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351 ドリフト吸着
352 ドリフト引き寄せ
353 エッジ衝突
354 引力
354 周回
356 ランダムモーション
358 反発
359 回避
359 回転ドラッグ
360 バネ仕掛け
360 渦巻き
361 風
362 その他のビヘイビア

363 第 10 章：リグとウィジェット
363 リグとウィジェットの概要
364 リグの動作
364 リグをプロジェクトに追加する
365 ウィジェットを追加する／変更する
367 ウィジェットの種類
367 チェックボックスウィジェット
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368 ポップアップ・メニュー・ウィジェット
369 スライダウィジェット
371 パラメータスナップショットを管理する
371 スナップショットの概要
372 スナップショットを記録する
373 スナップショットを保存する方法
374 パラメータ・アニメーション・メニューを使ってリグを制御する
375 ウィジェットのアニメーションについて
375 「Motion」でリグを使用する
375 1 つのリグを使用する
377 複数のリグを使用する
377 リグを公開する

378 第 11 章：Final Cut Pro X のテンプレート
378 「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要
378 テンプレートタイプ
379 テンプレートの仕組み
379 テンプレートの仕組みの概要
380 「Final Cut エフェクト」テンプレート
381 「Final Cut トランジション」テンプレート
382 「Final Cut タイトル」テンプレート
383 「Final Cut ジェネレータ」テンプレート
384 エフェクトを作成する／編集する
384 エフェクトテンプレートを作成する
386 「Final Cut Pro X」のエフェクトを変更する
386 例：ボケ（ランダム）エフェクトを変更する
390 高度な例：リグを使って一眼レフエフェクトテンプレートを作成する
399 タイトルを作成する／編集する
399 タイトルテンプレートを作成する
401 タイトルの背景を作成する
402 「Final Cut Pro X」のタイトルを変更する
402 トランジションを作成する／編集する
402 トランジションテンプレートを作成する
404 トランジションの背景を作成する
405 「Final Cut Pro X」のトランジションを変更する
406 例：プリズム・ブラー・トランジションを作成する
409 ジェネレータを作成する／編集する
409 ジェネレータテンプレートを作成する
410 「Final Cut Pro X」のジェネレータを変更する
411 標準の Motion プロジェクトを Final Cut Pro X ジェネレータとして公開する
412 テンプレートプレースホルダ内でイメージを使用する
413 テンプレート内のパラメータを公開する
413 テンプレート内のパラメータの公開の概要
415 テンプレート内のパラメータを公開する
418 テキストパラメータを公開する
420 テンプレート内のアニメーションとタイミング
421 テンプレートマーカー
421 テンプレートマーカーの概要
422 テンプレートマーカーのタイプ
424 テンプレートマーカーを追加する
425 テンプレートの解像度
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426 テンプレートでマスクを使う
426 テンプレートファイルとメディアの保存場所
428 テンプレートに複数のディスプレイアスペクト比を追加する
429 テンプレートの作成についてのヒント

431 第 12 章：キーフレーミング
431 キーフレーミングの概要
434 キーフレームの設定方法
436 キャンバス内でアニメートする
436 キャンバス内でのアニメーションの概要
437 キャンバスでアニメーションパスを操作する
439 HUD を使用してアニメートする
440 カーブの最初と最後のキーフレーム
440 「インスペクタ」を使用してアニメートする
440 「インスペクタ」でパラメータをアニメートする
441 アニメーションメニュー
442 アニメーションメニューでキーフレームを管理する
443 「インスペクタ」のキーフレームコントロール
444 キーフレームを使用してビヘイビアを変更する
444 キーフレームをビヘイビアに適用する
445 キーフレームとビヘイビアの結合について
445 「タイムライン」内のキーフレーム
445 「タイムライン」でキーフレームを表示する
446 「タイムライン」でキーフレームを変更する
448 キーフレームとエフェクトの継続時間
448 キーフレームエディタ
448 「キーフレームエディタ」の概要
450 「キーフレームエディタ」の構成
453 パラメータリストをフィルタリングする
457 キーフレームとカーブを変更する
464 アニメーションカーブを保存する
465 高度なカーブ変更
473 ミニカーブエディタ
474 オンザフライでアニメートする
475 キーフレームの間引き

478 第 13 章：キーイング
478 キーイングの概要
479 「キーヤー」フィルタ
479 「キーヤー」フィルタの概要
479 自動キーイングと手動キーイング
479 「キーヤー」フィルタのコントロール
487 「キーヤー」フィルタを使う
494 「キーヤー」フィルタのパラメータをアニメートする
495 「ルミナンスキーヤー」フィルタ
495 「ルミナンスキーヤー」フィルタの概要
495 「ルミナンスキーヤー」フィルタのコントロール
498 キーイング微調整フィルタ
498 マットマジック
498 スピルの抑制
499 マスクを使用してキーイング効果を高める
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499 ガベージマスク
500 ホールドアウトマスク
501 1 つの対象に複数のキーを適用する

502 第 14 章：パーティクル
502 パーティクルの概要
502 パーティクルシステムの仕組み
504 パーティクルシステムとレイヤーサイズ
505 パーティクルシステムを作成する
505 パーティクルシステムをプロジェクトに追加する
508 1 つのエミッタ内の複数のセル
508 HUD でパーティクルエミッタを調整する
508 「エミッタ」HUD を調整する
510 「エミッタ」HUD のコントロール
513 「インスペクタ」でパーティクルエミッタとそのセルを調整する
513 エミッタとセルのパラメータの概要
513 1 つのセルと複数のセルのエミッタのパラメータ
514 「エミッタ」のパラメータ
524 「セル」のパラメータ
531 「情報」インスペクタでパーティクルエミッタを調整する
531 パーティクルエミッタの「タイミング」コントロール
532 パーティクルシステムのグラフィックスを作成する
532 パーティクルセルとして使う静止画像グラフィックスを作成する
532 パーティクルセルとして使うアニメーションを作成する
533 パーティクルシステムのオブジェクトをアニメートする
533 パーティクル・システム・オブジェクトのアニメートの概要
533 エミッタにビヘイビアを適用する
534 セルにビヘイビアを適用する
534 パラメータのビヘイビアをエミッタまたはセルパラメータに適用する
534 「パーティクル」ビヘイビアをエミッタまたはセルに適用する
535 「パーティクル」ビヘイビアのパラメータ
536 「キーフレームエディタ」にアニメーションされたエミッタカーブを表示する
537 パーティクルシステムでマスクを使う
538 フィルタをパーティクルシステムに適用する
538 パーティクルシステムの例
538 例 1：アニメーションの背景を作成する
540 例 2：アニメーションの魔法の粉を作成する
545 カスタムのパーティクルエフェクトを「ライブラリ」に保存する

546 第 15 章：リプリケータ
546 リプリケータの概要
547 リプリケータの仕組み
549 リプリケータセルのソースレイヤーについて
550 リプリケータを作成する
550 リプリケータをプロジェクトに追加する
553 リプリケータを変更する
554 HUD でリプリケータとセルを調整する
554 「リプリケータ」HUD と「リプリケータセル」HUD を表示する
554 「リプリケータ」HUD のコントロール
557 「リプリケータセル」HUD のコントロール
557 「インスペクタ」でリプリケータとセルを調整する
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557 リプリケータとセルのパラメータの概要
559 「リプリケータ」のパラメータ
570 「リプリケータセル」のパラメータ
577 「情報」インスペクタでリプリケータを調整する
577 「リプリケータ」の「タイミング」コントロール
578 リプリケータのオンスクリーンコントロールを使う
579 イメージとジオメトリオブジェクトを使う
581 リプリケータをアニメートする
581 リプリケータのアニメーションの概要
581 リプリケータにビヘイビアを適用する
582 特殊なビヘイビアに関する注意事項
582 「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを適用する
584 「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアにパラメータを追加する
586 「シーケンスコントロール」のパラメータを調整する
587 「シーケンスリプリケータ」コントロール
592 「シーケンスリプリケータ」のカスタムな「トラバース」オプションを使用する
593 「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアと「パラメータ」ビヘイビアを使用する
594 「キーフレームエディタ」にリプリケータのアニメーションカーブを表示する
594 3D 空間でリプリケータを使う
595 リプリケータでマスクを使う
596 リプリケータにフィルタを適用する
597 カスタムリプリケータを「ライブラリ」に保存する

598 第 16 章：テキスト
598 テキストの概要
599 テキストの環境設定を設定する
599 テキストを作成する
599 キャンバスでテキストを追加する
601 キャンバスでパラグラフテキストを追加する
603 テキストエディタでテキストを追加する
605 外部で作成されたテキストファイルを使う
605 プロジェクトにテキストファイルを追加する
605 TXT ファイルと RTF ファイルについて
606 RTF ファイルの余白とタブを編集する
606 ほかのアプリケーションからテキストをコピー＆ペーストする
607 テキストの編集方法
607 ツールバーのテキストツール
608 フォントについて
608 どのフォントが使用されるか
608 フォントをプレビューする
609 フォントリストを移動する
609 フォントを変更する
610 「テキスト」HUD
610 2D テキストと 3D テキストの HUD
611 HUD の「テキスト」コントロール
612 「テキスト」インスペクタ
612 「インスペクタ」でテキストを編集する
613 テキストフォーマットを編集する
613 テキストの「フォーマット」パネル
613 「フォーマット」パネルのテキストフォーマットコントロール
616 テキストをフォーマットする
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617 テキストのスタイルを編集する
617 「テキストのスタイル」パネル
618 「スタイル」パネルの「フェース」テキストコントロール
619 フェース関連の作業
625 「スタイル」パネルの「テクスチャ」パラメータ
626 テクスチャ関連の作業
630 「スタイル」パネルの「アウトライン」コントロール
631 アウトラインの作業
631 「スタイル」パネルの「グロー」コントロール
632 グローの作業
633 「スタイル」パネルの「ドロップシャドウ」コントロール
634 ドロップシャドウの作業
635 プリセットテキストスタイル
637 テキストのレイアウトを編集する
637 テキストの「レイアウト」パネル
638 「レイアウト」パネルの「レイアウト」コントロール
639 「レイアウト」パネルの「テキストレンダリング」コントロール
640 「レイアウト」パネルの「ビヘイビア」コントロール
641 「レイアウト」パネルの「タイプオン」のコントロール
641 「レイアウト」パネルの「パスオプション」コントロール
643 テキストパス関連の作業
649 「レイアウト」パネルの「余白」コントロール
651 「レイアウト」パネルの「タブ」コントロール
651 余白およびタブ関連の作業
653 テキストグリフ
653 テキストグリフの概要
653 HUD の「グリフを変形」コントロール
654 グリフのオンスクリーンコントロールを表示する
654 「グリフを変形」ツールで文字を選択する
655 グリフの位置、回転、または拡大／縮小をリセットする
656 グリフの属性を調整する
657 グリフをアニメートする
657 テキストを検索する／置換する
657 テキストを検索／置換する方法
658 「検索と置換」ウインドウのオプション
659 テキストにフィルタを適用する

660 第 17 章：アニメートするテキスト
660 アニメートするテキストの概要
661 「テキストアニメーション」ビヘイビア
661 テキストビヘイビアの種類
661 「テキスト」ビヘイビアを適用する
663 「シーケンステキスト」ビヘイビア
663 「シーケンステキスト」ビヘイビアを使う
668 「シーケンステキスト」ビヘイビアと「テキストのスタイル」パネルを併用する
669 「シーケンス処理」の「キーフレームから」オプションを使用する
670 スタイル属性の歪みをシーケンスする
672 「シーケンステキスト」のコントロール
679 「テキストをスクロール」ビヘイビア
679 「テキストをスクロール」ビヘイビアを使う
680 「テキストをスクロール」のコントロール

 目次 15

67% resize factor



682 「テキストトラッキング」ビヘイビア
682 「テキストトラッキング」ビヘイビアを使う
682 「テキストトラッキング」のコントロール
683 「タイプオン」ビヘイビア
683 「タイプオン」ビヘイビアを使う
683 「タイプオン」のコントロール
684 プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビア
684 プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビアの概要
684 プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビアをカスタマイズする
687 「テキストシーケンス」ビヘイビアのデフォルト設定を変更する 
687 「テキストシーケンス」ビヘイビアの速度を変更する
688 変更したテキストビヘイビアをライブラリに保存する
689 ビヘイビアを使ってテキストを 3D でアニメートする
689 キーフレームでテキストをアニメートする
690 「グリフを変形」ツールを使ってアニメートする
691 テキストビヘイビア以外のビヘイビアをテキストに追加する

692 第 18 章：ジェネレータ
692 ジェネレータの概要
692 ジェネレータを追加する
693 ジェネレータを変更する
701 すべてのジェネレータに共通するパラメータ
702 イメージジェネレータ
702 イメージジェネレータの概要
702 網目
702 セルラー
703 チェッカーボード
704 雲
704 単色
705 同心円シェイプ
706 グラデーション
707 グリッド
708 レンズフレア
709 ベール
709 ノイズ
710 単色光線
711 Op Art 1
711 Op Art 2
712 Op Art 3
713 ソフトグラデーション
713 スパイラル
715 スター
716 ストライプ
717 2 色光線
718 テキストジェネレータ
718 テキストジェネレータの概要
718 ファイル
719 数字
720 日時
722 タイムコード
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723 第 19 章：フィルタ
723 フィルタの概要
724 フィルタをブラウズする／プレビューする
724 フィルタを適用する／取り除く
726 フィルタのパフォーマンスに関する注意事項
726 フィルタとクロップ
726 フィルタを調整する
726 フィルタの調整の概要
727 フィルタを有効にする／名称変更する／ロックする
727 フィルタをコピーする／ペーストする／移動する／複製する
729 フィルタを並べ替える
730 フィルタのタイミングを変更する
731 フィルタのオンスクリーンコントロールを調整する
732 オンスクリーンコントロールのタイプ
735 フィルタのパラメータをアニメートする
736 フィルタのパラメータにビヘイビアを適用する
737 フィルタパラメータとオンスクリーンコントロールを公開する
739 フィルタを使ってアルファチャンネルを操作する
740 「ぼかし」フィルタ
740 「ぼかし」フィルタの概要
740 ブラー（チャンネル）
741 ブラー（円）
741 ブラー（複合）
742 焦点ぼけ
743 ブラー（方向）
743 ブラー（ガウス）
744 ブラー（グラデーション）
744 プリズム
745 ブラー（放射）
746 ソフトフォーカス
746 ブラー（可変）
747 ブラー（ズーム）
747 「境界」フィルタ
747 「境界」フィルタの概要
748 ベベル
748 基本枠線
749 ワイドスクリーン
749 「色補正」フィルタ
749 「色補正」フィルタの概要
750 ブライトネス
750 チャンネルミキサー
752 カラーバランス
754 「カラーバランス」フィルタを使って 2 つの合成されたレイヤーを一致させる
756 減色
757 カラー化
757 コントラスト
758 ガンマ
758 グラデーション着色
759 ヒュー／サチュレーション
759 レベル
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760 ネガティブ
760 OpenEXR トーンマッピング
761 セピア
761 しきい値
762 色合い
762 YIQ 調整
763 YUV 調整
763 「ディストーション」フィルタ
763 「ディストーション」フィルタの概要
763 ブラックホール
764 バルジ
764 バンプマップ
765 ディスクワープ
766 ドロップレット
766 地震
767 魚眼
768 上下／左右反転
768 びっくりハウス
769 ガラスブロック
769 ガラスディストーション
770 複眼
771 鏡像
772 ページめくり
773 ポーク
773 極座標
774 屈折
775 リング状レンズ
776 波紋
776 スクレイプ
777 球
778 スターバースト
778 ストライプ
779 ターゲット
779 渦巻き
780 水中
780 波
781 「グロー」フィルタ
781 「グロー」フィルタの概要
781 オーラ
782 ブルーム
782 眩惑
783 グルーム
783 グロー
784 光線
784 周囲のグロー
785 オーバードライブ
785 「シャープ」フィルタ
785 「シャープ」フィルタの概要
785 シャープ
786 アンシャープマスク

 目次 18

67% resize factor



787 「表現手法」フィルタ
787 「表現手法」フィルタの概要
787 ノイズを追加
787 不良フィルム
789 画質の悪いテレビ
789 円形スクリーン
790 円
791 カラーエンボス
791 結晶化
792 エッジ
792 押し出し
793 ハーフトーン
794 線刻スクリーン
794 ハイパス
795 凹凸
796 線画
796 ラインスクリーン
797 縮小／拡大
797 ノイズディゾルブ
798 ピクセル化
798 ポスタライズ
799 レリーフ
800 スリットスキャン
800 スリットトンネル
801 テクスチャスクリーン
802 ビネット
803 ウェービースクリーン
803 「タイリング」フィルタ
803 「タイリング」フィルタの概要
803 万華鏡
804 カレイドタイル
805 オフセット
805 平行四辺形タイル
806 変形タイル
806 ランダムタイル
807 タイル
808 三角タイル
808 「時間」フィルタ
808 「時間」フィルタの概要
808 エコー
809 スクラブ
809 ストロボ
809 軌跡
810 ワイドタイム
810 「ビデオ」フィルタ
810 「ビデオ」フィルタの概要
810 ブロードキャストセーフ
810 インターレース除去
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811 第 20 章：シェイプ、マスク、およびペイントストローク
811 シェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要
813 単純なシェイプを描く
815 ライブラリからシェイプを追加する
815 複雑なスプラインのシェイプとマスクを描く
815 ベジェシェイプと B スプラインシェイプの概要
816 ベジェのシェイプとマスクを描く
818 B スプラインのシェイプとマスクを描く
820 「フリーハンドマスク」ツールを使ってマスクを描く
821 シェイプの塗りつぶし、アウトライン、およびぼかしを編集する
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「Motion」とは

「Motion」は、放送、ビデオ、フィルムなど、幅広いプロジェクトにリアルタイムで驚異的な画像効果をもたらすビ
ヘイビア駆動型のモーション・グラフィックス・アプリケーションです。 

「Motion」では以下のことができます：

 • 200 を超えるモーションおよびシミュレーションビヘイビア（スピン、投射、周回など）が内蔵されており、これ
らを使って高度なアニメーションをリアルタイムに作成できるため、プレビューレンダリングに時間をかけずにダ
イナミックなモーションをプロジェクトにリアルタイムで追加できます。

 • グロー、ストロボ、ブリーチバイパスなど、約 300 個のフィルタを使って視覚的に複雑なエフェクトを作成できま
す。

 • 従来から利用されているキーフレームや変更可能なカーブを使ってアニメートすることで、正確なタイミングエ
フェクトを作成できます。

 • 単純なもの（スーパーインポーズやクレジットロール）から複雑なもの（3D タイトル、アニメーションエフェク
ト、テキストのシーケンス）まで、洗練されたテキストエフェクトを作成できます。 

 • 「Final Cut Pro X」に自動的に書き出すことができる、独自のエフェクト、トランジション、タイトル、ジェネレー
タテンプレートを作成できます。「Final Cut Pro」に付属しているエフェクト、トランジション、タイトル、ジェネ
レータを変更することもできます。 

 • リグを使って、Motion コンポジションや「Final Cut Pro X」に書き出されるテンプレート内で、複数のパラメー
タを 1 つのインスペクタコントロールにマップできます（テキストのサイズ、色、回転を同時に操作するスライダ
など）。

 • ベクトルアートワーク、アニメートするデザイン要素、高解像度イメージなどのロイヤルティフリーのコンテンツを
選択することで、コンポジションを作成できます。

 • 素材をリタイミングして、高品質のスローまたはファーストモーションエフェクトを作成できます。 

Motion の基礎
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 • カメラのぶれを抑えたり、マッチムーブやコーナーピニングなどの複雑なモーション・トラッキング・エフェクトを
作成したりできます。 

 • 高度な合成やグリーン・スクリーン・エフェクトを実行できます。

 • ショーイントロ、 バンパー、コマーシャル、タイトルシーケンスのために 3D 流体モーション・グラフィックス・コ
ンポジションを作成できます。 

 • 2D または 3D 空間内で自動的にアニメートする大量のオブジェクトなど、高度なパーティクルシステムを作成で
きます。

 • 強力なリプリケータツールを使用して複雑に繰り返される要素パターンを作成してから、それらのコラージュを 
2D または 3D 空間でアニメートできます。 

 • プロジェクトを YouTube や Facebook などの Web サイトに直接公開したり、iPhone、iPad、Apple TV な
どの Apple デバイスと同期するためにモーショングラフィックスを「iTunes」に送信したりできます。

Motion プロジェクトについて
「Motion」では、2D または 3D のモーショングラフィックス、および「Motion」で作成したオブジェクトとの合
成プロジェクトはもちろん、読み込んだイメージ（Adobe Photoshop や Illustrator のファイル）、イメージシー
ケンス、QuickTime ムービー、オーディオファイルとの合成プロジェクトを作成することもできます。これらのオブ
ジェクトには、テキスト、マスク、シェイプ、パーティクル、ペイントストロークなどがあります。

「Motion」で作成したプロジェクトは、レイヤーを含んだグループで構成されます。「Motion」に読み込んだメディ
アやプロジェクト内で作成したエレメント（シェイプ、パーティクルなど）は、「レイヤー」と呼ばれます。レイヤー
はグループに含まれます。グループはそのレイヤーの「親」として機能します。グループは 2D にも 3D にもでき
ます。レイヤーとグループ、およびそれらの変更方法について詳しくは、206 ページの変形するレイヤーを選択する
を参照してください。

「Motion」内のどの項目も「オブジェクト」と呼ぶことができますが、イメージ、シェイプ、テキストなどキャンバ
スに表示できる項目は一般にレイヤーと呼びます。カメラ、ライト、リグ、フィルタ、ビヘイビアなどは一般にオブ
ジェクトと呼びます。

プロジェクトにカメラとライトを追加できます。カメラをプロジェクトに追加するときに、プロジェクトを 3D モードに
切り替えるか、2D モードのままにするかを選べます。ただし、プロジェクトが空または完全に 2D の場合は、自動
的に 3D に切り替わります。2D グループを 3D プロジェクトに含めることができます。2D グループは 3D グルー
プにネストできます。3D グループは 2D グループにネストできます。3D グループが 2D グループにネストされる
と、そのグループはフラットになります。つまり、ネストされた 3D グループは、フラットなカードのように機能し、
カメラを無視します。また、平坦化されたグループはプロジェクト内の 2D グループやほかのグループのレイヤーと
は交わりません。3D での作業について詳しくは、888 ページの 3D 合成の概要を参照してください。

グループに適用された変形、フィルタ、またはビヘイビアは、そのグループのすべてのレイヤーに適用されます。
フィルタやビヘイビアをグループに移動したり適用したりした場合、そのグループのすべてのレイヤーが影響を受け
ます。フィルタやビヘイビアをグループの個々のレイヤーに適用することもできます。

フィルタは、イメージの外観を変更するプロセスです。たとえば、「ぼかし」フィルタは、入力イメージを取り込み、
そのイメージのにじませたバージョンを出力します。フィルタの使いかたの詳細は、723 ページのフィルタの概要を
参照してください。

ビヘイビアは、オブジェクトのパラメータに値の範囲を適用し、影響を受けたパラメータに基づいてアニメーション
を作成します。たとえば、「スピン」ビヘイビアは、指定した速度で時間経過と共にオブジェクトを回転させます。ビ
ヘイビアの使いかたについて詳しくは、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。

グループやレイヤーは、ビヘイビアを使用するかキーフレームを設定して、移動やアニメーション表示が可能にな
ります。キーフレーミングについては、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。フィルタはアニ
メーション表示することもできます。
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プロジェクトは、基礎から組み立てられたイメージデータの 1 つの流れです。1 つのグループとのコンポジットにお
いて、そのグループのレイヤーは互いの上に積み重ねられます。レイヤーに適用されたフィルタとビヘイビアは、「レ
イヤー」のリストでそのレイヤーの下に表示されます。グループは、レイヤーの組み合わせと適用したビヘイビア、
フィルタ、合成モード（ブレンドモード）などから生成されたイメージを表します。プロジェクトの作成方法の詳細
は、143 ページのプロジェクトの作成／管理の概要を参照してください。基本的な合成の詳細は、204 ページの基
本的な合成の概要を参照してください。

単純な例では、グループには「色補正」と「ぼかし」フィルタが（その順序で）適用された 1 つのイメージが含
まれます。そのイメージにより、「色補正」フィルタに入力データが提供されます。「色補正」の出力データは、「ぼ
かし」フィルタの入力データです。グループは、そのイメージデータの流れの結果を表します。グループとレイヤー
は、プロジェクトのほかのグループやレイヤーの上に積み重ねられます。下位のレイヤーの出力は、リストでそのレ
イヤーの上にあるレイヤーに対する入力です。

3D モードで作業しているとき、あるレイヤーが「レイヤー」のリストで別のレイヤーの下にある場合でも、その Z
（深度）の位置がほかのレイヤーよりもカメラに近い場合は、キャンバスでほかのレイヤーの上に表示されることが
あります。「インスペクタ」の「グループ」パネルで「レイヤーの順番」チェックボックスを選択すると、レイヤーの
順番を「レイヤー」リスト内の順序に強制的に合わせることができます。

入力デバイスについて
2 ボタンまたは 3 ボタンのマウスを使用している場合、この書類で「Control キーを押しながらクリック」と説明さ
れているコマンドと同じコントロールに右クリックでアクセスできます。 

キーボードショートカットによっては、ファンクション（Fn）キー（Control キーの隣にある Fn キー）を、ユーザー
ズマニュアルで指定されているキーと組み合わせて使用する必要があります。「Motion」のキーボードショートカッ
トの詳細は、1043 ページのキーボードショートカットの概要を参照してください。

Magic Mouse やトラックパッドなどのマルチタッチデバイスを使用する場合は、ジェスチャーを使って移動、スク
ロール、フレームのスクラブ、および拡大／縮小ができます。また、「ファイルブラウザ」や「ライブラリ」に表示
されるアイコンのサイズを変更することもできます。これらのジェスチャーについては、マニュアルの関連セクション
を参照してください。
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「Motion」のインターフェイスの概要
「Motion」のインターフェイスには 2 つのメインウインドウがあります： 

 • プロジェクトブラウザ：このウインドウは「Motion」を開くと表示されます。このウインドウを使って、新規プロ
ジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを開いたりします。 

 • メインのワークスペース：このウインドウを使って、モーショングラフィックスのプロジェクトを作成、変更、およ
びプレビューします。メインのワークスペースは、「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、「インスペクタ」、「キャン
バス」、ツールバー、プロジェクトパネル、およびタイミングパネルといった複数の機能領域に分かれています。 

これらのインターフェイス要素のそれぞれについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイド
バー）でトピックを選択してください。

「Motion」インターフェイスのさまざまなタイプのコントロール（ボタン、スライダ、ポップアップメニューなど）の
使用方法については、126 ページのユーザインターフェイスのコントロールの概要を参照してください。 

プロジェクトブラウザ
「Motion」を開いたり、プロジェクトを作成したりするたびに、「プロジェクトブラウザ」が表示されます。このウ
インドウで、新規プロジェクトを作成したり、最近使ったプロジェクトやテンプレート（「Final Cut Pro X」用のテ
ンプレートを含む）を開いたり、特定のファイルからプロジェクトを作成したりします。また、プロジェクトブラウザ
で、割り当てられたカテゴリやテーマに基づいてプロジェクトを検索することもできます。144 ページの「プロジェク
トブラウザ」についてを参照してください。 

Motion のインターフェイスの紹介
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ワークスペース
「プロジェクトブラウザ」から、またはデフォルトプロジェクトとして Motion プロジェクトを開くと、「Motion」の
ワークスペースが、表示したり隠したりできるいくつかの領域のある 1 つのプロジェクトウインドウとして、画面全
体に表示されます：

Timing pane

Project pane

File Browser, 
Library, and 
Inspector Canvas

Toolbar

 • ファイルブラウザ、ライブラリ、およびインスペクタ：これらの 3 つのパネルで、メディアファイルをプロジェクト
内に読み込んだり、「Motion」に付属のエフェクトなどのコンテンツを探して適用したり、プロジェクト内のすべ
てのメディアとエフェクトの設定を変更したりします。最もよく使われる「インスペクタ」のコントロールは、ヘッ
ドアップディスプレイ（HUD）（表示／非表示を切り替えられるフローティングウインドウ）でも使用できます。詳
しくは、31 ページの「ファイルブラウザ」の概要 、35 ページの「ライブラリ」の概要 、40 ページの「インス
ペクタ」の概要、および 45 ページの HUDを参照してください。

 • キャンバス：インターフェイスのこのメインの作業領域で、コンポジションを調整、操作、および再生します。詳
しくは、55 ページのキャンバスの概要を参照してください。

 • ツールバー：これらのツールとコントロールを使って、キャンバスで要素を作成したり編集したりします。詳しく
は、46 ページのツールバーの概要を参照してください。

 • プロジェクトパネル：この領域内の 3 つのリスト（「レイヤー」、「メディア」、「オーディオ」）を使って、コンポジ
ション内のすべてのオブジェクトを整理したり、プロジェクトにリンクされているすべての外部イメージ、クリップ、
およびオーディオファイルを表示したり、プロジェクト内のすべてのオーディオトラックを表示したりします。詳し
くは、69 ページのプロジェクトパネルの概要を参照してください。

 • タイミングパネル：この領域内の 3 つのパネル（「タイムライン」、「オーディオタイムライン」、「キーフレームエ
ディタ」）を使って、プロジェクトのタイミングに関する側面を表示したり操作したりします。詳しくは、80 ページ
のタイミングパネルの概要を参照してください。
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ファイルブラウザ

「ファイルブラウザ」の概要
「ファイルブラウザ」には、コンピュータ上のすべてのファイルおよびネットワーク接続されているディスクが表示さ
れます。「ファイルブラウザ」の移動は、Finder でのウインドウの移動と同じです。「ファイルブラウザ」からプロ
ジェクトに項目をドラッグできます。

「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、および「インスペクタ」では、「Motion」のワークスペースの左側にある領
域が共有されます。

「ファイルブラウザ」を開く
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「Motion」のワークスペースの左上隅にある「ファイルブラウザ」をクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「ファイルブラウザ」と選択するか、Command ＋ 1 キーを押します。

「ファイルブラウザ」が開きます。

「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、および「インスペクタ」が表示されているパネルをしまう／広げる
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「ファイルブラウザ」と選択するか、Command ＋ 1 キーを押します。

 m 「Motion」のワークスペースの左下隅にある「i」ボタンをクリックします。

「ファイルブラウザ」のプレビュー領域
「ファイルブラウザ」でファイルを選択すると、「Motion」ワークスペースの左上隅に視覚的プレビューとテキスト
情報（ファイル名、メディアタイプ、ファイルサイズ、フレームレート）が表示されます。ファイルがビデオクリップ
またはオーディオクリップの場合、プレビュー領域にはオーディオのミュートボタンも表示されます。

参考：オーディオファイルの場合、プレビュー領域にテキストの説明が表示されますが、イメージのプレビューは表
示されません。

ファイルのプレビューを再生する

 m 「ファイルブラウザ」でファイルを選択します。

ファイルがメディアクリップの場合は、プレビュー領域で再生が始まります。

参考：選択した項目をプレビュー領域で自動的に再生したくない場合は、「Motion」環境設定にある「一般」パ
ネルで、「シングルクリックで自動的に項目を再生」チェックボックスの選択を解除します。

ファイルの再生を一時停止または再開する

 m ポインタを視覚的プレビュー上に移動してから、サムネール上に表示された再生ボタンまたは一時停止ボタンをク

リックします。

プレビュー領域に表示されているファイルを読み込む

 1 「ファイルブラウザ」でファイルを選択します。

 2 プレビュー領域で「読み込む」ボタンをクリックします。

ファイルがプロジェクト（キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」、「メディア」リスト）に追加されます。
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参考：プレビューを大きくするには、「ファイルブラウザ」のファイルをダブルクリックします。ビューアウインドウが
表示され、ファイルが実際のサイズで表示されます。Control キーを押しながらファイルをクリックし、ショートカッ
トメニューから「QuickTime Player で開く」を選択することもできます。

「ファイルブラウザ」のサイドバー
プレビュー領域のすぐ下にはサイドバーがあり、コンピュータから使用できるサーバ、ドライブ、フォルダのリストが
表示されます。サイドバーでドライブまたはフォルダをクリックすると、下のファイルスタックにそのコンテンツが表示
されます。サイドバーのドライブやフォルダのアイコンの上部には、ウインドウの内容を移動したり、ソートしたりで
きるコントロールがいくつかあります。

Path pop-up menu

Forward/Back buttons

 • 「進む」ボタンと「戻る」ボタン：最近表示した前のフォルダや後のフォルダに移動します。

マルチタッチトラックパッド付きの Mac をお持ちの場合は、3 本の指で左右にスワイプすることでフォルダ階層内
を上下に移動できます。 

 • 「パス」ポップアップメニュー（ラベルなし）：現在のフォルダのファイルシステム階層（フォルダの中のフォルダ）
を表示します。

「ファイルブラウザ」のスタック
「ファイルブラウザ」のサイドバーの下にあるファイルスタックには、サイドバーで選択したフォルダの内容が表示さ
れます。長いスタックをスクロールするときは、スクロールバーを使用するか、マルチタッチトラックパッド上で 2 本
の指でスワイプします。

Control キーを押しながら「ファイルブラウザ」のスタックでファイルをクリックすると、ショートカットメニューに次
のコマンドが表示されます：

 • ビューアで開く：ファイルを「ビューア」ウインドウで表示します。

 • QuickTime Player で開く：ファイルを「QuickTime」ウインドウで表示します。

 • Finder に表示：Finder でファイル位置を表示します。

 • 名称変更：ファイル名がアクティブなテキストフィールドになり、新しい名前を入力できます。

 • ゴミ箱に移動：ファイルをゴミ箱に移動します。

ファイルスタックに表示されているフォルダの内容を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m フォルダをダブルクリックします。

 m フォルダを選択し、Return キーを押します。
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前に表示していたフォルダに戻る
以下のいずれかの操作を行います：

 m プレビュー領域の下（「パス」ポップアップメニューの左）にある「戻る」ボタンをクリックします。

 m プレビュー領域の下の「パス」ポップアップメニューから新しいフォルダを選択します。

 m Command ＋↑キーを押します。

 m マルチタッチトラックパッド上で 3 本の指で左にスワイプします。 

「ファイルブラウザ」からメディアを追加する
「ファイルブラウザ」からプロジェクトにファイルをドラッグすることも、「読み込む」ボタンを使うこともできます。

「ファイルブラウザ」を使用してメディアを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ファイルブラウザ」でメディアファイルを選択し、「読み込む」ボタンをクリックします。

ファイルはキャンバスの中央にあるプロジェクトに追加されます。

 m 「ファイルブラウザ」からファイルを、キャンバス、または「レイヤー」リストのグループにドラッグします。

「ファイルブラウザ」の読み込みオプションについて詳しくは、161 ページのファイルを追加する／削除するを参照し
てください。

フォルダとファイルを管理する
「ファイルブラウザ」で、ファイルの名称変更、移動、または削除を行うことができます。ファイルの表示方法も変
更できます。

フォルダまたはファイルの名前を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押しながらファイルまたはフォルダをクリックし、ショートカットメニューから「名称変更」を選択し
ます。テキストフィールドがアクティブになったら、新しい名前を入力して Return キーを押します。

 m スタックで、フォルダまたはファイルの名前をクリックして選択し、もう一度クリックするとアクティブなテキストフィー

ルドに変わります。新しい名前を入力して、Return キーを押します。

警告：「ファイルブラウザ」からフォルダまたはファイルの名前を変更すると、ローカルまたはネットワーク接続さ
れているハードディスク上の項目の名前が変更されます。元の名前のフォルダ内のファイルがプロジェクトで使用
されている場合、「Motion」がそのフッテージを見つけられないことがあります。

フォルダまたはファイルを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m スタックで、Control キーを押しながらファイルをクリックし、ショートカットメニューで「ゴミ箱に移動」を選択しま
す。

 m スタックから Dock のゴミ箱アイコンにファイルをドラッグします。

警告：「ファイルブラウザ」からフォルダまたはファイルを削除すると、ファイルはローカルのハードディスクまた
はネットワーク接続されているハードディスクから取り除かれ、ゴミ箱に移動されます。
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フォルダを作成する

 m 「ファイルブラウザ」の左下隅にある「追加」ボタン（＋）をクリックします。

ファイルをフォルダに移動する

 m ファイルをフォルダアイコンにドラッグします。

ファイルがフォルダ内に移動します。

参考：「Motion」の「ファイルブラウザ」で実行したファイル構造への変更は、Finder で反映されます。

ファイルを検索する

 m 「検索」ボタンをクリックしてから、「検索」フィールドにテキストを入力します。

ファイルスタックのコンテンツがフィルタリングされ、入力したテキストを含むファイルだけが表示されます。

参考：「検索」ボタンを選択するまで、「検索」フィールドは使用できません。

ファイル検索を消去する

 m 「検索」フィールドの右側にある消去ボタンをクリックします。

アイコン表示／リスト表示を表示する
ファイルスタックは、アイコン表示またはリスト表示できます。どちらの表示も、それぞれ便利な場合があります。 

List viewIcon view

「ファイルブラウザ」をアイコン表示にする

 m 「ファイルブラウザ」の右下隅にある「アイコン表示」ボタンをクリックします。

「ファイルブラウザ」をリスト表示にする

 m 「ファイルブラウザ」の右下隅にある「リスト表示」ボタンをクリックします。
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アイコン表示中にアイコンのサイズを変更する

 m 「ファイルブラウザ」の左下隅にある「サイズ調整」ボタンをクリックしてから、アイコンを大きくする場合はスライ

ダを右に、小さくする場合は左にドラッグします。

 m マルチタッチトラックパッドの場合は、ピンチオープンでアイコンが大きくなり、ピンチクローズでアイコンが小さくな

ります。

列をソートする
リスト表示の場合は、任意の列を基準にしてリストをソートできます。この機能は、だいたいのサイズや変更日が分
かっているファイルを検索するときに便利です。

「ファイルブラウザ」のリストをソートする

 m スタックの上部で、ソートする列の見出しをクリックします。

列の見出しが強調表示され、ウインドウのコンテンツがその列を基準にしてソートされます。

アニメーションを折り畳む
アニメーションシーケンスは、順番に並べられた番号の付いた静止画像で構成される場合があります。「Motion」
では、これらのシーケンスを 1 つのオブジェクトとして読み込んで、ムービーを構成する連続したフレームとしてま
とめて各イメージを使用することができます。

順番に並べられた番号の付いた静止画像を 1 つのオブジェクトとして読み込む
 1 「ファイルブラウザ」の右下隅にある「イメージシーケンスをまとめて表示」ボタンをクリックします。

複数の項目を 1 つのオブジェクトに折り畳んだ状態で「ファイルブラウザ」に表示されます。

 2 キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「メディア」リストに、「ファイルブラウザ」からオブジェ
クトをドラッグします。

参考：ほとんどのデジタルカメラのイメージには順番に番号が付いていますが、アニメーションシーケンスのもので
はありません。デジタルカメラから単一の静止画像を読み込む場合は、このオプションをオフにできます。

ライブラリ

「ライブラリ」の概要
「ライブラリ」には、「Motion」で利用できるエフェクト、コンテンツ、プリセット、フォント、ミュージック、フォト、
およびその他の要素が表示されます。この既存のコンテンツをプロジェクトに追加できます。詳しくは、180 ページ
の「ライブラリ」の要素をプロジェクトに追加する を参照してください。

フォント、ミュージック、フォトなどを追加したり、「Motion」で作成したコンテンツやエフェクトを保存することで
「ライブラリ」のコンテンツを拡張できます。

「ライブラリ」、「ファイルブラウザ」、および「インスペクタ」では、「Motion」のワークスペースの左側にある領
域が共有されます。
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「ファイルブラウザ」と同様に、「ライブラリ」は 3 つの部分に分かれています。一番上の部分は、プレビュー領域
です。中央の部分はサイドバー、一番下の部分はファイルスタックで、ここにはエフェクトやその他のオブジェクトが
表示されます。

「ライブラリ」を開く
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「Motion」のワークスペースの左上隅にある「ライブラリ」をクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「ライブラリ」と選択します（または Command ＋ 2 キーを押します）。

「ライブラリ」が表示されます。

「ライブラリ」、「ファイルブラウザ」、および「インスペクタ」が表示されているパネルをしまう／広げる
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「ライブラリ」と選択します（または Command ＋ 2 キーを押します）。

 m Motion ウインドウの左下隅にある「i」ボタンをクリックします。

「ライブラリ」のプレビュー領域
「ライブラリ」で項目を選択すると、「Motion」ワークスペースの左上隅に視覚的プレビューが表示されます。プレ
ビュー領域には、ビヘイビア、フィルタ、ジェネレータなど、選択した項目の説明がテキストで表示されます。

ライブラリ要素のプレビューを再生する

 m 「ライブラリ」で、リプリケータなどのカテゴリを選択し、サブカテゴリを選択してから、下のスタックで項目をクリッ

クします。

プレビュー領域でプレビューが再生されます。

プレビューの再生を一時停止または再開する

 m ポインタを視覚的プレビュー上に移動してから、サムネール上に表示された再生ボタンまたは一時停止ボタンをク

リックします。
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「ライブラリ」のサイドバー
「ライブラリ」のプレビュー領域の下にはサイドバーがあり、「Motion」で利用できるエフェクトタイプとコンテンツ
のフォルダがリスト表示されます。サイドバーでフォルダをクリックすると、下のファイルスタックにそのコンテンツが
表示されます。サイドバーの「ライブラリ」のカテゴリが表示されている部分の上に、ウインドウのコンテンツを移
動したりソートしたりできるコントロールがあります。

Path pop-up menu

Theme pop-up menu

Forward/Back buttons

 • 「進む」ボタンと「戻る」ボタン：最近表示した前のフォルダや後のフォルダに移動します。これらのボタンは 
Web ブラウザの「進む」ボタンと「戻る」ボタンと同じです。

マルチタッチトラックパッドをお使いの場合は、3 本の指で左右にスワイプすることでフォルダ階層内を上下に移
動できます。 

 • 「パス」ポップアップメニュー（ラベルなし）：現在のフォルダのファイルシステム階層（フォルダの中のフォルダ）
を表示します。

 • 「テーマ」ポップアップメニュー：「ライブラリ」に表示されるコンテンツをテーマ別にソートして整理できます。
テーマの操作方法の詳細は、184 ページの「ライブラリ」のテーマを操作する を参照してください。

「ライブラリ」のファイルスタック
「ライブラリ」のサイドバーの下にあるファイルスタックには、サイドバーで選択したフォルダの内容が表示されます。
長いファイルスタックをスクロールするときは、水平スクロールバーを使用するか、マルチタッチトラックパッド上で 
2 本の指でスワイプします。

ファイルスタックに表示されているフォルダの内容を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m フォルダをダブルクリックします。

 m フォルダを選択し、Return キーを押します。

現在のファイルスタックの表示が、そのフォルダのコンテンツに変わります。

前に表示していたフォルダに戻る
以下のいずれかの操作を行います：

 m プレビュー領域の下の「戻る」ボタンをクリックします。

 m プレビュー領域の下の「パス」ポップアップメニューから新しいフォルダを選択します。

 m Command ＋↑キーを押します。

 m マルチタッチトラックパッド上で 3 本の指で左にスワイプします。
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「ライブラリ」のコンテンツ
「ライブラリ」には、「Motion」で利用できるすべてのエフェクト、プリセット、フォント、その他のコンテンツが入っ
ています。これらの項目は、左側のサイドバーにあるカテゴリに分類されます。いずれかの項目を選択すると、右側
のサイドバーにサブカテゴリのリストが表示されます。この「ライブラリ」にはほかに「ミュージック」と「フォト」
の 2 つのカテゴリがあり、そこから「iTunes」や「iPhoto」のライブラリにすばやくアクセスできます。

「ライブラリ」のコンテンツをプロジェクトに追加する方法については、180 ページの「ライブラリ」の要素をプロ
ジェクトに追加するを参照してください。

「ライブラリ」には以下のカテゴリが表示されます：

 • ビヘイビア：すべてのビヘイビアがそれぞれのサブカテゴリに分類されて表示されます。ビヘイビアのエフェクト
を有効にするには、イメージレイヤーに適用する必要があります。一部のビヘイビアは、特定のオブジェクトのみ
に適用できます。たとえば、「テキストアニメーション」ビヘイビアと「テキストシーケンス」ビヘイビアは、テ
キストオブジェクトにのみ適用できます。詳しくは、291 ページのビヘイビアの使いかたの概要を参照してくださ
い。

 • フィルタ：フィルタのすべての特殊エフェクトが、それぞれのサブカテゴリに分類されて表示されます。フィルタ
のエフェクトを有効にするには、イメージレイヤーに適用する必要があります。他社製の FxPlug フィルタも、そ
れぞれのカテゴリに分類されて表示されます。ほとんどのフィルタは、プロジェクトのあらゆるレイヤー（テキス
ト、イメージ、シェイプ、フッテージ、パーティクルなど）またはマスクに適用できます。詳しくは、723 ページ
のフィルタの概要を参照してください。

 • ジェネレータ：プロジェクトに使用できるさまざまなチェッカーボード、ノイズパターン、色付きの光線、アニメー
トするテキストオブジェクト、およびその他のコンピュータが生成する要素が入っています。ジェネレータは、プロ
ジェクトに追加した後で変更できます。詳しくは、692 ページのジェネレータの概要を参照してください。

 • パーティクルエミッタ：プリセットのパーティクルシステムがサブカテゴリに分類されて表示されます。パーティク
ルエミッタによって、煙、火、爆発などのシミュレーション、アニメーションによる抽象的なテクスチャなど、さま
ざまな用途のエフェクトを追加できます。あらかじめ作成されたパーティクルシステムは、プロジェクトに追加し
た後でカスタマイズできます。詳しくは、505 ページのパーティクルシステムをプロジェクトに追加するを参照し
てください。

 • リプリケータ：プリセットのリプリケータがサブカテゴリに分類されて表示されます。リプリケータによって、背景、
変化、またはほかのタイプのアニメーションパターンを追加できます。あらかじめ作成されたリプリケータは、プ
ロジェクトに追加した後でカスタマイズできます。詳しくは、550 ページのリプリケータをプロジェクトに追加する
を参照してください。

 • シェイプ：視覚エレメントまたはイメージマスクとして使用できるあらかじめ作成されたシェイプが表示されます。
各シェイプはベジェシェイプで、「Motion」のシェイプ編集ツールを使用してカスタマイズできます。詳しくは、
811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を参照してください。

