 3 サブロールの名前を入力します。

新しいサブロールは「サブロール」リストに残り、「Final Cut Pro」内のほかの場所のロールリストでは親ロール
の下に表示されます。「タイムライン」でクリップにサブロールを割り当てると、それらのサブロールは「タイムライ
ンインデックス」にも表示されます。

Subroles

「タイムライン」でクリップをロール別に表示する
「タイムラインインデックス」の「ロール」パネルを使って、「タイムライン」でクリップをロール別に表示および再
生することができます。

ビデオクリップとオーディオクリップはすべて、「ビデオ」、「タイトル」、「ダイアログ」、「ミュージック」、または「エ
フェクト」のデフォルトロールによって、あるいはユーザが作成したカスタムロールまたはサブロールによって整理
されます。特定のロールをオフにして、それらのロールが割り当てられているすべてのクリップの再生を一時停止で
きます。たとえば、「ダイアログ」を除くすべてのロールオフにしてダイアログクリップだけを再生し、次に「ミュー
ジック」ロールをオンにしてダイアログとムービーサウンドトラックを聞くということができます。

ロールは、クリップを放送やオーディオのポストプロダクション用のファイルとして書き出す前に、それらのクリップ
を整理し、プレビューするための強力な手段となります。

参考：「タイムラインインデックス」でロールのオン／オフを切り替えても、「ブラウザ」、「タイムライン」、または各
インスペクタでの書き出し設定およびクリップ設定は変更されません。
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ロールのオン／オフを切り替える

 1 「タイムラインインデックス」で、「ロール」ボタンをクリックします。

 2 「ロール」パネルで、オンにしたいロールまたはサブロールの横にあるチェックボックスを選択します。オフにした
いロールまたはサブロールの横にあるチェックボックスの選択を解除します。

アクティブなロールは「タイムライン」にカラーで表示され、アクティブでないロールはグレイで表示されます。す
べてのビデオロールまたはすべてのオーディオロールをオフにすると、それに対応するオーディオ／ビデオクリップの
部分もグレイで表示されます。

Clips assigned an active 
role appear in color.

Clips assigned an inactive 
role appear in gray.

Active roles

 3 クリップをロール別にプレビューするには、プロジェクトを再生します。 

アクティブなロールが割り当てられているクリップだけが再生されます。
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「タイムライン」でロールを強調表示する

 1 「タイムラインインデックス」で、「ロール」ボタンをクリックします。

 2 「ロール」パネルで、強調表示したいロールの名前をクリックします。 

このロールが割り当てられているクリップが「タイムライン」で強調表示されます。これには、アクティブなクリップ
（カラー）とアクティブでないクリップ（グレイ）の両方が含まれます。

Selected role Clips assigned a selected  
role appear highlighted.

ヒント：一度に複数のロールを強調表示する場合は、連続した項目を選択するには Shift キーを押したままクリック
し、連続していない項目を選択するには Command キーを押したままクリックします。

クリップをロール別にしまう
「タイムライン」でクリップを表示したり操作したりするスペースを広げるため、特定のロールが割り当てられている
クリップをしまうことができます。クリップをしまうと、「タイムライン」内に小さく表示されます。 

 1 「タイムラインインデックス」で、「ロール」ボタンをクリックします。

 2 「ロール」パネルで、しまいたいクリップのロールの横にある「しまう」ボタンをクリックします。

Minimize button Minimized clip

Roles that have 
been minimized

また、クリップの外観と高さを変更して「タイムライン」でのクリップの表示をカスタマイズしたり、クリップを名前
順またはロール順のどちらで表示するかを選択したりもできます。137 ページの「タイムライン」の設定を調整する
を参照してください。 
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ロールを使ってメディアステムを書き出す
作業結果を書き出すときに、ロールを使って出力メディアファイルの詳細を定義できます。この処理は、放送の仕様
に合わせたファイルを配信するときや、ミキシングまたはポストプロダクションのために メディアステム を引き渡す
場合によく使用されます。

ロールは、結合済みのマルチトラック QuickTime ファイルとして、または個別のオーディオファイルおよびビデオ
ファイルとして書き出すことができます。書き出し処理の際に、オーディオチャンネルにモノラル、ステレオ、または
サラウンドの出力を割り当てることができます。

詳しくは、402 ページのロールをファイルとして共有するを参照してください。

XML を使ってプロジェクトとイベントを転送する
「Final Cut Pro」では、XML（Extensible Markup Language）の読み込みと書き出しができます。XML ドキュ
メント（タグ付きの要素を含む標準 ASCII テキストファイル）を使って、「Final Cut Pro」と「Final Cut Pro」の
書類やファイルが認識されない他社製のアプリケーション、デバイス、およびメディア資産管理ツールとの間でライ
ブラリ、イベント、プロジェクト、および クリップ の詳細を転送できます。

XML の読み込みおよび書き出しオプションについては、Final Cut Pro XML の開発者向けマニュアルで詳しく説 
明しています。詳しくは、Apple Developer Web サイトの Apple アプリケーションのページ 
http://developer.apple.com/appleapplications を参照してください。

「Final Cut Pro」に XML を読み込む
ほかのアプリケーションで XML ファイルを生成してから、それらを「Final Cut Pro」に読み込むことができます。
XML ファイルを読み込むと、XML ファイルの内容に応じてクリップ、イベント、プロジェクト、およびライブラリが
生成されます。

 1 「Final Cut Pro」で、「ファイル」＞「読み込む」＞「XML」と選択します。

 2 読み込みたい XML ファイルに移動して、「読み込む」をクリックします。

XML が処理されて、XML ファイルの内容に応じて対応するクリップ、イベント、プロジェクト、およびライブラリが
生成されます。

ヒント：XML ファイルを Finder でダブルクリックするか、「Final Cut Pro」アプリケーションのアイコンにドラッグ
することで、XML ファイルを読み込むこともできます。 

「Final Cut Pro」から XML を書き出す
イベントとプロジェクトを XML ファイルとして書き出すことができます。

 1 ライブラリを選択するか、XML ファイルとして書き出したい 1 つ以上のイベント、プロジェクト、またはクリップを
選択します。 

「タイムライン」で現在開いているプロジェクトを書き出すには、「タイムライン」の中をクリックしてアクティブにし
ます。

 2 「ファイル」＞「XML を書き出す」と選択します。

 3 表示されるウインドウで、XML ファイルを保存したいハードディスク上のフォルダに移動し、「保存」をクリックし 
ます。

67% resize factor

http://developer.apple.com/appleapplications


 第 10 章    詳細編集 323

マルチカムクリップを編集する

マルチカム編集の概要
「Final Cut Pro」では、マルチカメラ撮影やその他の同期された素材から、リアルタイムで素材を編集することが
できます。たとえば、4 台のカメラを使ってコンサートや結婚式を撮影した場合、各カメラアングルの素材を同期さ
せて 1 つのマルチカムクリップにまとめ、再生しながらカット編集してアングルを切り替えていくことができます。

マルチカムクリップの各アングルは、共通の同期点に基づいて同期されます。同期点とは、各アングルで映像また
は音声が一致していると認識できるフレームのことです。マルチカムクリップを「タイムライン」に追加してプロジェ
クトを再生したときに「ビューア」に表示されるアングルをアクティブアングルと言います。アクティブアングルを
「ビューア」で再生しながら、「アングルビューア」ですべてのアングルを同時に再生して表示したり、それらのア
ングルを簡単にカットしたり切り替えたりすることもできます。

Angle 1

Angle 2 Active angle

Angle 3

Angle 4

Sync point
Multicam clip

「Final Cut Pro」では、マルチカムクリップを柔軟に編集できます。必要に応じていつでも、マルチカムクリップに
アングルを追加したり、アングルを削除したり、アングルの同期を調整したりできます。

さらに、関連のない素材を 1 つにまとめて、リアルタイムでモンタージュ編集することもできます。これは、ミュー
ジックビデオを作成するときなどに便利です。いくつかの抽象的な映像をアングルとして追加し、音楽に合わせてア
ングルを切り替えることができます。カメラで撮影した写真をマルチカムクリップに追加することもできます。写真の
日時（コンテンツの作成日）情報がほかのアングルのコンテンツと一致する場合は、そのアングルの長さに合わせ
て写真の継続時間が自動的に調整されます。

マルチカムクリップには以下の特徴があります：

 • マルチカムクリップは、「ブラウザ」で既存の イベント クリップからのみ作成できます。 

 • マルチカムクリップの編集と調整は、「タイムライン」に似た「アングルエディタ」で行います。

 • マルチカムクリップを「タイムライン」に追加すると、「ブラウザ」の“親”マルチカムクリップと「タイムライン」
の“子”マルチカムクリップとの間にアクティブな直接関係が結ばれます。

Browser clips

Project 3Project 1

Child clip Child clips Child clip

Project 2

Parent multicam clip
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 • マルチカムクリップを「アングルエディタ」で開くときは、「ブラウザ」と「タイムライン」のどちらから開いても、
「ブラウザ」の親マルチクリップが開きます。「アングルエディタ」でマルチカムクリップに加えた変更は、すべて
のプロジェクト内の同じマルチカムクリップのすべての子クリップに継承されます。継承される変更には、同期調
整、トリミング調整、クリップの速度のリタイミング、ビデオエフェクトとオーディオエフェクト（色補正など）、ア
ングルの追加と削除などが含まれます。たとえば、親マルチカムクリップから 1 つのアングルを削除すると、すべ
ての子クリップからそのアングルが削除されます。「アングルエディタ」について詳しくは、338 ページの「アン
グルエディタ」でアングルとクリップを同期する／調整するを参照してください。

ヒント：プロジェクト全体の「スナップショット」バックアップを作成することで、誤って変更されることを防ぐこと
ができます。プロジェクトのスナップショットは、マルチカムまたは複合の親クリップが含まれている、必要なもの
がすべて揃ったバックアップバージョンです。プロジェクトをスナップショットとして複製すると、マルチカムまたは
複合の親クリップのコピーが作成されてプロジェクトに埋め込まれます。このため、クリップのその他のインスタ
ンスに対する変更はスナップショットには影響しません。詳しくは、62 ページのプロジェクトおよびクリップを複
製するを参照してください。

マルチカム編集のワークフロー
マルチカムプロジェクトを作成するための主要な手順を以下に示します。これらの手順は一般的な順序で並んでいま
す。必要に合わせて順序を変更することもできます。

複数のカメラを使ってイベントを撮影し、適切な同期情報を記録する
マルチカメラ撮影では、複数のカメラを使って 1 つの被写体やイベントを異なるアングルと距離から撮影します。

マルチカムプロジェクトを作成するときは、素材を撮影する前に、ビデオカメラなどの記録装置で日付、時刻、タイ
ムゾーンを設定しておくことをお勧めします。これらの情報は、「Final Cut Pro」で マルチカムクリップ を自動作
成するときに役立ちます。

マルチカメラ撮影に業務用のビデオカメラまたは VTR を使用する場合は、マスターとなるタイムコードジェネレータ
から各カメラに同じ タイムコード を送信したり、撮影開始時に各カメラのタイムコードジェネレータをジャムシンクし
たりできます。家庭用のビデオカメラ使用する場合は、外部からタイムコードを受信できないので、映像または音声
による合図（カチンコやフラッシュなど）をすべてのカメラで記録しておく必要があります。この合図に基づいてマ
ルチカムクリップの各アングルを同期できます。

「“Final Cut Pro”」には高度な 自動オーディオ同期 機能があり、マルチカムクリップのアングルを高い精度で同期
できます。そのため、マルチカムプロジェクトでは、すべてのビデオカメラおよび記録装置で音声を記録することを
お勧めします（録音の品質が良いほど正確な結果が得られます）。

マルチカム編集用にメディアを読み込む
マルチカムプロジェクトに使うメディアの読み込み方法はほかのプロジェクトと同じですが、読み込み時にいくつか
の手順を実行することによってマルチカムワークフローを効率化できます。

カメラ名とマルチカムアングルを割り当てる
「カメラ名」メタデータと「カメラアングル」メタデータのタグを使って、マルチカムプロジェクトのワークフローを自
動化および効率化できます。マルチカムクリップを作成する前に、イベントクリップにこれらのタグを適用することを
お勧めします（必須ではありません）。

マルチカムクリップを作成する
選択したイベントクリップからマルチカムクリップを作成します（作成方法は、「ブラウザ」で オーディション や 複合
クリップ を作成するときとほぼ同じです）。手動と自動のどちらで行う場合でも、マルチカムクリップの作成手順には 
3 つの基本作業が含まれます：

 • アングルを作成する（各アングルには 1 つまたは複数のクリップが含まれる） 

 • 各アングル内でクリップを順番に並べる

 • 共通の同期点に基づいてアングルを同期する
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ソースメディアに記録されているメタデータの種類が分かっている場合は、マルチカムクリップを自動で作成するより
も手動で作成する方が処理が速く済みます。詳しくは、326 ページのカメラ名とマルチカムアングルを割り当てるお
よび 326 ページの「ブラウザ」でマルチカムクリップを作成する を参照してください。

「アングルビューア」でアングルをカットして切り替える
マルチカムクリップを作成したら、「アングルビューア」ですべてのアングルを同時に再生しながらリアルタイムでア
ングルをカットして切り替えることができます。ビデオとオーディオのカットや切り替えは、一度に行うことも個別に
行うこともできます。たとえば、アングル 1 のオーディオを使用しながら、アングル 1 から 4 までのビデオを切り替
えることができます。

「アングルエディタ」でアングルを同期する／調整する
必要に応じていつでも、「アングルエディタ」でマルチカムクリップを開いて、同期を調整したり、アングルの順序を
変更したり、アングルを追加または削除したりできます。また、「アングルエディタ」を使用して、マルチカムクリッ
プ内の個々のクリップの編集（トリミング、色補正、トランジションの追加など）を行うこともできます。 

「タイムライン」でマルチカムクリップを編集する
「アングルビューア」を開かなくても、「タイムライン」またはインスペクタで直接、マルチカムクリップのアングルを
切り替えることができます。マルチカムクリップには独自の特徴がいくつかありますが、基本的には、ほかのクリッ
プを編集するときと同じように「タイムライン」で編集できます。

マルチカム編集用にメディアを読み込む
マルチカムプロジェクトに使うメディアを読み込むときに、ビデオカメラやファイルベースの記録装置に名前を割り当
てることができます。「Final Cut Pro」では、マルチカムクリップの自動作成時に、この「カメラ名」タグに基づい
て マルチカムクリップ のソースクリップが分類されます。

マルチカムクリップに含めるアングル数がかなり多い場合は、「再生」環境設定で「プロキシメディアを使用」を選
択すると、マルチカム編集時のパフォーマンスを維持できます。このオプションを選択しておくと、読み込み時に、ク
リップに必要なプロキシを生成できます。 

マルチカムクリップに含めるアングル数が少ない場合は、読み込み時に Apple ProRes 422 コーデックを選択する
ことによって、最適なメディアを作成できます。また、「再生」環境設定で「マルチカムクリップ用に最適化されたメ
ディアを作成」を選択しておけば、マルチカムクリップの作成時に常に最適なメディアが自動生成されます。詳しく
は、433 ページの「再生」環境設定 を参照してください。

カメラに名前を割り当てる
以下の手順ではファイルベースのデバイスからメディアを読み込むときの「カメラ名」情報の追加方法について説明
します。後から「カメラ名」情報を追加することもできます。

 1 カメラまたは記録装置をコンピュータに接続します。

 2 「Final Cut Pro」で、「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを
押します）。

 3 「メディアの読み込み」ウインドウの左側にあるデバイスリストで、目的のビデオカメラまたは記録装置が選択され
ていない場合は選択します。

 4 デバイスをもう一度クリックして、名前を入力します。

ここで入力した名前は、そのデバイスから「Final Cut Pro」に読み込むすべてのクリップで「カメラ名」メタデー
タ情報として使用されます。

参考：最近のほとんどのビデオカメラおよび記録装置（iOS デバイスを含む）では、「カメラ ID」タグが記録され
ます。「Final Cut Pro」では、ファイルベースのデバイスからメディアを読み込むときに「カメラ ID」メタデータが
自動的に読み込まれるので、この情報に基づいてマルチカムアングルを自動作成することもできます。

67% resize factor



 第 10 章    詳細編集 326

カメラ名とマルチカムアングルを割り当てる
「カメラアングル」情報と「カメラ名」情報は、マルチカムプロジェクトのワークフローを効率化するために便利な
メタデータ・タグです。 

メタデータはいつでもクリップに割り当てることができますが、マルチカムクリップ を作成するときは、作成前に「カ
メラアングル」タグと「カメラ名」タグをクリップに割り当てることをお勧めします。「カメラアングル」タグを使う
と、どのクリップがどのアングルのものであるかを簡単に見分けることができます。「カメラ名」タグは、読み込み
時に割り当てることもでき、色補正など、さまざまな場面で役立ちます。

「Final Cut Pro」では、マルチカムクリップを自動で作成することも手動で作成することもできます。マルチカムク
リップのアングルを自動で作成する場合は、選択したクリップのメタデータが次の順序で確認されます： 

 • 「カメラアングル」メタデータ

 • 「カメラ名」メタデータ

 • 「カメラ ID」メタデータ

参考：「カメラ ID」タグは、最近のほとんどのビデオカメラおよび記録装置（iOS デバイスを含む）で記録され
ます。「Final Cut Pro」では、ファイルベースのデバイスからメディアを読み込むときに「カメラ ID」メタデー
タが自動的に読み込まれます。

「カメラアングル」、「カメラ名」、および「カメラ ID」メタデータに基づいてクリップが適切なアングルにまとめられ
ます。いずれのメタデータも見つからない場合は、選択したクリップごとに個別のアングルが作成されます。

選択したクリップにカメラ名とカメラアングルを割り当てる
以下のいずれかの操作を行います： 

 m 「ブラウザ」または「タイムライン」で 1 つまたは複数のクリップを選択し、「情報」インスペクタ を開いて、「カメ
ラアングル」フィールドまたは「カメラ名」フィールドにテキストを入力します。

 m 「ブラウザ」のリスト表示で、目的のクリップの「カメラアングル」列または「カメラ名」列にテキストを入力します。

参考：アングルを自動で作成する場合は、選択したクリップの「カメラアングル」タグがマルチカムクリップでアン
グル名として使われます。「カメラアングル」タグがない場合は、「カメラ名」、「名前」（クリップ名）、または「カメ
ラ ID」メタデータがアングル名として使われます。アングル名は「アングルエディタ」で変更できます。詳しくは、
338 ページの「アングルエディタ」でアングルとクリップを同期する／調整する を参照してください。

「ブラウザ」でマルチカムクリップを作成する
マルチカムクリップ の作成方法は、「ブラウザ」で オーディション や 複合クリップ を作成するときとほぼ同じです。
マルチカムクリップは、種類（フォーマット、フレームレートなど）の異なる複数のメディアソースで構成できます。
マルチカムクリップの特定のアングルに複数のクリップを含めることもできます。

マルチカムクリップは、自動で作成することも手動で作成することもできます。

マルチカムメディアに記録されているメタデータの種類が分かっている場合は、マルチカムクリップを自動で作成す
るよりも手動で作成する方が処理が速く済みます。自動作成では、高度な 自動オーディオ同期 機能を使うことによっ
て高い精度で同期ができますが、この処理には時間がかかります。この機能が不要であれば、「同期にオーディオを
使用」をオフにすることをお勧めします。たとえば、すべてのクリップに正確なタイムコードが記録されている場合
は、オーディオ同期機能を使用しなくてもマルチカムクリップを自動作成できます。

マルチカムクリップを自動作成する

 1 「ブラウザ」で、マルチカムクリップに含めるクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「新規マルチカムクリップ」と選択します。

 • Control キーを押したまま、選択する項目をクリックし、ショートカットメニューから「新規マルチカムクリップ」
を選択します。
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 3 表示されるウインドウで、「名前」フィールドにマルチカムクリップの名前を入力します。

 4 「イベント内」ポップアップメニューを使って、新しいマルチカムクリップを作成するイベントを選択します。

 5 マルチカムの自動設定が表示されていない場合は、「自動設定を使用」をクリックします。

マルチカムの自動設定が表示されます。

参考：デフォルトでは自動設定が表示されますが、前回マルチクリップを作成したときにカスタム設定を使用した場
合は、そのカスタム設定が表示されます。

 6 オーディオ波形データを使ってアングルを自動同期する場合は、「同期にオーディオを使用」を選択します。 

このオプションを選択すると、各アングルのオーディオ波形に基づいて同期が精密に調整されます。これは、自動的
にクリップを同期し、1 つの複合クリップとしてまとめるために使用できる技術と同じオーディオ同期技術です。 

Sync point

参考：オーディオ録音によっては、この機能での使用には適さないものもあります。このオプションを選択すると、
処理に時間がかかって、その間「Final Cut Pro」では編集ができなくなることがあります。

 7 「OK」をクリックします。

イベント 内に新しいマルチカムクリップが作成され、そのマルチカムクリップ内に、選択したクリップの複製が配置
されます。

Multicam clip icon

マルチカムクリップをカスタム設定で作成する

 1 「ブラウザ」で、マルチカムクリップに含めるクリップを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「新規マルチカムクリップ」と選択します。

 • Control キーを押したまま、選択する項目をクリックし、ショートカットメニューから「新規マルチカムクリップ」
を選択します。

 3 表示されるウインドウで、「名前」フィールドにマルチカムクリップの名前を入力します。

 4 マルチカムのカスタム設定が表示されていない場合は、「カスタム設定を使用」をクリックします。
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カスタム設定が表示されます。

参考：デフォルトでは自動設定が表示されますが、前回マルチクリップを作成したときにカスタム設定を使用した場
合は、そのカスタム設定が表示されます。

 5 「アングルアセンブリ」ポップアップメニューで、マルチカムクリップのアングルを作成する方法を選択します。

 • 自動：アングルを自動的に作成します。 

 • カメラアングル：選択したクリップの「カメラアングル」情報に基づいてアングルを作成します。

 • カメラ名：選択したクリップの「カメラ名」情報に基づいてアングルを作成します。

 • クリップ：選択したクリップごとに個別のアングルを作成し、各クリップの「名前」情報をアングル名として使用
します。

 6 「アングルクリップの順番」ポップアップメニューで、マルチカムクリップのアングルを並べる方法を選択します。

 • 自動：各アングル内でクリップを自動的に並べます。1 つのアングルに複数のクリップが含まれる場合、時間を合
わせるために隙間を埋める必要があるときは、クリップ間に ギャップクリップ が挿入されます。

 • タイムコード：クリップに記録された タイムコード に基づいて各アングル内でクリップを並べます。クリップにタイ
ムコードが記録されている場合は、このオプションを選択してください。処理が最も速く、フレーム単位の高い
精度が得られます。

 • コンテンツの作成日：ビデオカメラまたはビデオ記録装置で記録された日時情報に基づいて各アングル内でク
リップを並べます。

「コンテンツの作成日」オプションでは、秒単位の精度でクリップが配置されます（ほとんどのビデオカメラで日
時情報の最小単位が秒であるためです）。この並べかたを選択する場合、「同期にオーディオを使用」を選択する
（手順 8 を参照）か、「アングルエディタ」でアングルを手動で同期することでフレーム精度で調整することを検
討してください。

参考：ソースクリップの「コンテンツの作成日」の日時は「ブラウザ」でいつでも変更できます。1 つまたは複
数のクリップを選択し、「変更」＞「コンテンツの作成日時を調整」と選択します。

 7 「アングルの同期」ポップアップメニューで、マルチカムクリップのアングルを同期する方法を選択します。

 • 自動：アングルを自動的に同期します（下の 1 つ以上の方法を使用します）。 

 • タイムコード：クリップに記録されたタイムコードに基づいてアングルを同期します。タイムコードの記録方法に
ついて詳しくは、324 ページのマルチカム編集のワークフローを参照してください。

01:00:00:00

01:00:00:00 

01:00:00:00

01:00:00:00

Sync point

67% resize factor



 第 10 章    詳細編集 329

 • コンテンツの作成日：ビデオカメラまたはビデオ記録装置で記録された日時情報に基づいてアングルを同期し 
ます。

参考：ソースクリップの「コンテンツの作成日」の日時は「ブラウザ」でいつでも変更できます。1 つまたは複
数のクリップを選択し、「変更」＞「コンテンツの作成日時を調整」と選択します。

12:59 PM

12:59 PM

12:59 PM

12:59 PM

Sync point

 • 最初のクリップの先頭：各アングルの先頭フレームを同期点として使用します。 

Sync point

ヒント：「最初のクリップの先頭」オプションは、ソースクリップ内で 範囲選択 した部分のみを使用したい場合
に便利です。「ブラウザ」で、使用したい部分に キーワード または「よく使う項目」のレートを割り当ててから、
フィルタまたは検索によってクリップを絞り込みます。この状態でマルチカムクリップを作成すると、絞り込み表示
されているメディアだけが使用されます。

 • アングルの最初のマーカー：各アングルの最初のマーカーを同期点として使用します。

Sync point

ヒント：このオプションでは、最初のマーカーによって、「同期にオーディオを使用」オプション（後述）で微調
整する領域を定義できます。そのため、マーカーを正確に配置する必要はありません。最終的に自動オーディオ
同期機能でアングルを正確に同期できる程度に合っていれば十分です。

 8 オーディオ波形データを使ってアングルを自動同期する場合は、「同期にオーディオを使用」を選択します。 

このオプションを選択すると、各アングルのオーディオ波形に基づいて同期が精密に調整されます。これは、自動的
にクリップを同期し、1 つの複合クリップとしてまとめるために使用できる技術と同じオーディオ同期技術です。 

Sync point

参考：オーディオ録音によっては、この機能での使用には適さないものもあります。このオプションを選択すると、
処理に時間がかかって、その間「Final Cut Pro」では編集ができなくなることがあります。
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 9 選択したクリップ内で最も小さいタイムコード値（デフォルト）とは異なる位置からマルチカムクリップを開始したい
場合は、「開始タイムコード」フィールドにタイムコード値を入力します。

 10 ビデオ設定を変更する場合は、「ビデオのプロパティ」セクションで「カスタム」を選択し、設定を変更します。

参考：デフォルトでは、選択したクリップが分析され、クリップ間で最も共通するクリップ設定に基づいてビデオ設定
が決まります。

 11 オーディオ設定またはレンダリング設定を変更する場合は、「オーディオとレンダリングのプロパティ」セクションで
「カスタム」を選択し、設定を変更します。

 12 「OK」をクリックします。

イベント 内に新しいマルチカムクリップが作成され、そのマルチカムクリップ内に、選択したクリップの複製が配置
されます。

Multicam clip icon

「アングルビューア」でアングルをカットして切り替える
マルチカムクリップ を作成したら、「アングルビューア」ですべてのアングルを同時に再生しながらリアルタイムでア
ングルをカットして切り替えることができます。撮影中と同じようにムービー全体をカットしてから、ほかのプロジェ
クトと同じように「タイムライン」で編集を微調整します。

「アングルビューア」は、マルチカムクリップやマルチカムプロジェクトを再生しながらその場でカットと切り替えを決
めていくことのできる表示および操作スペースです。アングルは、2、4、9、または 16 アングルのバンクに表示さ
れます。

Angle Viewer

「アングルビューア」でマルチカムクリップを再生する

 1 「アングルビューア」を開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「ビューアの表示」＞「アングルを表示」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ 7 キー
を押します）。

 • 「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューから「アングルを表示」を選択
します。
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「ブラウザ」でマルチカムクリップを表示している場合は、「ビューア」の横に「イベントビューア」を表示するオプ
ションがあります。「イベントビューア」にマルチカムアングルを表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「イベントビューアの表示」＞「アングルを表示」と選択します。 

 • 「イベントビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューから「アングルを表示」
を選択します。

 2 「ブラウザ」または「タイムライン」で、スキマー か 再生ヘッド を使ってマルチカムクリップを再生します。

「アングルビューア」が Final Cut Pro ウインドウの上部に表示されます。

The multicam clip’s 
angles appear in the 
Angle Viewer.

Active angle

Play back a multicam 
clip in the Browser 
or the Timeline.

「アングルビューア」でアングルをカットして切り替える
アングルのカットと切り替えは、プロジェクトを再生しながらリアルタイムで行うことも、「タイムライン」で特定のポ
イントまでスキミングしながら行うこともできます。これら 2 つの方法を組み合わせることも可能です。

 1 「アングルビューア」を開くには、「ウインドウ」＞「ビューアの表示」＞「アングルを表示」と選択します（また
は、Shift ＋ Command ＋ 7 キーを押します）。

 2 編集するマルチカムクリップを「タイムライン」に追加します。 

参考：カットと切り替えは「タイムライン」のクリップにのみ実行できます。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 再生ヘッド を適切な位置に置き、スペースバーを押してマルチカムクリップを再生します。

 • カットして別のアングルに切り替えたいフレームまでスキミングします。
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 4  「アングルビューア」で、切り替え先のアングルにポインタを移動します。

「アングルビューア」で特定のアングルにポインタを移動すると、ポインタが「ブレード」ツールに変わります。これ
は、クリックするとカット（と切り替え）が行われることを示します。 

The pointer changes 
to the Blade tool.

The active angle 
is highlighted.

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • カットして切り替えるには：切り替え先のアングルをクリックします。現在のバンクのほかのアングルにカットして
切り替える場合は、そのアングル番号に対応する数字キーを押すこともできます。たとえば、現在のバンクのア
ングル 5 にカットして切り替えるには、5 キーを押します。

「タイムライン」で、現在のマルチカムクリップが再生ヘッドの位置でカットされます。再生ヘッドの右側の部分は、
アクティブアングルとしてクリックしたアングルが含まれる新しいクリップに置き換わります。「タイムライン」の再
生ヘッドの位置に、特殊な スルー編集 点が表示されます。詳しくは、343 ページの「タイムライン」とインスペ
クタでマルチカムクリップを編集するを参照してください。 

 • 切り替えるには：Option キーを押したまま、切り替え先のアングルをクリックします。現在のバンクのほかのア
ングルに切り替える場合は、Option キーを押したまま、そのアングル番号に対応する数字キーを押すこともで
きます。たとえば、現在のバンクのアングル 5 に切り替えるには、Option ＋ 5 キーを押します。

参考：Option キーを押したまま操作すると、ポインタが手のアイコンに変わります。これは、切り替えのみが行
われることを示します。

「タイムライン」で、再生ヘッドが置かれているマルチカムクリップが変化して、アクティブアングルとして切り替
えたアングルが表示されます。

いずれの操作でも、「ビューア」には選択したアングルが表示されます。アクティブアングルは、切り替えモードに
応じて、黄色、青、または緑で強調表示されます。詳しくは、次の「ビデオとオーディオを別々に切り替える」を参
照してください。

ビデオとオーディオを別々に切り替える
デフォルトでは、マルチカムクリップのビデオとオーディオは同時に切り替わります。必要に応じて、これらを別々に
切り替えることもできます。 

 1 「アングルビューア」を開くには、「ウインドウ」＞「ビューアの表示」＞「アングルを表示」と選択します（また
は、Shift ＋ Command ＋ 7 キーを押します）。
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 2 切り替えモードを変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • ビデオおよびオーディオの切り替えを有効にするには：「アングルビューア」の左上隅にある一番左の切り替え
モードボタンをクリックします。これはデフォルトの設定です。 

Click to enable video 
and audio switching.

Yellow highlighting indicates 
that both the active video 
and the active audio are 
contained in one clip.

The bank switcher 
shows the active angle.

 • ビデオのみの切り替えを有効にするには：真ん中の切り替えモードボタンをクリックします。ビデオのみが切り替
わります。オーディオは、元のアングルのオーディオがアクティブなままになります。

Click to enable 
video-only switching.

 • オーディオのみの切り替えを有効にするには：一番右の切り替えモードボタンをクリックします。オーディオのみ
が切り替わります。ビデオは、元のアングルのビデオがアクティブなままになります。

Click to enable 
audio-only switching.

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • カットして切り替えるには：「アングルビューア」で、切り替え先のアングルをクリックします。 

 • 切り替えるには：「アングルビューア」で、Option キーを押したまま、切り替え先のアングルをクリックします。 
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ビデオのみまたはオーディオのみの切り替えモードを選択した場合、ビデオのアクティブアングルは青で強調表示さ
れ、オーディオのアクティブアングルは緑で強調表示されます。

Switch Video 
Only button

Switch Audio 
Only button

The active video angle 
is highlighted in blue.

The active audio angle 
is highlighted in green.

The bank switcher 
shows the active angles.

ヒント：オーディオのみの切り替えが有効な場合、アクティブでないアングルのオーディオコンポーネントをアクティ
ブアングルに追加したり、アクティブアングルからオーディオコンポーネントを削除したりできます。Command ＋ 
Option キーを押したまま、アクティブでないアングルをクリックするだけで、そのアングルのオーディオをアクティ
ブアングルに追加できます。Command ＋ Option キーを押したままアクティブアングルをクリックすると、そのア
ングルのオーディオを削除できます。詳しくは、179 ページのマルチチャンネルオーディオの編集例の「例：マルチ
カムクリップのオーディオコンポーネントを追加する／削除する」を参照してください。 

アングルのバンクを表示する／切り替える
「アングルビューア」の表示設定によって、一度に 2、4、9、または 16 のアングルを表示できます。これらのアン
グルのセットをバンクと言います。「Final Cut Pro」のバンク切り替え機能を使って、マルチカムクリップのアング
ルバンクを簡単に表示および切り替えることができます。

 1 「アングルビューア」を開くには、「ウインドウ」＞「ビューアの表示」＞「アングルを表示」と選択します（また
は、Shift ＋ Command ＋ 7 キーを押します）。

 2 「ブラウザ」または「タイムライン」で、マルチカムクリップ上に スキマー か 再生ヘッド を置きます。

「アングルビューア」の下部に、バンク切り替えのためのグリッドが表示されます。現在アクティブなアングルは、黄
色、青、または緑で強調表示されます。 

The bank switcher shows 
the number of angles 
and which is active.
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 3 「アングルビューア」の右上隅にある「設定」ポップアップメニューで、各バンクに表示するアングル数を選択し 
ます。

Settings pop-up menu 
in the upper-right corner 
of the Angle Viewer

マルチカムクリップに含まれるアングル数が「アングルビューア」の現在の表示設定よりも多い場合は、追加のバン
クが自動的に作成され、別のグリッドとして表示されます。 

アングルバンクが複数ある例をいくつか示します： 

 • 4 アングルを含むバンクが 3 つあり、3 つ目のバンクの最後のアングルがアクティブになっていてい、3 つ目の
バンクが現在表示されています：

 • 16 アングルを含むバンクが 1 つあり、最後のアングルがアクティブになっています：

 • 9 アングルを含むバンクが 1 つと 7 アングルを含むバンクが 1 つあり、1 つ目のバンクが現在表示されています：

 4 アングルのバンクを切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「アングルビューア」で特定のバンクのアングルを表示するには：そのバンクのバンク切り替えアイコンをクリック
します。

 • 前のバンクを表示するには：Option ＋ Shift ＋セミコロン（;）キーを押します。

 • 次のバンクを表示するには：Option ＋ Shift ＋コロン（:）キーを押します。

「アングルビューア」にオーバーレイを表示する
「アングルビューア」に表示される各アングルに、タイムコード とクリップ名またはタイムコードとアングル名を示す
ビデオ・オーバーレイを表示できます。

Angle name Timecode

 1 「アングルビューア」を開くには、「ウインドウ」＞「ビューアの表示」＞「アングルを表示」と選択します（また
は、Shift ＋ Command ＋ 7 キーを押します）。
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 2 表示オプションを選択するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 各アングルにクリップのタイムコードを表示するには：「アングルビューア」の右上隅にある「設定」ポップアップ
メニューから「タイムコード」を選択します。タイムコードを非表示にするには、もう一度「タイムコード」を選
択します。

Settings pop-up menu 
in the upper-right corner 
of the Angle Viewer

 • 各アングルにクリップの名前を表示するには：「設定」ポップアップメニューで、「表示名」＞「クリップ」と選択
します。

 • 各アングルの名前を表示するには：「設定」ポップアップメニューで、「表示名」＞「アングル」と選択します。

 • 名前を非表示にするには：「設定」ポップアップメニューで、「表示名」＞「なし」と選択します。 

「アングルビューア」の表示を調整する
必要に応じて「アングルビューア」の表示を調整できます。

 m 「アングルビューア」に表示するアングル数を変更するには：「アングルビューア」の右上隅にある「設定」ポップ

アップメニューで、「2 アングル」、「4 アングル」、「9 アングル」、または「16 アングル」を選択します。

Angle Viewer in the 
9 Angles display setting

Settings pop-up menu
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 m 「アングルビューア」とメインの「ビューア」のサイズを調整するには：ビューア間の境界線をドラッグします。

Drag the boundary to the right.

Drag the boundary to the left.

 m 「アングルビューア」を縦列表示にするには：境界線を左にドラッグし、「Final Cut Pro」の ツールバー を下にド
ラッグして、「ビューア」領域を縦に広げます。縦列表示ができるのは、「2 アングル」または「4 アングル」表示
のときのみです。

Drag the boundary to the left. Drag the toolbar down.
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「アングルエディタ」でアングルとクリップを同期する／調整する
必要に応じていつでも、「アングルエディタ」で マルチカムクリップ を開いて、同期を調整したり、アングルの順序
を変更したり、モニタリングアングルを設定したり、アングルを追加または削除したりできます。 

参考：マルチカムクリップを「アングルエディタ」で開くときは、「ブラウザ」と「タイムライン」のどちらから開い
ても、親マルチクリップが開きます。「アングルエディタ」でマルチカムクリップに加えた変更は、すべてのプロジェ
クト内の同じマルチカムクリップのすべての子クリップに継承されます。詳しくは、326 ページの「ブラウザ」でマ
ルチカムクリップを作成するを参照してください。 

「アングルエディタ」では、マルチカムクリップ内の個々のクリップを編集できます（複合クリップ の内容を編集でき
るのと同じです）。「アングルエディタ」でできる作業には、基本的な編集とトリム、および「タイムライン」で通常
できるエフェクトの追加（色補正、トランジションなど）が含まれます。 

「アングルエディタ」でクリップをコピー＆ペーストすることもできます。クリップは、順序通りに上書き編集として、
モニタリングアングルのみでペーストされます。

ヒント：「アングルエディタ」でマルチカムクリップを編集する前に、「ブラウザ」でクリップを複製して編集前のバッ
クアップコピーを残しておきます。

「アングルエディタ」では、アングルをカットして切り替えることはできません。また、クリップの接続、クリップのソ
ロ、「詳細編集」の使用、リップル削除、および「オーディオを切り離す」、「クリップ項目を分割」コマンドの使用
もできません。

「アングルエディタ」でマルチカムクリップを開く
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ブラウザ」で、マルチカムクリップをダブルクリックします。

 m 「ブラウザ」または「タイムライン」で、Control キーを押したままマルチカムクリップをクリックし、ショートカット
メニューから「アングルエディタで開く」を選択します。

Final Cut Pro ウインドウ下部の「タイムライン」領域に「アングルエディタ」が表示されます。「アングルエディ
タ」は「タイムライン」と似ていますが、マルチカムクリップ内のアングルとクリップを編集するための専用のイン
ターフェイスです。「アングルエディタ」には、マルチカムクリップの各アングルが個別の行に表示されます。 

The Angle Editor appears 
in the Timeline area.
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「アングルエディタ」でビデオとオーディオのモニタリングを設定する
「アングルエディタ」では、特定のアングルをモニタリングアングルに設定できます。これは、「アングルエディタ」
でマルチカムクリップを再生したときに「ビューア」に表示されるアングルです。好きな数のアングルのオーディオ
を一度にモニタリングすることもできます。

「アングルエディタ」では、モニタリングアングルを使ってアングルを同期できます。モニタリングアングルは、アク
ティブアングル（「タイムライン」に表示されるアングル）とは異なります。「アングルエディタ」では、アングルを
カットして切り替えることはできません。

参考：後述の 2 つの同期コマンド「モニタリングアングルに同期」と「アングルをモニタリングアングルに同期」を
使用する場合は、適切なモニタリングアングルを設定することが重要です。

 1 以下のいずれかの操作を行って、「アングルエディタ」を開きます：

 • 「ブラウザ」で、マルチカムクリップをダブルクリックします。

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」で、Control キーを押したままマルチカムクリップをクリックし、ショートカッ
トメニューから「アングルエディタで開く」を選択します。

 2 特定のアングルをモニタリングアングルとして設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • アングルの左側にある「ビデオモニタ」アイコンをクリックします。

 • アングル名の横にあるポップアップメニューから「モニタリングアングルを設定」を選択します。

 • アングルをスキミングしながら Shift ＋ V キーを押します。

「ビデオモニタ」アイコンが白くなり、アングル全体が明るいグレイで強調表示されます。「アングルエディタ」でマ
ルチカムクリップを再生すると、「ビューア」にこのアングルが表示されます。ビデオのモニタリングアングルとして
設定できるアングルは一度に 1 つだけです。

Click to set the monitoring angle.

 3 アングルのオーディオモニタリングをオンにするには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オーディオモニタ」アイコンを 1 回クリックします。オーディオモニタリングをオフにするには、このアイコンを
もう一度クリックします。

 • アングル名の横にあるポップアップメニューから「オーディオをモニタ」を選択します。オーディオモニタリングを
オフにするには、「オーディオをモニタ」をもう一度選択します。

67% resize factor



 第 10 章    詳細編集 340

 • アングルをスキミングしながら Shift ＋ A キーを押します。オーディオモニタリングをオフにするには、Shift ＋ 
A キーをもう一度押します。

Audio monitoring on

Audio monitoring off

モニタリングを設定してもアクティブアングルは変更されません。「アングルエディタ」の使用中に「ビューア」で再
生される内容が変わるだけです。

ヒント：オーディオモニタリングを使って、マルチカムクリップ内の各アングルが正しく同期しているかどうかを確認で
きます。「アングルエディタ」でクリップを開き、一度に 2 つ以上のアングルのオーディオモニタリングをオンにしま
す。オーディオが一致しているかどうかで、アングルが正しく同期しているか、または調整が必要かを判断できます。 

マルチカムクリップの同期を手動で調整する
「アングルエディタ」を使えば、マルチカムクリップのアングルの同期ずれを簡単に直すことができます。以下の手
順では、同期点を見つけてから、ドラッグ操作を使って手動でアングルを同期する方法について説明します。

 1 以下のいずれかの操作を行って、「アングルエディタ」を開きます：

 • 「ブラウザ」で、マルチカムクリップをダブルクリックします。

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」で、Control キーを押したままマルチカムクリップをクリックし、ショートカッ
トメニューから「アングルエディタで開く」を選択します。

 2 「アングルエディタ」で、同期がずれているアングルのいずれかをスキミングして同期点を見つけます。

スキミングすると、「ビューア」の左側（「アングルビューア」が表示される場所）にそのアングルが表示されます。
映像または音声による合図を同期点として使用できます（カチンコやドアが閉じた音など）。

 3 現在のアングルと同期するほかのすべてのアングルで同じ同期点を見つけます。

同期点にマーカーを追加して、見つけやすくすると同時に スナップポイント にしておくと、作業が楽になります。
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 4 「アングルエディタ」の行内でクリップを左または右にドラッグして、同期点を縦方向で揃えます。

Sync point

Sync point

Drag the clip to align 
the sync points.

アングルに複数のクリップが含まれている場合は、アングル内のすべてのクリップを選択してまとめて動かすことがで
きます。そのためには、アングル名の横にあるポップアップメニューから「アングルのクリップを選択」を選択します。

To select all clips in an angle, 
choose Select Clips in Angle 
from the pop-up menu.

選択後、クリップを左または右にドラッグすると、すべてのクリップを均等に移動できます。

When all clips in the angle 
are selected, you can drag 
them all at once.
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マルチカムクリップの同期を自動調整する
以下の手順では、マルチカムクリップのアングルを自動的に同期するための 2 つの方法について説明します。

 1 以下のいずれかの操作を行って、「アングルエディタ」を開きます：

 • 「ブラウザ」で、マルチカムクリップをダブルクリックします。

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」で、Control キーを押したままマルチカムクリップをクリックし、ショートカッ
トメニューから「アングルエディタで開く」を選択します。

 2 同期がずれているアングルで、アングル名の右側にあるポップアップメニューをクリックし、以下のいずれかのオプ
ションを選択します： 

 • モニタリングアングルに同期：「ビューア」に 2 つのディスプレイが表示され、左側のディスプレイには スキマー 
位置のフレーム、右側のディスプレイにはモニタリングアングルの 再生ヘッド 位置のフレームが表示されます。
同期がずれているアングルで、特定のフレームまでスキミングし、クリックしてアングルを再生ヘッド位置と同期し
ます。そのアングルに含まれるすべてのクリップが一緒に動いて、クリックしたフレームが再生ヘッド位置と揃い
ます。「ビューア」の 2 つのディスプレイを閉じるには、「完了」をクリックします。

 • アングルをモニタリングアングルに同期：選択したアングルのオーディオ波形とモニタリングアングルのオーディ
オ波形を比較し、選択したアングルのクリップを動かしてモニタリングアングルのクリップと同期します。これは、
自動的にクリップを解析して同期し、1 つの複合クリップとしてまとめるために使用できる技術と同じオーディオ同
期技術です。 

1 つ以上のアングルのクリップを選択してからポップアップメニューを開いた場合は、このオプションの名前が「選
択部分をモニタリングアングルに同期」になります。このオプションを選択すると、選択したすべてのクリップが、
モニタリングアングルと同期するように動きます。モニタリングアングルのクリップを選択しているときは、このオ
プションは選択できません。

警告：このオプションでは、クリップが正方向にリップルするわけではありません。「タイムライン」内ですでにほ
かのクリップがある位置に移動する場合、移動したクリップによって既存のクリップが 上書き されます。

参考：オーディオ録音によっては、この機能での使用には適さないものもあります。このオプションを選択すると、
処理に時間がかかって、その間「Final Cut Pro」では編集ができなくなることがあります。

マルチカムクリップのアングルの順序を変更する
「アングルビューア」および「アングルエディタ」に表示されるアングルの順序を変更できます。

参考：「タイムライン」でマルチカムクリップの編集をすでに始めている場合、アングルの順序を変更しても、これ
までのカットと切り替え編集で選択したアングルは変わりません。

 1 以下のいずれかの操作を行って、「アングルエディタ」を開きます：

 • 「ブラウザ」で、マルチカムクリップをダブルクリックします。

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」で、Control キーを押したままマルチカムクリップをクリックし、ショートカッ
トメニューから「アングルエディタで開く」を選択します。
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 2 「アングルエディタ」の右側で、ドラッグハンドルを使ってアングルの行を上または下にドラッグして並べ替えます。

Use the drag handles 
to reorder the angles.

「アングルエディタ」および「アングルビューア」のアングルが新しい順序に入れ替わります。

マルチカムクリップのアングルを追加する／削除する／名前を変更する

 1 以下のいずれかの操作を行って、「アングルエディタ」を開きます：

 • 「ブラウザ」で、マルチカムクリップをダブルクリックします。

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」で、Control キーを押したままマルチカムクリップをクリックし、ショートカッ
トメニューから「アングルエディタで開く」を選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • アングルを削除するには：アングル名の右側にあるポップアップメニューから「アングルを削除」を選択します。

「アングルエディタ」、「アングルビューア」、および同じマルチカムクリップのすべての子クリップから、そのアン
グルが削除されます。

重要：アクティブアングルを削除すると、プロジェクトでの編集内容に影響します。削除したアングルが、すべて
のプロジェクトで黒い穴埋め用クリップに置き換わります。

 • アングルを追加するには：アングル名の右側にあるポップアップメニューから「アングルを追加」を選択します。

「アングルエディタ」と「アングルビューア」に、新しい空のアングルが表示されます。

 • アングルの名前を変更するには：「アングルエディタ」の左側で、アングルの名前をクリックします。テキストが
強調表示されたら、新しい名前を入力します。

「アングルエディタ」と「アングルビューア」（オーバーレイが有効になっている場合）で、新しい名前が表示さ
れます。

「タイムライン」とインスペクタでマルチカムクリップを編集する
「アングルビューア」を開かなくても、「タイムライン」または 「情報」インスペクタ で直接、マルチカムクリップ の
アングルを切り替えることができます。

「タイムライン」では、通常のクリップとほぼ同じようにマルチカムクリップを操作できます。ビデオエフェクト、オー
ディオエフェクト、トランジション、マーカーの追加や、接続されたクリップ との関連付け、リタイミングエフェクト
の適用が可能です。マルチカムクリップにスプリット編集を適用して「詳細編集」で編集することもできます。さら
に、マルチカムクリップを 複合クリップ や ストーリーライン にネストすることもできます。
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ただし、「タイムライン」のマルチカムクリップには独自の特徴もいくつかあります：

 • マルチカムクリップのアクティブ・ビデオ・アングルとアクティブ・オーディオ・アングルの名前を「タイムライン」
に表示できます。

 • カットと切り替えの編集点が「タイムライン」に点線で表示されます。これらは スルー編集 であり、編集点の前
後のビデオコンテンツまたはオーディオコンテンツが継続していることを示します。マルチカム編集の場合、ス
ルー編集は、編集点の前後のコンテンツが同じマルチカムクリップ内のコンテンツであることを示します。黒い点
線は、編集点の前後に同じマルチカムクリップ内の異なるアングルがあることを示します。 

Before the cut, 
the angle is “car left.”