 • グラデーション：シェイプ、テキスト、パーティクル、およびリプリケータに適用できるプリセットの各種グラデー
ションが表示されます。詳しくは、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。

 • フォント：システムで使用できるすべてのフォントが表示されます。フォントは、「Font Book」アプリケーションで
定義したフォントのカテゴリに基づいて、サブカテゴリに分類されます。「Font Book」について詳しくは、「OS 
X ヘルプ」を参照してください（Finder で「ヘルプ」＞「ヘルプセンター」と選択してください）。詳しくは、
609 ページのフォントを変更するを参照してください。

 • テキストのスタイル：テキストに適用して、そのスタイルパラメータを変更できる、プリセットの各種テキストのス
タイルが表示されます。これらのスタイルパラメータには、「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、「ドロップ
シャドウ」などがあります。テキストのスタイルをテキストオブジェクトにドラッグすれば、そのスタイルがテキス
トに即座に適用されます。詳しくは、635 ページのプリセットテキストスタイルを使うを参照してください。

 • シェイプのスタイル：シェイプに適用して、そのスタイルパラメータを変更できる、プリセットの各種シェイプのス
タイルが表示されます。シェイプのスタイルをシェイプにドラッグすれば、そのスタイルが即座に適用されます。詳
しくは、811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を参照してください。
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 • ミュージック：iTunes ライブラリにあるオーディオファイルをブラウズしたり読み込んだりすることができます。
「ミュージック」サブカテゴリには、「iTunes」のライブラリや作成したプレイリストがあります。各再生リストの
内容はファイルスタックに表示されます。リスト表示の場合、「ミュージック」カテゴリには「iTunes」で作成さ
れた名前、アーティスト、アルバム、継続時間、サイズ情報が表示されます。

参考：著作権保護されている AAC ファイルを「Motion」に読み込むことはできないため、このようなファイルは
ファイルスタックに表示されません。これには iTunes Store から購入したミュージックが含まれます。「iTunes」
のビデオコンテンツを Motion プロジェクトに読み込むことはできません。

 • フォト：iPhoto ライブラリにあるイメージファイルをブラウズしたり読み込んだりすることができます。「フォト」
サブカテゴリには、「iPhoto」のライブラリや作成したアルバムがあります。各アルバムの内容はファイルスタッ
クに表示されます。

参考：サイズの大きなイメージを「Motion」に読み込む場合は、キャンバスのサイズに合わせてイメージを縮
小できます。詳しくは、164 ページの高解像度静止画像ファイルについてを参照してください。

 • コンテンツ：「Motion」に付属しているテンプレートやほかのプリセットで使用されている各要素が表示されま
す。これらのイメージ、テキスト要素、パターン、およびアニメーションは、パーティクルやリプリケータなどの
カスタム設計要素を作成するときに使用します。作成した要素は、後で使うためにライブラリに保存しておくこと
ができます。

参考：メディアオブジェクトを「コンテンツ」カテゴリにドラッグしても、ディスク上の対応するファイルは元の場
所のままです。このため、今後使用すること考慮して、「ライブラリ」へ読み込むことになるすべてのメディアは、
誤って移動したり、名称を変更したり、削除したりしないように、ディスク上の予想のつきやすい専用の場所に
集めてください。

 • よく使う項目：デフォルトでは、カスタマイズしたオブジェクトは、該当する「ライブラリ」のカテゴリに保存され
ます。「よく使う項目」カテゴリは、カメラ、レイヤー、グループなどの頻繁に使用する組み込みオブジェクトまた
はカスタム作成のオブジェクトを入れる場所です。頻繁に使用する PDF や TIFF ファイルなどのメディアファイルも
「よく使う項目」カテゴリに入れることができます。「よく使う項目」カテゴリに置いたオブジェクトは、「Motion」
で作成するすべてのプロジェクトで使用できます。

「よく使う項目」カテゴリにドラッグしたオブジェクトは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application 
Support/Motion/Library/Favorites/」フォルダに保存されます。

参考：付属のプリセットを「よく使う項目」カテゴリにコピーすると、プレビュー領域にそのプリセットの説明は表
示されません。Control キーを押しながらよく使う項目をクリックし、ショートカットメニューから「説明を編集」
を選択して、「ライブラリ」のプレビュー領域に表示する説明を追加します。

 • 「よく使う項目」メニュー：「よく使う項目メニュー」フォルダに置いたオブジェクトは「よく使う項目」メニューに
表示されるため、さらに速くアクセスできます。「よく使う項目」メニューから項目を選択すると、その項目は選
択しているレイヤーに置かれ、キャンバスの中央に配置されます。「よく使う項目メニュー」に置いたオブジェク
トは、「Motion」で作成するすべてのプロジェクトで使用できます。

「よく使う項目メニュー」カテゴリにドラッグしたオブジェクトは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application 
Support/Motion/Library/Favorites Menu/」フォルダに保存されます。

アイコン表示／リスト表示を表示する
「ライブラリ」のファイルスタックは、アイコン表示またはリスト表示が可能です。

「ライブラリ」をアイコン表示にする

 m 「ライブラリ」の右下隅にある「アイコン表示」ボタンをクリックします。

「ライブラリ」をリスト表示にする

 m 「ライブラリ」の右下隅にある「リスト表示」ボタンをクリックします。

67% resize factor



 第 2 章    Motion のインターフェイスの紹介 40

アイコン表示中にアイコンのサイズを変更する

 m 「ライブラリ」の左下隅にあるアイコンサイズ調整ボタンをクリックしてから、アイコンを大きくする場合はスライダを

右に、小さくする場合は左にドラッグします。

 m マルチタッチトラックパッドの場合は、ピンチオープンでアイコンが大きくなり、ピンチクローズでアイコンが小さくな

ります。

ライブラリから項目を追加する
プロジェクトに「ライブラリ」の要素を追加する最も簡単な方法は、「適用」ボタンを使う方法です。

「ライブラリ」のコンテンツを追加する

 1 エフェクトまたはコンテンツ要素を適用するレイヤーまたはグループを選択します。

 2 「ライブラリ」内の要素を選択し、「適用」ボタンをクリックします。

その他のオプションと詳細については、180 ページの「ライブラリ」の要素をプロジェクトに追加する を参照してく
ださい。

インスペクタ

「インスペクタ」の概要
「Motion」でイメージ、クリップ、およびエフェクトを変更するときは、パラメータを調整します。パラメータは、プロ
ジェクトの各特性を定義する数字属性です。「インスペクタ」は、スライダ、ダイヤル、ポップアップメニュー、チェッ
クボックスなど、パラメータを変更するためのコントロールがある場所です。（「インスペクタ」のコントロールの詳
細は、126 ページのユーザインターフェイスのコントロールの概要を参照してください。）

「Motion」でイメージ、クリップ、またはエフェクトを選択すると、そのパラメータコントロールが「インスペクタ」
で使用可能になり、調整ができるようになります。つまり、「インスペクタ」は状況依存型です。「インスペクタ」の
表示内容は、選択されているオブジェクトに応じて変わります。「インスペクタ」にオブジェクトのパラメータを表示
するには、そのオブジェクトを選択する必要があります。

「インスペクタ」には 4 つのパネルがあり、各パネルには選択しているオブジェクトのパラメータコントロールが表
示されます。最初の 3 つのパネルは、「情報」、「ビヘイビア」、「フィルタ」です。どのオブジェクトを選択していて
も表示されます。4 番目のパネルは、一般にオブジェクトパネルと呼ばれ、選択しているオブジェクトの種類によっ
てその名前とコンテンツが変わります。

「インスペクタ」を開く
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「Motion」のワークスペースの左上隅にある「インスペクタ」をクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「インスペクタ」と選択します（または Command ＋ 3 キーを押します）。

「インスペクタ」が開きます。

「インスペクタ」、「ファイルブラウザ」、および「ライブラリ」が表示されているパネルをしまう／広げる
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「インスペクタ」と選択します（または Command ＋ 3 キーを押します）。

 m 「Motion」のワークスペースの左下隅にある「i」ボタンをクリックします。

「表示／隠す」ボタンを使ってコントロールのグループを表示する／隠す 
 1 グループ名のある行の上にポインタを置きます。

 2 パラメータを表示するときは「表示」、隠すときは「隠す」をクリックします。

詳しくは、140 ページの「インスペクタ」の一般的なコントロール を参照してください。
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ダブルクリックでコントロールのグループを表示する／隠す 
 m グループ名のある行の中で空の領域をダブルクリックします。

Double-click to 
show or hide the 
group of controls. 

Double-click to 
show or hide the 
group of controls. 

「インスペクタ」のプレビュー領域
プレビュー領域には、オブジェクトの視覚的プレビューや、複数のフレームで構成される動くフッテージが表示され
ます。「インスペクタ」のプレビュー領域は、「ファイルブラウザ」および「ライブラリ」のプレビュー領域と似てい
ますが、「適用」ボタンや「読み込む」ボタンがありません。

情報
このパネルは「情報」インスペクタとも呼ばれ、次のような、選択したオブジェクトの基本属性を設定するためのコ
ントロールが表示されます： 

 • オブジェクトの位置、調整、回転などを変更するための変形コントロール

 • オブジェクトの不透明度やブレンドモードなどを変更するためのブレンドコントロール

 • 「シャドウ」コントロール

 • 四隅の角コントロール

 • クロップコントロール

 • オブジェクトのイン点とアウト点を指定するためのコントロール

使用できるコントロールは、選択されているオブジェクトのタイプによって変わります。たとえば、3D グループを選
択している場合、パネルに「ライティング」と「反射」コントロールは表示されますが、「クロップ」、「ドロップシャ
ドウ」、および「四隅の角」コントロールは表示されません。

プロジェクトオブジェクト（「レイヤー」リストの一番上にあります）が選択されている場合は、プロジェクトの背景
のカラー、アスペクト比、フィールドレンダリング、モーションブラー、反射などを変更できるコントロールが「イン
スペクタ」で使用可能になります。プロジェクトの情報について詳しくは、190 ページのプロジェクトの情報の概要
を参照してください。
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ビヘイビア
「ビヘイビア」インスペクタとも呼ばれるこのパネルには、適用したビヘイビアの属性を調整するためのコントロー
ルが表示されます。オブジェクトにビヘイビアが適用されていない場合、「ビヘイビア」インスペクタは空のままに
なります。オブジェクトに複数のビヘイビアが適用されている場合は、ビヘイビアごとにグループ分けされたコント
ロールが縦に並んでこのパネルに表示されます。最後に適用されたビヘイビアのコントロールが一番上に表示され
ます。

プロジェクトでビヘイビアを選択すると、「ビヘイビア」インスペクタが表示されます。複数のビヘイビアを選択する
と、「情報」インスペクタまたは「オブジェクト」インスペクタ（最後に使用されたパネル）が表示されて、選択さ
れているオブジェクトに共通のパラメータを編集できるようになります。

詳しくは、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。

フィルタ
「フィルタ」インスペクタとも呼ばれるこのパネルには、適用したフィルタの属性を調整するためのコントロールが表
示されます。オブジェクトにフィルタが適用されていない場合、「フィルタ」インスペクタは空のままになります。オ
ブジェクトに複数のフィルタが適用されている場合は、フィルタごとにグループ分けされたコントロールが縦に並ん
でこのパネルに表示されます。最後に適用されたフィルタのコントロールが一番上に表示されます。

プロジェクトでフィルタを選択すると、「フィルタ」インスペクタが表示されます。複数のフィルタを選択すると、「情
報」インスペクタまたは「オブジェクト」インスペクタ（最後に使用されたパネル）が表示されて、選択されている
オブジェクトに共通のパラメータを編集できるようになります。

フィルタの使いかたの詳細は、723 ページのフィルタの概要を参照してください。

オブジェクト
「オブジェクト」インスペクタとも呼ばれるこのパネルには、選択されているオブジェクトの種類によって異なるコン
トロールが表示されます。パネルの名前も状況依存型であり、選択されているオブジェクトの種類によって変化しま
す。さまざまな「オブジェクト」インスペクタについて説明します：

 • オブジェクト：オブジェクトが選択されていないときに表示されます。この「オブジェクト」パネルには、パラメー
タはありません。

 • イメージ：イメージ、イメージシーケンス、ムービー、またはドロップゾーンが選択されているときに表示されま
す。メディアが選択されている場合、このパネルには「ドロップゾーン」チェックボックスが表示されるので、選
択されているイメージがドロップゾーンの対象であるかどうかが確認できます。このチェックボックスが選択されて
いるときは、追加のパラメータが使用可能となります。詳しくは、198 ページの「ドロップゾーン」パラメータ を
参照してください。

 • グループ：選択したオブジェクトがグループの場合に表示されます。「グループ」パネルに含まれる「タイプ」パ
ラメータは、グループを 2D から 3D に、または 3D から 2D に変換するために使用します。2D グループと 3D 
グループとでは使用可能なパラメータが異なります。

2D に設定すると、「固定解像度」パラメータが使用可能になります。このパラメータを使用すると、グループの
サイズを手動で定義できます。デフォルトでは、固定解像度は無効で、グループのサイズはそのグループにある
レイヤーによって決まります。詳しくは、158 ページのグループサイズを制限するを参照してください。

参考：「固定解像度」チェックボックスを選択すると、グループは「固定幅」と「固定高さ」パラメータで指定し
たサイズまでグループのアンカーポイントを中心にクロップされます。

3D に設定している場合は、「平坦化」および「レイヤーの順番」パラメータが使用可能になります。「平坦化」
チェックボックスを選択すると、3D グループ内のすべての要素がカードや看板のようにフラットになります。「レ
イヤーの順番」チェックボックスを選択すると、プロジェクトの要素が Z 空間の順番ではなく、「レイヤー」リスト
の順番に従ってソートされます。詳しくは、895 ページのレイヤーの順番と深度を参照してください。
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 • プロジェクト：「プロジェクト」オブジェクト（「レイヤー」リストの上部にあります）が選択されている場合に表
示されます。「プロジェクト」インスペクタには、「公開」パネルと「スナップショット」パネルという 2 つのパネ
ルがあります。「公開」パネルには、テンプレートで公開の設定がされているすべてのパラメータのリスト（フィ
ルタのオンスクリーンコントロールを除く）が表示されます。「スナップショット」パネルは、テンプレートのさま
ざまな表示アスペクト比を作成するために使用されます。公開とテンプレートについて詳しくは、378 ページの
「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要を参照してください。

 • カメラ：カメラが選択されているときに表示され、表示のアングル、フィールドの深度のパラメータなど、シーン
カメラ固有のコントロールが表示されます。カメラの使いかたについて詳しくは、907 ページのカメラの概要を
参照してください。

 • ライト：ライトを選択すると表示されます。ライトの種類、色、強さ、減衰を変更するためのコントロールがあり
ます。「シャドウ」チェックボックスを選択すると、ポイントライトとスポットライトでできる影を制御するパラメータ
を使用できるようになります。ライトと影の操作方法について詳しくは、918 ページのライティングの概要または
922 ページのシャドウの概要を参照してください。

 • リグ：リグを選択すると表示されます。複数のパラメータを 1 つのコントロールにマップするためのウィジェットの
種類を選択できるボタンがあります。リグについて詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要を参照してく
ださい。

 • メディア：プロジェクトパネルの「メディア」リストで項目を選択すると表示されます。（詳しくは、69 ページのプ
ロジェクトパネルの概要を参照してください。）これらのパラメータのほとんどは、ディスク上のファイルの属性や
「Motion」によるこれらファイルの解釈の方法に関するものです。プロジェクトの複数のオブジェクトが 1 つの
メディアファイルを参照できるため、このパネルにはリンクされているオブジェクトのリストが表示されます。この
パネルでの変更は、選択されているメディアファイルを参照するすべてのオブジェクトで反映されます。メディアパ
ラメータの操作方法の詳細は、177 ページのソースメディアのパラメータを参照してください。

 • テキスト：テキストを選択すると表示されます。このインスペクタには、テキストに影響するコントロールがすべ
て表示されます。「テキスト」インスペクタは次の 3 つのパネルに分かれています：

 • フォーマット：フォント、サイズ、文字間隔、カーニング、行揃え、配置、行間（行間隔）などを調整するた
めの標準のコントロールが含まれます。また、このパネルには、プロジェクトで使用するテキストの内容を編集
できる広いテキスト入力フィールドもあります。「フォーマット」パネルには、テキストスタイルのプリセットの
ポップアップメニューも表示されます。

 • スタイル：選択したテキストの塗りつぶし、アウトライン、グロー、およびドロップシャドウを調整するためのコ
ントロールが表示されます。各部分はグループに分かれているため、カテゴリ名の横にあるチェックボックスで
選択／選択解除を切り替えられます。「スタイル」パネルには、テキストスタイルのプリセットのポップアップメ
ニューも表示されます。

 • レイアウト：表示されるパラグラフスタイルのコントロールを使って、パス上のテキスト、テキストの方向、テ
キストレンダリング、ビヘイビアを適用するときにテキストオブジェクトが受ける影響、アンカーポイントの使用
方法を設定できます。また、このパネルには、タイプオンエフェクトを作成するコントロールやテキストのパス
オプションを変更するコントロールがあります。テキストパラメータの操作方法の詳細は、598 ページのテキス
トの概要を参照してください。

 • マスク：マスクを選択すると表示されます。表示されるコントロールを使って、マスクのシェイプを変更したり、複
数のマスクの相互作用を定義したり、マスクを反転したり、マスクのシェイプを滑らかにしたり柔らかさを調整し
たり、キャンバス内のマスクの色を変更したりできます。このインスペクタには、マスクのコントロールポイント
の位置を調整する値スライダも表示されます。マスク属性の操作方法の詳細は、879 ページの「インスペクタ」
のマスクコントロールを参照してください。

 • イメージマスク：イメージマスクを選択すると表示されます。このインスペクタには、「マスク」コントロールと「マ
スクオプション」コントロールが表示されます。これらのコントロールを使って、マスクのソース、参照フレーム
（ソースがクリップの場合）、オフセット、ラップモード、ソースチャンネル、ブレンドモードなどを変更できます。
詳しくは、882 ページのイメージマスクの概要を参照してください。

 • シェイプ：シェイプを選択すると表示されます。このインスペクタには、シェイプに影響するコントロールが表示さ
れます。コントロールは次の 4 つのパネルに分かれています：
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 • スタイル：シェイプの塗りつぶしやアウトラインと、アウトラインやペイントストロークのブラシタイプを変更す
るためのコントロールがあります。このパネルには、シェイプのスタイルのプリセットを選択できるポップアップ
メニューも表示されます。

 • ストローク：ペイントストロークを変更するためのコントロールが表示されます。これらのコントロールを使用
して、ストロークのカラーやブラシ調整を設定したり、不透明度、間隔、幅などのパラメータを調整したりでき
ます。

 • 詳細：ペイントストロークの一塗りをパーティクルのようにアニメーション表示するコントロールが表示され 
ます。

 • ジオメトリ：表示されるコントロールを使って、シェイプのタイプを変更したり、シェイプを開閉したり、シェイ
プを滑らかにしたり、値スライダを使ってシェイプのコントロールポイントの位置を調整したりできます。シェイ
プの操作方法の詳細は、811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を参照してくださ
い。

 • エミッタ：エミッタの形状、空間（2D または 3D）、アングル、および範囲を含め、パーティクルエミッタを変更
するためのコントロールが表示されます。また、このパネルからセルのコントロールにもアクセスできます。複数
のセルがあるエミッタの場合、これらのコントロールはすべてのセルに適用されます。パーティクルの使いかた
の詳細は、502 ページのパーティクルの概要を参照してください。

 • パーティクルセル：パーティクルのセルを変更するためのコントロールが表示されます。パーティクルのセルは
「レイヤー」リストまたは「タイムライン」のレイヤーリストでのみ選択できます。このパネルには、発生量、速
度、アングル、色などの属性のコントロールが表示されます。

 • リプリケータ：リプリケータの形状、空間（2D または 3D）、パターン、サイズ、セルコントロールなどの属性を
変更するためのコントロールが表示されます。リプリケータの使いかたの詳細は、546 ページのリプリケータの
概要を参照してください。

 • リプリケータセル：リプリケータのセルを変更するためのコントロールが表示されます。リプリケータのセルは「レ
イヤー」リストまたは「タイムライン」のレイヤーリストでのみ選択できます。このパネルには、アングル、カ
ラー、調整などの属性のコントロールが表示されます。

 • ジェネレータ：選択したジェネレータのパラメータと属性が表示されます。たとえば、「レンズフレア」ジェネレー
タであれば、「中心」、「サイズ」、「強度」の各パラメータがあります。表示されるパラメータは、選択したジェ
ネレータによって異なります。ジェネレータの詳細は、692 ページのジェネレータの概要を参照してください。

 • オーディオトラック：プロジェクトパネルの「オーディオ」リストまたは「オーディオタイムライン」で選択したオー
ディオファイルを調整するためのコントロールが表示されます。レベル、パン、出力バスなどを調整できます。オー
ディオの操作方法について詳しくは、985 ページのオーディオの概要を参照してください。

 • マスター：プロジェクトパネルの「オーディオ」リストで選択したマスターのオーディオトラックを調整するための
コントロールが表示されます。プロジェクト内のオーディオトラックのレベル、パン、出力バスなどを調整できま
す。オーディオの操作方法について詳しくは、985 ページのオーディオの概要を参照してください。

参考：フィルタまたはビヘイビア以外のオブジェクトを選択すると、最後に使用したパネルが「オブジェクト」インス
ペクタの場合は、「オブジェクト」インスペクタが使用可能になります。最後に「情報」インスペクタを使用した場
合は、「情報」インスペクタが使用可能になります。
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HUD
HUD（ヘッドアップディスプレイ）は、動的にアップデートされるフローティングウインドウで、選択しているオブ
ジェクトで頻繁に使用されるコントロールを簡単に使用できます。たとえば、イメージ HUD には不透明度、ブレン
ドモード、およびドロップシャドウのコントロールがあります。

いくつかの HUD にはエフェクト用のコントロールがあります。たとえば、2D モードの場合、パーティクルエミッタ
の HUD には、コントロールが 1 つ表示されます。このコントロールで、パーティクルシステムの 3 つのパラメータ
（放出範囲、放出角度、速度）を視覚的に操作できます。このような特別なコントロールでは、複数のパラメータ
を同時に直観的に設定できます。

オブジェクトに複数のエフェクトが適用されている場合、エフェクトの HUD 間を移動できます。HUD の名前の横
にある小さい下向きの矢印は、選択したオブジェクトに別のエフェクトが適用されていることを示します。

The arrow indicates 
multiple control sets 
for the selected object.

参考：「インスペクタ」でスライダのパラメータに特定の値を入力する方が簡単です。

HUD を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m オブジェクトを選択してから、「ウインドウ」＞「HUD を表示」と選択します（または F7 キーを押します）。

 m オブジェクトを選択して、ツールバーの「HUD を表示／隠す」ボタンをクリックします（タイミング表示の右にあり
ます）。

 m D キーを押します。
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選択したオブジェクトの HUD を切り替える
以下のいずれかの操作を行います：

 m HUD のタイトルバーの下向きの矢印をクリックして、選択したオブジェクトで表示可能なすべての HUD のリストを
表示してから、表示する HUD をポップアップメニューから選択します。

 m D キーを押すと、選択しているオブジェクトのすべての HUD が順番に切り替わります。HUD を逆方向に切り替え
るには、Shift ＋ D キーを押します。

エフェクトが適用されている順に HUD が切り替わります。

同じタイプの複数のオブジェクトを選択すると、すべてを合わせた HUD が表示されます（タイトルバーには「複数
選択」と表示されます）。

HUD から「インスペクタ」に移動する
通常、HUD には、「インスペクタ」に表示される選択したオブジェクトのパラメータのサブセットが表示されます。
HUD で作業している場合でも、対応する「インスペクタ」に移動してそのオブジェクトのほかのコントロールにアク
セスできます。

 m HUD の右上隅にある「インスペクタ」のアイコン（「i」）をクリックします。

HUD に対応する「インスペクタ」が表示されます。

ツールバー

ツールバーの概要
「Motion」のワークスペースの中央にあるツールバーには、キャンバスでオブジェクトを操作するためのツール、お
よびプロジェクトにオブジェクトを追加するためのコントロールが含まれています。2D 空間や 3D 空間でオブジェク
トを変形するためのツール、テキスト、シェイプ、マスクを作成するツール、カメラ、ライト、ジェネレータを追加す
るボタン、オブジェクトにフィルタやビヘイビアを適用するためのポップアップメニュー、およびパーティクルシステ
ムやレプリケータを作成するボタンが含まれます。 

ツールバーの左側には、ツールが用途ごとに分類されて表示されています。左端の 3 つのツールを使って、キャン
バス内の表示および操作方法を変更できます。その横にある 4 つのツールを使って、テキスト、シェイプ、ペイント
ストロークなどのコンテンツをプロジェクトに追加できます。その横のポップアップメニューにはマスクツールがあり
ます。各ツールの詳しい使いかたについては、126 ページのツールバーのコントロールを参照してください。

ツールバーの中央には、タイミングが表示されます。詳しくは、53 ページのタイミング表示の概要を参照してくだ
さい。
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タイミング表示の右には、「HUD を表示／隠す」ボタンがあります。HUD について詳しくは、52 ページの HUD 
ボタンを参照してください。

ツールバーの右側にある残りのコントロールは、コンテンツやその他のオブジェクトをプロジェクトに追加するのに
使用します。最初のグループはオブジェクトコントロールで、カメラ、ライト、またはジェネレータオブジェクトをプロ
ジェクトに追加するのに使用します。右端にあるのは、フィルタ、ビヘイビア、パーティクル、またはレプリケータを
プロジェクトに追加するためのエフェクトコントロールのグループです。

参考：キャンバスでオブジェクトを選択し、ツールを選択した後、Tab キーを押してツール間の切り替えができます。
Tab キーを繰り返し押すと、ツールが「選択／変形」ツール（デフォルト）から「3D 変形」ツール、残りの 2D 
変形ツール（「アンカーポイント」ツール、「ドロップシャドウ」ツールなど）へと切り替わります。Shift ＋ Tab キー
を押すと、ツールを逆方向に移動できます。

ツールバーのポップアップメニューには、複数のモードやオプションを備えたツールがあります。たとえばシェイプ
ツールのポップアップメニューには、「矩形」ツール、「円」ツール、および「ライン」ツールが含まれます。ポップ
アップ・ツール・メニューに表示されているツールの右下隅には、小さな下向きの矢印があります。

Arrow indicates 
hidden tool states.

ツールバーにある各ツールおよびコントロールについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にある
サイドバー）にあるリストを参照してください。

2D 変形ツール
キャンバスのオブジェクトを調整したり操作したりするには、ツールバーの左端にあるポップアップメニューから 2D 
変形ツールを選択します。このツールをクリックしたまま保持して、ポップアップメニューからほかのモードを選択し
ます。ツールバーで 2D 変形ツールを選択し、キャンバスでオブジェクトを選択すると、オンスクリーンコントロール
が表示されます。オンスクリーンコントロールを操作して、キャンバスのオブジェクトを移動または変形できます。

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

「選択／変形」ツール（矢印） S（Tab キーを押してツール
間を移動します。ツール間を 
Tab キーで移動するには、レ
イヤーが選択されている必要
があります。）

キャンバス内で、選択をアク
ティブにしたり、選択したオ
ブジェクトの変形コントロール
をアクティブにしたりします。
コーナーポイントをドラッグし
てオブジェクトを拡大／縮小
したり、中心点をドラッグして
オブジェクトを回転したりしま
す。これは、2D 変形ツールの
ポップアップメニューのデフォ
ルトツールです。 
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アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

「アンカーポイント」ツール S（Tab キーを押してツール間
を移動します。）

キャンバス内で選択されたオ
ブジェクトのアンカー・ポイン
ト・コントロール（ここを中心
にオブジェクトが拡大／縮小
または回転されます）をアク
ティブにします。新しい位置に
ドラッグすることでアンカーポ
イントを変更します。

「ドロップシャドウ」ツール S（Tab キーを押してツール間
を移動します。）

キャンバス内で選択されたオ
ブジェクトのドロップ・シャド
ウ・コントロールをアクティブ
にします。コーナーハンドルを
ドラッグすると、オブジェクトの
ドロップシャドウの方向とオフ
セットが変更されます。（オブ
ジェクトは動きません。）

「歪み」ツール S（Tab キーを押してツール間
を移動します。）

キャンバス内で選択されたオ
ブジェクトのシアーおよび歪
みハンドルをアクティブにしま
す。中央のハンドルをドラッグ
すると、隣接する 2 つのコー
ナーが同時に歪み、それ以外
の 2 つのコーナーは動きませ
ん。コーナーハンドルをドラッ
グすると、1 つのコーナーが歪
み、残りの 3 つのコーナーは
動きません。

「クロップ」ツール S（Tab キーを押してツール間
を移動します。）

キャンバス内で選択されたオ
ブジェクトのクロップハンドル
をアクティブにします。オブ
ジェクトの端またはコーナーを
ドラッグすると、オブジェクトの
一部がクロップされます（隠さ
れます）。

「ポイントを編集」ツール S（Tab キーを押してツール間
を移動します。）

キャンバス内でマスク、シェイ
プ、モーションパスのポイント
やベジェハンドルをアクティブ
にします。

「グリフを変形」ツール S（Tab キーを押してツール間
を移動します。）

キャンバス内で選択された文
字（グリフ）のハンドルをアク
ティブにします。

「項目を調整」ツール S（Tab キーを押してツール間
を移動します。）

キャンバス内で、特定のパラ
メータ（「ブラー（方向）」の
量やアングル、パーティクルエ
ミッタの形状、グラデーション
の始点と終点など）を変更す
るハンドルをアクティブにしま
す。
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3D 変形ツール
3D 空間内でキャンバスのオブジェクトを調整したり操作したりするには、3D ツールを選択します。 

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

3D 変形ツール Q キャンバス内で 3D 変形コン
トロールをアクティブにしま
す。キャンバスで回転のコン
トロールを表示するには、
Command キーを押しなが
らハンドルをドラッグします。

表示ツール
キャンバスでパンやズームを実行するには、ポップアップメニューから表示ツールを選択します。

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

「パン」ツール H キャンバス内でパンモードを
アクティブにします。キャン
バス表示をさまざまな方向に
ドラッグできるようになります。
（個々のオブジェクトは動き
ません）。パンをリセットする
には、ツールバーの「パン」
ツールをダブルクリックします。
「パン」ツールを選択しない
でキャンバスをパンするには、
スペースバーを押して、キャン
バスをドラッグします。

「ズーム」ツール Z キャンバス内でズームモード
をアクティブにします。50 ％
ズームインするには、キャ
ンバス内をクリックします。
50 ％ズームアウトするには、
Option キーを押しながら
キャンバス内をクリックしま
す。滑らかにズームインまたは
ズームアウトするには、キャン
バス内を右または左にドラッ
グします。ズームをリセットす
るには、ツールバーの「ズー
ム」ツールをダブルクリックし
ます。

「ウォーク 3D 表示」ツール なし ↑キー、↓キー、→キー、←
キーを使ってカメラの視点で 
3D シーン内を移動できるコン
トロールをアクティブにしま
す。
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シェイプツール
矩形、円、およびラインを作成するには、ポップアップメニューからシェイプツールを選択します。

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

「矩形」ツール R 矩形描画モードをアクティブ
にします。キャンバス内をド
ラッグすると、矩形が作成され
ます。正方形を描画するには、
Shift キーを押しながらドラッ
グします。

「円」ツール C 円描画モードをアクティブにし
ます。キャンバス内をドラッグ
すると、楕円シェイプが作成
されます。円を描画するには、
Shift キーを押しながらドラッ
グします。

「ライン」ツール なし ライン描画モードをアクティブ
にします。キャンバス内をドラッ
グすると、ラインセグメントが
描画されます。ラインセグメン
トを特定のアングルに制限す
るには、Shift キーを押しなが
らドラッグします。

パスシェイプツール
ベジェまたは B スプラインのシェイプを作成するには、ポップアップメニューからパス・シェイプ・ツールを選択しま
す。

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

「ベジェ」ツール B（「ベジェ」ツールと「B ス
プライン」ツールが切り替わり
ます。）

ベジェポイントの頂点を使用
する、自由なシェイプ描画モー
ドをアクティブにします。シェ
イプを作成するには、キャン
バス内を繰り返しクリックしま
す。シェイプを閉じるには、シェ
イプの最初のポイントをクリッ
クするか、C キーを押します。
端の開いたシェイプを作成す
るには、最後のポイントをダ
ブルクリックします。（作成さ
れるシェイプは開いています
が、デフォルトで塗りつぶされ
ます。）

「B スプライン」ツール B（「ベジェ」ツールと「B ス
プライン」ツールが切り替わり
ます。）

B スプラインの頂点を使用す
る、自由なシェイプ描画モード
をアクティブにします。シェイ
プを作成するには、キャンバス
内を繰り返しクリックします。
シェイプを閉じるには、シェイ
プの最初のポイントをクリック
するか、C キーを押します。端
の開いたシェイプを作成する
には、最後のポイントをダブ
ルクリックします。（作成され
るシェイプは開いていますが、
デフォルトで塗りつぶされま
す。）
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ペイントストロークツール
ペイントストロークを作成するには、「ペイントストローク」ツールを選択します。

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

ペイントストロークツール P シェイプベースのペイント・ス
トローク・モードを作成しま
す。キャンバス内をドラッグす
ると、ストロークが描画されま
す。ストロークを作成する前
に、Command キーを押し
ながらドラッグしてブラシスト
ロークのサイズを調整します。

テキストツール
プロジェクトにテキストを追加するには、「テキスト」ツールを選択します。

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

テキストツール T テキスト入力およびテキスト
編集モードをアクティブにしま
す。キャンバス内をクリックし
て、テキストの入力を開始しま
す。新しいテキストレイヤーを
選択または移動するには、「選
択／変形」ツールを選択しま
す（または Esc キーを押しま
す）。既存のテキストを変更す
るには、ツールバーの「テキス
ト」ツールを選択して、キャン
バス内のテキストをクリックし
ます。

マスクツール
選択したレイヤーの一部を隠すには、ポップアップメニューからマスクツールを選択します。マスクツールには、レ
イヤー（イメージ、リプリケータ、平坦化されたテキストなど、キャンバスで可視のオブジェクト）または 2D グルー
プを選択している場合にのみアクセスできます。デフォルトでは、マスク内の領域は表示されたままです。マスクの
詳細は、811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を参照してください。 

アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

「矩形マスク」ツール Option ＋ R 矩形マスク描画モードをアク
ティブにします。キャンバス
内をドラッグすると、矩形マス
クが描画されます。正方形の
マスクを描画するには、Shift 
キーを押しながらドラッグしま
す。

「円マスク」ツール Option ＋ C 円マスク描画モードをアクティ
ブにします。キャンバス内をド
ラッグすると、楕円マスクが描
画されます。マスクを円に制限
するには、Shift キーを押しな
がらドラッグします。

「フリーハンドマスク」ツール なし キャンバス内でフリーフォーム
マスク描画モードをアクティブ
にします。シェイプは最初と最
後のポイントの間でマスクを
閉じます。
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アイコン 名前 キーボードショートカット 説明

「ベジェマスク」ツール Option ＋ B（「ベジェ」ツール
と「B スプラインマスク」ツー
ルが切り替わります）

ベジェポイント頂点を使用する
フリーフォームマスク描画モー
ドをアクティブにします。マス
クのシェイプを作成するには、
キャンバス内を繰り返しクリッ
クします。マスクを閉じるに
は、マスクの最初のポイントを
クリックするか、C キーを押し
ます。端の開いたマスクを作
成するには、最後のポイントを
ダブルクリックします。

「B スプラインマスク」ツール Option ＋ B（「ベジェ」ツール
と「B スプラインマスク」ツー
ルが切り替わります）

B スプライン頂点を使用する
フリーフォームマスク描画モー
ドをアクティブにします。マス
クのシェイプを作成するには、
キャンバス内を繰り返しクリッ
クします。マスクを閉じるには、
シェイプの最初のポイントをク
リックするか、C キーを押しま
す。端の開いたマスクのシェイ
プを作成するには、最後のポ
イントをダブルクリックします。

HUD ボタン
ヘッドアップディスプレイ（HUD）の表示／非表示を切り替えるには、「HUD」ボタン（タイミング表示の右にある
最初のボタン）をクリックします。

アイコン 名前 説明

HUD を表示／ HUD を隠す HUD（ヘッドアップディスプレイ）の表示
／非表示を切り替えます。HUD は小さな
フローティングウインドウで、選択したオ
ブジェクトのよく使用するパラメータコン
トロールが表示されます。

オブジェクトコントロール
3 つのオブジェクトコントロール（「HUD」ボタンの右にあります）を使って、プロジェクトにカメラ、ライト、およ
びジェネレータを追加できます。

アイコン 名前 説明

新規カメラ カメラをプロジェクトに追加します。2D 
プロジェクトにカメラを追加すると、2D 
グループを 3D グループに変換するかど
うかを尋ねるダイアログが表示されます。
2D プロジェクトにカメラを追加すること
もできますが、カメラは 2D グループには
影響しません。

新規ライト ライトをプロジェクトに追加します。2D プ
ロジェクトにライトを追加すると、2D グ
ループを 3D グループに変換するかどう
かを尋ねるダイアログが表示されます。
2D プロジェクトにライトを追加すること
もできますが、ライトは 2D グループには
影響しません。
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アイコン 名前 説明

ジェネレータを追加 ジェネレータのポップアップメニューをア
クティブにします。メニューから項目を選
択すると、プロジェクトにそのジェネレータ
が追加されます。

エフェクトコントロール
ツールバーの右側にある残りの 4 つのコントロールを使用して、よく使用するエフェクト（フィルタ、ビヘイビア、
パーティクルエミッタ、リプリケータ）を適用できます。これらのコントロールはオブジェクトにエフェクトを適用する
ため、オブジェクトが選択されていない場合は使用できません。

アイコン 名前 説明

フィルタを追加 フィルタのポップアップメニューをアクティ
ブにします。メニューから項目を選択する
と、オブジェクトにそのフィルタが適用さ
れます。フィルタを適用できるのは、グ
ループまたはレイヤー（イメージ、テキス
ト、シェイプ、パーティクルエミッタ、マス
ク、リプリケータ、ジェネレータなど）で
す。カメラ、ライト、ビヘイビア、または
別のフィルタには適用できません。 

ビヘイビアを追加 ビヘイビアのポップアップメニューをアク
ティブにします。メニューから項目を選択
すると、オブジェクトにそのビヘイビアが
適用されます。ビヘイビアは、レイヤー（イ
メージ、パーティクルエミッタなど）、グ
ループ、カメラ、およびライトに適用でき
ます。

パーティクルを作成 選択されたレイヤー（シェイプ、テキスト、
イメージなど）をパーティクルセルのソー
スとして使用して、パーティクルシステム
を作成します。

リプリケータ 選択されたレイヤー（シェイプ、テキスト、
イメージなど）をソースセルとして使用し
て、リプリケータを作成します。

タイミング表示

タイミング表示の概要
ツールバーの中央にあるタイミング表示を使って、再生ヘッドの現在のフレーム（やタイムコード番号）、またはプロ
ジェクトの合計継続時間を表示できます。タイミング表示を使って、特定のフレームに移動したり、フレームを大幅
または小刻みに移動したり、フレームをスクラブ再生したりすることもできます。また、プロジェクトの継続時間を
変更することもできます。

現在の時間（タイムコードまたはフレーム番号）とプロジェクト継続時間を切り替える
以下のいずれかの操作を行います：

 m 時計のアイコンをクリックします。

プロジェクトの継続時間が表示されているとき、時計のアイコンは次のようになります： 
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現在の時間が表示されているとき、時計のアイコンは次のようになります：

 m タイミング表示の右側（反転した三角形）をクリックしてポップアップメニューを開き、「現在時刻を表示」または「プ

ロジェクト継続時間を表示」を選択します。

継続時間を動的に変更する

 m タイミング表示のポップアップメニューが「プロジェクト継続時間を表示」に設定されている状態で、表示されてい

る数値上をドラッグします。上にドラッグすると値が大きくなり、下にドラッグすると値が小さくなります。

プロジェクトの継続時間を特定の長さに変更する

 m タイミング表示内をダブルクリックし、フィールドに継続時間を入力してから、Tab キーまたは Return キーを押し
て入力を確定します。

現在時刻を動的に変更する

 m タイミング表示のポップアップメニューが「現在時刻を表示」に設定されている状態で、表示されている数値上をド

ラッグします。上にドラッグすると再生ヘッドが先に進み、下にドラッグすると前に戻ります。

秒数、分数、または時間数を指定して継続時間を変更する

 1 タイミング表示のポップアップメニューが「プロジェクト継続時間を表示」に設定されていることを確認します。

 2 タイミング表示をダブルクリックしてから、以下のいずれかの操作を行います：

 • 継続時間を秒で設定するには、秒数に続けてピリオドを 1 つ入力します。たとえば、10 秒のプロジェクトを作成
するには、フィールドに「10.」（10 の後にピリオド 1 個）と入力し、Return キーを押します。

 • 継続時間を分で設定するには、分数に続けてピリオドを 2 つ入力します。たとえば、10 分のプロジェクトを作成
するには、フィールドに「10..」（10 の後にピリオド 2 個）と入力し、Return キーを押します。

 • 継続時間を時間で設定するには、時間数に続けてピリオドを 3 つ入力します。たとえば、1 時間のプロジェクト
を作成するには、フィールドに「1...」（1 の後にピリオド 3 個）と入力し、Return キーを押します。

タイムコードやフレームでも同じ手順を使用できます。

タイミング表示を使って移動する
タイミング表示を使って「タイムライン」再生ヘッドを移動することもできます。

再生ヘッドを特定の時間に移動する

 m タイミング表示のポップアップメニューが「現在時刻を表示」に設定されている状態で、数値の表示をダブルクリッ

クし、目的のタイムコードまたはフレーム番号を入力してから、Return キーを押して入力を確定します。

一度に 1 フレームずつ現在の時間を増減させる
 m タイミング表示ポップアップメニューが「現在時刻を表示」に設定されている状態で、Page Up キーを押すと前に
戻り、Page Down キーを押すと先に進みます。

前後に移動する秒数、分数、または時間数を指定する

 1 タイミング表示のポップアップメニューが「現在時刻を表示」に設定されていることを確認します。

 2 タイミング表示をダブルクリックしてから、以下のいずれかの操作を行います：

 • 秒単位で進めるには、プラス記号（＋）に続けて先に進める秒数を入力し、ピリオドを入力してから Return キー
を押します。たとえば、2 秒先に進めるには、「+2.」（数字 2 の後にピリオド 1 個）と入力し、Return キーを
押します。分単位で進めるには、数字の後にピリオドを 2 つ入力し、Return キーを押します。時間単位で進め
るには、数字の後にピリオドを 3 つ入力し、Return キーを押します。

 • 秒単位で戻すには、マイナス記号（－）に続けて後ろに戻す秒数を入力し、次にピリオドを入力してから Return 
キーを押します。たとえば、2 秒後ろに戻すには、フィールドに「–2.」（数字の後にピリオド 1 個）と入力し、
Return キーを押します。分単位で戻すには、数字の後にピリオドを 2 つ入力し、Return キーを押します。時
間単位で戻すには、数字の後にピリオドを 3 つ入力し、Return キーを押します。
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特定のフレーム数だけ進める／戻す

 m プラス記号（＋）に続けて先に進めるフレーム数を入力してから Return キーを押します。

 m マイナス記号（－）に続けて後ろに戻すフレーム数を入力してから Return キーを押します。

タイムコードとフレームカウンタ
「Motion」には、プロジェクトのフレーム番号を見る方法が 2 通りあります。1 つは、時間を 1 または 0 から始ま
るフレーム数として表す方法で、増加していくフレーム数に制限はありません。もう 1 つは、ビデオ標準の 8 桁の
タイムコードシステムで時間を表示する方法で、00:00:00:00 から 23:59:59:29 まで時計のように動きます。最初
の 2 桁が時間、2 番目の 2 桁が分、3 番目の 2 桁が秒、最後の 2 桁がフレームで、HH:MM:SS:FF として表現
されます。

タイムコードの形式は、特定のビデオ形式のフレームレートが不正確な場合に対応するため、数字をスキップするこ
とがあります。

フレームカウンタとタイムコードカウンタには、それぞれ利点がありますが、元の形式やフィニッシングの形式によっ
て使い分けます。たとえば、35 ミリフィルムのタイトルシーケンスをデザインし、正確に 720 フレームに収めなけ
ればならない場合は、カウンタをフレームに設定する方が便利です。

また、テレビスポットを組み立ててビデオテープに転送したり放送したりする場合は、ビデオテープ上の数字とフレー
ム番号が対応するようにタイムコードを使用します。

タイムコードとフレーム番号を切り替える

 m タイミング表示のポップアップメニュー（反転した三角形）から「フレームを表示」または「タイムコードを表示」

を選択します。

キャンバス

キャンバスの概要
「Motion」のインターフェイスの大部分をキャンバスが占めています。キャンバスは、ほかの多くのアプリケーショ
ンの書類ウインドウにあたり、コンポジションのオブジェクトの配置やレイアウトを行う視覚的なワークスペースです。
「ライブラリ」や「ファイルブラウザ」からキャンバスにドラッグするだけで、プロジェクトにレイヤーやエフェクトを
追加できます。

キャンバスの下部にあるトランスポートコントロールを使用して、プロジェクトを標準速度で表示したり、フレームご
とに表示したりできます。トランスポートコントロールの両側には、インターフェイスであるパネルの表示／非表示、
オーディオ再生のオン／オフ、およびプレーヤーモードのオン／オフを切り替えるボタンがあります。
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ミニタイムライン（トランスポートコントロールの上、キャンバス本体の下にあります）には、キャンバスで選択して
いるレイヤーの時間上の開始と終了位置が表示されるため、これらの要素のタイミングを操作することが可能です。

Transport controlsMini-Timeline

キャンバスのコンポジションは、プロジェクトを共有するときにそのまま出力されます。このウインドウは、作業の結
果を表示する場所でもあり、プロジェクトの要素の変更や調整を行う場所でもあります。

キャンバス内でドラッグして、位置、縮小／拡大、回転などのオブジェクト属性を変更することができます。詳しく
は、210 ページのキャンバスでのレイヤーの移動の概要を参照してください。使い慣れたドラッグ＆ドロップ操作を
使って、ビヘイビアやフィルタをキャンバスの項目に適用することもできます。これらの機能の使いかたの詳細は、
287 ページのビヘイビアの概要および 723 ページのフィルタの概要を参照してください。

ステータスバー
キャンバスの左上にあるステータスバーには、現在のプロジェクトに関する情報（動的ツール情報、カラー、座標、
フレームレート）が表示されます。

Status bar

「Motion」環境設定にある「アピアランス」パネルの「ステータスバー」セクションで、この情報の表示を制御し
ます。

ステータスバーに動的ツール情報を表示する

 1 「Motion」環境設定を開くには、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します。

 2 「Motion」環境設定にある「アピアランス」パネルで、「動的ツール情報」チェックボックスを選択します。

 3 キャンバスでオブジェクトを調整します。

キャンバス内でドラッグしているときは、調整についての情報がステータスバーに表示されます。たとえば、キャン
バスでオブジェクトを拡大／縮小するときに、幅と高さの値が表示されます。

ステータスバーにピクセルの色を表示する
モーショングラフィックスのプロジェクトでは、プロジェクト内で複数の色を配置して調整しなければならない場合が
あります。ステータスバーには、ポインタの下にあるピクセルの色に関する視覚的な情報と数値的な情報のほか、ア
ルファチャンネルの値が表示されます。クリックする必要はなく、キャンバス上でポインタを動かすだけでステータス
バーの表示が変わります。

 1 「Motion」環境設定にある「アピアランス」パネルで、「カラー」チェックボックスを選択します。
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 2 「表示色」ポップアップメニューから色のフォーマットを選択します。

 • RGB：色を構成する赤、緑、青、およびアルファを 0 ～ 1 の値で表します。スーパーホワイトの値は 0 ～ 1 の
範囲を超えることがあります。

 • RGB（パーセント）：色を構成する赤、緑、青、およびアルファを 1 ～ 100 の値で表します。

 • HSV：ヒューを 1 ～ 360 の値で示し、サチュレーションと値（ルミナンス）を 1 ～ 100 の値で示します。

 3 キャンバス上でポインタを動かします。

ポインタを動かすと、ステータスバーに表示されている色の情報がアップデートされます。

ステータスバーに現在のポインタ位置を表示する
キャンバスにオブジェクトを正確に配置する場合、ポインタの正確なピクセル位置が分かれば便利です。ステータス
バーでは、この情報を X 軸と Y 軸の座標系（デカルト座標）として表示できます。キャンバスの中心が 0,0 です。

 m 「Motion」環境設定にある「アピアランス」パネルで、「座標」チェックボックスを選択します。

キャンバスでポインタを動かすと、ステータスバーに表示されている座標の情報がアップデートされます。

プロジェクトの再生フレームレートをモニタリングする
「Motion」では、リアルタイムでプロジェクトを再生するときに、シーケンスが複雑すぎて最大速度でレンダリング
できない場合は、フレームレートを下げて再生します。ステータスバーでは現在のフレームレートをモニタリングで
きます。フレームレートは、秒当たりのフレーム数（fps）です。

参考：フレームレートは、プロジェクトの再生中にのみステータスバーに表示されます。

 m 「Motion」環境設定にある「アピアランス」パネルで、「フレームレート（再生時のみ）」チェックボックスを選択
します。

プロジェクトを再生すると、ステータスバーの左上隅にフレームレートが表示されます。

キャンバスの表示オプション
ステータスバーの右側のポップアップメニューから、キャンバス表示設定（ズームレベル、チャンネル、レンダリン
グ設定、表示とオーバーレイのオプション、および 3D 表示レイアウト）にアクセスできます。

Zoom level

Channels

Render View Layouts

View and Overlay

「ズームレベル」ポップアップメニュー
「ズームレベル」ポップアップメニューには、デフォルトのズームレベルが複数用意されています。キャンバスをズー
ムすると、ウインドウの現在の表示が変わりますが、プロジェクト内のイメージのサイズは変わりません。表示を 12、
25、50、100、200、400、800、または 1600 パーセント、あるいは「合わせる」に設定できます。詳しくは、
61 ページのキャンバスを拡大するを参照してください。

「チャンネル」ポップアップメニュー
「チャンネル」ポップアップメニュー（色のスペクトラムのアイコン）では、キャンバスに表示されるカラーチャンネ
ルを制御します。このメニューを使って、キャンバスに 1 つのカラーチャンネルを表示したり、レイヤーのアルファ
チャンネルを確認したり、1 つのカラーチャンネルにのみ適用するエフェクトを操作したりできます。このメニューに
は以下のオプションがあります：

 • カラー：ビデオモニタと同じようにイメージを表示します。可視レイヤーは自然色で表示され、透明の領域にはプ
ロジェクトの「情報」インスペクタで設定した背景色が見えます。デフォルトでは、背景色は黒です。背景色を変
更するには、Command ＋ J キーを押してから、「情報」インスペクタの「背景のカラー」コントロールで色を
選択します。
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参考：プロジェクトと一緒に背景色を書き出すには、「情報」インスペクタにある「背景」ポップアップメニュー
を「単色」に設定する必要があります。このオプションは、書き出し時（アルファチャンネルをサポートしている
コーデックを使用して書き出す場合）に単色のアルファチャンネルを作成します。「背景の不透明度」ポップアッ
プメニューを「透明」に設定すると、キャンバスでは色が見えますが、アルファチャンネルの一部としてはレンダ
リングされません。

 • 透明：キャンバスの背景領域を透明に表示します。デフォルトでは、イメージが背景をブロックしていない個所に
市松模様が表示されます。

 • アルファオーバーレイ：イメージを普通色で表示しますが、イメージの透明の領域には赤のハイライトを追加し 
ます。

 • RGB のみ：赤、緑、青のチャンネルを普通に混合して表示しますが、透明の領域（半透明の領域も含む）は不
透明として表示します。

 • 赤：黒から白の範囲を赤のチャンネルのみで表示します。

 • 緑：黒から白の範囲を緑のチャンネルのみで表示します。

 • 青：黒から白の範囲を青のチャンネルのみで表示します。

 • アルファ：キャンバスのレイヤーのアルファ（透明の）チャンネルを表示します。

 • 反転アルファ：アルファ（透明の）チャンネルを反転して表示します。

「レンダリング」メニュー
「レンダリング」ポップアップメニューでは、キャンバス表示の品質や解像度を制御したり、再生パフォーマンスに
影響する可能性のある機能の有効／無効を切り替えたりできます。オプションが有効な場合、メニュー項目の横に
チェックマークが表示されます。プロジェクトが複雑なため、コンピュータで再生したときにフレームレートがかなり
低速になってしまう場合、このメニューで設定を変更することによってプロセッサの負担を軽減できます。これによっ
て、調整を行うたびに最大解像度でイメージがレンダリングしなくても、複雑なプロジェクトでの作業中に高速フレー
ムレートでの再生が可能になります。

「レンダリング」ポップアップメニューには以下の項目が表示されます：

 • ダイナミック：「タイムライン」やミニタイムラインでの再生およびスクラブ時に、キャンバスでの表示画質を下げ
て、応答速度を速めます。また、キャンバスでの変更中にも画質を下げます。再生またはスクラブを停止するか、
キャンバスでの変更を終えると、元の画質（プロジェクトの「品質」設定と「解像度」設定に基づく画質）に戻
ります。

 • 最大：キャンバスを最大の解像度で表示します（Shift ＋ Q）。

 • 半分：キャンバスを半分の解像度で表示します。

 • 4 分の 1：キャンバスを 1/4 の解像度で表示します。

 • ドラフト：キャンバス内のオブジェクトを低解像度でレンダリングして、プロジェクトの操作性を最適にします。ア
ンチエイリアス処理はされません。

 • 標準：キャンバス内のオブジェクトを中解像度でレンダリングします。シェイプはアンチエイリアス処理されますが、
3D 交差は処理されません。浮動小数点（32 ビット）フッテージは 16 ビットでレンダリングされます。これはデ
フォルトの設定です。

 • 最高：キャンバス内のオブジェクトを最高品質でレンダリングします。高品質イメージリサンプリング、アンチエイ
リアス処理された交差、アンチエイリアス処理されたパーティクルエッジ、シャープなテキストなどが該当します。

 • カスタム：追加コントロールを設定することでレンダリング品質をカスタマイズできます。「カスタム」を選択すると、
「詳細品質オプション」ダイアログが開きます。「詳細品質オプション」ダイアログの設定については、62 ペー
ジの詳細品質設定を参照してください。

 • ライティング：プロジェクトでのライトのエフェクトをオンまたはオフにします。この設定をオフにしても、「レイ
ヤー」リストのライト（またはライトシーンアイコン）はオフになりません。キャンバス内でのライト・シェーディ
ング・エフェクトが無効になります。

 • シャドウ：プロジェクトでのシャドウのエフェクトをオンまたはオフにします。
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 • 反射：プロジェクトでの反射のエフェクトをオンまたはオフにします。 

 • フィールドの深度：プロジェクトでのフィールドの深度のエフェクトをオンまたはオフにします。

 • モーションブラー：キャンバスでモーションブラーのプレビューを有効／無効にします。モーションブラーを無効
にすると、パフォーマンスが向上する場合があります。

参考：「Final Cut Pro X」で使用するエフェクト、タイトル、トランジション、またはジェネレータテンプレート
を作成する場合、プロジェクトを「Final Cut Pro」に適用したときにモーションブラーがオンになるかどうかは、
「表示」ポップアップメニューの「モーションブラー」項目で制御されます。

 • フィールドレンダリング：フィールドレンダリングを有効／無効にします。フィールドリンダリングは、TV モニタで
のモーション再生をスムーズにするために必要です。フィールドレンダリングによってレンダリング時間がほぼ 2 
倍になるため、この機能を無効にするとパフォーマンスが向上する場合があります。

参考：「Final Cut Pro」で使用するエフェクト、タイトル、トランジション、またはジェネレータテンプレートを作
成する場合、フィールドレンダリングを「Final Cut Pro」に適用するかどうかは、「表示」ポップアップメニュー
の「フィールドレンダリング」設定では制御されません。その代わりに、プロジェクトの「情報」インスペクタ
でフィールドレンダリングが制御されます。（Command ＋ J キーを押して「情報」インスペクタを開きます。）
「フィールドの順番」が「なし」以外に設定されている場合、「Final Cut Pro」では、「表示」ポップアップメ
ニューのフィールドレンダリングの状況に関係なく、フィールドレンダリングが使用されます。

 • フレームの合成：キャンバスでフレームの合成を有効／無効にします。フレームの合成により、隣り合うフレーム
間のピクセルを補間して滑らかに変化させることによって、ビデオフレームの外観を滑らかにできます。

「表示とオーバーレイ」ポップアップメニュー
「表示とオーバーレイ」ポップアップメニューから、キャンバスで表示できるガイドやコントロールにアクセスできま
す。オプションが有効な場合、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（これらのメニューオプションの
多くは、「表示」プルダウンメニューでも選択できます。）

「表示とオーバーレイ」ポップアップメニューには以下の項目が表示されます：

 • オーバーレイを表示：キャンバス内のオーバーレイの表示をオンまたはオフにします。ほかのオーバーレイ項目
（グリッド、ガイドなど）のいずれかを表示するには、この設定をオンにする必要があります。カメラのオーバー
レイをオンまたはオフにするには、「3D オーバーレイを表示」を使用します。

参考：Command ＋スラッシュ（/）キーを押すことでも設定できます。

 • ルーラ：キャンバスの端に表示されるルーラをオンまたはオフにします。「Motion」環境設定にある「キャンバ
ス」パネル（「配置」セクション）で、ルーラを表示する場所を指定できます。詳しくは、63 ページのキャンバ
スのルーラを参照してください。

参考：Shift ＋ Command ＋ R キーを押すことでも設定できます。

 • グリッド：キャンバスでグリッドをオンまたはオフにします。「Motion」環境設定にある「キャンバス」パネル（「配
置」セクション）で、グリッドの幅と色を設定できます。

参考：Command ＋コロン（:）キーを押すことでも設定できます。

 • ガイド：手動で作成したガイドをオンまたはオフにします。ガイドは、ルーラが表示されている場合にのみ作成で
きます。「Motion」環境設定にある「キャンバス」パネル（「配置」セクション）で、ガイドの色を変更できま
す。

参考：Command ＋セミコロン（;）キーを押すことでも設定できます。

 • ダイナミックガイド：自動で表示されるダイナミックガイドをオンまたはオフにします。これらのガイドは、スナッ
プが有効に設定されているときに（「表示」＞「スナップ」と選択します）、ドラッグしているレイヤーがほかのレ
イヤーのエッジを通過するとき表示されます。「Motion」環境設定にある「キャンバス」パネル（「配置」セク
ション）で、ダイナミックガイドの色を変更できます。

参考：Shift ＋ Command ＋コロン（:）キーを押すことでも設定できます。
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 • セーフゾーン：タイトルセーフガイドとアクションセーフガイドの表示をオンまたはオフにします。デフォルトでは、
これらのガイドは 80 ％と 90 ％に設定されています。「Motion」環境設定にある「キャンバス」パネル（「ゾー
ン」セクション）で、これらの設定とガイドの色を変更できます。

参考：コロン（:）キーを押すことでも設定できます。

 • フィルムゾーン：フィルムのアスペクト比の表示をオンまたはオフにします。これは、フィルムに変換するビデオ
テープ向けのプロジェクトを作成している場合に便利です。「Motion」環境設定にある「キャンバス」パネル
（「ゾーン」セクション）で、ガイドのサイズと色を変更できます。

参考：Shift ＋コロン（:）キーを押すことでも設定できます。

 • ハンドル：キャンバスでオブジェクトハンドル表示をオンまたはオフにします。サイズ変更など、画面上で行う変
形の一部には、オブジェクトハンドルの表示が必要です。ハンドルは、選択しているオブジェクトのみに表示され
ます。

 • ライン：オブジェクトの輪郭を示すラインの表示をオンまたはオフにします。ラインは、選択しているオブジェクト
のみに表示されます。

 • アニメーションパス：アニメーションパスをオンまたはオフにします。この編集可能なパスは、アニメーション表
示されたオブジェクトが移動する経路を示します。選択したオブジェクトが位置的にアニメーション表示されてい
ない場合、このコマンドは表示されません。ハンドルが表示されないと、パスのカーブはキャンバス内で調整で
きません。ビヘイビアによって作成されたアニメーションパスは、「モーションパス」ビヘイビアを除いて、表示
専用で編集はできません。

 • 3D オーバーレイを表示：カメラのオーバーレイ、3D 表示ツール、コンパス、挿入表示、3D グリッド、3D シー
ンアイコンなど、キャンバスの 3D オーバーレイ表示をオンまたはオフにします。（3D オーバーレイは、3D グ
ループを含むプロジェクトに表示されます。）

参考：Option ＋ Command ＋スラッシュ（/）キーを押すことでも設定できます。

 • 3D 表示ツール：キャンバスの「カメラ」メニューと 3D 表示ツールをオンまたはオフにします。詳しくは、900 ペー
ジの 3D 表示ツールを参照してください。

 • コンパス：キャンバスの 3D コンパスをオンまたはオフにします。コンパスは、赤、緑、青の座標軸を使用して、
3D 空間の現在の方向を示します。赤い座標軸は X（水平方向）軸、緑の座標軸は Y（垂直方向）軸、青の座
標軸は Z（奥行き方向）軸です。詳しくは、897 ページの 3D ワークスペースと各種表示の概要を参照してくだ
さい。

 • 挿入表示：キャンバスの挿入表示をオンまたはオフにします。オンにすると、キャンバスの右下隅に一時的にウ
インドウが表示され、3D 空間でオブジェクトを移動したときに方向を合わせるのに役立つプロジェクトの「アク
ティブカメラ」ビューまたは「遠近」ビューが表示されます。「Motion」環境設定の「3D」パネルで、挿入表
示のサイズを変更したり、挿入表示をいつ表示するか（変形の変更時、すべての変更時、または手動）を選択
できます。詳しくは、901 ページの挿入表示を参照してください。

 • 3D グリッド：キャンバスのグリッドをオンまたはオフにします。3D グリッドは、方向を合わせるのに役立ち、プ
ロジェクトでオブジェクトを配置する際の目安として使用できます。3D グリッドは、3D ワークスペースに表示さ
れます。

 • 3D シーンアイコン：キャンバスのカメラとライトの表示をオンまたはオフにします。シーンアイコンは、キャンバ
スにワイヤフレームアイコンとして表示されます。ライトには、赤（X）、緑（Y）、青（Z）の 3D 調整ハンドル
が付いているので、ライトを変形させたり回転させたりできます。ハンドルは、3D シーンアイコン X のコマンド
をオフにしても表示されたままです。詳しくは、902 ページの 3D シーンアイコンを参照してください。

 • アスペクト比を補正：非スクエアピクセルのプロジェクトで、キャンバスを人工的に歪ませます。この設定をオン
にすると、コンピュータモニタは TV モニタの場合と同じように表示します。この設定をオフにすると、非スクエ
アピクセルのプロジェクトは引き伸ばされた状態で表示されます。これは、コンピュータモニタはスクエアピクセ
ルでイメージを表示するためです。この設定で、プロジェクトの出力結果が変更されることはありません。
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 • 表示領域をすべて表示：この設定を有効にすると、キャンバスの外側までの伸びたレイヤーの部分を表示できま
す。この設定は、プロジェクトの相互作用性を損なうため、デフォルトでは無効になっています。

 • ドロップゾーンを使用：ドロップゾーンのオン／オフを切り替えます。「ドロップゾーンを使用」が有効のときは、
チェックマークがメニュー項目の横に表示され、ドロップゾーンにオブジェクトをドラッグできる状態になります。こ
のコマンドがオフのときは、ドロップゾーンにオブジェクトをドラッグしても無視されます。詳しくは、196 ページ
のドロップゾーンの概要を参照してください。

 • 表示のデフォルトを保存：このメニューにあるすべての設定の現在の状態を新しいプロジェクトのデフォルトの状
態として保存します。

「表示レイアウト」ポップアップメニュー
「表示レイアウト」ポップアップメニューでは、キャンバスでのプロジェクトの表示方法を指定できます。キャンバス
を 1 つのワークスペースとして表示することや、メニューで使用可能なウインドウの配置を選択することができます。
（これらのワークスペース表示は 2D プロジェクトでも可能ですが、3D 空間での作業で最大限にその威力を発揮し
ます。）

「表示レイアウト」ポップアップメニューには以下の項目が表示されます：

 • 1 つ：デフォルト設定で、キャンバス内に 1 つのウインドウが表示されています。

 • 2 つ（横並び）：キャンバス内に 2 つのウインドウを横に並べた状態で表示します。

 • 2 つ（縦並び）：キャンバス内に 2 つのウインドウを縦に並べた状態で表示します。

 • 3 つ（下に大ウインドウ）：3 つのウインドウを表示します。上に 2 つのウインドウを横並びにし、下に大きなウ
インドウがあります。

 • 3 つ（右に大ウインドウ）：3 つのウインドウを表示します。左に 2 つのウインドウを縦並びにし、右に大きなウ
インドウを表示します。

 • 4 つ（右に大ウインドウ）：4 つのウインドウを表示します。左に 3 つのウインドウを縦並びにし、右に大きなウ
インドウを表示します。

 • 4 つ：同じサイズの 4 つのウインドウを表示します。

キャンバスを拡大する
キャンバスでズームインすれば、オブジェクトの正確な整列や配置が可能になります。また、ズームアウトでは、大
きなピクチャの場合の感覚がつかめるほか、移動オブジェクトのパスを表示できます。

キャンバスでズームイン／アウトする

 m 「ズームレベル」ポップアップメニューからズームレベルを選択します。
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ダイナミック・ズーム・モードを使う

 m スペースバーと Command キーを（この順序で）押したまま、キャンバス上で斜めまたは横にドラッグします。キャ
ンバスでクリックしたスポットを中心としてズームされます。

マルチタッチデバイスを使ってズームイン／アウトする

 m ピンチクローズでズームアウトし、ピンチオープンでズームインします。

ズームインしたら、2 本の指をスワイプすることで好きな方向にスクロールできます。

キャンバスの特定の領域をズームインまたはズームアウトする

 m スペースバーと Command キーを（この順序で）押したまま、ズームするキャンバスの領域をドラッグします。キー
を押したままキャンバス内をクリックすると、現在のズームレベルの 50 ％ずつズームインします。スペースバー＋ 
Command ＋ Option キーを（この順序で）押したままキャンバス内をクリックすると、現在のズームレベルの 
50 ％ずつズームアウトします。

参考：「パン」ツールを選択しないでキャンバスをパンするには、スペースバーを押したままキャンバスをドラッグし
ます。

プロジェクトの領域がウインドウいっぱいに表示されるように、キャンバスをズームする

 m 「ズームレベル」ポップアップメニューから「合わせる」を選択します。

キャンバスのズームレベルまたはパンをリセットする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ズームレベル」ポップアップメニューから 100 ％を選択します。

 m ツールバーで、「ズーム」ツール（「パン」ツールのポップアップメニューにあります）をダブルクリックします。

 m ツールバーで「パン」ツールをダブルクリックします。

キャンバスでズームしても、プロジェクトのイメージのサイズが変わるわけではありません。ウインドウ全体の表示が
変わるだけです。

詳細品質設定
「レンダリング」ポップアップメニューの「品質」セクションで（または「表示」＞「品質」メニューで）「カスタム」
を選択すると、「詳細品質オプション」ダイアログが表示されます。

「詳細品質オプション」ダイアログには、レンダリングのパフォーマンスと品質を詳細に調整するための追加コント
ロールが表示されます。以下の項目があります：

 • 品質：レンダリング品質を設定するポップアップメニューです。これらの設定は、「レンダリング」ポップアップメ
ニューの「品質」設定と同じです。（「レンダリング」ポップアップメニューの詳細は、57 ページのキャンバスの
表示オプションを参照してください。） 

このポップアップメニューから 4 つの設定のいずれかを選択します（各設定によって、ダイアログ内の異なるオプ
ションが有効になります）： 

 • ドラフト：どの品質オプションも選択されず、「テキスト品質」パラメータが「低」に設定されます。プロジェ
クトの操作性が最適化されます。
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 • 標準：「シェイプのアンチエイリアス」が選択され、「テキスト品質」パラメータが「中」に設定されます。プ
ロジェクトの操作性は「ドラフト」より低下しますが、「最高」よりかなり向上します。

 • 最高：「高品質リサンプリング」、「シェイプのアンチエイリアス」、および「3D 交差をアンチエイリアス」が選
択されます。テキストのレンダリング品質は「高」に設定されます。このオプションではプロジェクトの操作性
が低下します。

 • カスタム：「詳細品質オプション」ダイアログで個別の品質設定を選択するまでは、どのオプションも選択され
ません。

 • 高品質リサンプリング：高品質リサンプリングをオンにします（イメージのピクセル数を増やすか、減らします）。

 • テキスト品質：テキストレンダリング品質を「低」、「中」、または「高」に設定するポップアップメニューです。
「高」を選択すると、プロジェクトの操作性が低下することがあります。

 • シェイプのアンチエイリアス：シェイプを高い解像度でレンダリングしてから、エッジを滑らかにするために標準の
解像度に戻します。

 • 3D 交差をアンチエイリアス：3D 空間で交差するオブジェクトを高い解像度でレンダリングしてから、エッジを滑
らかにするために標準の解像度に戻します。

キャンバスのルーラ
キャンバスでルーラを使用すると、プロジェクトの要素の構成や配置、およびルーラへのオブジェクトのスナップが容
易になります。

ルーラを有効にする

 m 「表示」ポップアップメニューで、「ルーラ」を有効にします（または、Shift ＋ Command ＋ R キーを押します）。 

ルーラが有効な場合、ポップアップメニューで「ルーラ」項目の横にチェックマークが表示されます。

デフォルトでは、ルーラはキャンバスの左と上に表示されます。

ルーラの位置を変更する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します。

 2 「キャンバス」パネルで「配置」をクリックしてから、「ルーラの位置」ポップアップメニューからルーラのレイアウ
トを選択します。

キャンバスに縦または横のガイドを追加する

 1 縦または横のルーラのグレイの領域でクリックし、キャンバスにドラッグします。

ドラッグと共にガイドの位置がキャンバスに表示されます。
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参考：ガイドを表示するには、「表示」ポップアップメニューでガイドを有効にする必要があります（または、
Command ＋セミコロン（;）キーを押します）。

ルーラの単位はピクセルで、キャンバスの中心が 0,0 になります。

 2 ガイドが目的の位置に来たら、マウスボタンを放します。

キャンバスに縦横のガイドを同時に追加する

 1 ルーラが交差するコーナーからキャンバス内にドラッグします。

 2 ガイドが目的の位置に来たら、マウスボタンを放します。

キャンバスからガイドを取り除く

 m ガイドをキャンバスの外にドラッグして出します。 

ガイドを削除するには、プロジェクトパネルまたはタイミングパネルの領域内にドラッグして、マウスボタンを放しま
す。

ガイドの色を変更する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します。

 2 「キャンバス」パネルで「配置」をクリックしてから、「ガイドのカラー」ウェルをクリックまたは Control キーを押
しながらクリックして、カラーを選択します。

ミニタイムライン
ミニタイムラインは、トランスポートコントロールの上、キャンバスの下にあります。ミニタイムラインによって、選
択しているオブジェクトがプロジェクト全体のどこにあるのかが簡単に分かります。また、ミニタイムラインのコント
ロールを使って、タイミングパネルを開かずに、オブジェクトの移動、トリム、スリップなどの編集をすばやく実行で
きます。

Mini-Timeline

再生ヘッドは、どのフレームを表示しているかを示します。インマーカーとアウトマーカーは、再生範囲を示します。
ミニタイムラインの長さは、プロジェクトの継続時間を表します。

「ファイルブラウザ」や「ライブラリ」からミニタイムラインに項目をドラッグして、オブジェクト（クリップ、イメー
ジ、パーティクルエミッタなど）をプロジェクトの特定の時間に追加できます。 
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ミニタイムラインにオブジェクトを追加する

 m 項目を「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」からミニタイムラインにドラッグして、オブジェクトを追加したい

フレームがツールヒントに示されたらマウスボタンを放します。

時間上でオブジェクトを移動する

 m 移動するオブジェクトを選択し、ミニタイムラインでオブジェクトのバーを左右のいずれかにドラッグして時間上の位

置を変更してから、目的の位置でマウスボタンを放します。

オブジェクトを短縮する／延長する

 m オブジェクトを選択し、ミニタイムラインでオブジェクトの開始エッジまたは終了エッジにポインタを置いてから、オ

ブジェクトバーのエッジをドラッグして継続時間を変更します。

イン点またはアウト点と編集による変化量を示すツールヒントが表示されます。

詳しくは、285 ページのミニタイムラインで編集するを参照してください。

キャンバスのボタンとトランスポートコントロール
キャンバスの下部には、ワークスペースを変更したり、プロジェクトの再生を制御したりできるいくつかのボタンが
あります。 

最初の 2 つのボタンでは、ワークスペースとオーディオ再生の設定を変更できます：

 • プロジェクトパネルを表示／隠す：プロジェクトパネル（「レイヤー」、「メディア」、「オーディオ」リストが含まれ
ます）の表示／非表示を切り替えます。キーボードショートカットは F5 キーです。

参考：マルチタッチデバイスを使っている場合は、3 本の指で左右にスワイプすることでプロジェクトパネルの表
示／非表示が切り替わります。

 • オーディオの再生／ミュート：オーディオの再生をオンまたはオフにします。

参考：オーディオをオフにすると、再生時のパフォーマンスが改善される場合があります。

キャンバスの下部中央にあるボタングループが、トランスポートコントロールです。これらのボタンを使って、プ
ロジェクトを再生したり、時間経過に伴ってどのように見えるかを確認したりできます。

Go to start 
of project

Play from 
start Record Go to next frame

Play/PauseGo to end 
of project

Go to previous frame

 • プロジェクトの先頭へ移動：再生ヘッドをプロジェクトの先頭に移動します。キーボードショートカットは home 
キーです。

 • プロジェクトの末尾へ移動：再生ヘッドをプロジェクトの最後に移動します。キーボードショートカットは End キー
です。

 • 最初から再生：再生範囲のイン点から再生範囲のアウト点まで再生して、プロジェクト全体の一部のみを見るこ
とができます。イン点とアウト点を定義する方法については、277 ページの再生範囲を定義するを参照してくだ
さい。
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 • 再生／一時停止：再生を開始および停止します。キーボードショートカットは、スペースバーです。

 • 記録：アニメーションの記録を有効または無効にします。記録が有効になると、「インスペクタ」内で、アニメー
ション表示可能なパラメータの値が赤で表示されます。これは、パラメータを変更（キャンバスでのオブジェクト
の移動やスライダの調整など）することでキーフレームが作成されることを知らせるためです。

 • 前のフレームへ移動：再生ヘッドを 1 フレームずつ後ろに戻します。ボタンをクリックするたびに（またはショート
カットキーを押すたびに）、プロジェクトが 1 フレームずつ戻ります。キーボードショートカットは Page Up キー
です。

参考：マルチタッチトラックパッドを使っている場合は、左に回転すると前のフレームへ移動できます。

 • 次のフレームへ移動：再生ヘッドを 1 フレームずつ前に進めます。ボタンをクリックするたびに（またはショート
カットキーを押すたびに）、プロジェクトが 1 フレームずつ進みます。キーボードショートカットは Page Down 
キーです。

参考：マルチタッチトラックパッドを使っている場合は、右に回転すると次のフレームへ移動できます。

残りの 2 つのボタンでは、キャンバスのワークスペースとビデオ再生のループの設定を変更できます。 

 • プレーヤーモード：「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、「インスペクタ」、プロジェクトパネル、およびタイミン
グパネルを隠して、キャンバスのスペースを最大化します。詳しくは、66 ページのプレーヤーモードを参照して
ください。

 • ループ再生：再生を無限に繰り返すか、再生範囲の終わりで停止するかを制御します。キーボードショートカット
は Shift ＋ L キーです。詳しくは、277 ページの再生範囲を定義するを参照してください。

プレーヤーモード
キャンバスの下にある「フルスクリーン」ボタンをクリックすると、キャンバスが広がって「Motion」のワークス
ペース全体に表示されます。このオプションは、プロジェクトを再生して確認するときにソフトウェアのインターフェ
イスが邪魔にならないため便利です。このモードでは、メニュー、ツールバー、およびタイミング表示はアクティブ
なままです。ワークスペースの左下隅にある「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、「インスペクタ」の表示／非表示
ボタンと同様に、ワークスペースの右下隅にある「ビデオタイムラインを表示／隠す」、「オーディオタイムラインを
表示／隠す」、「キーフレームエディタを表示／隠す」ボタンもアクティブなままです。

プレーヤーモードに切り替える
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「プレーヤーモード」と選択します。

 m ツールバーの上の「フルスクリーン」ボタンをクリックします。

 m F8 キーを押します。

通常の表示に戻る
以下のいずれかの操作を行います：

 m メニューにポインタを置いて、「ウインドウ」＞「プレーヤーモード」と再度選択します。

 m F8 キーを再度押します。

67% resize factor



 第 2 章    Motion のインターフェイスの紹介 67

キャンバスのショートカットメニュー
キャンバスでオブジェクトが選択されていないときに、独自のショートカットメニューを使っていくつかのツールにア
クセスできます。

キャンバスのショートカットメニューを使用する

 m Control キーを押しながらキャンバスの空の領域（プロジェクトの外側のグレイの領域内）をクリックし、ショート
カットメニューから項目を選択します：

 • 新規グループ：「レイヤー」リストの既存のグループの上にあるプロジェクトにグループを追加します。

 • 読み込む：「ファイルを読み込む」ダイアログが開きます。Finder からファイルを読み込むために使用します。

 • ペースト：クリップボードにコピーした項目を、プロジェクトの選択したグループにペーストします。

 • プロジェクトの情報：プロジェクトの「情報」インスペクタが開きます。背景のカラー、アスペクト比、フィールド
レンダリング、モーションブラー、反射などを変更できます。プロジェクトの情報について詳しくは、191 ページ
の「情報」インスペクタのコントロール を参照してください。

3D モードを使用する
「Motion」には、従来の 2D プロジェクトワークスペースに加えて 3D ワークスペースがあり、これには、表示を
手動で変更したり、リファレンスカメラからシーンを表示したり、プロジェクトに追加したカメラを通してシーンを表
示したりするためのツールのあるカメラとライトが組み込まれています。

3D モードに切り替えると、キャンバスで追加のコントロールが使用できるようになります。3D 表示ツールの小さ
なセットがキャンバスの右上隅に表示され、3D コンパスが左下隅に表示されます。キャンバスの左上隅には「カメ
ラ」メニューが表示され、3D 空間でプロジェクトの表示に使用するカメラを選択できます。詳しくは、888 ページ
の 3D 合成の概要を参照してください。

重要：3D ワークスペースを作成するには、カメラまたはライトを少なくとも 1 つプロジェクトに追加する必要があ
ります。

カメラをプロジェクトに追加する

 1 ツールバーの「新規カメラ」ボタンをクリックします。

ダイアログが表示され、2D グループを 3D グループに切り替えるように求められます。

 2 「3D に切り替え」をクリックしてカメラを追加し、3D プロジェクトを作成します。

「2D を維持」をクリックすると、カメラがプロジェクトに追加されますが、グループは 2D グループのままになりま
す。

ライトをプロジェクトに追加する

 1 ツールバーの「新規ライト」ボタンをクリックします。

ダイアログが表示され、2D グループを 3D グループに切り替えるように求められます。

 2 「3D に切り替え」をクリックしてライトを追加し、3D プロジェクトを作成します。

「2D を維持」をクリックすると、ライトがプロジェクトに追加されますが、グループはすべて 2D グループのままに
なります。ライトは、2D プロジェクトには影響しません。
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現在の表示を設定する

 m キャンバスの左上隅にあるカメラメニューからカメラ表示を選択します。

Camera 
menu

詳しくは、900 ページの「カメラ」ポップアップメニュー を参照してください。

3D 表示ツールを使用する
 m 「3D 表示」ツールで、パン、周回、またはドリーをドラッグします。

Orbit

Pan Dolly

Scene camera

キャンバスの表示が移動、回転、またはズームします。

詳しくは、900 ページの 3D 表示ツールを参照してください。

カメラをリセットする
以下のいずれかの操作を行います：

 m パン、周回、またはドリーツールをダブルクリックします。

 m キャンバスの左上隅の「カメラ」メニューから「表示をリセット」を選択します。

 m カメラの「情報」インスペクタで、「変形」パラメータにあるリセットボタンをクリックします。

Reset button
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プロジェクトパネル

プロジェクトパネルの概要
「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「インスペクタ」とキャンバスの間のプロジェクトパネルには 3 つのリ
ストがあり、それぞれからプロジェクトの異なる側面にアクセスできます：

 • 「レイヤー」リスト：プロジェクトのオブジェクト（グループ、レイヤー、カメラ、ライト、ビヘイビア、フィルタな
ど）の階層を表示します。詳しくは、70 ページの「レイヤー」リストの概要 を参照してください。

 • 「メディア」リスト：プロジェクトに読み込んだファイルを表示します。詳しくは、75 ページの「メディア」リスト
の概要を参照してください。

 • 「オーディオ」リスト：プロジェクトのオーディオファイルへのアクセスや制御が可能です。詳しくは、78 ページの
「オーディオ」リストの概要を参照してください。

これらのパネルは、単にプロジェクト内の項目をリスト表示したものではなく、イメージレイヤーの重ね順や、オー
ディオ設定、ソースメディアの設定など、モーション・グラフィックス・コンポジションの主な属性を整理できます。

プロジェクトパネルをしまう／広げる
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「プロジェクトパネルを表示」と選択します（または F5 キーを押します）。

 m キャンバスの下部にある「プロジェクトパネルを表示／隠す」ボタンをクリックします。

プロジェクトパネルのサイズを変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m パネルの右端を左または右にドラッグします。

 m 「ウインドウ」＞「タイミングパネルを隠す」と選択します（または F6 キーを押します）。

タイミングパネルが隠され、プロジェクトパネルが大きくなります。
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「レイヤー」リスト

「レイヤー」リストの概要
プロジェクトパネルの「レイヤー」リストには、プロジェクトで使用しているすべてのイメージレイヤー、エフェクト、
マスクの概要が表示されます。「レイヤー」リストの 1 行目には、プロジェクトオブジェクトが表示されます。これを
選択すると、プロジェクトのグローバル設定（「プロジェクト」インスペクタにあります）にアクセスできます。プロ
ジェクトオブジェクトの下には、キャンバスに表示されているコンポジションを構成するグループ、イメージレイヤー、
およびエフェクトオブジェクトが表示されます。2D プロジェクトでは、「レイヤー」リストでのレイヤーとグループの
重ね順によって、キャンバスで前面に表示されるレイヤーが決まります。

カメラ、ライト、リグ、プロジェクトオブジェクトを除くすべてのイメージレイヤーおよびエフェクトオブジェクトは、グ
ループ内にある必要があります。マスク、ビヘイビア、およびエフェクトは、グループまたはレイヤーに適用できま
す。適用されるマスク、ビヘイビア、およびエフェクトは、適用先のグループまたはレイヤーの下に表示されます。
マスク、ビヘイビア、およびエフェクトは、リストでインデント表示されます。

「レイヤー」リストにはいくつかのアイコンが表示され、リンクされているオーディオ、2D／ 3D の状況、ロックの
状況などが示されます。同様に、マスク、ビヘイビア、またはフィルタにより変更されたレイヤーには、各エフェク
トのアイコンが表示されます。マスク、ビヘイビア、またはフィルタアイコンをクリックすると、これらのオブジェクト
の表示／非表示、およびプロジェクトに対するエフェクトの有効／無効が切り替わります。

「レイヤー」リストを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトパネルが表示されている場合は、パネルの一番上にある「レイヤー」をクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「レイヤー」と選択します（または Command ＋ 4 キーを押します）。
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「レイヤー」リストのコントロール
「レイヤー」リストには、次のコントロールがあります：

Isolate button

Link icon

Lock icon

2D/3D icon 
(set to 3D)

Activation checkbox

 • アクティブ化チェックボックス：オブジェクト（またはそのエフェクト）の表示／非表示を切り替えます。オブジェ
クトの表示がオフの場合でも、オブジェクトのパラメータの変更やオンスクリーンコントロールの操作ができます。

 • プレビュー：オブジェクトのサムネールが表示されます。グループのサムネールは、プロジェクトのその時点まで
の合成の累積結果を表します。「表示」メニューの「レイヤー列」セクションで、プレビューの表示／非表示を切
り替えることができます。

 • 名前フィールド：オブジェクトの名前を表示します。名前を編集するには、選択したオブジェクトのテキスト領域を
ダブルクリックし、新しい名前を入力して Return キーを押します。カメラが含まれているプロジェクトでは、「名
前」列に分離ボタンが表示されます。

 • 分離ボタン：カメラが存在するプロジェクト内の、選択したレイヤー、グループ、またはカメラに表示されます。
このボタンには、アクティブな状態とアクティブでない状態があります。レイヤーまたはグループの分離ボタンをク
リックすると、そのオブジェクトが元の正面の方向に設定されます（その結果、たとえばマスクを適用できます）。
もう一度ボタンをクリックすると、前の表示に戻ります。カメラの分離ボタンをクリックすると、そのカメラの視点
が表示されます。

参考：グループまたはレイヤーを分離すると、「カメラ」メニュー（キャンバスの左上隅）に表示されている現在
のカメラが項目の名前に変わります。

 • マスクアイコン：マスクをレイヤーまたはグループに適用すると表示されます。マスクのエフェクトをオフにするに
は、このアイコンをクリックします。無効なマスクのアイコン上には赤のスラッシュが表示されます。

 • ビヘイビア・アイコン：ビヘイビアをレイヤーまたはグループに適用するときに表示されます。ビヘイビアのエフェ
クトをオフにするには、このアイコンをクリックします。無効なビヘイビアのアイコン上には赤のスラッシュが表示
されます。

 • フィルタアイコン：フィルタをレイヤーまたはグループに適用すると表示されます。フィルタのエフェクトをオフに
するには、このアイコンをクリックします。無効なフィルタのアイコン上には赤のスラッシュが表示されます。

A red slash through a filter 
icon, behavior icon, or mask 
icon indicates that the item 
is disabled.

Mask icon

Filter icon

Behavior icon
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 • リンクアイコン：マルチチャンネルの QuickTime ファイルなど、レイヤーに対応するオーディオ要素があるとき
に表示されます。ビデオとオーディオのリンクを解除（個別に編集できるようになります）するには、リンクアイコ
ンをクリックします。リンクが解除されると、赤のスラッシュがアイコン上に表示されます。 

 • 2D／ 3D アイコン：グループの 2D モードと 3D モードを切り替えます。同じアイコンが、グループ名の左に表
示され、グループの 2D／ 3D の状況が示されます。レイヤーを 2D や 3D にすることはできません。個々のレ
イヤーは常に、2D または 3D グループ内の 2D の要素です。

 • ロックアイコン：オブジェクトをロックして、そのオブジェクトに変更が適用されることを防ぎます。グループをロッ
クすると、そのグループ内のレイヤーとエフェクトが変更できなくなります。ロックが無効な場合、鍵のアイコン
が開いて表示されます。

 • 不透明度スライダ：グループまたはレイヤーの不透明度（透明度）を表示します。スライダを調整して、項目の
不透明度を変更できます。このスライダは、デフォルトでは表示されません。「レイヤー」リストに不透明度スラ
イダを表示するには、「表示」＞「レイヤー列」＞「不透明度」と選択します。

 • 「ブレンドモード」ポップアップメニュー：レイヤーまたはグループのブレンドモードを表示します。ポップアップメ
ニューをクリックすると、ブレンドモードを選択できます。「表示」メニューの「レイヤー列」セクションで、ブレ
ンドモードのポップアップメニューの表示／非表示を切り替えることができます。このポップアップメニューは、デ
フォルトでは表示されません。「レイヤー」リストに「ブレンドモード」ポップアップメニューを表示するには、「表
示」＞「レイヤー列」＞「ブレンドモード」と選択します。ブレンドモードについて詳しくは、228 ページのブレ
ンドモードの仕組みを参照してください。

「レイヤー」リストに項目を追加する／削除する
「レイヤー」リストを使って、プロジェクトに項目を追加したり、プロジェクトから削除したりします。

「レイヤー」リストを使って項目を追加する

 m 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から「レイヤー」リスト内のグループにオブジェクトをドラッグします。

詳しくは、156 ページの「レイヤー」リストで整理し直す を参照してください。

「レイヤー」リスト内でグループを作成する
以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトパネルの左下隅にある「追加」ボタン（＋）をクリックします。

 m 「オブジェクト」＞「新規グループ」と選択します（または、Shift ＋ Command ＋ N キーを押します）。

空のグループが、現在のグループの上に追加されます。

参考：「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から「レイヤー」リストにファイルをドラッグするときにグループ
を作成することもできます。詳しくは、161 ページのファイルを追加する／削除するを参照してください。

「レイヤー」リストからオブジェクトを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押しながら削除するオブジェクトをクリックし、ショートカットメニューから「カット」または「削除」
を選択します。

 m 削除するオブジェクトを選択して、「編集」＞「削除」と選択する（または Delete キーを押す）か、「編集」＞「カッ
ト」と選択します。

オブジェクトが削除されます。この操作によって、キャンバスからもオブジェクトが削除されます。

参考：「Motion」環境設定の「一般」パネルで「使用していないメディアを自動管理」を選択解除している場
合を除いて、プロジェクトからメディアファイル（読み込んだイメージ、イメージシーケンス、オーディオファイル、
QuickTime ムービーなど）を削除すると、ファイルは「メディア」リストからも削除されます。この設定がオフに
なっていると、メディアファイルは「レイヤー」リスト（およびキャンバス）から削除されますが、プロジェクトの「メ
ディア」リストには残ります。「レイヤー」リストに項目を追加するには、「メディア」リストからキャンバスに項目を
ドラッグします。

67% resize factor



 第 2 章    Motion のインターフェイスの紹介 73

「レイヤー」リストをカスタマイズする
表示または非表示にする「レイヤー」リストの項目を選択したり、行の高さを制御したりできます。「レイヤー」リス
トの特定の項目を検索することもできます。

行の高さを調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m ポインタを横線の 1 つに置き、上下にドラッグしてすべての行の高さを調整します。

調整に合わせて、アイコンとサムネールもサイズが変わります。

 m 「レイヤー」リストの下にある「調整」ボタンをクリックし、スライダをドラッグします。左にドラッグすると行の高さ

が低くなり、右にドラッグすると高くなります。

「レイヤー」リストをフィルタリングする

 m 「検索」ボタンをクリックしてから、表示するオブジェクトの名前を「検索」フィールドに入力します。

「検索」フィールドにテキストを入力していくと、そのテキストを含まないオブジェクトは「レイヤー」のリストに表
示されなくなります。リストに表示されなくなったオブジェクトでも、キャンバスには表示されています。

フィルタリングを中止して完全なリストに戻す

 m 「検索」フィールドの右側にある消去ボタンをクリックします。

「検索」フィールドの内容が消去され、「レイヤー」リストはフィルタリングしていない状態に戻ります。

「レイヤー」リストのマスクの表示／非表示を切り替える

 m 「マスクを表示／隠す」ボタンをクリックします。

「レイヤー」リストのビヘイビアの表示／非表示を切り替える

 m 「ビヘイビアを表示／隠す」ボタンをクリックします。

「レイヤー」リストのフィルタの表示／非表示を切り替える

 m 「フィルタを表示／隠す」ボタンをクリックします。

参考：「レイヤー」のリストでエフェクトを隠しても、キャンバスでは表示されます。また、エフェクトのパラメータや
そのオンスクリーンコントロールの変更も可能です。
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「レイヤー」リストのその他のオプション
「レイヤー」リストのショートカットメニューから、レイヤーを整理したり操作したりできる追加コマンドにアクセスで
きます。「レイヤー」リストで Control キーを押しながらレイヤーをクリックし、ショートカットメニューからコマンド
を選択します。Control キーを押しながらクリックしたレイヤーに、そのコマンドが適用されます。このメニューに
は以下のコマンドがあります：

 • カット：レイヤーを削除してクリップボードに置きます。

 • コピー：レイヤーをクリップボードにコピーします。

 • ペースト：クリップボードのコンテンツを現在の位置に置きます。

 • 複製：選択したものと同じレイヤーを作成します。

 • 削除：選択しているレイヤーを削除します。

 • グループ：選択している複数のレイヤーをグループ化します。（詳しくは、157 ページのレイヤーをグループ化す
る／グループ解除するを参照してください。）

 • グループ解除：選択している中にグループが含まれている場合、各構成要素をグループ化されていない状態に
戻します。

 • アクティブ：レイヤーをオンまたはオフにします。これは、「オン」列のアクティブ化チェックボックスをクリックす
るのと同じです。

 • ソロ：プロジェクト内のほかのレイヤーを隠します。レイヤーがソロの場合は、ほかのレイヤーとグループのチェッ
クボックスが淡色で表示されます。複数のレイヤーやグループを一度にソロにすることができます。

 • 分離：選択したレイヤー、グループ、またはカメラ（プロジェクトにカメラが含まれている場合）を分離します。
レイヤーまたはグループの場合、「分離」を選択すると、その項目が元の正面の方向に戻り、マスクの適用など
が可能になります。カメラの「分離」ボタンをクリックすると、そのカメラの表示がアクティブになります。これ
は、「名前」列で「分離」アイコンをクリックするのと同じ効果です。

 • 3D グループ：グループを 2D モードから 3D モードに切り替えます。

 • ブレンドモード：選択したレイヤーのブレンドモードを設定します。これは、（「表示」＞「レイヤー列」と選択し
て）「ブレンドモード」ポップアップメニューで値を設定した場合と同じです。

 • イメージマスクを追加：選択しているレイヤーにイメージマスクを追加します。イメージマスクはシェイプ、テキス
ト、ムービー、静止画像など、別のレイヤーからアルファチャンネルを派生させることで、オブジェクトに透明部
を作ります。詳しくは、882 ページのイメージマスクの概要を参照してください。

 • クローンレイヤーを作成：選択しているレイヤーの複製を作成する。「複製」コマンドと同様に、「クローンレイ
ヤーを作成」を使うと、選択したレイヤーのコピーを作成できます。ただし、「クローンレイヤーを作成」で作成
されたコピーは、元のレイヤーに加えた変更と一致するように、自動的に変更されます。詳しくは、224 ページ
のクローンレイヤーを作成するを参照してください。

 • ソースメディアを表示：「メディア」リストを表示し、選択しているクリップに関連付けられているメディアファイル
を強調表示します。

「レイヤー」リストで項目が選択されていない場合は、ショートカットメニューに次のコマンドセットが表示されます：

 • 新規グループ：「レイヤー」リストの既存のグループの上にあるプロジェクトにグループを追加します。

 • 読み込む：「ファイルを読み込む」ダイアログが開きます。Finder からファイルを読み込むために使用します。

 • ペースト：クリップボードにコピーした項目を、プロジェクトの選択したグループにペーストします。

 • プロジェクトの情報：プロジェクトの「情報」インスペクタが開きます。背景のカラー、アスペクト比、フィールド
レンダリング、モーションブラー、反射などを変更できます。詳しくは、190 ページのプロジェクトの情報の概要
を参照してください。
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「メディア」リスト

「メディア」リストの概要
プロジェクトパネルの 2 番目のリストには、プロジェクトのすべてのメディアファイル（オーディオ、イメージ、イメー
ジシーケンス、QuickTime ムービーのファイル）が一覧で表示されます。このリストの項目は、ローカルのハード
ディスクまたはネットワーク接続されているハードディスクに残っているソース・メディア・ファイルにリンクされて
います。適用されたエフェクト（フィルタやビヘイビアなど）や「Motion」で作成されたグラフィックスコンテンツ
（マスク、シェイプ、テキストなど）は、「メディア」リストに表示されません。

「メディア」リストを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトパネルが表示されている場合は、パネルの一番上にある「メディア」をクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「メディア」と選択します（または Command ＋ 5 キーを押します）。

 m 「メディア」リストのほかの列を表示するには、「メディア」リストの一番下にあるスクローラをドラッグします。

Drag to scroll 
Media list items.