Standard edit point

After the cut, 
the angle is “car right.”

A through edit point appears 
at the playhead position.
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ビデオのみまたはオーディオのみのカットと切り替えの場合は、編集点が混在する（黒い点線と白い点線の両方
が表示される）ことがあります。たとえば、ビデオのみをカットして切り替えた場合は、ビデオの編集点を示す黒
い点線とオーディオの編集点を示す白い点線が表示されます。

Black dotted lines indicate that different 
angles from the same multicam clip are 
on either side of the edit point.

A white dotted line indicates 
that the same angle is on 
either side of the edit point.

 • 「タイムライン」でマルチカムスルー編集上にポインタを置くと、ポインタが「トリム」ツールに変わり、編集が
ロール編集になることが示されます。これは、ほかの編集方法では、カットと切り替え編集点の前後にあるクリッ
プの関係が切れてしまうためです。

 • 多くの編集（スプリット編集、マーカー、接続クリップ、リタイミングエフェクトなど）は、アングルを切り替えて
も「タイムライン」のマルチカムクリップに適用されたままになります。ただし、一部の編集操作は、特定のアン
グルに関連付けられるため、アングルを切り替えると取り消されます：

 • ビデオエフェクトとオーディオエフェクト

 • キーフレーム（音量とパンを含む）

 • ロールの割り当て

「タイムライン」でアングルを切り替える 
 1 「タイムライン」で、Control キーを押したまま、切り替えるマルチカムクリップをクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います： 

 • ビデオのアングルを切り替えるには：ショートカットメニューから「アクティブ・ビデオ・アングル」を選択し、サ
ブメニューから切り替え先のアングルを選択します。

 • オーディオのアングルを切り替えるには：ショートカットメニューから「アクティブ・オーディオ・アングル」を選
択し、サブメニューから切り替え先のアングルを選択します。

クリップが、選択したビデオアングルまたはオーディオアングルに切り替わります。
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インスペクタでアングルを切り替える
インスペクタでアングルを切り替えるときは、一度に複数のマルチカムクリップを選択してアングルを切り替えること
ができます。

 1 切り替えるマルチカムクリップを 1 つまたは複数選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「情報」インスペクタで、以下のいずれかの操作を行います：

 • ビデオのアングルを切り替えるには：「アクティブ・ビデオ・アングル」ポップアップメニューで、切り替え先のア
ングルを選択します。

 • オーディオのアングルを切り替えるには：「アクティブ・オーディオ・アングル」ポップアップメニューで、切り替
え先のアングルを選択します。

 「タイムライン」にアクティブ・ビデオ・アングルとアクティブ・オーディオ・アングルの名前を表示する
マルチカムクリップのアクティブ・ビデオ・アングルとアクティブ・オーディオ・アングルの名前を「タイムライン」
に表示できます。名前は「V:＜ビデオアングル名＞ | A:＜オーディオアングル名＞」の形式で表示されます。

Active video angle

Active audio angle

 m 「タイムライン」の右下隅にある「クリップのアピアランス」ボタンをクリックし、「表示」ポップアップメニューから

「クリップ名」または「アングル」を選択します。

 マルチカムスルー編集点を削除する
 m 個々のマルチカムスルー編集を削除するには：選択して、Delete キーを押します。

 m 複数のスルー編集を一度に削除するには：編集点を選択し（または、スルー編集の両側の クリップを選択 し）、「ト
リム」＞「クリップを結合」と選択します。

マルチカム編集のヒント
マルチカムワークフローを効率化するには、以下の情報を参考にしてください：

 • マルチカムプロジェクトを作成するときは、素材を撮影する前に、ビデオカメラなどの記録装置で日付、時刻、タ
イムゾーンを設定しておきます。これらの情報は、「Final Cut Pro」でマルチカムクリップを自動作成するときに
役立ちます。

参考：ソースクリップの「コンテンツの作成日」の日時は「ブラウザ」でいつでも変更できます。1 つまたは複
数のクリップを選択し、「変更」＞「コンテンツの作成日時を調整」と選択します。

 • 「“Final Cut Pro”」には高度な 自動オーディオ同期 機能があり、マルチカムクリップのアングルを高い精度で
同期できます。そのため、マルチカムプロジェクトでは、すべてのビデオカメラおよび記録装置で音声を記録する
ことをお勧めします（録音の品質が良いほど正確な結果が得られます）。

 • 「アングルエディタ」で マルチカムクリップ を編集する前に、「ブラウザ」でクリップを複製して編集前のバック
アップコピーを残しておきます。

 • マルチカムクリップの各アングルが正しく同期しているかどうかを確認するには、「アングルエディタ」でクリップ
を開き、一度に 2 つ以上のアングルのオーディオモニタリングをオンにします。オーディオが一致しているかどう
かで、アングルが正しく同期しているか、または調整が必要かを判断できます。
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 • マルチカムプロジェクトでの作業中にパフォーマンスが低下する場合は、以下のいずれかの操作を行います： 

 •「ビューア」の「オプション」ポップアップメニュー（「ビューア」の右上隅）の「メディア」セクションで「プ
ロキシ」を選択することで、プロキシメディアを使用するように設定します。プロキシ再生にすると、一度によ
り多くのアングルを再生できます。プロキシ再生を使用するには、メディアのプロキシがすでにあるか、プロキ
シを作成する必要があります。詳しくは、415 ページの最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・
ファイルを管理するを参照してください。

 •「再生」環境設定で「マルチカムクリップ用に最適化されたメディアを作成」が選択されていることを確認し
ます。詳しくは、433 ページの「再生」環境設定 を参照してください。このオプションを選択すると、ビデオ
が Apple ProRes 422 コーデックフォーマット にトランスコードされます。これにより、マルチカム編集のパ
フォーマンスが向上します。このオプションはデフォルトでオンになっています。元のカメラフォーマットを適切
なパフォーマンスで編集できる場合は、このオプションの選択を解除してもかまいません。

 • マルチカム・ソース・クリップが保存されているハードディスクの動作速度が十分速く、すべてのメディアを
一度の再生しても問題なく表示されることを確認します。ハードディスクのパフォーマンスを監視するには、
「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択し、「ハードディスクのパフォーマンスが原因でフレームがコマ落ちし
ている場合に警告」を選択します。それ以外の原因で再生に問題が起きているかどうかを監視するには、「再
生時にコマ落ちしているときに警告」を選択します。 

 • カメラで撮影した写真をマルチカムクリップに追加できます。写真の日時（コンテンツの作成日）情報がほかのア
ングルのコンテンツと一致する場合は、そのアングルの長さに合わせて写真の継続時間が自動的に調整されます。

67% resize factor



11

  348

キーイング

キーイングの概要
2 つの クリップ を結合して、両方を少しずつ含むイメージを作成したい場合があります。2 つのクリップを結合する
ための一般的な方法は、キーイング処理を使用する方法です。上側クリップ（前景クリップ）のビデオの領域で色ま
たは ルミナンス 値が除去されてから、下側クリップ（背景クリップ）と結合されます。

たとえば、キーイングによって、緑色の背景の前で人物のビデオクリップを撮影し、その緑色を街頭のシーンに置き
換えることで、その人物が街頭に立っているように見せることができます。

「Final Cut Pro」では、このタイプのキーイングは以下の 2 つのキーヤーエフェクトを使って行われます：

 • キーヤー：この汎用的な クロマ・キーイング・エフェクトは、青または緑のスクリーンのキーイング用に最適化
されていますが、選択した色範囲をキーイングすることもできます。349 ページのクロマキーを使用するを参照
してください。

 • ルマキーヤー：イメージの明るさに基づいて マット を生成するように設計されています。白または黒の領域を取
り除くと共に、グレイの領域を半透明にするかどうかを選択できます。357 ページのルミナンスキーを使用する
を参照してください。

これらのキーイングエフェクトのほかに、マット、ポジショニングエフェクト、および色補正を使って、前景ビデオをキー
イングして背景ビデオに合成するときに自然に見えるようにする操作が必要な場合があります。詳しくは、362 ペー
ジのキーをファイナライズするを参照してください。

2 つのクリップを結合するもう 1 つの方法は、アルファチャンネルまたはマットチャンネルを前景クリップに追加し
て、そこで前景クリップのどの部分を残し、どの部分を背景クリップで置き換えるかを定義する方法です。この方法
は、コンピュータで生成されたロゴやアニメーショングラフィックスを操作する場合によく使用されます。詳しくは、
365 ページの合成の概要を参照してください。

キーイングと合成
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クロマキーを使用する
適切な クロマキー を作成する上で重要なことは、クロマ・キー・ビデオを撮影すること、特に、取り除きの対象と
なる均一な色を提供するために適切な明るさの背景を使用して撮影することです。高反射性塗料添加剤が含まれる
クロマキー塗料から、クロマキー布、クロマキー紙まで、クロマキーのためのさまざまな背景オプションを利用でき
ます。また、手が届く範囲で最高のカメラを使用することと、DV や MPEG-2 などの圧縮率の高いビデオ形式の使
用を避けることも重要です。

以下の例では、女性をキーイングして街頭シーンに合成します。ライトスタンドは 362 ページのキーをファイナライ
ズするで扱います。

クロマ・キー・エフェクトを適用する

 1 「タイムライン」で、基本 ストーリーライン に前景クリップ（取り除きたい色を含むクロマ・キー・クリップ）を追
加します。

 2 背景クリップ（クロマ・キー・クリップをスーパーインポーズしたいクリップ）をドラッグして、基本ストーリーライン
内の前景クリップの下に接続します。

Foreground

Background 
attached as a 
connected clip

接続されたクリップについて詳しくは、101 ページのクリップを接続してカットアウェイショット、タイトル、同期され
たサウンドエフェクトを追加するを参照してください。

 3 「タイムライン」で前景クリップを選択し、ツールバーの「エフェクト」ボタンをクリックします。
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ヒント：最適な結果を得るには、前景クリップ内のキーイングされる色の最大量を示すポイントに 再生ヘッド を置い
てください。

 4 「エフェクトブラウザ」で「キーヤー」エフェクトを選択します。

ヒント：「キーヤー」エフェクトをすばやく見つけるには、「エフェクトブラウザ」の検索フィールドに「キーヤー」と
入力します。

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」内の前景クリップに、適用したいエフェクトをドラッグします。

 • エフェクトのサムネールをダブルクリックして、選択されているクリップに適用します。

ビデオが自動的に解析されて緑または青のドミナントカラーが検出され、その色を取り除くように自動的に設定され
ます。検出されたキーが適切でない場合、またはキーを改善したい場合は、クロマ・キー・エフェクトを調整でき
ます。

クロマ・キー・エフェクトを調整する
以下の手順では、クロマ・キー・エフェクトを適用済みであることを前提としています。

 1 「タイムライン」で、「キーヤー」エフェクトが適用された前景クリップを選択し、「ビデオ」インスペクタ を開き 
ます。

「キーヤー」エフェクトを変更および改善するためのコントロールが表示されます。

 2 「選択」ツールがアクティブなツールでない場合は、ツールバー の「ツール」ポップアップメニューで選択します
（または A キーを押します）。

 3 「ビューア」のコントロールを使ってキーを改善するには、「キーを微調整」コントロールと「強度」コントロール
を使用して以下の操作を行います：

 • 前景クリップの中にクロマキー色が表示されている領域がまだあるかを確認するには：「ビデオ」インスペクタで
「サンプルカラー」サムネールイメージをクリックしてから、「ビューア」でクロマキー色を取り除く必要がある領
域を矩形で囲みます。
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参考：デフォルトでは、「キーヤー」エフェクトを使用すると スピルの抑制 が適用されます。これにより、透明
にする背景色（ブルースクリーンまたはグリーンスクリーン）の色漏れが残っている場合、灰色で表示されます。
元の色を表示するには、「スピルレベル」パラメータを 0% に設定します。

Drag over an area where 
the chroma key color 
is not being removed.

キーを改善するため、矩形をドラッグして位置を調整したり、隅をドラッグしてサイズを変更したりできます。ま
た、まだクロマキー色が表示されている領域を追加の矩形で囲むことができます。

ヒント：クロマキーヤーが作成している マット を表示するには、「ビデオ」インスペクタの「表示」領域で「マッ
ト」（中央のボタン）を選択します。これによって、キーイングが適切でない領域をより簡単に確認できます。

 • 毛髪や反射などの複雑な領域を微調整するには：「ビデオ」インスペクタで「エッジ」サムネールイメージをク
リックし、「ビューア」で複雑な領域を横切る線（一方が残す領域、もう一方が取り除く領域）を描き、線のハン
ドルをドラッグしてエッジの柔らかさを調整します。

Drag to set the edge softness.

以下のキーボードショートカットを使用すると、「ビューア」で直接作業できます：

 •「サンプルカラー」の調整を行うには：Shift キーを押しながら、矩形で囲みます。

 •「エッジ」調整を行うには：Command キーを押しながら、線を描きます。

 •「サンプルカラー」または「エッジ」調整を行うには：Option キーを押しながら「サンプルカラー」の矩形
または「エッジ」の線をクリックするか、コントロールを選択して Delete キーを押します。

 • 「キーヤー」エフェクトが間違った色を選択した場合に、別の色を選択するには：「強度」パラメータを 0 に設定
します（最初の自動カラーサンプリングが無効になります）。次に、「サンプルカラー」を使用して取り除く色を選
択します。「表示」領域で「コンポジット」（左のボタン）を選択すると、背景クリップと結合された前景クリップ
が表示されます。
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 • キーヤーで前景イメージの色をデフォルトのクロマキー色にどの程度一致させるかを調整するには：「強度」スラ
イダを使って、「キーヤー」エフェクトの自動サンプリングの許容度（コア透明度）を調整します。デフォルト値
は 100% です。この値を小さくすると、カラーサンプリングの範囲が狭くなり、キーイングされるイメージの透明
度が低くなります。「強度」の値を大きくすると、カラーサンプリングの範囲が広がり、キーイングされるイメージ
の透明度が高くなります。「強度」パラメータは、毛髪、煙、反射などの半透明の詳細の領域を取得する際に便
利です。

 4 キーをより適切に微調整するには、「表示」オプションを使用します：

Original 
(unprocessed 
foreground)

Matte (foreground-based 
alpha signal created 
by the keyer)

The name of the currently 
selected View button

Composite 
(foreground combined 

with background)

 • コンポジット：最終的な合成イメージが表示されます。前景の被写体がキーイングされて背景クリップに合成され
ています。これがデフォルトの表示です。

 • マット：キーイング操作によって生成されたグレイスケール マット（アルファチャンネル）が表示されます。白の
領域は単色（前景ビデオは不透明）、黒の領域は透明（前景はまったく見えない）です。グレイの濃淡はさまざま
な透明度レベル（背景ビデオが前景ビデオとミックスされて見える）を示します。マットを表示することで、キー
の中の不要な穴や十分に透明でない領域を簡単に見つけることができます。

 • オリジナル：キーイングされていないオリジナルの前景イメージが表示されます。

 5 マットを詳細に微調整するには、以下のコントロールを使用します：

 • 穴を埋める：このパラメータの値を大きくすると、キーエッジの透明な領域の単色が強くなります。このコント
ロールは、キーエッジには満足している場合に、内部に不要な穴があり、「強度」パラメータではエッジが壊れ
てしまって解決できないときに便利です。

 • エッジの距離：「穴を埋める」パラメータのエフェクトをキーイング対象のエッジにどこまで近づけるかを調整でき
ます。このパラメータの値を小さくすると、エッジの半透明さが低下し、塗りつぶされたマット領域が対象のエッ
ジに近づきます。このパラメータの値を大きくすると、塗りつぶされたマット領域がエッジから離れます。エッジ
の距離が離れすぎると、対象の中で単色であるべき領域が不必要に半透明になってしまう可能性があります。

 6 前景イメージに表示されている（漏れている）背景色を抑制するには、「スピルレベル」コントロールを調整します。

 7 キーイング操作を反転して、背景色を残して前景イメージを取り除くには、「反転」を選択します。

 8 キーイングされたエフェクトをキーイングされていないエフェクトと混ぜるには、「ミックス」コントロールを調整し 
ます。

詳細なクロマキー調整について詳しくは、以下の手順を参照してください。
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クロマキーの詳細な調整を行う
以下のコントロールは、さまざまなキーイング状況で使用したり、微調整に関する特定の問題に対して使用できます。

 • カラー選択：これらのコントロールは、自動サンプリングまたは「サンプルカラー」ツールと「エッジ」ツールを
使ってキーの作成を始めた後で使用するものです（ただし、以下で説明するように、これらのツールを使わずに
手動モードでキーを作成できます）。グラフィカルな「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールでは、
キーイングされるマットを定義するヒュー、サチュレーション、およびイメージの明るさの範囲を詳細に微調整で
きます。

 • マットツール：これらのコントロールは、ここまでの一連のパラメータによって生成される透明マットを微調整する
ためのコントロールです。これらのパラメータでは、キーイングされるマットを作成するためにサンプリングされ
る値の範囲は変更されません。代わりに、「キーヤー」エフェクトの基本コントロールと詳細コントロールによっ
て生成されるマットが変更され、マットを縮小または拡大したり、柔らかくしたり、反転させたりして、コンポジッ
トの品質を向上させることができます。

 • ライトラップ：これらのコントロールは、キーイングした前景レイヤーとのコンポジットの背景レイヤーで、色と明
るさの値をブレンドするためのコントロールです。これらのコントロールを使うと、キーイングした対象と環境光
が相互に干渉している状態をシミュレートして、背景光が対象のエッジを包み込んでいるかのように見せることが
できます。

以下の手順では、クロマ・キー・エフェクトを適用済みであることを前提としています。

 1 「タイムライン」で、「キーヤー」エフェクトが適用された前景クリップを選択し、「ビデオ」インスペクタ を開き 
ます。

「キーヤー」エフェクトを変更および改善するためのコントロールが表示されます。

 2 「カラー選択」をクリックすると、以下のコントロールが表示されます： 

 • グラフ：2 つのオプションが用意されており、キーを微調整するために「クロマ」コントロールと「ルミナンス」
コントロールの調整可能なグラフの使用方法を設定します：

 • スクラブボックス：「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールを、作成しているマットの柔らかさ（エッ
ジ透明度）の調整に限定するときに選択します。このモードでは、「キーヤー」エフェクトの自動サンプリング
と、「ビューア」で追加した「サンプルカラー」の矩形によって決まる許容度（コア透明度）を、手動で調整
することはできません（マットの許容度を上げるには、「サンプルカラー」の矩形を追加するか、「強度」スラ
イダを調整します）。
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 • 手動：「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールで、作成しているマットの柔らかさ（エッジ透明
度）と許容度（コア透明度）を調整するときに選択します。「手動」モードに切り替える前に、「強度」スライ
ダが 0 より大きい値に設定されていることを確認してください。0 に設定されていると、「クロマ」コントロー
ルと「ルミナンス」コントロールは使用不可になります。「手動」モードに切り替えると、「キーを微調整」ツー
ルと「強度」スライダが使用不可になります。ただし、これらのコントロールで作成したサンプルは引き続き
マットに適用されます。

重要：「手動」モードに切り替えた後は、「スクラブボックス」モードに戻さないことをお勧めします。最適な結果
を得るには、最初に「スクラブボックス」モードで「サンプルカラー」ツールと「エッジ」ツールを使ってイメー
ジをキーイングします。その後、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールを使ってマットを微調整す
る必要があると感じた場合は、「手動」モードに切り替えます。ただし、「スクラブボックス」モードに戻すと、追
加でサンプリングした値とキーフレームした値が予期せず組み合わされて、調整が難しくなることがあります。

 • クロマ：このカラー・ホイール・コントロールにある 2 つのグラフをドラッグして、キーイングされるマットを定
義するためのヒューとサチュレーションの分離された範囲を調整します。選択したモードによって、カラーホイー
ルで調整できるグラフが変わります。外側のグラフでは、作成しているマットの柔らかさ（エッジ透明度）を制御
します。このグラフは、「スクラブボックス」モードと「手動」モードのどちらでも調整できます。内側のグラフで
は、許容度（コア透明度）を制御します。このグラフは、「手動」モードでのみ調整可能です。グラフのいずれ
かの側をドラッグして、グラフの境界を広げたり縮めたりすることで、キーに影響するヒューとサチュレーションの
範囲を増減できます。「手動」モードでは、許容度のグラフの内部をドラッグして、カラーホイール内でのグラフ
の全体的な位置を調整することもできます。カラーホイールの左側にある小さいグラフには、クロマロールオフ
の傾斜が表示されます。これは、「クロマ」コントロールの影響を最も受ける領域での、マットのエッジの相対的
な柔らかさです。「クロマロールオフ」スライダ（後述）をドラッグすると、この傾斜の形が変更されます。

ヒント：「クロマ」コントロールを拡大したりパンしたりすることによって、グラフをより細かく調整できます。「ク
ロマ」コントロールを拡大するには、カラーホイールの上にポインタを置き、Z キーを押したまま右にドラッグし、
縮小するときは左にドラッグします。「クロマ」コントロールをパンするには、H キーを押したまま、カラーホイー
ル内を移動したい方向にドラッグします。拡大／縮小をリセットして「クロマ」コントロールを中心に再配置する
には、「クロマ」コントロールの上にポインタを置き、Shift ＋ Z キーを押します。

 • ルミナンス：このグレイスケールグラデーションにある調整可能なハンドルをドラッグして、ルミナンスチャンネル
の分離された範囲（明るさと暗さの範囲）を変更します。このルミナンスチャンネルは、キーイングされるマット
を定義するためにも使用されます。上のハンドル（「手動」モードでのみ表示されます）では、ルミナンスチャン
ネルがキーの許容度（コア透明度）に影響する度合いを調整します。下のハンドルでは、ルミナンスチャンネル
がキーの柔らかさ（エッジ透明度）に影響する度合いを調整します。グラフのモードによって、調整できるハンド
ルが変わります。「スクラブボックス」モードでは、下の柔らかさのハンドルのみを調整できます。これらのハン
ドルでは、マットのエッジ透明度に影響する明るさと暗さの範囲を変更します。「手動」モードでは、上の許容度
のハンドルも調整できます。これらのハンドルでは、マットのルミナンスチャンネル内のコア透明度を変更します。
デフォルトでは、「ルミナンス」グラフの左右の傾斜は緩やかな「S 字」カーブになります。「ルミナンスロール
オフ」スライダ（後述）を調整することで、カーブの形を変更できます。

参考：ルミナンスの柔らかさのハンドルは、「ルミナンス」コントロールの外側の境界を越えて延ばすことができ
ます。これは、「キーヤー」エフェクトの浮動小数点の精度によるものであり、予期されている動作です。境界線
の外に出たハンドルを表示して移動するには、「ルミナンス」グラフの傾斜線をドラッグします。

 • クロマロールオフ：このスライダを使って、クロマロールオフの傾斜（「クロマ」コントロールの左にある小さい
グラフに表示されます）の線形を調整します。クロマロールオフでは、「クロマ」コントロールの影響を最も受
ける領域にあるエッジ周辺のマットの柔らかさを変更します。この値を小さくすると、グラフの傾斜がより直線的
になり、マットのエッジが柔らかくなります。この値を大きくすると、グラフの傾斜がより急勾配になり、マットの
エッジが鋭くなります。

 • ルミナンスロールオフ：このスライダを使って、ルミナンスロールオフの傾斜（「ルミナンス」コントロールに表示
されるベル型のルミナンスカーブの両端）の線形を調整します。ルミナンスロールオフでは、「ルミナンス」コン
トロールの影響を最も受ける領域にあるエッジ周辺のマットの柔らかさを変更します。この値を小さくすると、「ル
ミナンス」コントロールの上下のハンドル間の傾斜がより直線的になり、マットのエッジが柔らかくなります。こ
の値を大きくすると、傾斜がより急勾配になり、マットのエッジが鋭くなって、よりくっきりします。
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 • ビデオを修正：このチェックボックスを選択すると、イメージのクロマ成分にサブピクセルのスムージングが適用
され、4:2:0、4:1:1、または 4:2:2 のクロマサンプリングを使った圧縮メディアをキーイングするときにエッジが
ギザギザになるのを避けることができます。このチェックボックスはデフォルトで選択されていますが、サブピクセ
ルのスムージングによってキーの質が低下する場合は、選択を解除できます。

 3 マットツールをクリックすると、以下のコントロールが表示されます：

 • レベル：このグレイスケールグラデーションを使って、キーイングされるマットのコントラストを変更します。これ
には、3 つのハンドルをドラッグして、ブラックポイント、ホワイトポイント、およびバイアス（ブラックポイントと
ホワイトポイント間のグレイ値の分布）を設定します。マットのコントラストの調整は、キーの半透明領域を操作
する際に便利です。ホワイトポイントを下げると、より多くの半透明領域が不透明になり、ブラックポイントを上
げると、より多くの領域が透明になります。「バイアス」ハンドルを右にドラッグすると、キーの半透明領域がより
透明になり、左にドラッグすると、キーの半透明領域がより不透明になります。

 • 黒、白、バイアス：「レベル」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」、「白」、「バイアス」の各パラメー
タのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「レベル」ハンドルの設定を反映しています。各ス
ライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使って、3 つの「レベル」パラメータでキーフレームを設
定できます。「黒」、「白」、「バイアス」の各パラメータでキーフレームを設定すると、ブルースクリーンまたはグ
リーンスクリーンの状態の変化に対応した、より質の高いキーを生成できます。

 • 縮小／拡大：このスライダを使って、マットのコントラストを操作します。コントラストは、マットの半透明性とサ
イズに同時に影響します。スライダを左にドラッグすると、半透明領域がより透明になると同時に、マットが小さ
くなります。スライダを右にドラッグすると、半透明領域がより不透明になると同時に、マットが大きくなります。

 • 膨張：このスライダを使って、キーイングされるマットをぼやけさせます。これによって、エッジが一定の量だけ
にじんだ感じになります。

 • 浸食：このスライダを右にドラッグすると、キーの不透明部分のエッジから内側に向かって透明度が徐々に増し 
ます。

 4 「スピルの抑制」をクリックすると、以下のコントロールが表示されます：
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 • スピルコントラスト：このグレイスケールグラデーションを使って、抑制される色のコントラストを調整します。ブラッ
クポイントとホワイトポイントのハンドル（および対応するスライダ）を使用します。スピルコントラストを変更する
と、前景の被写体の縁に見えるグレイの色漏れを減らすことができます。エッジの色漏れが暗すぎてうまく合成でき
ないときは、ブラックポイントのハンドル（グラデーションコントロールの左側）で明るくします。エッジの色漏れが
明るすぎるときは、ホワイトポイントのハンドル（グラデーションコントロールの右側）で暗くします。「スピルレベ
ル」スライダで中和するスピルの量に応じて、これらのコントロールが対象物に影響する度合いが変わります。

 • 黒、白：「スピルコントラスト」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」（ブラックポイント）と「白」（ホ
ワイトポイント）の各パラメータのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「スピルコントラスト」
ハンドルの設定を反映しています。各スライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使って、ブラックポ
イントとホワイトポイントのパラメータでキーフレームを設定できます。

 • 色合い：このスライダを使って、キーイングした前景の被写体の自然色を再現します。「スピルの抑制」コントロー
ルでは、青または緑のスピルを取り除くために、被写体に対するわずかな青または緑の色漏れと反射のサチュレー
ションが下げられます。「色合い」スライダを使うと、ヒューを追加することによって被写体の自然色を再現できま
す。このパラメータを上げすぎると、被写体で、抑制されるヒューの補色（緑色の場合はマゼンタ、青色の場合は
オレンジ）が強くなりすぎます。

 • サチュレーション：このスライダを使って、「色合い」スライダで適用されるヒューの範囲を変更します（「色合い」
スライダを適度なレベルで使用した場合）。

 5 「ライトラップ」をクリックすると、以下のコントロールが表示されます：

 • 量：このスライダを使って、前景にどの程度ライトラップを広げるかを設定して、全体的なライトラップ・エフェクト
を制御します。

 • 強度：このスライダを使って、キーイングした前景の被写体とラップされたエッジの値の相互干渉について、明るさ
を決めるガンマレベルを調整します。

 • 不透明度：このスライダを使って、ライトラップ・エフェクトの透明度を調整します。

 • モード：このポップアップメニューを使って、サンプリングした背景値とキーイングした被写体のエッジをブレンドす
る合成方法を選択します。次の 5 つのモードがあります：

 • 通常：背景レイヤーの明るさと暗さの値を、キーイングした前景レイヤーのエッジと均等にブレンドします。

 • 増光：前景レイヤーと背景レイヤーで重なり合うピクセルを比較して、明るい方を保持します。これは、選択的
なライトラップ・エフェクトを作成する場合に便利です。

 • スクリーン：背景レイヤーの明るい部分を、キーイングした前景レイヤーのラップした領域に重ねます。これは、
積極的なライトラップ・エフェクトを作成する場合に便利です。

 • オーバーレイ：背景レイヤーを、キーイングした前景レイヤーのラップした領域と結合して、重なり合う暗い部分
はより暗く、明るい部分はより明るくし、色合いはより強くします。

 • ハードライト：色合いが弱められること以外は、「オーバーレイ」合成モードと同じです。
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クロマ・キー・エフェクトをアニメートする
前景クリップでの状況の変化を補正するために、クリップ内の複数の場所で「サンプルカラー」および「エッジ」調
整を行うことができます。

以下の手順では、クロマ・キー・エフェクトを適用済みであることを前提としています。

 1 「タイムライン」の再生ヘッドをクリップの先頭に置きます。

 2 「サンプルカラー」と「エッジ」（上で説明しています）を使って、適切なクロマキーを作成します。

 3 「タイムライン」の 再生ヘッド を、クリップの中で照明や背景の条件が変化してクロマキーが役に立たなくなる位
置まで移動します。

 4 再度「サンプルカラー」と「エッジ」を使って、適切なクロマキーを作成します。

 5 再生ヘッドを別の場所に動かして調整を追加するには、必要に応じて手順 3 および 4 を繰り返します。

 6 追加した調整ポイント間で再生ヘッドを移動するには、「サンプルに移動」矢印を使用します。

クリップを再生すると、「サンプルカラー」と「エッジ」設定が次のサンプルポイントに滑らかに変化します。より詳
細に制御できるように、「ビデオ」インスペクタ の「キーヤー」セクションのほかのほとんどの設定には キーフレー
ム を追加できます。キーフレームを操作する方法について詳しくは、255 ページのビデオアニメーションの概要を
参照してください。

参考：「カラー選択」コントロールにあるクロマとルミナンスのグラフのキーフレームが表示されるのは「ビデオ」
インスペクタのみで、「タイムライン」の「ビデオ・アニメーション・エディタ」には表示されません。

ルミナンスキーを使用する
ルミナンスキー は、ビデオのルミナンスレベルに基づいて背景クリップに前景クリップを合成するためのものです。
黒い背景上のロゴやコンピュータで生成されたグラフィックスなど、静止画像でよく使用されます。

以下の例では、速度計のイメージがキーイングされてアウトドア自動車シーンに合成されて、反射しているように見
えます。
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ルミナンスキーエフェクトを適用する

 1 「タイムライン」で、キーイングを開始したい背景クリップ（ルミナンスキークリップをスーパーインポーズしたいク
リップ）内の場所に 再生ヘッド を移動します。

 2 「ブラウザ」で、前景クリップ（取り除きたい黒または白を含むルミナンスキークリップ）からキーイングして背景に
合成したい部分を選択し、「編集」＞「基本ストーリーライン に接続」と選択します（または Q キーを押します）。

Foreground clip

Background clip

この方法でのクリップの接続について詳しくは、101 ページのクリップを接続してカットアウェイショット、タイトル、
同期されたサウンドエフェクトを追加するを参照してください。

 3 「タイムライン」で前景クリップを選択し、ツールバーの「エフェクト」ボタンをクリックします。

 4 「エフェクトブラウザ」で「ルマキーヤー」エフェクトを選択します。

ヒント：「ルマキーヤー」エフェクトをすばやく見つけるには、「エフェクトブラウザ」の検索フィールドに「キーヤー」
と入力します。

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」内の前景クリップに、適用したいエフェクトをドラッグします。

 • エフェクトのサムネールをダブルクリックして、選択されているクリップに適用します。

黒のビデオを取り除くように「ルマキーヤー」エフェクトが自動的に設定されます。検出されたキーが適切でない場
合、またはキーを改善したい場合は、ルミナンスキーエフェクトを調整できます。

ルミナンスキーエフェクトを調整する
以下の手順では、「ルマキーヤー」エフェクトを適用済みであることを前提としています。

 1 「タイムライン」で、「ルマキーヤー」エフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 「ビデオ」インスペクタ を開きます。
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「ビデオ」インスペクタの「エフェクト」セクションに、「ルマキーヤー」エフェクトの調整に使用できるパラメータ
が表示されます。

 3 キーを反転して、前景クリップの黒ではなく白の領域を取り除くには、「反転」を選択します。

 4 クリップの白と黒の値を調整するには、グラデーション・サムネール・イメージのいずれかの端のハンドルをドラッグ
します。

デフォルトでは、これらのハンドルによって生成されるリニアキーのルミナンスレベルを操作することで、前景の透明
度を線形状に制御できるように設定されています。100 ％白で完全に不透明、0 ％黒で完全に透明、25 ％グレイ
で前景イメージの 25 ％が保持されます。白と黒のコントロールをドラッグすると値が変化し、前景ビデオが完全に
不透明または完全に透明になります。

 5 エッジの柔らかさを調整するには、「ルミナンスロールオフ」コントロールを調整します。

値を大きくするとエッジが硬くなり、半透明な領域が少なくなっていきます。値を小さくすると、エッジにアンチエイ
リアスや柔らかさがある場合は、それらの利点を活かすことができます。

 6 キーをより適切に微調整するには、「表示」オプションを使用します：

Original 
(unprocessed 
foreground)

Matte (foreground-based 
alpha signal created 
by the keyer)

Composite 
(foreground combined 

with background)

The name of the 
currently selected 
View button

 • コンポジット：最終的な合成イメージが表示されます。前景の被写体がキーイングされて背景クリップに合成され
ています。これがデフォルトの表示です。

 • マット：キーイング操作によって生成されたグレイスケール マット（アルファチャンネル）が表示されます。白の
領域は単色、黒の領域は透明、グレイの濃淡はさまざまな透明度レベルを示します。アルファチャンネルを表示
することで、キーの中の不要な穴や十分に透明でない領域を簡単に見つけることができます。

 • オリジナル：キーイングされていないオリジナルのイメージが表示されます。

 7 イメージ内でエイリアスが滑らかなテキストまたはグラフィックスの外観を保持する（エッジを改善できます）には、
「RGB を保持」を選択します。

 8 キーイングされたエフェクトをキーイングされていないエフェクトと混ぜるには、「ミックス」コントロールを調整し 
ます。
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詳細なルミナンスキー調整について詳しくは、以下の手順を参照してください。

ルミナンスキーの詳細な調整を行う
以下のコントロールは、さまざまなキーイング状況で使用したり、微調整に関する特定の問題に対して使用できます。

 • マットツール：これらのコントロールは、ここまでの一連のパラメータによって生成される透明マットを微調整する
ためのコントロールです。これらのパラメータでは、キーイングされるマットを作成するためにサンプリングされ
る値の範囲は変更されません。代わりに、「キーヤー」エフェクトの基本コントロールと詳細コントロールによっ
て生成されるマットが変更され、マットを縮小または拡大したり、柔らかくしたり、反転させたりして、コンポジッ
トの品質を向上させることができます。

 • ライトラップ：これらのコントロールは、キーイングした前景レイヤーとのコンポジットの背景レイヤーで、色と明
るさの値をブレンドするためのコントロールです。これらのコントロールを使うと、キーイングした対象と環境光
が相互に干渉している状態をシミュレートして、背景光が対象のエッジを包み込んでいるかのように見せることが
できます。

以下の手順では、ルミナンスキーエフェクトを適用済みであることを前提としています。

 1 「タイムライン」で、「ルマキーヤー」エフェクトが適用されたクリップを選択します。

 2 「ビデオ」インスペクタ を開きます。

「ビデオ」インスペクタの「エフェクト」セクションに、「ルマキーヤー」エフェクトの調整に使用できるパラメータ
が表示されます。

 3 マットツールをクリックすると、以下のコントロールが表示されます：

 • 穴を埋める：このパラメータの値を大きくすると、キーエッジの透明な領域の単色が強くなります。このコント
ロールは、キーエッジには満足しているけれども内部に不要な穴があり、「ルミナンスロールオフ」パラメータで
はエッジが壊れてしまって解決できない場合に便利です。

 • エッジの距離：「穴を埋める」パラメータのエフェクトをキーイング対象のエッジにどこまで近づけるかを調整でき
ます。このパラメータの値を小さくすると、エッジの半透明さが低下し、塗りつぶされたマット領域が対象のエッ
ジに近づきます。このパラメータの値を大きくすると、塗りつぶされたマット領域がエッジから離れます。これに
よって、対象の中で単色であるべき領域に不要な半透明さが持ち込まれる可能性があります。
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 • レベル：このグレイスケールグラデーションを使って、キーイングされるマットのコントラストを変更します。これ
には、3 つのハンドルをドラッグして、ブラックポイント、ホワイトポイント、およびバイアス（ブラックポイントと
ホワイトポイント間のグレイ値の分布）を設定します。マットのコントラストの調整は、キーの半透明領域を操作
する際に便利です。ホワイトポイントを下げると、より多くの半透明領域が不透明になり、ブラックポイントを上
げると、より多くの領域が透明になります。「バイアス」ハンドルを右にドラッグすると、キーの半透明領域がより
透明になり、左にドラッグすると、キーの半透明領域がより不透明になります。

 • 黒、白、バイアス：「レベル」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」、「白」、「バイアス」の各パラメー
タのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「レベル」ハンドルの設定を反映しています。各ス
ライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使って、3 つの「レベル」パラメータでキーフレームを設
定できます。「黒」、「白」、「バイアス」の各パラメータでキーフレームを設定すると、ブルースクリーンまたはグ
リーンスクリーンの状態の変化に対応した、より質の高いキーを生成できます。

 • 縮小／拡大：このスライダを使って、マットのコントラストを操作します。コントラストは、マットの半透明性とサ
イズに同時に影響します。スライダを左にドラッグすると、半透明領域がより透明になると同時に、マットが小さ
くなります。スライダを右にドラッグすると、半透明領域がより不透明になると同時に、マットが大きくなります。

 • 膨張：このスライダを使って、キーイングされるマットをぼやけさせます。これによって、エッジが一定の量だけ
にじんだ感じになります。

 • 浸食：このスライダを右にドラッグすると、キーの不透明部分のエッジから内側に向かって透明度が徐々に増し 
ます。

 4 「ライトラップ」をクリックすると、以下のコントロールが表示されます：

 • 量：このスライダを使って、前景にどの程度ライトラップを広げるかを設定して、全体的なライトラップ・エフェク
トを制御します。

 • 強度：このスライダを使って、キーイングした前景の被写体とラップされたエッジの値の相互干渉について、明る
さを決めるガンマレベルを調整します。

 • 不透明度：このスライダを使って、ライトラップ・エフェクトの透明度を調整します。

 • モード：このポップアップメニューを使って、サンプリングした背景値とキーイングした被写体のエッジをブレンド
する合成方法を選択します。次の 5 つのモードがあります：

 • 通常：背景レイヤーの明るさと暗さの値を、キーイングした前景レイヤーのエッジと均等にブレンドします。

 • 増光：前景レイヤーと背景レイヤーで重なり合うピクセルを比較して、明るい方を保持します。これは、選択
的なライトラップ・エフェクトを作成する場合に便利です。

 • スクリーン：背景レイヤーの明るい部分を、キーイングした前景レイヤーのラップした領域に重ねます。これ
は、積極的なライトラップ・エフェクトを作成する場合に便利です。

 • オーバーレイ：背景レイヤーを、キーイングした前景レイヤーのラップした領域と結合して、重なり合う暗い部
分はより暗く、明るい部分はより明るくし、色合いはより強くします。

 • ハードライト：色合いが弱められること以外は、「オーバーレイ」合成モードと同じです。
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キーをファイナライズする
前景イメージ内のオブジェクトに合成した出力に表示したくないものが含まれていることがよくあります。たとえば、
マイクブーム、ライトスタンド、クロマキーバックドロップのエッジなどです。また、背景オブジェクトに合わせて前
景オブジェクトのサイズまたは位置を変更しなければならない場合もあります。最後の手段として、カラーコレクタ
を使って背景の外観に合わせて前景を調整することができます。

「Final Cut Pro」には、これらの目的に使用できるエフェクトが用意されています。

マスクエフェクトを使用する

 1 「タイムライン」で、キーイングを開始したい背景クリップ（クロマ・キー・クリップをスーパーインポーズしたいク
リップ）内の場所に 再生ヘッド を移動します。

 2 「ブラウザ」で、前景クリップ（取り除きたい色を含むクロマ・キー・クリップ）からキーイングして背景に合成し
たい部分を選択し、「編集」＞「基本ストーリーラインに接続」と選択します（または Q キーを押します）。

Foreground

Background 
attached as a 
connected clip

この方法でのクリップの接続について詳しくは、101 ページのクリップを接続してカットアウェイショット、タイトル、
同期されたサウンドエフェクトを追加するを参照してください。

 3 前景クリップを選択します。

上の例では、ライトスタンドを取り除く必要があります。

 4 ツールバーの「エフェクト」ボタンをクリックします。
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 5 「エフェクトブラウザ」で、マスクエフェクトをダブルクリックして、選択されている前景クリップに適用します。

ヒント：マスクエフェクトをすばやく見つけるには、「エフェクトブラウザ」の検索フィールドに「マスク」と入力し 
ます。

 6 マスクの四隅を調整して、取り除きたいオブジェクト（この場合はライトスタンド）をクロップします。

マスクを調整するときは、後でキーがよりリアルに見えるように、シャドウなどの詳細を残すようにしてください。

 7 前景クリップに適切なキーヤーエフェクトを適用します。

前景が背景に合成されます。
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「変形」を使って前景イメージを配置する
以下の手順では、キーはすでに設定しているけれども、前景イメージの位置を変更する必要があることを前提として
います。

 1 「タイムライン」で前景クリップを選択します。

 2 「ビューア」の左下隅にあるポップアップメニューから「変形」を選択し、イメージを目的の位置に移動します。上
の例では、女性を左に移動します。

イメージのサイズを変更することもできます。

 3 前景イメージの位置変更が終了したら、「ビューア」の「完了」をクリックします。
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合成

合成の概要
合成とは、2 つ以上のビデオ クリップ の一部を結合して 1 つのイメージにすることです。

「Final Cut Pro」には、ビデオイメージを結合するためにいくつかの方法が用意されています：

 • トランジション：すべてのビデオトランジションで、あるクリップの最後が別のクリップの先頭に結合されます。2 
つのクリップを結合したものがトランジション中に同時に表示されます。 

 • キーイング：すべてのキーイングで、前景イメージが背景イメージに合成されます。

 • アルファチャンネル：コンピュータで生成されるビデオクリップの多くには、アルファチャンネル（内蔵マスク）が
追加されます。ここに、クリップ内で背景クリップに合成する領域を正確に定義します。キー設定は不要で、通常
は自動的に機能します。変形や歪みなどの多くのエフェクト、シェイプやタイムコードなどのジェネレータ、およ
びタイトルで、アルファチャンネルが使用されます。

 • 合成：「タイムライン」内のすべてのビデオクリップには、「合成」設定が用意されています。これらは、キーイ
ングエフェクトなしでクリップを結合したい場合に使用します。

アルファチャンネルを使用する
アルファチャンネルを使用することで、1 つのイメージを別のイメージに簡単に合成できます。「Motion」などのア
プリケーション（「Final Cut Pro」と連携するように設計された Apple のアプリケーション）を使って、アルファ
チャンネルを持つ静止画像やビデオクリップを作成できます。アルファチャンネルにはキーヤーが内蔵されていると
見なすことができます。キーエフェクトを使用するときに作成するマスクは、アルファチャンネル付きのクリップを使っ
て合成するときと同じ方法で使用されます。
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次の例は、アルファチャンネル付きのクリップで、そのアルファチャンネルを埋めているイメージが表示されています。

以下の図はアルファ・チャンネル・イメージです。白の領域には、背景に合成されるビデオ領域を定義します。グレ
イの領域（この例ではシャドウを定義します）には、イメージの半透明な部分を定義します。

最終的には、背景クリップにこのように合成されます。
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アルファチャンネル付きのクリップを使用する

 1 「タイムライン」で、アルファ・チャンネル・クリップを追加したい位置に 再生ヘッド を置きます。

 2 アルファチャンネル付きのクリップを「ブラウザ」で選択し、「編集」＞「基本ストーリーラインに接続」と選択しま
す（または Q キーを押します）。 

 3 合成されたクリップを見るには、基本ストーリーライン上に追加されたクリップ内に再生ヘッドを置きます。

Connected clip 
(composite foreground)

Primary storyline clip 
(composite background)

クリップが基本ストーリーライン・ビデオ・クリップに合成されます。アルファチャンネルがクリップの不透明度を制
御します。

「不透明度」調整のフェードハンドルを使って、前景クリップのディゾルブのオン／オフを切り替えることもできます。

合成設定を使用する
合成設定には、2 つのイメージを結合するためのさまざまなオプションが用意されています。2 つのイメージを均等
に結合するだけの単純な調整を行ったり、ビデオの内容を使用してイメージをどのように結合するかを決定する設定
を選択したりできます。

「不透明度」調整を使用する

 1 「タイムライン」の 基本ストーリーライン 上で、クリップ を追加したい位置に 再生ヘッド を置きます。

 2 追加するクリップを「ブラウザ」で選択し、「編集」＞「基本ストーリーラインに接続」と選択します（または Q キー
を押します）。 

 3 合成されたクリップを見るには、追加されたクリップ内に再生ヘッドを置きます。

デフォルトでは、基本ストーリーライン上のクリップが新しいクリップによって完全に隠されます。

 4 新しいクリップを半透明にするには、「タイムライン」でクリップを選択し、「ビデオ」インスペクタ の「合成」セク
ションで「不透明度」コントロールを調整します。

「不透明度」を 0 ％に近づけるほど、基本ストーリーライン上のクリップの透明度が高くなります。また、「ビデオ」
インスペクタ の「不透明度」フェードハンドルを使って、合成クリップのディゾルブのオン／オフを切り替えたり、
キーフレーム を追加して特定の場所で不透明度値を変更したりできます。
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ブレンドモードを選択する

 1 「タイムライン」の 基本ストーリーライン 上で、クリップ を追加したい位置に 再生ヘッド を置きます。

 2 追加するクリップを「ブラウザ」で選択し、「編集」＞「基本ストーリーラインに接続」と選択します（または Q キー
を押します）。 

 3 合成されたクリップを見るには、追加されたクリップ内に再生ヘッドを置きます。

デフォルトでは、基本ストーリーライン上のクリップが新しいクリップによって完全に隠されます。

 4 「ビデオ」インスペクタ の「合成」セクションの「ブレンドモード」ポップアップメニューからオプションを選択し 
ます。

多数のブレンドモード設定から選択できます。どの設定を使用したらいいかは、ビデオの内容とどのような外観にし
たいかによって異なります。また、「不透明度」コントロールを調整することで、ブレンドモード設定をより詳細に調
整できます。
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色補正の概要
ポストプロダクションのワークフローでは、色補正は一般に、編集したプログラムを仕上げる最後の手順の 1 つに
なります。ビデオの色補正は、以下のようなさまざまな目的に使用します：

 • 肌色などのプログラムのキー要素が本来意図した画調で再現されることを確認する

 • シーンのすべてのショットがマッチするようにバランスを取る

 • カラーバランス と 露出 のエラーを補正する

 • シーンを暖かな感じや涼しい感じにする

 • 色と露出を操作してコントラストまたは特殊エフェクトを作成する

「Final Cut Pro」の色補正ツールを使用すると、個々のクリップのカラーバランス、シャドウレベル、中間色調レベ
ル、およびハイライトレベルを調整できるので、静止画像を含めプロジェクトのあらゆるクリップの外観を正確に制
御できます。

Click to return to the 
Video inspector.