「メディア」リストに直接追加された項目は、キャンバスにドラッグするまで、プロジェクト内には表示されません。詳
しくは、161 ページのファイルを追加する／削除するを参照してください。

「メディア」リストの列
「メディア」リストには以下の列があります：

列 説明

プレビュー メディアオブジェクトのサムネールを表示します。

名前 オブジェクトとリンクしているディスク上のソースメディアのファ
イル名を表示します。「レイヤー」リストで対応するリンクされて
いるオブジェクトの名前を変更しても、この名前は変更されませ
ん。

種類 ファイルの種類（静止画像、QuickTime ムービー、イメージシー
ケンス、オーディオファイル）を表示します。

使用中 プロジェクトでメディアが使用されていることを示します。

継続時間 オブジェクトの合計継続時間を、「タイムライン」の表示に基づい
てフレームまたはタイムコードで表示します。

フレームサイズ オブジェクトのフレームサイズをピクセルで表示します。

フォーマット QuickTime ムービーの場合、使用されるコーデックが表示され
ます。静止画像の場合は、ファイルの種類に基づいて適用される
圧縮方法が表示されます。

深度 イメージの色深度を指定します。

ビデオレート オブジェクトのビデオ・フレーム・レートをフレーム／秒で表示し
ます。

オーディオレート オーディオファイルと QuickTime ムービーの場合、オーディオ
のサンプルレートを表示します。

オーディオビット深度 オーディオファイルと QuickTime ムービーの場合、オーディオ
のビット深度を指定します。

ファイルサイズ ディスク上のソースメディアファイルのサイズを表示します。
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列 説明

ファイルの作成日 ディスク上のソースメディアファイルの作成日を表示します。

ファイルの修正日 ディスク上のソースメディアファイルの修正日を表示します。この
パラメータはファイルの管理に便利です。

「メディア」リストをカスタマイズする
どの「メディア」リスト列を表示する／隠すかを選択したり、列の幅を制御したり、いずれかの列を基準にして並べ
替えたりできます。

列を表示するまたは隠す

 m Control キーを押しながら列の見出しをクリックし、表示する／隠す項目をショートカットメニューから選択します。

リストでチェックマークのある項目は、「メディア」リストに表示されています。チェックマークのない項目は、表示さ
れていません。

列を並べ替える

 m 列を左または右にドラッグして新しい位置に配置します。

列の幅を調整する

 m 幅のサイズを変更するには、見出し行で列の枠線をドラッグします。

行の高さを調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m ポインタを横線の 1 つに置き、上下にドラッグしてすべての行の高さを調整します。調整に合わせて、アイコンとサ
ムネールもサイズが変わります。

 m 「メディア」リストの一番下にある「調整」ボタンをクリックし、スライダをドラッグします。左にドラッグすると行の

高さが低くなり、右にドラッグすると高くなります。

「メディア」リストの各項目のサムネールのサイズを調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「メディア」リストの一番下にある縮小／拡大コントロールを使用します。

 m 項目の行間のセパレータをドラッグします。
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ファイルのタイプを基準にして列内の項目をソートする

 m 列見出しをクリックします。

Click the column header to sort 
by that column’s data type.

The arrow in the column 
header indicates the 
direction of the sort.

参考：「レイヤー」リストや「タイムライン」のレイヤーリストではソートはできません。

列内のレイヤーがソートされ、ソート方向を示す小さな矢印が表示されます。

ソートの方向を反転させる

 m 小さな矢印のついた列見出しをクリックします。

矢印の向きが反対になり、データが逆の順番にソートされます。

「メディア」リストをフィルタリングする

 m 「検索」ボタンをクリックしてから、表示するオブジェクトの名前を「検索」フィールドに入力します。

「検索」フィールドにテキストを入力していくと、そのテキストを含まないオブジェクトは「メディア」リストに表示さ
れなくなります。

フィルタリングを中止して完全なリストに戻す

 m 「検索」フィールドの右側にある消去ボタンをクリックします。

「検索」フィールドの内容が消去され、「メディア」リストはフィルタリングしていない状態に戻ります。

「メディア」リストのその他のオプション
「メディア」リストのショートカットメニューから、レイヤーを整理したり操作したりできるコマンドにアクセスできま
す。「メディア」リストで Control キーを押しながら項目をクリックし、ショートカットメニューからコマンドを選択し
ます。Control キーを押しながらクリックした項目に、そのコマンドが適用されます。 

このメニューには以下のコマンドがあります：

 • ビューアで開く：選択したファイルをビューアウインドウで開きます。これは、「ファイルブラウザ」でファイルを
ダブルクリックするのと同じです。

 • QuickTime Player で開く：選択している項目を、「QuickTime Player」アプリケーションで開きます。

 • Finder に表示：Finder ウインドウでメディアファイルのあるディスクを表示します。

 • メディアの再接続：「メディアの再接続」ダイアログが表示され、ディスク上のソースファイルを「Motion」の
対応するメディアファイルに割り当てることができます。

 • カット：ファイルを削除してクリップボードに置きます。

 • コピー：ファイルをクリップボードにコピーします。

 • ペースト：クリップボードのコンテンツを現在の位置に置きます。
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 • 複製：選択したファイルとまったく同じファイルを作成します。

 • 削除：選択しているファイルを削除します。

「メディア」リストで項目が選択されていない場合は、ショートカットメニューに次のコマンドセットが表示されます：

 • メディアを読み込む：「メディア」リストにメディアを読み込みますが、メディアはキャンバスにも「レイヤー」リ
ストにも配置されません。

 • 見つからないメディアを再接続：オフラインメディアを再接続します。ソース・メディア・ファイルをディスク上の
保存場所から移動する場合、メディアをプロジェクトに再接続する必要があります。このコマンドにより、ファイル
の新しい場所に移動できるダイアログが表示されます。

 • 使用していないメディアを取り除く：プロジェクトで使用していないソースメディアを「メディア」リストから取り
除きます。

 • ペースト：クリップボードのメディアファイルを「メディア」リストにペーストしますが、メディアはプロジェクトに
は配置されません。

 • プロジェクトの情報：プロジェクトの「情報」インスペクタを開きます。ここで、プロジェクトの幅と高さ、ピクセ
ルのアスペクト比、背景色など、プロジェクトの基本情報を設定できます。「情報」インスペクタについて詳しく
は、147 ページの空の Motion プロジェクトを作成するを参照してください。

「オーディオ」リスト

「オーディオ」リストの概要
「オーディオ」リストには、プロジェクト内のオーディオファイルおよびオーディオ（マルチトラックの QuickTime 
ムービーなど）を含むファイルがすべて表示されます。ファイル（トラックともいいます）ごとにオーディオレベルを
変更することやプロジェクト全体のオーディオレベルを変更することができます。「Motion」でオーディオを操作す
る方法の詳細は、985 ページのオーディオの概要を参照してください。

「オーディオ」リストを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトパネルが表示されている場合は、パネルの一番上にある「オーディオ」をクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「オーディオ」と選択します（または Command ＋ 6 キーを押します）。

「オーディオ」リストのコントロール
「オーディオ」リストには、以下の調整コントロールと、プロジェクトのオーディオコンポーネントに関する情報が表
示されます：

 • アクティブ化チェックボックス：オーディオトラックをオンまたはオフにします。

 • 名前フィールド：ファイルの名前を表示します。名前を編集するには、選択したファイルのテキスト領域をダブル
クリックし、名前を入力して Return キーを押します。
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 • レベルスライダ：ファイルのレベル（音量）を制御します。数値の単位はデシベル（dB）です。「レベル」パラ
メータを変更するには、スライダをドラッグするか、値スライダ内をドラッグするか、値スライダに数値を入力し 
ます。

 • 「オーディオ出力」ポップアップメニュー：ステレオ、左、右、中央など、オーディオの出力チャンネルを指定し
ます。オーディオトラックに使用する出力チャンネルを選択します。

 • パンスライダ：サウンドの左右のバランスを示します。「パン」パラメータを変更するには、ダイヤルをドラッグす
るか、値スライダ内をドラッグするか、フィールドに数値を入力します。負の数字を入力すると左にパニングし、
正の数字を入力すると右にパニングします。

 • ミュートボタン：選択しているファイルのすべてのサウンドをミュートします。アイコンを解除すると、ファイルの
オーディオはレベル値に基づいて再生されます。

Solo
Mute

 • ソロボタン：選択しているオーディオトラックを除くすべてのオーディオトラックをミュートします。複数のオーディ
オトラックをソロにして、ミックス全体ではなく、ソロにしたファイルのみを聞くことができます。

 • リンクアイコン：オーディオトラックをビデオソースから切断します。ビデオとオーディオのリンクを解除し、それ
らを別々にタイミング変更したり、オーディオトラックを削除したりできます。

 • ロックアイコン：オーディオトラックがこれ以上変更されないようにロックします。ファイルに対応するビデオ要素
がある場合、この列にはリンクアイコンも表示されることがあります。

「マスターオーディオ」のトラック
各プロジェクトにマスターのオーディオトラックがあります。マスタートラックのコントロールは、「オーディオ」リスト
の下部（オーディオトラックの下）にあります。マスタートラックのコントロールを使って、すべてのオーディオトラッ
クの最終ミックス出力に影響する変更を行うことができます。たとえば、すべてのトラックの音量を同時に下げたり、
すべてのトラックを左または右にパンしたりできます。

Pan dial

Level slider

Level meters

Clipping 
indicators

Link icon Mute button

Lock icon

Audio output 
pop-up menu

マスタートラックはデフォルトでオンになっています。マスタートラックの選択を解除すると、プロジェクトを再生して
も音が出ません。また、プロジェクトを書き出す際にオーディオは含まれません。オンにすると、オンになっているす
べてのオーディオトラックが書き出しに含まれます。

マスタートラックコントロールの右側にはステレオレベルメーターがあり、すべてのオーディオトラックを合わせたレ
ベルが表示されます。

編集可能な名前フィールドとソロアイコンを除き、マスタートラックには、個別のオーディオトラックと同じコントロー
ルが含まれます。詳しくは、995 ページのマスタートラックを操作するを参照してください。
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オーディオを追加する／取り除く
「オーディオ」リストには、ファイルを追加するコントロールやプロジェクトからファイルを削除するコントロールがあ
ります。

プロジェクトにオーディオファイルを追加する

 m プロジェクトパネルの左下隅にある追加（＋）ボタンをクリックして、「ファイルを読み込む」ダイアログで読み込む

ファイルに移動し、そのファイルを選択して、「OK」をクリックします。

オプションについて詳しくは、986 ページのオーディオファイルを追加するを参照してください。

「オーディオ」リストからファイルを削除する

 m 削除するファイルを選択し、「編集」＞「削除」と選択します（または Delete キーを押します）。

「オーディオ」リストのその他のオプション
「オーディオ」リストのショートカットメニューから、オーディオトラックを整理したり操作したりできるコマンドにアク
セスできます。「オーディオ」リストで Control キーを押しながらトラックをクリックし、ショートカットメニューからコ
マンドを選択します。Control キーを押しながらクリックしたトラックに、そのコマンドが適用されます。このメニュー
には以下のコマンドがあります：

 • カット：ファイルを削除してクリップボードに置きます。

 • コピー：ファイルをクリップボードにコピーします。

 • ペースト：クリップボードのコンテンツを現在の位置に置きます。

 • 複製：元のファイルとまったく同じファイルを作成します。

 • 削除：選択しているファイルを削除します。

 • アクティブ：ファイルをオンまたはオフにします。これは、「オン」列のアクティブ化チェックボックスをクリックす
るのと同じです。

 • ミュート：トラックをミュートします。これは、「状況」列のミュートボタンをクリックするのと同じです。

 • ソロ：トラックをソロにします。これは、「状況」列のソロボタンをクリックするのと同じです。

 • ソースメディアを表示：「メディア」リストを表示し、選択しているトラックに関連付けられているメディアファイル
を強調表示します。

リストで項目が選択されていない場合は、ショートカットメニューに次のコマンドセットが表示されます：

 • オーディオを読み込む：読み込むオーディオファイルに移動できる「ファイルを読み込む」ダイアログを開きます。

 • ペースト：クリップボードにあるオーディオデータを、「オーディオ」リストと「メディア」リストにペーストします。

 • プロジェクトの情報：プロジェクトの「情報」インスペクタを開きます。ここで、プロジェクトの幅と高さ、ビット
深度、アスペクト比、背景色、レンダリング設定など、プロジェクトの情報を設定できます。「情報」インスペク
タについて詳しくは、147 ページの空の Motion プロジェクトを作成するを参照してください。

タイミングパネル

タイミングパネルの概要
「Motion」のワークスペースの下部にあるタイミングパネルには 3 つの構成要素があり、それぞれからプロジェク
トのタイミングの異なる側面を制御できます：

 • タイムライン：プロジェクト内のオブジェクトの概要と、時間の経過と共にそれらがどのようにレイアウトされるか
を見ることができます。詳しくは、83 ページの「タイムライン」の概要 を参照してください。

 • キーフレームエディタ：アニメーションパラメータとエフェクトのアニメーションカーブが表示されます。詳しくは、
90 ページの「キーフレームエディタ」の概要 を参照してください。

 • オーディオタイムライン：プロジェクトのオーディオコンポーネントの概要と、時間の経過と共にそれらがどのよう
にレイアウトされるかを見ることができます。詳しくは、89 ページの「オーディオタイムライン」の概要 を参照し
てください。
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タイミングパネルでは、プロジェクトのコンテンツの時間コンポーネントを表示して変更することができます。オブジェ
クト、キーフレーム、およびオーディオトラックが時間グラフに表示されます。それらを調整して、視覚エフェクトや
オーディオとビデオの同期などのシーケンスイベントのタイミングを合わせることができます。

タイミングパネルを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「タイミングパネルを表示」と選択します（または F6 キーを押します）。

 m 「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「ビデオタイムラインを表示する／隠す」、「オーディオタイム
ラインを表示／隠す」、「キーフレームエディタを表示／隠す」ボタンのうち 1 つ以上をクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「ビデオタイムライン」（Command ＋ 7 キー）、「キーフレームエディタ」（Command ＋ 8 
キー）、または「オーディオタイムライン」（Command ＋ 9 キー）と選択します。

タイミングパネルのサイズを変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m タイミングパネルを表示してから、タイミング表示を含むツールバー（タイミングパネルの上にあります）を上にド

ラッグしてタイミングパネルを高くするか、下にドラッグして低くします。 

 m 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「インスペクタ」とタイミングパネルのリストとの境界（グレイの線）を

左または右にドラッグして、タイミングパネルを広げたり狭めたりします。 

 m 「Motion」のプロジェクトウインドウの左下隅にある「i」ボタンの選択を解除して、タイミングパネルを広げます。

67% resize factor



 第 2 章    Motion のインターフェイスの紹介 82

タイミングパネルを拡大する
ズーム／スクロールコントロールを使用してタイミングパネルをズームする
「タイムライン」のトラック領域の一番下にあるズーム／スクロールコントロールでは、細部にズームイン／アウトし
て焦点を合わせることができます。ズーム／スクロールコントロールの下にはズームスライダがあり、再生ヘッドの
位置に基づいてズームイン／アウトできます。

Zoom slider

HandleScroller

以下のいずれかの操作を行います：

 m コントロールのハンドルをクリックし、ズームアウトする場合は外側にドラッグし、ズームインする場合は中央に向かっ

てドラッグします。「タイムライン」はドラッグに合わせてアップデートされます。

 m コントロールを左にドラッグすると右にズームし、右にドラッグすると左にズームします。

ズームスライダを使用してタイミングパネルをズームする

 m スライダを左にドラッグするとズームアウトし、右にドラッグするとズームインします。

マルチタッチデバイスを使ってタイミングパネルをズームする

 m ピンチオープンでズームインし、ピンチクローズでズームアウトします。ズームインした後、2 本の指でスワイプする
ことで左右にスクロールできます。

タイミングパネルをズームしてプロジェクト全体または再生範囲に合わせる
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」の右上隅にある「時間表示を拡大」ボタンをクリックします。

 m 「表示」＞「時間表示を拡大」＞「プロジェクトへ」、または「表示」＞「時間表示を拡大」＞「再生範囲へ」と

選択します。
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タイミングパネルのルーラ
タイミングパネルの上端に沿ってルーラがあり、プロジェクトのオブジェクトの位置や継続時間の目盛りとして使用で
きます。

In point Playhead

Project marker Out point

ルーラには次のようなインジケータを表示できるので、プロジェクトの重要なフレームや範囲にマークを付けること
ができます：

 • 再生ヘッド。キャンバスに表示されているフレームを追跡します。再生ヘッドは、ドラッグ、または 65 ページの
キャンバスのボタンとトランスポートコントロールで説明したようにトランスポートコントロールを使用して位置を
変更できます。タイミングパネルの再生ヘッドとミニタイムラインの再生ヘッドはリンクされています。一方を移動
すると、他方も移動します。

 • 再生範囲インジケータ（イン点とアウト点ともいいます）。プロジェクトで再生する範囲を制限します。277 ページ
の再生範囲を定義するを参照してください。

 • プロジェクトマーカー。プロジェクトに追加すると、重要なフレームやフレームの範囲を特定できます。281 ペー
ジのマーカーの概要を参照してください。

ルーラは、フレームまたはタイムコードで表示できます。

タイムライン

「タイムライン」の概要
「タイムライン」には、プロジェクト（レイヤー）の視覚的な要素と、カメラ、ライト、キーフレーム、マスク、ビヘ
イビア、フィルタなどのエフェクトが表示されます。左側には「タイムライン」のレイヤーリストが表示されます。右
側には「タイムライン」のトラック領域が表示されます。「タイムライン」を使いかたの詳細は、247 ページの「タ
イムライン」の概要を参照してください。

「タイムライン」を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「ビデオタイムライン」と選択します（または Command ＋ 7 キーを押します）。

 m ワークスペースの右下隅にある「ビデオタイムラインを表示する／隠す」ボタンを選択します。
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「タイムライン」のレイヤーリスト
「タイムライン」の左側は、「タイムライン」のレイヤーリストです。プロジェクトパネルの「レイヤー」リストと同様、
オブジェクトは、レイヤーとグループに分類されたプロジェクト階層で表示されます。「タイムライン」のレイヤーリ
ストには、プロジェクトパネルの「レイヤー」リストと同じ多くのコントロールが表示されます：

Show/Hide Masks button

Show/Hide Behaviors button

Show/Hide Filters button

 • アクティブ化チェックボックス：オブジェクトの表示／非表示を切り替えます。オブジェクトの表示がオフの場合で
も、オブジェクトのパラメータの変更やオンスクリーンコントロールの操作ができます。

 • 名前フィールド：オブジェクトの名前を表示します。（この列は「レイヤー」リストの「名前」フィールドと同じで
す。）名前を編集するには、オブジェクトのテキスト領域をダブルクリックし、名前を入力して Return キーを押し
ます。カメラが含まれているプロジェクトでは、この列に分離ボタンも表示されます。

 • 分離ボタン：カメラが存在するプロジェクト内のレイヤー、グループ、またはカメラに表示されます。このボタン
には、アクティブな状態とアクティブでない状態があります。レイヤーまたはグループの分離ボタンをクリックする
と、そのオブジェクトが元の正面の方向に設定されます（その結果、たとえばマスクを適用できます）。もう一度
ボタンをクリックすると、前の表示に戻ります。カメラの分離ボタンをクリックすると、そのカメラの視点が表示さ
れます。

参考：グループまたはレイヤーを分離すると、「カメラ」メニュー（キャンバスの左上隅）に表示されている現在
のカメラが項目の名前に変わります。

 • マスクアイコン：マスクをレイヤーまたはグループに適用すると表示されます。マスクをオフにするには、このア
イコンをクリックします。無効なマスクのアイコン上には赤のスラッシュが表示されます。

 • ビヘイビア・アイコン：ビヘイビアをレイヤーまたはグループに適用するときに表示されます。ビヘイビアをオフ
にするには、このアイコンをクリックします。無効なビヘイビアのアイコン上には赤のスラッシュが表示されます。

 • フィルタアイコン：フィルタをレイヤーまたはグループに適用すると表示されます。フィルタをオフにするには、こ
のアイコンをクリックします。無効なフィルタのアイコン上には赤のスラッシュが表示されます。

 • リンクアイコン：マルチチャンネルの QuickTime ファイルなど、レイヤーに対応するオーディオ要素があるとき
に表示されます。ビデオとオーディオのリンクを解除（個別に編集できるようになります）するには、リンクアイコ
ンをクリックします。リンクが解除されると、赤のスラッシュがアイコン上に表示されます。 

 • 2D／ 3D アイコン：グループの 2D モードと 3D モードを切り替えます。同じアイコンが、グループ名の左に表
示され、グループの 2D／ 3D の状況が示されます。レイヤーを 2D や 3D にすることはできません。個々のレ
イヤーは常に、2D または 3D グループ内の 2D の要素です。

 • ロックアイコン：オブジェクトをロックして、そのオブジェクトに変更が適用されることを防ぎます。グループをロッ
クすると、そのグループ内のレイヤーとエフェクトが変更できなくなります。ロックが無効な場合、鍵が「開いて」
表示されます。
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 • タイムライン行サイズのポップアップメニュー（ラベルなし）：「タイムライン」のトラックと「タイムライン」のレ
イヤーリスト項目の表示サイズを「最小」、「小」、「中」、または「大」に設定します。

参考：ポインタを水平方向の行セパレータの 1 つに置き、上下にドラッグしてすべてのトラックの高さを調整する
こともできます。

 • 「マスクを表示／隠す」ボタン：リストと「タイムライン」でのマスクの表示／非表示を切り替えます。リストでマ
スクの表示／非表示を切り替えても、キャンバス上のマスクエフェクトの表示には反映されません。このボタンは
「タイムライン」のレイヤーリストの右上隅にあります。

 • 「ビヘイビアを表示／隠す」ボタン：リストと「タイムライン」でのビヘイビアの表示／非表示を切り替えます。リ
ストでビヘイビアの表示／非表示を切り替えても、ビヘイビアのプロジェクトオブジェクトへの影響には反映され
ません。このボタンは「タイムライン」のレイヤーリストの右上隅にあります。

 • 「フィルタを表示／隠す」ボタン：リストと「タイムライン」でのフィルタの表示／非表示を切り替えます。リスト
でフィルタの表示／非表示を切り替えても、キャンバス上のフィルタエフェクトの表示には反映されません。この
ボタンは「タイムライン」のレイヤーリストの右上隅にあります。

詳しくは、248 ページの「タイムライン」のレイヤー管理の概要 を参照してください。

マスク、フィルタ、またはビヘイビアタイムバーを表示する／隠す
マスク、フィルタ、またはビヘイビアタイムバーを隠すことによって、「タイムライン」内の構成の乱雑さを減らすこ
とができます。

 m 「タイムライン」のレイヤーリストの一番上にある「マスクを表示／隠す」、「タイムラインでフィルタを表示／隠す」、

または「ビヘイビアを表示／隠す」ボタンをクリックします。

「隠す」に設定すると、ボタンが淡色で表示され、エフェクトタイムバーが「タイムライン」のレイヤーリストとトラッ
ク領域から消えます。ただし、エフェクトはキャンバス内ではアクティブなままです。 

キャンバス内でマスク、フィルタ、またはビヘイビアエフェクトを無効にする

 m 「タイムライン」のレイヤーリスト内で、レイヤー名の横にあるマスクアイコン、フィルタアイコン、またはビヘイビ

ア・アイコンをクリックします。

Mask icon

Behavior icon

Filter icon

赤のスラッシュがアイコン上に表示され、エフェクトの表示が一時的に無効になります。
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「タイムライン」のトラック領域
「タイムライン」のレイヤーリストの右は、「タイムライン」の主要部分です。トラック領域と呼ばれます。プロジェク
ト内の各オブジェクトは、色付きのバー（タイムバーと呼ばれます）で表示されます。色はオブジェクトの種類ごと
に異なります。たとえば、ビヘイビアとフィルタは紫、マスクはグレイです。色の詳しい表については、249 ページ
の「タイムライン」のトラック表示 を参照してください。

複数のオブジェクトを含むグループを選択すると、グループのトラックに、そのグループにあるオブジェクトの数を
示すインジケータが表示されます。レイヤー、カメラ、およびライトはその合計に含まれます。マスク、ビヘイビア、
フィルタなどのエフェクトは含まれません。

「タイムライン」にオブジェクトを追加する
「ライブラリ」または「ファイルブラウザ」から「タイムライン」に項目をドラッグしてプロジェクトに追加することが
できます。

タイムラインに項目を追加する

 1 オブジェクトを「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から「タイムライン」のトラック領域にドラッグします。

トラック領域内でドラッグすると、ポインタの位置にフレーム番号を示すツールヒントが表示されます。

 2 レイヤーを開始したいフレームまでドラッグしたら、背景にするレイヤー上にポインタを合わせて、ドロップメニュー
が表示されるまでマウスボタンを押したままにします。

 3 ドロップメニューからオプションを選択します：

 • アクティブなグループ内のプロジェクトに項目を追加する場合は、「コンポジット」を選択します。

 • 既存のトラックを時間的に前に移動して、新しい項目を追加するスペースを作る場合は、「挿入」を選択します。

 • 既存のオブジェクトを新しいオブジェクトで置き換える場合は、「上書き」を選択します。 

 • 元のオブジェクトの継続時間をそのまま使用してオブジェクトを交換する場合は、「交換」を選択します。このオ
プションを使うことができるのは、同じタイプのメディア（QuickTime ムービーやイメージシーケンスなど）を交
換する場合だけです。 

ドロップメニューの使いかたについて詳しくは、256 ページの「タイムライン」へのオブジェクトの追加の概要 を参
照してください。

オブジェクトの移動、トリム、スリップ、リタイミングについて詳しくは、263 ページの「タイムライン」でのオブジェ
クトの編集の概要を参照してください。
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「タイムライン」を調整する
トラックの高さ、トラック領域の幅、タイムバー表示などの機能をカスタマイズするために、「タイムライン」を調整
できます。

トラックの高さを調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」のレイヤーリストで、ポインタを水平方向の行セパレータの 1 つに置き、上下にドラッグしてすべて
のトラックの高さを調整できます。

 m 「タイムライン」のレイヤーリストの左下隅にあるポップアップメニューから「最小」、「小」、「中」、または「大」を

選択します。

参考：行セパレータを上または下にドラッグすると、ポップアップメニューが「カスタム」に設定されます。

「タイムライン」の幅を変更する

 1 「タイムライン」のレイヤーリストの一番右端にポインタを置きます。
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 2 ポインタが列調整ポインタに変わったら、右にドラッグしてトラック領域を狭めるか、左にドラッグして広げます。

グループまたはレイヤーを折り畳む／広げる
グループやレイヤーは折り畳めるため、グループのオブジェクトのトラックを一時的に隠すことができます。

Groups expanded

Groups collapsed

 m 「タイムライン」のレイヤーリストのグループ名またはレイヤー名の左にある開閉用三角ボタンをクリックします。

Disclosure triangle
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「タイムライン」のキーフレームの表示／非表示を切り替える
さらに、「タイムライン」ではキーフレームを表示できます。キーフレームを表示すると、各トラックの高さが少し高
くなり、各列の下部にそのレイヤーのキーフレームが表示されます。

 m 「タイムライン」のトラック領域の右上隅にある「キーフレームを表示／隠す」ボタンをクリックします。

オーディオタイムライン

「オーディオタイムライン」の概要
「オーディオタイムライン」には、継続時間中のオーディオ要素が表示されます。オーディオトラックは、バーの一番
上にオーディオ波形とともに緑色のバーで表示されます。これは、「タイムライン」のほかのオブジェクトと同様に編
集が可能です。

「オーディオタイムライン」で使用されるルーラ、ボタン、その他のコントロールは、「タイムライン」で使用される
ものと同じです。「タイムライン」のインターフェイスについて詳しくは、83 ページの「タイムライン」の概要 を参
照してください。

ミニタイムラインの緑色のバーも、オーディオファイルの継続時間を示します。

トラックに適用されている「オーディオ」ビヘイビアは、「オーディオタイムライン」とミニタイムラインに紫色のバー
で表示されます。

オーディオレベルとパンパラメータはアニメートすることができます。オーディオトラックを選択すると、「キーフレー
ムエディタ」でそのキーフレームを変更できます。キーフレームはひし形で、カーブは実線で表示されます。最初の
キーフレームの前と最後のキーフレームの後ろの領域は、点線で表示されます。詳しくは、996 ページのオーディ
オレベルとパンの設定をアニメートするを参照してください。

オーディオの使いかたについて詳しくは、985 ページのオーディオの概要を参照してください。

「オーディオタイムライン」を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「オーディオタイムライン」と選択するか、Command ＋ 9 キーを押します。

 m ワークスペースの右下隅にある「オーディオタイムラインを表示／隠す」ボタンをクリックします。

参考：マルチタッチデバイスを使用していて、「オーディオタイムライン」（または「タイムライン」と「オーディオタ
イムライン」）が表示されている場合は、3 本の指で上下にスワイプすることで「オーディオタイムライン」の表示
／非表示が切り替わります。

オーディオを再生する

 m トランスポートコントロールで再生ボタンをクリックします。
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キーフレームエディタ

「キーフレームエディタ」の概要
オブジェクトをアニメーション表示するには、「不透明度」などのパラメータに対して、2 つ以上のキーフレームをプ
ロジェクト内の異なるポイントに作成します。キーフレームは、パラメータの値の変化を記録するポイントです。た
とえば、オブジェクトがフレーム 1 では透明で、フレーム 120 では不透明になるアニメーションを作成するには、フ
レーム 1 で不透明度が 0 パーセントの値に設定されたキーフレームと、フレーム 120 で不透明度が 100 パーセン
トの値に設定されたキーフレームの 2 つのキーフレームを作成します。イメージは 120 のフレームにわたって、0 
パーセントから 100 パーセントまでフェードインします。不透明度のキーフレームは 1 つの時間軸上に配置されま
す。キーフレームの値によって線の形状が変わり、アニメーションカーブが作られます。隣接するキーフレーム間の
スムーズなフェードイントランジションを「補間」と呼びます。

キーフレームは、実行するワークフローに合わせて次の 2 つの方法で設定できます：

 • 記録ボタン：記録ボタンをオンにした後、キャンバス、「インスペクタ」、または HUD 内のいずれかのパラメー
タを調整すると、キーフレームが追加されます。

 • 初期キーフレーム：パラメータにキーフレームを追加した後、キャンバス、「インスペクタ」、または HUD でそ
のパラメータを調整すると、記録ボタンの状況に関係なく、キーフレームが追加されます。

詳しくは、434 ページのキーフレームの設定方法を参照してください。

「キーフレームエディタ」を使う
「キーフレームエディタ」では、継続時間中のフィルタ、ビヘイビア、その他のエフェクトの属性を表示して変更でき
ます。各パラメータは、時間の経過に伴ってパラメータの値が変化する様子を示すカーブとして表示できます。カー
ブ内のポイント（キーフレームといいます）を操作すれば、各種の強力なエフェクトを作成できます。「キーフレー
ムエディタ」の使いかたについて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

「キーフレームエディタ」を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「キーフレームエディタ」と選択するか、Command ＋ 8 キーを押します。

 m ワークスペースの右下隅にある「キーフレームエディタを表示／隠す」ボタンをクリックします。

記録ボタンを使用して、画面を横切るようにオブジェクトを移動してキーフレームを作成する

 1 キャンバスの下の「記録」ボタンをクリックして（または A キーを押して）、キーフレームの記録をオンにします。

 2 再生ヘッドを開始フレームに配置してから、キャンバスでオブジェクトを開始位置に置きます。

 3 再生ヘッドを前に進めてから、オブジェクトを目的の終了位置までドラッグします。

編集可能なアニメーションパスがキャンバスに表示され、「キーフレームエディタ」に選択したオブジェクトのキーフ
レームが表示されます。

 4 「記録」ボタンをクリックして（または、A キーを押して）、キーフレームの記録をオフにします。
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初期キーフレームを設定して、画面を横切るようにオブジェクトをアニメートする

 1 キャンバスで、オブジェクトを目的の開始位置に配置します。

 2 位置の初期キーフレームを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • Control ＋ K キーを押します。

参考：Control ＋ K キーを押すと、オブジェクトの最後に修正したパラメータにキーフレームが追加されます。

 • 「情報」インスペクタで、「位置」パラメータのアニメーションメニュー（右側にある下向きの矢印）をクリックし、
「キーフレームを追加」を選択します。

参考：アニメーションメニューと「キーフレームを追加／削除」ボタンは、「インスペクタ」のパラメータ行の末尾
にポインタを置くと表示されます。Control キーを押しながらパラメータ名をクリックして、ショートカットメニュー
を表示することもできます。

 • 「情報」インスペクタで、「位置」パラメータの「キーフレームを追加／削除」ボタンをクリックします。

現在の再生ヘッド位置にキーフレームが追加され、パラメータが「インスペクタ」に赤で表示されます。

 3 再生ヘッドを新しいタイム位置に移動します。

 4 オブジェクトをキャンバス内の別の位置に移動します。

現在の再生ヘッドの位置にキーフレームが追加されます。プロジェクトを再生すると、設定した時間内でオブジェク
トが移動します。

「キーフレームエディタ」のコントロール
「キーフレームエディタ」の左には、パラメータのリストがあります。リストの一番上にあるカーブセットの表示ポップ
アップメニューを使って、表示するパラメータを選択できます。このメニューには、「キーフレームエディタ」の特定
のパラメータに焦点を合わせることができるように、カスタム・カーブ・セットを作成するためのオプションがありま
す。パラメータセットの作成と表示の詳細は、454 ページのカスタムのカーブ表示を作成するを参照してください。

パラメータリストの上に、以下で説明するさまざまなコントロールがあります。

カーブセットの表示ポップアップメニュー
カーブセットの表示ポップアップメニューを使って、「キーフレームエディタ」に表示するパラメータを設定します。こ
のポップアップメニューの項目は以下の通りです：

 • すべて：選択されているオブジェクトのすべてのパラメータが、アニメーション表示されているかどうかに関係な
く表示されます。

 • アニメーション：選択されているオブジェクトのアニメーション表示のパラメータとカーブのみが表示されます。エ
ディタには、キーフレームやビヘイビアで作成したアニメーションカーブが表示されます。これはデフォルトの設
定です。「キーフレームエディタ」がアクティブな状態で U キーを押し、カーブセットの表示ポップアップメニュー
から「アニメーション」を選択することもできます。

参考：選択したオブジェクトがアニメートしていない場合、この状態の「キーフレームエディタ」には何も表示さ
れません。
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 • 変更済み：選択されているオブジェクトの変更済みのカーブのみが表示されます。エディタには、アニメーション
表示されない変更も表示されます。たとえば、シェイプの色を変更し、アニメーション表示は行わない場合でも、
デフォルトのシェイプの色が変更されたため、変更済みのパラメータとしてリストに表示されます。アニメーショ
ン表示のパラメータもリストに表示されます。

 • アクティブ：変更中のパラメータのみが表示されます。このオプションを選択した場合、オブジェクトを（キャン
バス、「インスペクタ」、または HUD で）変更していない限り、「キーフレームエディタ」には何も表示されませ
ん。たとえば、「アクティブ」を選択している状態で、キャンバスのあちこちにオブジェクトを移動すると、X およ
び Y 位置のパラメータとカーブが表示されます。

 • 位置：選択したオブジェクトの位置パラメータのみが表示されます。

 • 回転：選択したオブジェクトの回転パラメータのみが表示されます。

 • 調整：選択したオブジェクトの調整パラメータのみが表示されます。

 • シアー：選択したオブジェクトのシアーパラメータのみが表示されます。 

 • アンカーポイント：選択したオブジェクトのアンカーポイントパラメータのみが表示されます。

 • 不透明度：選択したオブジェクトの不透明度パラメータのみが表示されます。

 • リタイミング：選択したオブジェクトの「リタイミング値」パラメータのみが表示されます。このパラメータは、「情
報」インスペクタの「タイミング」コントロールで、「時間のリマップ」が「可変速度」に設定されている場合の
み、「キーフレームエディタ」に表示されます。

 • 新規カーブセット：カスタム・カーブ・セットを作成できます。

 • カーブセットを管理：カスタム・カーブ・セットの管理（削除、複製など）ができます。

参考：カーブセットの使いかたの詳細は、454 ページのカスタムのカーブ表示を作成するを参照してください。

キーフレーム編集ツール
「カーブセットを表示」メニューの右側には、「キーフレームエディタ」でキーフレームやカーブを編集するための 3 
つのツールがあります。これらのツールの使いかたについて詳しくは、457 ページのキーフレームを追加する／削
除する／変更するを参照してください。

Transform

Edit

Sketch

 • キーフレーム編集ツール：キーフレームを選択および編集するときに使用します。

 • キーフレーム・スケッチ・ツール：キーフレームのあるカーブを描くときに使用します。カーブをスケッチできる
ようにするには、パラメータがアクティブになっていて（チェックボックスが選択されている）、リストで選択され
ている必要があります。

 • キーフレーム変形ツール：キーフレームを囲む選択ボックスをドラッグして、選択したキーフレームを操作すると
きに使用します。

パラメータリストのコントロールと機能
パラメータリストには、以下のコントロールと機能が含まれます（左から順に）。

 • アクティブ化チェックボックス：キーフレームグラフでのパラメータの表示／非表示を切り替えます。オブジェクト
名の横のアクティブ化チェックボックスを使用すると、そのオブジェクトのすべてのパラメータをオンまたはオフに
します。ただし、これは表示目的のみで、オブジェクトのアニメーションには影響しません。

 • 名前：選択したオブジェクトとそのパラメータの名前を一覧で表示します。

 • 値：再生ヘッドの位置のパラメータ値を示します。キーフレーム値を設定するには、値スライダでドラッグするか、
値スライダをダブルクリックして新しい値を入力します。詳しくは、457 ページのキーフレームを追加する／削除
する／変更するを参照してください。
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 • キーフレームの追加／削除ボタン：キーフレームの記録（「記録」ボタン）の状況に関係なく、キーフレームを
追加または削除できます。このボタンをクリックすると、1 つのキーフレームが追加されます。現在の再生ヘッド
位置にそのパラメータのキーフレームがすでに存在する場合は、このボタンをクリックするとキーフレームが削除
されます。

アニメーションメニューのオプション
パラメータリストの右端のアニメーションメニューで、そのパラメータのアニメーションおよびキーフレーム属性を制
御できます。このメニューを開くには、変更するパラメータの行にポインタを置きます。表示されたダウンロードの
矢印をクリックしてポップアップメニューを開くと、以下の項目が表示されます：

 • アニメーションを有効にする／アニメーションを無効にする：パラメータのキーフレームを有効または無効にしま
す。このメニュー項目は、パラメータにキーフレームが適用されるまで使用できません。パラメータにアニメー
ションが適用されると、このメニュー項目は「アニメーションを無効にする」になります。「アニメーションを無効
にする」を選択すると、設定したキーフレームが表示されなくなり、パラメータはデフォルト値に戻ります。ただ
し、キーフレームは破棄されるわけではありません。「アニメーションを有効にする」をもう一度選択すると、パ
ラメータは最後にキーフレームが設定された状態に戻ります。

 • パラメータをリセット：このパラメータのキーフレームと設定を削除します。パラメータ値は、デフォルト値にリ
セットされます。

 • キーフレームを追加：現在のフレームにキーフレームを追加します。キーフレームが追加されているフレームに
再生ヘッドがある場合、このメニュー項目は使用できません。「記録」ボタンの状況に関係なく、現在の再生ヘッ
ドの位置にあるオブジェクトで最後に修正されたパラメータに自動的に追加されます。

 • キーフレームを削除：現在のキーフレームを削除します。「キーフレームを削除」コマンドは、キーフレームが
あるフレームに再生ヘッドがある場合のみ使用できます。Control キーを押しながらキーフレームをクリックして
ショートカットメニューから「削除」を選択するか、キーフレームを選択して Delete キーを押すこともできます。

 • 前のキーフレーム：このパラメータの前のキーフレームに再生ヘッドを移動します。「前のキーフレーム」コマン
ドは、プロジェクト内で前にキーフレームがある場合のみ使用できます。Option ＋ K キーを押して、次のキー
フレームに進むこともできます。

 • 次のキーフレーム：このパラメータの次のキーフレームに再生ヘッドを移動します。「次のキーフレーム」コマン
ドは、プロジェクト内で後ろにキーフレームがある場合のみ使用できます。Shift ＋ K キーを押して、次のキーフ
レームに進むこともできます。

 • 補間：キーフレーム間の値を適用することで、パラメータにカーブの種類を設定します。これを補間といいます。
補間方法の例については、465 ページのカーブ補間を設定するの表を参照してください。

 • 最初のキーフレームの前：パラメータの最初のキーフレームの前にアニメーションを定義します。これを補外とい
います。補外方法の例については、469 ページのカーブ補外を設定するを参照してください。

 • 最後のキーフレームの後：補外を適用することによって、パラメータの最後のキーフレームの後にアニメーション
を定義します。補外方法の例については、469 ページのカーブ補外を設定するを参照してください。

 • パラメータをロック／パラメータをロック解除：パラメータがこれ以上変更されないようにロックします。パラメー
タがロックされていると、キーフレームとカーブのどちらも調整できなくなります。

 • キーフレームを間引く：選択されているパラメータに間引きアルゴリズムを適用して、カーブの形状をほぼ同じ
に保ったまま、キーフレームの数を減らします。詳しくは、475 ページのキーフレームの間引きを参照してくださ
い。

 • カーブのスナップショットに設定：選択されているカーブで行ったキーフレームの変更を、最新のスナップショット
まで戻します。このメニュー項目は、「カーブのスナップショットを撮って表示」ボタンが有効になっている場合に
のみ使用可能です。詳しくは、94 ページの「キーフレームエディタ」のその他のコントロール および 463 ペー
ジのカーブのスナップショットを参照してください。
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「キーフレームエディタ」のその他のコントロール
「キーフレームエディタ」の右上隅には、「キーフレームエディタ」ウインドウを制御できる 6 つのボタンがあります。

Snapping

Curve 
Snapshot

Fit Curves 
in Window

Clear 
Curve List

Choose 
Waveform

Fit Curves 
Vertically

 • 背景オーディオ波形を選択：プロジェクトで使用可能なオーディオトラックのリストを表示します。トラック（また
はマスタートラック）を選択すると、その波形がアニメーションカーブの後ろに表示されます。この表示を使って、
アニメーションをオーディオと同期させます。

 • カーブリストを消去：パラメータリストを消去します。このコントロールは、カスタムのカーブセットに対して有効
です。

 • 表示されているカーブの大きさをウインドウに合わせる：アクティブなパラメータのキーフレームが表示されるよ
うに、グラフが縦横（適時）に調整されます。

 • カーブのスナップショットを撮って表示：現在のカーブの状態の「スナップショット」を保存します。これは、その
後変更したカーブと比較するためのオーバーレイとして使用します。この設定が有効になっている場合、元のカー
ブ（スナップショットを撮ったときに表示されていたカーブ）が元の色を保持します。変更したカーブは、白で表
示されます。 

 • スナップ：キーフレームをほかのキーフレーム、マーカー、グリッドポイント、その他の項目に簡単に揃えられる
ように、スナップをオンにします。

 • 縦の長さに合わせてカーブを自動調整：すべてのカーブが表示されるようにグラフを縦に伸ばす表示モードをオ
ンにします。

「キーフレームエディタ」では、「タイムライン」と同じズーム／スクロールコントロールが使用されます。ズームと
スクロールについて詳しくは、87 ページの「タイムライン」を調整する を参照してください。
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キーフレームグラフ
パラメータリストの右側にあるキーフレームグラフには、選択したパラメータのカーブとキーフレームがすべて表示
されます。各パラメータは異なる色で表示されます。キーフレームはひし形で、カーブは実線で表示されます。最初
のキーフレームの前と最後のキーフレームの後ろの領域は、点線で表示されます。選択しているパラメータとキーフ
レームは白色になります。

キーフレームは、グラフをドラッグして操作できます。左右に動かすと時間上の位置が変わり、上下にドラッグすると
それぞれの値が変わります。キーフレームをダブルクリックし、ポップアップ値フィールドに数字を入力して Return 
キーを押すことでも値を変更できます。

カーブの種類を変更できるショートカットメニューのオプションや「補間」サブメニューにアクセスするには、Control 
キーを押しながらキーフレームをクリックします。グラフ内でキーフレームとカーブを操作する方法の詳細は、
457 ページのキーフレームを追加する／削除する／変更するおよび 465 ページのカーブ補間を設定するを参照し
てください。

キーフレームグラフの一番上にあるルーラは、キーフレームとカーブの位置と継続時間の目盛りとして使用できま
す。詳しくは、83 ページのタイミングパネルのルーラを参照してください。

キャンバスまたはタイミングパネルをセカンドディスプレイに表示する
コンピュータに 2 つのディスプレイが接続されている場合は、キャンバスまたはタイミングパネルを 2 番目のディス
プレイに表示できます。 

参考：「Motion」のプロジェクトウインドウを 2 番目のディスプレイにドラッグして、一度に複数のプロジェクトを
表示できます。

キャンバスをセカンドディスプレイに表示する

 m 「ウインドウ」＞「キャンバスをセカンドディスプレイに表示」と選択します。

キャンバスとプロジェクトパネル（「レイヤー」、「メディア」、「オーディオ」リスト）が、セカンドディスプレイに表示
されます。キャンバスとプロジェクトパネルのサイズを変更するには、プロジェクトパネルの右端を左または右にド
ラッグします。

キャンバスをメインウインドウに表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「キャンバスをメインウインドウに表示」と選択します。

 m 「ウインドウ」＞「オリジナルレイアウトに戻す」と選択します。
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タイミングパネルをセカンドディスプレイに表示する

 m 「ウインドウ」＞「タイミングパネルをセカンドディスプレイに表示」と選択します。

タイミングパネル（「タイムライン」、「オーディオタイムライン」、および「キーフレームエディタ」）が、セカンドディ
スプレイに表示されます。タイミングパネルとレイヤーリストのサイズを変更するには、「タイムライン」のレイヤー
リストの右端を左または右にドラッグします。

参考：タイミングパネルのインターフェイス要素を表示したり隠したりするには、タイミングパネルの右下隅にある
「ビデオタイムラインを表示／隠す」ボタン、「オーディオタイムラインを表示／隠す」ボタン、および「キーフレー
ムエディタを表示／隠す」ボタンをクリックします。

タイミングパネルをメインウインドウに表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「タイミングパネルをメインウインドウに表示」と選択します。

 m 「ウインドウ」＞「オリジナルレイアウトに戻す」と選択します。

フルスクリーン表示を使用する
フルスクリーン表示に切り替えることで、ワークスペースのサイズを大きくすることができます。

フルスクリーン表示にする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「フルスクリーンにする」と選択します（または Control ＋ Command ＋ F キーを押します）。

 m 「Motion」のインターフェイスの右上隅にあるフルスクリーンボタンをクリックします。

フルスクリーン表示を解除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control ＋ Command ＋ F キーを押します。

 m ポインタを画面の一番上に移動し、メニューバーが表示されたらフルスクリーンボタンをクリックします。
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「Motion」のメニューの概要
「Motion」のメニューバーから、アプリケーション内のさまざまなカテゴリのコマンドにアクセスできます。 

これらのコマンドのうちのいくつか（「開く」、「保存」、「カット」、「コピー」、「ペースト」など）は、ほとんどの 
Mac アプリケーションに共通のコマンドです。「Final Cut Pro X」や「Logic Pro X」などのその他の Apple ア
プリケーションに共通のコマンドもあります。そのようなコマンド（「共有」メニュー、「マーク」メニュー、「表示」
メニューに表示されるコマンドの一部を含む）について習得すると、これらのさまざまなアプリケーションをすばや
く効率的に操作できるようになります。その他のメニュー項目は「Motion」に固有のコマンドです。

多くのコマンドは、Motion アプリケーションのその時点での状況によって変化する状況依存型です。たとえば、ア
プリケーションのその時点の状況や選択された内容では実行できないコマンドのメニュー項目は、淡色で表示される
ことがあります。

これらのコマンドのそれぞれについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でト
ピックを選択してください。

参考：多くのコマンドには、同じコマンドをキーボードから実行するためのショートカットキーがあります。この章で
は、これらのショートカットはコマンド説明の後にカッコで示します。

アプリケーションのメニュー
「Motion」の最初のメニューには、アプリケーションの制御、環境設定の変更、Apple Web サイトへのアクセス
など、一般的な機能があります。また、システムレベルのサービスにもアクセスできます。

 • Motion について：バージョン情報、登録情報、著作権情報が表示された「Motion について」ウインドウを
開きます。

 • 環境設定：「Motion」の「環境設定」を開きます。このウインドウでの設定の詳細は、113 ページの「Motion」
環境設定の概要を参照してください。

 • コマンド：キーボードショートカットをカスタマイズするための以下の項目からなるサブメニューを開きます：

 • カスタマイズ：「コマンドエディタ」を表示します。詳しくは、1060 ページの「コマンドエディタ」の使用の概
要を参照してください。

 • 読み込む：カスタマイズしたキー・コマンド・セットの読み込みに使用するダイアログを表示します。

 • 書き出す：カスタマイズしたキー・コマンド・セットの書き出しに使用するダイアログを表示します。

 • コマンドセット：カスタマイズしたキー・コマンド・セットを読み込むことができます。

 • Final Cut Pro セット：できる限り「Final Cut Pro X」のデフォルトのキー・コマンド・レイアウトに一致す
るようにアクティブなキーボードを設定します。英語、日本語、フランス語、またはドイツ語から選択します。

 • 標準セット：アクティブなキーボードをデフォルトのキー・コマンド・レイアウトに設定します。英語、日本語、
フランス語、またはドイツ語を選択します。

 • Motion の意見／感想を送る：「Motion」に関する意見や感想を Apple に送信できる Web ページを表示し
ます。

 • 追加コンテンツをダウンロード：コンピュータがインターネットに接続されているときに、Motion ライブラリの追
加コンテンツ（テンプレート、パーティクルエミッタ、リプリケータなど）をダウンロードします。 

Motion のメニュー
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 • サービス：異なるアプリケーションで使用できるコマンドにアクセスできます。このサブメニューの詳細は、OS X 
ヘルプを参照してください。

 • 「Motion」を隠す：「Motion」のすべてのウインドウを隠します。隠した場合でも、アプリケーションはバックグラ
ウンドで実行されます。Dock の「Motion」アイコンをクリックすれば、再度前面に表示できます。（Command 
＋ H キー）

 • ほかを隠す：「Motion」以外のすべてのアプリケーションのウインドウを隠します。（Option ＋ Command ＋ 
H キー）

 • すべてを表示：現在実行しているすべてのアプリケーションのウインドウを表示します。

 • Motion を終了：アプリケーションの実行を停止します。開いている書類を保存するように求められます。
（Command ＋ Q キー）

「ファイル」メニュー
このメニューには、「Motion」に関連付けられているファイルを処理するための機能やコマンドがあります。

 • 新規：プロジェクトの種類またはテンプレートを選択して書類を作成できる「プロジェクトブラウザ」ダイアログ
を開きます。「Motion」環境設定のプロジェクトパネルでデフォルトのプロジェクトを設定した場合は、その設定
を使用して新規書類が作成されます。（Command ＋ N キー）

 • プロジェクトブラウザから新規作成：「プロジェクトブラウザ」ダイアログからプロジェクトを作成します。（Option 
＋ Command ＋ N キー）

 • 開く：「Motion」プロジェクトを選択して開くことのできる Finder ダイアログを表示します。（Command ＋ O 
キー）

 • 最近使った項目を開く：最近開いたファイルのリストが含まれるサブメニューを開きます。ここから最近作業した
プロジェクトにすばやくアクセスできます。このリストは、サブメニューの一番下にある「メニューを消去」を選
択すれば消去できます。

 • 閉じる：現在のプロジェクトを閉じます。プロジェクトを保存していない場合は、ウインドウを閉じる前にプロジェ
クトを保存するかどうかを指定します。（Command ＋ W キー）

 • 保存：プロジェクトの現在の状態をディスクに保存します。現在のプロジェクトが Final Cut タイトル、Final Cut 
ジェネレータ、Final Cut トランジション、Final Cut エフェクトの場合は、「公開」ウインドウが表示されます。
（Command ＋ S キー）

 • 別名で保存：プロジェクトの現在の状態を新しい名前で保存します。現在のプロジェクトが Final Cut タイトル、
Final Cut ジェネレータ、Final Cut トランジション、Final Cut エフェクトの場合は、「公開」ウインドウが表示
されます。（Shift ＋ Command ＋ S キー）

 • テンプレートを公開：現在のプロジェクトが標準 Motion プロジェクトの場合に使用できる項目です。こ
のコマンドで、現在のプロジェクトを Motion テンプレートまたは Final Cut ジェネレータテンプレート
（「Final Cut Pro X」用）として保存します。保存すると、Motion テンプレートは「Motion」の「プロジェク
トブラウザ」の「コンポジション」カテゴリ、Final Cut ジェネレータは「Motion」の「プロジェクトブラウザ」
の「Final Cut Pro ジェネレータ」カテゴリなど、テンプレートがそれぞれ対応するカテゴリに表示されます。テ
ンプレートの操作について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照してくだ
さい。

 • 最後に保存した状態に戻す：選択しているプロジェクトを最後に保存した状態に戻します。最後に保存した後で
行った作業はすべて失われます。この操作は元に戻すことができないので、注意してください。

 • 自動保存から復元：自動保存ボールトに以前保存したプロジェクトを選択できるダイアログが表示されます。自
動保存ボールトについて詳しくは、119 ページの「キャッシュ」パネル を参照してください。

 • 読み込む：「ファイルを読み込む」ダイアログを表示し、プロジェクトに読み込むディスク上のファイルを選択で
きます。（Command ＋ I キー）
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 • プロジェクトとして読み込む：「プロジェクトとしてファイルを読み込む」ダイアログを表示します。選択したファ
イルから、ファイルに設定されているサイズと継続時間を使用して新規プロジェクトが作成されます。複数の項目
が選択されている場合は、すべて同じプロジェクトに配置されます。イメージシーケンスを選択した場合は、ほか
にも使用できるオプションがあります。詳しくは、188 ページのプロジェクトを開く／閉じるを参照してください。
（Shift ＋ Command ＋ I キー）

 • メディアの再接続：プロジェクト内のレイヤーが移動または変更されているときに、ディスク上のファイルへのリ
ンクを再度確立します。

 • 使用していないメディアを取り除く：「メディア」リストに読み込まれているけれどもプロジェクトに読み込まれて
いないメディア項目を、プロジェクトから削除します。

 • オプティカルフローのリタイミングを取り除く：メディア項目がリタイミング用に処理されているときに、リタイミ
ング情報ファイルを破棄します。オプティカルフローのリタイミングについて詳しくは、242 ページのリタイミング
の概要を参照してください。

 • ページ設定：システム標準のページ設定ダイアログを表示します。プリントの用紙サイズと向きを設定できます。
（Shift ＋ Command ＋ P キー）

 • プリント：システム標準のプリントダイアログを表示します。キャンバスの内容をプリントできます。（Command 
＋ P キー）

「編集」メニュー
このメニューには、「取り消し」、「カット」、「コピー」、「ペースト」など、よく使用するコマンドがあります。また、
オブジェクトの選択や削除、プロジェクトの情報の変更、「Motion」のスペルチェッカーの制御に関するコマンドも
あります。

 • 取り消し：直前のアクションより前の状態にプロジェクトを戻します。このコマンドの先頭には通常、最後に実行
したコマンドの名前（「移動の取り消し」や「回転の変更の取り消し」など）が付きます。このメニュー項目が
淡色で表示されている場合、取り消しは実行できません。（Command ＋ Z キー）

 • やり直し：直前に取り消したアクションを実行します。このコマンドの先頭には通常、実行したコマンドの名前
（「移動のやり直し」や「回転の変更のやり直し」など）が付きます。1 つまたは複数の操作が取り消されてい
る場合のみ実行できます。（Shift ＋ Command ＋ Z キー）

 • カット：選択したコンテンツを取り除いてクリップボードに保存します。クリップボードのコンテンツは、後からペー
ストできます。（Command ＋ X キー）

 • コピー：選択したコンテンツをコピーしてクリップボードに保存します。クリップボードのコンテンツは、後から
ペーストできます。（Command ＋ C キー）

 • ペースト：現在クリップボードにあるコンテンツを、プロジェクトで現在選択している部分に追加します。このコマ
ンドは、クリップボードに何も保存されていない場合や、クリップボードのコンテンツが現在の選択項目にペース
トできない場合は、使用できません。たとえば、テキストはキーフレームにペーストできません。（Command 
＋ V キー）

 • ペースト（特別）：クリップボードのコンテンツを「タイムライン」でアクティブになっている部分にペーストする
ときに、挿入する（既存のオブジェクトをずらす）か、上書きする（既存のオブジェクトを新しいオブジェクトに置
き換える）かを選択できます。ほかにもオプションがあります。詳しくは、269 ページのオブジェクトをコピー＆
ペーストするを参照してください。（Option ＋ Command ＋ V キー）

 • 複製：現在の選択内容のコピーを作成してプロジェクトに追加します。（Command ＋ D キー）

 • 削除：その時点で選択されているオブジェクトを削除します。ただし、「タイムライン」内のギャップはそのまま残
ります。（Delete キー）

 • リップル削除：選択したオブジェクトを削除し、「タイムライン」内のギャップを閉じます。（Shift ＋ Delete キー）
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 • 時間を挿入：「タイムライン」に空白のスペースを追加します。「時間を挿入」は、「タイムライン」のルーラで
時間の領域を選択してからのみ実行できます。領域の詳細は、278 ページの領域を使うを参照してください。

 • 分割：1 つのオブジェクトを 2 つのオブジェクトに分割し、それぞれを「タイムライン」の別々のトラックに表示
します。分割は、現在の再生ヘッドの位置で実行されます。オブジェクトが選択されていない場合や再生ヘッドが
選択したオブジェクト上にない場合、このメニューは淡色で表示されます。

 • コントロールポイントを変形：シェイプまたはマスクの複数のコントロールポイントが選択されているときにこの
コマンドを選択すると、ポイントの周囲に変形ボックスが作成されます。詳しくは、831 ページのコントロールポ
イントを追加する／削除するを参照してください。（Shift ＋ Command ＋ T キー）

 • すべてを選択：プロジェクト内のすべてのオブジェクトを選択します。（Command ＋ A キー）

 • すべての選択を解除：プロジェクト内で選択されているすべてのオブジェクトの選択を解除します。（Shift ＋ 
Command ＋ A キー）

 • プロジェクトの情報：「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトを選択し、「情報」インスペクタを開きま
す。このパネルで、プロジェクトの設定を変更できます。「情報」インスペクタについて詳しくは、190 ページの
プロジェクトの情報の概要を参照してください。（Command ＋ J キー） 

 • スペルと文法：スペルチェックコントロールのサブメニューにアクセスします。選択したテキストでスペルや文法
のミスを検索できます。スペルチェッカーの使いかたについて詳しくは、603 ページのテキストエディタでテキス
トを追加するを参照してください。サブメニューには以下の項目があります：

 • スペルと文法を表示／隠す：システムの「スペルと文法」ダイアログを開きます。このコマンドは、「レイヤー」
リスト、キャンバス、または「テキスト」エディタでテキストの本体が選択されているときにのみ利用できます。
詳しくは、OS X ヘルプを参照してください。（Command ＋コロンキー）

 • 書類を今すぐチェック：「テキスト」インスペクタの 「テキスト」エディタ（「フォーマット」パネルのテキスト
入力領域）で選択されているテキストのスペルチェックを有効にします。入力ミスやスペルミスのあるテキス
トに赤い下線が引かれます。このコマンドは、「テキスト」エディタで機能し、キャンバスでは機能しません。
（Command ＋セミコロンキー）

 • 入力中にスペルチェック：「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルの「テキスト」エディタで選択さ
れているテキストの自動スペルチェックの有効／無効を切り替えます。有効な場合、チェックマークがメニュー
項目の横に表示されます。このコマンドは、「テキスト」エディタで機能し、キャンバスでは機能しません。

 • スペルと一緒に文法をチェック：「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルの「テキスト」エディタ
で選択されているテキストの自動文法チェックの有効／無効を切り替えます。有効な場合、チェックマークがメ
ニュー項目の横に表示されます。文法ミスの可能性があるテキストに赤い下線が引かれます。このコマンドは、
「テキスト」エディタで機能し、キャンバスでは機能しません。

 • スペルを自動的に修正：「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルの「テキスト」エディタで選択さ
れているテキストについて、スペルミスのある単語（先頭が大文字になっていない単語や、改行されていない
単語）を修正します。このコマンドは、「テキスト」エディタでのみ機能し、キャンバスでは機能しません。

 • 検索と置換：「検索と置換」ダイアログを開いて、Motion プロジェクト内で単語や文字列を検索して変更できま
す。詳しくは、657 ページのテキストを検索／置換する方法を参照してください。

 • 特殊文字：OS X の「文字パレット」を開いて、中点、矢印、通貨アイコンなどの特殊なテキスト文字を入力で
きます。キャンバスでテキストオブジェクトに文字を入力するとき、または「テキスト」インスペクタで「テキス
ト」エディタに文字を入力するときに使用できます。 
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「マーク」メニュー
このメニューには、オブジェクトの開始点と終了点を設定するコマンド、「タイムライン」にマーカーを追加するコマ
ンド、プロジェクト内を移動するコマンド、エフェクトのアニメーションを制御するコマンドがあります。

 • イン点をマーク：オブジェクトが選択されていない場合は、再生範囲の開始フレームを現在の再生ヘッドの位置
に設定します。オブジェクトが選択されている場合は、そのオブジェクトのイン点を現在の再生ヘッドのフレーム
に調整します。（I キー）

 • アウト点をマーク：オブジェクトが選択されていない場合は、再生範囲の終了フレームを現在の再生ヘッドの位
置に設定します。オブジェクトが選択されている場合は、そのオブジェクトのアウト点を現在の再生ヘッドの位置
に調整します。（O キー）

 • 選択したイン点を移動：イン点が現在の再生ヘッドの位置と並ぶように、選択したオブジェクトを移動します。
（Shift ＋ { キー）

 • 選択したアウト点を移動：アウト点が現在の再生ヘッドの位置と並ぶように、選択したオブジェクトを移動します。
（Shift ＋ } キー）

 • マーカー：マーカーを作成、変更、および削除するためのサブメニューコマンドがあります。マーカーを使いか
たの詳細は、281 ページのマーカーの概要を参照してください。サブメニューコマンドには次のようなものがあ
ります：

 • マーカーを追加：現在再生ヘッドがあるフレームにマーカーを追加します。オブジェクトが選択されている場
合は、オブジェクトマーカーが追加されます。オブジェクトが選択されていない場合は、プロジェクトマーカー
が追加されます。（オブジェクトマーカーを追加するには M キーまたはティルダキーを押し、プロジェクトマー
カーを追加するには Shift ＋ M キーを押します。）

 • マーカーを編集：「マーカーを編集」ダイアログが開かれ、マーカーの名前、種類（プロジェクトマーカーの
場合）、色、継続時間、コメントを設定できます。このメニュー項目を有効にするには、マーカーを選択する必
要があります。（Option ＋ Command ＋ M キー）

 • マーカーを削除：選択しているマーカーをプロジェクトから削除します。

 • すべてのマーカーを削除：選択しているオブジェクトからすべてのマーカーを削除します。オブジェクトが選択
されていない場合は、このコマンドによりすべてのプロジェクトマーカーが削除されます。

 • 再生範囲のイン点にマークをつける：再生ヘッドの位置に再生範囲のイン点を設定します。（Option ＋ 
Command ＋ I キー）

 • 再生範囲のアウト点にマークをつける：再生ヘッドの位置に再生範囲のアウト点を設定します。（Option ＋ 
Command ＋ O キー）

 • 再生範囲をリセット：再生範囲のイン点とアウト点をそれぞれ、プロジェクトの最初のフレームと最後のフレーム
に移動します。（Option ＋ X キー）

 • 再生：プロジェクトの再生を開始します。（スペースバー）

 • ループ再生：ループ再生をオンまたはオフにします。ループ再生が有効な場合は、再生範囲の最後に来ると最
初に戻って再生が繰り返されます。（Shift ＋ L キー）

 • アニメーションを記録：キーフレームの記録をオンまたはオフにします。「アニメーションを記録」の詳細は、
65 ページのキャンバスのボタンとトランスポートコントロールを参照してください。

 • レコーディングオプション：「レコーディングオプション」ダイアログを開いて、キーフレーム記録のユーザ環境設
定を定義できます。詳しくは、475 ページのキーフレームの間引きを参照してください。 

 • 移動：プロジェクト内の特定のフレームに移動するためのサブメニューコマンドがあります。これらのコマンドで
は、再生ヘッドが新しい位置に移動します。

 • プロジェクト開始：再生ヘッドをプロジェクトの最初のフレームに移動します。（Home キー）

 • プロジェクト終了：再生ヘッドをプロジェクトの最後のフレームに移動します。（End キー）

 • 再生範囲の始点：再生ヘッドをプロジェクトのイン点に移動します。（Shift ＋ Home キー）

 • 再生範囲の終点：再生ヘッドをプロジェクトのアウト点に移動します。（Shift ＋ End キー）
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 • 前のフレーム：再生ヘッドを 1 フレームずつ後ろに戻します。（Page Up キー）

 • 次のフレームへ移動：再生ヘッドを 1 フレームずつ前に進めます。（Page Down キー）

 • 10 フレーム戻る：再生ヘッドを 10 フレームずつ戻します。（Shift ＋←キー）

 • 10 フレーム進む：再生ヘッドを 10 フレームずつ進めます。（Shift ＋→キー）

 • 前のキーフレーム：再生ヘッドをプロジェクト内の 1 つ前のキーフレームに移動します。（Option ＋ K キー）

 • 次のキーフレーム：再生ヘッドをプロジェクト内の次のキーフレームに移動します。（Shift ＋ K キー）

 • 前のマーカー：再生ヘッドを時間的に直前のマーカーに移動します。（Option ＋ Command ＋ ←キー）

 • 次のマーカー：再生ヘッドを時間的に直後のマーカーに移動します。（Option ＋ Command ＋ →キー）

 • 選択イン点：再生ヘッドを選択したオブジェクトの最初のフレームに移動します。（Shift ＋ I キー）

 • 選択アウト点：再生ヘッドを選択したオブジェクトの最後のフレームに移動します。（Shift ＋ O キー）

 • RAM プレビュー：フレームを RAM バッファに一時的に保存することによってプロジェクトをリアルタイムに再生
するためのサブメニューコマンドがあります。「RAM プレビュー」機能を使用する方法や状況の詳細は、201 ペー
ジのプロジェクトの再生を制御するを参照してください。サブメニューコマンドには次のようなものがあります：

 • 再生範囲：プロジェクトのイン点とアウト点の間の領域をレンダリングし、フレームを RAM に保存します。フ
レームが保存されると、その領域は最高速で再生されます。（Command ＋ R キー）

 • 選択：選択しているオブジェクトが表示される時間領域をレンダリングし、フレームを RAM に保存します。フ
レームが保存されると、その領域は最高速で再生されます。（Option ＋ Command ＋ R キー）

 • すべて：プロジェクト全体をレンダリングし、フレームを RAM に保存します。フレームが保存されると、その
領域は最高速で再生されます。（Option ＋ Shift ＋ Command ＋ R キー）

 • RAM プレビューを消去：RAM キャッシュを消去します。

「オブジェクト」メニュー
このメニューには、レイヤー階層でのオブジェクトの配置や、キャンバスでの物理的な整列など、「Motion」でオブ
ジェクトを操作するためのコマンドがあります。

 • 新規グループ：新しい空のグループをプロジェクトに追加します。（Shift ＋ Command ＋ N キー）

 • 新規カメラ：新しいカメラをプロジェクトに追加し、2D モードと 3D モードのどちらを使用するかを指定できます。
（Option ＋ Command ＋ C キー）

 • 新規ライト：新しいライトをプロジェクトに追加し、2D モードと 3D モードのどちらを使用するかを指定できます。
（Shift ＋ Command ＋ L キー）

 • 新規ドロップゾーン：プロジェクトに新しいドロップゾーンを追加します。ドロップゾーンにより、クリップをキャン
バスにドロップすることによってプロジェクトのフッテージを置き換えることができます。ドロップゾーンは、大きい
矢印のプレースホルダのグラフィックスとして表示されます。ドロップゾーンのレイヤー名は、ドロップゾーンの中
央に表示されます。ドロップゾーンのオブジェクトがある領域にメディア項目をドラッグ＆ドロップすると、プレー
スホルダのグラフィックスが置き換えられます。メディアをドロップゾーン上にドラッグすると、ドロップゾーン領域
の周囲にハイライトが表示されます。（Shift ＋ Command ＋ D キー）

 • 新規リグ：プロジェクトに新しいリグを追加します。リグを使用すると、複雑であっても簡単に変更できるアニメー
ションを作成できます。多数の異なるパラメータを単一のコントロール（スライダ、ポップアップメニューなど）に
まとめることができます。詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要を参照してください。

 • 最前面へ移動：選択したオブジェクトをグループ内のレイヤーの一番上に移動します。（Command ＋閉じカッ
コ（]）キー）

 • 最背面へ移動：選択したオブジェクトをグループ内のレイヤーの一番下に移動します。（Command ＋開きカッ
コ（[）キー）

 • 前面へ移動：選択したオブジェクトを「レイヤー」リストの 1 つ上のオブジェクトに移動します。（Command ＋
閉じカッコ（]）キー）

67% resize factor



 第 3 章    Motion のメニュー 103

 • 背面へ移動：選択したオブジェクトを「レイヤー」リストの 1 つ下のオブジェクトに移動します。（Command ＋
開きカッコ（[）キー）

 • 配置：キャンバス内で複数のオブジェクトを整列および配置するためのサブメニューコマンドがあります。キャン
バス内でオブジェクトを配置する方法について詳しくは、211 ページのオブジェクトの配置コマンドを使用するを
参照してください。サブメニューコマンドには次のようなものがあります：

 • 左端を揃えて配置：選択しているオブジェクトの左端が揃うようにオブジェクトを移動します。

 • 右端を揃えて配置：選択しているオブジェクトの右端が揃うようにオブジェクトを移動します。

 • 上端を揃えて配置：選択しているオブジェクトの上端が揃うようにオブジェクトを移動します。

 • 下端を揃えて配置：選択しているオブジェクトの下端が揃うようにオブジェクトを移動します。

 • 奥の端を揃えて配置：3D モードで、各オブジェクトの一番遠い端を Z 軸（奥行き方向）に揃えます。

 • 手前の端を揃えて配置：3D モードで、各オブジェクトの一番近い端を Z 軸（奥行き方向）に揃えます。

 • 水平方向の中心を揃えて配置：選択しているオブジェクトをそれぞれの水平方向の中心点で揃えます。

 • 垂直方向の中心を揃えて配置：選択しているオブジェクトをそれぞれの垂直方向の中心点で揃えます。

 • 奥行き方向の中心を揃えて配置：選択しているオブジェクトをそれぞれの Z 軸（奥行き方向）の中心点で揃え
ます。

 • 左端を基準に配置：選択しているオブジェクトを、左端を基準にして左から右に均等に配置します。

 • 右端を基準に配置：選択しているオブジェクトを、右端を基準にして左から右に均等に配置します。

 • 上端を基準に配置：選択しているオブジェクトを、上端を基準にして上から下に均等に配置します。

 • 下端を基準に配置：選択しているオブジェクトを、下端を基準にして上から下に均等に配置します。

 • 奥の端を基準に配置：選択しているオブジェクトを、各オブジェクトの一番遠い点の間で均等に配置します。

 • 手前の端を基準に配置：選択しているレイヤーを、各オブジェクトの一番近い点の間で均等に配置します。

 • 水平方向の中心を基準に配置：選択しているオブジェクトを、左から右にそれぞれの水平方向の中心を基準に
して均等に配置します。

 • 垂直方向の中心を基準に配置：選択しているオブジェクトを、上から下にそれぞれの垂直方向の中心を基準に
して均等に配置します。

 • 奥行き方向の中心を基準に配置：選択しているオブジェクトを、Z 軸（奥行き方向）の中心点を基準にして一
番近いオブジェクトから一番遠いオブジェクトへと均等に配置します。

 • グループ：選択しているオブジェクトをグループにまとめます。（Shift ＋ Command ＋ G キー）

 • グループ解除：グループを解除して、オブジェクトを個別に操作できるようにします。（Option ＋ Command 
＋ G キー）

 • アクティブ：オブジェクトをアクティブにするかどうかを設定します。アクティブではないオブジェクトは、キャンバ
スにも最終的な出力にも表示されません。選択している項目がアクティブの場合、メニュー項目の横にチェック
マークが表示されます。（Control ＋ T キー）

 • ソロ：プロジェクト内のほかのすべてのオブジェクトを隠します（選択されているオブジェクトを除きます）。選択
している項目がソロになっている場合、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Control キーを押
しながら「レイヤー」リストのオブジェクトをクリックし、ショートカットメニューから「ソロ」を選択することもで
きます。）カメラ、ライト、リグはソロにできません。（Control ＋ S キー）

 • 分離：選択しているオブジェクトを元の向きで表示します。たとえば、3D 空間で変形したレイヤーにマスクを適
用したり、レイヤーをロトスコープしたりするときは、レイヤーを分離すると、元の向き（2D 空間、つまりプロ
ジェクトの前から見た状態）で見ることができます。分離しても、プロジェクト内でのオブジェクトの実際の位置
は変更されません。元の向きで見ることができるように一時的に表示が変わるだけです。 
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「分離」は、カメラを含んだプロジェクトでのみ使用可能です。オブジェクトを分離できるときは、「レイヤー」リ
ストでオブジェクト名の右側に小さい「分離」ボタンが表示されます。このボタンをクリックしてオブジェクトを分
離します。オブジェクトを分離すると、キャンバスの「カメラ」メニューに現在の表示名としてオブジェクト名が
表示されます。カメラを分離すると、そのカメラの表示がアクティブになります。ライトやリグは分離できません。
（Control ＋ I キー）

 • ロック：選択しているオブジェクトに変更が適用されないようにします。選択しているオブジェクトがロックされて
いる場合、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Control ＋ L キー）

 • ソロ解除：ソロに設定されているオブジェクトを通常の状態に戻せるサブメニューにアクセスします。「ビデオの
み」（Control ＋ Shift ＋ S キー）、「オーディオのみ」、「ビデオとオーディオ」の 3 つの選択肢があります。こ
のメニュー項目は、ソロに設定されているオブジェクトが選択されている場合にのみ使用できます。

 • 3D グループ：選択されているグループを 3D グループに変更します。このメニューオプションの選択を解除する
と、グループが 2D グループに戻ります（Control ＋ D キー）。

 • ブレンドモード：選択しているレイヤーのブレンドモードを設定するためのサブメニューにアクセスしします。ブレ
ンドモードのオプションを表示するには、オブジェクトが選択されている必要があります。1 つのレイヤーで一度
に設定できるブレンドモードは 1 つです。現在の設定には、メニュー項目の横にチェックマークが表示されてい
ます。さまざまなブレンドモードの説明と例については、228 ページのブレンドモードの仕組みを参照してくださ
い。

 • イメージマスクを追加：選択しているレイヤーにマスクを追加します。（Shift ＋ Command ＋ M キー）

 • キーフレームを追加：最後に調整したパラメータに基づいて、選択しているオブジェクトにキーフレームを追加
します。最後に行った操作（オブジェクトの位置変更、調整ハンドルの調節など）によって名前が変わります。
（Control ＋ K キー）

 • キーフレームに変換：すべてのビヘイビアを、それらが適用されるパラメータ上でキーフレームに変換します。こ
のコマンドは、選択しているオブジェクトにビヘイビアが適用されている場合にのみ使用できます。（Command 
＋ K キー）

 • マスクに変換：選択しているシェイプをマスクに変換して、内包しているグループに適用します。このコマンドは、
2D グループまたは平坦化された 3D グループ内のシェイプを選択している場合にのみ使用できます。シェイプを
マスクに変換する方法について詳しくは、885 ページのシェイプとマスクとを変換するを参照してください。

 • パーティクルを作成：選択しているレイヤーを新しいパーティクルエミッタのセルのソースとして使用します。（E 
キー）

 • リプリケータ：選択しているレイヤーの複製を作成します。（L キー）

 • クローンレイヤーを作成：選択しているレイヤーまたはグループのクローンを作成します。モーショングラフィック
スのプロジェクトでは、特定のオブジェクトをプロジェクトのほかの部分で何度も再利用する必要があることがあ
ります。オブジェクトを複製したり、カット＆ペーストしたりすることもできますが、元のオブジェクトをアップデー
トした場合、変更はコピーには適用されません。複製ではなくクローンレイヤーを作成すると、元のオブジェクト
を変更するだけですべてのコピーを制御することができ、プロジェクトの再生やレンダリングのパフォーマンスも
向上します。

クローンを作成すると、各項目がコピーされ、「クローンレイヤー」、「クローンレイヤー 1」と順に名前が付きま
す。レイヤーの場合、作成したレイヤーのクローンは、元のグループに配置されます。グループをクローンする
と、クローンレイヤーを含んだ新しいグループが作成されます。クローン項目は、クローンレイヤー用のアイコ
ンとクローングループ用のアイコンによって「レイヤー」のリスト内で識別されます。詳しくは、224 ページのク
ローンレイヤーを作成するを参照してください。

 • ソースメディアを表示：「メディア」リストを表示し、選択しているオブジェクトに対応する項目を強調表示します。
また、「インスペクタ」もアップデートされ、ソースメディアの情報を表示します。（Shift ＋ F キー）
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「よく使う項目」メニュー
「よく使う項目」メニューには、お気に入りのエフェクトを作成するまで何も表示されません。お気に入りを作成して
「ライブラリ」の「よく使う項目メニュー」フォルダに保存すると、「よく使う項目」メニューに種類別に表示されま
す。このメニューを使って、保存したよく使う項目をプロジェクトに適用します。

 • よく使う項目のメニュー項目を表示：「ライブラリ」を開き、「よく使う項目メニュー」フォルダを表示します。

「表示」メニュー
「表示」メニューには、「Motion」のインターフェイスを制御するコマンドがあります。これらのほとんどの項目は
キャンバスに影響するものですが、「タイムライン」やその他のパネルにも影響することがあります。

 • ズームイン：キャンバスをズームインします。（Command ＋アクサンシルコンフレクス（^）キー）

 • ズームアウト：キャンバスをズームアウトします。（Command ＋ハイフンキー）

 • ズームレベル：このサブメニューでは、「ウインドウに合わせる」オプションなど、特定のズームレベルを設定で
きます。（Shift ＋ Z キー）

 • 時間表示を拡大：「タイムライン」の内容をズームするため、以下のコマンドのサブメニューを開きます：

 • プロジェクトへ：プロジェクトの継続時間全体がウインドウに収まるように「タイムライン」をズームします。

 • 再生範囲へ：プロジェクトのイン点とアウト点の間の領域がウインドウに収まるように「タイムライン」をズー
ムします。

 • アスペクト比を補正：キャンバスの表示を調整して、TV モニタに表示される非スクエアピクセルをシミュレーショ
ンします。

 • 表示領域をすべて表示：キャンバスのエッジを超えるレイヤーの表示のオン／オフを切り替えます。キャンバスの
端から出た領域は、半透明で見えます。（Shift ＋ V キー）

 • ドロップゾーンを使用：ドロップゾーンのオン／オフを切り替えます。

 • 表示のデフォルトを保存：すべてのオーバーレイ設定（ルーラ、セーフゾーン、アニメーションパス、3D オー
バーレイなど）の現在の状態を新しいプロジェクトのデフォルトの状態として保存します。オーバーレイについて
詳しくは、57 ページのキャンバスの表示オプションを参照してください。

 • 3D 表示：3D プロジェクトの表示をシーンカメラまたはデフォルトカメラに設定するサブメニューコマンドを開き
ます。シーンカメラは、プロジェクトに追加するカメラです。デフォルトカメラは、「遠近」、「右」、「上」など、
アプリケーションに組み込まれているカメラ表示です。このメニューは、キャンバスの左上隅にある「カメラ」メ
ニューと同じ方法で使用します。カメラと表示の詳細は、888 ページの 3D 合成の概要を参照してください。

参考：プロジェクトのオブジェクトは 2D（平坦）であるため、オブジェクトが 3D 空間で回転していない限り、「前
方」、「後方」、「左」、「右」、「上」、「下」などの直交するカメラビューを使っている場合は見えません。これは、
正投影の表示がエレメントに対して直角であるからです。オブジェクトを選択すると、白の細線がキャンバスのオ
ブジェクトを表します。

「3D 表示」サブメニューには、以下のコマンドがあります：

 • アクティブカメラ：アクティブなカメラから表示します。プロジェクトに追加したカメラは、このリストに「カメ
ラ」、「カメラ 1」、「カメラ 2」のように表示されます。（Control ＋ A キー） 

 • 遠近：遠近カメラ表示になります。遠近表示は、デフォルトで手前中央から表示します。3D 表示ツールを使
用して、カメラをパン、周回、またはドリーします。

 • 前方：前方からのカメラ表示になります。3D 表示ツールを使用して、カメラをパン、周回、またはドリーしま
す。

 • 後方：後方からのカメラ表示（シーンの後方からのビュー）になります。3D 表示ツールを使用して、カメラを
パン、周回、またはドリーします。

 • 左：左からのカメラ表示（シーンの左からのビュー）になります。3D 表示ツールを使用して、カメラをパン、
周回、またはドリーします。
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 • 右：右からのカメラ表示（シーンの右からのビュー）になります。3D 表示ツールを使用して、カメラをパン、
周回、またはドリーします。

 • 上：上からのカメラ表示（シーンの上方からのビュー）になります。3D 表示ツールを使用して、カメラをパ
ン、周回、またはドリーします。

 • 下：下からのカメラ表示（シーンの下方からのビュー）になります。3D 表示ツールを使用して、カメラをパ
ン、周回、またはドリーします。

 • 次のカメラ：キャンバスがアクティブなときに、このコマンドにより、「レイヤー」リストでのカメラの順番に従っ
て次のシーンカメラに表示を切り替えます。（Control ＋ C キー）

 • 現在のカメラを選択：プロジェクトで「アクティブな」カメラを選択します。アクティブカメラは、現在のフレー
ムで表示できる、プロジェクト内で一番上にあるカメラです（同じフレームに同時に複数のカメラがある場合）。
（Control ＋ Option ＋ C キー）

 • 表示をリセット：カメラ表示をデフォルトの向きにリセットします。（Control ＋ R キー）

 • オブジェクトを表示に合わせる：選択したオブジェクトをキャンバスに合わせるように現在のカメラを再フレー
ミングします。（F キー）

 • オブジェクトをフレーミング：選択したオブジェクトをアクティブ表示内でフレーミングします。オブジェクトが 1 
つも選択されていない場合は、シーン内のすべてのオブジェクトが表示されるようにリファレンスカメラがリセッ
トされます。カメラ表示の詳細は、900 ページの 3D 表示ツールを参照してください。（Shift ＋ Command 
＋ F キー）

 • オブジェクトに焦点を合わせる：カメラのフィールドの深度がオンになっているときに使用されます。カメラの
「焦点オフセット」を調整して、選択したオブジェクトに合わせます。詳しくは、912 ページのフィールドの深
度の概要を参照してください。（Control ＋ F キー） 

 • チャンネル：このサブメニューは、カラーチャンネルや透明チャンネルなど、キャンバスの各チャンネルの表示に
ついて設定します。現在の設定には、メニュー項目の横にチェックマークが表示されています。このメニューは、
キャンバス上の「チャンネル」ポップアップメニューと同じです。

 • カラー：ビデオモニタと同じようにイメージを表示します。可視レイヤーは自然色で表示され、透明の領域には
「プロジェクトの情報」で設定した背景色が見えます。背景色のデフォルトは黒です。（Shift ＋ C キー）

 • 透明：キャンバスの背景領域を透明に表示します。デフォルトでは、イメージが背景をブロックしていない個所
に市松模様が表示されます。（Shift ＋ T キー）

 • アルファオーバーレイ：イメージを普通色で表示しますが、イメージの透明の領域には赤のハイライトを追加し
ます。（Option ＋ Shift ＋ T キー）

 • RGB のみ：赤、緑、青のチャンネルを普通に混合して表示しますが、透明の領域（半透明の領域も含む）は
不透明として扱われます。（Option ＋ Shift ＋ C キー）

 • 赤：黒から白の範囲を赤のチャンネルのみで表示するようにキャンバスを設定します。（Shift ＋ R キー）

 • 緑：黒から白の範囲を緑のチャンネルのみで表示するようにキャンバスを設定します。（Shift ＋ G キー）

 • 青：黒から白の範囲を青のチャンネルのみで表示するようにキャンバスを設定します。（Shift ＋ B キー）

 • アルファ：キャンバスでレイヤーのアルファ（透明）チャンネルを表示するようにキャンバスを設定します。 
（Shift ＋ A キー）

 • 反転アルファ：アルファ（透明）チャンネルの反転表示を表示するようにキャンバスを設定します。 
（Option ＋ Shift ＋ A キー）

 • 現在のカラーとアルファの切り替え：現在の状態とアルファチャンネルのみの状態を交互に切り替えます。 
（V キー）

 • 解像度：プロキシスクラブを有効にするかどうか、およびキャンバスの画質を設定するためのサブメニューコマン
ドを開きます。解像度を下げると、再生時のパフォーマンスが向上します。現在の設定には、メニュー項目の横
にチェックマークが表示されています。このメニューには以下の項目があります：
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 • ダイナミック：「タイムライン」やミニタイムラインでの再生およびスクラブ時に、キャンバスでの表示画質を下
げて、応答速度を速めます。キャンバスでイメージを変更している最中の画質も下がります。再生またはスクラ
ブを停止するか、キャンバスでの変更が完了すると、通常の画質（プロジェクトの「品質」および「解像度」
設定に基づく画質）に戻ります。

 • 最大（Shift ＋ Q）、半分、4 分の 1：画質を設定します。設定を下げるほど、画質が低下します。

 • 品質：テキストやイメージなどのキャンバス内のオブジェクトの表示モードを設定するための、以下のコマンドの
サブメニューを開きます。

 • ドラフト：キャンバス内のオブジェクトを低解像度でレンダリングして、プロジェクトの操作性を最適にします。
アンチエイリアス処理はされません。

 • 標準：キャンバス内のオブジェクトを中解像度でレンダリングします（デフォルト設定）。シェイプはアンチエイ
リアス処理されますが、3D 交差は処理されません。

 • 最適：キャンバス内のオブジェクトを最高品質でレンダリングします。高品質イメージリサンプリング、アンチエ
イリアス処理された交差、アンチエイリアス処理されたパーティクルエッジなどが該当します。このオプション
ではプロジェクトの操作性が低下します。

 • カスタム：追加のコントロールを設定することでレンダリング品質をカスタマイズできます。「カスタム」を選択
すると、「詳細品質オプション」ダイアログが開きます。詳しくは、62 ページの詳細品質設定を参照してくだ
さい。

ヒント：プロジェクトで作業するときは、「ドラフト」または「標準」で作業すると操作性が向上します。プロジェ
クトを書き出す準備ができたら、「最高」または「カスタム」を使います。

 • レンダリングオプション：レンダリングコントロールが含まれるサブメニューが開き、これらは一般的に再生速度
に影響します。これらの項目をオフにすると、システムパフォーマンスが向上します：

 • ライティング：ライティングをオフにすると、パフォーマンスが向上します。ライティングが有効のときは、メ
ニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Option ＋ L キー）

 • シャドウ：シャドウのレンダリングをオフにすると、パフォーマンスが向上します。シャドウのレンダリングが有
効のとき、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Control ＋ Option ＋ S キー）

 • 反射：反射のレンダリングをオフにすると、パフォーマンスが向上します。反射のレンダリングが有効のときは、
メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Control ＋ Option ＋ R キー）

 • フィールドの深度：フィールドの深度のレンダリングをオフにすると、パフォーマンスが向上します。フィール
ドの深度のレンダリングが有効のときは、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Control ＋ 
Option ＋ D キー）

 • モーションブラー：モーションブラーのレンダリングをオフにすると、パフォーマンスが向上します。モーショ
ンブラーのレンダリングが有効のときは、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Option ＋ M 
キー）

 • フィールドレンダリング：フィールドレンダリングをオフにすると、パフォーマンスが向上します。フィールドレン
ダリングが有効のときは、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Option ＋ F キー）

 • フレームの合成：フレームの合成をオフにすると、パフォーマンスが向上します。フレームの合成が有効のと
きは、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Control ＋ Option ＋ B キー）

 • オーバーレイを表示：キャンバスでのすべてのオーバーレイの表示をオンまたはオフにします。ほかのオーバー
レイ項目（ルーラ、グリッド、ガイドなど）のいずれかを表示するには、この設定をオンにする必要があります。
「オーバーレイを表示」が有効のときは、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Command ＋
スラッシュ（/）キー）

 • ルーラを表示：キャンバスでのルーラの表示をオンまたはオフにします。ルーラが表示されているときは、メニュー
項目の横にチェックマークが表示されます。（Shift ＋ Command ＋ R キー）
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 • オーバーレイ：このサブメニューは、キャンバスの各種インジケータ、ガイド、グリッドなどのオンとオフを切り替
えます。