Click the Reset button to 
remove the adjustments 
in this pane.

Choose the correction 
to work with.

Drag the controls to 
change the values.

Use value sliders to 
change the values.

Use the Action pop-up menu 
to create or choose a color 

correction preset.

「Final Cut Pro」には、クリップのカラーバランスをすばやく調整したり、色をマッチさせたりできる自動ツールも
いくつか用意されています。以下の操作を行うことができます：

 • カラーバランスを自動的に調整する：1 クリックで、色かぶりを中間色に補正したり、イメージのコントラストを
最大限にしたりできます。370 ページのカラーバランスの概要を参照してください。

 • クリップの色と外観を自動的にマッチさせる：2 クリックで、1 つまたは複数のクリップを、選択したクリップの色
にマッチさせることができます。372 ページのクリップ間で自動的に色をマッチさせるを参照してください。

色補正
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 • 色、サチュレーション、露出を手動で調整する：クリップの全体的な色を手動で補正したり、カラー マスク または
シェイプマスクを使用して補正をイメージ内の特定のカラー範囲または領域に限定したりできます。1 つのクリッ
プに複数の手動色補正を加えることもできます。373 ページの手動色補正の概要を参照してください。

 • 色補正の設定を保存する／ほかのクリップに適用する：クリップの色補正の設定を保存して、プロジェクト内のほ
かのクリップやほかのプロジェクトに適用することができます。382 ページの色補正プリセットを保存する／適用
するを参照してください。

これらの機能は互いに独立しています（機能のオフとオンを切り替えてその効果を見ることができます）が、使用す
る順序によって結果が異なります。一般に、これらの機能はバランスカラー、マッチカラー、（必要に応じて）手動
色補正の順に使用することをお勧めします。

「Final Cut Pro」には、ビデオの色を手動で補正する場合に使用できるビデオスコープもいくつか用意されていま
す。これらのスコープを使用することで、ビデオクリップの ルミナンス レベルと クロマ レベルを正確にモニタでき
ます。

自動的に色を解析する／バランスを調整する

カラーバランスの概要
「Final Cut Pro」は、自動カラーバランス補正機能を備えています。「Final Cut Pro」では、カラーバランス補正
機能を使用することで、イメージの ルミナンス チャンネルの最も暗い領域と最も明るい領域がサンプルされ、イメー
ジ内のシャドウとハイライトが調整されて、色かぶり が中間色に補正されます。また、「Final Cut Pro」では、コ
ントラスト を最大化してルミナンス範囲ができるだけ広くなるように、イメージが調整されます。

参照フレームとして使用されるビデオフレームは、クリップの色がすでに解析されているかどうかによって異なります：

 • 読み込み時または「ブラウザ」の使用中にクリップの色が解析された場合：解析プロセスでクリップ全体の カ
ラーバランス 情報が抽出されます。クリップの一部または全体をプロジェクトに追加すると、カラーバランス補正
機能によって、適切なバランスに最も近いプロジェクト内のフレームが選択されます。つまり、同じ「ブラウザ」
クリップから複数の部分クリップをプロジェクトに追加した場合でも、個々のクリップのバランスは、メディアのそ
のセクションの解析情報に基づいて調整されます。

 • クリップの色が解析されていない場合に、カラーバランスを手動で補正するとき：「タイムライン」で選択されて
いるクリップ内のフレームに再生ヘッドを移動することで、クリップの参照フレームを指定できます。再生ヘッドが
別のクリップにある場合、または「ブラウザ」でクリップを選択している場合は、そのクリップの中央のフレーム
が使用されます。

カラーバランス用にクリップを解析する
「Final Cut Pro」でクリップのカラーバランスを自動的に補正する場合、クリップの 1 つのフレームを参照フレーム
として使用し、それに対する補正を計算してから、クリップ全体に適用します。「Final Cut Pro」では、カラーバラ
ンス用にクリップを解析することで、代表的なフレームをクリップのカラーバランス参照フレームとして選択できます。

クリップを読み込むときに、カメラから読み込むか、ファイルを読み込むか、Finder ウインドウから「タイムライン」
にクリップを直接ドラッグするかにかかわらず、その カラーバランス を自動的に解析できます。また、「ブラウザ」
でいつでもクリップのカラーバランスを解析できます。

カラーバランスのためにクリップを解析する処理には、短いクリップで数秒、長いクリップでは 1 分以上かかること
があります。人物やスタビライズに関する解析も行う場合は、さらに時間がかかります。

カラーバランス用にクリップを解析した後、カラーバランス補正のオンとオフをいつでも切り替えることができます。デ
フォルトでは、カラーバランス補正は「ブラウザ」内のクリップについてはオフ、「タイムライン」のクリップについて
は解析済みであればオンになっています。「ブラウザ」または「タイムライン」でのカラーバランス補正のオン／オフ
切り替えについて詳しくは、371 ページのクリップのカラーバランスを補正するを参照してください。
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ファイルの読み込み時にカラーバランスを解析する

 1 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 2 読み込むファイルを選択し、ウインドウの「ビデオ」セクションで「バランスカラーを解析」を選択します。

 3 「読み込む」をクリックします。

ファイルが読み込まれ、カラーバランスの問題に関して解析されます。

Finder から「タイムライン」にドラッグしたクリップのカラーバランスを解析する
 1 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択します（または、Command キーを押したままカンマ（,）キーを押し 

ます）。

 2 「Final Cut Pro」環境設定ウインドウで、「読み込み」ボタンをクリックし、「ビデオ」セクションで「バランスカ
ラーを解析」を選択します。

これで、Finder から「タイムライン」に直接ドラッグしたすべてのクリップが解析されます。

参考：「環境設定」ウインドウでこの設定を変更すると、「バランスカラーを解析」オプションのあるほかのすべての
ウインドウでも設定が変更されます。

「ブラウザ」でクリップのカラーバランスを解析する
「ブラウザ」でクリップのカラーバランスを解析するときは、読み込み時に解析されたクリップはスキップされます。

 1 「ブラウザ」で、1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「解析と修復」と選択します。

 • Control キーを押したまま、選択したクリップのいずれかをクリックし、ショートカットメニューから「解析と修復」
を選びます。

 3 表示されたウインドウで、「ビデオ」セクションの「バランスカラーを解析」ボタンをクリックし、「OK」をクリックし
ます。

クリップのカラーバランスを補正する
「Final Cut Pro」のクリップには、クリップが「ブラウザ」または「タイムライン」のどちらに表示されている場合
でも、自動カラーバランス補正のオン／オフを切り替えるための「バランス」設定があります。参照フレームとして
使用されるフレームは、カラーバランス解析で選択されたフレーム、「タイムライン」で再生ヘッドがあるフレーム、
または中央のフレームです。詳しくは、370 ページのカラーバランスの概要を参照してください。

クリップのカラーバランス補正のオン／オフを切り替える

 1 「タイムライン」または「ブラウザ」で、1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「バランスカラー」と選択します（または Option ＋ Command ＋ B キーを押します）。

 • ツールバーの「補正」ポップアップメニューから「バランスカラー」を選びます。
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 • 「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セクションで、「バランス」チェックボックスを選択または選択解除します。

Click to turn Balance on or off.

Balance analysis status

クリップ間で自動的に色をマッチさせる
多くの場合、プロジェクトにはさまざまなソースからのビデオが使用されます。マッチカラー機能を使用することで、
同じ場所で発生するすべてのシーンを簡単に同じような外観にすることができます。

クリップ間で色をマッチさせる

 1 「タイムライン」で、調整したい 1 つまたは複数のクリップを 選択 します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「変更」＞「マッチカラー」と選択します（または Option ＋ Command ＋ M キーを押します）。

 • ツールバーの「補正」ポップアップメニューから「マッチカラー」を選びます。

 • 「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セクションで、「マッチカラー」の横にある「選択」ボタンをクリックします。

「ビューア」が変更され、「タイムライン」の再生ヘッドのフレームが右側、ポインタがあるフレームが左側に表示さ
れます。

The clip that the pointer is 
over is the color match source. 
Click to preview the color match.

The selected 
Timeline clip is the 
color match target.
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 3 「タイムライン」または「ブラウザ」で任意のクリップをスキミングし、マッチさせたい色を含むフレームを見つけ
てクリックすると、選択したクリップにその外観を適用した場合のプレビューが表示されます。

望み通りの色が見つかるまで、さまざまなクリップをクリックできます。

ヒント：マッチさせたい色を含む静止画像がある場合、それがプロジェクトに関連していなくても、その画像を読み
込んで色をマッチさせることができます。

 4 現在の色を受け入れるときは、「マッチカラー」ウインドウの「マッチを適用」をクリックします。

「ビューア」が通常の構成に戻り、選択したタイムラインクリップが新しい色に変更されます。

マッチカラー補正のオン／オフを切り替える
クリップに適用したマッチカラー補正をオフにすることができます。これは、オリジナルのクリップと補正したクリップ
の違いを確認する場合に便利です。

 1 「タイムライン」で、マッチカラー補正が適用されたクリップを 選択 します。

 2 「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セクションにある「マッチカラー」チェックボックスをクリックします。

色を手動で調整する

手動色補正の概要
「Final Cut Pro」には、さまざまな色補正や補正エフェクトのために使用できる、強力な手動色補正ツールが用意
されています：

 • イメージ全体に色補正を適用する：クリップイメージ全体の 色合い、色の サチュレーション、および 露出 を調整
します。373 ページのイメージ全体の色を補正するを参照してください。

 • 補正するイメージ内の特定の色を選択する：たとえば、シャツや車などの明るい色のオブジェクトを選択し、色補
正の設定を使用して、抑えた色調にしたり、色を変更したりします。375 ページのカラーマスクを使って特定の
色を対象にするを参照してください。

 • 補正するイメージの領域を選択する：1 つまたは複数のシェイプ マスク を描き、マスクの内側または外側のど
ちらに補正を適用するかを選びます。クリップの再生中にマスクの位置が変わるように設定することもできます。
377 ページのシェイプマスクを使って特定の領域を対象にするを参照してください。

また、1 つのクリップに複数の色補正を適用し、シェイプマスクをカラーマスクと組み合わせて使用することもできま
す。たとえば、1 つの色補正を使ってクリップ全体の色を設定し、2 つ目の色補正で特定の色を対象にして変更し、
3 つ目の色補正で別の色またはシェイプマスクによって定義した領域を対象にすることができます。380 ページの複
数の色補正を適用するおよび 380 ページのシェイプマスクをカラーマスクに追加するを参照してください。

手動での色の調整は、「カラーボード」を使って行います。

イメージ全体の色を補正する
クリップの色、サチュレーション、および 露出 を手動で調整するには、「カラーボード」を使用します。

クリップイメージ全体の色を手動で補正する

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「移動」＞「カラーボード」と選択します（または、Command キーを押したまま 6 キーを押
します）。

 • ツールバーの「補正」ポップアップメニューから「カラーボードを表示」を選びます。
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 • 「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セクションにある「カラーボード」ボタン  をクリックします。（「カラー
ボード」でいずれかの調整を行うと、ボタンの色が変わります。）

 • 「タイムライン」のクリップの左上隅をクリックし、ポップアップメニューから「カラー調整」を選択します。

Click to return to the 
Video inspector.

Click the Reset button to 
remove the adjustments 
in this pane.

Choose the correction 
to work with.

Drag the controls to 
change the values.

Use value sliders to 
change the values.

Use the Action pop-up menu 
to create or choose a color 

correction preset.

 2 クリップに複数の補正が適用されている場合は、「カラーボード」の右上隅にある「補正」ポップアップメニューで、
調整する補正を選びます。

 3 色合い を追加するか取り除くには、「カラー」をクリックし（または Control ＋ Command ＋ C キーを押し）、「カ
ラー」パネルのコントロールをドラッグします。

 • イメージ全体の色合いを調整するには：「グローバル」コントロール（大きなグレイのコントロール）をドラッグ
します。

 • イメージ内の暗い領域の色合いを調整するには：「シャドウ」コントロール（黒のコントロール）をドラッグし 
ます。

 • 中間色調の色合いを調整するには：「中間色調」コントロール（小さなグレイのコントロール）をドラッグします。

 • イメージ内の明るい領域の色合いを調整するには：「ハイライト」コントロール（白のコントロール）をドラッグ
します。

コントロールを上にドラッグするとビデオにその色が加えられ、下にドラッグするとその色が減らされます（実際には
反対色が加えられます）。コントロールを左または右にドラッグすると、加えたり減らしたりする色を選択できます。

コントロールを選択してから、それに対応する 値スライダ を使って、調整を数値で指定することもできます。 

ヒント：選択した「カラーボード」のコントロールを上下に動かすには、↑キーまたは↓キーを押します。「カラー」
パネルで、←キーまたは→キーを使用して、選択したコントロールを左右に動かすこともできます。

 4 クリップの クロマ レベルを調整するには、「Saturation」をクリックし（または Control ＋ Command ＋ S キー
を押し）、「Saturation」パネルのコントロールをドラッグします。 

 • イメージ全体のサチュレーションを調整するには：左側の「グローバル」コントロールをドラッグします。

 • イメージ内の暗い領域のサチュレーションを調整するには：「シャドウ」コントロールをドラッグします。

 • 中間色調のサチュレーションを調整するには：「中間色調」コントロールをドラッグします。

 • イメージ内の明るい領域のサチュレーションを調整するには：「ハイライト」コントロールをドラッグします。
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コントロールを上にドラッグするとクロマレベルが上がり、下にドラッグするとレベルが下がります。これらのコント
ロールは左右には動きません。

コントロールを選択してから、それに対応する値スライダを使って、調整を数値で指定することもできます。 

 5 クリップの ルミナンス レベルを調整するには、「露出」をクリックし（または Control ＋ Command ＋ E キーを
押し）、「露出」パネルのコントロールをドラッグします。

 • イメージ全体の露出を調整するには：左側の「グローバル」コントロールをドラッグします。

 • イメージ内の暗い領域の露出を調整するには：「シャドウ」コントロールをドラッグします。

 • 中間色調の露出を調整するには（ガンマコントロールと同様）：「中間色調」コントロールをドラッグします。

 • イメージ内の明るい領域の露出を調整するには：「ハイライト」コントロールをドラッグします。

コントロールを上にドラッグするとルミナンスレベルが上がり、下にドラッグするとレベルが下がります。これらのコ
ントロールは左右には動きません。

コントロールを選択してから、それに対応する値スライダを使って、調整を数値で指定することもできます。 

「コマンドエディタ」を使用して、「カラーボード」での調整中に色補正のオン／オフを切り替えるキーボードショート
カットを割り当てたり、「カラーボード」のほかの多くの機能にキーボードショートカットを割り当てたりすることもで
きます。詳しくは、460 ページの「コマンドエディタ」でキーボードショートカットを表示する を参照してください。

「カラーボード」の色補正をリセットする／オフにする

 1 「タイムライン」で、取り除きたい色補正のあるクリップを 選択 します。

 2 「カラーボード」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 現在選択されているコントロールをニュートラル状態にリセットするには：Delete キーを押します。

 • パネルのすべてのコントロールをニュートラル状態にリセットするには：パネルの右上隅にある「リセット」ボタ

ン  をクリックします。
 • 「カラーボード」パネルの 3 つのコントロールをすべてニュートラル状態にリセットするには：「ビデオ」インスペ
クタ の「カラー」セクションで、「補正」設定の右にある「リセット」ボタン  をクリックします。

Click here to turn the 
correction on or off.

Color Board 
Reset button

 • 「カラーボード」の補正をリセットせずにオフにするには：「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セクションで、補
正のチェックボックスの選択を解除します。

補正のオンとオフを切り替えることで、調整の効果を簡単にすばやく見ることができます。

カラーマスクを使って特定の色を対象にする
カラー マスク は、イメージ内の特定の色を分離するためのものです。クリップにカラーマスクを適用して特定の色
を補正したり、イメージの残りの部分に対する補正からその色を除外したり、その両方を行ったりできます。たとえ
ば、クリップの主要な被写体から注意をそらす明るい色のシャツが背景にある場合、それを抑えた色調にすることが
できます。

カラーマスクを使って色補正を制御することで、1 つの色を選択してその色を単独で調整（減らす、加える、または
変更する）したり、それを除くすべての色を調整（たとえば 色合い を加えたりブライトネスや クロマ のレベルを下
げたりする）したりできます。
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色補正にカラーマスクを追加する

 1 「タイムライン」で、抑えたい色または強調したい色を含むクリップを 選択 します。

 2 「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セクションにある「カラーマスクを追加」ボタンをクリックします。

Click here to add 
a color mask.

「カラーマスク」セクションが表示されます。

Selected mask color

When the button is 
highlighted, use the 
eyedropper to select the 
mask color in the Viewer.

Sets edge softness

 3 「ビューア」で、イメージ内の分離したい色の上にスポイトを置き、ドラッグしてその色を選択します。

Drag to select the 
color to mask.

ドラッグすると、2 つの同心円が表示されます。外側の円のサイズによって、カラーマスクに含まれる、選択した色
のバリエーションの範囲が決まります。外側の円のサイズを変更しているときは、選択中の色を除いてイメージが モ
ノクロ になります。よりよい結果を得るために、新しい選択円を何度でもドラッグできます。

参考：ドラッグをやめるとイメージは元の外観に戻りますが、作成したカラーマスクの効果は「カラーボード」で調
整を始めるとすぐに見ることができます。後で「ビデオ」インスペクタに戻り、スポイトを使用してカラーマスクを調
整することができます。

 4 マスクに含める色のバリエーションの範囲を変更するには、必要に応じて以下の操作を行います：

 • 色のシェードを追加するには：Shift キーを押したまま、マスクに追加したい色の上にスポイトを置き、ドラッグ
してその色を選択します。

 • 色のシェードを減らすには：Option キーを押したまま、マスクから取り除きたい色の上にスポイトを置き、ドラッ
グしてその色を選択します。

 5 カラーマスクのエッジを調整するには、「柔らかさ」スライダをドラッグします。

「ビューア」に一時的にカラーマスクを表示するには、Option キーを押したまま「柔らかさ」コントロールをドラッ
グします：白は完全に不透明なマスク領域、黒はマスク外の領域、さまざまなレベルのグレイは透明なマスク領域
を示します。

 6 このカラーマスクの色補正設定を調整するには、「ビデオ」インスペクタの「カラーボード」ボタン  をクリックし
ます。（「カラーボード」でいずれかの調整を行うと、ボタンの色が変わります。）
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 7 以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択した色に色補正を適用するには：「内側」をクリックします。 

 • 選択した色を除くすべての色に色補正を適用するには：「外側」をクリックします。

マスクの内側と外側の両方で補正を行うことができます。実質的に、各領域専用の「カラーボード」のコントロー
ル一式が用意されます。たとえば、「マスクの内側」を選択して対象の色を強調してから、「マスクの外側」を選択
してほかのすべての色を暗くすることができます。

 8 「カラーボード」のコントロールを調整して、目的のエフェクトを作成します。

「カラーボード」を操作する方法について詳しくは、373 ページのイメージ全体の色を補正するを参照してください。

カラーマスクの影響を受けるイメージ領域を制限するため、シェイプマスクを追加できます。詳しくは、380 ページ
のシェイプマスクをカラーマスクに追加するを参照してください。

シェイプマスクを使って特定の領域を対象にする
シェイプ マスク は、イメージ内の領域を定義して、その領域の内側または外側に色補正を適用できるようにするも
のです。たとえば、被写体の顔の周囲の領域を暗くすることで、顔を強調することができます。

複数のシェイプマスクを追加して複数の領域を定義できます。また、カメラがパンしているときに特定の領域を追跡
したり、クリップの再生に合わせて移動するオブジェクトを追跡したりできるように、シェイプをアニメートすることも
できます。

シェイプマスクを追加する

 1 「タイムライン」で、抑えたい色または強調したい色を含むクリップを 選択 します。

 2 「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セクションにある「シェイプマスクを追加」ボタンをクリックします。

Click here to add 
a shape mask.

「シェイプマスク」領域が表示されます。

Click here to show or 
hide the shape mask 
onscreen controls.
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 3 「ビューア」に表示されるデフォルトのシェイプを調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

Drag this handle to make 
the shape rectangular.

Drag the outer edge 
to control the softness.

Drag any of these 
handles to change the 
shape’s width or height.

Drag the center circle 
to move the shape.

Drag this handle 
to rotate the shape.

 • シェイプの位置を設定するには：中心をドラッグします。

 • シェイプの幅と高さを調整するには：内側の円の 90 度ポイントにある 4 つのハンドルのいずれか（上、下、左、
または右）をドラッグします。Shift キーを押したままドラッグすると、すべての辺が強制的に同じ比率で拡大／
縮小されます。

 • シェイプの丸みを制御するには：内側の円の上ハンドルの左にあるハンドルをドラッグします。

 • シェイプを回転させるには：回転ハンドル（中心から延びています）をドラッグします。

 • シェイプのエッジの柔らかさを制御するには：外側の円をドラッグします。外側の円を内側の円の近くに設定する
と、ハードエッジが作成され、適用した補正へのトランジションが急激になります。外側の円をドラッグして内側
の円から離すと、エッジが柔らかくなり、よりなだらかなトランジションになります。

 • マスクのコントロールを隠すには：「ビデオ」インスペクタの「カラー」セクションの「シェイプマスク」領域に
ある「シェイプマスク」オンスクリーン・コントロール・ボタンをクリックします。

 4 このシェイプマスクの色補正設定を調整するには、「ビデオ」インスペクタの「カラーボード」ボタン  をクリック
します。（「カラーボード」でいずれかの調整を行うと、ボタンの色が変わります。）

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • シェイプの領域に色補正を適用するには：「内側」をクリックします。

 • シェイプの領域を除くすべての領域に色補正を適用するには：「外側」をクリックします。

マスクの内側と外側の両方で補正を行うことができます。実質的に、各領域専用の「カラーボード」のコントロール
一式が用意されます。たとえば、「マスクの内側」を選択してシェイプの領域を強調してから、「マスクの外側」を
選択してほかのすべての領域を暗くすることができます。

 6 「カラーボード」のコントロールを調整して、目的のエフェクトを作成します。

「カラーボード」を操作する方法について詳しくは、373 ページのイメージ全体の色を補正するを参照してください。

 7 補正にさらにシェイプを追加するには、「ビデオ」インスペクタの色補正の領域にある「シェイプマスクを追加」ボ
タンを再度クリックします。

別のデフォルトシェイプが「ビューア」に表示され、元のシェイプは淡色表示されます。元のシェイプの中心をクリッ
クすることで、そのシェイプを選択して設定を続けることができます。
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シェイプマスクを削除する

 1 「ビデオ」インスペクタ で、削除したい「シェイプマスク」項目を選択します。

Select a Shape Mask 
item and press Delete.

 2 Delete キーを押します。

参考：補正のシェイプマスクをすべて削除すると、「マスクの内側」補正がイメージ全体に適用されます。

シェイプマスクをアニメートする
画面上のオブジェクトの動きを追跡できるように、キーフレーム を使用してシェイプマスクをアニメートすることがで
きます。

 1 シェイプマスクを追加するために、上の「シェイプマスクを追加する」の手順に従ってください。

 2 「タイムライン」で、シェイプマスクが含まれるクリップの中で、シェイプの移動を開始したいフレームに再生ヘッド
を置きます。

 3 「ビューア」で、シェイプマスクをその開始位置に配置します。

 4 「ビデオ」インスペクタ で、「キーフレーム」ボタンをクリックします。

Click here to add 
a keyframe.

キーフレームが再生ヘッドの位置に追加されます。Control キーを押したまま V キーを押して「ビデオ・アニメー
ション・エディタ」を開くことで、「タイムライン」でキーフレームを見ることができます。キーフレームは、「カラー」
セクションの再生ヘッドの位置にひし形として表示されます。

Keyframe indicator

 5 次にシェイプマスクの位置を定義したいクリップ内の場所に再生ヘッドを移動し、シェイプマスクの位置を再設定し
て、2 番目のキーフレームを追加します。

 6 クリップ全体でシェイプマスクの位置を変えていくには、必要なシェイプの動きを定義し終わるまでキーフレームを追
加していきます。

すべてのキーフレームを追加したら、クリップを再生して、シェイプマスクがキーフレーム間でどのように移動するか
を見ることができます。キーフレームを操作する方法について詳しくは、255 ページのビデオアニメーションの概要
を参照してください。
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シェイプマスクをカラーマスクに追加する
カラー マスク を作成すると、影響を受けるビデオ領域が希望よりも広くなることがよくあります。たとえば、色補正
したい赤い自動車が画面の左端にあり、影響を与えたくない赤い停止標識が右にある場合があります。この状況で
は、1 つまたは複数のシェイプマスクを追加し、シェイプマスクによって定義された領域に限定してカラーマスクを
適用することができます。

カラーマスクにシェイプマスクを追加する

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「ビデオ」インスペクタ を使用してクリップにカラーマスクを追加します。

 2 「カラーボード」を使用して色補正を適用し、カラーマスクの影響を与えたくないビデオ領域に注意します。

「カラーボード」を操作する方法について詳しくは、373 ページのイメージ全体の色を補正するを参照してください。

 3 「ビデオ」インスペクタで、カラーマスクのある補正で「シェイプマスクを追加」ボタンをクリックします。

Click here to add 
a shape mask 
to the correction.

 4 シェイプマスクを調整して、カラーマスクの使用したい部分にシェイプマスクが重なるようにします。

 5 色補正設定を調整するには、「ビデオ」インスペクタの「カラーボード」ボタン  をクリックします。（「カラーボー
ド」でいずれかの調整を行うと、ボタンの色が変わります。）

 6 以下のいずれかの操作を行います：

 • カラーマスクとシェイプマスクが重なっている領域にのみ適用される色補正の調整を行うには：「カラーボード」
の下部にある「マスクの内側」を選択します。

 • カラーマスクとシェイプマスクが重なっている領域の外に適用される色補正の調整を行うには：「マスクの外側」
を選択します。

必要に応じて、シェイプマスクを追加したりアニメートしたりできます。

複数の色補正を適用する
特定の問題に対処するために、1 つのクリップに複数の色補正を適用できます。たとえば、明るいオレンジ色のシャ
ツを抑えた色調にする 1 つの色補正と、芝生の緑色を強調する 2 つ目の色補正を適用できます。

カラーマスクはクリップのオリジナルの色に基づいて作成されます。たとえば、最初の色補正によってクリップからす
べての クロマ が取り除かれる場合でも、2 つ目の色補正では当初クリップにあった色に基づいてカラーマスクが作
成されます。

クリップに複数の色補正を適用する

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 します。

 2 さらに色補正項目を追加するには、「ビデオ」インスペクタ の「補正を追加」をクリックします。

Click here to add a correction.
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デフォルトでは、「カラー」セクションには最初の手動色補正項目（補正 1）と、バランスカラー項目、マッチカラー
項目が表示されます。追加した色補正には、「補正 2」、「補正 3」のように名前が付けられます。補正項目ごとに
「カラーボード」ボタンが表示されます。クリックすると「カラーボード」が開き、その補正の設定が表示されます。
右上隅にあるポップアップメニューを使って「カラーボード」の補正を選択することもできます。

参考：クリップに複数の補正を適用した後、「ビデオ」インスペクタで補正をドラッグして順序を変更できます。処理
の順序を変えると、異なる結果が得られます。

「タイムライン」で色補正のキーフレームを表示する
複数の補正が適用されているクリップでシェイプマスクがアニメートされている場合、「タイムライン」のクリップの
上の「ビデオ・アニメーション・エディタ」で、補正のシェイプ・マスク・キーフレームを表示できます。

 1 「タイムライン」で、複数の色補正が適用されたクリップのうち、シェイプマスクがアニメートしているものを 選択 
します。

 2 「クリップ」＞「ビデオアニメーションを表示」と選択します（または Control ＋ V キーを押します）。

 3 表示したい色補正を「カラー」ポップアップメニューから選択します：

 • すべての補正が合成されたキーフレームを見るには：補正を選択します。複数のシェイプマスクが含まれる場合
は、見たいシェイプマスクを選択します。

 • 補正内の特定のシェイプマスクのキーフレームを見るには：補正を選択します。複数のシェイプマスクが含まれる
場合は、見たいシェイプマスクを選択します。

「補正 2」などの特定の補正を選択すると、そのキーフレームが白、ほかの補正のキーフレームが濃いグレイで
表示されます。

色補正間にトランジションを追加する
トランジションを使用して、ビデオクリップを 1 つの色補正から別の色補正に変化させることができます。たとえば、
シーンを再生するときに 2 人の主要人物を徐々にハイライトしたい場合は、通常のクリップから、シェイプ マスク お
よびそのマスク外のイメージを暗くする色補正を適用したクリップへディゾルブするトランジションを使用できます。

重要：「Final Cut Pro」環境設定の「編集」パネルにある「トランジションの適用に使用」ポップアップメニュー
で、「使用可能なメディア」が選択されていることを確認します。この設定について詳しくは、210 ページのトラン
ジションの作成方法を参照してください。

トランジションが変化するようにクリップを設定する

 1 B キーを押したままにして、一時的に「カミソリ」ツールに切り替えます。

 2 「タイムライン」内のビデオクリップで、色補正を切り替えたい位置をクリックします。

クリップが 2 つのクリップに分割されます。

 3 各クリップに異なる色補正を適用します。

1 つのクリップは補正なしのままにして、もう 1 つのクリップに色補正を適用することもできます。色合い を強調し
たり、露出 を変更したり、その他の目に見える調整を行ったりして、色補正を適用します。

 4 2 つのクリップ間の編集点を選択し、Command キーを押したまま T キーを押してクロスディゾルブを挿入します。

クリップを再生すると、その編集点を通過するときに、1 つの色補正がもう 1 つの色補正にディゾルブされます。
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色補正プリセットを保存する／適用する
「Final Cut Pro」では、クリップの色補正設定をプリセットとして保存できるため、それらの設定を同じプロジェクト
のほかのクリップや別のプロジェクトに簡単に適用できます。

「Final Cut Pro」にはいくつかのプリセットが用意されていますが、独自に作成するプリセットを使用することもで
きます。

参考：色補正プリセットには、「カラー」、「サチュレーション」、および「露出」の現在の設定のみが保存されます。
マスク の設定は、「マスクの内側」または「マスクの外側」のどちらを選択した場合にも保存されません。

色補正プリセットを保存する

 1 「タイムライン」で、保存したい色補正を持つクリップを 選択 し、「カラーボード」を開きます。

 2 「カラーボード」の右下隅にある「操作」ポップアップメニュー  から、「プリセットを保存」を選択します。

 3 プリセットの名前を入力し、「OK」をクリックします。

色補正プリセットを適用する

 1 「タイムライン」でクリップを 選択 し、「カラーボード」を開きます。

 2 「カラーボード」の右下隅にある「操作」ポップアップメニュー  から、プリセットを選択します。

選択されている項目にプリセットの調整が適用されます。プリセットが適用された後、「カラーボード」を使用して設
定を変更できます。

iMovie 調整のオン／オフを切り替える
「iMovie」でプロジェクトを編集しているときは、露出、ブライトネス、サチュレーション などのいくつかのビデオ属
性を「プロジェクトブラウザ」で調整できます。これらの調整が行われた iMovie プロジェクトを「Final Cut Pro」
に読み込んだ場合、調整は保持され、「ビデオ」インスペクタ の「カラー」領域に iMovie 項目として表示され 
ます。

「iMovie」で加えられた調整は変更できませんが、それらをクリップに適用するかどうかは選択できます。

参考：「iMovie」の「ブラウザ」でクリップに加えたビデオ調整は、「Final Cut Pro」では保持されず、表示され
ません。

クリップの「iMovie」調整のオン／オフを切り替える
 m 「タイムライン」で、「iMovie」調整が適用されたクリップを 選択 し、「ビデオ」インスペクタの「カラー」領域で
「iMovie」チェックボックスの選択を解除します。

Click here to turn the iMovie 
adjustments on or off.

参考：「iMovie」調整は、「タイムライン」のみに表示され、「ブラウザ」には表示されません。

iMovie プロジェクトの読み込みについて詳しくは、34 ページの iMovie から読み込むを参照してください。
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対数処理のオン／オフを切り替える
最近の多くのカメラには、イメージの露出寛容度の F ストップを大きくする、対数またはワイドダイナミックレンジ録
画オプションが用意されています。この素材の外観を標準放送品質に変換するために、対数処理を素材に適用でき
ます。一部のカメラでは、「Final Cut Pro」が適切な対数処理設定を自動的にオンにできるように、メディアファイ
ルにメタデータを埋め込みます。多くのカメラではこのメタデータは埋め込まれず、さらに素材がトランスコードされ
るとメタデータが失われることがあります。いずれにせよ、この設定はいつでも変更できます。

クリップの対数処理をオン／オフにする

 1 対数オプションで録画されたクリップを 選択 します。

 2 「情報」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「情報」インスペクタで、「メタデータ表示」ポップアップメニューから「設定表示」を選択します。

 4 「ログ処理」ポップアップメニューで、素材の外観を変換するためのオプションを選択します：

 • なし：対数処理をオフにします。

 • ARRI Log C：ARRI Log C 線形化をデフォルト・トーン・マッピングで適用します。

 • ARRI Log C（3DLUT）：メディアに埋め込まれた 3DLUT を使用してカスタム品質を適用します。

 • BMD Film：Blackmagic Cinema Camera および Blackmagic Pocket Cinema Camera 用の線形化を
適用します。

 • BMD Film 4K：Blackmagic Production Camera 4K 用の線形化を適用します。

 • Canon Log：Canon Log 用の線形化を適用します。

 • Sony S-Log2：F5 や F55 などの Sony カメラの S-Log2/S-Gamut 設定で撮影された素材用の線形化と 
709 （800%） MLUT トーンマッピングを適用します。

 • Sony S-Log3：F5 や F55 などの Sony カメラの S-Log3/S-Gamut3.Cine 設定で撮影された素材用の線形
化と 709 （800%） MLUT トーンマッピングを適用します。

参考：「Final Cut Pro」では、ARRI ALEXA カメラ Log C 録画オプションで録画され、「Final Cut Pro X 10.0.8」
以降で読み込まれた Apple ProRes メディアが適切に表示されます。以前のバージョンの「Final Cut Pro X」に 
Log C メディアが読み込まれていた場合、デフォルトではそのメディアの Log C 処理は無効になります。

ビデオレベルを測定する

ビデオスコープの概要
放送局では、放送に許容できる ルミナンス と クロマ の最大値について制限を設けています。ビデオプログラムがこ
の制限を超えると、色が混ざってプログラムの白と黒が色あせたり、ピクチャ信号がオーディオ信号と混ざって、音
声に歪みが生じたりすることがあります。これらすべての場合で、標準の信号レベルを超えると許容できない送信品
質につながることがあります。プロジェクト内のクリップの色を補正するとき、「Final Cut Pro」のビデオスコープ
を使用して、ビデオのルミナンスとクロマのレベルが、ブロードキャストセーフと呼ばれるパラメータ、つまり放送用
に許容できるパラメータの範囲内にあることを確認できます。

プロジェクトが放送のためのものでなくても、ビデオスコープを使用することはワークフローの重要な部分です。使
用しているモニタで色を正確に表示できない場合、または長い間同じクリップで作業をしている場合は、色かぶりや
適切でない黒を見ることに簡単に慣れてしまいます。スコープを使用することで、クリップのルミナンスとクロマのレ
ベルを正確に測定できるため、「Final Cut Pro」での色補正設定の調整について、より多くの情報に基づいて決定
を下すことができます。
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「Final Cut Pro」には、以下のビデオスコープが用意されています：

 • 波形モニタ

 • ベクトルスコープ

 • ヒストグラム

ビデオスコープを使用する
デフォルトでは、ビデオスコープは「ビューア」および「イベントビューア」のビデオイメージの左に表示されます。
各ビューアには、一度に 1 つのスコープだけが表示されます。

スコープを開く

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • ビデオスコープを「ビューア」で開くには：「ウインドウ」＞「ビューアの表示」＞「ビデオスコープを表示」と
選択します（または、Command キーを押したまま 7 キーを押します）。

 • ビデオスコープを「ブラウザ」で開くには：「ウインドウ」＞「イベントビューアの表示」＞「ビデオスコープを
表示」と選択します。

「ビューア」または「イベントビューア」で、右上隅の「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューから「ビ
デオスコープを表示」を選択することもできます。

同じコマンドを使ってビデオスコープを閉じることができます。

 2 「設定」ポップアップメニューの上部から、表示するスコープを選択します。

Choose the scope you 
want to use from the 

Settings pop-up menu.
Viewer Options 

pop-up menu

 3 スコープを選択した後、「設定」ポップアップメニューの下部から表示オプションを選択します。

参考：「イベントビューア」のビデオイメージの下にスコープを表示すると便利な場合があります。そのためには、
「イベントビューア」の「設定」ポップアップメニューから「縦方向レイアウト」を選択します。詳しくは、80 ペー
ジの「イベントビューア」でメディアを再生する／スキミングする を参照してください。
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「波形」モニタの表示オプション
「波形」モニタには、現在調べているクリップの ルミナンス と クロマ の相対的なレベルが表示されます。これらの
値は左から右に表示され、イメージの左から右へのルミナンスとクロマのレベルに関する相対的な分布を反映しま
す。表示される波形のスパイクおよびくぼみは、それぞれピクチャの明るい領域および暗い領域に相当します。波
形も、ビデオ内の項目の色に一致する色合いになります。

「波形」モニタの右上隅にある「設定」ポップアップメニューには、さまざまな表示オプションがあります：

 • RGB パレード：3 つの波形が並び、ビデオが赤、緑、および青の 3 つの別々の成分として表示されます。波形
には赤、緑、青の色が付いているので、簡単に識別できます。

「RGB パレード」の表示は、2 つのクリップ間の赤、緑、青の相対レベルを比較するのに便利です。1 つのクリッ
プの青みがほかのクリップよりも多い場合、「波形」モニタでは青の多いクリップの青い波形が高く、他方のクリッ
プの青い波形が低く表示されます。
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 • RGB オーバーレイ：赤、緑、青の色成分の波形を組み合わせて 1 つの表示にしたものです。

 • 赤：赤のカラーチャンネルのみが表示されます。

 • 緑：緑のカラーチャンネルのみが表示されます。

 • 青：青のカラーチャンネルのみが表示されます。

 • ルミナンス：ビデオのルミナンス成分のみが表示されます。

 • クロマ：ビデオのクロマ成分のみが表示され、ビデオの色に合わせた色合いになります。

 • Y’CbCr パレード：ルミナンス成分、Cb（青の 色差 チャンネル）成分、および Cr（赤の色差チャンネル）成
分の 3 つの波形が別々に並べて表示されます。波形には白（ルミナンス）、マゼンタ（Cb）、および黄（Cr）の
色が付いているので、各成分の波形を簡単に識別できます。
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 • IRE：ビデオの範囲が IRE 単位で表示されます。

 • ミリボルト：ビデオの範囲がミリボルト単位で表示されます。

 • ガイド：「波形」モニタのグリッドと数値のオン／オフを切り替えます。

 • モノクロ：スコープ表示の明るさとサチュレーションを下げます。色の仕上げ段階で、視覚的に邪魔になるもの
や色覚に左右されることなく色調を確認できます。

 • ブライトネス：スコープ表示の相対的な明るさまたは暗さを設定できます。

「ベクトルスコープ」の表示オプション
「ベクトルスコープ」には、イメージ内の色の配分が円形スケールで表示されます。ビデオの色は一連の接続され
た点で表示され、それらの点はこのスケール内に該当します。スケールの周りの角度は表示される ヒュー を表して
おり、ターゲットは原色の赤、緑、青および二次色のイエロー、シアン、マゼンタを表しています。スケールの中心
から外側の円までの距離は、表示される色の サチュレーション を表します。スケールの中心はサチュレーションゼ
ロを表し、外側の円は最大のサチュレーションを表します。

「ベクトルスコープ」では、イメージのさまざまな色のヒューと強度を一目で見ることができます。「ベクトルスコー
プ」を使ってクリップの色を識別する方法を学べば、2 つのイメージの異なる部分が簡単に分かるので、イメージを
補正してできるだけ正確にマッチさせることができるようになります。

「ベクトルスコープ」の右上隅にある「設定」ポップアップメニューには、さまざまな表示オプションがあります：

 • 100%：カラーバー のターゲット（標準カラー・バー・テスト信号の各色を表す正方形）の参照クロマレベルを、
サチュレーション 100％ クロマに設定します。ソースメディアで 100 ％のカラーバーが参照として使用されてい
る場合にこれを使用します。

 • 133%：カラーバーのターゲットの参照クロマレベルを、サチュレーション 75 ％ クロマに設定します。ソースメ
ディアで 75 ％のカラーバーが参照として使用されている場合にこれを使用します。

 • ベクトル：赤を先頭付近にして、通常のクロマヒュー参照を使用します。

 • Mark3：90 度回転させて赤を右側にしたクロマヒュー参照を使用します。

 • 肌色インジケータを表示／隠す：カラーバーの黄色と赤のターゲットの間にある、肌色のクロマ位相を表す対角
線の表示／非表示を切り替えます。

 • モノクロ：スコープ表示の明るさとサチュレーションを下げます。色の仕上げ段階で、視覚的に邪魔になるもの
や色覚に左右されることなく色調を確認できます。

 • ブライトネス：スコープ表示の相対的な明るさまたは暗さを設定できます。
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「ヒストグラム」の表示オプション
「ヒストグラム」では、各色の合計ピクセル数または ルミナンス レベルを計算し、ルミナンスまたは色の比率ごとの
ピクセル数を示すグラフを作成することで、イメージの統計解析を行います。左から右への目盛りはルミナンスまた
は色の比率（パーセント）を表し、「ヒストグラム」グラフの各セグメントの高さはその比率に対応するピクセル数
を示します。

「ヒストグラム」の右上隅にある「設定」ポップアップメニューには、さまざまな表示オプションがあります：

 • ルミナンス：ビデオのルミナンス成分のみが表示されます。グラフの高さの目盛りの刻みは、そのルミナンスの
比率に対するイメージ内のピクセル数を表し、ほかのすべての値との相対値です。たとえば、イメージにハイライ
トがほとんどない場合、「ヒストグラム」では中間色調に値が集中します。

「ルミナンス」の「ヒストグラム」表示を使用すると、2 つのショットのルミナンスをすばやく比較して、それらの
シャドウ、中間色調、およびハイライトをより近くなるように調整できます。

グラフの形状も、イメージのコントラストの量を決定するのに役立ちます。コントラストの小さいイメージは、グ
ラフの中央近くに数値が集中し塊ができます。対照的に、コントラストの大きいイメージでは、グラフの全域にわ
たって数値が広く分布します。

 • RGB オーバーレイ：赤、緑、青の色成分の波形を組み合わせて 1 つの表示にしたものです。調べているイメー
ジで 2 つ以上の色のレベルが等しい場合は、合成した色が表示されます：

 • レベルの等しい緑と青はシアンとして表示されます。

 • レベルの等しい緑と赤は黄として表示されます。

 • レベルの等しい赤と青はマゼンタとして表示されます。

 • レベルの等しい赤、青、および緑はグレイとして表示されます。
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 • RGB パレード：3 つのグラフが並び、ビデオが赤、緑、および青の別々の成分として表示されます。波形には
赤、緑、青の色が付いているので、簡単に識別できます。

「RGB パレード」表示を使用して、イメージの色調範囲全体にわたる各カラーチャンネルの相対的な分布を比較
することができます。たとえば、赤の 色かぶり のあるイメージでは、赤が非常に強いグラフ、または緑と青の弱
いグラフになります。

 • 赤：赤のカラーチャンネルのみが表示されます。

 • 緑：緑のカラーチャンネルのみが表示されます。

 • 青：青のカラーチャンネルのみが表示されます。

 • ブライトネス：スコープ表示の相対的な明るさまたは暗さを設定できます。
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プロジェクトの共有の概要
「Final Cut Pro」には、プロジェクトまたはクリップを出力するためのさまざまな出力先が用意されています。出
力先は、あらかじめ構成された書き出し設定です。たとえば、プロジェクトまたはクリップを QuickTime ムービー
として書き出したり、iPhone や iPad などの Apple デバイスで視聴できるように書き出したり、Facebook や 
YouTube などの Web サイトで公開したり、ディスクに書き込んだりできます。ムービーのフレームを保存したり、
イメージシーケンスを書き出したりすることもできます。これらのオプションごとに異なる出力先が使用されます。

「Final Cut Pro」をはじめて開いたときは、「ファイル」メニューの「共有」サブメニューと、「共有」ポップアップ
メニューにデフォルトの出力先リストが表示されます。 

下の表に、デフォルトのリストに表示される各出力先の詳細を示します。 

出力先 用途

DVD プロジェクトを標準精細度（SD）の DVD に書き込みます。

マスター（デフォルト） プロジェクトを QuickTime ムービーファイルとして書き出し 
ます。

Apple デバイス 720p iPhone および iPod 用のファイルを書き出します。 

Apple デバイス 1080p iPad 用のファイルを書き出します。 

Facebook

YouTube

Vimeo

これらのいずれかの Web サイトのアカウントにプロジェクトを
公開します。

プロジェクトを共有する
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出力先を追加したり、デフォルトの出力先リストをカスタマイズした独自の出力先に置き換えたりすることも簡単に
できます。たとえば、ムービーのフレームを Photoshop ファイルとして保存したい場合は、「現在のフレームを保
存」を出力先リストに追加し、その出力先が Photoshop ファイルを書き出すことを指定する必要があります。出
力先の作成および変更は、「Final Cut Pro」の環境設定の「出力先」パネルで行います。 

また、出力先バンドルを作成して、一度に複数のタイプの出力を書き出すこともできます。詳しくは、394 ページの
共有の出力先を作成する／変更するを参照してください。 

デフォルトの出力先は「マスター」です。Command ＋ E キーを押すとすぐにこの出力先で共有できます。デフォ
ルトの出力先（このキーボードショートカットで有効になります）を変更する方法については、394 ページの共有の
出力先を作成する／変更するを参照してください。

出力をさらにカスタマイズするために、プロ向けの トランスコーディング アプリケーションである「Compressor」
を使用することもできます。詳しくは、404 ページの Compressor を使ってプロジェクトを書き出すを参照してくだ
さい。

プロジェクト、クリップ、および範囲を共有する
プロジェクト 全体、クリップ 全体、またはこれらの一部（範囲選択 で指定）を共有できます。共有するには、Final 
Cut Pro 内蔵の 出力先 のいずれかを使用するか、「Final Cut Pro」環境設定の「出力先」パネルで作成するカ
スタム出力先を使用します。詳しくは、436 ページの「出力先」環境設定 を参照してください。 

プロジェクトの各 ロール を個別の メディアステム として書き出して共有することもできます。後で別のプロジェクト
またはクリップから同じロールを書き出したい場合は、その設定をプリセットとして保存できます。

共有ファイルを作成するために必要な トランスコード処理 はバックグラウンドで行われるので、共有後も
「Final Cut Pro」でプロジェクトの作業を続けることができます。（トランスコード処理の開始後にプロジェクトに加
えた変更は出力ファイルに反映されないことに注意してください。）

出力形式については、393 ページのサポートされている書き出し形式を参照してください。

プロジェクト、クリップ、または範囲を共有する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ブラウザ」でプロジェクトまたはクリップを選択します。

 • 「タイムライン」のプロジェクトまたは「ブラウザ」のクリップで、いずれかの範囲を選択します。 

参考：プロジェクトの一部のみを共有するには、範囲選択を行う必要があります。クリップを選択するだけでは不
十分です。たとえば、I キーと O キーを使用して範囲の開始点と終了点を設定できます。 

 2 プロキシメディアを使用して再生するように設定されたプロジェクトを共有する場合は、「タイムライン」で開いてか
ら、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプション」ポップアップメニューから「最適化／オリジナル」を
選択してください。 

これにより、最高品質でファイルが書き出されることが保証されます。この設定を選択すると、最適化されたメディ
アを使用して共有ファイルが作成されます。最適化されたメディアがない場合は、元のメディアが使用されます。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「共有」と選択して、サブメニューから出力先を選択します。
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 • ツールバーの「共有」ボタンをクリックし、出力先を選択します。

重要：使用したい出力先がメニューにない場合は、出力先リストに手動で追加する必要があります。436 ページ
の「出力先」環境設定 を参照してください。

 4 表示される「共有」ウインドウで、以下のいずれかの操作を行います：

Move the pointer over the 
image to skim the video.

Project 
attributes

File 
information

 • イメージの上でポインタを動かしてビデオをスキミングします。

 • 右側の「情報」パネルで、タイトルや出力先など、プロジェクトまたはクリップの属性を確認および変更します。

詳しくは、399 ページの共有属性を変更するを参照してください。プロジェクトまたはクリップに関連付けられた
すべての属性が出力ファイルに含まれます。 

重要：タイトルフィールドには、デフォルトでプロジェクト名またはクリップ名が表示されます。タイトルを変更し
ても、プロジェクト名またはクリップ名は変更されません。書き出すファイルにはそれらの名前が使用されます。

 • 書き出されるファイルの情報がウインドウの下部に表示されます。これには、フレーサイズおよびフレームレート、
オーディオチャンネルおよびサンプルレート、継続期間、出力ファイルのタイプ、ファイルサイズが含まれます。
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出力先によっては、書き出したファイルを再生できるデバイスのリストも表示できます。対応しているデバイスを
表示するには、右下隅にある「互換性」アイコンの上でポインタを動かします。

Move the pointer 
over the icon to view 
compatible devices.

 5 出力先の設定を確認するには、「設定」をクリックします。 

「設定」パネルに出力先の設定が表示されます。必要に応じて、出力先の設定を変更します。

参考：出力先の設定を変更すると、変更内容がその出力先のデフォルト設定として保存されます。詳しくは、436 ペー
ジの「出力先」環境設定 を参照してください。

 6 「共有」または「次へ」をクリックします。 

表示されるボタンは、選択した出力先によって変わります。「次へ」をクリックした場合は、共有プロセスを完了す
る手順に従います。

トランスコード処理の進行状況は 「バックグラウンドタスク」ウインドウ で監視できます。ファイルのトランスコード
中に「Final Cut Pro」で作業を続けることもできます。

トランスコード処理が完了すると、通知 が表示されます。「共有」インスペクタで共有プロジェクトを表示したり探し
たりできます。詳しくは、405 ページの共有プロジェクトの状況を表示するを参照してください。

参考：プロジェクトにチャプタマーカーを追加した場合、ディスク（DVD または Blu-ray ディスク）を作成するか、
MV4、QuickTime、または MP4 フォーマット（「iTunes」、「QuickTime Player」、Apple デバイスでの再生
用）に書き出すと、適切な位置にチャプタマーカーのサムネールが配置されます。詳しくは、149 ページのチャプ
タマーカーとそのサムネールイメージを管理するを参照してください。

サポートされている書き出し形式
「マスター」共有 出力先 を使用して、いくつかの形式にネイティブに書き出すことができます。書き出しについて
は、391 ページのプロジェクト、クリップ、および範囲を共有するを参照してください。「Compressor」の設定を
使用して追加形式に書き出すことができます。詳しくは、404 ページの Compressor を使ってプロジェクトを書き
出すを参照してください。

マスター出力先
「マスター」共有出力先を使用して、次の形式に書き出すことができます：

 • Apple Intermediate Codec
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 • Apple ProRes（すべてのバージョン）

 • DV（DVCAM、DVCPRO、および DVCPRO50 を含む）

 • DVCPRO HD

 • H.264

 • HDV

 • MPEG IMX（D-10）

 • 非圧縮 10 ビット 4:2:2

 • 非圧縮 8 ビット 4:2:2

 • XDCAM HD／ EX／ HD422

 Compressor 設定
「Compressor」の設定を使用して、次の形式に書き出すことができます：

 • Apple アニメーションコーデック

 • AVC-Intra （他社製のプラグインが必要です）

 • QuickTime 形式

参考：ソース・メディア・ファイルの形式によっては、上記の書き出し形式の一部を利用できない場合があります。

共有の出力先を作成する／変更する
「Final Cut Pro」環境設定ウインドウの「出力先」パネルで、既存の出力先を変更したり、新しい出力先を追加し
たり、出力先を削除したり、出力先のバンドルを作成したりできます。バンドルを作成すると、複数のタイプの出力
を一度に書き出すことができます。また、「Final Cut Pro」を最初に開いたときに表示されたデフォルトの出力先
リストに戻すこともできます。

「Final Cut Pro」からプロジェクトおよびクリップを共有する方法については、390 ページのプロジェクトの共有の
概要を参照してください。
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新しい出力先を作成する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「共有」＞「出力先を追加」と選択します。

 • 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択し、ウインドウの上部にある「出力先」ボタンをクリックします。必要
に応じて左側の「出力先」リストで「出力先を追加」を選択してください。

 • クリップまたはプロジェクトを選択し、ツールバー の「共有」ボタンをクリックして、ポップアップメニューから「出
力先を追加」を選択します。

 2 「環境設定」ウインドウの「出力先」パネルで、以下のいずれかの操作を行います：

 • 出力先を右側の領域から左側の「出力先」リストにドラッグします（または右側の出力先をダブルクリックします）。

Drag a destination 
to the Destinations list.Destinations list

 • Control キーを押したまま「出力先」リストで出力先をクリックし、ショートカットメニューから「複製」を選択し
ます。

新しい出力先が左側のリストに表示されて選択され、その出力先の設定が右側に表示されます。 
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 3 新しい出力先に適用したい設定を選択します。 

Modify the settings for 
the new destination.New destination

各出力先のコントロールについては、436 ページの「出力先」環境設定 を参照してください。

さまざまなタイプの出力先を設定する際のヒントを示します：

 • Web 出力先を選択した場合：表示されるウインドウにユーザ名とパスワードを入力して、「OK」をクリックしま
す。設定する出力先によっては、アカウントまたはデバイスの確認が必要な場合があります。その場合は、画面
の指示に従ってください。

「このパスワードをキーチェーンに保存」チェックボックスを選択すると、ユーザ名とパスワードが保存されるの
で、出力先を共有するたびにパスワードを入力する必要がなくなります。

 • 「Compressor 設定」出力先を選択した場合：表示されるウインドウで「Compressor 設定」を選択し、「OK」
をクリックします。表示される設定には、「Final Cut Pro」に含まれる Compressor 設定と、ユーザが追加し
た設定が含まれます。

重要：「Compressor 設定」の出力先は、お使いのシステムに「Compressor」がインストールされているか、
ほかの人から Compressor 設定をもらっている場合にのみ使用できます。

出力先はいつでも調整できます。たとえば、新しい名前を入力したり、右側のコントロールを使って出力先設定を
変更したりできます。出力先をカスタマイズすると、変更内容が自動的に保存されます。

既存の出力先を変更する

参考：プロジェクトまたはクリップをすでに共有しているときに、既存の出力先の設定を変更することもできます。詳
しくは、391 ページのプロジェクト、クリップ、および範囲を共有するを参照してください。

 1 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択して、「出力先」をクリックします。

「出力先」パネルが表示され、左側に出力先のリストが表示されます。
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 2 以下のいずれかの操作を行います： 

 • 出力先の設定を変更するには：出力先を選択し、右側に表示される出力先設定を変更します。

Modify the settings for 
the selected destination.

Select a destination 
in the Destinations list.

 • 別の Web アカウントを使用するには：Web 出力先を選択し、アカウント名の右側の「詳細」ボタンをクリック
します。表示されたウインドウで、新しいアカウント名とパスワードを入力してから、「OK」をクリックします。画
面の指示に従って識別情報を確認してデバイスを有効にしてから、「完了」をクリックします。

同じ Web 出力先で複数のアカウントを利用する場合は、Web 出力先の追加インスタンスを作成し、別のアカウ
ント名とパスワードを入力してから、「OK」をクリックします。
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 • 出力先の設定を初期の設定に戻すには：Control キーを押したまま「出力先」リストで出力先をクリックし、ショー
トカットメニューから「元の設定に戻す」を選択します。

出力先の設定が初期値に戻り、設定が自動的に保存されます。

 • 出力先の名前を変更するには：左側のリストで出力先をダブルクリックして、新しい名前を入力します。

 • リスト内で出力先を並べ替えるには：「出力先」リストで出力先を新しい位置にドラッグします。

各出力先のコントロールについては、436 ページの「出力先」環境設定 を参照してください。

出力先を変更すると、変更内容が自動的に保存されます。

出力先のバンドルを作成する
バンドルを使用すると、複数のタイプの出力を 1 ステップで簡単に作成できます。バンドルには、複数の出力先が
含まれます。バンドルを使ってプロジェクトまたはクリップを共有すると、バンドルに含まれる各出力先用のファイル
が自動的に生成されます。

 1 「環境設定」ウインドウの「出力先」パネルで、「出力先」リストの「出力先を追加」を選択し、「バンドル」の出
力先をダブルクリックするか、右側の領域から左側の「出力先」リストにドラッグします。

「出力先」リストに空のバンドルが表示されます。

 2 バンドルに出力先を追加するには、「出力先」リストから既存の出力先をバンドルにドラッグするか、「出力先を追
加」を選択して右側の領域から出力先をバンドルにドラッグします。

ヒント：「出力先」リストの出力先からすばやくバンドルを作成するには、「出力先」リストで 1 つ以上の出力先を
選択し、Control キーを押したまま「出力先」リストをクリックして、ショートカットメニューから「選択項目から新
規バンドル」を選択します。

出力先を削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押したまま「出力先」リストで出力先をクリックし、ショートカットメニューから「削除」を選択し 
ます。

 m 「出力先」リストで出力先を選択し、Delete キーを押します。

 m 「出力先」リストで出力先を選択し、リストの下にある「削除」（－）ボタンをクリックします。

デフォルトの出力先を割り当てる
デフォルトの出力先を設定したら、Command ＋ E キーを押すとすぐにこの出力先で共有できます。「ブラウザ」内
のクリップを選択すると、そのクリップが共有されます。「タイムライン」がアクティブであれば、プロジェクトが共有
されます。デフォルトでは、このショートカットは「マスター」出力先に割り当てられています。これを変更して、選
択した任意の出力先（または出力先バンドル）でキーボードショートカットが共有されるようにすることができます。

 m Control キーを押したまま、デフォルトにしたい出力先またはバンドルをクリックし、ショートカットメニューから「デ
フォルトにする」を選択します。

新しいデフォルトの出力先の名前に「（デフォルト）」のラベルが付きます。

「Final Cut Pro」の初期時のデフォルト出力先リストに戻す
 m control キーを押したまま「出力先」リストをクリックし、ショートカットメニューから「デフォルトの出力先を復元」
を選択します。

独自に作成した出力先が削除され、デフォルトの出力先リストが表示されます。デフォルトの出力先リストについて
は、390 ページのプロジェクトの共有の概要を参照してください。

Final Cut Pro ユーザ間で出力先を共有する
 m 自分の「Final Cut Pro」から出力先を書き出すには：「Final Cut Pro」環境設定の「出力先」パネルにある「出
力先」リストから、1 つ以上の出力先を Finder 内のいずれかの場所にドラッグします。

出力先ファイルには .fcpxdest の拡張子が付きます。
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 m 自分の「Final Cut Pro」に出力先を読み込むには：Finder から「出力先」リストに出力先ファイルをドラッグし
ます。

追加した出力先は、「出力先」リスト、「ファイル」メニューの「共有」サブメニューと、ツールバー の「共有」ボ
タンをクリックしたとき表示されるポップアップメニューに表示されます。

共有属性を変更する
共有属性は、書き出すファイルに含まれる プロジェクト メタデータおよび クリップ メタデータです。「共有」インス
ペクタで共有属性を表示したり変更したりできます。

Attribute fields

クリップまたはプロジェクトの共有属性を表示する／変更する

 1 クリップまたはプロジェクトを選択します。

 2 「共有」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「共有」ボタンをクリックします。

 3 選択した項目の属性が表示されない場合は、「属性」の上でポインタを動かして「表示」をクリックします。

Click Show.
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 4 属性フィールドに新しいテキストを入力します。

属性として定義されている語句を入力すると、入力の終了後にその属性（青い丸で囲まれた語句）が表示されます。

Attribute fields

「共有」インスペクタに表示される属性フィールドを変更する

 1 クリップまたはプロジェクトを選択します。

 2 「共有」インスペクタ を開きます。

「共有」インスペクタには、属性フィールドをカスタマイズするために使用できるポップアップメニューがあります。

Click to view options 
for customizing 
attribute fields.

 3 「属性」ポップアップメニューで、以下のいずれかの操作を行います：

 • 属性フィールドを追加するには：フィールド名を選択します（名前の横にチェックマークを付けます）。
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チェックマークの付いたフィールドは「共有」インスペクタに表示され、クリップまたはプロジェクトと共に書き出
されます。 

Fields that are shown 
in the Share inspector 
have a checkmark.

 • 属性フィールドを削除するには：フィールド名を選択します（名前の横のチェックマークを外します）。

 • 「Final Cut Pro」のデフォルトの属性フィールドのみを表示するには：「デフォルトフィールドを表示」を選択し
ます。 

このオプションを選択すると、「タイトル」、「説明」、「作成者」、「タグ」の各フィールドのみが表示されます。

重要：デフォルトフィールドは削除できません。

 • 選択した属性フィールドをデフォルトセットとして保存するには：「デフォルトとして保存」を選択します。

 • 属性フィールドのデフォルトセットを表示するには：「デフォルトにアップデート」を選択します。

「共有」インスペクタのフィールドに自動的に表示される属性を変更する
属性フィールドに自動的に表示される属性を設定できます。

 1 「共有」インスペクタ で、「属性」ポップアップメニューから「共有フィールドを編集」を選択します。

 2 「共有フィールドを編集」ウインドウの左側にあるリストで、属性フィールドを選択します。 

選択したフィールドに割り当てられている属性が「フォーマット」フィールドに表示されます。 

Select an attribute field. Format field

Options for the field appear 
in the middle of the window.
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 3 選択した属性フィールドを編集するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 属性を追加するには：ウインドウ中央から「フォーマット」フィールドに属性（青い丸で囲まれた語句）をドラッ
グします。フィールドに属性名を入力することもできます。 

 • テキストを追加するには：ウインドウ上部にある「フォーマット」フィールドに語句を入力します。

 • カスタム名の属性を作成するには：ウインドウ下部にある「カスタム名」フィールドに語句を入力して、「カスタ
ム名」属性を「フォーマット」フィールドにドラッグします。

ヒント：カスタム名の属性は「フォーマット」フィールドに「カスタム名」として表示されるため、長いフレーズ
または文の代わりに「カスタム名」を使用して、「フォーマット」フィールドの残りの属性およびテキストを見や
すくすることができます。 

 • 属性またはテキストを削除するには：属性またはテキストを選択して、Delete キーを押します。 

属性を追加したり削除したりすると、「フォーマット」フィールドの下に表示される例に変更内容が反映されます。

 4 完了したら、「OK」をクリックします。 

ロールをファイルとして共有する
プロジェクトの ロール を個別の メディアステム として書き出すことで共有できます。後で別のプロジェクトまたはク
リップから同じロールを書き出したい場合は、その設定をプリセットとして保存できます。

ロールを個別のファイルとして共有する
プロジェクトまたはクリップの 1 つ以上のロールをメディアステムとして書き出すことができます。たとえば、プロジェ
クトのダイアログ、ミュージック、およびサウンドエフェクトにロールを割り当ててそれらを書き出すことにより、ダイ
アログ、ミュージック、およびサウンドエフェクトを個別のメディアファイルとして書き出すことができます。ロールは、
結合したマルチトラック QuickTime ファイルとして書き出すことも、個別のオーディオファイルまたはビデオファイ
ルとして書き出すこともできます。また、オーディオチャンネルにモノラル、ステレオ、またはサラウンドの出力を割
り当てることもできます。詳しくは、313 ページのロールの概要を参照してください。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ブラウザ」でプロジェクトまたはクリップを選択します。

 • 「タイムライン」のプロジェクトまたは「ブラウザ」のクリップで、いずれかの 範囲 を選択します。

 2 「ファイル」＞「共有」＞「マスター」と選択して（または ツールバー の「共有」ボタンをクリックして）、「マス
ター」を選択します。

参考：「マスター」または「ファイルを書き出す」の 出力先 をベースに独自に作成した出力先を選択することもで
きます。 

 3 「設定」ボタンをクリックし、以下の設定を指定します（設定項目はソースメディアによって異なります）： 

 • フォーマット：マスタリングフォーマット（ビデオとオーディオ、ビデオのみ、オーディオのみ）を選択します。

 • ビデオコーデック：デフォルトではソースのコーデックが表示されます。ソースメディアによっては、別のコーデッ
クも選択できます。

 • 解像度：ソース素材に基づく 解像度 が表示されます。ソースメディアによっては、別の解像度も選択できます。

 • オーディオ・ファイル・フォーマット：デフォルトではソースのフォーマットが表示されます。ソースメディアによっ
ては、別のオーディオフォーマットも選択できます。

 • チャプタマーカーを含める：書き出したファイルにチャプタマーカーを含める場合に選択します。

 • このアプリケーションで開く：書き出し完了時に実行する処理を選択します。
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 4 「ロール」ポップアップメニューで、ロールの書き出し方法を選択します。

参考：このポップアップメニューで選択できるオプションは、「フォーマット」および「オーディオ・ファイル・フォー
マット」のポップアップメニューでの選択内容によって変わります。

 • QuickTime ムービー：プロジェクト内のすべてのロールを単一の QuickTime ムービーとして書き出します。

このオプションを選択する場合は、手順 5 をスキップします。

 • マルチトラック QuickTime ムービー：指定したロールを単一の QuickTime ムービーとして書き出します。

 • 個別のファイル：指定した各ビデオロールおよびオーディオロールを個別のファイルとして書き出します。

 • ビデオのみを個別のファイルにする：指定した各ビデオロールを個別のファイルとして書き出します。

 • オーディオのみを個別のファイルにする：指定した各オーディオロールを個別のファイルとして書き出します。

 5 ロールを追加または削除したい場合は、以下の操作を行います：

 • 書き出すファイルにロールを追加するには：「ビデオファイルを追加」または「オーディオファイルを追加」ボタ
ンをクリックし、表示されるポップアップメニューからロールを選択します。

オーディオロールを追加する場合は、ロールのチャンネル形式（モノラル、ステレオ、またはサラウンド）も選択
できます。詳しくは、168 ページのオーディオチャンネルを構成するを参照してください。

 • 書き出すファイルからロールを削除するには：削除したいロールの上でポインタを動かし、ポップアップメニュー
の右に表示される「削除」（－）ボタンをクリックします。

These roles will be exported.

 6 「次へ」をクリックし、表示されるウインドウでファイルの情報を入力したら、「保存」をクリックします。

トランスコード処理の進行状況は 「バックグラウンドタスク」ウインドウ で監視できます。ファイルのトランスコード
中に「Final Cut Pro」で作業を続けることもできます。

トランスコード処理が完了すると、通知 が表示されます。「共有」インスペクタで共有プロジェクトを表示したり探し
たりできます。詳しくは、405 ページの共有プロジェクトの状況を表示するを参照してください。
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カスタムプリセットを作成する／変更する
共有するロールのカスタマイズリストを作成した場合は、プリセットとして保存できます。

 1 上の「ロールを個別のファイルとして共有する」の手順に従って、共有のオプションを構成します。

 2 「ロール」ポップアップメニューで、以下のいずれかの操作を行います： 

 • 新規プリセットを保存するには：「別名で保存」を選択し、プリセットの名前を入力して、「保存」をクリックします。

 • 既存のプリセットへの変更内容を保存するには：プリセットを選択し、変更を加えたら「保存」を選択します。

 • 変更したプリセットを新規プリセットとして保存するには：プリセットを選択し、変更を加えたら「別名で保存」を
選択してプリセットの名前を入力し、「保存」をクリックします。

 • プリセットの名前を変更するには：プリセットを選択し、「名称変更」を選択してプリセットの新しい名前を入力し、
「保存」をクリックします。

作成したカスタムプリセットは「ロール」ポップアップメニューに表示されます。

カスタムプリセットは /ユーザ /＜ユーザ名＞ /ライブラリ /Application Support/ProApps/Export Presets/ 
に保存されます。それらにすばやくアクセスするには、「ロール」ポップアップメニューから「Finder にユーザプリ
セットを表示」を選択してください。

カスタムプリセットを削除する
必要がなくなったカスタムプリセットを削除できます。

 1 プロジェクトまたはクリップを選択し、ツールバー の「共有」ボタンをクリックしてから、「マスター」を選択します。

 2 「共有」ウインドウで「設定」ボタンをクリックし、削除したいカスタムプリセットを「ロール」ポップアップメニュー
から選択します。 

カスタムプリセットがポップアップメニューに一覧表示されます。

プリセットを選択すると、その名前の横にチェックマークが表示されます。

 3 「ロール」ポップアップメニューで、「削除」を選択します。

Compressor を使ってプロジェクトを書き出す
「“Final Cut Pro”」に用意されている 出力先 では、プロジェクト や クリップ を書き出すためのさまざまなオプショ
ンを設定できます。さらに詳細なオプションが必要な場合は、「Compressor」を使って高度にカスタマイズした書
き出し設定を作成できます。「Compressor」は、「“Final Cut Pro”」と連携するプロ向けの トランスコーディン
グ アプリケーションです。たとえば、「Compressor」のフレームのリタイミングとサイズ変更のコントロールを使っ
て、出力ファイルでフレームサイズおよびフレームレートの高品質な調整を行うことができます。 

重要：「Compressor」を使用して書き出すには、「Compressor 4.1」がインストールされている必要があります。
「Compressor 4.1」は別途ご購入ください。

プロジェクトを「Compressor」に送信する
 1 「ブラウザ」のプロジェクトまたはクリップ、あるいはプロジェクトまたはクリップ内の 範囲 を選択します。 

 2 「ファイル」＞「Compressor へ送信」と選択します。

参考：「Compressor へ送信」コマンドは、「Final Cut Pro」と同じコンピュータに「Compressor」がインストー
ルされていない場合には淡色表示されます。

「Compressor」が新しい バッチ で開きます。プロジェクトまたはクリップのメディアファイルを含む ジョブ が表示
されています。

 3 「出力を追加」をクリックして手順に従ってジョブを設定し、「バッチを開始」をクリックします。

ジョブおよび設定の構成について詳しくは、「Compressor ヘルプ」（http://help.apple.com/compressor）を
参照してください。
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共有プロジェクトの状況を表示する
「共有」インスペクタには、プロジェクトまたはクリップが共有された日時と場所が表示されます。Web 出力先でプ
ロジェクトまたはクリップを共有する場合は、「共有」インスペクタを使用して、ビデオが共有されている Web サイ
トに移動したり、ビデオが共有されている場所の URL を記載したメールを送信したり、共有サイトからビデオを削
除したりすることもできます。「マスター」出力先（または「マスター」出力先に基づいて作成したカスタム出力先）
を使ってプロジェクトまたはクリップを共有する場合は、Finder で共有ファイルを探すことができます。 

Click to open the shared 
item’s pop-up menu.

View the exported file 
in the Finder.

「共有」インスペクタを開く

 1 「ライブラリ」リスト で、情報を確認したい共有クリップまたは共有プロジェクトが含まれているイベントを選択し 
ます。

 2 「ブラウザ」で、情報を確認したい共有クリップまたは共有プロジェクトを選択します。

 3 「共有」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「共有」ボタンをクリックします。

ウインドウの上部にプロジェクトまたはクリップの情報の概要が表示され、ウインドウの中央には共有属性、ウインド
ウの下部にはプロジェクトまたはクリップの共有場所についての情報が表示されます。

Summary

Attributes

Where the clip 
has been shared
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「共有」インスペクタで以下のことができます：

 • 虫眼鏡アイコンをクリックして、書き出したファイルを Finder に表示する。

 • 共有項目のポップアップメニューをクリックして、詳細オプションにアクセスする（共有項目の Web サイトにアク
セスする、リンクを友達にメールで送信するなど）。

プロジェクトまたはクリップが共有されている Web サイトに移動する
 m 「共有」インスペクタで、共有項目のポップアップメニューから「アクセス」を選択します。

参考：すべての共有項目にポップアップメニューがあるわけではありません。

Web サイトで共有されているプロジェクトまたはクリップについてのメールを作成する
 1 「共有」インスペクタで、共有項目のポップアップメニューから「友達に知らせる」を選択します。

 2 「メール」で、作成したメールを完成して「送信」をクリックします。

メールにはプロジェクトまたはクリップが共有されている Web サイトへのリンクが記載されています。

Finder で共有プロジェクトまたはクリップを探す
「共有」インスペクタで、以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトまたはクリップが 1 回だけ公開されていて、共有項目が 1 つのみ表示されている場合：虫眼鏡アイコ
ンをクリックします。

 m プロジェクトまたはクリップが 2 回以上公開されている場合：「表示」をクリックして共有項目を表示し、探したい項
目の虫眼鏡アイコンをクリックします。 

共有ファイルについて詳しくは、411 ページのソース・メディア・ファイルを探すを参照してください。
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メディア管理の概要
「Final Cut Pro」には、メディアファイルを管理するための柔軟で強力なツールがあります。

「Final Cut Pro」をはじめて開くと、「ムービー」フォルダにライブラリファイルが自動的に作成されます。ライブ
ラリファイルにメディアを読み込むことも、「Final Cut Pro」から別の場所にあるメディアファイルにアクセスするこ
ともできます。Final Cut Pro ライブラリのデータベースは、編集内容、関連付けられたメタデータ、およびすべて
のイベント、プロジェクト、クリップ（最適化されたメディアファイルまたはレンダリングされたメディアファイルも含
まれます）を追跡します。ライブラリのデータベースはすべてのソース・メディア・ファイル（ビデオファイル、オー
ディオファイル、または静止画像ファイル）も追跡します。これらの保存先が「Final Cut Pro」のライブラリファイ
ルであるか、その他の場所であるかは関係ありません。ライブラリが大きくなってきたら、必要に応じてクリップや
イベント、プロジェクトを名称変更、コピー、移動、および削除できます。

複数のライブラリとイベントを使用して、ワークフローに合わせてメディアやプロジェクトを整理することができます。
たとえば、イベントのコピーや移動は、「Final Cut Pro」がインストールされている別の Mac を使ってプロジェク
トを操作したい場合や、コンピュータのハードディスク上の領域を解放したい場合に役立ちます。「統合」コマンド
などのその他のメディア管理ツールを使用すれば、バックアップや共有ストレージの管理ができます。

一般的なメディア管理の作業は以下の通りです：

 • ソース・メディア・ファイルを高品質で作業しやすい最適化されたフォーマットまたはプロキシフォーマットに トラ
ンスコードする。415 ページの最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・ファイルを管理するを参照し
てください。

 • 作業内容をバックアップする。415 ページのプロジェクト、イベント、およびライブラリをバックアップするを参照
してください。

 • ソース・メディア・ファイルを 1 つの場所に統合する。414 ページのプロジェクト、イベント、およびライブラリ
を統合するを参照してください。

 • ソース・メディア・ファイルを探す。411 ページのソース・メディア・ファイルを探すを参照してください。

 • クリップをメディアファイルに再接続する。411 ページのクリップをメディアファイルに再接続するを参照してくだ
さい。

メディア、ライブラリ、およびアーカイブを
管理する
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 • ライブラリ間で項目をコピーおよび移動するなど、複数のライブラリを管理する。421 ページのライブラリの管理
の概要を参照してください。

 • カメラアーカイブを作成し、カメラやビデオカメラの内容を任意のコンピュータ上ですぐに使えるバックアップとし
て保存する。425 ページのカメラアーカイブを作成する／管理するを参照してください。

一般に、カメラ、外部ストレージディスク、または別のデバイスからのメディアの読み込みも、メディア管理の 1 つ
と考えられています。22 ページの読み込みの概要を参照してください。

プロジェクトとイベントを「Final Cut Pro 10.1」にアップデートする
「Final Cut Pro 10.1」には、今後の作業スピードを向上させるための根本的な変更点が含まれています。「Final 
Cut Pro 10.1」では、イベントとプロジェクトがライブラリ内に整理されています（詳しくは、17 ページのライブラ
リとは？を参照してください）。以前のバージョンの「Final Cut Pro X」で作成されたプロジェクトとイベントを操
作するには、それらをバージョン 10.1 にアップデートする必要があります。「Final Cut Pro 10.1」をはじめて開く
ときに既存のプロジェクトとイベントをアップデートするか、後でそれらをアップデートできます。

詳しくは、「Final Cut Pro X 10.1：ライブラリについてよくある質問」
（http://support.apple.com/kb/HT5958?viewlocale=ja_JP）を参照してください。

重要：ファイルを新しい形式に完全にアップデートする前に、ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお
勧めします。プロジェクトとイベントを「Final Cut Pro 10.1」にアップデートすると、これらは以前のバージョンの
「Final Cut Pro」では使用できなくなります。「Final Cut Pro」のバージョン 10.0.9 を使用する必要がある場合
には、「Final Cut Pro」アプリケーションの現在のコピーをバックアップすることで、ファイルを別の Mac に移動し
てそれらのプロジェクトで作業を続けることができます。ファイルおよび「Final Cut Pro」アプリケーションのバック
アップについて詳しくは、「Final Cut Pro X 10.1：最善なアップデート方法」（http://support.apple.com/kb/ 
HT5550?viewlocale=ja_JP）および「Final Cut Pro」のサポート Web ページ（http://www.apple.com/jp/ 
support/finalcutpro）を参照してください。

プロジェクトとイベントをアップデートする際には、以下が実行されます：

 • 「Final Cut Projects」または「Final Cut Events」という名前のフォルダが含まれる接続ボリュームごとに、そ
のボリューム名の新しいライブラリが作成されます。既存のプロジェクトとイベントは新しいライブラリに移動され
ます。

 • 各接続ボリュームのすべてのプロジェクトが「アップデート済みのプロジェクト」という名前の新しいイベントにま
とめられ、このイベントが各ボリュームの新しく作成されたライブラリに保存されます。

 • プロジェクトフォルダにキーワードが作成されます。アップデートの前に「プロジェクトライブラリ」内にプロジェク
トフォルダがあった場合、これらのフォルダに入っていたプロジェクトにはプロジェクトフォルダの名前がキーワー
ドとして割り当てられます。

 • ほかのボリュームにある既存の複合クリップまたはマルチカムクリップが現在のライブラリにコピーされます。こ
れによって、新しいライブラリには必要なものがすべて揃います。

 • 別のボリューム上のイベントまたはプロジェクトにリンクされているイベントメディアが含まれる各ボリュームに、
「Final Cut External Media」という名前のフォルダが作成されます。アップデートの後は、「統合」コマンド
を使用して、リンク先のメディアをリンク元のイベントと同じボリュームにコピーできます。

 • アップデートの完了後、古いプロジェクトとイベントのファイルをゴミ箱に移動するかどうか確認されます。ゴミ箱
に移動することを選択した後に、元のプロジェクトとイベントに戻る必要がある場合は、Finder の「ファイル」＞
「戻す」コマンドを使用して元の場所にプロジェクトとイベントを戻すことができます。ただし、ゴミ箱を空にし
た後、削除したプロジェクトおよびイベントのファイルを復元することはできません。

参考：メディアファイルはゴミ箱に移動されることも削除されることもありません。
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プロジェクトとイベントのアップデートのオプションを選択する
「Final Cut Pro」に既存のプロジェクトおよびイベントがある場合は、はじめて「Final Cut Pro 10.1」を開いた
ときにアップデートのオプションが表示されます。

表示されるウインドウで、以下のいずれかのオプションを選択します：

 m すべてをアップデート：「すべてをアップデート」をクリックすると、既存のプロジェクトとイベントがライブラリにまと

められます。これは最も単純なオプションです。各ボリュームのプロジェクトとイベントは、ボリューム上の 1 つのラ
イブラリにまとめられます。アップデート後に、特定のワークフローに合わせてライブラリとイベントを整理すること
をお勧めします。詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

 m 後でアップデート：何をすべきか分からない場合は、アップデートを延期できます。このオプションを選択すると、新

しいライブラリが作成されます。「Final Cut Pro 10.1」をすぐに使い始めて、新しいイベントとプロジェクトを作成
できます。「ファイル」＞「プロジェクトとイベントをアップデート」と選択することで、既存のイベントとプロジェク
トは後からいつでもアップデートできます。

 m 場所を指定：Xsan ボリューム上の SAN の場所を使用している場合、「場所を指定」をクリックすると SAN の場所
のフォルダに移動してこれらのフォルダをアップデートできます。「Final Cut Projects」または「Final Cut Events」
フォルダが含まれるボリューム、SAN の場所、あるいはフォルダを選択してアップデートできます。これによって、
元のプロジェクトとイベントの保存先フォルダの横に新しいライブラリが作成されます。この手動アップデートはいつ
でも行うことができます。たとえば、「Final Cut Pro 10.1」をはじめて開いたときには SAN の場所が接続されて
いない場合があります。

アップデート処理中に、アップデートしたプロジェクトおよびイベントの古いバージョンをゴミ箱に移動するかどうか
確認されます。ゴミ箱に移動した後に、何らかの理由で古いプロジェクトが必要な場合（たとえばアップデートして
いないユーザがシステムに複数いる場合など）は、元の場所にファイルを戻すことができます。これには、ゴミ箱
を開いてファイルを選択してから、「ファイル」＞「戻す」と選択します。ただし、ゴミ箱を空にした後、削除した
プロジェクトおよびイベントのファイルを復元することはできません。

参考：「戻す」コマンドは SAN の場所には使用できません。

プロジェクトとイベントを手動でアップデートする
初回アップデートの後にイベントとプロジェクトをアップデートしなければならないケースを以下に示します：

 • 初回アップデート時に接続されていなかったボリュームにあるイベントとプロジェクト、または SAN の場所にある
イベントとプロジェクト

 • 接続されているボリュームのルートレベルに保存されていなかったイベントとプロジェクト

 • Intelligent Assistance 社の「Event Manager X」アプリケーションの使用時にオフラインになっていたプロ
ジェクト、イベント、またはイベントのセット

 • アップデートオプションがはじめて表示されたときに「後でアップデート」をクリックした場合、すべてのプロジェ
クトとイベント

これらのプロジェクトとイベントはいつでもアップデートできます。

 1 必要に応じて、アップデートしたいプロジェクトとイベントが含まれるボリュームを接続して、「Final Cut Pro」を開
きます。

 2 「ファイル」＞「プロジェクトとイベントをアップデート」と選択します。 

 3 アップデートウインドウが表示されたら、上記の「プロジェクトとイベントのアップデートのオプションを選択する」で
説明されているアップデートオプションのいずれかをクリックします。

ライブラリの名前を変更して、ライブラリ間でイベントをドラッグできます。また、一連のイベントから新しいライブラ
リを作成することもできます。詳しくは、422 ページの新しいライブラリを作成するおよび 422 ページのライブラリ
とハードディスク間で項目をコピーする／移動するを参照してください。
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アップデート処理時、ボリューム間でメディアが自動的にコピーされることはありません。これは不要なコピーを避
けるためです。このため、各ライブラリのソース・メディア・ファイルをハードディスクまたはネットワーク上の 1 つ
の論理場所に統合しておくと、アップデート後の作業をスムーズに開始できます。詳しくは、414 ページのプロジェ
クト、イベント、およびライブラリを統合するを参照してください。

メディアファイルを管理する

クリップの情報を表示する
「情報」インスペクタには、クリップ の情報の概要が表示されます。クリップのソース・メディア・ファイルに関する
状況（ファイルの場所、ファイルで使用できるメディア、クリップが配置されている イベント、クリップが参照するイ
ベントなど）をここで確認できます。

クリップの情報を表示する

 1 「ブラウザ」でまたは「タイムライン」でクリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「情報」インスペクタを下にスクロールして「ファイル情報」セクションを表示します。

67% resize factor



 第 14 章    メディア、ライブラリ、およびアーカイブを管理する 411

再生するための最適化されたメディアまたはプロキシメディアの使用については、83 ページの再生品質および
パフォーマンスを制御するを参照してください。最適化されたメディアおよびプロキシメディアについて詳しくは、
415 ページの最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・ファイルを管理するを参照してください。

ソース・メディア・ファイルを探す
ライブラリにあるクリップの（ハードディスク上の）ソース・メディア・ファイルを探すことができます。 

イベントクリップのソース・メディア・ファイルを探す

 1 「ライブラリ」リスト が表示されない場合は、「ブラウザ」の左下隅にあるボタンをクリックします。

 2 「ライブラリ」リストで、クリップが含まれているイベントを選択します。 

 3 「ブラウザ」でクリップを選択します。

 4 「ファイル」＞「Finder に表示」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ R キーを押します）。

ソース・メディア・ファイルが選択された Finder ウインドウが開きます。 

「タイムライン」内のクリップに対するイベントのソースクリップをすばやく見つけることもできます。詳しくは、
114 ページの「タイムライン」内のクリップのソースクリップを見つける を参照してください。

クリップをメディアファイルに再接続する
「Final Cut Pro」では、クリップはメディアを表しますが、メディアファイルそのものではありません。
「Final Cut Pro」では、クリップとメディアファイル間のリンクが自動的に追跡されます。ただし、メディアファイル
にクリップを手動で再接続しなければならない場合もあります。

再接続が必要な一般的なケースとしては、メディアファイルがお使いの「Final Cut Pro」以外で変更されたり再作
成されたというものです。たとえば、色補正のためにファイルを送信して、色補正が済んだバージョンのファイルを
受け取ったら、イベント 内のクリップをこれらのファイルに再接続しなければならない場合があります。

手動の再接続が必要になるもう 1 つのケースは、メディアファイルが見つからない場合です。たとえば、Finder で
外部にリンクされているファイルを移動したり名前を変更した場合や、イベントまたはプロジェクトを別の場所に移
動した場合は、イベントまたはプロジェクトのクリップをファイルに再接続する必要があります（赤色の枠で囲まれた
黄色い三角形の警告が表示されます）。

どちらの場合も、手動で再接続することで、「Final Cut Pro」内のクリップがハードディスク上の正しいファイルに
接続されるようになります。再接続されたクリップのメタデータは変更されません。

再接続された新しいファイルには、元のファイルとは異なる解像度とコーデックを設定できますが、メディアタイプ
は同じである必要があります（つまり、ビデオクリップをオーディオファイルに再接続することはできません）。また、
元のファイルと同じフレームレートであり、類似のオーディオチャンネルである必要もあります。

再接続された新しいファイルは、元のファイルをトリミングしたバージョンであってもかまいませんが、ファイルを参
照するすべてのクリップをカバーするのに十分な長さである必要があります。

クリップをハードディスク上のメディアファイルに再接続すると、現在のライブラリにあるクリップのすべてのインスタ
ンス（ほかのプロジェクトまたはイベント内のクリップを含む）がアップデートされて、新しいメディアファイルにリン
クされます。つまり、複数のプロジェクトまたはイベントでクリップを使用した場合は、それらのプロジェクトとイベ
ントのそれぞれが新しいメディアファイルに再接続されます。 

参考：「ファイルを再接続」コマンドを取り消すことはできません。 
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クリップをメディアファイルに再接続する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ブラウザ」または「タイムライン」で、再接続したいクリップ、または再接続したいクリップが含まれているプロ
ジェクトを 選択 します。

 • 「ライブラリ」リスト で、再接続したいクリップが含まれているイベントまたはライブラリ全体を選択します。

 • 「タイムライン」で、再接続したいクリップを選択します。

 2 「ファイル」＞「ファイルを再接続」と選択します。

「ファイルを再接続」ウインドウが表示されます。デフォルトでは、このウインドウには見つからないクリップまたは
イベントのみが表示されます。

 3 選択したすべての項目を表示したい場合は、「すべて」を選択します。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • 一致するすべてのファイルを確認するには：「すべての場所を確認」をクリックします。 

 • 一致するファイルの一部を確認するには：リスト内の項目を選択し、「選択した項目の場所を確認」をクリックし
ます。 

 5 表示されるウインドウで、リンク先にしたいファイルのいずれか、またはそのファイルが含まれているフォルダに移動
します。
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ウインドウの下部にあるテキストは、ファイル名のみに基づいて、元のリスト内の項目に一致する可能性のある項目
がいくつ見つかったかを示します。

Text indicates how many 
matches were found.