 • グリッド：グリッドの表示をオンまたはオフにします。グリッドは、「Motion」の「環境設定」にある「キャン
バス」パネルでカスタマイズできます。グリッドが表示されているときは、メニュー項目の横にチェックマークが
表示されます。（Command ＋コロンキー）

 • ガイド：ガイドの表示をオンまたはオフにします。ガイドが表示されているときは、メニュー項目の横にチェック
マークが表示されます。（Command ＋セミコロンキー）

 • ダイナミックガイド：ダイナミックガイドをオンまたはオフにします。ダイナミックガイドは、ある項目を別の
レイヤーにドラッグして揃えるときに表示される線です。ダイナミックガイドが有効のときは、メニュー項目の
横にチェックマークが表示されます。N キーを押すと、スナップのオン／オフが切り替わります。（Shift ＋ 
Command ＋セミコロン（;）キー） 

 • セーフゾーン：タイトルセーフガイドとアクションセーフガイドの表示をオンまたはオフにします。セーフゾーン
は、「Motion」環境設定にある「キャンバス」パネル（ゾーン）でカスタマイズできます。セーフゾーンが表
示されているときは、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（コロンキー）

 • フィルムゾーン：フィルムを基準とするアスペクト比のガイド表示をオンまたはオフにします。フィルムゾーンは、
「Motion」環境設定にある「キャンバス」パネル（ゾーン）でカスタマイズできます。フィルムゾーンが表示
されているときは、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。（Shift キー＋コロンキー）

 • ハンドル：キャンバスでオブジェクトハンドル表示をオンまたはオフにします。ハンドルは、オブジェクトを操作
するときに使用するコーナーポイントです。ハンドルの表示が有効な場合、メニュー項目の横にチェックマーク
が表示されます。

 • ライン：オブジェクトの枠線の表示をオンまたはオフにします。線の表示が有効な場合、メニュー項目の横に
チェックマークが表示されます。

 • アニメーションパス：キーフレームのアニメーションパスの表示をオンまたはオフにします。アニメーションパス
は、キャンバスでオブジェクトの移動した跡を示す線です。アニメーションパスの表示が有効な場合、メニュー
項目の横にチェックマークが表示されます。

 • ガイド：キャンバス内のガイドを制御するサブメニューコマンドを開きます：

 • ガイドをロック：すべてのガイドの位置を現在の位置に固定します。これにより、オブジェクトを動かそうとして
誤ってガイドを動かしてしまうのを防ぐことができます。（Option ＋ Command ＋セミコロン（;）キー）

 • ガイドのロックを解除：手動で操作できるようにガイドのロックを解除します。

 • ガイドを消去：キャンバスからすべてのガイドを取り除きます。

 • 縦ガイドを追加：キャンバスの中央に移動可能な縦のガイドを追加します。

 • 横ガイドを追加：キャンバスの中央に移動可能な横のガイドを追加します。

 • スナップ：キャンバスおよび「タイムライン」のオブジェクトスナップをオンまたはオフにします。スナップは、オ
ブジェクトをドラッグしたときに位置を合わせる機能です。スナップが有効なときは、メニュー項目の横にチェック
マークが表示されます。（N キー）

 • 3D オーバーレイを表示：3D 表示ツール、3D コンパス、挿入表示、3D グリッド、3D シーンアイコンなど、す
べての 3D オーバーレイ表示をオンまたはオフにします。

 • 3D オーバーレイ：キャンバス内の 3D オーバーレイ表示を設定する、以下の項目のサブメニューを開きます。

 • 3D 表示ツール：「カメラ」メニューと 3D 表示ツールをオンまたはオフにします。

 • コンパス：3D コンパスをオンまたはオフにします。コンパスにより、3D 空間の現在の方向が示されます。赤
い座標軸は X（水平方向）軸、緑の座標軸は Y（垂直方向）軸、青の座標軸は Z（奥行き方向）軸です。ポ
インタをコンパスに合わせて、色の付いた表示アイコン（「前方」、「左」、「右」、「遠近」など）をクリックす
ると、選択した表示に切り替わります。キャンバスには、表示の変化がアニメートされます。

 • 挿入表示：挿入表示をオンにすると、キャンバスの右下隅にウインドウが開き、3D 空間でのオブジェクトの移
動に合わせてプロジェクトの「遠近」ビューまたは「アクティブカメラ」ビューが表示されるので、方向感覚の
維持に役立ちます。「Motion」環境設定の「3D」パネルで、挿入表示のサイズと、いつ表示するか（変形
の変更時、すべての変更時、または手動での呼び出し時）を変更できます。
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 • 3D グリッド：3D グリッドをオンまたはオフにします。3D グリッドは、3D 空間で作業をするときに役立ち、プ
ロジェクトでオブジェクトを配置する際の目安として使用できます。3D グリッドは、3D モードでのみ表示され
ます。（Shift ＋ Command ＋コロン（:）キー）

 • 3D シーンアイコン：ライトやカメラなど、すべての 3D シーンアイコンをオンまたはオフにします。シーンアイ
コンは、ワイヤフレームアイコンとしてキャンバスに表示され、それぞれに赤、緑、および青のハンドルがあ
り、それらによってカメラやライトを変更させたり回転させたりすることができます。

 • レイヤー列：プロジェクトパネルの「レイヤー」リストにある以下のコントロールのオン／オフを切り替えるため、
以下のコマンドのサブメニューを開きます：

 • プレビュー：オブジェクトのサムネールを表示します。グループのサムネールは、プロジェクトのその時点まで
の合成の累積結果を表します。

 • 不透明度：グループまたはレイヤーの現在の不透明度（透明度）を表示します。スライダを調整して、項目の
不透明度を変更できます。

 • ブレンドモード：レイヤーまたはグループの現在のブレンドモードを表示します。ポップアップメニューから新し
いブレンドモードを選択します。ブレンドモードについて詳しくは、228 ページのブレンドモードの仕組みを参
照してください。

 • メディア列：プロジェクトパネルの「メディア」リストに専門的な情報を表示するかどうかを切り替えるため、以
下のコマンドのサブメニューを開きます：

 • プレビュー：メディアファイルのサムネールを表示します。オーディオファイルのサムネール（イメージに関連
付けられていないもの）は、スピーカーのアイコンとして表示されます。

 • 種類：メディアの種類を示します。QuickTime ムービー、静止画像、QuickTime オーディオ、PDF などが
あります。どのような種類のコーデックとファイルがサポートされているかは、163 ページの「Motion」でサ
ポートされるファイルタイプを参照してください。

 • 使用中：プロジェクトでメディア項目が使用されているかどうかを示します。このメニュー項目が選択解除され
ているときは、メディア項目は使用されていません。「Motion」環境設定で「一般」パネルの「使用してい
ないメディアを自動管理」が選択されている場合は、使用していないメディアが「メディア」リストから自動的
に削除されます。「メディア」リストの内容を手動で管理したい場合には、この設定を無効にします。

 • 継続時間：メディアの継続時間をフレームまたはタイムコードで示します。

 • フレームサイズ：イメージの元のサイズをピクセルで示します。この数値は幅と高さを示します。この列は、オー
ディオのみのファイルの場合は空白になります。

 • フォーマット：クリップのフォーマットを表示します。これは、コーデックともいいます。

 • 深度：ファイルの色の数（ビット深度）を示します。「約 1,670 万色以上」と表示されている項目は、RGB 
データのほかに、アルファチャンネルもメディアに含まれています。

 • ビデオレート：メディアのフレームレートを示します。

 • オーディオレート：オーディオトラックのサンプルレートをキロヘルツ（kHz）で示します。

 • オーディオビット深度：オーディオファイルのビット深度を表示します。

 • ファイルサイズ：ディスクでのメディア全体のファイルサイズを示します。

 • ファイルの作成日：メディアの作成日を示します。

 • ファイルの修正日：メディアが最後に変更された日付を示します。

 • フォントパネルを表示／フォントパネルを隠す：フォントやフォント属性を選択するための、OS X の「フォント」
ウインドウを表示します（または隠します）。（Command ＋ T キー）

 • カラーパネルを表示／カラーパネルを隠す：色の選択用の OS X の「カラー」ウインドウを表示します（または
隠します）。（Shift ＋ Command ＋ C キー）
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「共有」メニュー
「共有」メニューには、プロジェクトを書き出すためのコマンドがあります。高品質のムービーやイメージシーケンス
を書き出したり、プロジェクトをほかの Apple アプリケーションで使用できるように「メディアブラウザ」に送信し
たり、YouTube や Facebook などの一般的なメディア共有 Web サイトに公開したりできます。また、独自の書
き出し設定を作成することもできます。1005 ページのMotion プロジェクトの共有の概要を参照してください。

 • Apple デバイス：プロジェクトを「iTunes」に公開して、Apple TV で見たり、iPad、iPhone、または iPod 
に転送したりできるようにします。1005 ページの Apple デバイスで共有するを参照してください。 

 • DVD：プロジェクトを DVD またはディスクイメージに書き込めます。詳しくは、1007 ページの DVD、Blu-Ray 
ディスク、AVCHD ディスク、またはディスクイメージを作成するを参照してください。

 • Blu-ray：プロジェクトを Blu-ray ディスク、AVCHD ディスク、またはディスクイメージに書き込めます。
1007 ページの DVD、Blu-Ray ディスク、AVCHD ディスク、またはディスクイメージを作成するを参照してくだ
さい。

 • メール：メールアプリケーションを開き、プロジェクトをレンダリングしたムービーファイルとして添付します。
1010 ページのメールで共有するを参照してください。

 • YouTube：プロジェクトを YouTube に公開します。1010 ページのビデオ共有サイトに公開するを参照してく
ださい。

 • Facebook：プロジェクトを Facebook に公開します。1010 ページのビデオ共有サイトに公開するを参照して
ください。

 • Vimeo：プロジェクトを Vimeo に公開します。1010 ページのビデオ共有サイトに公開するを参照してください。

 • CNN iReport：プロジェクトを CNN iReport に公開します。1010 ページのビデオ共有サイトに公開するを参
照してください。

 • ムービーを書き出す：プロジェクトを QuickTime ムービーとして Finder フォルダに書き出して、ほかのプロジェ
クトやアプリケーション内で使用したり手動で配布したりできるようにします。1013 ページのQuickTime ムー
ビーを書き出すを参照してください。

 • 選択範囲をムービーとして書き出す：現在選択している部分を QuickTime ムービーとして書き出して Finder 
フォルダに保存します。詳しくは、1013 ページのQuickTime ムービーを書き出すを参照してください。

 • オーディオを書き出す：プロジェクトのオーディオ部分だけをオーディオファイルとして書き出して Finder フォル
ダに保存します。1013 ページのQuickTime ムービーを書き出すを参照してください。

 • 現在のフレームを保存：キャンバスで現在表示されているフレームを静止画像ファイルとして Finder フォルダに
保存します。詳しくは、1016 ページの静止画像を書き出すを参照してください。

 • イメージシーケンスを書き出す：プロジェクトをイメージシーケンスとして書き出して Finder フォルダに保存しま
す。1013 ページのQuickTime ムービーを書き出すを参照してください。

 • HTTP ライブストリーミング用に書き出す：Web ホスティング用の QuickTime 参照ムービーを書き出します。
1016 ページの HTTP ライブストリーミング用に書き出すを参照してください。

 • Compressor へ送信：プロジェクトを「Compressor」でレンダリングすることにより、書き出し設定を詳細
にカスタマイズしたり、1 つのムービーファイルとして Finder フォルダに出力したりできます。1017 ページの
Compressor を使って書き出すを参照してください。

 • Compressor 設定を使用して書き出す：「Compressor」で作成された定義済み書き出し設定を使用してプロ
ジェクトをレンダリングします。1017 ページの Compressor を使って書き出すを参照してください。

 • Share Monitor を表示：「Share Monitor」を表示します。1019 ページの「Share Monitor」について を
参照してください。
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「ウインドウ」メニュー
このメニューには、「Motion」のインターフェイスに含まれるパネルを表示したり隠したりするコントロールがあり
ます。

 • ウインドウをしまう：アクティブなウインドウを Dock にしまいます。ウインドウの左上にあるウインドウをしまう
ボタンをクリックするのと同じです。（Command ＋ M キー）

 • すべてしまう：Motion プロジェクトウインドウとビューアウインドウ（ビューアウインドウでイメージまたはクリッ
プをプレビューしている場合）を Dock にしまいます。

 • ズーム：アクティブなウインドウをデスクトップ領域に最大化して表示します。フルスクリーン状態と前に保存して
いたフルスクリーンではない状態を切り替えます。

 • インスペクタを表示：「インスペクタ」の 4 つのパネルにアクセスするためのサブメニューを開きます：「情報」
（F1 キー）、「ビヘイビア」（F2 キー）、「フィルタ」（F3 キー）、「オブジェクト」（F4 キー）から選択します。「オ
ブジェクト」パネルは、選択しているオブジェクトの種類によって変わります。

 • プロジェクトパネルを表示／隠す：プロジェクトパネルの表示をオンまたはオフにします。（F5 キー）

 • タイミングパネルを表示／タイミングパネルを隠す：タイミングパネルの表示をオンまたはオフにします。（F6 
キー）

 • HUD を表示／ HUD を隠す：HUD の表示をオンまたはオフにします。（F7 キー）

 • タスクリストを表示／隠す：「バックグラウンドタスクのリスト」ウインドウを表示します。「Motion」でオプティ
カルフローのリタイミングを実行しているときのバックグラウンド処理が表示されます。オプティカルフローの詳
細は、242 ページの「情報」インスペクタの「タイミング」コントロール にある「オプティカルフロー」ポップ
アップメニュー項目を参照してください。

 • プレーヤーモード：キャンバス、走行制御コントロール、およびツールバーを全画面で表示します。このモードで
は、再生など、キャンバスで行う通常の操作をすべて実行できます。「プレーヤー」モードを終了するには、この
メニュー項目を再度選択します。（F8 キー）

 • キャンバスをセカンドディスプレイに表示／キャンバスをメインウインドウに表示：コンピュータに 2 台のディスプ
レイが接続されている場合に、キャンパスとプロジェクトパネル（「レイヤー」、「メディア」、「オーディオ」リスト）
をセカンドディスプレイに表示します。キャンバスをメインのプロジェクトウインドウに表示するには、「キャンバス
をメインウインドウに表示」を選択します。

 • タイミングパネルをセカンドディスプレイに表示／タイミングパネルをメインウインドウに表示：コンピュータに 2 
台のディスプレイが接続されている場合に、タイミングパネル（「タイムライン」、「オーディオタイムライン」、「キー
フレームエディタ」）をセカンドディスプレイに表示します。タイミングパネルをメインのプロジェクトウインドウに
表示するには、「タイミングパネルをメインウインドウに表示」を選択します。

 • オリジナルレイアウトに戻す：タイミングパネルまたはキャンバスがセカンドモニタに表示されている場合に、タ
イミングパネルまたはキャンバスをメインのプロジェクトウインドウに表示します。

 • ファイルブラウザ：「ファイルブラウザ」を表示します。（Command ＋ 1 キー）

 • ライブラリ：「ライブラリ」を表示します。（Command ＋ 2 キー）

 • インスペクタ：「インスペクタ」を表示します。（Command ＋ 3 キー）

 • レイヤー：プロジェクトパネルに「レイヤー」リストを表示します。（Command ＋ 4 キー）

 • メディア：プロジェクトパネルに「メディア」リストを表示します。（Command ＋ 5 キー）

 • オーディオ：プロジェクトパネルに「オーディオ」リストを表示します。（Command ＋ 6 キー）

 • ビデオタイムライン：「タイムライン」の表示をオンまたはオフにします。タイミングパネルが表示されていない場
合、このコマンドで表示されます。（Command ＋ 7 キー）

 • キーフレームエディタ：「キーフレームエディタ」の表示をオンまたはオフにします。タイミングパネルが表示され
ていない場合、このコマンドで表示されます。（Command ＋ 8 キー）

 • オーディオタイムライン：「オーディオタイムライン」の表示をオンまたはオフにします。タイミングパネルが表示
されていない場合、このコマンドで表示されます。（Command ＋ 9 キー）
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 • すべてを手前に移動：「Motion」メインウインドウがほかのアプリケーションのウインドウの後ろにある場合に、
Motion ウインドウを手前に移動します。「ビューア」ウインドウがほかのアプリケーションウインドウの後ろにあ
るときは、「ビューア」ウインドウをほかのアプリケーションよりも手前に移動します。

 • フルスクリーンにする：メニューバーと Dock を非表示にします。（Control ＋ Command ＋ F キー）

 • プロジェクト／名称未設定リストを開く：開いているプロジェクトと、「ビューア」ウインドウで開いているイメージ
を表示します。保存されていないプロジェクトは、「名称未設定」として表示されます。このリストで項目を選択
すると、その項目が手前に表示されます。

「ヘルプ」メニュー
「ヘルプ」メニューから、「Motion」に関する詳細な情報が得られるリソースにアクセスできます。

 • Motion 5 ヘルプ：「Motion 5 ユーザーズマニュアル」が開きます。

 • サービスとサポート：「Motion」の最新の技術サポート情報が掲載されている Web ページを表示します。

67% resize factor



4

  113

「Motion」環境設定の概要
「Motion」環境設定では、ワークスペースのカスタマイズ、プロジェクトに合わせたインターフェイスの調整、新規
プロジェクトと書き出し済みの完成したムービーに適用できるプリセットの定義が可能です。「Motion」環境設定
ウインドウには、機能（「一般」、「アピアランス」、「プロジェクト」、「時間」、「キャッシュ」、「キャンバス」、「3D」、
「プリセット」、および「ジェスチャー」）ごとにグローバル設定がまとめられたパネルがあります。

「Motion」の「環境設定」を開く
 m 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

「Motion」の「環境設定」をリセットする
 1 Option キーと Command キーを押しながら、「Motion」を開きます。

 2 表示されるダイアログで、「環境設定を削除」をクリックします。

「Motion」が開き、環境設定がアプリケーションのデフォルトにリセットされます。

「Motion」環境設定ウインドウの各パネルについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイ
ドバー）でトピックを選択してください。

「一般」パネル
「環境設定」ウインドウの「一般」パネルには、「起動時の状態」、「インターフェイス」、「ファイルブラウザとライ
ブラリ」、および「メディア」カテゴリに分類されたグローバル設定があります。

環境設定
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起動時の状態
「環境設定」の「一般」パネルのこのセクションでは、「Motion」を起動したときの最初の動作を定義します。

 • 起動時の動作：「Motion」起動時の 2 つのデフォルトビヘイビアのいずれかを設定するポップアップメニュー：

 • 新規プロジェクトを作成：新しい空のプロジェクトを開きます。デフォルトのプリセットを選択していない場合は、
「プロジェクトブラウザ」が起動時に表示されます。

 • 最後に使用したプロジェクトを開く：前回のセッションで最後に保存したプロジェクトを開きます。

インターフェイス
「環境設定」の「一般」パネルのこのセクションでは、インターフェイスの一般的なオプションを設定できます。

 • ドロップメニューのディレイ：「タイムライン」、「レイヤー」リスト、またはキャンバスへのドラッグ時にドロップメ
ニューが表示されるまでの時間を設定するスライダ。ドロップメニューには、オブジェクトの編集とプロジェクトへ
の読み込みに関する選択肢がさらに表示されます。

 • ツールヒントを表示：ツールヒントのオンとオフをアプリケーション全体で切り替えるチェックボックス。ツールヒ
ントは、名前や基本的な使用方法などの情報を表示します。ツールやコントロールにしばらくポインタを置くと表
示されます。

ファイルブラウザとライブラリ
ここでは、「ファイルブラウザ」と「ライブラリ」でのコンテンツの表示方法を設定します。

 • フォルダ表示：「ファイルブラウザ」と「ライブラリ」でのフォルダの表示方法を設定するポップアップメニュー。
このメニューには以下の項目があります：

 • アルファベット順にリスト：フォルダをアルファベット順にリスト表示します。

 • 最近使用したものをリスト：リスト表示でフォルダ以外のすべての項目の後にフォルダをまとめます。

 • プレビューアイコンを表示：「ファイルブラウザ」と「ライブラリ」でプレビューアイコンを表示するかどうかを設
定するチェックボックス。たとえば、「プレビューアイコンを表示」チェックボックスを選択した状態で「ライブラ
リ」でリプリケータを表示すると、リプリケータのサムネールが表示されます。

このチェックボックスの選択を解除すると、項目タイプごとに汎用のアイコンが表示されます。 

 • シングルクリックで自動的に項目を再生：ファイルスタックで選択している項目の内容をプレビュー領域で再生す
るかどうかを設定するチェックボックス。

メディア
「環境設定」の「一般」パネルのこのセクションには、「使用していないメディアを自動管理」チェックボックスがあ
ります。このチェックボックスを選択すると、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」からメディア
を削除したときに、使用されなくなったメディアが「メディア」リストから削除されます。プロジェクトで使用されな
くなったメディアのコピーを「メディア」リストに残しておきたい場合は、このチェックボックスの選択を解除します。
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「アピアランス」パネル
「環境設定」ウインドウの「アピアランス」パネルには、「Motion」インターフェイスの視覚要素を制御する設定が
含まれていて、「タイムライン」、キャンバス、「サムネールプレビュー」、および「ステータスバー」に分類されてい
ます。

タイムライン
「Motion」環境設定にある「アピアランス」パネルのこのセクションでは、「タイムライン」でオブジェクトを表す
バーをどのように表示するかを選択できます。

 • タイムバー表示：「タイムライン」の表示に関する次の 3 つのオプションがポップアップメニューに表示されます：

 • 名前：「タイムライン」のトラック領域内のバーを、オブジェクト名で表示します。

 • 名前とサムネール：「タイムライン」のトラック領域内のバーを、名前と、オブジェクトの最初のフレームを表
現するサムネールイメージで表示します。この設定はデフォルトです。サムネールが表示されるのは、レイヤー
のみ（シェイプ、イメージ、イメージシーケンス、テキストなど）です。カメラ、ライト、ビヘイビアなどのオブ
ジェクトには、サムネールが表示されません。

 • フィルムストリップ：「タイムライン」内のバーを、連続するフレームのストリップとして表示します。名前のテ
キストは表示されません。連続するフレームのストリップが表示されるのは、レイヤーのみ（シェイプ、イメー
ジ、イメージシーケンス、テキストなど）です。カメラ、ライト、ビヘイビアなどのオブジェクトには、フレーム
が表示されません。

キャンバス
「Motion」環境設定にある「アピアランス」パネルのこのセクションには、キャンバスのエッジを越えるオブジェク
トの不透明度を制御する設定があります。

 • 全体表示の不透明度：レイヤーのうち、キャンバスの境界を越えて背景まで伸びる部分の不透明度を制御するス
ライダ。100 ％に設定すると、レイヤーは透明です。0 ％に設定すると、レイヤーは完全に不透明です。この設
定は、「表示」メニューの「表示領域をすべて表示」が有効になっているときに適用されます。

サムネールプレビュー
「レイヤー」リストにサムネールを表示すると、そのウインドウで選択している項目の情報が得られるため便利です。
部分的に透明な項目（アルファチャンネルが含まれている項目）に、イメージの背景を設定できます。

 • 背景：サムネールの背景用の 2 つのオプションが表示されるポップアップメニューです：

 • チェッカーボード：透明のピクセルが表示される部分にチェッカーボードのパターンが表示されます。

 • カラー：透明のピクセルが表示される部分に単色が表示されます。

 • 「背景」のカラーウェル：「背景」ポップアップメニューから「カラー」を選択すると、このカラーコントロールで、
OS X の「カラー」ウインドウまたは Motion ポップアップ・カラー・パレットから新しい背景色を選択できます。

67% resize factor



 第 4 章    環境設定 116

ステータスバー
ステータスバーは、「Motion」のワークスペース内でキャンバスとプロジェクトのタイトルバーの間にある領域です。
以下の設定を使用して、ステータスバーに表示される情報をカスタマイズできます。

 • 動的ツール情報：オンスクリーンコントロールを使ってオブジェクトをアクティブに調整するときに、変形情報を表
示するためのチェックボックスです。たとえば、キャンバスでオブジェクトを回転させると、元の回転の値と現在の
変更角度がステータスバーに表示されます。

 • カラー：キャンバス内でポインタを動かすときに、ピクセルカラー値の表示を有効にするチェックボックス。色は
「表示色」ポップアップメニューで選択したフォーマットで表示されます。

 • 座標：現在のポインタ位置の X 座標と Y 座標の表示を有効にするチェックボックス。

 • フレームレート（再生時のみ）：再生フレームレートの表示を有効にするチェックボックス。プロジェクトの再生中
以外は、何も表示されません。

 • 表示色：色データ表示のスタイルを設定するポップアップメニュー。このメニューには以下の項目があります：

 • RGB：各ピクセルの赤、緑、青、アルファ値を 0 ～ 1 の範囲で表示します。ただし、スーパーホワイトの値
は 0 ～ 1 の範囲を超えることがあります。

 • RGB（パーセント）：各ピクセルの赤、緑、青、およびアルファの値を 1 ～ 100（パーセント）で表示します。

 • HSV：色をヒュー、サチュレーション、値（ブライトネス）で表示します。ヒューは 1 ～ 360 度、サチュレー
ションと値は 1 ～ 100 パーセントです。アルファも 1 ～ 100 度の範囲で表示されます。

「プロジェクト」パネル
「環境設定」ウインドウの「プロジェクト」パネルでは、プロジェクトとレイヤーの継続時間やプロジェクトのその他
のオプションの設定を行います。コントロールは、「一般 3D」と「3D グリッド」の 2 つに分類されています。

デフォルトのプロジェクト設定
新規プロジェクトのデフォルト値を指定します。

参考：これらの設定は、環境設定を行ってから「Motion」を終了し、再度開いた後で作成したプロジェクトにのみ
適用されます。開いているプロジェクトの設定を変更するときは、「情報」インスペクタを使用します（Command 
＋ J キーを押すか、「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトをクリックし、「インスペクタ」で「情報」を
クリックします）。 

 • プロジェクトの継続時間：新規プロジェクトのデフォルト継続時間を設定する値フィールド。値フィールドに数字を
入力し、ポップアップメニューから「フレーム」または「秒」を選択します。

 • 背景色：新しいプロジェクトを作成するときにその背景の色を設定するカラーコントロール。現在のプロジェクト
の背景色が変更されることはありません。
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参考：最終的な出力に新しい背景色をレンダリングするには、「情報」インスペクタの「背景色」ポップアップメ
ニューから「単色」を選択する必要があります（Command ＋ J キーを押します）。

 • 新規書類：プロジェクトを作成するときのアプリケーションの動作を指定します。

 • プロジェクトブラウザを表示：プロジェクトを作成するときに「プロジェクトブラウザ」が表示されるように設定
します。

 • プロジェクトを使用：プロジェクトを作成するときに特定のプロジェクトが開くように設定します。「プロジェク
トを使用」を選択すると、「選択」ボタンが使用可能になります。「選択」をクリックして開くプロジェクトを
指定してください。（指定したいプロジェクトがブラウザに表示されない場合は、「ほかを開く」をクリックして 
Finder からプロジェクトを選択できます。）「プロジェクトブラウザ」の表示の省略について詳しくは、148 ペー
ジの「プロジェクトブラウザ」を表示しないようにする を参照してください。

静止画像とレイヤー
これらの設定は、静止画像と読み込んだレイヤー、および「Motion」で作成されたテキスト、シェイプ、マスクな
どのレイヤーのデフォルトの継続時間、位置、およびサイズを制御します。

 • デフォルトのレイヤー継続時間：固有の継続時間が指定されていない静止画像やジェネレータなどのレイヤーの
継続時間を設定するボタン。次の 2 つのオプションがあります：

 • プロジェクト継続時間を使用：すべてのレイヤーをプロジェクトと同じ継続時間に設定します。

 • カスタムの継続時間を使用：カスタムのレイヤー継続時間を設定します。隣接する値フィールドで定義します。

 • レイヤーの作成位置：新規レイヤーを「タイムライン」内のどこに置くかを設定するボタン。次の 2 つのオプショ
ンがあります：

 • 現在のフレーム：現在の再生ヘッドの位置にレイヤーを作成します。

 • プロジェクトの先頭：プロジェクトの最初のフレームにレイヤーを作成します。

 • 静止画（大）：読み込むファイルのサイズを設定するポップアップメニュー。次の 2 つのオプションがあります：

 • 何もしない：元のサイズでイメージを読み込みます。

 • キャンバスのサイズに合わせて調整：ファイルのアスペクト比を維持しながら、イメージを読み込んで、プロ
ジェクトサイズに合わせて縮小／拡大します。

参考：「静止画（大）」のオプションの詳細は、165 ページの大きな静止画像を読み込むを参照してください。

67% resize factor



 第 4 章    環境設定 118

「時間」パネル
「環境設定」ウインドウの「時間」パネルでは、プロジェクトで時間を表示する方法を設定したり、再生とキーフレー
ムのオプションを選択したりできます。コントロールは、「時間表示」、「再生コントロール」、および「キーフレーミ
ング」の 3 つに分類されています。

時間表示
Motion ツールバーのタイミング表示で時間がどのようにカウントされるかを設定します。

 • 時間の表示形式：次の 2 つの項目のあるポップアップメニューです：

 • フレーム：タイミング表示で、増分するフレーム番号を表示します。

 • タイムコード：タイミング表示で、8 桁のタイムコード番号を表示します。

 • フレーム番号：フレームの開始番号（0 または 1）を設定するポップアップメニュー。

再生コントロール
プロジェクトの再生方法を制御します。

 • 時間表示のアップデート：プロジェクト再生時の「タイムライン」のアップデート方法を設定するポップアップメ
ニュー。以下のメニュー項目があります：

 • アップデートしない：再生中に「タイムライン」を進めません。パフォーマンスが向上します。

 • ページ単位でジャンプ：再生ヘッドが「タイムライン」の右端に達したときに、「タイムライン」のトラック領域
が前へジャンプするように設定します。 

 • 連続スクロール：静止している再生ヘッドの背後で「タイムライン」がスクロールするように設定します。

 • オーディオ同期ができなかった場合：プロジェクトが複雑なためにオーディオとビデオを滑らかに再生できない場
合に、オーディオとビデオの再生が同期するように設定するボタン。2 つのオプションのいずれかを選択します：

 • ビデオフレームをスキップ：オーディオは引き続き再生しますが、ビデオフレームは遅れないようにスキップし
ます。

 • オーディオ再生を一時停止：プロジェクトを滑らかに再生できないときは、オーディオの再生を一時的に中断し
ます。

 • 再生速度をプロジェクトフレームレートに制限：このチェックボックスが選択されているときは、再生レートがプロ
ジェクトのフレームレートを超えることがなくなります。デフォルトでは、エフェクトの複雑度やコンピュータの処
理能力に基づいて、できるだけ高速にプロジェクトを再生します。このチェックボックスの選択が解除されている
ときは、再生速度はプロセッサの性能にのみ制限されるため、再生レートがプロジェクトのフレームレートを超え
る場合があります。
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 • スクラブしながらオーディオをループ：このチェックボックスが選択されているときは、再生ヘッドをドラッグして
いるフレームのオーディオを繰り返すように設定します。このチェックボックスの選択が解除されているときは、こ
れらのフレームのオーディオは 1 回のみ再生されます。

キーフレーミング
キーフレームを時間的にロックしたり、サブフレームのキーフレーミングを有効にしたりします。

 • キーフレームエディタでキーフレームの時間をロック：このチェックボックスが選択されているときは、「キーフレー
ムエディタ」でキーフレームの値を設定できますが、キーフレームを時間的に前後に移動することはできません。
これにより、パラメータ値を調整するときに、アニメーションのタイミングが変更されるのを防ぐことができます。

 • サブフレームのキーフレーミングを許可：このチェックボックスが選択されているときは、再生しながら記録する
とき、または「キーフレームエディタ」で「キーフレーム変形」ツールを使って複数のキーフレームをまとめて調
整するときに、アニメーションが滑らかになります。

「キャッシュ」パネル
「環境設定」ウインドウの「キャッシュ」パネルでは、プロジェクトのメモリとディスクの使用量を管理するための設
定を行います。コントロールは、「時間表示」、「再生コントロール」、および「キーフレーミング」の 3 つに分類さ
れています。

メモリとキャッシュ
「Motion」環境設定ウインドウの「キャッシュ」パネルにあるこの設定には、プロジェクトキャッシュに割り当てるメ
モリ量を指定できます。

 • プロジェクトキャッシュ：システムの合計メモリのうちプロジェクトキャッシュに使用するメモリ（パーセント）を指
定する値フィールド。数字が大きいほどフレームのキャッシュに利用できるメモリが増えるため、滑らかで安定し
た再生が保証されます。
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自動保存
これらの設定によって、プロジェクトを保存する頻度と保存ファイルの場所が制御されます。保存ファイルには、時
刻と日付がスタンプされます。自動保存のカスタマイズについて詳しくは、187 ページの自動保存を使用するを参照
してください。

 • 自動保存ボールトを使用：このチェックボックスが選択されているときは、「自動保存ボールトフォルダ」で指定
したパスにプロジェクトが自動保存されます。デフォルトでは、自動保存ボールトフォルダは、ホームディレクト
リの「ムービー」フォルダ内の「Motion Projects」というフォルダの下にあります。

 • コピーの保存間隔：プロジェクトを保存する間隔を指定する値フィールド（分単位）。

 • 最大保存数：ボールトに保存する自動保存プロジェクトのバージョン数を指定する値フィールド。

 • 最大：ボールトに保存する自動保存プロジェクトの最大数を指定する値フィールド。

 • 自動保存ボールトフォルダ：自動保存ファイルを格納する場所を設定できます。「リセット」ボタンを押すと、自
動保存の場所がデフォルトの場所に設定されます。

オプティカルフローのリタイミング
素材をリタイミングすると、コンピュータにリタイミングファイルが保存されます。この設定（「キャッシュ」パネルの
このセクションにあります）で、格納場所を指定します。

 • リタイミングファイルを保存：リタイミングしたフッテージの格納場所を設定する 2 つのボタン。

 • ソースメディアと同じフォルダ：このボタンが有効になっているときは、リタイミングファイルがソースフッテー
ジと同じ場所に保存されます。

 • フォルダを指定：このボタンが有効になっているときは、カスタムの格納場所が設定されます。「選択」をク
リックしてから、ファイルダイアログで新しい場所を選択します。デフォルトでは、「Optical Flow」フォルダは
「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Caches/com.apple.motionapp/Retiming Cache Files/」フォルダ
にあります。

 • リタイミングキャッシュを削除：オプティカルフローのリタイミングファイルをすべて削除し、フレームの合成にオ
プティカルフローを使用するオブジェクトをすべてリセットするボタン。警告ダイアログが表示され、すべてのリタ
イミングファイルを削除するかどうかを確認されます。

 • Finder に表示：このボタンがクリックされると、リタイミングファイルのフォルダの場所が Finder に表示されま
す。

「キャンバス」パネル
キャンバスの表示をカスタマイズするときは、「環境設定」ウインドウの「キャンバス」パネルにある設定を使用し
ます。このパネルで加えた変更は、現在のプロジェクトにただちに反映されます。「配置」と「ゾーン」の 2 つに
分類されています。
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配置
これらの設定によって、キャンバスにオプションで表示されるグリッド、ルーラ、ガイドの色と表示が制御されます。グ
リッド、ガイド、およびルーラは、「表示」メニューまたはキャンバスの右上隅にある「表示」ポップアップメニュー
でオンまたはオフにできます。

 • グリッド間隔：グリッドの幅をピクセル単位で設定するスライダ。

 • グリッドのカラー：グリッドの線の色を設定するカラーコントロール。

 • ガイドのカラー：ガイドの色を設定するカラーコントロール。

 • ダイナミックガイドのカラー：ダイナミックガイドの色を設定するカラーコントロール。

 • オブジェクトのスナップ位置：キャンバス内でオブジェクトを移動したときにほかのオブジェクトと位置を揃える方
法を設定するポップアップメニュー。3 つのオプションがあります：

 • 中心：オブジェクトを中心で揃えます。

 • エッジ：オブジェクトを端で揃えます。

 • 中心とエッジ：オブジェクトを中心と端で揃えます。

 • ルーラの位置：キャンバスのルーラの位置を設定するポップアップメニュー。4 つのオプションがあります：

 • 左下

 • 左上

 • 右上

 • 右下

ゾーン
セーフゾーンのサイズと色を制御します。「セーフゾーン」は、民生用のテレビ画面では正しく表示されない画面上
の領域にイメージを配置しないようにする特別なガイドです。アクションセーフ領域の外に表示されるイメージは、表
示されなくなる可能性があります。タイトルセーフ領域外の領域は歪む場合があるため、テキストが読みづらくなる
可能性があります。

テレビやフィルムの両方で使用するために出力する場合、クリップがフィルムに変換されるときに切断される TV フ
レームの領域が分かれば便利です。「フィルムゾーン」の設定では、作業しているフィルムゲージのアスペクト比が
分かるようにガイドを表示できます。

 セーフゾーンとフィルムゾーンのガイドは、「表示」メニュー、またはキャンバスの右上隅にある「表示」ポップアッ
プメニューでオンまたはオフにできます。

 • アクションセーフ領域：アクションセーフのガイドを表示するキャンバスの比率を設定するスライダです。（デフォ
ルトはキャンバスの 90 ％です。）

 • タイトルセーフ領域：タイトルセーフのガイドを表示するキャンバスの比率を設定するスライダです。（デフォルト
はキャンバスの 80%です。）
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 • セーフゾーンのカラー：セーフゾーンのガイドの色を設定するコントロール。

 • フィルムゾーン：ガイドのサイズを標準アスペクト比に設定するポップアップメニュー。ポップアップメニューの右
側の値フィールドに数値を入力することで、独自のアスペクト比が設定されます。メニューの選択肢は 5 つありま
す：

 • アメリカンビスタ 1.85:1

 • アナモフィックスコープ 2.35:1

 • HD 16:9

 • スタンダード 4:3

 • カスタム

 • フィルムゾーンのカラー：フィルムゾーンのガイドの色を設定するコントロール。

「3D」パネル
「環境設定」ウインドウの「3D」パネルでは、「Motion」の 3D ワークスペースで作業するときのさまざまな側面
を制御できます。コントロールは、「一般 3D」と「3D グリッド」の 2 つに分類されています。

一般 3D
挿入表示を制御したり、新しいグループのデフォルトを 2D モードにするか 3D モードにするかを選択したりでき 
ます。

 • 挿入表示の表示：挿入表示（カメラビューを表示する一時的なウインドウ）をキャンバスに表示するタイミングを
設定するポップアップメニュー。挿入表示を表示するには、「表示」メニューまたは（キャンバスの右上隅にある）
「表示」ポップアップメニューで「挿入表示」を有効にする必要があります。このメニューには次の 3 つの項目
があります：

 • 変形の変更時：位置、回転、縮小／拡大など、オブジェクトの変形パラメータを調整するときに挿入表示が表
示されるように設定します。

 • すべての変更時：リプリケータのパラメータを調整するなど、オブジェクトに固有の調整を HUD または「イン
スペクタ」で加えるときに挿入表示が表示されるように設定します。

 • 手動：挿入表示が常に表示されるように設定します。

 • 挿入表示のサイズ：挿入表示のサイズを設定するスライダ。

挿入表示の使用について詳しくは、901 ページの挿入表示を参照してください。

 • 新規グループのデフォルトのタイプ：新しいグループを 2D モードとして作成するか 3D モードとして作成するか
を指定するポップアップメニュー。「自動」に設定すると、作成されるグループのタイプをプロジェクトに基づいて
「Motion」が決定します。たとえば、「自動」を選択し、3D プロジェクトで作業をしている場合、新規グルー
プは 3D です。2D プロジェクト（カメラなし）で作業をしている場合、新規グループは 2D です。
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3D グリッド
以下のコントロールを使って、「Motion」の 3D ワークスペースに表示されるグリッドの設定を変更できます。

 • 3D グリッド間隔：グリッド線の間隔をピクセル単位で指定するスライダ。

 • 1 次グリッドのカラー：メインのグリッド線の色を設定するコントロール。メインのグリッド線は 2 次グリッドの線よ
りも若干太くなります。

 • 2 次グリッドのカラー：2 次グリッド線（メインのグリッド線内に表示される線）の色を設定するコントロール。

「プリセット」パネル

「プリセット」パネルの概要
「Motion」環境設定の「プリセット」パネルには、プロジェクト設定のプリセットが表示されます。このパネルで
は、デフォルトを選択できるほか、設定の作成、変更、削除が可能です。デフォルトのプロジェクトのプリセットに
よって、プロジェクトを作成するときに割り当てられる設定が決まります。割り当てられた設定を作業中に変更するに
は、「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトを選択し、「インスペクタ」で「情報」をクリックします。

このパネルでデフォルトプロジェクトを設定すると、「プロジェクトブラウザ」から開く新規プロジェクトが、この設定
を使って作成されます（「プロジェクトブラウザ」の「プリセット」メニューから別のオプションを選択した場合は別
です）。

 • 「プロジェクトプリセット」リスト：現在のプリセットのリストが表示されます。名前の左にあるチェックボックスは
デフォルトのプリセットを示します。右の列で、プリセットがロックされているかどうかが分かります。ロックされ
ているプリセットは変更できません。ロックされているプリセットは、複製すればそのコピーを編集できます。

 • デフォルト：新規プロジェクトで使用するデフォルトプロジェクト設定を指定するチェックボックス。新しくプリセッ
トを選択するには、別のボックスを選択します。

 • 「概要」ボックス（ラベルなし）：「プロジェクトプリセット」リストの右にある「概要」ボックスには、選択されて
いるプリセットの詳細が表示されます。

 • プリセットを追加（＋）：プリセットの作成に使用する「プロジェクト・プリセット・エディタ」ダイアログを表示す
るボタン。

 • プリセットを削除（－）：上の「プロジェクトプリセット」リストで選択したプリセットを削除するボタン。

 • 複製：上の「プロジェクトプリセット」リストで選択したプリセットの複製を作成するボタン。

 • 編集：「プロジェクト・プリセット・エディタ」を表示するボタン。プリセット設定を変更できます。

124 ページのプロジェクト・プリセット・エディタを参照してください。
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プロジェクト・プリセット・エディタ
「プロジェクト・プリセット・エディタ」で、プロジェクトプリセットを編集します。「プリセットを追加」ボタン（＋）
をクリックするか、「Motion」環境設定ウインドウの「プリセット」パネルで既存のプリセットを編集しようとすると、
このウインドウが開きます。プロジェクトプリセットの作成、編集、削除について詳しくは、149 ページのプリセット
を作成する／編集する／削除するを参照してください。

参考：ロックされているプリセットは編集できません。ロックされているプリセットを編集しようとすると、警告ダイア
ログが表示されます。プリセットの複製コピーが作成され、編集がその複製に適用されます。

「プロジェクト・プリセット・エディタ」には次の設定があります。

 • 名前：プリセットの名前が表示される編集可能フィールド。

 • 説明：プリセットを見分けるための説明テキストが表示されるフィールド。このフィールドには独自の説明テキス
トを入力できます。新しいテキストは、「Motion」環境設定の「プリセット」パネルにある概要ボックスに表示
されます。

参考：「プロジェクトブラウザ」の右下隅には、解像度、フィールドの順番、アスペクト比のみが表示され、説明
テキスト（またはプリセット名）は表示されません。

 • 「幅」と「高さ」：これらのフィールドは、プリセットのフレームサイズを設定します。

 • ピクセルのアスペクト比：プリセットのアスペクト比を設定するポップアップメニュー。この設定は、プロジェクト
内のメディアのタイプと一致している必要があります。

 • フィールドの順番：プロジェクトのフィールドの順番を設定するポップアップメニュー。通常、DV プロジェクトは
「偶数フィールド順」設定を使用します。

 • フレームレート：プリセットのフレームレートを設定するポップアップメニュー。

67% resize factor



 第 4 章    環境設定 125

「ジェスチャー」パネル
「環境設定」ウインドウの「ジェスチャー」パネルには、Wacom 社の intuos グラフィックスタブレットを使用して
「Motion」を制御するための設定があります。

コンピュータにタブレットが取り付けられていない場合、または OS X の「システム環境設定」の「Ink」環境設定
で「手書き認識」を「入」にしていない場合は、「Motion」でジェスチャーをオンにできません。「Ink 環境設定
を開く」ボタンをクリックすれば、「ジェスチャー」環境設定パネルから「Ink」環境設定を表示できます。

詳しくは、1035 ページのジェスチャーの概要を参照してください。

参考：マルチタッチデバイス上でスワイプやピンチなどのマルチタッチジェスチャーを実行するときは、「Motion」
環境設定の「ジェスチャー」パネル内の設定の影響は受けません。

 • ジェスチャー入力：ジェスチャーのオン／オフを切り替えるボタン。

 • Ink 環境設定を開く：OS X の「システム環境設定」の「Ink」パネルを開くボタン。

 • トリガー：使用するトリガー方法を設定するポップアップメニュー：ペンボタン 1、ペンボタン 2、キーボードの 
Control キーのいずれかです。

 • 空中でのジェスチャー入力を許可：このチェックボックスが選択されているときは、タブレットにペンの先を押し付
けなくてもジェスチャーを入力できます。このオプションは、ペンボタンがジェスチャーを有効にするトリガーとし
て設定されているときにのみ使用可能です。
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ユーザインターフェイスのコントロールの概要
「Motion」でコンポジションを作成したり変更したりするときは、パラメータを調整します。パラメータは、プロジェ
クトを構成するオブジェクト、クリップ、およびエフェクトの各特性を定義する数値属性です。「Motion」には数千
ものパラメータがありますが、直感的なユーザ・インターフェイス・コントロールの小さな集まりを学習することで、
それらのすべてを簡単に調整できるようになります。

これらのコントロールのそれぞれについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）で
トピックを選択してください。

ツールバーのコントロール
「Motion」のツールバーは、メインウインドウの中央、プロジェクトパネルとキャンバスの下にあります。 

ツールバーの左側には、テキスト、シェイプ、マスクなどの要素を作成して編集するためのコントロールがあります。
ツールバーの中央には、タイミング表示があります。ツールバーの右側には、以下の操作を行うボタンがあります：

 • ヘッドアップディスプレイ（HUD）の表示／非表示

 • カメラ、ライト、またはジェネレータの追加 

 • フィルタとビヘイビアの適用

 • パーティクルシステムとリプリケータの作成

複数のモードやオプションを備えたツールバーのコントロールは、ポップアップメニューと呼ばれ、右下隅にある小
さな下向き矢印で示されます。たとえば、デフォルトの「矩形マスク」ツールでは、モードを「矩形」、「円」、「フ
リーハンド」、「ベジェ」、または「B スプライン」に設定できます。 