参考：「Final Cut Pro」では、ディレクトリ構造と関連するファイル名の近似性に基づいて一致する項目が識別され
ます。たとえば、元のファイルが 2 つの隣接するフォルダ内に存在していた場合、「Final Cut Pro」では、選択し
たファイルが含まれているフォルダに隣接するフォルダ内が調べられ、相対パスにあるすべての一致するファイルが
再接続されます。元のファイルの名前が「File1」、「File2」、「File3」などの場合、「Final Cut Pro」で「File1_
A」というファイルへの再接続を選択すると、「File2_A」、「File3_A」などのファイルが検索されて、リスト内の残
りの項目が再接続されます。

 6 「選択」をクリックします。

「Final Cut Pro」では、ファイル名だけでなく、すべての属性が元の選択範囲の項目に一致することを確認するた
め、ファイルが解析されます。解析結果は元のファイルのリストの下に表示されます（たとえば、「3 個中 3 個のファ
イルが一致しました」と表示されます）。 

 7 解析結果の横に表示される開閉用三角ボタンをクリックすると、古いファイル（左側）と一致する新しいファイル（右
側）のリストが表示されます。

ファイルが誤って一致していると認識されている場合は、リスト内でそのファイルを選択し、Delete キーを押します。
その項目は「ファイルを再接続」ウインドウの上部にある元のリストに戻されます。

一致がない項目は、上の元のリストに残ります。それらの項目については、選択して手順 4 ～ 6 を繰り返すことで、
引き続き見つけることができます。
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 8 イベントクリップを新しいメディアファイルにリンクするには、「ファイルを再接続」をクリックします。

一致するすべてのクリップ（ほかのプロジェクトまたはイベント内のクリップを含む）がアップデートされて、新しい
メディアファイルにリンクされます。

プロジェクト、イベント、およびライブラリを統合する
プロジェクト を作成するときは、ローカルコンピュータや外部ストレージデバイスなど、さまざまな場所のメディア
ファイルを使用する可能性があります。プロジェクト、イベント、またはライブラリに使用されているメディアが複数
のフォルダや複数のハードディスクにある場合、すべてのメディアを 1 つの場所（1 つのストレージデバイス上）に
まとめることができます。この処理によってアーカイブの作成が容易になります。また、共有ストレージを使用する
などして、ほかのユーザが簡単にメディアにアクセスできるようになります。

「統合」は、ファイルを現在のライブラリ保存場所に配置するコマンドです。メディアファイル、キャッシュファイル、
およびライブラリ・バックアップ・ファイルの保存場所は、「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して表示
／設定します。詳しくは、424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

「統合」コマンドは以下のルールに従います：

 • ライブラリから外部フォルダにファイルを統合する場合、ファイルは移動します。

 • 外部フォルダからライブラリに、またはある外部フォルダから別の外部フォルダにファイルを統合する場合、ファ
イルはコピーされます。

これらのルールによって、ほかのライブラリからのリンク切れが回避されます。

参考：すでにメディアが外部にあり、ほかのライブラリによって使用されていない場合は、統合後に手動で元のメ
ディアを削除して保存領域を節約できます。

ライブラリ、イベント、またはプロジェクトのソース・メディア・ファイルを 1 つの場所にまとめる
 1 「ライブラリ」リスト が表示されない場合は、「ブラウザ」の左下隅にあるボタンをクリックします。

 2 統合するファイルを選択するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ライブラリ」リストでライブラリを選択します。

 • 「ライブラリ」リストで 1 つまたは複数のイベントを選択します。

 • 「ライブラリ」リストでイベントを 1 つ選択してから、「ブラウザ」で 1 つまたは複数のプロジェクトを選択します。

 3 「ファイル」＞「＜項目＞を統合」と選択します。

 4 表示されたウインドウで、ファイルを統合するライブラリを確認します。 

 5 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを含めたい場合は、表示されたウインドウでチェックボックスを選択し
ます。

 6 「OK」をクリックします。

メディアは現在のライブラリ保存場所にコピーされます。ライブラリ保存場所を表示または変更するには、424 ペー
ジの保存場所を管理するを参照してください。

統合するものがないことを示すメッセージが表示される場合、すべてのメディアファイルはすでに 1 つの場所にまと
められていて、1 つのストレージデバイス上にあります。

参考：「Final Cut Pro」のエフェクト、トランジション、タイトル、ジェネレータ、またはテーマをカスタマイズして
使用している場合は、「ムービー」フォルダにある「Motion Templates」フォルダを手動でバックアップおよび移
動する必要があります。同様に、他社製のエフェクトは「Final Cut Pro」のライブラリ内では管理されないため、
手動で追跡および移動する必要があります。
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プロジェクト、イベント、およびライブラリをバックアップする
作業内容とメディアを常にバックアップしておくことはワークフローにおいて重要です。毎日または毎週バック
アップする人もいれば、プロジェクトが完了したときにバックアップする人もいます。メディアを保護するため、
「Final Cut Pro」で使用するメディアファイルの保存先ストレージデバイスまたはパーティションとは別の場所に
バックアップすることをお勧めします。

「Final Cut Pro」には、用途に応じて自動と手動の両方のツールがあります：

 • プロジェクト、イベント、およびライブラリを手動でバックアップする。422 ページのライブラリとハードディスク
間で項目をコピーする／移動するを参照してください。

 • Final Cut Pro ライブラリのデータベース部分の自動バックアップを有効にする。74 ページの自動バックアップか
らライブラリを復元するおよび 424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

 • プロジェクトをスナップショットとして複製してバックアップする。62 ページのプロジェクトおよびクリップを複製す
るを参照してください。

 • ライブラリ、イベント、またはプロジェクトのソース・メディア・ファイルを 1 つの場所にまとめる。414 ページ
のプロジェクト、イベント、およびライブラリを統合するを参照してください。

重要：「Final Cut Pro」にメディアを読み込むときには、「ファイルをそのままにする」オプションを選択できます。
このオプションを選択すると、現在の場所にあるファイルにリンクされ、ファイルはライブラリにコピーされません。
ここではシンボリックリンク（symlink）が作成されます。シンボリックリンクは、メディアファイルを参照する特殊な
ファイルです。クリップをイベント間でコピーまたは移動すると、シンボリックリンクのみがコピーまたは移動されます
（ソース・メディア・ファイルはコピーも移動もされません）。シンボリックリンクを実際のソース・メディア・ファイ
ルに置き換えるには、イベントを選択して、「ファイル」＞「イベントファイルを統合」と選択します。ファイルおよ
びクリップについて詳しくは、21 ページのメディアファイルとクリップを参照してください。

参考：「Final Cut Pro」のエフェクト、トランジション、タイトル、ジェネレータ、またはテーマをカスタマイズして
使用している場合は、「ムービー」フォルダにある「Motion Templates」フォルダを手動でバックアップおよび移
動する必要があります。同様に、他社製のエフェクトは「Final Cut Pro」のライブラリ内では管理されないため、
手動で追跡および移動する必要があります。

最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・ファイルを管理する
「Final Cut Pro」ではさまざまなメディアフォーマットを再生できます。完全なリストについては、44 ページのサ
ポートされているメディア形式を参照してください。「Final Cut Pro」には、メディアをトランスコードして編集に適
したものにするためのオプション（異なるフォーマットに変換したり、その設定を変更したりする）も用意されてい
ます。

 • 最適化されたメディアを作成：ビデオを Apple ProRes 422 コーデック形式 にトランスコードします。編集時の
パフォーマンスが向上し、レンダリング時間が短縮され、合成のカラー品質が向上します。元のカメラフォーマッ
トを適切なパフォーマンスで編集できる場合、このオプションはグレイ表示されます。

 • プロキシメディアを作成：ビデオと静止画像の プロキシファイル を作成します。ビデオは Apple ProRes 422 
Proxy コーデック形式にトランスコードされます。元のフレームサイズ、フレームレート、およびアスペクト比で オ
フライン 編集するために便利な高品質のファイルが作成されます。編集のパフォーマンスを高める中程度の品質
（1/2 の解像度）のプロキシが作成されます。最適化されたファイルに比べて、通常、ビデオ・プロキシ・ファ
イルは使用する保存領域がかなり少なくて済みます。そのため、多くのメモリと処理能力を持つデスクトップコン
ピュータではなく、ポータブルコンピュータでも作業できます。静止画像は JPEG ファイル（元のファイルにアル
ファチャンネル情報がない場合）または PNG ファイル（元のファイルにアルファチャンネル情報がある場合）に
トランスコードされます。静止画像がかなり大きい場合でも、プロキシファイルにすることで処理やレンダリング
の速度が向上します。

参考：「Final Cut Pro」では、読み込みと再生のパフォーマンスを向上させるために、すべての MP3 オー
ディオファイルが自動的に WAV オーディオファイルにトランスコードされます。ファイルをトランスコードしても、
「Final Cut Pro」では将来使用する場合に備えて常に元のメディアが保持されます。
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最適化されたメディアとプロキシメディアは、読み込み処理時、または「ブラウザ」でメディアを読み込んだ後に作
成できます。また、「情報」インスペクタを使ってクリップのプロキシファイルを作成することもできます。トランス
コードが完了した後、最適化されたファイルとプロキシファイルは「Final Cut Pro」のライブラリ内または「ライブ
ラリ」インスペクタで定義した外部の場所に保存されます。詳しくは、424 ページの保存場所を管理するを参照し
てください。

最適化されたメディア、プロキシメディア、または元のメディアのうちどれを「ビューア」に表示し、ビデオの再生を
品質とパフォーマンスのどちらに最適化するかを指定するには、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オプ
ション」ポップアップメニューから対応するオプションを選択します。詳しくは、83 ページの再生品質およびパフォー
マンスを制御するを参照してください。

重要：プロキシメディアを使用して再生する場合は、プロジェクトを共有する前に、最適化された／元のメディアに
戻していることを確認してください。これにより、最高品質でファイルが書き出されることが保証されます。詳しく
は、391 ページのプロジェクト、クリップ、および範囲を共有するを参照してください。

読み込み時に最適化されたファイルおよびプロキシファイルを作成する
「Final Cut Pro」にメディアファイルを読み込むときは、元の場所のファイルを参照するエイリアスファイル、また
は元のメディアファイルのコピーが作成されます。ファイルが読み込まれた後に、トランスコード、最適化、および
解析がバックグラウンドで実行されます。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 互換性のあるファイルベースの記録デバイスやストレージデバイス、またはコンピュータからファイルを読み込む
には：コンピュータにデバイスを接続し、デバイスの電源を入れます。次に、「ファイル」＞「読み込む」＞「メ
ディア」と選択し（または Command ＋ I キーを押し）、読み込みたいメディアに移動して選択してから、「読
み込む」をクリックします。

 • テープベースのビデオカメラからファイルを読み込むには：コンピュータにデバイスを接続し、デバイスに電源を
入れてから、VTR または VCR モードに設定します。次に、「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択し、
「読み込む」をクリックします。

 • アーカイブから読み込むには：「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します。左側にあるリストから
カメラアーカイブを選択し、「アーカイブを開く」をクリックして読み込みたいファイルに移動してから、「読み込
む」をクリックします。

詳しくは、22 ページの読み込みの概要を参照してください。

 2 表示されるウインドウで、読み込んだメディアをライブラリでどのように整理するかを選択します：

 • 読み込んだメディアを既存のイベントに追加するには：「既存イベントに追加」を選択し、ポップアップメニュー
から イベント を選択します。

 • 新規イベントを作成するには：「新規イベントを作成」を選択し、イベントを作成するライブラリをポップアップメ
ニューで選択してから、テキストフィールドに名前（たとえば「クリスとキムの結婚式」）を入力します。

イベントについて詳しくは、54 ページのライブラリの整理の概要を参照してください。

 3 メディアファイルの保存場所を選択します：

 • ファイルを現在のライブラリにコピーするには：「ライブラリにコピー」を選択すると、ファイルが複製されて、コ
ピーが現在のライブラリ保存場所に置かれます。「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して各ライブラリ
の保存場所を設定できます。詳しくは、424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

 • 現在の保存場所を変えずにファイルにリンクするには：「ファイルをそのままにする」を選択します。

参考：このオプションを選択した場合、シンボリックリンク（symlink）が作成されます。シンボリックリンクは、
メディアファイルを参照する特殊なファイルです。後からクリップをイベント間でコピーまたは移動すると、シンボ
リックリンクのみがコピーまたは移動されます（ソース・メディア・ファイルはコピーも移動もされません）。シン
ボリックリンクを実際のソース・メディア・ファイルに置き換えるには、イベントを選択して、「ファイル」＞「イ
ベントファイルを統合」と選択します。ファイルおよびクリップについて詳しくは、21 ページのメディアファイルと
クリップを参照してください。
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 4 トランスコードオプションのいずれかまたは両方を選択します。

読み込み処理が完了すると、バックグラウンドでファイルがトランスコードされます。

 5 「読み込む」をクリックします。

手順 3 で選択したオプションによっては、読み込みに時間がかかることがあります。現在実行しているすべてのバッ
クグラウンド処理の状況は、「バックグラウンドタスク」ウインドウ で確認できます。

読み込み後に最適化されたファイルおよびプロキシファイルを作成する

 1 「ブラウザ」で Control キーを押したまま 1 つまたは複数のクリップをクリックし、ショートカットメニューから「メ
ディアをトランスコード」を選択します。

 2 表示されるウインドウで、「最適化されたメディアを作成」チェックボックス、「プロキシメディアを作成」チェックボッ
クス、または両方のチェックボックスを選択して、「OK」をクリックします。

参考：元のカメラフォーマットを適切なパフォーマンスで編集できる場合、「最適化されたメディアを作成」オプショ
ンは淡色表示されます。

選択したオプションによっては、トランスコード処理に時間がかかることがあります。現在実行しているすべてのバッ
クグラウンド処理の状況は、「バックグラウンドタスク」ウインドウ で確認できます。

参考：10.0.4 より以前のバージョンの「Final Cut Pro」で作成されたプロジェクトの MP3 オーディオファイルは、
この手順に従って手動で WAV ファイルにトランスコードできます。

ドラッグでの読み込み時に最適化されたファイルおよびプロキシファイルを作成する
メディアを Finder から「Final Cut Pro」の イベント または「タイムライン」にドラッグすると、「Final Cut Pro」
の環境設定で指定した読み込み設定に基づいて、メディアが自動的に整理、トランスコード、および解析されます。

 1 読み込み設定を指定するには、「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択し、「読み込む」をクリックしてから、メ
ディアに適用したい読み込み設定を選択します。

読み込み設定について詳しくは、434 ページの「読み込み」環境設定 を参照してください。

 2 1 つまたは複数のファイルを読み込むには、Finder でファイルを選択して（複数のファイルの場合は Command 
キーを押したままクリックして）、「タイムライン」または 「ライブラリ」リスト 内のイベントにドラッグします。

「情報」インスペクタからプロキシファイルを生成する
「情報」インスペクタ を使ってクリップのプロキシファイルを作成できます。「情報」インスペクタでクリップの情報を
表示することで、クリップにプロキシファイルがあるかどうかを確認できます。「情報」インスペクタに表示している
ファイルにプロキシファイルがない場合は、赤い三角が表示されます。

If a proxy has not been 
created for a clip, a red 
triangle is shown.

 1 「ブラウザ」でクリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタを開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。
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 3 下にスクロールして「情報」インスペクタの「ファイル情報」セクションを表示し、「プロキシを生成」ボタンをク
リックします。

プロキシファイルが作成され、「使用可能なメディア」セクションのプロキシ項目の横に、クリップのプロキシファイ
ルがあることを示す緑色の円が表示されます。

「ビューア」にプロキシメディアを表示するかどうかを指定するには、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」の「オ
プション」ポップアップメニューからオプションを選択します。詳しくは、83 ページの再生品質およびパフォーマン
スを制御するを参照してください。

最適化されたファイルまたはプロキシファイルを削除する
最適化されたメディアファイルまたはプロキシ・メディア・ファイルは、保存されている場所にかかわらず、いつで
も削除できます。元のメディアファイルは削除されないため、元のメディアから最適化されたファイルまたはプロキ
シファイルをいつでも再生成できます。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 1 つ以上のプロジェクトの最適化されたファイルまたはプロキシファイルを削除するには：「ブラウザ」で 1 つ以
上のプロジェクトを選択します。

 • 1 つ以上のイベントの最適化されたファイルまたはプロキシファイルを削除するには：「ライブラリ」リスト で、同
じライブラリ内の 1 つまたは複数の イベント を選択します。

 • ライブラリの最適化されたファイルまたはプロキシファイルを削除するには：「ライブラリ」リストでライブラリを
選択します。

 2 「ファイル」＞「生成された＜項目＞ファイルを削除」と選択します。

 3 表示されるウインドウで、以下のオプションを必要に応じて選択します：

 • 最適化されたメディアを削除

 • プロキシメディアを削除

 4 「OK」をクリックします。

選択したファイルがストレージデバイスから削除されます。

参考：「生成されたライブラリファイルを削除」コマンドは、「Final Cut Pro」のメディア管理コマンドの中で特異
なコマンドです。管理対象メディアだけでなく外部メディアにも適用されます。
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レンダリングファイルを管理する
レンダリングとは、プロジェクト内でリアルタイムに再生できない部分のために、一時的なビデオ／オーディオ・レン
ダリング・ファイルを作成する処理のことです。エフェクト、トランジション、ジェネレータ、タイトルなどの項目を追
加するときは、事前にレンダリングしないとそれらを高品質で再生することはできません。

「タイムライン」 では、レンダリングが必要なクリップの上にオレンジ色のレンダリングインジケータが表示されます。

Render indicator

デフォルトでは、「Final Cut Pro」での作業とポインタの移動をやめてから 5 秒後に、バックグラウンドレンダリン
グが開始されます。ほかのアプリケーションで作業している間も継続されます。「Final Cut Pro」の環境設定でバッ
クグラウンドレンダリングをオフにしたりこの設定を調整したりできます。レンダリングは、プロジェクトまたはその
一部で手動で開始することもできます。

レンダリングファイルは「Final Cut Pro」のライブラリ内または「ライブラリ」インスペクタで定義した外部の場所
に保存されます。詳しくは、424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

レンダリングファイルは時間がたつにつれて増えていき、記憶領域を占有することがあります。記憶領域を解放した
い場合は、選択した イベント 内の未使用のレンダリングファイルを削除するか、選択したプロジェクトまたはイベン
トのすべてのレンダリングファイルを削除することができます。特定のライブラリのすべてのレンダリングファイルを
削除することもできます。元のメディアファイルは削除されないため、元のメディアからレンダリングファイルをいつ
でも再生成できます。

プロジェクトのすべてまたは一部をレンダリングする 
「タイムライン」 では、プロジェクト内でレンダリングを必要とする領域にオレンジ色のレンダリングインジケータが表
示されます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトの一部をレンダリングするには：「タイムライン」で、レンダリングしたいクリップを選択し、「変更」＞

「選択部分をレンダリング」と選択します（または Control ＋ R キーを押します）。

参考：選択部分は、範囲選択ではなく、クリップ選択である必要があります。

 m プロジェクト内でレンダリングを必要とするすべての部分をレンダリングするには：「変更」＞「すべてレンダリング」

と選択します（または Control ＋ Shift ＋ R キーを押します）。

プロジェクト内の定義した部分がレンダリングされ、対応するオレンジ色のレンダリングインジケータが消えます。レ
ンダリングの進行状況は、「バックグラウンドタスク」ウインドウ で確認できます。 

プロジェクトのレンダリングファイルを削除する

 1 「ブラウザ」で、1 つまたは複数のプロジェクトを選択します。

 2 「ファイル」＞「生成されたプロジェクトファイルを削除」と選択します。

 3 表示されるウインドウで、「レンダリングファイルを削除」を選択してから、「OK」をクリックします。
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イベントのレンダリングファイルを削除する

 1 「ライブラリ」リスト で、同じライブラリ内の 1 つまたは複数のイベントを選択します。

 2 「ファイル」＞「生成されたイベントファイルを削除」と選択します。

 3 表示されるウインドウで、「レンダリングファイルを削除」を選択します。

 4 未使用のレンダリングファイルのみを削除するか、またはすべてのレンダリングファイルを削除するかを選択してか
ら、「OK」をクリックします。

参考：イベント内のすべてのレンダリングファイルを削除することを選択した場合、そのイベント内のプロジェクト・
レンダリング・ファイルも削除されます。

ライブラリからレンダリングファイルを削除する

 1 「ライブラリ」リスト でライブラリを選択します。

 2 「ファイル」＞「生成されたライブラリファイルを削除」と選択します。

 3 表示されるウインドウで、「レンダリングファイルを削除」を選択します。

 4 未使用のレンダリングファイルのみを削除するか、またはすべてのレンダリングファイルを削除するかを選択してか
ら、「OK」をクリックします。

バックグラウンドタスクを表示する
「Final Cut Pro」の多くのタスクは、バックグラウンドで実行されます：

 • 読み込み

 • トランスコード

 • ビデオとオーディオの最適化と解析

 • レンダリング

 • 共有

「Final Cut Pro」でのバックグラウンドタスクは自動的に管理されるため、それらを開始したり一時停止したりする
ために何らかの操作を行う必要はありません。バックグラウンド処理の進行状況を確認したい場合は、「バックグラ
ウンドタスク」ウインドウ を開くことができます。このウインドウには、実行中のタスクと完了率が表示されます。

重要：バックグラウンドタスクの実行中に「Final Cut Pro」を頻繁に操作すると、バックグラウンドタスクが一時停
止します。それらのタスクは、「Final Cut Pro」の使用を停止すると再開されます。

バックグラウンドで実行中のタスクを表示する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「バックグラウンドタスク」と選択します（または Command ＋ 9 キーを押します）。

 • ツールバーの「バックグラウンドタスク」ボタンをクリックします。
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 2 各セクションで実行中のタスクを表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

「バックグラウンドタスク」ウインドウでタスクを一時停止する／再開する

 m 「一時停止」ボタン  または「再開」ボタン  をクリックします。

「バックグラウンドタスク」ウインドウでタスクをキャンセルする

 m 「キャンセル」ボタン  をクリックします。

ライブラリを管理する

ライブラリの管理の概要
Final Cut Pro」では複数のライブラリを使用して作業することができます。イベントおよびプロジェクトはライブラ
リ間で簡単にコピーできます。これによって、メディア、メタデータ、および作品を別のシステムにすばやく簡単に
移動でき、ポータブルコンピュータでの編集やほかの編集者との共同作業、プロジェクトやメディアのアーカイブ作
成に役立ちます。ライブラリは必要に応じて開閉できるので、開かれているライブラリが多すぎて手に負えなくなる
ことはありません。

Select an event 
in the Libraries list.

The Browser displays clips and 
projects in the selected event.

Click the disclosure 
triangle for a library to 
show or hide its events.

メディアファイル、キャッシュファイル、およびライブラリデータベースのバックアップの保存場所をライブラリごとに
管理することもできます。詳しくは、424 ページの保存場所を管理するを参照してください。
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新しいライブラリを作成する
新しい（空の）ライブラリを作成することも、既存のイベントからライブラリを作成することもできます。たとえば、
複数のイベントを選択し、新しい 1 つのライブラリにすべてをコピーすることができます。これを行うには、「ファイ
ル」＞「イベントをライブラリにコピー」＞「新規ライブラリ」と選択します。

ライブラリを作成する

 1 「ライブラリ」リスト が表示されない場合は、「ブラウザ」の左下隅にあるボタンをクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 空のライブラリを作成するには：「ファイル」＞「新規」＞「ライブラリ」と選択して、ハードディスク上のライブ
ラリの保存場所に移動します。

 • 既存のイベントからライブラリを作成するには：既存のライブラリにある 1 つまたは複数のイベントを選択し、
「ファイル」＞「イベントをライブラリにコピー」と選択します。 

「ライブラリ」リストに新しいライブラリが表示されます。

ライブラリを開く／閉じる
ライブラリは必要に応じて「ライブラリ」リストで開閉できるので、開かれているライブラリが多すぎて手に負えなく
なることはありません。 

「ライブラリを閉じる」コマンドは、開いているライブラリが格納された外部のハードディスクとの接続を解除する場
合に特に重要です。

ヒント：「Final Cut Pro」を開いたときに特定のライブラリを開くには、Option キーを押したまま「Dock」の
「Final Cut Pro」アプリケーションのアイコンをクリックし、リストから 1 つまたは複数のライブラリを選択して「選
択」をクリックします。複数のライブラリを選択するには：Command キーを押したままリスト内のライブラリをク
リックします。

「ライブラリ」リストのライブラリを開閉するには

 1 「ライブラリ」リスト が表示されない場合は、「ブラウザ」の左下隅にあるボタンをクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 既存のライブラリを開くには：「ファイル」＞「ライブラリを開く」と選択し、サブメニューからライブラリを選択
するか、Finder でライブラリファイルをダブルクリックします。

 • ライブラリを閉じるには：「ライブラリ」リストのライブラリ  を選択し、「ファイル」＞「ライブラリを閉じる」
と選択します。

ライブラリとハードディスク間で項目をコピーする／移動する
同じハードディスク上、または別のハードディスク上のライブラリ間で クリップ、プロジェクト、または イベント 全体
をコピーしたり移動したりできます。ライブラリ間で項目をコピーすると、受信するライブラリが格納されているディ
スク上に、対応するファイルが複製されます。項目を別のライブラリに移動すると、対応するファイルが元のライブ
ラリファイルからディスク上の他方のライブラリファイルに移動します。

同じライブラリのイベント間での項目のコピーおよび移動については、61 ページの同じライブラリのイベント間でク
リップとプロジェクトをコピーする／移動するを参照してください。
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この機能を使用してワークフローを向上させるための方法は以下の通りです：

 • 同じハードディスク上の複数のライブラリを使用して、数多くのアクティブなプロジェクトやメディア資産を整理し
ます。

 • 「Final Cut Pro」がインストールされている別の Mac でプロジェクトやメディアファイルを操作します。

 • ハードディスク、ネットワークボリューム、またはその他の記憶メディアにプロジェクトとそのメディアファイルを
バックアップしておきます。

 • 共有ストレージ上の外部フォルダ内のメディアに複数のユーザがアクセスできるようにします。

 • コンピュータのハードディスク上の領域を解放します。

参考：「Final Cut Pro」のエフェクト、トランジション、タイトル、ジェネレータ、またはテーマをカスタマイズして
使用している場合は、「ムービー」フォルダにある「Motion Templates」フォルダを手動でバックアップおよび移
動する必要があります。同様に、他社製のエフェクトは「Final Cut Pro」のライブラリ内では管理されないため、
手動で追跡および移動する必要があります。

ライブラリ間でクリップ、プロジェクト、またはイベントをコピーする

 1 「ライブラリ」リスト で、コピーしたいイベントを選択するか、コピーしたいクリップまたはプロジェクトが含まれて
いるイベントを選択します。

 2 クリップまたはプロジェクトをコピーする場合は、これらを「ブラウザ」で 選択 します。

参考：クリップとプロジェクトを同時に選択することはできません。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • コピー先にするライブラリが「ライブラリ」リストに表示されている場合：項目をそのライブラリにドラッグします。

イベントをコピーする場合は、ライブラリのアイコン  にイベントをドラッグします。クリップおよびプロジェクト
をコピーする場合は、これらを特定のイベントのアイコンにドラッグします。

 • コピー先にするライブラリが「ライブラリ」リストに表示されていない場合：以下のいずれかの操作を行います：

 •「ファイル」＞「ライブラリを開く」と選択し、サブメニューからライブラリを開き、上記の手順に従ってくだ 
さい。

 •「ファイル」＞「＜項目＞をライブラリにコピー」と選択し、サブメニューからライブラリを選択するか、「新規
ライブラリ」を選択して新しいライブラリを作成し、このライブラリの保存場所を選択します。

最適化されたメディアまたはプロキシメディアが選択項目に含まれている場合は、追加のオプションを選択できるウ
インドウが表示されます。最適化されたメディアまたはプロキシメディアのコピーに対応するチェックボックスを選択
し、「OK」をクリックします。

ライブラリ間でクリップ、プロジェクト、またはイベントを移動する

 1 「ライブラリ」リスト で、移動したいイベントを選択するか、移動したいクリップまたはプロジェクトが含まれている
イベントを選択します。

 2 クリップまたはプロジェクトを移動する場合は、これらを「ブラウザ」で 選択 します。

参考：クリップとプロジェクトを同時に選択することはできません。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 項目の移動先にするライブラリが「ライブラリ」リストに表示されている場合：Command キーを押しながら、
ライブラリに項目をドラッグします。ドラッグの途中で Command キーを押さえ、そのままドラッグを続けます。
イベントをコピーする場合は、ライブラリのアイコン  にイベントをドラッグします。クリップおよびプロジェクト
をコピーする場合は、これらを特定のイベントのアイコンにドラッグします。

67% resize factor



 第 14 章    メディア、ライブラリ、およびアーカイブを管理する 424

 • 項目の移動先にするライブラリが「ライブラリ」リストに表示されていない場合：以下のいずれかの操作を行い
ます：

 •「ファイル」＞「ライブラリを開く」と選択し、サブメニューからライブラリを開き、上記の手順に従ってくだ 
さい。

 •「ファイル」＞「＜項目＞をライブラリに移動」と選択し、サブメニューからライブラリを選択するか、「新規ラ
イブラリ」を選択して新しいライブラリを作成し、このライブラリの保存場所を選択します。

最適化されたメディアまたはプロキシメディアが選択項目に含まれている場合は、追加のオプションを選択できるウ
インドウが表示されます。最適化されたメディアまたはプロキシメディアのコピーに対応するチェックボックスを選択
し、「OK」をクリックします。

重要：「Final Cut Pro」にメディアを読み込むときには、「ファイルをそのままにする」オプションを選択できます。
このオプションを選択すると、現在の場所にあるファイルにリンクされ、ファイルはライブラリにコピーされません。
ここではシンボリックリンク（symlink）が作成されます。シンボリックリンクは、メディアファイルを参照する特殊な
ファイルです。クリップをイベント間でコピーまたは移動すると、シンボリックリンクのみがコピーまたは移動されます
（ソース・メディア・ファイルはコピーも移動もされません）。シンボリックリンクを実際のソース・メディア・ファイ
ルに置き換えるには、イベントを選択して、「ファイル」＞「イベントファイルを統合」と選択します。ファイルおよ
びクリップについて詳しくは、21 ページのメディアファイルとクリップを参照してください。

保存場所を管理する
各ライブラリの保存場所を設定できます。メディアファイル、キャッシュファイル、およびライブラリ・バックアップ・
ファイルの保存場所は、「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して表示／定義します。これらのファイルは
ライブラリ内または選択する外部フォルダ内に保存できます。すべてのファイルをライブラリ内で管理対象メディアと
してまとめることで、移動やアーカイブが簡単になります。管理対象メディアおよび外部メディアについて詳しくは、
17 ページのライブラリとは？を参照してください。

ライブラリの保存場所を表示する／設定する

 1 「ライブラリ」リスト でライブラリを選択します。

 2 「ライブラリのプロパティ」インスペクタを開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「ライブラリのプロパティ」と選択します（または Control ＋ Command ＋ J キーを押します）。

 • ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします（下図参照）。

インスペクタには、選択したライブラリの保存場所設定が表示されます。「メディアの場所」セクションには、選択し
たライブラリ用のストレージデバイスのリストが表示されます。元のメディア、最適化されたメディア、およびプロキ
シメディアのすべてが各デバイスに保存されています。（これらは、選択したライブラリに以前に読み込まれたまた
は生成されたメディアです。）

 3 保存場所設定を表示または変更するには、「設定を変更」をクリックします。

表示されるウインドウの 3 つのポップアップメニューを使って、保存場所を設定できます。デフォルトでは、メディア
ファイルとキャッシュファイルはライブラリ内に保存され、ライブラリデータベースのバックアップは「ムービー」フォ
ルダに保存されます。

 4 保存場所を変更するには、対応するポップアップメニューから「選択」を選択し、新しい保存場所のフォルダに移動
してから、「選択」をクリックします。

 • メディア：読み込まれたファイル、プロキシファイル、最適化されたファイル、および統合されたファイルの場所
を設定します。

 • キャッシュ：レンダリングファイル、解析ファイル、サムネールイメージ、およびオーディオ波形ファイルの場所を
設定します。
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 • バックアップ：ライブラリデータベースのバックアップの場所を設定します。

ライブラリをバックアップしたくない場合は、「バックアップ」ポップアップメニューから「保存しない」を選択し
ます。

参考：「Final Cut Pro」では、デフォルトで 15 分おきにライブラリのバックアップが自動的に作成されます。バッ
クアップにはライブラリのデータベース部分のみが含まれ、メディアファイルは含まれません。バックアップの日時
はファイル名に表示されます。特定の日時のバックアップを開いて「Final Cut Pro」の現在の「ライブラリ」リス
トに追加するには、「ファイル」＞「ライブラリを開く」＞「バックアップから」と選択します。詳しくは、74 ペー
ジの自動バックアップからライブラリを復元するを参照してください。

 5 保存場所の設定が終了したら、「OK」をクリックします。

今後は、読み込まれたソース・メディア・ファイル、キャッシュファイル、バックアップに新しい保存場所が使用され
ます。

重要：既存のソース・メディア・ファイルおよびバックアップファイルは元の場所に残ります。キャッシュ保存場所を
変更した場合は、既存のアクティブなレンダリングファイルおよびその他のキャッシュファイル（サムネールイメージ
やオーディオ波形ファイルなど）を新しい場所に移動することを推奨されます。

ライブラリのメディアファイルを統合する

 1 「ライブラリ」リスト でライブラリを選択します。

 2 「ライブラリのプロパティ」インスペクタを開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「ライブラリのプロパティ」と選択します（または Control ＋ Command ＋ J キーを押します）。

 • ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします（下図参照）。

 3 「ライブラリのプロパティ」インスペクタで「統合」をクリックします。

 4 最適化されたメディアまたはプロキシメディアを含めたい場合は、表示されたウインドウでチェックボックスを選択し
て、「OK」をクリックします。

選択したライブラリファイルまたは外部保存場所にメディアがコピーされます。ライブラリ保存場所を表示または変
更するには、上記の手順を参照してください。

メディアファイルの統合について詳しくは、414 ページのプロジェクト、イベント、およびライブラリを統合するを参
照してください。

カメラアーカイブを作成する／管理する
カメラやビデオカメラの内容からカメラアーカイブ（バックアップコピー）を作成できます。（iSight カメラで生成さ
れる信号のようなライブビデオ信号からは、アーカイブは作成できません。）メディアを保護するため、アーカイブは、
「Final Cut Pro」で使用するメディアファイルの保存先ディスクまたはパーティションとは別の場所に保存すること
をお勧めします。

アーカイブのメディアを「Final Cut Pro」に読み込むこともできるため、デバイス上にメディアをアーカイブすると
以下のような場合に便利です：

 • カメラやビデオカメラの中身をすばやく空にして別のメディアをすぐに記録する場合（「Final Cut Pro」への読
み込みに時間がかかる可能性がある場合）。

 • アーカイブされたメディアを複数のコンピュータ上に読み込む場合（ビデオカメラに残す必要がない場合）

 • カメラのメディアの「ニアライン」アーカイブを保存し、それを参照できる場合（メディアを「Final Cut Pro」
に読み込む必要がない場合）
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カメラアーカイブのメディアを 39 ページのアーカイブまたはディスクイメージ内のメディアにアクセスするに読み込
む方法については、Final Cut Pro を参照してください。

ファイルベースのカメラまたはビデオカメラ上のメディアをアーカイブする

 1 アーカイブを外部ストレージデバイスに保存したい場合は、それをコンピュータに接続します。

 2 カメラに付属のケーブルを使ってカメラまたはビデオカメラをコンピュータに接続し、電源を入れます。

ビデオカメラを使用する場合は、PC 接続モードに設定します。この転送モードの名前は、デバイスによって異なる
場合があります。ビデオカメラをコンピュータに接続しているときに再生モードで電源を入れると、自動的に「接続」
モードになる場合もあります。詳しくは、ビデオカメラのマニュアルを参照してください。

参考：DVD ビデオカメラを Mac に接続すると、「DVD プレーヤー」アプリケーションが開くことがあります。その
場合は、「DVD プレーヤー」を閉じてください。

 3 「Final Cut Pro」で、ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします（または Command 
＋ I キーを押します）。

 4 表示される「メディアの読み込み」ウインドウで、左側にあるカメラのリストから、コンテンツをアーカイブしたいデ
バイスを選択します。

Change the way clips appear 
using these controls.

The media on the 
device appears here.

Playback controls

 5 ウインドウ左下隅の「アーカイブを作成」ボタンをクリックします。

 6 「作成するカメラアーカイブの名前」フィールドに、アーカイブの名前を入力します。

 7 「書き出し先」ポップアップメニューでアーカイブの保存場所を選択して、「OK」をクリックします。

参考：アーカイブは、「Final Cut Pro」で使用するメディアファイルを保存するディスクまたはパーティションとは別
の場所に保存することをお勧めします。

カメラアーカイブはハードディスク上に保存されます。アーカイブは、ファイルベースのビデオカメラと同様にマウン
トして、その内容をブラウズできます。カメラアーカイブ上のメディアを「Final Cut Pro」に読み込むこともできま
す。詳しくは、39 ページのアーカイブまたはディスクイメージ内のメディアにアクセスするを参照してください。
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テープベースのカメラまたはビデオカメラ上のメディアをアーカイブする

 1 アーカイブを外部ストレージデバイスに保存したい場合は、それをコンピュータに接続します。

 2 カメラに付属のケーブルを使ってカメラまたはビデオカメラをコンピュータに接続し、電源を入れます。

ビデオカメラを使用する場合は、PC 接続モードに設定します。この転送モードの名前は、デバイスによって異なる
場合があります。ビデオカメラをコンピュータに接続しているときに再生モードで電源を入れると、自動的に「接続」
モードになる場合もあります。詳しくは、ビデオカメラのマニュアルを参照してください。

 3 「Final Cut Pro」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「読み込む」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ I キーを押します）。

 • ツールバーの左端にある「メディアを読み込む」ボタンをクリックします。

 4 表示される「メディアの読み込み」ウインドウで、左側にあるカメラのリストから、コンテンツをアーカイブしたいデ
バイスを選択します。

 5 ウインドウ左下隅の「アーカイブを作成」ボタンをクリックします。

 6 「作成するカメラアーカイブの名前」フィールドに、アーカイブの名前を入力します。

 7 「書き出し先」ポップアップメニューでアーカイブの保存場所を選択して、「OK」をクリックします。

参考：メディアを保護するため、アーカイブは、「Final Cut Pro」で使用するメディアファイルの保存先ディスクま
たはパーティションとは別の場所に保存することをお勧めします。

テープの現在位置からアーカイブが開始されます。アーカイブは、以下のいずれかの状態になると終了します：

 • テープの最後まで到達した。

 • 「読み込みを停止」または「閉じる」（「メディアの読み込み」ウインドウを閉じる場合）をクリックしてアーカイ
ブ処理を手動で停止した。

カメラアーカイブはハードディスク上に保存されます。アーカイブは、ファイルベースのビデオカメラと同様にマウン
トして、その内容をブラウズできます。カメラアーカイブ上のメディアを「Final Cut Pro」に読み込むこともできま
す。詳しくは、39 ページのアーカイブまたはディスクイメージ内のメディアにアクセスするを参照してください。
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カメラアーカイブを移動する／コピーする

 1 Finder で、移動またはコピーしたいカメラアーカイブを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います： 

 • ローカルディスク上のカメラアーカイブを移動するには：カメラアーカイブを新しい場所にドラッグします。

 • ローカルディスク上のカメラアーカイブをコピーするには：Option キーを押したまま、カメラアーカイブをロー
カルディスク上の新しい場所にドラッグします。

 • カメラアーカイブを外部ストレージデバイスにコピーするには：カメラアーカイブを外部ストレージデバイス上の
場所にドラッグします。

カメラアーカイブを削除する
カメラアーカイブはほかのメディアファイルと比べるとかなり小さく、たいていは削除する必要がありません。ただ
し、カメラアーカイブはいつでも削除できます。

 1 Finder でカメラアーカイブを選択します。

 2 Control キーを押したまま、表示されるショートカットメニューで「ゴミ箱に入れる」を選択します。

 3 Control キーを押したまま「Dock」の「ゴミ箱」アイコンをクリックするか、「Dock」の「ゴミ箱」アイコンをク
リックしたままにしてから、ショートカットメニューから「ゴミ箱を空にする」を選択します。

重要：「ゴミ箱」を空にすると、カメラアーカイブが完全に削除されます。

一般的なメディア管理の問題の解決策

警告アイコン
「タイムライン」または イベント に、赤色の枠で囲まれた黄色い三角形の警告が表示される場合は、
「Final Cut Pro」で プロジェクト やイベントの一部が見つからないことが警告されています。クリップ とイベント、
メディアファイル、およびエフェクトが見つからない場合は、さまざまな原因が考えられます。主な原因の 1 つはコ
ンピュータ間でプロジェクトやイベント、ファイルを移動すること、もう 1 つは Finder を使用してメディアの管理操
作を頻繁に行うことです。

Final Cut Pro イベントとクリップ

アイコン 警告 説明

イベントが見つかりません イベントメディアを使用できません。

イベントを「ゴミ箱」に移動したり、イベン
トを別の場所に移動したり、プロジェクト
を別の場所に移動したり、別のプロジェク
トのメディアを移動したりした場合に、こ
の警告が表示されます。

クリップが見つかりません Final Cut Pro プロジェクトやイベントで
使用されているクリップがありません。

クリップを「ゴミ箱」に移動したり、クリッ
プ（またはイベント）を移動したり、プロ
ジェクトを別の場所に移動したり、別のプ
ロジェクトのメディアを統合したりした場
合に、この警告が表示されます。

カメラが見つかりません 「Final Cut Pro」で使用されるファイルが
保存されているカメラが、システムに接続
されていません。

この警告が表示されないようにするには、
メディアを読み込むときにそのコピーを
作成します。40 ページの読み込み時に
ファイルを整理するを参照してください。
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メディアファイル

アイコン 警告 説明

ファイルが見つかりません Finder にファイルがありません。

Finder でファイルを移動したり名前を変
更したり、イベントまたはプロジェクトを
別の場所に移動したり、別のプロジェクト
のメディアを統合したりした場合に、この
警告が表示されます。

変更されたファイル メディアファイルが「Final Cut Pro」以
外のアプリケーションによって変更されて
います。

プロキシが見つかりません 「Final Cut Pro」によって作成されたプ
ロキシファイルが Finder の所定の場所
にありません。

415 ページの最適化されたメディアファイ
ルとプロキシ・メディア・ファイルを管理
するを参照してください。

Final Cut Pro エフェクト

アイコン 警告 説明

エフェクトが見つかりません 「Final Cut Pro」にエフェクトが見つかり
ません。

ジェネレータが見つかりません 「Final Cut Pro」にジェネレータが見つか
りません。

タイトルが見つかりません 「Final Cut Pro」にタイトルが見つかりま
せん。

トランジションが見つかりません 「Final Cut Pro」にトランジションが見つ
かりません。

一般的なメディア管理の問題
このセクションでは、一般的なメディア管理の問題と解決策について説明します。 

ファイルをハードディスクから直接読み込んで、Finder で名前を変更する場合
Finder でファイルを移動したり名前を変更したりすると、ファイルが見つからないという警告が表示されることがあ
ります。

ファイル名を変更した場合は、以下のいずれかの操作を行います：

 m Finder で、ファイル名を「ブラウザ」で使用されているファイル名に戻してください。

 m 「Final Cut Pro」を終了して再度開きます。「Final Cut Pro」が開くとクリップにファイルが再接続されます。
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読み込みをキャンセルした場合
読み込みをキャンセルしてクリップ全体を読み込まなかった場合は、その左下隅に「カメラ」アイコンが表示され 
ます。

Camera icon

 m 23 ページのファイルベースのカメラから読み込むの「クリップを再度読み込む」の手順に従ってください。

Final Cut Pro でデジタル一眼レフカメラが認識されない場合 
 m 31 ページのデジタル・スチル・カメラから読み込むの手順に従ってください。
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環境設定とメタデータの概要
「Final Cut Pro」では、環境設定を変更して、ソースメディアをアプリケーションに読み込む方法、クリップ を再生
する方法、「タイムライン」でクリップを編集する方法を指定できます。

クリップに関連付けられた情報（クリップのメタデータ）を表示して変更することもできます。メタデータには、ク
リップのソース・メディア・ファイルに関する情報と、クリップに追加する情報（メモなど）が含まれます。詳しくは、
441 ページのクリップのメタデータを表示する／変更するを参照してください。

Final Cut Pro の環境設定

環境設定を変更する
環境設定では、「Final Cut Pro」の特定の機能の働きを変更します。ほとんどの環境設定のオン／オフはいつでも
切り替えることができます。以下のセクションでは、「Final Cut Pro」の環境設定について詳しく説明します。

「Final Cut Pro」の環境設定を開く
 m 「Final Cut Pro」＞「環境設定」と選択して（または Command ＋カンマキーを押して）、ウインドウの上部に
あるパネルのボタンをクリックしてウインドウを開きます。

「Final Cut Pro」の環境設定をコンピュータ間でコピーする
「Final Cut Pro」の環境設定を「Final Cut Pro」がインストールされた別の Mac にコピーして、両方のコンピュー
タで同じ設定を使用することができます。

 1 環境設定ファイルは以下の場所にあります：

/ユーザ /＜ユーザ名＞ /ライブラリ /Preferences/com.apple.FinalCut.plist

 2 環境設定ファイルを別の Mac の同じ場所にコピーします。

必要であれば、その場所の既存のバージョンのファイルを上書きします。

環境設定とメタデータ
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「一般」環境設定
「一般」環境設定は「Final Cut Pro」の基本設定です。

時間表示
 • 時間表示：「Final Cut Pro」の時間モードを選択するには、このポップアップメニューを使用します。この設定
の変更は、ツールバー の中心にある「ダッシュボード」の時間表示（スキマー または 再生ヘッド の位置の時間
表示）と、「Final Cut Pro」でのトリミングと移動に影響します。以下のオプションがあります：

 • タイムコードの表示

 • サブフレームを含むタイムコードの表示

 • 継続時間（フレーム数）

 • 継続時間（秒数）

ダイアログの警告
 • すべてをリセット：このボタンをクリックすると、「次回から警告しない」チェックボックスで選択して無効にしたす
べての警告ダイアログがリセットされます。

参考：ライブラリバックアップについては、74 ページの自動バックアップからライブラリを復元するおよび 424 ペー
ジの保存場所を管理するを参照してください。

「編集」環境設定
「編集」環境設定は「Final Cut Pro」での編集の動作に影響します。

タイムライン
 • 詳細なトリミングフィードバックを表示：隣接する 2 つの クリップ に関連する 編集点 についてのより正確な
フィードバックを得るため、「ビューア」に「ツーアップ」表示を表示する場合は、このチェックボックスを選択し
ます。たとえば、単純なリップル編集やロール編集の場合、この表示に、左側のクリップの終了点と右側のクリッ
プの開始点が表示されます。

 • 編集操作後に再生ヘッドを配置：「タイムライン」の再生ヘッドを自動的に直前の編集の最後に配置する場合は、
このチェックボックスを選択します。たとえば、「タイムライン」内の 2 つのクリップの間にクリップを挿入すると、
再生ヘッドは自動的に、挿入したクリップとその前のクリップの間に配置されます。
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インスペクタの単位
 • インスペクタの単位：「変形」、「クロップ」、「歪み」の各エフェクトを調整する インスペクタ コントロールでの値
の表示方法を選択するには、このポップアップメニューを使用します。

 • ピクセル：値をピクセル単位で表示するには、この設定を選択します。

 • パーセント：値をパーセントで表示するには、この設定を選択します。

オーディオ
 • 参照波形を表示：クリップのオーディオ部分の背景を変更して参照波形を表示する場合は、このチェックボックス
を選択します。参照波形では、実際の オーディオ波形 が最大限の表示解像度で示されます。ラウドネスが無視
されるため、音の形がより明確に分かります。実際の波形が変わって、たとえばクリップの音量レベルを下げた
ために波形がほとんど見えなくなったとしても、参照波形は引き続きフル解像度で表示されるので、編集時に参
照できます。

静止画像
 • 編集継続時間 x 秒：静止画クリップおよびフリーズフレームのデフォルトの編集継続時間（秒単位）を設定する
場合は、この 値スライダ を使用します。

トランジション
 • 継続時間 x 秒：トランジションのデフォルトの継続時間（秒単位）を設定する場合は、この値スライダを使用し
ます。

「再生」環境設定
「再生」環境設定は、「“Final Cut Pro”」の再生と レンダリング のパフォーマンスに影響します。

参考：元のメディアや最適化されたメディアとプロキシメディアの切り替えなどの、再生の品質とパフォーマンスの
制御について詳しくは、83 ページの再生品質およびパフォーマンスを制御するを参照してください。

レンダリング
 • バックグラウンドレンダリング：システムがアイドル状態のときの「Final Cut Pro」のレンダリング処理をオンに
する場合は、このチェックボックスを選択します。

 • 開始までの時間：「“Final Cut Pro”」がバックグラウンドレンダリングを始めるまでの、システムのアイドル時間
の長さを選択する場合は、この 値スライダ を使用します。

再生
 • マルチカムクリップ用に最適化されたメディアを作成：マルチカムクリップのビデオを Apple ProRes 422 コー
デック に トランスコード するときに、このチェックボックスを選択します。このコーデックでは、編集時のパフォー
マンスが向上し、レンダリング時間が短縮されます。

 • コマ落ちが発生する場合は、再生を停止して警告：「Final Cut Pro」での再生時にフレームがコマ落ちしている
ときに警告されるようにする場合は、このチェックボックスを選択します。
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 • ディスクのパフォーマンスが原因でコマ落ちが発生する場合は、再生後に警告：「Final Cut Pro」でハードディ
スクのパフォーマンスが原因でフレームがコマ落ちしているときに警告されるようにする場合は、このチェックボッ
クスを選択します。

プリロール継続時間
 • プリロール継続時間：オーディション まで、または「折り返して再生」コマンド使用時の スキマー または 再生
ヘッド までの再生時間の長さを設定する場合は、この値スライダを使用します。

ポストロール継続時間
 • ポストロール継続時間：オーディション以降、または「折り返して再生」コマンド使用時のスキマーまたは再生
ヘッド以降の再生時間の長さを設定する場合は、この値スライダを使用します。

プレーヤー背景
 • プレーヤー背景：「ビューア」の背景を選択する場合は、このポップアップメニューを使用します。選択する色は、
一部分か全体が透明なクリップ、つまりフレームいっぱいには収まっていないクリップの場合に表示されます。

A/V 出力
 • A/V 出力：出力先として外部オーディオ／ビデオデバイスまたはモニタを選択するには、このポップアップメ
ニューを使用します。A/V 出力には他社製のビデオインターフェイスのハードウェアとソフトウェアが必要です。ま
た、A/V 出力は OS X Lion v10.7.2 以降のみで使用できます。詳しくは、81 ページの外部ビデオモニタで再生
を表示するを参照してください。

「読み込み」環境設定
「メディアの読み込み」ウインドウを使って「Final Cut Pro」にメディアを読み込むときは、ファイルを読み込むた
びに読み込み設定をカスタマイズできます。ただし、メディアを Finder から「Final Cut Pro」に直接ドラッグする
場合、「Final Cut Pro」では「Final Cut Pro」環境設定ウインドウの「読み込み」パネルで選択した読み込み設
定が使われます。

ファイル
メディアファイルの保存場所を選択します：

 • ライブラリの保存場所にコピーする：メディアファイルが複製され、現在のライブラリ保存場所にコピーが置かれ
ます。「ライブラリのプロパティ」インスペクタを使用して各ライブラリのストレージの場所を設定できます。詳し
くは、424 ページの保存場所を管理するを参照してください。

67% resize factor



 第 15 章    環境設定とメタデータ 435

 • そのままにする：このオプションを選択してファイルを読み込むと、シンボリックリンク（symlink）が作成され
ます。シンボリックリンクは、メディアファイルをコピーせずに参照する特殊なファイルです。これらのファイルを
使用する イベント およびプロジェクトを移動、コピー、またはバックアップすると、シンボリックリンクのみが移動
またはコピーされます（ソース・メディア・ファイルはコピーされません）。プロジェクトまたはイベントを移動ま
たはコピーした後、シンボリックリンクを実際のソース・メディア・ファイルに置き換えたい場合は、イベントを
選択して、「ファイル」＞「イベントファイルを統合」と選択します。ファイルおよびクリップについて詳しくは、
21 ページのメディアファイルとクリップを参照してください。

トランスコード
 • 最適化されたメディアを作成：ビデオを Apple ProRes 422 コーデック に トランスコード します。このコーデッ
クでは、編集時のパフォーマンスが向上し、レンダリング時間が短縮され、合成のカラー品質が向上します。元
のカメラフォーマットを適切なパフォーマンスで編集できる場合、このオプションはグレイ表示されます。

 • プロキシメディアを作成：ビデオを Apple ProRes 422 Proxy コーデック にトランスコードします。このコーデッ
クでは、オフライン 編集するために便利な高品質のファイルが作成されます。ビデオ・プロキシ・ファイル は使
用するディスク領域がかなり少なくて済みます。（多くのメモリと処理能力を持つデスクトップコンピュータではな
く）ポータブルコンピュータで作業する場合でも、ほとんどの場合に十分な品質です。このオプションでは、静止
画像が JPEG ファイル（元のファイルにアルファチャンネル情報がない場合）または PNG ファイル（元のファイ
ルにアルファチャンネル情報がある場合）にトランスコードされます。

詳しくは、415 ページの最適化されたメディアファイルとプロキシ・メディア・ファイルを管理するを参照してくだ 
さい。

参考：最適化されたメディア、プロキシメディア、または元のメディアのうちどれを「ビューア」に表示し、ビデオ
の再生を品質とパフォーマンスのどちらに最適化するかを指定するには、「ビューア」の右上隅にある「ビューア」
の「オプション」ポップアップメニューから対応するオプションを選択します。詳しくは、83 ページの再生品質およ
びパフォーマンスを制御するを参照してください。

キーワード
 • Finder タグから：読み込むファイルに割り当てられた Finder タグごとに キーワードコレクション が作成されま
す。読み込むファイルにタグがある場合は、このオプションを選択して、Finder にあるタグの編成を維持します。 
Finder タグについて詳しくは、を参照してください。これは Finder がアクティブなときに「ヘルプ」メニュー
から表示できます。

参考：REDCODE RAW ファイルの場合のみ、キーワードコレクションは内包しているフォルダに割り当てられた
タグに基づいて作成されます。

 • フォルダから：読み込むファイル内のフォルダごとにキーワードコレクションが作成されます。このオプションは、
Finder にあるファイル編成を維持するときに選択します。（キーワードコレクションは 「ライブラリ」リスト 内の
階層には表示されませんが、フォルダ内の各ファイルには、フォルダ内での深さにかかわらず、内包しているフォ
ルダのキーワードが割り当てられます。）

 • 人物を探す：ビデオを含むクリップの、人物の有無とショットタイプを解析します。解析後、クリップに「人物 1 
人」、「人物 2 人」、「グループ」、「クローズアップのショット」、「標準的なショット」、「ワイドショット」キーワー
ドが必要に応じて追加されます。「人物の検索結果をまとめる」チェックボックスを選択すると、すべての「人物
を探す」解析キーワードを簡素化してまとめることができます。詳しくは、49 ページのビデオおよび静止画解析
のオプションを参照してください。解析して人物を探す場合は、「解析後にスマートコレクションを作成」チェック
ボックスも選択することをお勧めします。

 • 解析後にスマートコレクションを作成：ビデオクリップの画像の手ぶれの問題や人物の有無を解析するときに適用
されるキーワードごとに、スマートコレクション を作成します。スマートコレクションは、イベント内のフォルダの
中に表示されます。
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ビデオ
 • バランスカラーを解析：ビデオクリップを解析し、色かぶりとコントラストの問題を検出します。カラーバランス
は、「タイムライン」にクリップをドラッグすると自動的に調整されます。「ビデオ」インスペクタ の「カラー」セ
クションの「バランス」をオンにすることで、イベント内のクリップのカラーバランスを修正できます。

色の自動調整はいつでもオフにして、最初に録画されたときの色で表示できます。

オーディオ
 • オーディオの問題を解析して修復：オーディオが解析され、ハム、ノイズ、ラウドネスが自動的に補正されます。
オーディオの自動補正はいつでもオフにできます。オフにすると、オーディオは最初に録音されたときの状態で再
生されます。

 • モノラルとグループ・ステレオ・オーディオを分離：オーディオチャンネルが解析され、解析結果に応じてデュア
ルモノまたはステレオとしてグループ化されます。オーディオチャンネルについて詳しくは、168 ページのオーディ
オチャンネルを構成するを参照してください。

 • 無音のチャンネルを取り除く：オーディオチャンネルが解析され、無音のチャンネルが自動的に取り除かれます。

参考：読み込んだ後で、元のオーディオ構成を取得できます。168 ページのオーディオチャンネルを構成するを
参照してください。 

「出力先」環境設定
「Final Cut Pro」環境設定ウインドウの「出力先」パネルで、共有の 出力先 を変更します。「出力先」パネルの
左側にある「出力先」リスト内の出力先は、「ファイル」メニューの「共有」サブメニューと、ツールバー の「共
有」ボタンをクリックしたとき表示されるポップアップメニューに表示されます。

「Final Cut Pro」をはじめて開いたとき、「出力先」リストにはデフォルトの一連の出力先が表示されますが、ほか
の出力先を追加したり、出力先をカスタマイズしたりすることもできます。追加できる出力先を表示するには、「出
力先」リストで「出力先を追加」を選択します。「出力先」リストで出力先を選択すると、その出力先の設定が右側
に表示されます。

各出力先で選択できる設定について以下で説明します。出力先の追加および変更方法については、394 ページの
共有の出力先を作成する／変更するを参照してください。
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DVD／ Blu-ray
プロジェクトまたはクリップの標準精細度（SD）の DVD または Blu-ray 対応ディスクを作成するか、後で外部ドラ
イブにコピーしたりディスクを作成したりできるディスクイメージ（.img）ファイルを作成する場合は、これらの出力
先を使用します。

参考：デフォルトでは「Blu-ray」の出力先は表示されません。「出力先」リストに追加する方法については、394 ペー
ジの共有の出力先を作成する／変更するを参照してください。

「DVD」と「Blu-ray」の出力先には、以下の設定があります：

 • 出力デバイス：光学式ドライブやコンピュータのハードディスクなど、システムで使用できる出力デバイスが表示
されます。

ハードディスクを選択した場合は、ディスクイメージ（.img）ファイルを作成して、後で外部ドライブにコピーし
たり DVD ディスクを作成したりできます。 

 • レイヤー：出力先メディアで利用可能な層が表示されます。 

 • 自動：使用できるディスクのタイプを自動的に検出します。

 • 1 層：ディスクを 1 層ディスクとして識別します。このオプションを使用すると、2 層ディスクを強制的に 1 層
ディスクとして扱うことができます。

 • 2 層：ディスクを 2 層ディスクとして識別します。このオプションを使用すると、出力デバイスとして「ハード・
ドライブ」を選択した場合にディスクイメージを強制的に 2 層ディスク用のフォーマットにすることができます。

重要：プロジェクトの長さによっては、1 層ディスクを使用する場合に「2 層」を選択すると、ディスクの作成中
にエラーが発生することがあります。

 • ディスクテンプレート：利用可能なディスクテンプレートが表示されます。

 • ディスク読み込み時：ディスクの再生時に自動的に実行される操作が表示されます。

 • メニューを表示：メインメニューを表示します。

 • ムービーを再生：ムービーの再生をただちに開始します。

 • マーカー：AVCHD 出力デバイスを使用している場合は、Blu-ray には使用できません。チャプタマーカーのテキ
ストを字幕としてを出力ディスクに含める場合に選択します。視聴者は、DVD または Blu-ray プレーヤーの「次
のチャプタ」ボタンと「前のチャプタ」ボタンを押してチャプタマーカー間を移動できます。チャプタマーカーに
ついて詳しくは、149 ページのチャプタマーカーとそのサムネールイメージを管理するを参照してください。

 • ループ：Blu-ray でのみ選択できます。メニューにループアイコンを追加する場合に選択します。

 • 背景：「追加」ボタンをクリックして、背景グラフィックを追加します。

 • ロゴグラフィック：Blu-ray でのみ選択できます。「追加」ボタンをクリックして、ロゴグラフィックを追加します。

 • タイトルグラフィック：Blu-ray でのみ選択できます。「追加」ボタンをクリックして、タイトルグラフィックを追加
します。

 • プレビュー：メインメニューをプレビューする場合は「メインメニュー」をクリックします。チャプタメニューをプレ
ビューする場合は「チャプタメニュー」をクリックします。 

メール
Apple のメールプログラムである「メール」を使ってプロジェクトまたはクリップをメールで送信する場合は、この
出力先を使用します。「メール」の出力先では、書き出したファイルが添付されたメールメッセージが自動的に作成
されます。

参考：デフォルトでは「メール」の出力先は表示されません。「出力先」リストに追加する方法については、394 ペー
ジの共有の出力先を作成する／変更するを参照してください。

「メール」の出力先には、以下の設定があります：

 • 解像度：ポップアップメニューから 解像度 を選択します。 

 • 圧縮：品質を重視して 圧縮 する場合は「高品質」を選択します。品質を多少犠牲にしても処理を高速化したい
場合は「高速エンコード」を選択します。
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YouTube、Vimeo、Facebook、CNN iReport、Youku、および Tudou
これらの出力先は、プロジェクトまたはクリップを YouTube、Vimeo、Facebook、CNN iReport、Youku、ま
たは Tudou アカウントに公開する場合に使用します。

参考：デフォルトでは、CNN iReport、Youku、および Tudou は「共有」メニューの出力先としては表示されま
せん。「出力先」リストに追加する方法については、394 ページの共有の出力先を作成する／変更するを参照して
ください。

重要：同じ Web サイトのアカウントを複数持っている場合は、アカウントごとに出力先を分ける必要があります。ア
カウント情報を入力すると、「YouTube（myusername）」のように出力先名に続いてアカウント名がかっこ付き
で表示されます。必要に応じて、出力先の名前をより分かりやすい名前に変えることもできます。

Web の出力先には、以下の設定があります：

 • サインイン：Web 出力先をはじめて表示したときは、アカウント情報を入力するためのウインドウが表示されま
す。アカウント名とパスワードを入力して「このパスワードをキーチェーンに保存」チェックボックスを選択した場
合は、アカウント名とパスワードの再入力が不要になります。詳しくは、394 ページの共有の出力先を作成する
／変更するを参照してください。

初期設定が完了した後、出力先の設定の「サインイン」ボタンをクリックすると、アカウント情報の再入力または
変更ができます。

 • 解像度：出力先のデフォルトの 解像度 を選択します。プロジェクトまたはクリップの解像度が出力先の解像度よ
りも低い場合は、プロジェクトまたはクリップに合わせて解像度が変更されます。

 • 圧縮：品質を重視して 圧縮 する場合は「高品質」を選択します。品質を多少犠牲にしても処理を高速化したい
場合は「高速エンコード」を選択します。

 • 再生可能：共有ムービーのプライバシー設定を選択します。メニューに表示されるプライバシー設定は、変更し
ている Web 出力先（YouTube、Vimeo、Facebook など）によって変わります。

重要：Youku アカウントのパスワードを提供する場合は、パスワードを入力してからパスワードフィールドの選択
を解除する必要があります（Tab キーを押すか、ウインドウ内の別の場所をクリックします）。これを行わないと、
Youku にアカウント情報が届きません。 

 • カテゴリ：ムービーのカテゴリを選択します。カテゴリオプションは、変更している Web 出力先によって変わり
ます。

現在のフレームを保存／イメージシーケンス
プロジェクト内の任意のビデオフレームの静止画を保存するか、連番付きの一連の静止画像ファイルを保存する場
合は、これらの出力先を使用します。

参考：デフォルトでは「現在のフレームを保存」と「イメージシーケンス」の出力先は表示されません。いずれか
を「出力先」リストに追加する方法については、394 ページの共有の出力先を作成する／変更するを参照してくだ
さい。

「現在のフレームを保存」と「イメージシーケンス」の出力先には、以下の設定があります：

 • 書き出し：書き出すファイルのフォーマットを選択します。

 • アスペクト比を保持してイメージを調整：スクエアピクセルを使用しても元のアスペクト比は保持するように出力
ファイルを拡大／縮小する場合に選択します（拡大／縮小によって横または縦のピクセル数が増減します）。 

このチェックボックスは、NTSC 形式や PAL 形式など、非スクエアピクセルを使用するプロジェクトにのみ影響し
ます。このチェックボックスが選択されていない場合（デフォルト設定）、出力ファイルでは元のビデオと同じピク
セルアスペクト比が使用され、横と縦のピクセル数も変わりません。
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ファイルを書き出す

参考：この出力先は、デフォルトの出力先リストに含まれる次の 3 つの出力先の基礎として使用されます：マスター
ファイル、Apple デバイス 720p、Apple デバイス 1080p。「Final Cut Pro」の環境設定で出力先を作成および
変更するときは、この出力先は「ファイルを書き出す」の名前でまとめられます。

プロジェクトまたはクリップを、ビデオとオーディオを含むムービーファイル、ビデオファイル（オーディオなし）、ま
たはオーディオファイル（ビデオなし）として書き出す場合は、この出力先を使用します。この出力先は、Apple デ
バイス、コンピュータ、および Web ホスト用にファイルを書き出すために使用されます。 

「ファイルを書き出す」の出力先は、目的の再生デバイスに応じていずれかの 解像度 を選択することでカスタマイズ
できます。たとえば、iPhone および iPod 用の場合は 1280 x 720 の解像度、iPad 用の場合は 1920 x 1080 の
解像度を選択します。プロジェクトで使用されている 1 つまたは複数の ロール を、1 つまたは複数のファイル（メ
ディアステム とも呼ばれます）に書き出すこともできます。

「ファイルを書き出す」の出力先には、以下の設定があります：

 • フォーマット：マスタリングフォーマット（ビデオとオーディオ、ビデオのみ、オーディオのみ）と公開フォーマット
（Apple デバイス、コンピュータ、Web ホスト）が表示されます。どのフォーマットを選択するかによって、以
下に表示されるポップアップメニューのオプションが変わります。

重要：プロジェクトまたはクリップを共有する場合、変更できるのは公開用フォーマットの解像度のみです。

 • ビデオコーデック：書き出すファイルに使用する コーデック を選択します。（ソースクリップまたはプロジェクトの
メディア形式に応じて選択肢が変わります。）

 • 解像度：出力先のデフォルトの解像度を選択します。プロジェクトまたはクリップの解像度が出力先の解像度より
も低い場合は、プロジェクトまたはクリップに合わせて解像度が変更されます。

 • オーディオ・ファイル・フォーマット：「フォーマット」ポップアップメニューから「オーディオのみ」を選択した場
合は、書き出すファイルのオーディオフォーマットを選択します。「フォーマット」ポップアップメニューからその他
のオプションを選択した場合は、書き出すファイルに使用されるオーディオフォーマットがこの項目に表示されま
す。

 • チャプタマーカーを含める：プロジェクトに追加したチャプタマーカーを出力ファイルに含める場合に選択します。
視聴者は、「iTunes」または「QuickTime Player」の「次のチャプタ」ボタンまたは「前のチャプタ」ボタン
をクリックしてチャプタマーカー間を移動できます。 

 • 完了時の処理／このアプリケーションで開く／プレイリストに追加：書き出し完了時に実行する処理を選択しま
す。書き出したファイルをアプリケーションで開く、iTunes ライブラリに追加する、または「メディアブラウザ」
に公開するという選択ができます。選択内容に応じてポップアップメニューの名前が変わります。

 • 何もしない：書き出したファイルが自動的に開かないようにしたい場合は、このオプションを選択します。

 •「QuickTime Player」、「iTunes」、または別のアプリケーション：書き出したファイルをそのファイルに関連
付けられたデフォルトアプリケーションで開く場合は、このオプションを選択します。デフォルトアプリケーショ
ンは Finder で設定または変更できます。詳しくは、OS X ヘルプを参照してください。これは Finder がアク
ティブなときに「ヘルプ」メニューから表示できます。

 • Compressor：書き出したファイルを「Compressor」で開く場合は、このオプションを選択します。書き出
したファイルは新規バッチのソースとして表示され、プロジェクトのムービーの処理を簡単に続けることができ
ます。たとえば、「Final Cut Pro」を使用せずに、配布に必要な圧縮版を作成できます。

参考：このオプションは、「Final Cut Pro」と同じコンピュータに「Compressor」がインストールされている
場合にのみ選択できます。

 • その他：書き出したファイルを別のアプリケーションで開くように指定する場合は、このオプションを選択しま
す。表示されるウインドウでアプリケーションを選択し、「開く」をクリックします。

 • ライブラリ：書き出したファイルを iTunes ライブラリに追加する場合は、このオプションを選択します。
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 • ロール：「フォーマット」ポップアップメニューからマスタリングフォーマット（ビデオとオーディオ、ビデオのみ、
オーディオのみ）を選択した場合にのみ選択できます。プロジェクトを個別のメディアファイルとして書き出す必
要がある場合（たとえば、プロジェクトからダイアログ、ミュージック、およびサウンドエフェクトを別々に書き出
したい場合）は、プロジェクトの 1 つまたは複数のロールをメディアステムとして書き出すことができます。プロ
ジェクトのオーディオロールとビデオロールを使って、結合済みのマルチトラック QuickTime ファイル、あるい
は個別のオーディオファイルまたはビデオファイルを作成でき、オーディオチャンネルにモノラル、ステレオ、また
はサラウンドの出力を割り当てることができます。ロールについて詳しくは、313 ページのロールの概要を参照し
てください。

Compressor 設定
「Compressor」の設定を使用してプロジェクトまたはクリップを書き出す場合は、この出力先を使用します。
「Compressor」は、「“Final Cut Pro”」と連携できるプロ向けの トランスコーディング アプリケーションです。 

参考：デフォルトでは「Compressor 設定」の出力先は表示されません。「出力先」リストに追加する方法につい
ては、394 ページの共有の出力先を作成する／変更するを参照してください。

Compressor 設定を使用してプロジェクトを書き出すことで、実際に「Compressor」でプロジェクトを開かなくて
も、「Compressor」の多くの利点を活用できます。「Compressor」を使用することで、1 回の共有操作で複数
の出力ファイルを作成したり、出力ファイルを変更するカスタム設定（ビデオに ウォーターマーク を追加するなど）
を作成したりできます。システムに「Compressor」がインストールされている場合は、好きな Compressor 設
定を「Final Cut Pro」で使用できます。 

システムに「Compressor」がインストールされておらず、ほかの人から Compressor 設定をもらった場合は、
「Final Cut Pro」および「Compressor」からアクセスできるように設定を次の場所に保存してください： 

/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Compressor/Settings/

Finder で「Compressor」フォルダと「Settings」フォルダを作成しなければならない場合があります。

ヒント：OS X Lion v10.7 以降では、ホームフォルダ内の「ライブラリ」フォルダはデフォルトでは表示されません。
Finder で「移動」＞「フォルダへ移動」と選択し、「フォルダの場所を入力」フィールドに「~/Library/」と入力
してアクセスしてください。詳しくは、OS X ヘルプを参照してください。これは Finder がアクティブなときに「ヘ
ルプ」メニューから表示できます。

HTTP ライブストリーミング用に書き出す
Web サーバを使用して、iPhone、iPad、iPod touch、および Mac にオーディオとビデオを送信する場合は、こ
の出力先を使用します。

参考：デフォルトでは「HTTP ストリーミング」の出力先は表示されません。「出力先」リストに追加する方法につ
いては、394 ページの共有の出力先を作成する／変更するを参照してください。

HTTP ライブストリーミングは、有線またはワイヤレスネットワークで利用可能な速度に合わせてムービーの再生品
質が動的に調整されるため、iOS ベースの App や HTML5 ベースの Web サイトへのストリーミングメディアの配
信に最適です。HTTP ライブストリーミングの実装について詳しくは、Apple Developer の HTTP ライブストリー
ミングの Web サイト http://developer.apple.com/resources/http-streaming を参照してください。

「HTTP ストリーミング」の出力先には、以下の設定があります：

 • 書き出すバージョン：ストリーミングのためにサポートしたいネットワークの各タイプのチェックボックスを選択し
ます。携帯電話回線、Wi-Fi、ブロードバンドデータ接続を使用するデバイスに適したファイルをエクスポートで
きます。

バンドル
複数の出力先を 1 つのバンドルにまとめて、複数のタイプの出力を 1 ステップで作成できます。バンドルを使ってプ
ロジェクトまたはクリップを共有すると、バンドルに含まれる各出力先用のファイルが自動的に生成されます。バンド
ルの作成方法については、394 ページの共有の出力先を作成する／変更するを参照してください。
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メタデータを操作する

クリップのメタデータを表示する／変更する
ソース・メディア・ファイル に関する情報、カメラで記録した情報、クリップに関する説明情報を、メタデータと言
います。「Final Cut Pro」では、メタデータの独自の組み合わせを作成して、クリップ と一緒に表示することがで
きます。これをメタデータ表示と言います。メタデータ表示は、新規作成するか、「Final Cut Pro」に付属している
ものを変更することができます。

「Final Cut Pro」では、3 つのタイプのメタデータを使用します：

 • EXIF（Exchangeable Image File）データ：カメラで記録され、撮影時にメディアに保存された情報（カメ
ラのメーカー名と型式、ファイルサイズ、カラープロファイル、サンプル単位のビットなど）。

 • IPTC（International Press Telecommunications Council）データ：キーワード、キャプション、著作権
情報などの情報をメディアファイル自体に埋め込むためにメディア編成で使われる、標準化されたデータ。

 • Final Cut Pro メタデータ：クリップ名、レート、キーワードなどの、「Final Cut Pro」内のクリップに適用され
るデータ。

「情報」インスペクタ を使用して、「ブラウザ」または「タイムライン」で選択したクリップやクリップのグループの
メタデータを表示したり変更したりできます。 

Info button

「共有」インスペクタには、共有するクリップまたはプロジェクトと一緒に書き出されるメタデータも表示されます。
詳しくは、399 ページの共有属性を変更するを参照してください。

クリップのメタデータを表示する

 1 クリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

選択したクリップまたはクリップのグループのメタデータが、「情報」インスペクタのフィールドに表示されます。
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「情報」インスペクタのメタデータ表示を切り替える
「情報」インスペクタ に表示されるメタデータフィールドは、「メタデータ表示」ポップアップメニューから別のメタ
データ表示を選択することによって変更できます。

 1 クリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタを開きます。

 3 「メタデータ表示」ポップアップメニューからメタデータ表示を選択します。

Metadata View pop-up menu

参考：カスタムのメタデータ表示を作成すると、それらもポップアップメニューに表示されます。

クリップのメタデータを変更する

 1 クリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「メタデータ表示」ポップアップメニューで、変更したいメタデータのフィールドが含まれているメタデータ表示を選
択します。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • テキストフィールドをクリックしてアクティブにし、含めたいテキストを入力します。

参考：テキストフィールドをクリックできない場合、そのフィールドは編集できません。たとえば、一部の EXIF メ
タデータのフィールドは変更できません。

 • ポップアップメニューから、変更したいメタデータに対するオプションを選択します。

ヒント：「ブラウザ」でソースクリップのコンテンツの作成日時を変更することもできます。1 つまたは複数のクリッ
プを選択し、「変更」＞「コンテンツの作成日時を調整」と選択します。

メタデータ表示のフィールドを並べ替える

 m 「情報」インスペクタ で、メタデータのラベルをドラッグして別の順序にします。

メタデータ表示を変更する
メタデータ表示は、新規作成することも、「Final Cut Pro」に付属しているものを変更することもできます。

新規メタデータ表示を作成する

 1 クリップ を選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「情報」インスペクタで、「メタデータ表示」ポップアップメニューから「メタデータ表示を編集」ポップアップメ
ニューを選択します。

 4 「メタデータ表示」ウインドウで、ウインドウの左下隅にある「操作」ポップアップメニュー  から「新規メタ
データ表示」を選択します。

 5 新規メタデータ表示の名前を入力し、Return キーを押します。

 6 プロパティの数を EXIF やビデオのプロパティなどの特定のグループに制限するには、ウインドウの上部にある「情
報」ポップアップメニューからプロパティのグループを選択します。
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 7 メタデータ表示にプロパティを追加するには、プロパティの左にあるチェックボックスを選択します。

Click a checkbox to add a 
property to the metadata view.

Action pop-up menu

 8 メタデータ表示に関連付けられたメタデータフィールドでよければ、「OK」をクリックします。

「情報」インスペクタの「メタデータ表示」ポップアップメニューに新規メタデータ表示が追加されます。

既存のメタデータ表示を変更する
既存のメタデータ表示に表示されるメタデータの組み合わせを変更することができます。メタデータフィールドの名
前の変更、メタデータフィールドの追加または削除、カスタムのメタデータフィールドの作成、メタデータフィールド
の表示順の並べ替えを行うことができます。

 1 クリップ を選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「情報」インスペクタで、「メタデータ表示」ポップアップメニューから「メタデータ表示を編集」ポップアップメ
ニューを選択します。

 4 「メタデータ表示」ウインドウで変更したいメタデータ表示を選択し、以下のいずれかの操作を行います：

 • メタデータ表示の名前を変更するには：左側の列にあるメタデータ表示名をダブルクリックし、新しい名前を入力
して Return キーを押します。

 • メタデータ表示からプロパティ（メタデータフィールド）を削除するには：「情報」列で、削除したいプロパティ
の左にあるチェックマークをクリックします。

 • メタデータ表示にプロパティ（メタデータフィールド）を追加するには：「情報」列で、追加したいプロパティの
左にあるチェックボックスを選択します。

 • メタデータ表示にカスタムプロパティ（メタデータフィールド）を追加するには：「操作」ポップアップメニュー  
から「カスタム・メタデータ・フィールドを追加」を選択し、新しいプロパティの名前と説明を入力して、「OK」
をクリックします。

 5 選択したメタデータ表示に関連付けられたメタデータフィールドでよければ、「OK」をクリックします。

メタデータ表示を複製する
既存のメタデータ表示のほとんどのメタデータフィールドが含まれている新規メタデータ表示を作成したい場合は、
既存のメタデータ表示を複製して変更することで、時間を節約できます。

 1 クリップ を選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「情報」インスペクタで、複製したいメタデータ表示を「メタデータ表示」ポップアップメニューから選択し、「メタ
データ表示」ポップアップメニューから「メタデータ表示を別名で保存」を選択します。
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 4 Final Cut Pro ウインドウの上部に表示されるウインドウで新規メタデータ表示の名前を入力し、「OK」をクリック
します。

「情報」インスペクタの「メタデータ表示」ポップアップメニューに新規メタデータ表示が表示されます。必要に応じ
て新規メタデータ表示を変更します。

メタデータ表示を削除する

 1 クリップ を選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「情報」インスペクタで、「メタデータ表示」ポップアップメニューから「メタデータ表示を編集」ポップアップメ
ニューを選択します。

 4 「メタデータ表示」ウインドウの左側の列で、削除したいメタデータ表示を選択し、左下隅にある「操作」ポップ
アップメニュー  から「メタデータ表示を削除」を選択します。

「メタデータ表示」ウインドウの左側の列と、「情報」インスペクタの「メタデータ表示」ポップアップメニューから、
メタデータ表示が削除されます。

参考：メタデータ表示を削除しても、クリップやそのソースメディアに適用されたメタデータは削除されません。

クリップの名前を一括変更する
「Final Cut Pro」にメディアを読み込むとき、クリップ に意味のない名前（カメラによって割り当てられた名前など）
が含まれていることがよくあります。クリップの名前は個別に変更できますが、メディアを「Final Cut Pro」に読み
込んだ後で、「ブラウザ」で選択したクリップの名前を自動的にまとめて変更することもできます。「Final Cut Pro」
には、多数のクリップの名前を効率よく簡単に変更できる、カスタマイズ可能な命名規則のプリセットがあります。

命名規則のプリセットを使ってクリップの名前を一括変更する

 1 「ブラウザ」で、名前を変更したいクリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開くには、ツールバーの「インスペクタ」ボタン（下図参照）をクリックし、表示されるパ
ネルの上部にある「情報」ボタンをクリックします。

 3 「操作」ポップアップメニュー  から「カスタム名を適用」を選択し、サブメニューから命名規則のプリセット
を選択します。

「ブラウザ」で選択したクリップの名前が変更されます。

新しい命名規則のプリセットを作成する
たいていの場合は、新しい命名規則のプリセットを作成してカスタマイズしたいでしょう。

ヒント：新しい命名規則のプリセットを簡単に作成するには、既存のものを複製します。詳しくは、以下のタスクを
参照してください。

 1 「ブラウザ」で、名前を変更したいクリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「操作」ポップアップメニュー  から「カスタム名を適用」を選択し、サブメニューから「新規」を選択します。

 4 「命名規則のプリセット」ウインドウで「名称未設定」をダブルクリックし、新しいプリセットの名前を入力して、
Return キーを押します。

新しい命名規則のプリセットが、「操作」ポップアップメニューの「カスタム名を適用」サブメニューに表示され 
ます。
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既存の命名規則のプリセットを複製する
最も簡単に新しい命名規則のプリセットを作成する方法は、既存のプリセット（含めたいほとんどの名前の形式のオ
プションが含まれているプリセット）を複製して変更することです。

 1 「ブラウザ」で、名前を変更したいクリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「操作」ポップアップメニュー  から「カスタム名を適用」を選択し、サブメニューから「編集」を選択します。

 4 「命名規則のプリセット」ウインドウで、Control キーを押したまま複製したいプリセットをクリックし、ショートカッ
トメニューから「複製」を選択します。

複製の命名規則のプリセットが元のプリセットの下に表示されます。

 5 複製のプリセットの名前を入力し、Return キーを押します。

この時点で、必要に応じてプリセットを変更できます。

既存の命名規則のプリセットを変更する

 1 「ブラウザ」で、名前を変更したいクリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「操作」ポップアップメニュー  から「カスタム名を適用」を選択し、サブメニューから「編集」を選択します。

 4 「命名規則のプリセット」ウインドウで、「クリップ情報」、「日付／時刻」、「フォーマット」、および「カメラ」の領
域から「フォーマット」フィールドに要素をドラッグして、名前トークンを追加します。

名前トークンを削除するには、「フォーマット」フィールドで選択して Delete キーを押します。

 5 新しい位置にドラッグすることによって、「フォーマット」フィールドでトークンを並べ替えます。

 6 必要に応じて、「フォーマット」フィールドの名前トークンの間に、アンダースコア（_）やスペースなどのテキスト
文字を追加します。

 7 命名規則のプリセットの新しい形式でよければ、「OK」をクリックします。
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命名規則のプリセットを削除する

 1 クリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタ を開きます。

 3 「操作」ポップアップメニュー  から「カスタム名を適用」を選択し、サブメニューから「編集」を選択します。

 4 「命名規則のプリセット」ウインドウで削除したい命名規則のプリセットを選択し、「プリセットを削除」ボタン（マ
イナス記号）をクリックします。

「命名規則のプリセット」ウインドウから命名規則のプリセットが削除されます。
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キーボードショートカットとマルチタッチジェスチャーの概要
「Final Cut Pro」には、プロジェクトを効率的に編集するための手段がいくつかあります：

 • 標準のキーボードショートカット：特定のウインドウを開く、「ブラウザ」から「タイムライン」にクリップを追加
するなど、一般的な作業の多くは、1 つまたは複数のキーを押すことによってすばやく実行できます。447 ペー
ジのキーボードショートカットを参照してください。

 • マルチタッチジェスチャー：マルチタッチ対応のトラックパッドまたはマウスを使用している場合は、マルチタッ
チジェスチャーを使ってプロジェクトのさまざまな編集作業をすばやく実行できます。460 ページのマルチタッチ
ジェスチャーを参照してください。

 • 独自のキーボードショートカット：標準のキーボードショートカットに加えて、「カラーボード」の操作など、よく使
う機能に独自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。また、ほかのアプリケーションのキーボー
ドショートカットに慣れている場合は、「コマンドエディタ」を使って、「Final Cut Pro」のデフォルトのキーボー
ドショートカットを置き換えることもできます。460 ページの「コマンドエディタ」でキーボードショートカットを
表示するを参照してください。

キーボードショートカット
キーボードショートカットを使用すると、「Final Cut Pro」での作業の多くをすばやく実行できます。キーボードショー
トカットを使用するには、ショートカットのすべてのキーを同時に押します。下の表に、よく使用されるコマンドの
ショートカットを示します。

アプリケーション

コマンド ショートカット アクション

アプリケーションを隠す Command ＋ H 「Final Cut Pro」を隠す

ほかのアプリケーションを隠す Option ＋ Command ＋ H 「Final Cut Pro」以外のすべてのアプリ
ケーションを隠す

キーボードカスタマイズ Option ＋ Command ＋ K 「コマンドエディタ」を開く

ウインドウをしまう Command ＋ M 「Final Cut Pro」をしまう

ライブラリを開く Command ＋ O 既存のライブラリまたは新しいライブライ
を開く

環境設定 Command ＋カンマ（,） 「Final Cut Pro」環境設定ウインドウを開
く

終了 Command ＋ Q 「Final Cut Pro」を終了

変更をやり直す Shift ＋ Command ＋ Z 最後のコマンドをやり直す

変更を取り消す Command ＋ Z 最後のコマンドを取り消す

キーボードショートカットとジェスチャー
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編集

コマンド ショートカット アクション

音量を調節（絶対） Control ＋ Option ＋ L 選択したすべてのクリップの音量を特定
の dB 値に調整

音量を調節（相対） Control ＋ L 選択したすべてのクリップの音量を同じ 
dB 値で調整

ストーリーラインに追加 E 選択個所を ストーリーライン の末尾に追
加

オーディション：オーディションに追加 Control ＋ Shift ＋ Y 選択したクリップを オーディション に追
加

オーディション：複製してエフェクトをペー
スト

Option ＋ Command ＋ Y オーディションのクリップを複製してエ
フェクトを追加

オーディション：オーディションとして複製 Option ＋ Y 「タイムライン」のクリップとその複製を
使って（適用されているエフェクトを含
む）、オーディションを作成

オーディション：オリジナルから複製 Shift ＋ Command ＋ Y 適用されているエフェクトを除いて、選択
したオーディションクリップを複製

オーディション：置き換えてオーディション
に追加

Shift ＋ Y オーディションを作成し、「タイムライン」
のクリップを現在の選択部分に置き換え

ブレード Command ＋ B スキマーまたは再生ヘッドの位置にある
基本ストーリーラインクリップ（または選
択部分）をカット

すべてをブレード Shift ＋ Command ＋ B スキマーまたは再生ヘッドの位置にある
すべてのクリップをカット

クリップ項目を分割 Shift ＋ Command ＋ G 選択した項目をコンポーネント部品に分
割

継続時間を変更 Control ＋ D 選択部分の継続時間を変更

基本ストーリーラインに接続 Q 選択個所を基本ストーリーラインに接続

基本ストーリーラインに接続 - バックタイ
ム 

Shift ＋ Q 選択の終了点をスキマーまたは再生ヘッ
ドの位置に合わせて、選択部分を基本ス
トーリーラインに接続

コピー Command ＋ C 選択部分をコピー

オーディションを作成 Command ＋ Y 選択部分からオーディションを作成

ストーリーラインを作成 Command ＋ G 選択した 接続クリップ からストーリーラ
インを作成

カット Command ＋ X 選択部分をカット

カットしてビューア・アングル 1 に切り替
え 

1 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 1 に切り替え

カットしてビューア・アングル 2 に切り替
え

2 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 2 に切り替え

カットしてビューア・アングル 3 に切り替
え

3 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 3 に切り替え

カットしてビューア・アングル 4 に切り替
え

4 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 4 に切り替え

カットしてビューア・アングル 5 に切り替
え

5 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 5 に切り替え
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コマンド ショートカット アクション

カットしてビューア・アングル 6 に切り 
替え

6 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 6 に切り替え

カットしてビューア・アングル 7 に切り 
替え

7 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 7 に切り替え

カットしてビューア・アングル 8 に切り 
替え

8 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 8 に切り替え

カットしてビューア・アングル 9 に切り 
替え

9 マルチカムクリップをカットして、現在の 
バンクのアングル 9 に切り替え

削除 Delete 「タイムライン」の選択部分を削除、「ブ
ラウザ」の選択部分を不採用、またはス
ルー編集を削除

選択項目のみ削除 Option ＋ Command ＋ Delete 選択項目を削除し、接続されたクリップを
それによって作成されるギャップクリップ
に接続

すべてを選択解除 Shift ＋ Command ＋ A 選択したすべての項目の選択を解除

複製 Command ＋ D 「ブラウザ」の選択部分を複製

クリップを使用する／使用しない V 選択部分の再生を有効／無効にする

オーディオ／ビデオを展開 Control ＋ S 選択したクリップでオーディオとビデオを
別々に表示

オーディオコンポーネントを展開／しまう Control ＋ Option ＋ S 「タイムライン」の選択部分のオーディオ
コンポーネントを展開／しまう

編集を拡張 Shift ＋ X 選択した編集点をスキマーまたは再生
ヘッドの位置まで拡張

選択部分を下へ拡張 Shift ＋↓ 「ブラウザ」で、次の項目を選択に追加

選択部分を上へ拡張 Shift ＋↑ 「ブラウザ」で、前の項目を選択に追加

オーディションをファイナライズ Option ＋ Shift ＋ Y オーディションを終了し、オーディション
ピックに置き換え

挿入 W スキマーまたは再生ヘッドの位置に選択
部分を挿入 

フリーズフレームを挿入／接続 Option ＋ F 「タイムライン」の再生ヘッドまたはスキ
マーの位置にフリーズフレームを挿入す
るか、イベント内のスキマーまたは再生
ヘッドの位置から「タイムライン」の再生
ヘッドの位置へフリーズフレームを接続

ギャップを挿入 Option ＋ W スキマーまたは再生ヘッドの位置に 
ギャップクリップ を挿入

プレースホルダを挿入 Option ＋ Command ＋ W スキマーまたは再生ヘッドの位置にプ
レースホルダクリップを挿入

ストーリーラインからリフト Option ＋ Command ＋↑ ストーリーラインから選択部分をリフトし、
それによって作成されるギャップクリップ
に接続

音量を 1 dB 下げる Control ＋ハイフン（-） オーディオの音量を 1 dB 下げる

再生ヘッドの位置を移動 Control ＋ P タイムコード値を入力して再生ヘッドを 
移動

新規複合クリップ Option ＋ G 新しい 複合クリップ を作成（何も選択さ
れていない場合は、空の複合クリップを 
作成）
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コマンド ショートカット アクション

オーディオサブフレームを細かく左に Option ＋カンマ（,） 選択したオーディオ編集点を 1 サブフ
レーム左に移動して、スプリット編集を 
行う

オーディオサブフレームを大きく左に Option ＋ Shift ＋カンマ（,） 選択したオーディオ編集点を 10 サブフ
レーム左に移動して、スプリット編集を 
行う

オーディオサブフレームを細かく右に Option ＋ピリオド（.） 選択したオーディオ編集点を 1 サブフ
レーム右に移動して、スプリット編集を 
行う

オーディオサブフレームを大きく右に Option ＋ Shift ＋ピリオド（.） 選択したオーディオ編集点を 10 サブフ
レーム右に移動して、スプリット編集を 
行う

細かく下に Option ＋↓ アニメーションエディタ内の選択したキー
フレームの値を細かく下げる

細かく左に カンマ（,） 選択項目を 1 単位左に移動

大きく左に Shift ＋カンマ（,） 選択項目を 10 単位左に移動

細かく右に ピリオド（.） 選択項目を 1 単位右に移動

大きく右に Shift ＋ピリオド（.） 選択項目を 10 単位右に移動

細かく上に Option ＋↑ 「アニメーションエディタ」内の選択した
キーフレームの値を細かく上げる

オーディションを開く Y 選択したオーディションを開く

接続を上書き アットマーク（@） 選択部分のクリップ接続を一時的に上 
書き

上書き D スキマーまたは再生ヘッドの位置で上 
書き

上書き - バックタイム Shift ＋ D スキマーまたは再生ヘッドの位置から前
を上書き

上書きして基本ストーリーラインに置き換
え 

Option ＋ Command ＋↓ 基本ストーリーラインのスキマーまたは再
生ヘッドの位置で上書き

接続済みとしてペースト Option ＋ V 選択部分をペーストして基本ストーリーラ
インに接続

再生ヘッドの位置でペースト挿入 Command ＋ V スキマーまたは再生ヘッドの位置にクリッ
プボードの内容を挿入

前のアングル Control ＋ Shift ＋← マルチカムクリップ内の前のアングルに切
り替え

前のオーディオアングル Option ＋ Shift ＋← マルチカムクリップ内の前のオーディオ 
アングルに切り替え

前のピック Control ＋← 「オーディション」ウインドウで前のクリッ
プを選択し、オーディションピックにする

前のビデオアングル Shift ＋ Command ＋← マルチカムクリップ内の前のビデオアング
ルに切り替え

音量を 1 dB 上げる Control ＋キャレット（＾） オーディオの音量を 1 dB 上げる

置き換える Shift ＋ R 「タイムライン」で選択したクリップを「ブ
ラウザ」の選択部分に置き換え

始点から置き換える Option ＋ R 「タイムライン」で選択したクリップを「ブ
ラウザ」の選択部分の先頭から置き換え
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コマンド ショートカット アクション

ギャップに置き換え Shift ＋ Delete 「タイムライン」で選択したクリップを
ギャップクリップに置き換え

すべて選択 Command ＋ A すべてのクリップを選択

クリップを選択 C 「タイムライン」でポインタが置かれている
クリップを選択

オーディオの左端を選択 Shift ＋左ブラケット（[） 展開表示されているオーディオ／ビデオ
クリップで、オーディオ編集点の左端を 
選択

左端を選択 左ブラケット（[） 編集点の左端を選択

オーディオ編集の左端と右端を選択 Shift ＋円記号（￥） 展開表示されているオーディオ／ビデオ
クリップで、オーディオ編集点の左端と右
端を選択

編集の左端と右端を選択 円記号（￥） 編集点の左端と右端を選択

次のアングルを選択 Control ＋ Shift ＋→ マルチカムクリップ内の次のアングルに切
り替え

次のオーディオアングルを選択 Option ＋ Shift ＋→ マルチカムクリップ内の次のオーディオ 
アングルに切り替え

次のピック Control ＋→ 「オーディション」ウインドウで次のクリッ
プを選択し、オーディションピックにする

次のビデオアングルを選択 Shift ＋ Command ＋→ マルチカムクリップ内の次のビデオアング
ルに切り替え

オーディオの右端を選択 Shift ＋右ブラケット（]） 展開表示されているオーディオ／ビデオ
クリップで、オーディオ編集点の右端を 
選択

右端を選択 右ブラケット（]） 編集点の右端を選択

追加の範囲選択の終了点を設定 Shift ＋ Command ＋ O 追加の範囲選択の終了点を再生ヘッドま
たはスキマーの位置に設定

追加の範囲選択の開始点を設定 Shift ＋ Command ＋ I 追加の範囲選択の開始点を再生ヘッドま
たはスキマーの位置に設定

「詳細編集」を表示／隠す Control ＋ E 編集ポイントが選択されているときに、
「詳細編集」を表示／隠す

スナップ N スナップの入／切を切り替え

ソロ Option ＋ S 「タイムライン」で選択した項目をソロに
する

ソースメディア：オーディオとビデオ Shift ＋ 1 オーディオ／ビデオモードを入にして、選
択部分のビデオとオーディオを「タイムラ
イン」に追加

ソースメディア：オーディオのみ Shift ＋ 3 オーディオのみのモードを入にして、選択
部分のオーディオを「タイムライン」に 
追加

ソースメディア：ビデオのみ Shift ＋ 2 ビデオのみのモードを入にして、選択部分
のビデオを「タイムライン」に追加

ビューア・アングル 1 に切り替え Option ＋ 1 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 1 に切り替え

ビューア・アングル 2 に切り替え Option ＋ 2 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 2 に切り替え
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コマンド ショートカット アクション

ビューア・アングル 3 に切り替え Option ＋ 3 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 3 に切り替え

ビューア・アングル 4 に切り替え Option ＋ 4 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 4 に切り替え

ビューア・アングル 5 に切り替え Option ＋ 5 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 5 に切り替え

ビューア・アングル 6 に切り替え Option ＋ 6 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 6 に切り替え

ビューア・アングル 7 に切り替え Option ＋ 7 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 7 に切り替え

ビューア・アングル 8 に切り替え Option ＋ 8 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 8 に切り替え

ビューア・アングル 9 に切り替え Option ＋ 9 マルチカムクリップを現在のバンクのアン
グル 9 に切り替え

ストーリーラインモードを切り替え G 「タイムライン」内でクリップをドラッグし
たときにストーリーラインをビルドする機
能の入／切を切り替え

トリム終了 Option ＋右ブラケット（]） 選択したクリップまたは一番上のクリップ
の終了点をスキマーまたは再生ヘッドの
位置に合わせてトリミング 

トリム開始 Option ＋左ブラケット（[） クリップの開始点をスキマーまたは再生
ヘッドの位置に合わせてトリミング 

選択範囲にトリム Option ＋円記号（￥） クリップの開始点と終了点を選択範囲に
合わせてトリミング

エフェクト

コマンド ショートカット アクション

基本下三分の一を追加 Control ＋ Shift ＋ T 基本下三分の一を基本ストーリーライン
に接続

基本タイトルを追加 Control ＋ T 基本タイトルを基本ストーリーラインに 
接続

デフォルトのトランジションを追加 Command ＋ T デフォルトのトランジションを選択個所に
追加

カラーボード：現在のボードパックをリセッ
ト

Option ＋ Delete 現在の「カラーボード」パネル内のコント
ロールをリセット

カラーボード：「カラー」パネルに切り替
え

Control ＋ Command ＋ C 「カラーボード」の「カラー」パネルに切
り替え

カラーボード：「露出」パネルに切り替え Control ＋ Command ＋ E 「カラーボード」の「露出」パネルに切り
替え

カラーボード：「サチュレーション」パネル
に切り替え

Control ＋ Command ＋ S 「カラーボード」の「サチュレーション」パ
ネルに切り替え

エフェクトをコピー Option ＋ Command ＋ C 選択したエフェクトとその設定をコピー

キーフレームをコピー Option ＋ Shift ＋ C 選択したキーフレームとその設定をコ
ピー

キーフレームをカット Option ＋ Shift ＋ X 選択したキーフレームとその設定をカット

バランスカラーを有効／無効にする Option ＋ Command ＋ B バランスカラー補正の入／切を切り替え
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コマンド ショートカット アクション

マッチオーディオ Shift ＋ Command ＋ M クリップ間で音を合わせる

マッチカラー Option ＋ Command ＋ M クリップ間で色をマッチさせる

次のテキスト Option ＋ Tab 次のテキスト項目に移動

パラメータをペースト Shift ＋ Command ＋ V 選択したパラメータとその設定を選択部
分にペースト

エフェクトをペースト Option ＋ Command ＋ V エフェクトとその設定を選択部分にペース
ト

キーフレームをペースト Option ＋ Shift ＋ V キーフレームとその設定を選択部分に
ペースト

前のテキスト Option ＋ Shift ＋ Tab 前のテキスト項目に移動

リタイミングエディタ Command ＋ R 「リタイミングエディタ」を表示／隠す

リタイミング：標準速度セグメントを作成 Shift ＋ N 選択部分を通常の速度（1 倍速）で再生
するように設定

リタイミング：静止 Shift ＋ H  2 秒間の静止セグメントを作成

リタイミング：リセット Option ＋ Command ＋ R 選択部分をリセットして通常の速度（1 倍
速）で順再生

アニメーションをソロにする Control ＋ Shift ＋ V 「ビデオ・アニメーション・エディタ」で一
度に 1 つのエフェクトだけを表示

一般

コマンド ショートカット アクション

削除 Delete 「タイムライン」の選択部分を削除、「ブ
ラウザ」の選択部分を不採用、またはス
ルー編集を削除

検索 Command ＋ F 「フィルタ」ウインドウ（「ブラウザ」の
場合）または「タイムラインインデックス」
（「タイムライン」の場合）を表示／隠す

「イベントビューア」へ移動 Option ＋ Command ＋ 3 「イベントビューア」をアクティブにする

メディアを読み込む Command ＋ I デバイス、カメラ、またはアーカイブから
メディアを読み込む

ライブラリのプロパティ Control ＋ Command ＋ J 現在のライブラリの「ライブラリのプロパ
ティ」インスペクタを開く

ゴミ箱に入れる Command ＋ Delete 選択項目を Finder のゴミ箱に入れる

新規プロジェクト Command ＋ N 新しいプロジェクトを作成する

プロジェクトの情報 Command ＋ J 現在のプロジェクトの「情報」インスペク
タを開く

すべてレンダリング Control ＋ Shift ＋ R 現在のプロジェクトのすべての レンダリン
グ 処理を開始

選択部分をレンダリング Control ＋ R 選択部分のすべてのレンダリング処理を
開始

Finder に表示 Shift ＋ Command ＋ R 選択したイベントクリップのソースメディ
アを Finder に表示
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マーク

コマンド ショートカット アクション

マーカーを追加 M スキマーまたは再生ヘッドの位置に マー
カー を追加

すべてのクリップ Control ＋ C 「ブラウザ」のフィルタ設定を変更してす
べてのクリップを表示

マーカーを追加して変更 Option ＋ M マーカーを追加してマーカーのテキスト
を編集

キーワードタグ 1 を適用 Control ＋ 1 キーワード 1 を選択個所に適用

キーワードタグ 2 を適用 Control ＋ 2 キーワード 2 を選択個所に適用

キーワードタグ 3 を適用 Control ＋ 3 キーワード 3 を選択個所に適用

キーワードタグ 4 を適用 Control ＋ 4 キーワード 4 を選択個所に適用

キーワードタグ 5 を適用 Control ＋ 5 キーワード 5 を選択個所に適用

キーワードタグ 6 を適用 Control ＋ 6 キーワード 6 を選択個所に適用

キーワードタグ 7 を適用 Control ＋ 7 キーワード 7 を選択個所に適用

キーワードタグ 8 を適用 Control ＋ 8 キーワード 8 を選択個所に適用

キーワードタグ 9 を適用 Control ＋ 9 キーワード 9 を選択個所に適用

選択範囲を解除 Option ＋ X 範囲選択を解除

範囲終了点を解除 Option ＋ O 範囲の終了点を解除

範囲開始点を解除 Option ＋ I 範囲の開始点を解除

マーカーを削除 Control ＋ M 選択したマーカーを削除

選択範囲のマーカーを削除 Control ＋ Shift ＋ M 選択範囲のすべてのマーカーを削除

すべてを選択解除 Shift ＋ Command ＋ A 選択したすべての項目の選択を解除

よく使う項目 F ブラウザの選択部分をよく使う項目として
設定 

よく使う項目 Control ＋ F 「ブラウザ」のフィルタ設定を変更して「よ
く使う項目」を表示

不採用を隠す Control ＋ H 「ブラウザ」のフィルタ設定を変更して不
採用のクリップを隠す

新規キーワードコレクション Shift ＋ Command ＋ K 新規 キーワードコレクション を作成

新規スマートコレクション Option ＋ Command ＋ N 新規 スマートコレクション を作成

「範囲選択」ツール R 「範囲選択」ツールをアクティブにする

不採用にする Delete 「ブラウザ」の現在の選択項目を不採用と
してマーク

参考：「ブラウザ」ではなく「タイムライン」
がアクティブになっている場合は、Delete 
キーを押すと選択した項目が削除され 
ます。

不採用 Control ＋ Delete 「ブラウザ」のフィルタ設定を変更して不
採用のクリップを表示

選択部分からすべてのキーワードを取り
除く

Control ＋ 0 「ブラウザ」の選択部分からすべてのキー
ワードを削除

ロール：「ダイアログ」ロールを適用 Control ＋ Option ＋ D 選択したクリップに「ダイアログ」ロール
を適用
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コマンド ショートカット アクション