ツールバーコントロールの別のモードまたはオプションを利用する

 m 右下隅に小さな下向き矢印があるツールをクリックして、マウスボタンを押しながら、ポップアップメニューからモー

ドまたはオプションを選択します。

各ツールの説明と使いかたについては、46 ページのツールバーの概要を参照してください。

スライダのコントロール

基本的なスライダ
スライダでは、決まった数値範囲のパラメータを調整します。たとえば、不透明度は 0 ％～ 100 ％の範囲内に設定
する必要があります。スライダをドラッグして、その範囲内の任意の値を設定します。 

ユーザインターフェイスのコントロール
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スライダは範囲が固定されているコントロールですが、その制限範囲を超える値に設定できるパラメータもありま
す。それらのパラメータでは、値スライダという別の種類のスライダコントロールを使用できます。これについては
次のセクションで説明します。

基本的なスライダの値を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m スライダを左にドラッグすると値が小さくなり、右にドラッグすると値が大きくなります。

 m Option キーを押しながらスライダの左または右をクリックすると、値が 1 ずつ増減します。

値スライダ
基本的なスライダは範囲が固定されているコントロールですが、制限範囲を超える値に設定できるパラメータもあり
ます。それらのパラメータでは、多くの場合、値スライダと呼ばれる別の種類のスライダコントロールが使用可能で
す。値スライダは薄いグレイの数字として、ほとんどの場合基本的なスライダの右に表示されます。たとえば、「ブ
ラー（ガウス）」フィルタの「適応量」パラメータには、デフォルトの数値範囲が 0 ～ 64 の基本的なスライダがあ
りますが、横に表示されている値スライダではこのパラメータを 600 まで調整できます。 

拡大／縮小などの数値範囲が事実上無限のパラメータでは、任意の正または負の値を設定できます。値スライダは
最大桁数が 18 桁になっているため、大きい数値まで表示できます。

値スライダを使ってパラメータの値を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 数字上を左右にドラッグして値を増減します。

値の増減の刻みを大きくするには、Shift キーを押しながらドラッグします。値の増減の刻みを小さくするには、
Option キーを押しながらドラッグします。

 m 数値をクリックまたはダブルクリックして、フィールドに値を入力します。

座標のコントロール
キャンバス内の特定の位置を定義するパラメータは、X、Y、および Z 座標を設定する 3 つの値スライダを使って制
御されます。2 次元オブジェクト内の特定の位置を定義するパラメータには、X 座標と Y 座標用の 2 つの値スライ
ダがあります。

参考：ほとんどの場合は、X 軸と Y 軸の値スライダだけが表示され、隣接する開閉用三角ボタンをクリックすると両
方の値スライダが縦に積み重ねて表示されます。ただし、3 次元で操作する 3D グループの場合は、隣接する開閉
用三角ボタンをクリックすると、Z 軸の値スライダも表示されます。
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最も一般的な座標コントロールは、オブジェクトの中心点をキャンバスの指定位置に設定する「位置」パラメータで
す。ただし、キャンバス内の位置を定義するパラメータには、座標コントロールが使用されます（レンズフレアの中
心やパーティクルシステムの始点など）。

また、大半の座標パラメータは、キャンバス内でオブジェクトを動かすかオンスクリーンコントロールを動かすことで
設定できます。たとえば、「ブラー（放射）」フィルタの「中心」パラメータでは、キャンバスに座標コントロールが
表示されます。これをドラッグして、エフェクトの震源を視覚的に調整できます。

インスペクタで座標の値を変更する

 m X、Y、および（該当する場合は）Z 軸の値スライダを使用します。 

 m 座標のオンスクリーンコントロールがキャンバスに表示された場合は、それを別の場所にドラッグします。

値スライダの使いかたの詳細は、127 ページの値スライダを参照してください。

ダイヤル
度数単位のパラメータ（「回転」や「ヒュー」など）では、ダイヤルコントロールが使用されます。

パラメータの値が 0 ～ 360 度だけの場合もあります。そのようなダイヤルを 1 周を超えて回転すると、数値が最初
から繰り返されます。負の値に設定できるパラメータや、何度も回転できるパラメータもあります。 

ダイヤルの横には値スライダがあり、ダイヤルで設定する値が表示されます。ダイヤルの値スライダを直接操作する
こともできます。 

ダイヤルを使ってパラメータを調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m ダイヤルを時計回りまたは反時計回りにドラッグすると、値が増減します。

 m ダイヤルの右にある値スライダを調整します。 

値スライダの操作の詳細は、127 ページの値スライダを参照してください。

値フィールド
このコントロールは、直接入力してパラメータの値を設定します。 

値フィールドを使用するパラメータの例として、テキスト入力フィールドがあります。「Motion」では数値フィールド
も使用されます。
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アクティブ化チェックボックス
オン／オフを選択にする必要のあるパラメータでは、チェックボックスコントロールが使用されます。たとえば、テキ
ストオブジェクトの「すべて大文字」および「パスに揃える」設定は、チェックボックスで制御されます。

スライダやダイヤルを使用するパラメータと異なり、チェックボックスで制御するパラメータのキーフレームを設定す
ることはできません。

参考：「インスペクタ」の「フィルタ」と「ビヘイビア」には、エフェクトをオン／オフする特殊なチェックボックス
があります。これらのチェックボックスは、エフェクトをオンにすると青色になり、エフェクトをオフにするとグレイに
なります。

チェックボックスで制御するパラメータをアクティブまたは非アクティブにする

 m チェックボックスをクリックします。

メニュー

ポップアップメニュー
「Motion」では、さまざまなメニューやメニューに似たコントロールが使用されます。たとえば、ポップアップメ
ニュー、値リスト、パラメータ選択メニュー、トラッキング選択メニューなどがあります。

メニューにキーフレームを設定することはできません。

定義済みオプションがあるパラメータは、ポップアップメニューで制御されます。場合によっては、ポップアップメ
ニューで使用できるオプションが、ほかの関連するパラメータの設定に応じて変わります。「Motion」のインター
フェイス全体で、いくつかの種類のポップアップメニューが表示されますが、どれも機能は同じです。
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ポップアップメニューの値を変更する

 m メニューをクリックして、リストから項目を選択します。

パラメータ選択メニュー
パラメータ選択メニューは、「パラメータ」ビヘイビア用の特別なタイプのポップアップメニューです。パラメータ選
択メニューは、通常は「適用」というラベルが付けられ、「パラメータ」ビヘイビアの適用後に「ビヘイビア」イン
スペクタに表示されます。このメニューは、適用したビヘイビアによって変更されているパラメータを示す表示フィー
ルドと、別の対象パラメータを選択できる「対象」ポップアップメニューで構成されます。

ソースウェル
「Motion」のエフェクトの多くでは、1 つのオブジェクトの特定のパラメータが別のオブジェクトに適用されます。た
とえば、「バンプマップ」フィルタではオブジェクト A のテクスチャがオブジェクト B に適用されます。「周回」ビヘ
イビアでは、オブジェクト C がオブジェクト D の周りを旋回します。このようなオブジェクトの関係は、ソースウェル
と呼ばれる（イメージウェルと呼ばれることもあります）コントロールを使って設定します。ソースウェルは、対象の
オブジェクトに影響を及ぼすソースオブジェクトをドラッグして入れることができる空のボックスです。 

ソースウェルを使用する

 m 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、「レイヤー」リスト、または「メディア」リストから空のボックスにオブジェクト

をドラッグします。

ウェルにオブジェクトのサムネールが表示され、そのオブジェクトがエフェクトのソースとして使われることを示しま
す。

ソースウェルのコンテンツを置き換える

 m オブジェクトをウェルにドラッグします。

古いソースが新しいソースに置き換えられます。

ソースウェルを消去する

 m ウェルからアイコンをドラッグします。

ウェルが空になります。
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カラーコントロール

基本のカラーコントロール
「Motion」には、基本のカラーコントロールがいくつか用意されています：

 • カラーウェル：小さな色見本。クリックすると OS X の「カラー」ウインドウが開きます。

 • 下向きの矢印：カラーウェルの横にあるボタン。「Motion」のポップアップ・カラー・パレットが開きます。OS 
X の「カラー」ウインドウの代わりに使用できます。

 • スポイト：「Motion」キャンバスで使用される、色選択に使用するコントロール。

 • 開閉用三角ボタン：クリックすると、詳細なカラーコントロールが表示されるコントロール。

「Motion」の基本のカラーコントロールを使ってオブジェクトの色を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m カラーウェル色見本をクリックし、OS X の「カラー」ウインドウから色を選択します。詳しくは、132 ページの「カ
ラー」ウインドウを参照してください。

 m 下向きの矢印をクリックするか、Control キーを押しながらカラーウェルをクリックして、「Motion」のポップアッ
プ・カラー・パレットから色を選択します。詳しくは、131 ページのポップアップ・カラー・パレットを参照してくだ
さい。

 m スポイトをクリックしてから、キャンバス内で目的の色のオブジェクトをクリックします。詳しくは、133 ページのスポ
イトを参照してください。

 m カラーコントロールの左側にある開閉用三角ボタンをクリックして、「赤」、「緑」、「青」、および「不透明度」（該当

する場合）の各スライダを表示します。詳しくは、133 ページの展開されたカラーコントロールを参照してください。

ポップアップ・カラー・パレット
Control キーを押しながらカラーウェルをクリックするか、または横の下向きの矢印をクリックすると、「Motion」
のポップアップ・カラー・パレットが表示されます。上の領域内をクリックして、ヒュー、サチュレーション、および
明るさのスペクトラムの中から色を選択します。グレイスケール値を選択するときは、下のグラデーションをクリック
します。

どちらかの領域内でドラッグすると、ポインタがスポイトになり、右の列にはサンプリングした色の RGB 値と HLS 
値が表示され、RGB 情報の上にある 2 つの色見本には現在の色とサンプリングした色が表示されます。スペクトラ
ムでサンプリングすると、キャンバス内の選択されているオブジェクトが動的にアップデートされます。 
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「カラー」ウインドウ
「Motion」内で OS X の「カラー」ウインドウを使って、Web セーフカラーやクレヨンパレットなどの使い慣れた
カラーピッカーを利用することもできます。

Current 
color picker

Picker interfaces

Saved color 
swatches

Current color

「カラー」ウインドウには 4 つの領域があります：一番上の部分にあるアイコンは、ピッカーインターフェイスを選択
するためのものです。大きな色見本には、現在の色が表示されます。中央の領域には、有効になっているピッカー
が表示されます。ボックス行を使って、色見本を保存できます。 

「カラー」ウインドウを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m カラーウェルをクリックします。 

 m 「表示」＞「カラーパネルを表示」と選択します。

 m Shift ＋ Command ＋ C キーを押します。

「カラー」ウインドウで色を選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m カラーピッカー領域で色をクリックします。 

 m 虫眼鏡をクリックしてから、コンピュータ画面上の任意の場所をクリックすると色が選択されます。

参考：「Motion」のいずれかのカラーウェルをクリックして「カラー」ウインドウを開いた場合は、「カラー」ウイ
ンドウでクリックした色がウェルに読み込まれ、キャンバス内の選択されているオブジェクトの色が変更されます。た
だし、「表示」メニューから（または Shift ＋ Command ＋ C キーを押して）「カラー」ウインドウを開いた場合
は、「カラー」ウインドウで色をクリックしてもその色はウェルに読み込まれず、選択されているオブジェクトの色も
変更されません。この場合は、「カラー」ウインドウからカラーウェルに色見本をドラッグします。同様に、「カラー」
ウインドウを開いたままにして、キャンバスで別のオブジェクトを選択した場合は、「カラー」ウインドウで色をクリッ
クしても、新しく選択したオブジェクトの色は変更されません。

「カラー」ウインドウの保存済み色見本の領域に色を保存する

 1 ピッカーでまたは虫眼鏡を使って色を選択します。

 2 大きな色見本の色を「カラー」ウインドウの下部の白い正方形にドラッグします。 

この領域に保存された色は、アプリケーションおよび再起動をまたがって保持されます。
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スポイト
カラーウェルの横にあるスポイトコントロールを使って、「Motion」のキャンバスで使用されている色を選択できま
す。シーン内にある色から選択することで、要素を同じパレットに残すことができるので、デザインの調和感および統
一感が高まります。 

スポイトを使って色を選択する

 1 「インスペクタ」で、設定したい色パラメータのスポイトをクリックします。

ポインタがスポイトに変わります。

 2 キャンバス内で色をクリックします。

その色がカラーウェルに割り当てられます。

展開されたカラーコントロール
色を数値で正確に制御しなければならない場合があります。2 つの色を厳密に一致させたり、カラーチャンネルを個
別に調整したりしなければならない場合もあります。 

カラーコントロールのすべてのセットに開閉用三角ボタンがあり、これをクリックすると、赤、緑、および青のカラー
チャンネル用のスライダが表示されます。これらのスライダを調整することで、色を選択したり微調整したりできます。
これらのコントロールは、カラーチャンネルごとに別々にキーフレームを設定する必要がある場合など、さまざまな用
途に利用できて便利です。スライダの使いかたの詳細は、126 ページの基本的なスライダを参照してください。

グラデーションコントロール

基本のグラデーションコントロール
色で塗りつぶせる属性のほとんどは、グラデーションで塗りつぶすこともできます。グラデーションコントロールは、カ
ラーコントロールと同様に複雑な設定の集まりで、展開することでより正確に制御できます。

 • グラデーション・プレビュー・バー：現在選択しているグラデーションを表示する横長のバー

 • グラデーションプリセットのポップアップメニュー：グラデーションプリセットのリストを含むメニュー。

 • 開閉用三角ボタン：クリックすると、グラデーションエディタを表示するコントロールが展開されます。

グラデーションプリセットのポップアップメニュー
グラデーションエディタが閉じているときでも、グラデーション・プレビュー・バーの右にあるグラデーションプリセッ
トのポップアップメニューから設定済みグラデーションを選択できます。

Gradient preset 
pop-up menu

現在のグラデーションを保存済みプリセットに変更する

 m グラデーションプリセットのポップアップメニューをクリックして、リストからグラデーションプリセットを選択します。

新しいグラデーションがグラデーションバーに表示され、キャンバス内の選択されているオブジェクトに適用されます。
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グラデーションエディタ
グラデーションをカスタマイズまたは変更するには、「グラデーション」行の開閉用三角ボタンをクリックしてコント
ロールを展開し、グラデーションエディタを表示します。グラデーションエディタを使って、グラデーションの色、色
の位置、色の数、不透明度、方向、および補間を変更できます。グラデーションの色と不透明度をアニメートするこ
ともできます。

The Angle parameter, 
available for text gradients, 
defines the direction 
of a linear gradient.

グラデーションエディタ内のコントロール
 • グラフィックのコントロール：不透明度、カラー、グラデーションの広がりを設定したりプレビューしたりできる 3 
つの水平バーです。

一番上にある白の細いバー（不透明度バー）で、グラデーションの不透明度と透明度を制御します。グラデーショ
ンの不透明度の広がりを調整するには、小さいボックス型の不透明度タグをバーに沿って横にドラッグします。不
透明度バーをクリックして不透明度タグを追加し、透明度のレベルが変化するグラデーションを作成することがで
きます。不透明度タグを削除するには、カラーバーから離すようにタグをドラッグします。不透明度タグの値を変
更するには、不透明度スライダ（後述）を選択してドラッグします。

不透明度タグの値の範囲は、0 ％（完全に透明）～ 100 ％（完全に不透明）です。2 つの不透明度タグ間のト
ランジションを調整するには、中間コントロールをドラッグします。これは隣り合うタグ間にある小さな三角形で、
「補間」が「連続的」（後述）に設定されている場合に使用できます。デフォルトでは、テキストに適用される
グラデーションの不透明度が 100 ％に設定されています。 

中央の太いバーには、現在のグラデーションのプレビューが表示されます。 

一番下にある細いバー（グラデーションバー）で、グラデーションの色を制御します。グラデーションの色の広が
りを調整するには、小さいボックス型のカラータグをバーに沿って横にドラッグします。カラータグを追加するに
は、グラデーションバー内をクリックします。カラータグを削除するには、グラデーションバーから離すようにタグ
をドラッグします。カラータグの値を変更するには、タグを選択して下のカラーウェルから色を選ぶか、タグをダ
ブルクリックして「カラー」ウインドウから色を選びます。カラータグ間のトランジションを調整するには、中間コ
ントロールをドラッグします。これは隣り合うタグ間にある小さな三角形で、「補間」が「連続的」に設定されて
いる場合に使用できます。 

カラータグを選択すると、「カラー」コントロールと「場所」コントロール（後述）が有効になります。不透明度
タグを選択すると、不透明度スライダ（後述）が有効になります。中間コントロールを選択すると、「中間」スラ
イダ（後述）が有効になります。 

 • カラー：グラデーションバーで選択したカラータグのヒューを設定するカラーウェルとスポイトです。カラーウェル
の詳細は、131 ページの基本のカラーコントロールを参照してください。

 • 不透明度：不透明度バーで選択した不透明度タグの透明度を設定するスライダです。値の範囲は、0 ％（完全
に透明）～ 100 ％（完全に不透明）です。
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 • 補間：選択したカラータグまたは不透明度タグの補間を設定するポップアップメニューです。3 つのオプションが
あります：

 • 直線状：グラデーションタグ間に不透明度または色を均等に分布します。

 • 連続的：隣り合う不透明度タグまたはカラータグ間の調整可能な変化率を設定します。変化率を調整するには、
不透明度バーまたはグラデーションバーの中間コントロールをドラッグするか、「中間」スライダ（後述）をド
ラッグします。

 • 一定：カラータグまたは不透明度タグから一定に色の分布を作成して、グラデーションの左から右へ移動させ
ます。たとえば、左のカラータグが「一定」に設定されている場合、そのタグとすぐ右のタグの間のグラデー
ションは均一の単色になります。

Tag set to Continuous

Tag set to LinearTag set to Constant

 • 中間：不透明度バーおよびグラデーションバーの中間コントロールと同じ機能を備え、不透明度タグまたはカラー
タグ間のトランジションポイントを調整するスライダです。中間コントロールを選択すると、「中間」スライダが使
用可能になります。 

 • 場所：選択した不透明度タグまたはカラータグの位置を調整するスライダです。

 • タイプ：直線状または放射状のグラデーションを選択できるポップアップメニューです。

 • 開始：選択したオブジェクトのグラデーションの開始位置を設定する値スライダです。このパラメータは、グラデー
ション全体、つまり色と不透明度に影響します。開閉用三角ボタンをクリックすると、X および Y の値スライダが
横ではなく縦に積み重ねて表示されます。

 • X：グラデーションの X 開始位置を制御します。

 • Y：グラデーションの Y 開始位置を制御します。

The Start and End 
parameters, available 
for nontext gradients, 
define the start and end 
positions of the gradient.

 • 終了：選択したオブジェクトのグラデーションの終了位置を設定する値スライダです。このパラメータは、グラデー
ション全体、つまり色と不透明度に影響します。開閉用三角ボタンをクリックすると、X および Y の値スライダが
横ではなく縦に積み重ねて表示されます。

 • X：グラデーションの X 終了位置を制御します。

 • Y：グラデーションの Y 終了位置を制御します。

参考：「開始」パラメータと「終了」パラメータはテキストグラデーションには表示されません。

 • アングル：「タイプ」ポップアップメニューが「直線状」に設定されている場合、このダイヤルで直線状のグラ
デーションの方向を指定します。このパラメータは、テキストグラデーションの場合のみ表示されます。
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グラデーションエディタの作業
グラデーションエディタは、カスタムスタイルを作成できる柔軟で強力なツールです。 

グラデーションの色を変更する

 1 「グラデーション」の開閉用三角ボタンをクリックし、グラデーションエディタを表示します。

 2 グラデーションエディタでカラータグの色を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • カラータグをダブルクリックします。

Double-click a color tag 
to open the Colors window

「カラー」ウインドウが表示されます。「カラー」ウインドウを使ってタグの色を設定します。

 • カラータグをクリックし、「カラー」パラメータ名の左にある開閉用三角ボタンをクリックしてから、「赤」、「緑」、
「青」カラーチャンネルのスライダを調整します。

 • Control キーを押しながらカラータグをクリックして、ポップアップのカラーパレットを表示します。パレットのス
ポイトをドラッグして、色を選択します。タグをグレイスケールカラーに設定するには、下部のパレット内をドラッ
グします。

 • カラータグをクリックし、次に Control キーを押しながらカラーウェルをクリックし、ポップアップのカラーパレッ
トを表示します。

 • カラータグをクリックし、スポイトツールをクリックして、キャンバスで色をクリックします。

グラデーションの不透明度を変更する

 1 不透明度タグをクリックします。

不透明度スライダが有効になります。

Opacity slider

Opacity tag

 2 不透明度スライダまたはその横にある値スライダを使って、透明度のレベルを変更します。

グラデーションの透明度に新しい不透明度の値が反映されます。
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ヒント：不透明度のパーセントを小さくすると、透明度が大きくなります。

グラデーションにカラータグを追加する

 m 下のグラデーションバーで、新しい色を追加したい位置にポインタを合わせてクリックします。

グラデーションに新しいカラータグが追加されます。

Click the lower color
bar to add a color tag.

参考：グラデーションの色と不透明度、およびタグの位置はアニメートできますが、カラータグと不透明度タグの数
はアニメートできません。

グラデーションに不透明度タグを追加する

 m 不透明度バーのタグを追加したい位置にポインタを合わせてクリックします。

グラデーションに新しい不透明度タグが追加されます。

値を調整するまでは、グラデーションの不透明度は 100 ％です。

グラデーションからカラータグまたはグラデーションタグを削除する

 m グラデーションバーから離すようにタグをドラッグします。

タグが削除されます。

グラデーションエディタのタグを変更する
カスタムグラデーションを作成するために、さまざまな方法でグラデーションエディタでタグを操作できます。

カラータグまたは不透明度タグの位置を移動する

 1 移動するカラータグまたは不透明度タグをクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • カラータグを左または右にドラッグします。

 • 「場所」スライダ（またはその横にある値スライダ）を使って選択したタグの位置を変更します。100 ％の値がグ
ラデーションの右端、0 ％の値がグラデーションの左端になります。

カラータグまたは不透明度タグを複製する

 m Option キーを押しながらタグをいずれかの位置にドラッグします。

隣り合うカラータグまたは不透明度タグ間のトランジションの中間点を変更する

 m 隣り合うカラータグまたは不透明度タグ間にある小さな三角形をドラッグして、1 つのタグのエフェクトが終了し、次
のタグのエフェクトが開始されるポイントを変更します。中間コントロールがタグに近付くと、色または不透明度のト
ランジションが急激になります。

Middle control

参考：中間コントロールは、カラータグまたは不透明度タグが「直線状」または「一定」に設定されている場合は
表示されません。
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カラータグまたは不透明度タグの補間を変更する

 m タグをクリックして、「補間」ポップアップメニューから「一定」、「直線状」、または「連続的」を選択します。

色および不透明度の方向と割り当てを編集する
グラデーションの色および不透明度タグの方向を逆にしたり、これらを均等に割り当てたりすることができます。

グラデーションの色または不透明度の方向を逆にする

 m 不透明度バーまたはカラーバーの横にあるタグ反転アイコンをクリックします。

Reverse tags (color)

Reverse tags (opacity)

タグが反転します。

グラデーションのカラータグまたは不透明度タグを均等に割り当てる

 m 不透明度バーまたはカラーバーの横にあるタグ割り当てアイコンをクリックします。

Distribute tags (color)

Distribute tags (opacity)

シェイプのグラデーションの方向を変更する

 1 シェイプを選択して「インスペクタ」を開き、「グラデーション」の開閉用三角ボタンをクリックして、グラデーショ
ンエディタを表示します。

 2 「開始」と「終了」の値スライダを使用してグラデーションの方向を変えます。 

グラデーションのプリセットを保存する
シェイプスタイルと同様に、グラデーションを作成した後「ライブラリ」に保存できます。

グラデーションを「ライブラリ」に保存する

 1 保存するグラデーションが適用されているオブジェクトを選択します。

 2 グラデーションプリセットのポップアップメニューで「グラデーションを保存」を選択します。

 3 「プリセットをライブラリに保存」ダイアログで、グラデーションの名前を入力します。

 4 「保存」をクリックします。

カスタムのグラデーションが「ライブラリ」の「グラデーション」カテゴリに表示されます。「ライブラリ」でカスタ
ムプリセットを区別できるように、大きなグラデーションアイコンの右下端に小さなユーザバッジが表示されます。こ
のグラデーションはグラデーションプリセットのポップアップメニューにも表示されます。
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オンスクリーン・グラデーション・コントロール
オンスクリーンコントロールを使うと、よりインタラクティブな方法でグラデーションの色、カラータグと不透明度タグ
の位置と値、および始点と終点を編集できます。また、オンスクリーンコントロールを使ってカラータグと不透明度
タグを追加したり、それらタグの補間を変更したりすることもできます。

Color tags

Start triangle

End triangle

Opacity tag

キャンバスのグラデーションコントロールを変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m キャンバスで、Control キーを押しながらグラデーションが適用されるオブジェクトをクリックし、ショートカットメ
ニューから「グラデーションを編集」を選択します。

 m 2D 変形ツールのポップアップメニューから「項目を調整」ツールを選択します。

オンスクリーンコントロールが表示されます。

グラデーションの開始位置と終了位置を調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m グラデーションの X と Y の開始位置を調整するには、上部の三角形（グラデーション線の終端にある）をドラッグ
します。

 m グラデーションの X と Y の終了位置を調整するには、下部の三角形（グラデーション線の終端にある）をドラッグ
します。

グラデーションタグの位置を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m グラデーションの色の位置を変更するには、グラデーション線に沿ってカラータグをドラッグします。

 m グラデーションの不透明度の位置を変更するには、グラデーション線に沿って不透明度タグをドラッグします。

カラータグまたは不透明度タグを削除する

 m カラータグまたは不透明度タグをグラデーション線から離すようにドラッグして、マウスボタンを放します。

カラータグまたは不透明度タグを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m カラータグを追加するには、グラデーションのラインをダブルクリックします。

 m Control キーを押しながらグラデーションコントロールのラインでタグを追加する位置をクリックして、ショートカット
メニューから「カラータグを追加」または「不透明度タグを追加」を選択します。

 m グラデーションコントロールのラインで、カラータグを追加する位置を Option キーを押しながらクリックします。

 m グラデーションコントロールのラインでタグを追加する位置を Option ＋ Shift キーを押しながらクリックします。
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グラデーションタグの色または不透明度を変更する

 m Control キーを押しながらタグをクリックし、ポップアップ・カラー・パレットでスポイトをドラッグして色または不透
明度値を選択します。不透明度の場合、白は不透明度値が大きいことを表し、黒は完全な透明を表します。ドラッ
グしていくと、グラデーションがリアルタイムにアップデートされます。

タグの補間を変更する

 m Control キーを押しながらタグの横にあるグラデーションコントロールのラインをクリックし、「カラー補間」サブメ
ニューから「一定」、「直線状」、または「連続的」を選択します。

グラデーションの方向を逆にする

 m Control キーを押しながらグラデーションコントロールのラインをクリックして、ショートカットメニューから「カラー
を反転」または「不透明度を反転」を選択します。

タグを均等に拡散する

 m Control キーを押しながらグラデーションコントロールのラインをクリックしてから、カラータグを拡散する場合は
ショートカットメニューから「カラーを拡散」を選択し、不透明度タグを拡散する場合は「不透明度を拡散」を選択
します。

「インスペクタ」の一般的なコントロール
上記リストで説明したタイプのパラメータコントロールのほかにも、いくつかのコントロールが「インスペクタ」内
で頻繁に使用されます。

 • 「表示／隠す」ボタン：「インスペクタ」でパラメータのグループを表示したり隠したりできる非表示のボタンで
す。グループヘッダの上にポインタを置くと、「表示／隠す」ボタンが表示されます。「表示」をクリックするとパ
ラメータが表示されます。「隠す」をクリックするとパラメータが隠されます。

Click to show or hide 
a group of controls.

 • リセットボタン：パラメータ行の右側にあるカーブした矢印のボタンです。「リセット」ボタンをクリックすると、パ
ラメータ（場合によってはパラメータセット）がデフォルト値に戻ります。

Reset
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 • プリセットポップアップメニュー：各種のインスペクタに表示される、プリセットのテキスト、シェイプ、グラデー
ションなどのスタイルを選択してオブジェクトに適用するためのポップアップメニューです。これらは「Motion」
の「ライブラリ」にあるプリセットと同じです。たとえば、「シェイプのスタイル」プリセット・ポップアップ・メ
ニューを使って、選択したシェイプ（ペイントストロークを含む）にスタイルを適用できます。このメニューから、
カスタマイズしたテキストとシェイプのプリセットを「ライブラリ」に保存することもできます。

 • 「アニメーション」ポップアップメニュー：「インスペクタ」の多くのパラメータ行の右側にある非表示のポップアッ
プメニューです。「アニメーション」ポップアップメニューでは、キーフレームを追加したり、「パラメータ」ビヘ
イビアを割り当てたり、リグを管理したりなど、アニメーションおよびパラメータに関連するタスクを実行できます。
「インスペクタ」で「アニメーション」ポップアップメニューを開くには、アニメートしたいパラメータの右側にポ
インタを動かし、下向きの矢印が表示されたらそれをクリックします。

「アニメーション」ポップアップメニューのオプションを使用したパラメータのアニメーションについて詳しくは、
441 ページのアニメーションメニューを参照してください。

ラスタライズインジケータ
グループがラスタライズされると、「情報」インスペクタに小さい赤の「R」インジケータが表示されます。このアイ
コンは、ラスタライズインジケータと呼ばれています。ラスタライズインジケータはコントロールではありません。グ
ループがラスタライズされたことを通知する警告です。

一部の操作および特定のフィルタまたはマスクを適用することによって、グループがラスタライズされます。グルー
プをラスタライズするとビットマップイメージに変換されます。ラスタライズが 2D／ 3D グループに与える影響はそ
れぞれ異なります。2D グループがラスタライズされた場合、グループ内のオブジェクトに適用されていたブレンド
モードはグループ外のオブジェクトに対しては効果がなくなります。3D グループがラスタライズされた場合、その
グループはグループ外のオブジェクトと交差できません。ラスタライズされた 3D グループは 1 つのオブジェクトと
して扱われるため、プロジェクトで合成される場合は、深度の順序ではなく、レイヤーの順序が使用されます。

パラメータの調整によってグループのラスタライズが行われると、「情報」インスペクタのパラメータ名の左にラスタ
ライズインジケータが表示されます。
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また、「レイヤー」リストと「タイムライン」の 2D または 3D グループのアイコン（グループ名の左にあるスタック
アイコン）の周囲に枠が追加されます。

ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

テキストフィールドのショートカットメニュー
「Motion」には、すべてのテキストフィールドに、フィールド内のテキストを編集可能なショートカットメニューがあ
ります（「レイヤー」リストの「インスペクタ」の値および名前フィールドや、「タイムライン」のレイヤーリスト、「メ
ディア」リスト、および「オーディオ」リストの名前フィールドなど）。

このショートカットメニューは、単語を「辞書」で調べたり、Spotlight またはインターネット検索エンジンで検索し
たり、カット、コピー、およびペーストしたり、スペルと文法をチェックしたりするためのコマンドが含まれます。

テキストフィールドのショートカットメニューを使用する

 1 テキストまたは値の入力フィールドをダブルクリックして、テキストを編集可能にします。

 2 Control キーを押しながらフィールドをクリックし、ショートカットメニューから項目を選択します。
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プロジェクトの作成／管理の概要
Motion プロジェクトには、複数のイメージレイヤーと適用したエフェクトから成る 1 つのコンポジションが含まれま
す。プロジェクトに静止画像やビデオクリップを読み込むと、ディスク上のソース・メディア・ファイルにリンクした
参照が作成されますが、ハードディスク上の元のファイルが移動、複製、変更されることはありません。Motion プ
ロジェクトファイルには、コンポジションをどのように組み立てるのか、ディスク上のどのメディアファイルを使用する
のか、「ライブラリ」のどのエフェクトを適用するのかなどの情報が格納されています。プロジェクトファイルには、
読み込んだメディアに加えて、アプリケーションで作成するシェイプ、マスク、テキストレイヤーも含まれています。

プロジェクトの作成と管理について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピッ
クを選択してください。 

プロジェクトを作成する

プロジェクトの作成の概要
「Motion」のワークフローの最初の手順はプロジェクトを作成することです。次の 3 つの方法でプロジェクトを開始
できます：

 • 付属しているいずれかのテンプレートを開く。

 • プロジェクトプリセットを使って空のプロジェクトを開く。

 • 独自の設定を使って空のプロジェクトを開く（たとえば、プロジェクトプリセットに含まれていない特殊なフレーム
サイズやフレームレートが必要な場合）。

「Motion」は解像度に依存しないため、多様なフレームサイズやフレームレートのプロジェクトに対応できます。
Web ストリーミングで使用する低解像度ムービー、放送用の標準解像度ムービーや高解像度ムービー、さらには
大画面ディスプレイ用のフィルム解像度ファイルを作成できます。どの解像度を選択しても「Motion」のワークフ
ローは同じです（大きなメディアファイルを使用する高解像度プロジェクトでは、低解像度のプロジェクトよりもメモ
リやグラフィックカードの要件が高くなる可能性はあります）。

「Motion」はハードウェア依存でもあります。つまり、お使いのコンピュータに搭載されているグラフィックカード
のタイプによって、パフォーマンスが影響を受け、「Motion」に読み込むことができる最大ファイルサイズが決まる
ということです。ほとんどの推奨カードでは、イメージサイズの上限は 4 K または 8 K です。ただし、コンピュータ
の VRAM 容量、グラフィックカードに接続されているモニタの数などほかの要素もパフォーマンスに影響します。イ
メージのサイズが非常に大きい場合は、快適に使用するために、プロジェクトで必要とされる最大限のサイズまで小
さくすることをお勧めします。それ以上大きくしないでください。最小限の VRAM 容量のコンピュータでは、4K プ
ロジェクトを作成するときにパフォーマンスの低下（などの問題）が起きる可能性があります。詳しくは、「Motion」
の Web サイト（http://www.apple.com/jp/final-cut-pro/motion）を参照してください。

参考：ハードウェアの制限や機種、および搭載されているグラフィックカードの違いによって、コンピュータごとにプ
ロジェクトの表示が異なる場合があります。

プロジェクトを作成する／管理する
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「Motion」の各プロジェクトには、そのプロジェクト専用の情報があり、プロジェクトの継続時間、キャンバスのサ
イズ、再生時のフレームレート、コンポジションのフォーマットに影響する詳細事項などが定義されています。その
後プロジェクトが完成して書き出す準備ができたときに、作成されるメディアファイルをこれらのプロジェクト情報に
よって定義します。これらの設定は後で変更できますが、プロジェクトを開始する前に、出力する予定のフォーマット
に合った設定を選択しておくことをお勧めします。

プロジェクトの設定にかかわらず、QuickTime が対応するほとんどすべての種類のメディアファイルを読み込めま
す。さらに、異なる情報を持つメディアファイルを同じプロジェクトに混在させることも可能です。たとえば、さまざ
まなフレームサイズのビデオクリップをグラフィックファイルと組み合わせることができます。最終的に、出力するファ
イルは、プロジェクトの情報で指定されたフレームサイズとフレームレートを使用します。

「プロジェクトブラウザ」について
新規、保存済み、または最近使ったプロジェクトを開く最も簡単な方法は、「プロジェクトブラウザ」ウインドウを使
う方法です。「Motion」を起動すると「プロジェクトブラウザ」が表示され、新規や既存の Motion プロジェクト
にアクセスできます。

「プロジェクトブラウザ」には 3 つの列があり、つまりサイドバー（プロジェクトカテゴリのリストが表示されます）、
中央のプロジェクトスタック（使用できるプロジェクトのサムネールがサイドバーでの選択に応じて表示されます）、右
側の情報列（ファイルフォーマットの詳細が表示されます）があります。

使用できるプロジェクトをタイプで絞り込むには、サイドバーのリストから項目を選択します。以下のカテゴリがあり
ます：

 • すべて：使用可能なすべてのプロジェクト（空のプロジェクト、最近開いたプロジェクト、Motion テンプレート、
および Final Cut Pro X テンプレート）がプロジェクトスタックに表示されます。

 • 空白：5 つのタイプの空のプロジェクト、つまり「Motion プロジェクト」、「Final Cut エフェクト」、「Final Cut 
ジェネレータ」、「Final Cut トランジション」、「Final Cut タイトル」が表示されます。プロジェクトの開始時に
いずれかの項目を選択します。詳しくは、147 ページの空の Motion プロジェクトを作成するおよび 378 ページ
の「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照してください。

 • 最近使った項目：最近開いた Motion プロジェクトのリストが表示されます。

 • コンポジション：「大気」、「パルス」、「スナップ」、「スプラッシュ」、「スワーム」などいくつかのカテゴリからプ
リセットテンプレートのリストが表示されます。

 • Final Cut エフェクト：「Final Cut Pro X」で使用される保存済みエフェクトテンプレートのリストが表示され 
ます。

 • Final Cut ジェネレータ：「Final Cut Pro X」で使用される保存済みジェネレータテンプレートのリストが表示さ
れます。
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 • Final Cut トランジション：「Final Cut Pro X」で使用される保存済みトランジションテンプレートのリストが表
示されます。

 • Final Cut タイトル：「Final Cut Pro X」で使用される保存済みタイトルテンプレートのリストが表示されます。

「プロジェクトブラウザ」の中央のプロジェクトスタックには、サイドバーで選択したカテゴリ内で使用できる（空の
または保存済み）プロジェクトのサムネールが表示されます。

検索フィールドに語句を入力するか、スタックの下部にある「テーマ」ポップアップメニューを使用することで、ス
タックの内容をさらに絞り込むことができます。テーマを選択すると、そのテーマに割り当てられたプロジェクトのみ
が表示されます。ウインドウの下部にある調整スライダをドラッグすることでプロジェクトスタック内のサムネールの
サイズを調整できます。これによって、スクロールなしでもっと多くの項目を表示できます。

スタックで項目を選択すると、「プロジェクトブラウザ」の右の列にファイル設定とビデオプレビュー（再生できる場
合）が表示されます。

新規プロジェクトを開く前に、プレビュー領域の上にあるポップアップメニューを使って、プリセットの解像度、フレー
ムレート、継続時間を変更できます。

プロジェクトを開く 
「プロジェクトブラウザ」からは、いくつかの方法で Motion プロジェクトを見つけて開くことができます。 

参考：複数の Motion プロジェクトが開いている場合は、「ウインドウ」メニューの下部にあるプロジェクト名を選
択して、そのプロジェクトを手前に表示します。また、OS X の「Mission Control」と「Exposé」のシステムコ
マンドを使って、開いているすべてのプロジェクトウインドウを一度に表示することもできます。「Mission Control」
と「Exposé」のコマンドの使いかたについて詳しくは、「OS X ヘルプ」を参照してください（Finder で「ヘル
プ」＞「ヘルプセンター」と選択してください）。

プロジェクトブラウザでプロジェクトを開く

 1 サイドバーでコンテンツのカテゴリを選択し、プロジェクトスタックに表示される項目を絞り込みます。

 2 プロジェクトスタックから項目を選択します。

ビデオプレビューを再生できる場合は、右側のプレビュー領域で再生されます。 

 3 必要に応じて、プレビュー領域の上のポップアップメニューを使って、解像度、フレームレート、デフォルトの継続時
間を変更します。

 4 「開く」をクリックします。
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「プロジェクトブラウザ」が閉じ、選択したプロジェクトが Motion ワークスペースで開きます。既存のプロジェクト
を選択すると、そのプロジェクトが最後に保存された状態で開きます。空白のプロジェクトタイプ、プリセットのプロ
ジェクトタイプ、または Final Cut Pro X テンプレートを選択すると、保存されていない新規プロジェクトが開きま
す。そのプロジェクトを保存しても、プリセットのプロジェクトやテンプレートは上書きされません。

「プロジェクトブラウザ」に表示されない既存の Motion プロジェクトファイルを開く
「プロジェクトブラウザ」の下部にあるボタンを使用して、「プロジェクトブラウザ」には表示されないけれども 
Finder からはアクセスできる特殊なプロジェクトを開くこともできます。別の方法として、特定のメディアファイルま
たはファイルのグループ（ムービー、静止画像など）を開き、それらのファイルを含む Motion プロジェクトを作
成することもできます。

 1 「プロジェクトブラウザ」で「ほかを開く」をクリックするか、Command ＋ O キーを押します。

「開く」ダイアログが表示されます。

 2 「開く」ダイアログで、開く Motion プロジェクトファイルの場所まで移動し、ファイルを選択して「開く」をクリッ
クします。

最近使ったプロジェクトを開く

 m 「ファイル」メニューの「最近使った項目を開く」サブメニューから、プロジェクトのファイル名を選択します。

特定のメディアファイルを使ってあらかじめ設定したプロジェクトを作成する

 1 「プロジェクトブラウザ」で、「ファイルからプロジェクトを作成」をクリックします。

「プロジェクトとしてファイルを読み込む」ダイアログが開きます。

 2 1 つ以上のメディアファイルを検索して選択します。隣接した項目を選択するには Shift キーを押しながらクリック、
隣接していない項目を選択するには Command キーを押しながらクリックします。

ファイルを選択すると、ダイアログの下部のフォーマット設定が使用できるようになります。選択したファイルに固有
の設定は淡色のままですが、新しいプロジェクトに反映されます。たとえば、ムービーファイルには固有のフレーム
レート、アスペクト比、フィールドの順番があるので、これらの設定値は「プロジェクトとしてファイルを読み込む」
ダイアログで淡色になります。一方、静止画像にはフレームレートやフィールドの順番はないので、これらの設定値
がダイアログで操作可能になり、新規 Motion プロジェクトのフレームレートやフィールドの順番をユーザが選択で
きます。

 3 必要に応じて、フレームレート、アスペクト比、フィールドの順番、オーディオミックスの値を設定します。

イメージシーケンスから項目を選択した場合は、「イメージシーケンス」チェックボックスを選択して、各イメージを
ムービークリップ内の 1 フレームとして使用します。詳しくは、167 ページのイメージシーケンスを参照してくださ
い。「フレームレート」を除いて、これらの設定値はプロジェクトの作成後、「情報」インスペクタで変更できます。
詳しくは、190 ページのプロジェクトの情報の概要を参照してください。

 4 「プロジェクトとして読み込む」をクリックします。

ファイルが新しい Motion プロジェクトウインドウで開きます。

プロジェクトをテンプレートから作成する
既存のテンプレートを開いて変更すれば、Motion プロジェクトを簡単に作成できます。サイドバーの「コンポジショ
ン」カテゴリに表示される Motion テンプレートは、作成済みのロイヤルティフリーのプロジェクトで、カスタマイ
ズも自由です。各テンプレートには、グラフィックス、テキストオブジェクト、背景が含まれています。

よく使うレイアウトのテンプレートを作成し、テキストとグラフィックス部分をアップデートしてカスタマイズするとい
う方法もあります。 

テンプレートからプロジェクトを作成する

 1 「ファイル」＞「新規」と選択します（または Command ＋ N キーを押します）。

 2 「プロジェクトブラウザ」が表示されたら、サイドバーの「コンポジション」セクションからテンプレートカテゴリを
選択します。
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そのカテゴリのテンプレートが、プロジェクトスタックに表示されます。

 3 テンプレートをクリックすると、プレビュー領域にアニメーションプレビューが表示されるほか、解像度、継続時間、
フレームレートなどの情報も表示されます。

 4 選択したテンプレートからプロジェクトを作成するには、「コピーを開く」をクリックします。

新しいプロジェクトが Motion ワークスペースで開きます。テキストを編集したり、グラフィックエレメントをユーザ
独自のものと入れ替えたりして、プロジェクトをカスタマイズできます。テンプレートを使用して作成したプロジェク
トに変更を加えた場合、その内容はソースのテンプレートファイルには保存されません。テンプレートの使用方法、
変更方法、および作成方法について詳しくは、195 ページのテンプレートで作成したプロジェクトをカスタマイズす
るを参照してください。

空の Motion プロジェクトを作成する
「プロジェクトブラウザ」のプレビュー領域にある標準のプロジェクト設定を使って、何もない状態から Motion プ
ロジェクトを作成することができます。ニーズに合うプリセットがない場合は、カスタム設定でプロジェクトを作成す
ることができます。

プロジェクトを作成する

 1 「ファイル」＞「新規」と選択します（または Command ＋ N キーを押します）。

 2 「プロジェクトブラウザ」のサイドバーで「空白」カテゴリを選択し、「Motion プロジェクト」アイコンをクリックし
ます。

 3 右の列にある「プリセット」ポップアップメニューから解像度を、「フレームレート」ポップアップメニューからフレー
ムレートを選択し、「開く」をクリックします。

新しい名称未設定 Motion プロジェクトが開きます。このプロジェクトは、「ファイル」メニューから保存コマンドを
選択するまでディスクには保存されません。プロジェクトファイルの保存方法について詳しくは、186 ページのプロ
ジェクトを保存するを参照してください。

カスタムのプロジェクト設定を使用してプロジェクトを作成する

 1 「ファイル」＞「新規」と選択します（または Command ＋ N キーを押します）。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。

 2 サイドバーで「空白」カテゴリを選択し、スタック内の「Motion プロジェクト」アイコンをクリックします。
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 3 プレビュー領域の上にある「プリセット」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

追加の設定コントロールが表示されます。

 4 カスタムプロジェクトの解像度（幅と高さ）、フィールドの順番、アスペクト比、フレームレート、デフォルトの継続
時間を選択します。

 5 「開く」をクリックします。

新規 Motion プロジェクトが、指定した設定を使用して開きます。

Final Cut Pro X テンプレートを作成する
「プロジェクトブラウザ」にある特殊なテンプレートセットで、「Final Cut Pro X」で使用できる特殊なエフェクト、
アニメーションタイトル、編集トランジション、グラフィックスジェネレータを作成できます。「プロジェクトブラウザ」
のサイドバーの「空白」カテゴリで使用できる Final Cut テンプレートには、カスタマイズの簡素化のために設計
されたプレースホルダがあります。 

「Motion 5」と「Final Cut Pro X」が同じコンピュータにインストールされている場合、「Motion」で Final Cut 
テンプレートを保存するとカスタムエフェクトが「Final Cut Pro X」に送信され、その編集タイムラインでクリップ
に適用できるようになります。詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照してくだ
さい。