ロール：「エフェクト」ロールを適用 Control ＋ Option ＋ E 選択したクリップに「エフェクト」ロール
を適用

ロール：「ミュージック」ロールを適用 Control ＋ Option ＋ M 選択したクリップに「ミュージック」ロー
ルを適用

ロール：「タイトル」ロールを適用 Control ＋ Option ＋ T 選択したクリップに「タイトル」ロールを
適用

ロール：「ビデオ」ロールを適用 Control ＋ Option ＋ V 選択したクリップに「ビデオ」ロールを 
適用

すべて選択 Command ＋ A すべてのクリップを選択

クリップ範囲を選択 X 範囲選択 をスキマーまたは再生ヘッドの
位置にあるクリップの境界に合わせる

追加の範囲終了点を設定 Shift ＋ Command ＋ O 追加の範囲選択の終了点を再生ヘッドま
たはスキマーの位置に設定

追加の範囲開始点を設定 Shift ＋ Command ＋ I 追加の範囲選択の開始点を再生ヘッドま
たはスキマーの位置に設定

範囲終了点を設定 O 範囲の終了点を設定

範囲終了点を設定 Control ＋ O テキストフィールドの編集中に範囲の終
了点を設定

範囲開始点を設定 I 範囲の開始点を設定

範囲開始点を設定 Control ＋ I テキストフィールドの編集中に範囲の開
始点を設定

レートなし U 選択部分からレートを削除

整理

コマンド ショートカット アクション

新規イベント Option ＋ N 新規 イベント を作成する

新規フォルダ Shift ＋ Command ＋ N 新規フォルダを作成

「ブラウザ」に表示 Shift ＋ F 選択したクリップを「ブラウザ」に表示

ブラウザにプロジェクトを表示 Option ＋ Shift ＋ Command ＋ F 開いているプロジェクトを「ブラウザ」に
表示

クリップを同期 Option ＋ Command ＋ G 選択したイベントクリップを同期

再生／ナビゲーション

コマンド ショートカット アクション

オーディオをスキミング Shift ＋ S オーディオスキミングの入／切を切り替え

オーディション：プレビュー Control ＋ Command ＋ Y 「タイムライン」のコンテキスト内でピック
を再生

クリップをスキミング Option ＋ Command ＋ S クリップスキミングの入／切を切り替え

マルチカムオーディオのみをカット／切り
替え

Option ＋ Shift ＋ 3 マルチカムのカットおよび切り替え時に
オーディオのみモードを入にする

マルチカムオーディオおよびビデオをカッ
ト／切り替え

Option ＋ Shift ＋ 1 マルチカムのカットおよび切り替え時に
オーディオ／ビデオモードを入にする

マルチカムビデオのみをカット／切り替え Option ＋ Shift ＋ 2 マルチカムのカットおよび切り替え時にビ
デオのみモードを入にする
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コマンド ショートカット アクション

下 ↓ 次の項目（「ブラウザ」の場合）または次
の編集点（「タイムライン」の場合）へ 
移動

下 Control ＋↓ テキストフィールドの編集中に、次の項目
（「ブラウザ」の場合）または次の編集点
（「タイムライン」の場合）へ移動

10 フレーム戻る Shift ＋← 再生ヘッドを 10 フレーム戻す

10 フレーム進む Shift ＋→ 再生ヘッドを 10 フレーム進める

先頭へ移動 Home キー 再生ヘッドを「タイムライン」の先頭また
は「ブラウザ」の最初のクリップに移動

末尾に移動 End ボタン 再生ヘッドを「タイムライン」の末尾また
は「ブラウザ」の最後のクリップに移動

次のバンクに移動 Option ＋ Shift ＋コロン（:） 現在のマルチカムクリップ内の次のアン
グルバンクを表示

次の編集点へ移動 コロン（:） 再生ヘッドを「タイムライン」の次の編集
点へ移動

次のフィールドに移動 Option ＋→ 再生ヘッドをインターレースクリップの次
のフィールドへ移動

次のフレームに移動 → 再生ヘッドを次のフレームへ移動

次のサブフレームへ移動 Command ＋→ 再生ヘッドを次のオーディオサブフレーム
へ移動

前のバンクに移動 Option ＋ Shift ＋セミコロン（;） 現在のマルチカムクリップ内の前のアン
グルバンクを表示

前の編集点へ移動 セミコロン（;） 再生ヘッドを「タイムライン」の前の編集
点へ移動

前のフィールドに移動 Option ＋← 再生ヘッドをインターレースクリップの前
のフィールドへ移動

前のフレームに移動 ← 再生ヘッドを前のフレームへ移動

前のサブフレームへ移動 Command ＋← 再生ヘッドを前のオーディオサブフレーム
へ移動

範囲の末尾へ移動 Shift ＋ O 再生ヘッドを範囲選択の末尾へ移動

範囲の先頭へ移動 Shift ＋ I 再生ヘッドを範囲選択の先頭へ移動

ループ再生 Command ＋ L ループ再生の入／切を切り替え

オーディオをモニタ Shift ＋ A スキミングしたアングルのオーディオモニ
タリングの入／切を切り替え

マイナスのタイムコード入力 ハイフン（-） マイナスのタイムコード値を入力し、選択
内容に応じて、再生ヘッドを戻す、前のク
リップに戻る、あるいは範囲またはクリッ
プをトリミング

次のクリップ Control ＋ Command ＋→ 次の項目（「ブラウザ」の場合）または次
の編集点（「タイムライン」の場合）へ 
移動

次のマーカー Control ＋コロン（:） 再生ヘッドを次のマーカーへ移動

折り返して再生 Shift ＋疑問符（？） 再生ヘッドの位置の周辺を再生

順方向に再生 L 順再生（L キーを押して再生速度を段階
的に上げる）
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コマンド ショートカット アクション

再生ヘッドから再生 Option ＋スペースバー 再生ヘッドの位置から再生

フルスクリーンで再生 Shift ＋ Command ＋ F スキマーまたは再生ヘッドの位置からフ
ルスクリーンで再生

逆再生 J 逆再生（J キーを押して逆再生速度を段階
的に上げる）

逆再生 Control ＋ J テキストフィールドの編集中に逆再生（J 
キーを押して逆再生速度を段階的に上げ
る）

逆再生 Shift ＋スペースバー 逆再生

選択項目を再生 スラッシュ（/） 選択項目を再生

最後まで再生 Control ＋ Shift ＋ O 再生ヘッドから選択範囲の末尾まで再生

再生／一時停止 スペースバー 再生を開始／一時停止

再生／一時停止 Control ＋スペースバー テキストフィールドの編集中に再生を開
始／一時停止

プラスのタイムコード入力 キャレット（＾） プラスのタイムコード値を入力し、選択内
容に応じて、再生ヘッドを進める、後のク
リップに進む、あるいは範囲またはクリッ
プをトリミング

前のクリップ Control ＋ Command ＋← 前の項目（「ブラウザ」の場合）または前
の編集点（「タイムライン」の場合）へ移
動

前のマーカー Control ＋セミコロン（;） 再生ヘッドを前のマーカーへ移動

モニタリングアングルを設定 Shift ＋ V スキミングしたアングルをモニタリング 
アングルとして設定

スキミング S スキミングの入／切を切り替え

アフレコ録音を開始／停止 Option ＋ Shift ＋ A 「アフレコを録音」ウインドウからオーディ
オ録音を開始／停止

停止 K 再生を停止

停止 Control ＋ K テキストフィールドの編集中に再生を停止

タイムライン履歴内を戻る Command ＋左ブラケット（[） タイムライン履歴を 1 レベル戻る

タイムライン履歴内を進む Command ＋右ブラケット（]） タイムライン履歴を 1 レベル進む

上 ↑ 前の項目（「ブラウザ」の場合）または前
の編集点（「タイムライン」の場合）へ 
移動

上 Control ＋↑ テキストフィールドの編集中に前の項目
（ブラウザの場合）または前の編集点（タ
イムラインの場合）へ移動

共有およびツール

コマンド ショートカット アクション

デフォルトの共有先で共有 Command ＋ E デフォルトの共有先を使用して、選択した
プロジェクトまたはクリップを共有します。

「選択」（矢印）ツール A 「選択」ツールをアクティブにする

「ブレード」ツール B 「ブレード」ツールをアクティブにする

67% resize factor



 第 16 章    キーボードショートカットとジェスチャー 458

コマンド ショートカット アクション

「クロップ」ツール Shift ＋ C 「クロップ」ツールをアクティブにし、再生
ヘッドが置かれている選択したクリップま
たは一番上のクリップのオンスクリーンコ
ントロールを表示

「歪み」ツール Option ＋ D 「歪み」ツールをアクティブにし、再生ヘッ
ドが置かれている選択したクリップまたは
一番上のクリップのオンスクリーンコント
ロールを表示

「ハンド」ツール H 「ハンド」ツールをアクティブにする

「位置」ツール P 「位置」ツールをアクティブにする

「変形」ツール Shift ＋ T 「変形」ツールをアクティブにし、再生ヘッ
ドが置かれている選択したクリップまたは
一番上のクリップのオンスクリーンコント
ロールを表示

「トリム」ツール T 「トリム」ツールをアクティブにする

「ズーム」ツール Z 「ズーム」ツールをアクティブにする

表示

コマンド ショートカット アクション

クリップのアピアランス：クリップラベルの
み

Control ＋ Option ＋ 6 クリップ名の設定に応じて、タイムラインク
リップをクリップ名、ロール名、またはア
クティブアングル名のみで表示

クリップのアピアランス：波形のサイズを
縮小

Control ＋ Option ＋↓ タイムラインクリップのオーディオ波形の
サイズを縮小

クリップのアピアランス：フィルムストリッ
プのみ

Control ＋ Option ＋ 5 タイムラインクリップを大きい フィルムス
トリップ のみで表示

クリップのアピアランス：波形のサイズを
拡大

Control ＋ Option ＋↑ タイムラインクリップのオーディオ波形の
サイズを拡大

クリップのアピアランス：フィルムストリッ
プ（大）

Control ＋ Option ＋ 4 タイムラインクリップのオーディオ波形を
小さく、フィルムストリップを大きく表示

クリップのアピアランス：波形（大） Control ＋ Option ＋ 2 タイムラインクリップのオーディオ波形を
大きく、フィルムストリップを小さく表示

クリップのアピアランス：波形とフィルムス
トリップ

Control ＋ Option ＋ 3 タイムラインクリップのオーディオ波形と
ビデオフィルムストリップを同じサイズで
表示

クリップのアピアランス：波形のみ Control ＋ Option ＋ 1 タイムラインクリップを大きいオーディオ
波形のみで表示

クリップの高さを縮める Shift ＋ Command ＋ハイフン（-） 「ブラウザ」のクリップの高さを縮める

クリップの高さを広げる Shift ＋ Command ＋キャレット（^） 「ブラウザ」のクリップの高さを広げる

表示するフィルムストリップフレームを減
らす 

Shift ＋ Command ＋カンマ（,） 「ブラウザ」のクリップで表示するフィルム
ストリップフレームを減らす

オーディオアニメーションを表示／隠す Control ＋ A 選択したクリップの「オーディオ・アニメー
ション・エディタ」を表示／隠す

スキマー情報を表示／隠す Control ＋ Y 「ブラウザ」でスキミング時にクリップ情報
を表示／隠す
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コマンド ショートカット アクション

ビデオアニメーションを表示／隠す Control ＋ V 「タイムライン」で選択したクリップの「ビ
デオ・アニメーション・エディタ」を表示
／隠す

表示するフィルムストリップフレームを増
やす

Shift ＋ Command ＋ピリオド（.） 「ブラウザ」のクリップで表示するフィルム
ストリップフレームを増やす

フィルムストリップあたり 1 フレームを表
示

Option ＋ Shift ＋ Command ＋カンマ
（,）

フィルムストリップあたり 1 フレームを 
表示

クリップ名を表示 Option ＋ Shift ＋ N 「ブラウザ」でクリップ名を表示／隠す

「ブラウザ」をフィルムストリップとして表
示

Option ＋ Command ＋ 1 「ブラウザ」をフィルムストリップ表示に切
り替え

「ブラウザ」をリストとして表示 Option ＋ Command ＋ 2 「ブラウザ」をリスト表示に切り替え

ズームイン Command ＋キャレット（＾） 「タイムライン」、「ブラウザ」、または
「ビューア」を拡大

ズームアウト Command ＋ハイフン（-） 「タイムライン」、「ブラウザ」、または
「ビューア」を縮小

ウインドウに合わせる Shift ＋ Z 「ブラウザ」、「ビューア」、または「タイム
ライン」のサイズに合わせて内容を拡大
／縮小

サンプルに合わせて拡大／縮小 Control ＋ Z オーディオサンプルの拡大のオン／オフ
を切り替え

ウインドウ

コマンド ショートカット アクション

バックグラウンドタスク Command ＋ 9 「バックグラウンドタスク」ウインドウ を表
示／隠す

オーディオ補正へ移動 Command ＋ 8 「オーディオ補正」インスペクタをアクティ
ブにする

カラーボードへ移動 Command ＋ 6 カラーボードをアクティブにする

「ブラウザ」へ移動 Command ＋ 1 「ブラウザ」をアクティブにする

インスペクタへ移動 Option ＋ Command ＋ 4 現在のインスペクタをアクティブにする

「タイムライン」へ移動 Command ＋ 2 「タイムライン」をアクティブにする

「ビューア」へ移動 Command ＋ 3 「ビューア」をアクティブにする

次のタブ Control ＋ Tab インスペクタまたは「カラーボード」の次
のパネルに切り替え

前のタブ Control ＋ Shift ＋ Tab インスペクタまたは「カラーボード」の前
のパネルに切り替え

アフレコを録音 Option ＋ Command ＋ 8 「アフレコを録音」ウインドウを表示／ 
隠す

ヒストグラムを表示 Control ＋ Command ＋ H ビューアでヒストグラムを表示

ベクトルスコープを表示 Control ＋ Command ＋ V ビューアでベクトルスコープを表示

ビデオ波形を表示 Control ＋ Command ＋ W ビューアで波形モニタを表示

アングルを表示／隠す Shift ＋ Command ＋ 7 アングルビューアを表示／隠す

オーディオメーターを表示／隠す Shift ＋ Command ＋ 8 オーディオメーターを表示／隠す

ブラウザを表示／隠す Control ＋ Command ＋ 1 「ブラウザ」を表示／隠す
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コマンド ショートカット アクション

「エフェクトブラウザ」を表示／隠す Command ＋ 5 「エフェクトブラウザ」を表示／隠す

「ライブラリ」リストを表示／隠す Shift ＋ Command ＋ 1 「ライブラリ」リスト を表示／隠す

「イベントビューア」を表示／隠す Control ＋ Command ＋ 3 「イベントビューア」を表示／隠す 

インスペクタを表示／隠す Command ＋ 4 インスペクタ を表示／隠す

「キーワードエディタ」を表示／隠す Command ＋ K 「キーワードエディタ」を表示／隠す

「タイムラインインデックス」を表示／隠す Shift ＋ Command ＋ 2 開いているプロジェクトの「タイムライン 
インデックス」を表示／隠す

ビデオスコープを表示／隠す Command ＋ 7 ビューアでビデオスコープを表示／隠す

マルチタッチジェスチャー
お使いのコンピュータにマルチタッチトラックパッドが備わっている場合は、「Final Cut Pro」の操作で次の表に示
すマルチタッチジェスチャーを使用できます。

マルチタッチジェスチャーについて詳しくは、お使いのコンピュータのマニュアルを参照してください。

ジェスチャー アクション

スクロール（2 本指）：「タイムライン」が左右または上下に移動します。 

スクロール（3 本指）：上にスワイプすると、再生ヘッドが「タイムライン」の先頭に移
動します。下にスワイプすると、再生ヘッドが「タイムライン」の末尾に移動します。左
または右にスワイプすると、再生ヘッドが左または右に移動します。

キーボードショートカットをカスタマイズする

「コマンドエディタ」でキーボードショートカットを表示する
「Final Cut Pro」には、再生から、ウインドウおよびインスペクタの表示、ツールの操作まで、プロジェクトのほと
んどの作業を制御できるようにさまざまなメニューコマンドやキーボードショートカットが用意されています。「コマン
ドエディタ」を使用して、既存のショートカットを変更したり、新しいショートカットを作成したり、ほかのユーザが
使用できるように複数のキーボード・ショートカット・セットを保存して書き出したりできます。別のユーザが作成し
たショートカットセットを読み込むこともできます。また、ほかのアプリケーションのキーボードショートカットに慣れ
ている場合は、「コマンドエディタ」を使って、「Final Cut Pro」のデフォルトのショートカットを置き換えることも
できます。

「コマンドエディタ」には、「Final Cut Pro」で使用できる英語、日本語、フランス語、およびドイツ語版のキー
ボードショートカットセットがあります。表示される言語は、コンピュータのオペレーティングシステムによって決まり
ます。「Final Cut Pro」で使用される言語を変更する方法については、OS X ヘルプを参照してください。これは 
Finder がアクティブなときに「ヘルプ」メニューから表示できます。
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キーボードショートカットを表示する

 1 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ K キー
を押します）。 

「コマンドエディタ」が表示されます。

 2 「コマンドエディタ」でキーボードショートカットを検索するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 仮想キーボードで 1 つまたは複数のキーをクリックします（または、「コマンドエディタ」の上部にある 4 つの修
飾キーボタンのいずれかをクリックします）。

選択したキーに関連付けられているコマンドグループがウインドウの左下隅に、選択したキーに関連付けられて
いるすべてのキーボードショートカットのリストがウインドウの右下隅に表示されます。 

Select a key to see the Command 
groups associated with the key.

キーボードで修飾キーを押したままにすると、キーの色が変わります。キーの色はコマンドの分類に対応してい
ます。たとえば、「再生／一時停止」（スペースバー）などの再生コマンドは青色で表示されます。「コマンドリス
ト」の左側にある「コマンドグループ」ウインドウには、カラーキーが表示されていて、クリックすると内容を参
照できます。

 • ウインドウ右上隅の検索フィールドに、コマンド名、説明のキーワード、またはキー名を入力します。

検索語句に一致するコマンドが、ウインドウ下部の「コマンドリスト」に表示されます。
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ヒント：「コマンドリスト」の項目に対応するキーを表示するには、検索フィールドの左にあるキーボード・ハイラ
イト・ボタンをクリックします。

リスト内のコマンドをクリックすると、ウインドウ右下隅の「コマンドの詳細」領域にそのコマンドの詳細が表示さ
れます。 

Commands located 
by the search

Enter a term to 
search for here.

 • コマンドグループをクリックすると、「コマンドリスト」がすばやく絞り込まれて、そのグループに含まれるコマンド
とキーボードショートカットのみが表示されます。

リスト内のコマンドをクリックすると、ウインドウ右下隅の「コマンドの詳細」領域にそのコマンドの詳細が表示さ
れます。 

Click a Command group to 
quickly filter the Command List.

別のコマンドセットのショートカットを表示する
システムに複数のコマンドセットがある場合、それらを簡単に切り替えることができます。詳しくは、464 ページの
「コマンドエディタ」でコマンドセットを書き出す／読み込むを参照してください。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「Final Cut Pro」＞「コマンド」と選択し、サブメニューからコマンドセットを選びます。

「コマンドエディタ」ウインドウが開き、選択したコマンドセットが表示されます。
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 m すでに「コマンドエディタ」を開いている場合は、ウインドウ左上隅のポップアップメニューからコマンドセットを選

択します。

Command sets are 
listed in the bottom 
of the pop-up menu.

「コマンドエディタ」でキーボードショートカットを変更する
「コマンドエディタ」で、キーボードショートカットをすばやく簡単にカスタマイズできます。「Final Cut Pro」のデ
フォルトセットにカスタムコマンドをいくつか追加したい場合は、デフォルトセットを複製してから、キーボードショー
トカットが割り当てられていない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。自分用のコマンド
のみが含まれる新しいセットを作成することもできます。

コマンドセットを複製する

 1 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ K キー
を押します）。

 2 複製したいコマンドセットが表示されていない場合は、「コマンドエディタ」の左上隅のポップアップメニューから別
のコマンドセットを選択します。

 3 ポップアップメニューから「複製」を選びます。

 4 表示されたウインドウで、コマンドセットの名前を入力して、「OK」をクリックします。

複製したセットが、「Final Cut Pro」メニューの「コマンド」サブメニューと、「コマンドエディタ」のポップアップ
メニューに追加されます。

コマンドセットを変更する
コマンドセットにキーボードショートカットを追加したり、キーボードショートカットの割り当てを変更したりできます。

 1 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ K キー
を押します）。

 2 変更したいコマンドセットが表示されていない場合は、「コマンドエディタ」の上部のポップアップメニューから別の
コマンドセットを選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行って、新しいキーボードショートカットを割り当てたいコマンドを選択します：

 • 「コマンドエディタ」ウインドウの右上隅の検索フィールドにコマンド名を入力します。

 • コマンドリストをブラウズしてコマンドを見つけます。

 4 コマンドに使用したいキーの組み合わせ（たとえば Option ＋ Shift ＋ T など）を押します。

参考：「コマンドエディタ」の仮想キーボードのうち、斜線で網掛けされたキーはシステム用のため、割り当てるこ
とができません。

そのキーの組み合わせがまだコマンドに割り当てられていない場合は、仮想キーボードがアップデートされ、新しい
キーの割り当てが表示されます。新しく割り当てられたキーにはグレイのドットが表示され、色分けされたコマンド
グループにコマンドが属している場合は色が適用されます。

「Final Cut Pro」でそのキーの組み合わせがすでにコマンドに割り当てられている場合は、現在の設定が表示され、
変更の確認を求められます。
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 5 コマンドセットの変更を保存するには、「コマンドエディタ」の右下隅にある「保存」ボタンをクリックします。

「Final Cut Pro」で変更を保存せずに「コマンドエディタ」を閉じようとすると、変更を保存するように求められ 
ます。

コマンドセットを削除する

 1 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ K キー
を押します）。

 2 削除したいコマンドセットが表示されていない場合は、「コマンドエディタ」の上部のポップアップメニューから別の
コマンドセットを選択します。

 3 「コマンドエディタ」の左上隅にあるポップアップメニューから「削除」を選択します。

 4 表示されたウインドウで「削除」をクリックします。

コマンドセットが取り除かれます。

「コマンドエディタ」でコマンドセットを書き出す／読み込む
コマンドセットを保存した後、新しいセットを書き出してバックアップを作成したり、ほかのユーザと共有したりした
い場合があります。書き出したコマンドセットはファイルに保存され、そのファイルを後で再度「Final Cut Pro」に
読み込むことができます。

独自のキーボードショートカットのセットを書き出す

 1 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ K キー
を押します）。

 2 書き出したいコマンドセットが表示されていない場合は、「コマンドエディタ」の上部のポップアップメニューから別
のコマンドセットを選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「書き出す」と選択します。

 • 「コマンドエディタ」の左上隅にあるポップアップメニューから「書き出す」を選択します。

 4 書き出すコマンドセットの名前を「別名で保存」フィールドに入力し、書き出すセットを保存したい場所に移動して、
「保存」をクリックします。

.commandset というファイル名拡張子の付いたファイルが選択した場所に保存されます。

コマンドセットを読み込む

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「読み込む」と選択します。

 • 「Final Cut Pro」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択して「コマンドエディタ」を開き、「コマンドエディ
タ」の左上隅にあるポップアップメニューから「読み込む」を選択します。

 2 表示されたウインドウで、コマンド・セット・ファイルを保存した場所に移動し、「開く」をクリックします。

すでに同じ名前のコマンドセットを使用している場合は、別のウインドウが表示され、コマンドセットの名前を変更す
るように求められます。

新しいコマンドセットが、「Final Cut Pro」メニューの「コマンド」サブメニューと、「コマンドエディタ」のポップ
アップメニューに追加されています。
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4:3  SD（標準精細度）の放送用ビデオに使用されるアスペクト比。ビデオフレーム表示領域の幅と高さの比率が 
4:3、つまり 1.33 という意味です。「SD（標準精細度）」も参照してください。

16:9  ビデオのワイドスクリーンアスペクト比。ビデオフレーム表示領域の幅と高さの比率が 16:9、つまり 1.78 と
いう意味です。16:9 のアスペクト比は HD（高精細度）ビデオで使用されます。「HD（高精細度）」も参照してく
ださい。

AAC（Advanced Audio Coding）  MPEG-4 オーディオとも呼ばれます。デジタルオーディオの標準的な圧縮
およびエンコード方法です。AAC 形式でエンコードされたファイルの品質はオーディオ CD に匹敵し、一般には同
じレートまたはより高いレートでエンコードされた MP3 と同等以上の音質になります。

AC3（Audio Codec 3、Advanced Codec 3、Acoustic Coder 3）  サラウンドサウンドのエンコードによく使
用されるドルビーデジタルの圧縮オーディオ形式。

AIFF（Audio Interchange File Format）  Apple が開発した、プラットフォームに依存しないオーディオファ
イル形式。WAV ファイルと同様、AIFF ファイルには情報の「チャンク」が含まれます。たとえば、Sound Data 
Chunk には実際のサンプルデータ、Common Chunk にはサンプルレートとビット深度情報が含まれます。

アルファチャンネル  赤、緑、青のカラーチャンネルに加えるイメージチャンネルで、合成用の透明度情報を保管する
のに使用されます。アルファチャンネルは多くの場合 8 ビットですが、アプリケーションによっては 16 ビットのアル
ファチャンネルに対応しています。「Final Cut Pro」では、黒は 100 ％透明、白は 100 ％不透明を表します。ア
ルファチャンネルに対応している形式は、Targa、TIFF、PNG、PSD、Apple ProRes 4444、QuickTime アニ
メーションコーデックなど、一部のものに限られます。「合成」、「RGB」も参照してください。

アングルエディタ  「アングルエディタ」でマルチカムクリップを開いて、同期やアングルの順序を調整したり、アング
ルを追加または削除したりできます。また、「アングルエディタ」を使用して、マルチカムクリップ内の個々のクリッ
プの編集（トリミング、色補正、トランジションの追加など）を行うこともできます。「マルチカムクリップ」も参照
してください。

アングルビューア  マルチカムクリップのすべてのアングルを同時に視聴しながら、さまざまなアングルをリアルタイ
ムで切り替えたりカットしたりするために使用するビューア。ビデオとオーディオのカットや切り替えは、一度に行う
ことも個別に行うこともできます。たとえば、アングル 1 のオーディオを使用しながら、アングル 1 から 4 までのビ
デオを切り替えることができます。「マルチカムクリップ」も参照してください。

アニメーションエディタ  「オーディオ・アニメーション・エディタ」、「ビデオ・アニメーション・エディタ」を参照し
てください。

Apple ProRes  マルチストリーム、リアルタイム編集パフォーマンス、非常に優れたイメージ品質、小さな保存サ
イズを同時に実現する Apple コーデック。Apple ProRes コーデックは、マルチコアプロセッサを最大限に活用
し、高速の低解像度デコードモードを特長としています。すべての Apple ProRes コーデックが任意のフレームサ
イズ（SD、HD、2K、4K を含む）をフル解像度でサポートします。データレートは、コーデックタイプ、イメージ
内容、フレームサイズ、フレームレートによって異なります。

用語集
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Apple ProRes 4444 XQ  4:4:4:4 イメージソース（アルファチャンネルを含む）用 Apple ProRes の最高品質版
です。高速データレートでありながら、最新かつ最高品質のデジタル・イメージ・センサーによって生成される高ダ
イナミックレンジイメージの詳細を保持します。Apple ProRes 4444 XQ は、Rec.709 イメージのダイナミックレン
ジより数倍大きなダイナミックレンジを保持しており、トーンスケールの黒またはハイライトが非常に広い、高度な
視覚エフェクト処理の厳しい要求にも対応できます。標準の Apple ProRes 4444 と同様に、このコーデックは各
イメージチャンネルで最大 12 ビット、アルファチャンネルで最大 16 ビットをサポートします。Apple ProRes 4444 
XQ のターゲット・データ・レートは、1920 x 1080 および 29.97 fps の 4:4:4 ソースで約 500 Mbps です。

Apple ProRes 4444  4:4:4:4 イメージソース（アルファチャンネルを含む）用 Apple ProRes の高品質版。この
コーデックは、フル解像度、マスタリング品質 4:4:4:4 RGBA カラー、視覚的にオリジナル素材と見分けられないほ
どの視覚的忠実性を特長としています。Apple ProRes 4444 は、複数世代にわたって優れたパフォーマンスを提
供し、最大 16 ビットの数学的にロスレスなアルファチャンネルをサポートする、モーショングラフィックスおよびコン
ポジットを保存／交換するための高品質ソリューションです。このコーデックでは、無圧縮の 4:4:4 HD に比べ、デー
タレートがきわめて低くなります（ターゲット・データ・レートは、1920 x 1080 および 29.97 fps の 4:4:4 ソース
で約 330 Mbps）。また、RGB および Y’CBCR ピクセル形式の直接エンコード、これらへの直接デコードを提供し
ます。

Apple ProRes 422 HQ  Apple ProRes 422 の高データレート版。4:2:2 イメージソース用でありながら、Apple 
ProRes 4444 と同じレベルの視覚品質を保持します。ビデオのポストプロダクション業界で広く採用されている 
Apple ProRes 422 HQ では、シングルリンクの HD-SDI 信号で搬送できる最高品質のプロフェッショナルな HD 
ビデオを視覚的にロスレスで保持できます。このコーデックは、フルワイドでピクセル深度 10 ビットの 4:2:2 ビデ
オソースをサポートすると共に、デコードと再エンコードを繰り返しても視覚的にロスレスなイメージ品質を維持しま
す。Apple ProRes 422 HQ のターゲット・データ・レートは、1920 x 1080 および 29.97 fps のソースで約 220 
Mbps です。

Apple ProRes 422  Apple ProRes 422（HQ）のほぼすべての利点を提供する高品質圧縮コーデックですが、
データレートが Apple ProRes 422（HQ）の 66% と低いため、マルチストリームでのリアルタイム編集のパフォー
マンスがさらに向上します。Apple ProRes 422 のターゲット・データ・レートは、1920 x 1080 および 29.97 fps 
のソースで約 147 Mbps です。

Apple ProRes 422 LT  Apple ProRes 422 より圧縮率の高いコーデック。データ・レートは約 70% で、ファイ
ルサイズは 30 % 小さくなります。このコーデックは、保存容量およびデータレートが重視される環境に最適です。
Apple ProRes 422 LT のターゲット・データ・レートは、1920 x 1080 および 29.97 fps のソースで約 102 Mbps 
です。

Apple ProRes 422 Proxy  Apple ProRes 422 LT よりもさらに圧縮率の高いコーデック。低データレートであり
ながらフル解像度ビデオを必要とするオフラインワークフローで使用されることを想定しています。Apple ProRes 
422 Proxy のターゲット・データ・レートは、1920 x 1080 および 29.97 fps のソースで約 45 Mbps です。

アスペクト比  表示画面上でのフィルムまたはビデオフレームの幅と高さの比率。SD（標準精細度）ビデオ（従来
のテレビ画面で使用）のアスペクト比は 4:3、HD（高精細度）ビデオのアスペクト比は 16:9 です。

オーディオ・アニメーション・エディタ  「タイムライン」でクリップの「オーディオ・アニメーション・エディタ」を
表示して、エフェクトパラメータを調整したり、フェードイン／フェードアウトを設定したり、キーフレームを使ってエ
フェクトの変化を調整したりできます。

オーディオコンポーネント  オーディオファイルには 1 つまたは複数のオーディオチャンネルが含まれます。「Final 
Cut Pro」では、オーディオチャンネルがクリップでのチャンネルの構成に従って自動的にオーディオコンポーネント
にグループ化されます。「Final Cut Pro」では、クリップのオーディオ部分を展開して、個々のチャンネルのレベル
でオーディオコンポーネントを表示および編集できます。

オーディオ・サンプル・レート  オーディオ信号の 1 秒当たりの測定（サンプリング）回数。サンプルレートが高い
と音質が高く、ファイルサイズが大きくなり、低いと音質が低く、ファイルサイズが小さくなります。
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Audio Units  OS X で使われるオーディオアプリケーション用の標準リアルタイム・オーディオ・フィルタ形式。

オーディオ波形  オーディオ波形 は、実際の音を視覚的に表したものです。オーディオ波形の振幅と長さは、元とな
る音の音量と継続時間によって変わります。太鼓を叩いたときのような短くて大きい音は鋭くとがった波形になり、低
く響く雑踏のざわめきのような音は変化の少ない低い波形になります。クリップをトリミングしたりエフェクトをキー
フレームしたりするときは、これらの特性に基づいて目的の編集点を簡単に見つけることができます。

オーディション  「Final Cut Pro」では、関連する複数のクリップを「オーディション」と呼ばれるセットにまとめて、
その中から、使用するクリップを 1 つ選ぶことができます。異なるクリップをまとめたオーディションを作成して複数
のテイクを試してみたり、同じクリップの複数バージョンをまとめたオーディションを作成してさまざまなエフェクトを
プレビューしたりできます。オーディションは、「ブラウザ」と「タイムライン」では左上隅にオーディションアイコン
付きクリップとして表示されます。

オーディオの自動同期  「同期にオーディオを使用」オプションにより、マルチカムクリップ の作成中に、マルチカム
クリップのアングルのオーディオ波形を使用して同期を正確に調整することができます。これは、自動的にクリップを
解析して同期し、1 つの 複合クリップ としてまとめるために使用できる技術と同じオーディオ同期技術です。

AVCHD  AVC（Advanced Video Coding）圧縮を使用する HD（高精細度）ビデオ形式。MPEG-4 part 10 
または H.264 とも呼ばれます。Blu-ray プレーヤーの多くでは赤色レーザーディスクに収録された AVCHD 形式
のコンテンツを再生できるため、短時間の HD ビデオプロジェクトは標準の赤色レーザーディスクを使ってこの形式
で配布するのが一般的になっています。

「バックグラウンドタスク」ウインドウ  「バックグラウンドタスク」ウインドウ には、読み込み、トランスコード、解
析、レンダリング、共有などのタスクの進行状況が表示されます。

バッチ  「Compressor」で、別の形式に変換（トランスコード）する 1 つ以上のソース・メディア・ファイルをまと
めるために使用します。ソース・メディア・ファイルごとにジョブが作成されます。つまり、ソース・メディア・ファ
イルが異なる複数のジョブを 1 つのバッチにまとめることができます。各ジョブには、トランスコード後のファイルの
形式を定義する 1 つ以上の設定も含まれます。

ベジェ曲線  「ビューア」でキーフレームとアニメートされたオブジェクトに滑らかな動きをつけるために使うパラメト
リック曲線。ベジェ曲線にはスムーズポイントとコーナーポイントの 2 種類のポイントが含まれています。スムーズ
ポイントに付いているハンドルを操作すると、隣接する線分を曲げることができます。コーナーポイントにはハンドル
がなく、隣接する線分はまっすぐ（直線）になります。 

ビットレート  デジタルビデオまたはデジタルオーディオ素材を構成する、1 秒当たりのビット数。ビットレートが高い
ほど品質が高くなります。ただし、ビットレートを高くするとファイルサイズが大きくなります。

「ブレード」ツール  「タイムライン」のクリップをカットするための編集ツール。B キーを押すことによって「ブレー
ド」ツールを選択できます。

青色レーザーメディア  Blu-ray 書き込み対応ドライブや Blu-ray プレーヤーでは、Blu-ray メディアの操作時に青
色レーザーが使用されます。青色は波長が短いため、赤色レーザーよりも多くのデータをディスクに書き込むことが
できます。

ブルースクリーンまたはグリーンスクリーン  「クロマキー」を参照してください。

ブロードキャストセーフ  放送局では、放送に許容できるルミナンスとクロマの最大値について制限を設けています。
素材がこの制限を超えると、ひずみが現れ、許容できない送信品質につながります。「Final Cut Pro」では、ビデ
オスコープを使って、ルミナンスとクロマのレベルが許容制限内にあるかどうかを確認できます。

B ロール  作品で主となるショットに対して、それと部分的に入れ替える別のショットを表す用語。B ロールは、カッ
トアウェイショット によく使用されます。
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ブラウザ  「ブラウザ」には、「ライブラリ」リストで選択した項目のクリップとプロジェクトが表示されます。「ブラウ
ザ」でクリップやクリップの一部を選択して、それらを使って作業します。「ブラウザ」でプロジェクトをダブルクリッ
クするとプロジェクトが開きます。「ブラウザ」の項目は、作成日、名前、および継続時間で並べ替えやグループ化
ができます。クリップをフィルムストリップまたはリスト形式で表示することもできます。

BWF（Broadcast Wave Format）  WAV ファイル形式の拡張仕様。タイムコードや制作情報などの追加のメタ
データが含まれます。

CAF（Core Audio Format）  Apple の CAF（Core Audio Format）は、デジタル・オーディオ・データを保
存および操作するための柔軟なファイル形式です。Mac OS X v10.4 以降、または QuickTime 7 以降がインストー
ルされた Mac OS X v10.3 で、Core Audio API によって完全にサポートされます。CAF は、高いパフォーマン
スおよび柔軟性と、将来の超高分解能のオーディオ録音、編集、および再生に対応するスケーラビリティを備えてい
ます。

クロマ  ビデオ信号に含まれる色の情報。色そのものを表すヒューと、色の強度を表すサチュレーションとで構成さ
れます。

クロマキー  ほかのクリップと合成する目的でビデオクリップの背景を透明にするために、クリップの青または緑の背
景からアルファチャンネルまたはマットを抽出するための特殊エフェクト技法。ブルースクリーン技術は、天気予報
のキャスターが、実際には青い壁の前に立っているのを、アニメートされた地図の前に立っているかのように見せる
手法です。ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンとも呼ばれます。「アルファチャンネル」も参照してください。

クリップ  ビデオまたはオーディオ素材を示す用語。特に、「Final Cut Pro」に読み込んだ後の素材を指します。ク
リップは、「ブラウザ」、「タイムライン」、および メディアブラウザ に表示されます。「Final Cut Pro」のクリップ
は、ディスク上に保存されたソース・メディア・ファイルを参照（リンク）します。クリップを変更するときは、メディ
アファイルそのものを変更するのではなく、「Final Cut Pro」内のクリップの情報を変更することになります。（これ
を非破壊編集と言います。）

クリッピング  0 dBFS の最大サンプル値を超える信号が原因で、デジタルオーディオの再生または録音中に発生す
る歪み。

クリップ選択  「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップ全体を選択すること。範囲選択 とは異なり、クリップ
選択では、範囲がクリップの境界に限られます。そのため、クリップの一部だけを含むように調整することはできま
せん。クリップ全体を追加または削除するときに使用します。

コーデック  圧縮プログラム（compressor）／解凍プログラム（decompressor）またはエンコード（encode）
／デコード（decode）の略。ビデオ／オーディオを、現在の形式から、コンピュータのハードディスクに保存する
際に使用するデジタルの圧縮形式に変換するためのソフトウェアコンポーネント。QuickTime のビデオコーデック
としては、DV、Photo JPEG、および Apple ProRes が一般的です。

カラーバランス  クリップ内の赤、緑、青の配合を示します。「Final Cut Pro」では、「カラーボード」を使用して、
ハイライト（明るい部分）、中間部、およびシャドウ（暗い部分）のカラーバランスを調整できます。

カラーバー  棒状に表示される標準の色テスト信号。しばしば基準音を伴います。読み込みから出力まで入力ソース
の色を正しく保つために、カラーバーを使ってビデオ信号を調整します。

カラーボード  「カラーボード」では、クリップの色の特性を手動で調整できます。色合いの調整、色の強度の調整、
ビデオのブライトネスの調整用に個別のパネルが用意されています。各パネルでは、全体の調整だけでなく、イメー
ジのハイライト、中間色、シャドウを別々に調整することもできます。

色かぶり  イメージに含まれる不要な色合い。通常は、照明の問題によって起こります。

色補正  特定のシーンのすべてのショットが調和するように、編集した作品で使用するクリップの色を均等にする処
理。色補正は一般に、編集した作品を仕上げる最後の手順の 1 つです。「Final Cut Pro」の色補正ツールでは、
プロジェクト内のクリップごとにカラーバランス、黒レベル、中間色、および白レベルを調整することで、個々のク
リップの外観を詳細に調整できます。
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色差  色情報を Y’CbCr 色空間で保存するビデオ形式では、R（赤）信号および B（青）信号から Y（ルミナンス）
を差し引くことによってカラーチャンネルが得られます。これらの色差はよく B-Y および R-Y と表記されます。「Y’
CbCr」も参照してください。

合成  複数のイメージを 1 つのフレームに結合する処理。さまざまなビデオエフェクトを制作する処理の意味でこの
用語が使用されることもあります。

複合クリップ  複合クリップ を使うと、「タイムライン」または「ブラウザ」のクリップを好きな組み合わせでまとめ
たり、クリップ内にほかのクリップを入れ子にしたりできます。複合クリップを開いて「タイムライン」で内容を編集
し、閉じることができます。複合クリップには、クリップのビデオコンポーネントおよびオーディオコンポーネント、ク
リップ、ほかの複合クリップを含めることができます。実質的には、複合クリップは、独自のプロジェクト設定を持つ
ミニプロジェクトと考えることができます。複合クリップの操作はほかのクリップと同じです。プロジェクトに追加し、
トリミングしたり、リタイミングしたり、エフェクトやトランジションを追加したりできます。

圧縮  ビデオファイル、グラフィックスファイル、およびオーディオファイルのサイズを縮小する処理。「不可逆」圧縮
は、冗長なイメージデータや目立たないイメージデータを取り除いてビデオファイルのサイズを縮小する処理です。
可逆圧縮は、冗長なイメージデータを廃棄せずに数学的に集約することでファイルのサイズを縮小します。

接続されたクリップ  「タイムライン」の 基本ストーリーライン 内のクリップに結び付けられたクリップ。カットアウェ
イショットや、スーパーインポーズまたは合成イメージ、サウンドエフェクトに利用できます。接続されたクリップは、
明示的に移動または削除しない限り、常に結び付けられて同期されます。接続されたクリップのシーケンスは 1 つ
のストーリーラインになります。

コントラスト  1 つのイメージの最も明るい部分の値と最も暗い部分の値の差。コントラストの大きいイメージには、
最も暗いシャドウから最も明るいハイライトまでの広い範囲の値が含まれます。コントラストの小さいイメージに含ま
れる値の範囲は狭く、明瞭さに欠けます。

コーナーポイント  ベジェパス内にある、カーブが適用されていないポイント。隣接する線分は直線です。

クロスディゾルブ  一般的なビデオトランジションの一種。前のショットがフェードアウトすると同時に次のショットが
フェードインします。クロスディゾルブでフェードする際は、2 つのショットがスーパーインポーズされます。

クロスフェード  一般的なオーディオトランジションの一種。前のショットのオーディオがフェードアウトすると同時に
次のショットのオーディオがフェードインします。クロスフェード中は、両方のショットのオーディオが聞こえます。

カット  トランジションエフェクトなしで、あるクリップから次のクリップへつなげる編集。編集としては最も単純です。

カットアウェイショット  現在の被写体に関連する、同じ時間枠の別のショット（たとえば、インタビューに答える人を
映した場面でのインタビューアのリアクションなど）。カットアウェイショットは、しばしば別のショットの不要な視覚セ
クションを削除するのに使用されます。オーディオは通常、編集されていることを目立たなくするために、カットア
ウェイの表示中も流れ続けます。

ダッシュボード  「ダッシュボード」はツールバーの中央にあり、タイムコード表示、オーディオレベルを示すアイコン、
およびバックグラウンドタスクの状況を示すアイコンが含まれます。

データレート  データを転送する速度。多くの場合、MB/sec（メガバイト／秒）、または Mbps（メガビット／秒）
で表されます。ビデオファイルの転送速度を上げると画質が向上しますが、システムリソース（プロセッサ速度、ハー
ドディスクの空き容量、およびパフォーマンス）への要求も高度になります。コーデックによっては、取り込み中に
ムービーの最高データレートを指定できるものもあります。

デシベル（dB）  音のレベルの測定単位。人間の耳が感じる音の大きさを表す対数目盛りです（1 dB は人間の耳
で感じることのできる最も小さな音量の変化にほぼ対応しています）。デジタルオーディオの場合、dBFS は音量レ
ベル測定の標準デシベル単位です。
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出力先  「Final Cut Pro」のプロジェクトまたはクリップを共有するための、あらかじめ構成された書き出し設定
のセット。出力先を使うと、簡単にムービーを書き出して iPad や iPhone などの Apple デバイスで視聴したり、
YouTube や Facebook などの Web サイトにムービーを公開したり、ムービーのディスクを作成したりできます。
「Final Cut Pro」にはさまざまな出力先が用意されており、出力先を変更したり、新しい出力先を作成したりする
こともできます。出力先の追加および変更は、「Final Cut Pro」の環境設定の「出力先」パネルで行います。

ディスクユーティリティ  OS X でディスク関連のタスクを実行する Apple アプリケーション。「アプリケーション」フォ
ルダの「ユーティリティ」フォルダ内にあります。

ダウンミックス  複数のオーディオチャンネルを単一のステレオ（またはデュアルモノ）ペアにまとめる際に使われる
処理。ミックスダウンとも言います。

ダウンストリーム  「タイムライン」上の現在のクリップの右側にあるクリップを指します。プロジェクトをリップルする
操作を実行すると、ダウンストリームクリップには影響しますが、アップストリームクリップには影響しません。

ドロップフレームタイムコード  タイムコードが実際の経過時間と一致するように、1 分ごと（10 分ごとを除く）に 2 
フレームずつ前にスキップする NTSC タイムコード。（タイムコードがスキップされても、実際のビデオフレームはス
キップされません）。このスキップによって 29.97 fps という NTSC の実際のフレームレートが補正されるため、ノ
ンドロップフレーム・タイムコードは実際の経過時間と比べて 1 時間当たり 3 秒と 18 フレームだけ遅れることにな
ります。混乱を避けるため、ドロップフレームタイムコードはフィルムベースの製作では使用すべきではありません。
「ノンドロップフレーム・タイムコード」も参照してください。

ドロップシャドウ  イメージの背後に人工的な影を付けるエフェクト。通常、グラフィックスとテキストで使用します。

DV  4:1:1 のカラーサンプリング（PAL は 4:2:0）を使用して、8 ビットの 5:1 圧縮コンポーネントビデオ信号を録
画する、SD（標準精細度）のデジタル・ビデオテープ・レコーダー形式。16 ビット、48 kHz のオーディオサンプ
リングを使用した 2 トラックのオーディオ、または 12 ビット、32 kHz オーディオサンプリングを使用した 4 トラッ
クのオーディオに対応しています。

DVCAM  4:1:1 のカラーサンプリング（PAL は 4:2:0）を使用して、8 ビットの 5:1 圧縮コンポーネントビデオ信号
を録画する、SD（標準精細度）のデジタル・ビデオテープ・レコーダー形式。16 ビット、48 kHz のオーディオサ
ンプリングを使用した 2 トラックのオーディオ、または 12 ビット、32 kHz オーディオサンプリングを使用した 4 ト
ラックのオーディオに対応しています。

DVPRO  4:1:1 のカラーサンプリング（PAL は 4:2:0）を使用して、8 ビットの 5:1 圧縮コンポーネントビデオ信号
を録画する、SD（標準精細度）のデジタル・ビデオテープ・レコーダー形式。16 ビット、48 kHz オーディオサン
プリングを使用した、2 トラックのオーディオに対応しています。

DVCPRO50  4:2:2 のカラーサンプリングを使用して、8 ビットの 3.3:1 圧縮コンポーネントビデオ信号を録画す
る、SD（標準精細度）のデジタル・ビデオテープ・レコーダー形式。16 ビット、48 kHz オーディオサンプリング
を使用した、4 トラックのオーディオに対応しています。

DVCPRO HD  4:2:2 のカラーサンプリングを使用して、8 ビットの圧縮コンポーネントビデオ信号を録画する、HD
（高精細度）ビデオ形式。720p と 1080i の両方がサポートされています。16 ビット、48 kHz オーディオサンプ
リングを使用する、最高で 8 つのオーディオトラックを含みます。データレートの合計は 115 Mbps です。

DVD  CD と同じサイズで、高密度の記録法を採用することで記憶容量を大幅に高めたディスク。一般的にビデオ
の配布に使用されますが、DVD-ROM ディスクはコンピュータのデータを保管するのにも使用されます。

ダイナミックレンジ  記録されている信号の最も音が大きい部分と最も音が小さい部分の差異（単位はデシベル）。

イーズイン  動いている物体が急に動きを止めるのではなく、徐々に減速しながら止まる効果。これは現実世界の摩
擦をシミュレートしており、一般に、直線的な動きよりも自然で有機的に見えるという効果をもたらします。
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イーズアウト  物体が最初から全速力で動き出すのではなく、開始位置から徐々に加速していく効果。これは現実世
界の慣性力と摩擦をシミュレートしており、一般に、直線的な動きよりも自然で有機的に見えるという効果をもたら
します。

編集ツール  「タイムライン」で作業するときに選択できる 7 つのツール。「選択」ツール、「トリム」ツール、「位
置」ツール、「範囲選択」ツール、「ブレード」ツール、「ズーム」ツール、および「ハンド」ツールです。ツール
を選択すると、ポインタがそのツールのアイコンに変わります。

編集点  編集しているプロジェクトで使用するクリップの部分を示す点。編集点には、クリップまたはプロジェクトの
セクションの先頭を指定する開始点と、末尾を指定する終了点があります。「タイムライン」内で、あるクリップの終
了点と次のクリップの開始点が接する点も編集点と言います。編集点は、さまざまな操作のために選択できます。

エフェクトブラウザ  「“Final Cut Pro”」の メディアブラウザ の 1 つ。ビデオクリップとオーディオクリップのエフェ
クトが含まれます。

イコライゼーション  イコライザ（通常は EQ と略されます）を使って、入力オーディオに含まれる特定の周波数帯の
レベルを変更することによってサウンドを形作ること。イコライゼーションは、音楽プロジェクトとビデオのポストプロ
ダクションの両方でよく使われるオーディオ処理の 1 つです。EQ を使って特定の周波数または周波数範囲を調整す
ることにより、オーディオファイル、音源、またはプロジェクトのサウンドを微調整したり大幅に変更したりできます。

イベント  「Final Cut Pro」にビデオ、オーディオ、および静止画像を読み込むか、それらを直接記録すると、ソー
ス・メディア・ファイル（生素材）がイベントに保存されます。イベントには、フォルダと同様に、プロジェクトのほ
かに数十、数百、数千のビデオクリップ、オーディオクリップ、静止画像を保存できます。ライブラリ内の各イベント
はハードディスク上のメディアとデータベースファイルを参照します。このデータベースファイルはすべてのファイル
の場所を追跡します。

イベントビューア  「イベントビューア」は、メインの「ビューア」の横に表示される別のビデオ表示領域で、「ブラ
ウザ」でクリップを再生するときだけ使います。

露出  ビデオまたはフィルムイメージに含まれる光の量。露出は、知覚される明暗だけでなく、イメージの明るさ全
体に影響します。

フェード  ビデオとオーディオで一般的なトランジションの一種。ビデオの場合、フェードアウトでは最高輝度のショッ
トから始まり、輝度がなくなるまで画面が暗くなります。フェードインでは輝度のないショットから始まり、最高輝度
まで画面が明るくなります。これらが、一般的な「フェード・トゥー・ブラック」トランジションと「フェードアップ・
フロム・ブラック」トランジションです。オーディオの場合、フェードインでは無音から始まり、最大音量まで上がり
ます。フェードアウトでは最大音量で始まり、無音になるまで下がります。

フィルムストリップ  ビデオクリップは「タイムライン」（プロジェクトを構成する場所）と「ブラウザ」（ソースメディ
アが表示される場所）に フィルムストリップ として表示されます。単一のビデオフィルムストリップで、数百のビデ
オフレーム（個々のイメージ）を含むビデオを数秒の単位で表すことができます。オーディオのみのクリップは、時
間経過に従ったオーディオの音量の変化を示すオーディオ波形として表示されます。

FireWire  Apple の IEEE1394 規格の商標。DV ビデオカメラをコンピュータに接続するのに使われる、高速か
つ汎用のインターフェイスです。FireWire はまた、大量のデータを処理するアプリケーションに適していて、ハード
ディスク、スキャナおよびその他のコンピュータ周辺機器の接続にも使用できます。

フォーリーエフェクト  映像に厳密に同期されるカスタム・サウンド・エフェクト。さまざまな表面での足音、衣擦れ
の音、けんかの場面の音、音の鳴るさまざまな物体を扱う音などがあります。「Final Cut Pro」には、フォーリー
などのサウンドエフェクトが数多く用意されています。これらを、接続されたオーディオクリップとして挿入できます。

フレーム  単一の静止画像。フィルムやビデオは、一連の静止画像で構成されています。フィルムのフレームは写真
のような 1 枚のイメージですが、インターレースビデオのフレームには 2 つのフィールドが含まれています。「イン
ターレースビデオ」、「ノンインターレースビデオ」も参照してください。
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フレームの合成  フレームを複製してスローモーションを作成すると、画面がチカチカして動きがぎくしゃくする現象
が起こることがあります。この現象を最小限に抑えるには、ツールバーの「リタイミング」ポップアップメニューで
「フレームの合成」をオンにします。フレームの合成では、フレーム間に、両隣のフレームから合成された新しい
フレームが作成されます。

フレームレート  ビデオクリップ用に 1 秒間に撮影されたイメージの数。

フレームサイズ  「解像度」を参照してください。

周波数  音声または信号が 1 秒間に振動する回数。1 秒間のサイクル数、すなわち Hz（ヘルツ）で表されます。
オーディオの録音は、多くのさまざまな音声周波数を使って、膨大な量の波形を収集する作業です。録音の個々の
周波数は、オーディオのピッチに関連しています。たとえば、ピアノの鍵盤の音は、それぞれの鍵盤に固有の周波
数を持っています。

Front Row  Apple Remote リモコンや Remote App で「iTunes」、iLife、「Final Cut Pro」を操作できる、
OS X に付属のアプリケーション。Command ＋ Esc キーを押して「Front Row」を開くこともできます。

ゲイン  オーディオまたはビデオ信号を上げる量。ビデオにおいては白のレベルを上げ、オーディオにおいては音量
を大きくします。 

ガンマ  イメージの強度を示すカーブ。ガンマは非線形関数で、ブライトネスまたはコントラストと混同されることが
よくあります。ガンマ補正は、Mac と Windows のビデオグラフィックカードおよびディスプレイの差異を補正する
目的でよく利用されます。

ギャップクリップ  継続時間を調整するために使用できる空白のクリップ。空白のビデオと無音のオーディオが含まれ
ます。（映画業界ではスラグと呼ばれます。）ギャップクリップの色は、「Final Cut Pro」の現在の背景色によって決
まります。背景色を変更するには、「Final Cut Pro」環境設定ウインドウにある「再生」パネルで「プレーヤー背
景」ポップアップメニューを使用します。

ジェネレータ  「Final Cut Pro」によって合成されるクリップ。ジェネレータは、ビジュアルデザイン用のさまざまな
種類の背景、タイトル、要素として使用することができます。

ジェネレータブラウザ  「“Final Cut Pro”」の メディアブラウザ の 1 つ。「Final Cut Pro」に付属のすべてのビデ
オジェネレータにアクセスできます。

「ハンド」ツール  「タイムライン」内をスクロールするための編集ツール。H キーを押すことによって「ハンド」ツー
ルを選択できます。

H.264  AVC（Advanced Video Coding） とも呼ばれる H.264/MPEG-4 Part 10 は、高精細度ビデオの録画、
配信、およびインターネットでのストリーミングに広く使用されているビデオ圧縮規格です。

HDCAM  3:1:1 のカラーサンプリングを使用して、7.1:1 で DCT 圧縮した 8 ビットのコンポーネントビデオ信号を
記録する、HD（高精細度）デジタル・ビデオテープ・レコーダー形式。1/2 インチテープを使用して記録します。
4 トラックのオーディオに対応しています。

HDV  高精度ビデオを DV テープに録画するための形式。HDV では、8 ビットサンプルおよび 4:2:0 のクロマサ
ブサンプリングによる MPEG-2 ビデオ圧縮が使用されます。HDV のビデオ・ビット・レートは、720p（1280 × 
720）で 18.3 Mbps、1080i（1440 × 1080）で 25 Mbps です。

HD（高精細度）  SD（標準精細度）の NTSC または PAL ビデオよりも解像度の高いビデオを指します。一般的な 
HD 解像度には、1280 × 720（720p）や 1920 × 1080（1080i または 1080p）があります。「NTSC 方式」、
「PAL 方式」、「SD（標準精細度）」も参照してください。

ヒストグラム  「Final Cut Pro」のビデオスコープの 1 つ。イメージのピクセル数を ルミナンス または色の割合ご
とにグラフ化した統計的解析が表示されます。2 つのクリップを比較してブライトネスを厳密に一致させるときに便
利です。
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ヒュー  色の知覚属性の 1 つ。色相とも言います。赤、青、黄、および緑はすべてヒューです。

読み込み  さまざまなタイプのメディアファイルを「“Final Cut Pro”」の イベント に取り込む作業。コンピュータ
に接続したビデオカメラやその他のデバイス、ほかのアプリケーション、またはコンピュータに接続した記憶装置か
らファイルを読み込むことができます。

IMX  テープ、XDCAM 光学ディスク、またはディスクドライブに保存される、すべて I フレームの SD（標準精細
度）MPEG-2 形式。一部の IMX デッキでは、Digital Betacam、Betacam SX、Betacam SP などの形式を再
生し、それを IMX に変換することができます。IMX のデータレートは、30 Mbps、40 Mbps、または 50 Mbps 
に設定できます。

後続クリップ  トランジションの後のクリップ。たとえば、クリップ A がクリップ B にディゾルブする場合、クリップ B 
が後続クリップになります。「先行クリップ」も参照してください。

「情報」インスペクタ  「情報」インスペクタ には、「ブラウザ」または「タイムライン」で選択した 1 つ以上のクリッ
プに関する情報が表示されます。これらの情報をメタデータと言います。コーデック、メディアの開始時間と終了時
間、リール、シーン、テイク、EXIF 情報、IPTC 情報など、クリップに関するメタデータをさまざまな組み合わせで
表示できます。「情報」インスペクタでは、選択した 1 つ以上のクリップのメタデータを変更することもできます。さ
らに、「情報」ウインドウから「メタデータ表示」ウインドウを開いて、表示するメタデータのカスタムセットを作成
することもできます。

イン点  「編集点」を参照してください。

挿入編集  挿入編集では、ソースクリップを追加するときに、「タイムライン」内で挿入位置以降にあるすべてのクリッ
プが右に移動（リップル）して、追加するクリップのスペースが確保されます。プロジェクトからクリップが削除され
ることはありません。挿入編集を行うと、挿入したクリップの分だけプロジェクトの継続時間が長くなります。

インスペクタ  「Final Cut Pro」には、選択した項目の属性を表示および変更できるいくつかの「インスペクタ」が
あります。たとえば、「ビデオ」インスペクタでは、ビデオエフェクトを調整したり、色補正を適用したりできます。
このほかに、「オーディオ」インスペクタ、「オーディオ補正」インスペクタ、「情報」インスペクタ、「トランジショ
ン」インスペクタ、「タイトル」インスペクタ、「テキスト」インスペクタ、「ジェネレータ」インスペクタ、「ライブラ
リのプロパティ」インスペクタ、「共有」インスペクタがあります。「インスペクタ」は、「Final Cut Pro」のメイン
ウインドウの右上にある「インスペクタ」パネルに表示されます。

インターレースビデオ  ビデオフレームを 2 つのフィールドに分割するスキャン方法。各フィールドを構成する奇数の
線と偶数の線が交互にスキャンされます。

IRE  無線技術者協会が規定した、アナログビデオ信号の ルミナンス を表す単位。

J カット  「スプリット編集」を参照してください。

ジョブ  「Compressor」のバッチに追加した各メディアファイルが 1 つのジョブを構成します。各ジョブには、1 つ
のメディアファイルと、レンダリングするファイルのタイプを定義する 1 つ以上の設定が含まれます。「バッチ」も参
照してください。

JPEG  高い圧縮率で圧縮されたグラフィックスファイルを作成できる一般的なイメージファイル形式。使用する圧縮
の大きさはさまざまに変えることができます。圧縮を小さくすると、高品質なイメージになります。

キーフレーム  プロジェクト内の特定の時点におけるビデオエフェクトまたはオーディオエフェクトのパラメータ値を
指定するコントロール。「Final Cut Pro」で値の異なる 2 つのキーフレームを設定すると、1 つの値からもう 1 つ
の値への遷移が計算され、そのパラメータが動的に変化します。キーフレームという語は、アニメーション産業にお
ける従来の作業フローに由来します。そこでは、登場人物の動きを時間の経過に従ってスケッチするため、アニメー
トされたシーケンスの重要（キー）フレームだけが描かれていました。一度キーフレームが決定されると、中割り
デザイナーがキーフレームの間にあるフレームをすべて描きました。

キーイング  「クロマキー」、「ルミナンスキー」を参照してください。
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キーワードコレクション  クリップにキーワードを割り当てると、ライブラリのイベントにキーワードコレクションが自
動的に作成されます。キーワードコレクションを選択すると、そのキーワードが関連付けされた各クリップが表示さ
れます。

キーワード  キーワードを使って、クリップまたはクリップ範囲に説明的な情報を追加できます。キーワードに基づい
て、メディアを整理、並べ替え、および分類できます。クリップに手動でキーワードを追加することも、「Final Cut Pro」
で読み込み中またはクリップの解析中に自動的にキーワードを追加することもできます。「キーワードコレクション」
も参照してください。

L カット  「スプリット編集」を参照してください。

ライブラリ・リスト  「Final Cut Pro」のサイドバーにある領域。ここには読み込んだメディア（ビデオ、オーディ
オ、静止画像）とプロジェクトが含まれたライブラリとイベントが一覧表示されます。「ライブラリ」リストでイベント
またはライブラリを選択すると、「ブラウザ」にメディアがクリップとして表示され、プロジェクトはサムネールとして
表示されます。「ライブラリ」リストには、「Final Cut Pro」のキーワードコレクションとスマートコレクションも表
示されます。キーワードおよび保存した検索フィルタは、メディアの強力な整理手段として利用できます。

リニア編集  デジタルビデオ編集が一般的になる以前は、元のソーステープからマスターテープにショットを 1 つず
つコピーして作品を編集していました。アセンブルをリニアに行っていたので、テープの冒頭で継続時間の変更が
あった場合は、その時点から先のムービーを再アセンブルする必要がありました。「ノンリニア編集」も参照してく
ださい。

ループ  再生ヘッドがメディアの終わりに達すると常に、クリップおよびプロジェクトの先頭に戻って再び再生を始める
モード。ループのオン／オフを切り替えるには、「表示」メニューを使用するか、Command ＋ L キーを押します。

下三分の一  画面の下部に配置するグラフィックスを示すテレビ業界用語。通常は、現在のテーマや製品に関する情
報を伝えるために使用します。画面に映っている人の名前と職業を紹介するといった使いかたが一般的です。

ルミナンス  ビデオイメージの明るさを示す値。ルミナンスチャンネルはクリップ全体の明るさの範囲を示すグレイス
ケールイメージです。

ルミナンスキー  特定のルミナンス値（またはルミナンス値の範囲）のピクセルをキーアウトするときに使うエフェク
ト。イメージの最も明るい領域または最も暗い領域に基づいてマットが作成されます。ルミナンス値のキーアウトは、
黒い背景に白のタイトルなど、キーアウトしたい領域と保護したい前面のイメージとの間で露出の状態が大きく異な
るときに最も効果的に機能します。「クロマキー」、「マット」も参照してください。

メール  OS X に付属のメールアプリケーション。

マーカー  マーカー によって、クリップ内の特定の位置に印を付け、編集メモやその他説明的な情報を添えることが
できます。さらに、マーカーはタスク管理にも使用できます。マーカーの種類には、標準マーカー（青）、チャプタ
マーカー（オレンジ）、To Do 項目（赤）、および完了した To Do 項目（緑）があります。

マスク  あるクリップ内の透明領域を定義するために使用するイメージまたは別のクリップ。アルファチャンネルに似
ています。色補正ツールで、選択した色または作成したシェイプに基づいてマスクを作成できます。「アルファチャン
ネル」も参照してください。

マット  ホールドアウトマットとも言います。ビデオのあるレイヤー内の情報を使って別のレイヤーに影響を与えるエ
フェクトです。マットは、たとえば円形のスポットライト形状によってビデオレイヤーの一部を表示するなど、あるク
リップを使って別のクリップの一部を選択的に隠したり見せたりしたいときに便利です。「マット」エフェクトを使っ
て、クリップの一部を切り抜いたり、クリップの画面端を透明にしてほかのレイヤーと合成できるようにするためのア
ルファチャンネル情報を作成したりできます。「アルファチャンネル」、「合成」も参照してください。

メディア  ムービーや音声、ピクチャなどの要素の総称。
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メディアブラウザ  「Final Cut Pro」のイベントに読み込んだメディアは 「ライブラリ」リスト および「ブラウザ」か
らアクセスできますが、「Final Cut Pro」に用意されている一連の メディアブラウザ からもプロジェクトにクリップ
を追加できます。メディアブラウザでは、「Final Cut Pro」に付属するエフェクト、タイトル、およびトランジション
のほか、コンピュータ上のほかのアプリケーションに含まれるビデオ、オーディオ、および静止画像ファイルにもア
クセスできます。たとえば、「写真ブラウザ」では、iPhoto ライブラリおよび Aperture ライブラリ内のビデオや静
止画像ファイルにアクセスできます。このほかに、「エフェクトブラウザ」、「ミュージックとサウンドブラウザ」、「トラ
ンジションブラウザ」、「タイトルブラウザ」、「ジェネレータブラウザ」、「テーマブラウザ」があります。メディアブラ
ウザは、「Final Cut Pro」のメインウインドウの右下にある「メディアブラウザ」パネルに表示されます。

メディアハンドル  クリップの開始点より前または終了点より後で利用できる追加のメディア。

メディアステム  オーディオミキシングやポストプロダクションのため、またはファイルを放送網に配信する際に仕様
を一致させるために、通常は個別に書き出されるオーディオファイルまたはビデオファイル。たとえば、マルチトラッ
ク QuickTime ファイルを、個別のダイアログステム、ミュージックステム、およびエフェクトステムと共に配信した
い場合があります。

ミキシング  プロダクションオーディオ、音楽、効果音、ボイスオーバー、背景音など、編集した作品内のすべての
オーディオクリップのオーディオレベルを調整して、これらすべての音声が全体として調和するようにする処理。

モノクロ  単色の濃淡で表されたイメージ。通常は、白黒イメージのグレイの濃淡を指します。

MP3  MPEG-1 または MPEG-2 Audio Layer 3 の圧縮規格およびファイル形式を指します。AAC と同様、MP3 
では知覚オーディオコーディング技術と音響心理学に基づく圧縮技術を使って、人間の耳では聞き取れない不必要
な情報を取り除きます。

MPEG（Moving Picture Experts Group）  ビデオおよびオーディオの圧縮に関する標準化団体。標準化の形
式には MPEG-1、MPEG-2、および MPEG-4 があります。

マルチカムクリップ  1 つにまとめられ、共通の同期点によって同期される一連のクリップ。マルチカムクリップを使
用して、マルチカメラ撮影やその他の同期された素材から、リアルタイムで素材を編集することができます。アクティ
ブアングルを「ビューア」で再生しながら、「アングルビューア」ですべてのアングルを同時に再生して表示したり、
それらのアングルを簡単にカットしたり切り替えたりすることもできます。

ミュージックとサウンドブラウザ  「“Final Cut Pro”」の メディアブラウザ の 1 つ。「iTunes」のコンテンツおよび
「Final Cut Pro」と iLife に含まれるサウンドエフェクトやループにアクセスできます。

ネストしたシーケンス  「複合クリップ」を参照してください。

NLE  ノンリニアエディタ（nonlinear editor）の略。「ノンリニア編集」も参照してください。

非破壊編集  「Final Cut Pro」では、クリップをどのように編集しても、元のメディアには決して影響しません。素
材に適用したすべての変更とエフェクトは元のソース・メディア・ファイルには影響しないので、これを非破壊編集
と言います。クリップはメディアを表しますが、メディアファイルそのものではありません。プロジェクト内のクリップ
は、ハードディスク上のソース・メディア・ファイルを参照（リンク）するだけです。クリップを変更するときは、メ
ディアファイルそのものを変更するのではなく、プロジェクト内のクリップの情報を変更することになります。クリップ
の一部をトリミングまたは削除すると、その部分はプロジェクトから削除されるだけで、ライブラリのソースクリップ
およびハードディスク上のソース・メディア・ファイルからは削除されません。

ノンドロップフレーム・タイムコード  フレームに順番に番号が付けられ、どのタイムコード番号もカウントからドロッ
プしないタイムコード。NTSC ビデオについて言えば、ビデオフレームレートは実際には 29.97 fps で、ノンドロッ
プフレーム・タイムコードは、実際の経過時間と比べて 1 時間当たり 3 秒と 18 フレームだけ遅れることになります。
「ドロップフレームタイムコード」も参照してください。

ノンインターレースビデオ  コンピュータでイメージを表示する標準方式。プログレッシブスキャン方式とも言います。
モニタ画面上方から順に走査線がスキャンされ、イメージが表示されます。
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ノンリニア編集  作品中の編集項目を随時変更でき、変更後に作品全体を再作成する必要がないビデオ編集手法。
ノンリニア編集アプリケーションで作品を編集するときは、使用したすべてのビデオはテープでなく、ハードディスク
に保存されます。したがって、編集対象のすべてのビデオ、オーディオ、イメージにランダムアクセスすることがで
きます。「リニア編集」も参照してください。

NTSC 方式  北米の放送規格を最初に制定した米国テレビジョン方式委員会（National Television Standards 
Committee）が定義したビデオ規格。アナログ NTSC ビデオは、インターレース方式で、フレームあたりの走査線
が 525 本、フレームレートが 29.97 fps で、色域に制限があります。デジタルの NTSC ビデオは、フレームサイズ
が 720 × 486 ピクセル（DV および DVD の場合は 720 × 480）で、フレームレートが 29.97 fps です。「PAL 
方式」も参照してください。

オフライン編集  生素材をコピーして元のカメラメディア（フィルム、テープ、またはファイルベースのメディア）に
影響を与えずに編集するポストプロダクション工程。オフライン編集（通常は解像度を下げたプロキシメディアを使
用します）で作品が完成したら、オンライン編集で元のメディアを使って編集を再現します。

不透明度  クリップの透明度レベル。

先行クリップ  トランジションの前のクリップ。たとえば、クリップ A がクリップ B にディゾルブする場合、クリップ A 
が先行クリップになります。「後続クリップ」も参照してください。

アウト点  「編集点」を参照してください。

上書き編集  上書き編集では、1 つ以上のソースクリップによって、基本ストーリーライン または選択したストーリー
ライン内のクリップが上書きされます。上書きの開始位置は、範囲選択 の開始点あるいはスキマーまたは再生ヘッ
ド位置になります。クリップ項目が正方向にリップルされないため、プロジェクトの継続時間は変わりません。上書
きは、クリップの境界に関係なく、継続時間に基づいて範囲選択のみに行われます。

PAL 方式  Phase Alternating Line の頭文字。ヨーロッパの多くの国で使用されているインターレース方式のビ
デオ規格で、再生速度は 25 fps（フレーム当たりの走査線数は 625 本）です。デジタル PAL ビデオのフレームサ
イズは 720 × 576 です。「NTSC 方式」も参照してください。

写真ブラウザ  「“Final Cut Pro”」の メディアブラウザ の 1 つ。「iPhoto」および「Aperture」のフォトライブ
ラリにアクセスできます。

ピッチ  音の高低は周波数（音波が 1 秒間にプラスからマイナスになって再びプラスになる周期の回数）によって知
覚されます。音楽家が周波数の意味で最もよく使う言葉がピッチです。周波数が高いほどピッチが高くなります。ク
リップの速度を変更すると、オーディオのピッチも変わります。スロー再生ではピッチが下がり、早送り再生ではピッ
チが上がります。

ピクセル  ビデオまたは静止画像の 1 つ 1 つの点。イメージのピクセル数が多いほど、解像度 が高くなります。

再生ヘッド  再生ヘッド は、「タイムライン」または「ブラウザ」でのプロジェクトの現在位置を示します。再生ヘッ
ドを移動するには、ドラッグするか、「タイムライン」または「ブラウザ」内の別の場所をクリックします。再生ヘッ
ドを使ってプロジェクト内を移動（スクラブ）すると、どの場所で作業していてもそこから再生を始めることができま
す。再生ヘッドは灰色の縦線で表示され、移動するか別の位置をクリックしない限り現在の位置に固定されます。「ス
キマー」も参照してください。

「位置」ツール  「タイムライン」に項目を配置するための編集ツール。P キーを押すことによって「位置」ツールを
選択できます。

ポストプロダクション  フィルムまたはビデオ編集ですべてのプロダクション要素を編成、アセンブル、および出力す
る工程。

プロジェクト  プロジェクトには、編集内容および使用するメディアが記録されます。プロジェクトを編成するには、ク
リップを追加し、「タイムライン」で編集します。プロジェクトには、ビデオ、オーディオ、およびレンダリングの特
性 も定義します。「Final Cut Pro」では、ほとんどの場合、プロジェクトに追加した最初のクリップの特性に基づ
いてプロジェクト設定が自動的に管理されます。
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プロジェクトの情報  プロジェクトのビデオ、オーディオ、およびレンダリングの特性。「Final Cut Pro」では、ほと
んどの場合、プロジェクトに追加した最初のクリップの特性に基づいて プロジェクトの情報 が自動的に管理されま
す。プロジェクトの情報を変更する必要がある場合は、最終的なムービーを視聴者に届ける方法を考慮してビデオ
およびオーディオの情報を選択します。プロジェクトの情報は、Final Cut Pro プロジェクトの作成時に設定し、い
つでも変更できます。

プロキシファイル  「Final Cut Pro」では、元のメディアをトランスコードして、データレートを下げた小さいサイズ
のプロキシファイルを作成できます。プロキシファイルは、オフライン編集 や、低速なコンピュータでの編集に役立
ちます。「Final Cut Pro」では、ビデオのプロキシファイル作成に Apple ProRes 422 Proxy コーデックが使用
され、静止画像のプロキシファイル作成に JPEG 形式（元のファイルにアルファチャンネル情報が含まれない場合）
または PNG 形式（ファイルにアルファチャンネル情報が含まれる場合）が使用されます。「アルファチャンネル」も
参照してください。

QuickTime  Apple が開発したクロスプラットフォームのマルチメディアテクノロジー。ビデオ、オーディオ、およ
びインタラクティブ作品の制作、ポストプロダクション、配信に幅広く使用されています。

範囲  クリップ全体を選択するのではなく、「タイムライン」や「ブラウザ」にあるクリップ内の 範囲 を選択するこ
とができます。選択範囲をトリミングしたり、レートやキーワードでマークを付けたり、別の方法で変更したりできま
す。範囲の開始点と終了点は、選択範囲のどちらかの端をドラッグして調整できます。「タイムライン」では、複数
のクリップにまたがる範囲を選択することもできます。「ブラウザ」では、1 つ以上のクリップ内に複数の範囲を設定
することができ、範囲を設定した後でそれらの範囲を選択および選択解除できます。

「範囲選択」ツール  「タイムライン」で範囲を選択するための編集ツール。R キーを押すことによって「範囲選択」
ツールを選択できます。

Rec.709  ITU-R Recommendation BT.709 の略で、高精細度テレビの標準的なブロードキャスト方式。

赤色レーザーメディア  従来の DVD 書き込み対応ドライブや DVD プレーヤーでは、DVD メディアの操作時に赤
色レーザーが使用されます。Blu-ray 書き込み対応ドライブや Blu-ray プレーヤーでは、Blu-ray メディアの操作
時に青色レーザーが使用されます。青色は波長が短いため、赤色レーザーよりも多くのデータをディスクに書き込
むことができます。

レンダリング  エフェクトやトランジションを適用したビデオおよびオーディオを処理し、結果をレンダリングファイル
としてディスク上に保存すること。これらのレンダリングファイルは、「Final Cut Pro」のイベントおよびプロジェク
トファイルと共に保存されます。プロジェクトを公開または書き出しするときも、同様にレンダリングされて出力ファ
イルが作成されます。

置き換え編集  置き換え編集では、選択したソース項目によって、「タイムライン」内にあるプロジェクトのクリップが
置き換えられます。上書き編集 とは対照的に、置き換え編集は「タイムライン」のクリップ全体のみに行われ、プ
ロジェクトの継続時間が変わることがあります。

解像度  イメージの解像度は、イメージに含まれるピクセル数を指します。解像度は、イメージのピクセル単位の幅
と高さで表されます（640 × 360 ピクセルなど）。解像度が高いイメージほど細部がはっきりしますが、ファイルサ
イズが大きくなり、ダウンロードにも時間がかかります。電子デバイス（コンピュータ、iPhone、iPad、iPod な
ど）の画面にも解像度があります。メディアのイメージ解像度と再生デバイスの画面解像度を一致させるのが理想
的です。

リバーブ  Reverberation の略で、残響とも言います。音波が特定の空間の表面（壁、天井、窓など）または空
間内の物体に当たって跳ね返り、だんだんと消えていく反響パターンを作ります。「Final Cut Pro」には、クリップ
のサウンドにリバーブを追加するためのさまざまなオーディオエフェクトが含まれています。

RGB  Red（赤）、Green（緑）、Blue（青）の略。色空間は普通、赤、緑、青の各要素の強さで色が定義される
コンピュータで使われます。この色空間はディスプレイの赤、緑、青の蛍光物質の発光量に直接変換されます。RGB 
色空間は色域が非常に広く、非常に広い範囲の色を再現することができます。この範囲は、放送で再現できる範囲
より大きいのが普通です。
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リップル編集  「Final Cut Pro」のデフォルトのトリムタイプはリップルトリムです。この方法では、「タイムライン」
にギャップが入らないようにクリップの開始点または終了点が調整されます。クリップの継続時間の編集は外部に波
及し、後続のクリップがすべて「タイムライン」上で前後に移動します。同様に、「タイムライン」からクリップを削
除した場合は、後続のクリップが前に移動してギャップが閉じられます。リップル編集は、トリムしたクリップ、「タイ
ムライン」内で後ろにあるすべてのクリップの位置、およびプロジェクト全体の継続時間に影響します。

ロール  「ブラウザ」または「タイムライン」でクリップに割り当てるメタデータのテキストラベル。ロールは編集ワー
クフローを管理するための柔軟で強力な手段となります。「Final Cut Pro」では、ロールを使ってイベントおよびプ
ロジェクトのクリップを整理したり、「タイムライン」の表示を制御したり、放送配信、オーディオミキシング、また
はポストプロダクションのために個別のビデオファイルとオーディオファイル（メディアステムとも呼ばれます）を書
き出したりできます。

ロール編集  1 つの編集点を共有する 2 つのクリップに影響をおよぼす編集。たとえば、クリップ A をクリップ B に
合わせて切り取る場合、ロール編集ではクリップ A の終了点とクリップ B の開始点が同じ量だけ同時に調整されま
す。プロジェクト全体の継続時間は変わりません。

ラフ編集  1 回目の編集パス。ラフカットは、基本エレメントをまとめたムービーの初期バージョンです。トランジショ
ンやタイトルなどのエフェクトを付加する前にラフカットを行うことがしばしばあります。

サチュレーション  ビデオ信号の色の強度を測る基準。

シーン  同じ場所で同じ時間に起こる一連のショット。シーンの連なりが作品を構成します。

「選択」ツール  「タイムライン」で項目を選択するための、デフォルトの矢印型ポインタ。たとえば、クリップまた
は編集点の選択にこれを使用します。A キーを押すことによって「選択」ツールを選択できます。

シーケンス  「プロジェクト」、「タイムライン」を参照してください。

ショートカットメニュー  Control キーを押したまま画面上の項目をクリックするか、マウスの右ボタンを押したとき
に開くメニュー。コンテキストメニューと呼ばれることもあります。

ショット  連続的に記録された映像の 1 セグメント。作品の最小構成単位がショットです。

スキマー  スキマーを使えば、「タイムライン」や「ブラウザ」で 再生ヘッド の位置を変えることなくクリップをプレ
ビューできます。スキマーは、スキミング（クリップ上でポインタを自由に動かすことで、その位置と速度に合わせ
てクリップが再生されること）するために使います。スキミングする領域でポインタを動かすと、スキマーがピンクの
縦線で表示されます。スナップ をオンにしている場合は、スキマーが特定の位置にスナップされると色がオレンジに
変わります。

スレート  シーン先頭のショットで、シーンの基本制作情報（テイク、日時、シーン番号など）の識別に使われます。
映像と音声を別々に記録するときは、視覚および聴覚的な同期合図としてカチンコが使われます。

スライド編集  クリップ全体を、その左右にある編集点と共に移動する編集。移動したクリップの継続時間は変わり
ませんが、その左右のクリップは、移動したクリップの新しい位置に合わせて長さが変わります。プロジェクト全体
の継続時間およびこれら 3 つのクリップの合計継続時間は変わりません。

スリップ編集  プロジェクト内でのクリップの位置と継続時間は変えずに、開始点と終了点の場所を変更する編集。素
材の利用可能な範囲内でクリップの開始点と終了点を滑らせるように動かす（スリップさせる）ため、このように呼
ばれます。プロジェクト内でクリップに表示される場面は変わりますが、「タイムライン」内でのクリップの位置は変
わりません。
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スマートコレクション  「フィルタ」ウインドウを使用してイベント内のクリップを検索するときに、新しいスマートコレ
クションを作成して結果を保存できます。スマートコレクションでは、検索条件に一致するクリップが自動的に収集さ
れます。スマートコレクションの検索条件に一致する新しいクリップがイベントに追加されたときは、そのクリップが
自動的にスマートコレクションに追加されます。スマートコレクションに表示されるクリップは複製ではありません。
スマートコレクションを使ってイベント内のクリップを絞り込むことで、特定の作業に使用する必要のあるクリップだ
けを表示できます。

スナップ  「Final Cut Pro」でスナップ機能をオンにすると、「タイムライン」内で項目（再生ヘッド、スキマー、選
択したクリップなど）を移動するときに、「タイムライン」内の特定の位置に直接ジャンプ（スナップ）します。これ
は、編集項目の位置をプロジェクト内の別の項目とすばやく揃えるときに便利です。「選択」ツール、「トリム」ツー
ル、「位置」ツール、「範囲選択」ツール、「ブレード」ツールなど、「Final Cut Pro」の多くの編集ツールでス
ナップが適用されます。フレーム単位の詳細な編集を行うときは、スナップを無効にできます。

サウンドエフェクト  ドアが閉じる音や犬の吠え声など、エフェクトライブラリまたは収録したクリップに含まれる特殊
なオーディオ素材。サウンドエフェクトは、作品のロケーションオーディオを置き換えるため、またはもともと収録さ
れていなかった音を付加するために使うことができます。

ソース・メディア・ファイル  「Final Cut Pro」に読み込む元のファイル（ビデオ、オーディオ、静止画像またはグ
ラフィックス）。「Final Cut Pro」で使用するクリップは、ソース・メディア・ファイルが保存されている場所（ディ
スク上、またはビデオカメラやカメラなどのデバイス上）を参照します。「Final Cut Pro」内でクリップに変更を加
えても、ソース・メディア・ファイルには影響しません。

特殊エフェクト  クリップやプロジェクトに適用する視覚的な効果。モーションエフェクト、合成、キーイング、リタイ
ミングエフェクトなどがあります。

スピルの抑制  キーイングの際に対象物の縁に発生する緑または青の色漏れや光漏れを中和するために、透明にす
る色の補色（反対色）を適用する色補正操作。「スピルレベル」スライダを使って、キーイングの対象物に適用す
るスピルの抑制度を調整します。

スプリット編集  「Final Cut Pro」では、クリップのビデオとオーディオに個別の開始点と終了点を設定できます。こ
のような編集をスプリット編集と言い、映画やテレビ番組で会話の多いシーンによく使われます。スプリット編集を使
うと、映像が新しいショットまたはシーンに切り替わる前に、そのショットまたはシーンの音声を流し始めることがで
きます。逆に、ショットが切り替わった後も前のショットの音声を流し続けることもできます。

SD（標準精細度）  従来の NTSC および PAL ビデオ・フレーム・サイズを指します。フレーム当たりの有効走査線
は、NTSC が 480 本または 486 本、PAL が 576 本になります。「HD（高精細度）」も参照してください。

ステレオ  ステレオフォニック（stereophonic）の略。ステレオ・オーディオには 2 つの異なるオーディオチャン
ネルが含まれています。一方のオーディオレベルを変更すると、自動的に他方のチャンネルに同時に同じ変更が適
用されます。 

ストーリーライン  「タイムライン」には常に基本ストーリーラインが含まれます。これは、ムービーを構成するクリッ
プの主要シーケンスになります。ストーリーラインは、基本ストーリーラインに接続されたクリップのシーケンスです。
接続されたクリップ と同じ目的にストーリーラインを使用できます（カットアウェイの作成、タイトルやその他のグラ
フィックスの合成、サウンドエフェクトや音楽の追加など）。

ストレートカット  ビデオクリップ項目とオーディオクリップ項目の両方を同時に切り取るカット。

サブフレーム  1 ビデオフレームの継続時間の 1/80 単位。オーディオをサンプルレベルで編集するときは、サブフ
レーム単位で表示するとより詳細に参照できます。

同期  人物が話をしている場面などで、ビデオクリップから浮かぶサウンドのイメージと、オーディオクリップ内の対
応するサウンドとの関係。セリフを編集するときは、オーディオの同期を維持することが大切です。「Final Cut Pro 
X」では、作品中で同期を維持するために、接続されたクリップ や 複合クリップ を利用できます。
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テーマブラウザ  「“Final Cut Pro”」の メディアブラウザ の 1 つ。「Final Cut Pro」に付属のすべてのトランジ
ションおよびタイトルエフェクトにアクセスできます。関連するテーマごとにグループ化されています。

3 ポイント編集  ソース選択またはプロジェクトで、4 つの編集点のうち 3 つを設定する編集技法。編集を実行する
と、「Final Cut Pro」によって 4 番目の編集点が自動的に計算されます。

スルー編集  編集項目の両側にあるビデオまたはオーディオコンテンツが連続している編集点。

TIFF（Tagged Image File Format）  Aldus と Microsoft により開発され、広く利用されているビットマップ・
グラフィックス・ファイル形式。モノクロイメージ、グレイスケール、8 ビットカラー、24 ビットカラーに対応してい
ます。アルファチャンネルを持たせることができます。「アルファチャンネル」も参照してください。

タイムコード  ビデオと一緒に記録され、各フレームを一意に識別する信号。「Final Cut Pro」では、タイムコード
はデフォルトで「時：分：秒：フレーム」という形式で表示されます。「タイムライン」の再生、ビデオクリップ項
目とオーディオクリップ項目の同期、「タイムライン」でのプロジェクト内の移動、クリップの移動やトリミングなど、
「Final Cut Pro」のさまざまな機能でタイムコードを利用できます。

タイムライン  Final Cut Pro ウインドウの下部にあり、ここでクリップの追加、配置、およびすべての編集を行って、
ムービープロジェクトを作成します。

タイムラインインデックス  「タイムラインインデックス」には、プロジェクト内のクリップ、キーワード、およびマー
カーをテキスト表示で時間順に並べたリストが表示されます。「タイムラインインデックス」で項目を選択すると、「タ
イムライン」で再生ヘッドがその項目へ移動します。

色合い  イメージに付けられる色の濃淡。通常は、セピアなどの効果を出すために使用します。

タイトルブラウザ  「“Final Cut Pro”」の メディアブラウザ の 1 つ。「Final Cut Pro」に付属のすべてのタイトル
エフェクトにアクセスできます。

ツールバー  ツールバー は「Final Cut Pro」のメインウインドウの中央にあり、さまざまなボタンやツールが含ま
れます。ツールバーには「ダッシュボード」も含まれます。ここには、「ブラウザ」で選択したクリップのタイムコー
ドおよび「タイムライン」の再生ヘッド位置のタイムコードが表示されます。

トランスコード  すべてのメディアファイルに特定の形式が使われます。たとえば、ビデオ形式には DV、H.264、
MPEG-2 などがあります。ビデオファイルには、このほかに、ビデオのフレームサイズとフレームレート、データ
レート、オーディオ・サンプル・レートなど、さまざまな特性が設定されます。メディアファイルを別の形式に変換
するとき、またはメディアファイルの特性を変更するときは、ファイルを新しい形式または特性にトランスコードしま
す。「Final Cut Pro」と連携する Apple アプリケーション「Compressor」を使うと、メディアファイルをすばや
く簡単にトランスコードできます。

トランジション  編集点に適用され、クリップから次のクリップへの移行を滑らかに見せるためのエフェクト。
「Final Cut Pro」では、ディゾルブやワイプなどのさまざまなビデオトランジションが用意されているほか、オー
ディオクリップ間にオーディオクロスフェードを追加することもできます。

トランジションブラウザ  「“Final Cut Pro”」の メディアブラウザ の 1 つ。「Final Cut Pro」に付属のすべてのビ
デオトランジションにアクセスできます。

トリム  「タイムライン」にクリップをおおまかな時間順に並べた後、各クリップ間のカット点（編集点）の微調整を
行います。プロジェクト内でクリップの長さを変更すると、クリップをトリムしたことになります。ただし一般的には、
トリムは 1 フレームから数秒間の詳細な調整を指します。クリップの継続時間を大幅に調整する場合もトリムと呼び
ますが、このような場合は編集の微調整段階ではないこともあります。「Final Cut Pro」では、「タイムライン」の
クリップや編集点をトリムする方法として、リップル編集、ロール編集、スリップ編集、スライド編集など、さまざま
な技法を利用できます。

「トリム」ツール  「タイムライン」の項目をトリムするための編集ツール。T キーを押すことによって「トリム」ツー
ルを選択できます。
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非圧縮 8 ビットおよび 10 ビット 4:2:2  これらのビデオ形式は、データ圧縮を利用せずに 8 ビットまたは 10 ビット
の 4:2:2 Y’CbCr ビデオを保存するために使用できます。圧縮をバイパスすると、コンピュータの処理負荷は軽減
しますが、データレートは大幅に増加します。圧縮されていないビデオで効率的に作業するには、通常は大容量の 
RAID ストレージシステムが必要です。多くの場合、Apple ProRes が適しています。非圧縮 4:2:2 ビデオのデー
タレートは、フレームサイズとフレームレートによって異なります。例として、フレームサイズが 1920 x 1080、フ
レームレートが 29.97 fps の場合、データレートは、非圧縮 8 ビット 4:2:2 ビデオの場合は 1.0 Gbps、非圧縮 10 
ビット 4:2:2 ビデオの場合は 1.3 Gbps です。

アップストリーム  「タイムライン」上の現在のクリップの左側にあるクリップを指します。プロジェクトをリップルする
操作を実行しても、アップストリームクリップは影響されません。

値スライダ  値スライダは、スライダコントロールの一種で、数値として表示されます。多くの場合、通常のスライダ
の右側に表示されます。値スライダを調整する方法は 2 つあります。1 つは、数値上をドラッグしてパラメータ値を
増減する方法、もう 1 つは、数値をダブルクリックして新しい値を入力する方法です。

可変速度  1 つのクリップ内の正方向または逆方向の動きの中で動的に変化する速度。

VCR  ビデオカセットレコーダー（videocassette recorder）の略。一般に、さまざまなソースからビデオを記録
する家庭用機器を指します。VTR とも言います。「VTR」も参照してください。

ベクトルスコープ  「Final Cut Pro」のビデオスコープの 1 つ。イメージ内の色の配分が円形スケールで表示され
ます。色補正のために 2 つのクリップの 色合い と色の強度を比較するときに便利です。

ビデオ・アニメーション・エディタ  「タイムライン」でクリップの「ビデオ・アニメーション・エディタ」を表示して、
エフェクトパラメータを調整したり、フェードイン／フェードアウトを設定したり、キーフレーム を使ってエフェクトの
変化を調整したりできます。

ビューア  「ブラウザ」や「タイムライン」で選択したクリップを再生すると、内容が「ビューア」に表示されます。

VTR  ビデオテープレコーダー（videotape recorder）の略。一般に、さまざまなソースからビデオを記録する
業務用機器を指します。

ウォーターマーク  イメージまたはビデオクリップ上に表示され、それらが著作権で保護されていることを示すグラ
フィックスまたはテキストオーバーレイ。著作権保有者の明示的な許可なくイメージまたはビデオクリップが使用さ
れるのを避けるために使用します。

WAVE（または WAV）  無圧縮の LPCM（リニアパルス符号変調）オーディオデータを保存するために広く使用さ
れているオーディオファイル形式。

波形モニタ  「Final Cut Pro」のビデオスコープの 1 つ。現在作業しているクリップの ルミナンス と クロマ の相対
レベルが表示されます。表示される波形のスパイクおよびくぼみは、それぞれピクチャの明るい領域および暗い領
域に相当します。

ワイドスクリーン  アスペクト比 が 4:3 よりも幅広いムービー画面。映画館では、1.85 が標準で、2.40 がワイドス
クリーンと見なされます。ビデオの場合、4:3 が標準と見なされ、16:9（1.85 とほぼ同じアスペクト比）はワイドス
クリーンと見なされます。「4:3」、「16:9」も参照してください。

ワイプ  一般的なビデオトランジションの一種。画面がイメージの一方の側から他方の側へと割れながら次のショット
が徐々に現れます。フェードやディゾルブよりも効果がはっきりしていて、カスタマイズも可能です。

XDCAM  MXF コンテナファイル内に DVCAM および IMX ビデオを記録するために Sony が開発した光ディスク
形式。「DVCAM」、「IMX」も参照してください。
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XDCAM EX  4:2:0 のクロマサンプリングによる MEPG-2 ビデオ圧縮を使用する Sony XDCAM 製品ファミリー
のメンバー。XDCAM HD と異なり、XDCAM EX は 720p をサポートし、フル HD の解像度（1920 × 1080 ま
たは 1280 × 720）で録画できます。最大ビットレートは 35 Mbps です。XDCAM EX ビデオカメラでは、光ディ
スクの代わりに、SxS カードと呼ばれるソリッド・ステート・メモリが使用されます。「HDV」も参照してください。

XDCAM HD422  4:2:2 のクロマサンプリングと 50 Mbps のビデオ・ビット・レートを使用する Sony XDCAM 
製品ファミリーのメンバー。XDCAM EX と同様、フル HD の解像度（1920 × 1080 または 1280 × 720）での 
MPEG-2 ビデオ圧縮が使用されます。「HDV」も参照してください。

Y’CbCr  多くのデジタルビデオ形式でデータの保存に使われる色空間。ピクセルごとに、1 つの ルミナンス（Y）
と 2 つの色情報（青色差信号 Cb および赤色差信号 Cr）の、3 つの成分が保存されます。YUV とも言います。「ピ
クセル」も参照してください。

「ズーム」ツール  「タイムライン」を拡大／縮小表示するための編集ツール。Z キーを押すことによって「ズーム」
ツールを選択できます。
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