「プロジェクトブラウザ」を表示しないようにする
常に特定のプリセット、テンプレート、その他の開始プロジェクトを使ってプロジェクトを作成する場合は、「プロジェ
クトブラウザ」を一切表示しないようにすることができます。この方法でプロジェクトを作成すると、定常的に使用す
る設定を使ってプロジェクトが Motion ワークスペースに開かれます。

これらの設定は、「Motion」環境設定のプロジェクトパネルで制御します。

デフォルトのプロジェクトプリセットを設定する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

「Motion」環境設定ウインドウが開きます。
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 2 「プロジェクト」アイコンをクリックし、プロジェクトパネルを開きます。

 3 「新規書類」設定で「プロジェクトを使用」をクリックします。

参考：プリセットプロジェクトをまだ割り当てていない場合、設定内容は、「プロジェクトを使用：何も選択されてい
ません。」となります。プロジェクトを選択すると、テキストが選択したプロジェクトの名前にアップデートされます。

 4 「選択」をクリックします。

「プロジェクトブラウザ」の内容を含むウインドウが開きます。

 5 「プロジェクトブラウザ」ウインドウのサイドバーでカテゴリを選択し、中央のスタックからプロジェクトの種類を選
択して、右の列からプリセットを選択します。

 6 「開く」をクリックします。

選択したプロジェクトが、「環境設定」ウインドウのプロジェクトパネルにある「プロジェクトを使用」オプションに割
り当てられます。これ以降、「ファイル」＞「新規」と選択しても（または Command ＋ N キーを押しても）「プ
ロジェクトブラウザ」は表示されません。その代わり、「Motion」環境設定で設定したフォーマットで新規プロジェ
クトが開きます。

プリセットを作成する／編集する／削除する
どのプリセットにも合わないため、常にカスタム設定を使用してプロジェクトを作成している場合、今後使用できる
ようにその設定でプリセットを作成できます。プリセットの作成、変更、削除は、「Motion」環境設定にある「プ
リセット」パネルで行います。プロジェクト・プリセット・エディタで使用できるオプションと設定について詳しくは、
124 ページのプロジェクト・プリセット・エディタを参照してください。

参考：「Motion」環境設定の「プリセット」パネルにある「デフォルト」チェックボックスは無効です。デフォルト
のプロジェクトプリセットを設定するには、148 ページの「プロジェクトブラウザ」を表示しないようにする を参照し
てください。

カスタムプリセットを作成する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

 2 「プリセット」パネルを開きます。

 3 プリセットリストの下にある「追加」ボタン（＋）をクリックします。
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「プロジェクト・プリセット・エディタ」が表示されます。

 4 「プロジェクト・プリセット・エディタ」で、以下の操作を行います：

 a 「名前」フィールドに、プリセットを表す名前を入力します。

 b 「説明」フィールドには、そのプリセットを何のために使うかについて簡単な説明を入力します。フレームサイズ
やフレームレートなど、そのプリセットの主要な特性を含めてください。

 c 「幅」と「高さ」フィールドにフレームサイズを入力します。

 d 該当するポップアップメニューから「ピクセルのアスペクト比」、「フィールドの順番」、「フレームレート」を選択し
ます。

 5 「OK」をクリックします。

新しいプリセットが、「プリセット」パネルと「プロジェクトブラウザ」の「プリセット」ポップアップメニューに表示さ
れます。

 6 プロジェクトのプリセットの作成が完了したら、「Motion」環境設定を閉じます。

参考：業界標準のフレームサイズ、ピクセルのアスペクト比、フィールドの順番、フレームレートについて詳しくは、
163 ページの「Motion」でサポートされるファイルタイプ を参照してください。

編集する前にプリセットを複製する

 1 「Motion」環境設定の「プリセット」パネルでプリセットを選択します。

 2 「複製」をクリックします。

複製されたプリセットは、タイトルに「コピー」が付加された状態で元のプリセットの下に表示されます。

プリセットを編集する

 1 「Motion」環境設定の「プリセット」パネルでプリセットを選択します。

 2 「編集」をクリックします。

 3 「プロジェクト・プリセット・エディタ」が表示されるので、変更を行ってから「OK」をクリックします。

参考：ロックされているプロジェクトのプリセットは編集することも削除することもできません。

カスタムプリセットを削除する

 1 「Motion」環境設定の「プリセット」パネルでプリセットを選択します。

 2 プリセットリストの下にある「削除」ボタン（－）をクリックします。

参考：ロックされているプロジェクトのプリセットは編集することも削除することもできません。「Motion」に組み込
まれているプリセットをロック解除することはできません。プリセットをダブルクリックすると、そのプリセットは変更で
きないという警告が表示されます。カスタマイズ可能なプリセットのコピーを作成するには、「OK」をクリックします。
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コンピュータ間でプリセットを移動する
作成する各プリセットは、別々のファイルに保存されます。よく使うカスタムプリセットを作成した場合は、それらを
「Motion」がインストールされているほかのコンピュータに移動できます。

プロジェクトのプリセットを別のコンピュータにコピーする

 m カスタムプリセットのファイルを該当するコンピュータの「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ/Application Support/
Motion/Presets/」フォルダにコピーします。

参考：「ライブラリ」フォルダは、OS X Finder では表示されません。「ライブラリ」フォルダを表示するには、
Option キーを押したまま、「移動」＞「ライブラリ」と選択します。

プロジェクトの背景色
プロジェクトの「情報」インスペクタの 2 つのパラメータが、プロジェクトの背景色に影響し、「Motion」から書き
出したコンポジションの見えかたに影響します。（プロジェクトの「情報」インスペクタを開くには、「編集」＞「プ
ロジェクトの情報」と選択します。）

 • 背景色：このカラーウェルで、キャンバス上でほかのオブジェクトによって背景が隠れない部分の色を設定します。

参考：アルファチャンネルをプリマルチプライしてプロジェクトを書き出すため、「Motion」では常に黒を背景に
レンダリングされます。

 • 背景：このポップアップメニューで、背景色がアルファチャンネルの一部としてレンダリングされるかどうかを設
定します。「単色」に設定すると、背景のカラーによる単色のアルファチャンネルが作成されます。「透明」に設
定すると、背景のカラーはアルファチャンネルとしてレンダリングされません。どちらの場合も、背景のカラーは
キャンバスに表示されます。

グループとレイヤーを整理する

グループとレイヤーの整理の概要
メディアファイルを「ライブラリ」または「ファイルブラウザ」からキャンバス、「レイヤー」リストまたは「タイムラ
イン」にドラッグしたり、「Motion」内でイメージを生成したりすると、表示される要素はレイヤーとして表示され
ます。レイヤーとは、積み重ねた一連の透明なオーバーレイのようなものです。これらのレイヤーを組み合わせるこ
とで合成が行われ、その結果がキャンバスに表示されます。「Motion」では、このレイヤー階層を「レイヤー」リ
ストと「タイムライン」で視覚的に表示します。いずれかのリストの新しい位置にレイヤーをドラッグすることによっ
て、レイヤーを積み重ねて合成する順番を調整することができます。

レイヤーは、グループと呼ばれるコンテナ内でネストされます。レイヤーを作成すると、そのレイヤーはグループ内
に配置されます。レイヤーは、別のグループにドラッグできますが、グループの外にレイヤーだけで存在することは
できません。グループ内でネストされたレイヤーは、「レイヤー」リストおよび「タイムライン」にインデント表示さ
れます。

Nested layers

Enclosing group
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また、グループはその中にほかのグループをネストできます。このようにして、ネストされたグループの複雑な階層
を構築できます。つまり、ネストする各グループはそれが含まれるグループの下に置かれます。

Enclosing 
group

Nested groups

複数のレイヤーを 1 単位としてまとめて利用する場合は、グループ化することをお勧めします。こうすることにより、
上位のグループにアニメーションとエフェクトを適用すれば、そのグループ内のすべてのレイヤーに反映されます。ア
ニメートするレイヤーを 1 つのグループ内にネストすると、各レイヤーをアニメートするのではなく、上位のグルー
プにアニメーションを適用することで、時間を節約できます。

たとえば、3 つのレイヤーがネストされているグループを選択すると、グループ全体が 1 つの単位として選択されま
す。

キャンバスで選択したグループを移動すると、3 つのレイヤーが同時に移動します。

After moving groupBefore moving group
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どのようにネストされているかに関係なく、レイヤーは常に個別にアニメートできます。下位のグループも単体でア
ニメートできます。次の例では、3 つの魚のレイヤーを含むグループ内の 1 つのレイヤーにフィルタを適用していま
す。グループ内のほかのすべてのレイヤーは、影響を受けません。

ただし、同じフィルタをグループに適用すると、そのグループ内のすべてのレイヤーがフィルタの影響を受け、1 つ
のレイヤーのように扱われます。

下のイメージから分かるように、多くのフィルタでは、グループに適用する場合とグループ内の個々のレイヤーに適
用する場合とで結果が異なります。

Filter applied to each layer in groupFilter applied to group
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レイヤーとグループを選択する
プロジェクト内のレイヤーとグループを整理し直すには、移動するものを選択する必要があります。ここでは、「レイ
ヤー」リストでレイヤーを選択する方法について説明します。

1 つのレイヤーまたはグループを選択する
 m 「レイヤー」リストでレイヤーまたはグループをクリックします。

この操作により、ほかの選択されているすべてのオブジェクトの選択が解除されます。

参考：グループを選択しても、その下にネストされているレイヤーは選択されません。ただし、選択しているグルー
プで実行する操作は、その中にネストされているレイヤーにも影響します。

複数の連続するレイヤーまたはグループを選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Shift キーを押しながら、「レイヤー」のリストで 2 つのレイヤーをクリックします。

この操作により、両レイヤーとその間にあるすべてのレイヤーが選択されます。

 m サムネール列の左をクリックし、上または下にドラッグして複数のレイヤーを選択します。（この方法は、先頭のオブ

ジェクトより上または最後のオブジェクトより下からドラッグを始めたときにのみ有効です。）

複数の連続しないレイヤーまたはグループを選択または選択解除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Command キーを押しながら選択されていないレイヤーまたはグループをクリックすると、それらが選択内容に追
加されます。

 m Command キーを押しながら選択されたレイヤーまたはグループをクリックすると、それらの選択が解除されます。

「レイヤー」リスト内のすべてのレイヤーまたはグループを選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「編集」＞「すべてを選択」と選択します（または、Command ＋ A キーを押します）。

 m リストの最初のグループまたはレイヤーをクリックし、続いて Shift キーを押しながらリストの最後のグループまたは
レイヤーをクリックします。

「レイヤー」リスト内のすべてのオブジェクトまたはグループの選択を解除する

 m 「編集」＞「すべての選択を解除」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ A キーを押します）。

レイヤーとグループを表示する／隠す
「レイヤー」リストに表示されるレイヤーとグループは、コンポジションから削除せずにキャンバスで見えないように
隠すことができます。たとえば、プロジェクトに配置する大きなオブジェクトが、キャンバスで移動または回転させる
オブジェクトの邪魔になる場合、その邪魔になるオブジェクトを隠すことができます。また、このまま使用するかどう
か分からないオブジェクトも、後で使用する場合に備えて位置を保持したまま隠すことができます。

グループを隠すと、その中にネストされているすべてのレイヤーやグループも隠れます。隠したレイヤーやグループ
は、プロジェクトを書き出すときにレンダリングされません。
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選択したレイヤーを表示する／隠す
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、1 つのオブジェクトまたはグループの左にあるチェックボックスを選択
します。

Activation checkbox

 m オブジェクトまたはグループを選択してから、「オブジェクト」＞「アクティブ」と選択し（または、Control ＋ T 
キーを押します）、レイヤーのオンとオフを切り替えます。

 m Control キーを押しながらレイヤーまたはグループをクリックし、ショートカットメニューから「アクティブ」を選択
します。

参考：グループ内のレイヤーを隠すと、上位のグループのチェックボックスにチェックマークではなくダッシュが表示
され、見えていないレイヤーがあることが分かります。

レイヤーをソロにする
レイヤーまたはグループを「ソロ」にして、プロジェクト内のほかのすべてのレイヤーを隠すことができます。この
テクニックは、キャンバスでコンポジションのほかのオブジェクトに干渉せずにオブジェクトを単独でアニメートする
場合や操作する場合に便利です。

 1 ソロにするレイヤーまたはグループを選択します。

 2 「オブジェクト」＞「ソロ」と選択します（または、Control ＋ S キーを押します）。

参考：Control キーを押しながら、「レイヤー」リストのオブジェクトをクリックし、ショートカットメニューから「ソ
ロ」を選択することもできます。

ほかのレイヤーやグループはすべて非アクティブになり、ソロにしたオブジェクトだけがキャンバスに表示されます。
選択している項目がソロの場合、メニュー項目「ソロ」横にチェックマークが表示されます。

グループの階層を折り畳む／展開する
「レイヤー」リストのグループとレイヤーは階層で表示されるため、どのグループにどのレイヤーがネストされている
のかが分かります。ネストされたレイヤーやグループは、それらをネストしているグループの下に表示され、右にイ
ンデントされます。

「レイヤー」のリストを管理しやすくするために、グループにネストされているすべてのレイヤーは、そのグループに
ある開閉用三角ボタンで折り畳むことができます。折り畳んだグループはリストで 1 行に表示され、ほかのレイヤー
のように移動またはネストできます。各グループのサムネールには、そのコンポジションのプレビューが表示される
ため、何がネストされているかがすぐに分かります。
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1 つのグループを開くまたは折り畳む
以下のいずれかの操作を行います：

 m グループの名前とアイコンの左側にある開閉用三角ボタンをクリックします。

 m ↑キーおよび↓キーを押して、「レイヤー」リストを上下に移動し、次に、→キーを押すとグループが開き、←キー

を押すとグループが折り畳まれます。

「レイヤー」リストで整理し直す
「レイヤー」リストに表示されるレイヤーとグループの順番は、コンポジションのレイアウトを判断する上で便利です。
レイヤーとグループの順番によって、キャンバスでほかのオブジェクトの前に表示されるオブジェクトが決まります。
キャンバスまたは「レイヤー」リストでオブジェクトの順番を変更することができます。

参考：3D グループを使用している場合は、3D 空間内の順番を並べ替えて、「レイヤー」リスト内の階層表示とは
異なる順番でオブジェクトを表示できます。3D グループでのレイヤーの順番について詳しくは、904 ページの 2D 
グループと 3D グループの交差の概要を参照してください。

「レイヤー」のリストにあるレイヤーまたはグループを上下に移動させる

 m 「レイヤー」のリストにあるレイヤーまたはグループを上下にドラッグします。

位置を示すインジケータが現れ、マウスボタンを放したときの選択項目の新しい位置を示します。

参考：「オブジェクト」メニューの移動コマンドを使用しても、グループ内にネストされている階層でレイヤーを上ま
たは下に移動できます。この方法は、キャンバスで選択しているオブジェクトで作業する場合に特に便利です。詳し
くは、206 ページの「オブジェクト」メニューの調整コマンド を参照してください。

新しい空のグループを作成する
プロジェクト内のオブジェクトを複数のグループに整理するために、新しい空のグループを作成できます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「レイヤー」リストの下の「追加」ボタン（＋）をクリックします。

 m 「オブジェクト」＞「新規グループ」と選択します（または、Shift ＋ Command ＋ N キーを押します）。

新しいグループは、「レイヤー」リストの一番上に表示され、これまでに作成したグループの数に基づいて順番に番
号が付きます。

あるグループから別のグループにレイヤーを移動する
複数のグループがある場合は、その間でレイヤーを移動できるので、プロジェクトでネストされている関係を変更で
きます。

 1 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択しているレイヤーを別のグループのすぐ下の位置にドラッグします。位置のインジケータが現れ、マウスボタ
ンを放したときにそのレイヤーが配置される場所が示されます。 

 • 「編集」＞「カット」と選択し（または Command ＋ X キーを押し）、ペースト先のグループを選択してから、
「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

あるグループから別のグループにレイヤーをコピーする
以下のいずれかの操作を行います：

 m Option キーを押しながら、グループで選択しているレイヤーを別のグループにドラッグします。

 m レイヤーを選択し、「編集」＞「コピー」と選択し（または Command ＋ C キーを押し）、ペースト先のグループ
を選択してから、「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。
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あるプロジェクトから別のプロジェクトにレイヤーまたはグループをコピーする
複数のプロジェクトが開いている場合は、プロジェクト間でレイヤーまたはグループをコピーできます。

 1 アクティブなプロジェクトウインドウで、1 つまたは複数のレイヤーを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択したオブジェクトを、対象となるプロジェクトの「レイヤー」リスト内の位置までドラッグします。位置のイン
ジケータが現れ、マウスボタンを放したときにそのオブジェクトが配置される場所が示されます。 

 • 「編集」＞「コピー」と選択し（または Command ＋ C キーを押し）、ペースト先のグループを選択してから、
「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

 • Option キーを押しながら、キャンバス内のレイヤーを、開いている別のプロジェクトのキャンバスまたは「レイ
ヤー」リストにドラッグします。

レイヤーをグループ化する／グループ解除する
「グループ」コマンドを使用して、複数のレイヤーを 1 つのグループ内にネストすることができます。同じグループ
内に表示されるレイヤーをグループ化できるほか、プロジェクトの階層で相対的に同じレベルにネストされているグ
ループをグループ化できます。異なるレベルにあるグループはグループ化できません。

選択しているレイヤーをグループ化し、1 つのグループにネストする
 1 グループ化するすべてのレイヤーまたはグループを選択します。

 2 「オブジェクト」＞「グループ」と選択します（Shift ＋ Command ＋ G キーを押します）。

新しいグループが作成され、これまでに作成したグループの数に基づいて順番に番号が付きます。選択したレイヤー
またはグループが、そのグループ内にネストされます。

ネストされたレイヤーをグループ解除する
ネストされたレイヤーやグループのグループはグループ解除もできます。この操作によって、上位のグループが削除
され、その中に含まれるオブジェクトとレイヤーが上のグループ階層に移動します。

 1 グループを解除するネストされたレイヤーまたはグループを含むグループを選択します。

 2 「オブジェクト」＞「グループ解除」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ G キーを押します）。

参考：「レイヤー」リストの階層のルート（プロジェクトレベル）に存在するグループを解除することはできません。

ほかのグループ内にグループをネストする
ほかのグループ内にグループをネストすることもできます。レイヤーの階層を作成し、あるレイヤーのグループと別
のグループの関係を制御する場合、またビヘイビアやフィルタの 1 つのセットを適用する複数のレイヤーをグループ
化する場合に便利です。

グループのネストは、レイヤーをネストするのと同じです。

別のグループ内にグループを移動する

 1 1 つまたは複数のグループを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • グループをほかのグループの上にドラッグします。

 • グループを別のグループのすぐ下の位置にドラッグします。

 • グループを「編集」＞「カット」と選択して（または、Command ＋ X キーを押して）カットしてから、ペース
ト先のグループを選択して「編集」＞「ペースト」と選択します（または、Command ＋ V キーを押します）。
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グループサイズを制限する
デフォルトでは、グループのサイズは、グループ内のレイヤーによって決まります。アニメートしたオブジェクトはサ
イズが大きくなることがよくあり、グループのアクティブな高さと幅（グループの解像度）が大きくなる場合があり
ます。「インスペクタ」の「グループ」パネルでグループの解像度を特定の幅と高さに制限することができます。

次のイメージに示すプロジェクトには、パーティクルシステムがあります。アニメーションパーティクルは、キャンバ
スからはみ出して移動すると見えなくなりますが、それらを含むグループは大きくなります。

Group with Fixed Resolution disabled

Boundary of 
particle system

Boundary is limited to 
height and width set in 

Group inspector

Group with Fixed Resolution enabled

「インスペクタ」の「グループ」パネルにある「固定解像度」チェックボックスを使用して、大きくなるオブジェク
トを含むグループのサイズをクロップすることができます。プロジェクトにキャンバスのエッジを越えて移動または拡
大するアニメーションオブジェクトが含まれていると、「固定解像度」チェックボックスを選択していない場合、コン
ピュータの処理時間が増えることがあります。

参考：「インスペクタ」の「グループ」パネル（「固定解像度」パラメータを含む）は、プロジェクトでグループを
選択した場合にだけ表示されます。

「固定解像度」チェックボックスが選択されていると、グループにあってもキャンバス内にないオブジェクトは、この
パラメータで指定されているグループのサイズにクロップされます。

グループのアンカーポイントがオフセットである場合、キャンバスのエッジに沿ってクロップが実行されず、オブジェ
クトが切れる可能性があります。

Selected group with Fixed Resolution enabled, 
and set to project size. Notice that text objects 
are cut off.

Selected group with an offset anchor point 
before Fixed Resolution setting is enabled. 

Anchor pointAnchor point
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グループの解像度を固定する

 1 「レイヤー」リスト（または「タイムライン」）で、グループを選択します。

 2 「グループ」インスペクタで、「固定解像度」チェックボックスを選択します。

デフォルトでは、グループの解像度はプロジェクトサイズに設定されています。「固定解像度」の右側にインジケー
タが表示され、グループがラスタライズされることが分かります。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグ
ループとラスタライズを参照してください。

 3 プロジェクトの解像度とは別の解像度を指定するには、「固定幅」と「固定高さ」のスライダを調整します。

参考：固定解像度グループ内にあるレイヤーを選択すると、レイヤーの周囲の境界ボックスは元のサイズで表示さ
れ、上位のグループの解像度の影響を受けません。

レイヤーとグループをロックする
レイヤーまたはグループを調整し終えたら、誤って変更されないようにそれらをロックできます。ロックされたレイ
ヤーは移動できません。また、それらのパラメータも変更またはアニメートできません。ロックする前にレイヤーに
適用したアニメーションやビヘイビアは再生されます。グループをロックすると、その中にネストされているすべての
レイヤーやグループもロックされます。

参考：公開したパラメータ（「Final Cut Pro X」用）を含むオブジェクトはロックできません。それらのオブジェク
トでは、ロックコントロールが淡色で表示されます。パラメータの公開について詳しくは、413 ページのテンプレー
ト内のパラメータの公開の概要を参照してください。

レイヤーまたはグループをロックする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「レイヤー」リストでレイヤーのロックアイコンをクリックします。

White outline indicates 
locked layer.Lock icon

 m レイヤーまたはグループを選択し、「オブジェクト」＞「ロック」と選択します（または、Control ＋ L キーを押し
ます）。

ロックされたレイヤーを囲むキャンバス上の境界ボックスが白になり、ロックされていることを示します。
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グループの名称を変更する
「レイヤー」リストに表示されるグループとレイヤーの名称を変更し、プロジェクトを分かりやすく整理したり、グルー
プやオブジェクトの目的を判断しやすくしたりできます。レイヤーの名称を変更しても、ディスク上のソースメディア
のファイルの元の名前は変更されません。また、「レイヤー」リストでレイヤーの名前を変更しても、「メディア」リ
ストの対応するソースメディアの名前は変わりません。「メディア」リストでは、ソースメディアの名称を変更できま
せん。

グループやレイヤーの名称を変更する

 1 「レイヤー」リストで、グループまたはレイヤーの名前をダブルクリックします。

 2 名前がハイライトされるので、新しい名前を入力します。

 3 入力し終えてから、Return キーを押して名前を確定します。

別のレイヤーやグループをクリックしても、新しい名前が確定します。

レイヤーとグループを検索する
大きなプロジェクトで 1 つのグループやレイヤーを見つけるのが困難な場合、「レイヤー」リスト、「メディア」リス
ト、「オーディオ」リストの一番下にある「検索」フィールドを使用できます。このフィールドは「ファイルブラウザ」
の「検索」フィールドと同じで、ウインドウを絞り込んで、入力する検索語句を含む項目だけが表示されるようにす
ることができます。

「レイヤー」リストでグループやレイヤーを名前で検索する

 1 「レイヤー」リスト、「メディア」リスト、「オーディオ」リストの下にある「検索」ボタンをクリックします。

「検索」フィールドが表示されます。

Search field

Click Search button to 
activate the Search field.

 2 「検索」フィールドに検索する語句を入力します。

検索語句を 1 文字入力するたびに、その文字を含まないすべてのグループやレイヤーは表示されなくなり、リスト
には検索語句に一致するグループとレイヤーのみが残ります。

参考：検索後に表示されなくなったグループやレイヤーは、キャンバスで無効になるわけではないため、書き出し
時にもレンダリングされます。

検索結果を消去する

 m 「検索」フィールドの一番右にある消去ボタンをクリックすると、「レイヤー」リスト、「メディア」リスト、または「オー

ディオ」リストのコンテンツはすべて元に戻されます。

Click to clear Search field.
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プロジェクトにメディアを追加する

プロジェクトへのメディアの追加の概要
プロジェクトを作成した後、通常はメディアファイルを読み込んでコンポジションを作成します。すべてのメディアタイ
プ、つまり「ファイルブラウザ」に表示されるムービークリップ、静止画像、オーディオファイル、および Motion 
ライブラリに表示されるその他のメディア項目は、同じ方法でプロジェクトに追加されます。ディスク上のファイルに
アクセスするための「ファイルブラウザ」の詳細は、31 ページの「ファイルブラウザ」の概要 を参照してください。
「Motion」に組み込まれたコンテンツを検索するための「ライブラリ」の詳細は、35 ページの「ライブラリ」の
概要を参照してください。

参考：レイヤー化された Photoshop ファイルの場合は、ドロップメニューから読み込みオプションをさらに選択で
きます。168 ページのレイヤー化された Photoshop ファイルを参照してください。

ファイルを追加する／削除する
「ファイルブラウザ」または「ファイル」メニューの「読み込む」コマンドを使用して、プロジェクトにメディアファ
イルを追加できます。ほとんどの場合、「ファイルブラウザ」の方がプロジェクトに表示されるオブジェクトをきめ細
かく制御できるため便利です。ファイルは、1 つずつまたは複数をまとめてプロジェクトに追加できます。

参考：「iTunes」と「iPhoto」のファイルは「ファイルブラウザ」から追加できますが、Motion ライブラリの
「ミュージック」または「フォト」カテゴリから追加することをお勧めします。「ライブラリ」を使用して「iTunes」
と「iPhoto」のファイルを追加した場合は、「iTunes」と「iPhoto」で使用できるプレイリストまたはフォトアル
バムの機能を使ってファイルをブラウズできます。詳しくは、181 ページの「ライブラリ」から iTunes ファイルおよ
び iPhoto ファイルを追加するを参照してください。

メディアファイルを新しいグループに追加する

 1 「Motion」環境設定のプロジェクトパネルにある「レイヤーの作成位置」設定が、「現在のフレーム」に設定さ
れている場合、「タイムライン」の再生ヘッドをファイルの開始位置のフレームに移動します。

参考：「レイヤーの作成位置」設定が「プロジェクトの先頭」に設定されている場合、読み込んだファイルはフレー
ム 1 に配置されるため、この手順は必要ありません。

 2 「ファイルブラウザ」でメディアファイルを選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • グループが選択されていないことを確認してから、ファイルをキャンバスにドラッグし、任意の位置に置きます。

 • グループが選択されていないことを確認してから、「読み込む」ボタンをクリックして、ファイルをキャンバスの中
央に追加します。

 • ファイルを「レイヤー」リストの下の何もない領域にドラッグします。

 • ファイルを「タイムライン」の下の何もない領域にドラッグします。

新しいグループが「レイヤー」リストの一番上に表示され、読み込まれたすべてのファイルはグループ内にネストさ
れたレイヤーとして表示されます。「タイムライン」では、新しいレイヤーの開始時間が手順 1 の再生ヘッドの位置
に設定されます。

また、「ファイル」＞「読み込む」と選択し、「ファイルを読み込む」ダイアログでファイルを選択してから「開く」
をクリックすることで、メディアファイルをプロジェクトに追加することもできます。

メディアファイルを既存のグループに追加する

 1 「Motion」環境設定のプロジェクトパネルにある「レイヤーの作成位置」設定が、「現在のフレーム」に設定さ
れている場合、「タイムライン」の再生ヘッドをファイルの開始位置のフレームに移動します。

参考：「レイヤーの作成位置」設定が「プロジェクトの先頭」に設定されている場合、読み込んだファイルはフレー
ム 1 に配置されるため、この手順は必要ありません。

 2 「ファイルブラウザ」と「レイヤー」リストを開きます。
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 3 「ファイルブラウザ」でメディアファイルを選択します。

 4 メディアファイルをグループ内でネストするには、以下のいずれかの操作を行います：

 • ファイルを「レイヤー」リスト内のグループの一番上までドラッグします。読み込まれたファイルがそのグループ
内の新しいレイヤーとして、グループ内の既存のレイヤーの上に表示されます。 

 • ファイルをグループの任意のレイヤーの間にドラッグします。位置のインジケータが現れ、マウスボタンを放した
ときにそのレイヤーが配置される場所が示されます。

 • ファイルを「タイムライン」にドラッグし、既存のグループ内でネストされたレイヤーの間に配置します。

参考：「タイムライン」にオブジェクトを追加する方法について詳しくは、247 ページの「タイムライン」の概要
を参照してください。

メディアファイルをプロジェクトに追加すると、そのファイルは、キャンバス、「タイムライン」、「レイヤー」リスト、
「メディア」リストにレイヤーとして表示されます。「タイムライン」では、各レイヤーの開始時間が手順 1 の再生
ヘッドの位置に設定されます。

コンポジションで使用せずにメディアファイルをプロジェクトに追加する
コンポジションに表示されないようにして、メディアファイルをプロジェクトに追加することもできます。これは、ファ
イルを「メディア」リスト内にドラッグし、それによって今後使う可能性のあるメディアオブジェクトを保存することに
よって行います。

 1 「メディア」リストを開きます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイルブラウザ」から「メディア」リストに、メディアファイルをドラッグします。

 • プロジェクトパネルの左下隅にある追加（＋）ボタンをクリックして、「ファイルを読み込む」ダイアログで追加す
るファイルを選択し、「読み込む」をクリックします。

 • 「メディア」リストをアクティブにした状態で、「ファイル」＞「読み込む」と選択して（または、Command ＋ 
I キーを押して）、「ファイルを読み込む」ダイアログで追加するファイルを選択し、「読み込む」をクリックします。

 • Control キーを押しながら「メディア」リスト内をクリックして、ショートカットメニューから「メディアを読み込
む」を選択し、「ファイルを読み込む」ダイアログでファイルを追加します。

「ファイルを読み込む」ダイアログでイメージシーケンスを読み込むには、「イメージシーケンス」チェックボックスを
選択します。このチェックボックスの選択を解除すると、読み込みダイアログで選択したファイルのみが読み込まれ
ます。複数のファイルを選択するには、Shift キーを押しながらファイルをクリックします。連続していないファイル
を選択するには、Command キーを押しながらファイルをクリックします。

その結果、メディアオブジェクトがプロジェクトに追加されますが、キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」
には表示されません。

未使用のファイルを「メディア」リストからプロジェクトに追加する

 m 「メディア」リストからキャンバスにファイルをドラッグします。

「メディア」リストをフィルタリングする

 m 「検索」ボタンをクリックしてから、表示するオブジェクトの名前を「検索」フィールドに入力します。

「検索」フィールドにテキストを入力していくと、そのテキストを含まないオブジェクトは「メディア」リストに表示さ
れなくなります。リストに表示されなくなったオブジェクトでも、キャンバスには表示されています。

フィルタリングを中止して完全な「メディア」リストに戻す

 m 「検索」フィールドの右側にある消去ボタンをクリックします。
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「メディア」リストからファイルを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押しながらファイルをクリックし、ショートカットメニューから「削除」または「カット」を選択しま
す。

 m 削除するファイルを選択し、「編集」＞「カット」と選択します（または Delete キーを押します）。

メディアが削除されます。キャンバスで使用されていたメディアの場合は、それらのファイルをプロジェクトから削除
するかどうかを確認する警告が表示されます。

ファイルタイプについて

「Motion」でサポートされるファイルタイプ
「Motion」では、次のカテゴリに属する、QuickTime が対応する一般的なマルチメディア・ファイル・フォーマッ
トを使用できます：

QuickTime のビデオコーデック
 • アニメーション

 •  DV-PAL

 •  DV/DVCPRO-NTSC

 •  DVCPRO-PAL

 •  DVCPRO HD 1080i50、1080i60、1080p25、1080p30、および 720p50、720p60

 •  DVCPRO50-NTSC

 •  DVCPRO50-PAL

 •  非圧縮 8 ビット／ 10 ビット 4:2:2

 •  HDV 1080i50、1080i60、1080p24、1080p25、および 720p24、720p25、720p30

 •  Motion JPEG

 •  MPEG IMX 525/60（30Mb／秒、40Mb／秒、50Mb／秒）

 •  MPEG IMX 625/50（30Mb／秒、40Mb／秒、50Mb／秒）

 •  Photo-JPEG

 •  Apple ProRes 4444（XQ）

 •  Apple ProRes 4444

 •  Apple ProRes 422（HQ）

 •  Apple ProRes 422

 •  Apple ProRes 422（LT）

 •  Apple ProRes 422（プロキシ）

 •  XDCAM HD 1080i50、1080i60、1080p24、1080p25、1080p30（35 Mb/s VBR）

 • H.263

 •  H.264

静止画像形式
 • Photoshop

 •  BMP

 •  GIF

 •  JPEG

 •  PNG

 •  TIFF
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 •  TGA

 •  OpenEXR

その他のイメージ形式
 •  レイヤー化された Photoshop ファイル

 •  PDF ファイル

オーディオ形式
192 kHz 以下のサンプルレート、および 32 ビット以下のビット深度でオーディオファイルを読み込むことができま
す。モノラルおよびステレオファイルがサポートされます。マルチチャンネルのオーディオファイルもサポートされま
す。「Motion」は次のオーディオファイルのタイプもサポートしています：

 •  AAC（Finder に表示される拡張子 .m4p のファイル）

 •  AIFF

 •  CAF

 •  WAV

重要：iTunes Store などで購入した著作権管理付き AAC ファイルは読み込むことができません。

「Motion」の対応ファイルフォーマットについて詳しくは、「Motion」の Web サイト
（http://www.apple.com/jp/final-cut-pro/motion）を参照してください。

QuickTime ムービー
「Motion」は、使用するコンピュータにインストールされているファイルフォーマット（コーデック）を使用して 
QuickTime ムービーをサポートします。

事実上あらゆるコーデックのムービーを読み込めますが、プロジェクトで圧縮率の高いクリップを使うことは避けてく
ださい。圧縮率が高すぎるクリップは、望ましくない視覚的アーチファクトが表示される場合があります。幸いなこと
に QuickTime には、Apple ProRes 4444（XQ）、Apple ProRes 4444、Apple ProRes 422（HQ）、Apple 
ProRes 422、非圧縮 8 ビット／ 10 ビット 4:2:2、Pixlet、圧縮なし、アニメーション、Apple M-JPEG A と B、
DVCPRO-50、Apple DV/DVCPRO など、非圧縮または最小限の圧縮しかしていないビデオファイルをアプリケー
ション間で移動するのに最適なコーデックが多数用意されています。

クリップ内の透明領域を定義するアルファチャンネルをサポートするコーデックもあります。QuickTime クリップに
アルファチャンネルがある場合、「Motion」はそのアルファチャンネルをプロジェクトで使用します。

さまざまなコーデックで圧縮されたクリップを同じプロジェクトで組み合わせることができます。フレームサイズ、ピク
セルのアスペクト比、インターレースが異なるクリップを組み合わせることもできます。アルファチャンネル、インター
レース、ピクセルのアスペクト比、フレームレート、フレームサイズについて詳しくは、1029 ページのビデオフォー
マットとファイルフォーマットの概要を参照してください。

高解像度静止画像ファイルについて
SGI、Photoshop、BMP、JPEG、TIFF、TGA、JPEG-2 などの一般的な静止画像フォーマットを使って、静止画像
ファイルを読み込めます。ビデオクリップのように、フレームサイズやピクセルのアスペクト比が異なる静止画像ファ
イルを混在させることができます。適切なファイルタイプの詳細なリストについて詳しくは、163 ページの「Motion」
でサポートされるファイルタイプを参照してください。

モーショングラフィックスでは静止画像が効果的に使用されるので、高解像度ファイルのアニメーションになります。
「Photoshop」などのプログラムで定義したイメージファイルの DPI（インチあたりのドット数）は、ビデオに適
用されません。これは、読み込む静止画像の大きさがピクセル数で定義されているためです。読み込んだイメージ
の大きさが Motion プロジェクトのフレームサイズより大きい場合、イメージはキャンバスの境界を越えます。 

イメージがプロジェクトのフレームサイズに収まるように、サイズを小さくすることができます。「情報」インスペクタ
の「調整」パラメータをアニメートしてイメージを縮小／拡大したり、「位置」パラメータをアニメートしてイメージ
をパンしたりすることもできます。
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「Motion」はグラフィックカードに依存するアプリケーションなので、ファイルサイズの読み込み制限がコンピュータ
ごとに異なります。大きすぎるイメージを読み込むと、警告ダイアログに「このメディアはサイズが大きすぎて最大
解像度ではレンダリングできないため、低解像度で表示されます。」というメッセージが表示されます。「OK」をク
リックすると、低解像度でイメージが読み込まれます。推奨されるグラフィックカードについて詳しくは、「Motion」
の Web サイト（http://www.apple.com/jp/final-cut-pro/motion）を参照してください。

高解像度グラフィックスの操作のガイドラインについては、1034 ページの高解像度グラフィックスの概要を参照して
ください。

静止画像を読み込むと、その静止画像の継続時間はプロジェクトの現在の継続時間と同じになります。プロジェクト
の継続時間を延長しても、読み込まれているイメージの継続時間は延長されません。「Motion」では静止画像の
継続時間に制限がないため、「タイムライン」で必要な時間にまで延長できます。「タイムライン」でオブジェクトを
変更する方法について詳しくは、247 ページの「タイムライン」の概要 を参照してください。

大きな静止画像を読み込む
大きい静止画像を読み込むため、「環境設定」ウインドウのオプションで、ファイルを元のサイズのままで読み込む
か、イメージをキャンバスのサイズに合わせて縮小／拡大するかを設定できます。

大きな静止画像の読み込み環境設定を行う

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

「Motion」環境設定ウインドウが開きます。

 2 プロジェクトパネルの「静止画とレイヤー」領域で、「静止画（大）」ポップアップメニューから設定を選択します。

Large Stills preference

次の 2 つのオプションがあります： 

 • 何もしない：元のサイズでイメージを読み込みます。
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次の例では、「環境設定」で「何もしない」を選択して、Broadcast HD 1080 プロジェクト（1920 × 1080）
に 2311 × 1525 のイメージを読み込んでいます。このイメージは、キャンバスよりも大きくなります。

 • キャンバスのサイズに合わせて調整：ネイティブのアスペクト比を維持しながら、イメージを読み込んで、プロジェ
クトサイズに合わせて縮小／拡大します。

次の例では、「環境設定」で「キャンバスのサイズに合わせて調整」を選択して、同じイメージを読み込んでい
ます。

イメージが縮小／拡大されます。「選択／変形」ツールを使用して、Shift キーを押しながらキャンバス内のイメー
ジを縮小するのと同じです。 
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 3 イメージが変形されるだけで解像度は変更されていないことを確認するには、「メディア」リストでイメージファイル
を選択し、次に「メディア」インスペクタを開きます。

「固定幅」と「固定高さ」パラメータには、元のファイルの解像度が表示されます。

Fixed Width and 
Fixed Height parameters

イメージシーケンス
番号の付いたイメージシーケンスでは、ビデオクリップを個別の静止画像ファイルとして保存します。各イメージファ
イルにはファイル名に番号が付いているため、シーケンスのどこに入るのかが分かります。デジタルでスキャニング
されたフィルムクリップでは、各ファイルが 1 つのフレームになります。イメージシーケンスに変換されたビデオク
リップの場合は、各ファイルに 1 つのビデオフレームの両方のフィールドが含まれており、イメージの上位と下位の
走査線が一緒に保存されています。 

イメージシーケンスも、静止画像ファイルと同じさまざまな種類のファイル形式を使用します。イメージシーケンスの
保存で一般的に使用されるフォーマットには、SGI、BMP、JPEG、TIFF、TGA などがあります。静止画像の形式
のように、これらのイメージシーケンスの多くの形式はアルファチャンネルをサポートしており、それらは「Motion」
で使用されます。

イメージシーケンスはこれまで長い間使われてきたため、編集または合成アプリケーション間でビデオをやり取りす
るための最小公分母的なファイルフォーマットになっています。プラットフォーム間でビデオクリップをやり取りする方
法として QuickTime がますます使われるようになっていますが、イメージシーケンスも、特にフィルム合成ではま
だ使用されています。

QuickTime のビデオクリップと同様に、さまざまなフレームサイズ、ピクセルのアスペクト比、フレームレート、イ
ンターレースを使用する多様な形式のイメージシーケンスを混在させることができます。詳しくは、163 ページの
「Motion」でサポートされるファイルタイプを参照してください。

重要：読み込んだイメージシーケンスにはいずれも、3 桁またはそれ以上のパディングが含まれています（たとえば、
「imagename.0001.tif」）。

イメージシーケンスを展開する
「ファイルブラウザ」の一番下にある「イメージシーケンスをまとめて表示」ボタンにより、イメージシーケンスをディ
スク上のファイルの集まりとしてではなく、1 つのオブジェクトとして表示できます。 

Click to collapse 
or expand image 
sequences.

参考：番号が付いたイメージファイルでも、イメージシーケンスとして使用しない場合は、この機能を無効にできま
す。たとえば、デジタルカメラで撮影したピクチャには、番号のファイル名が付くため、イメージシーケンスに間違
えられることがあります。
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レイヤー化された Photoshop ファイル
レイヤー化された Photoshop ファイルも読み込むことができます。多くのモーショングラフィックスの専門家は、
「Photoshop」でレイアウトを作成し、完成したマルチレイヤー化されたファイルを「Motion」に読み込んで、
レイヤーをアニメートしたり、他の読み込んだオブジェクトや「Motion」で生成したオブジェクトと組み合わせたり
しています。

レイヤー化された Photoshop ファイルは、次のようにいくつかの方法で読み込むことができます：

 • すべての Photoshop レイヤーを 1 つの Motion レイヤーとして連結する

 • 各 Photoshop レイヤーをそれぞれ Motion レイヤーとして読み込み、新しいグループ内でネストする

 • Photoshop レイヤーを 1 つずつ選択する

すべての Photoshop レイヤーを個別の Motion レイヤーとして読み込むと、それらのレイヤーが「レイヤー」リ
ストと「タイムライン」内の新しいグループに配置されます。各レイヤーは、対応する元の Photoshop レイヤー
の位置、不透明度、ブレンドモードを維持します。 

Photoshop テキストレイヤーも読み込めますが、テキストは、編集できないビットマップグラフィックスとして
「Motion」に表示されます。

以下の「Photoshop」のエフェクトは、「Motion」に読み込まれません：

 • レイヤーエフェクト

 • レイヤーマスク

 • 調整レイヤー

 • パス

 • シェイプ

レイヤー化された Photoshop ファイルをドロップメニューを使って追加する
 1 レイヤー化された Photoshop ファイルを「ファイルブラウザ」からキャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイ

ムライン」にドラッグします。

 2 キャンバスのドロップメニューが表示され、カーブポインタが現れるまで、マウスボタンを押したままにします。

このメニューは、レイヤー化されたファイルを読み込むためのコマンドを表示します。

 3 マウスボタンを押したまま、カーブポインタをドロップメニューのコマンドまでドラッグし、メニュー項目が強調表示
されたらマウスボタンを放します。

Photoshop ファイルのレイヤーが選択したコマンドで追加されます。 

キャンバスのドロップメニューには次のオプションがあります：

 • 連結済みレイヤーを読み込む：Photoshop ファイルのすべてのレイヤーが 1 つの Motion レイヤーに折り畳ま
れます。

 • すべてのレイヤーを読み込む：グループが作成され、Photoshop ファイルの各レイヤーは、別々の Motion レ
イヤーとしてこの新しいグループ内に保持されます。

 • [個別のレイヤー ]：Photoshop ファイルの各レイヤーが、ドロップメニューで別々の項目として表示されます。
レイヤーを選択すると、プロジェクトにそのレイヤーのみが追加され、1 つの Motion レイヤーとして表示されま
す。

参考：ドロップメニューに表示しきれないほど多くのレイヤーが Photoshop ファイルに含まれている場合は、ドロッ
プメニューに「レイヤーを選択」オプションが表示されます。「レイヤーを選択」オプションをクリックすると、「読み
込むレイヤーを選択」ダイアログが開きます。 
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レイヤー化された Photoshop ファイルを「読み込む」コマンドを使って追加する
 1 「ファイル」＞「読み込む」と選択します。

 2 読み込むレイヤー化された Photoshop ファイルを選択し、次に「読み込む」をクリックします。

「読み込むレイヤーを選択」ダイアログが表示されます。

 3 「レイヤー名」ポップアップメニューからコマンドを選択します。

 • 連結済みレイヤー：Photoshop ファイルのすべてのレイヤーが 1 つの Motion レイヤーに折り畳まれます。

 • すべてのレイヤー：グループが作成され、Photoshop ファイルの各レイヤーは、別々の Motion レイヤーとし
てこのグループ内に保持されます。

 • [個別のレイヤー ]：Photoshop ファイルの各レイヤーが、ドロップメニューで別々の項目として表示されます。
レイヤーを選択すると、プロジェクトにそのレイヤーのみが追加され、1 つの Motion レイヤーとして表示されま
す。

選択したレイヤーを間違った場合は、削除したりもう一度読み込んだりしなくても、Photoshop ファイルから別の
レイヤーを選択できます。その場合は、最近読み込んだ Photoshop レイヤーを選択してから、「情報」インスペ
クタの「レイヤー」ポップアップメニューから別の Photoshop レイヤーを選択してください。 

PDF ファイル
PDF ファイルフォーマットは、PostScript ベースの書類形式で、PostScript ベースのグラフィックスとテキストお
よびビットマップグラフィックスに対応しています。PDF ファイル内の透明な領域は、「Motion」でも透明になりま
す。

PDF ファイルは、PostScript ベースのイラストを保存できます。TIFF や JPEG などのグラフィックスのファイル
フォーマットでは、イメージをピクセルの集まりとして所定の解像度で赤、緑、青のチャンネルに分割して保存します
が、PostScript ベースのイラストはアートワークの描画を数学的な輪郭線として保存します。この結果、PostScript 
ベースのアートワークとテキストを使用する PDF ファイルは、解像度に制限がありません。

ビットマップファイルと PostScript ベースのファイルの実際的な相違は、100 パーセントを超えてビットマップを拡
大すると、サイズが拡大するにつれてイメージが徐々にぼやける点にあります。PostScript ベースのイラストは、縮
小または拡大の度合いに関係なくシャープで鮮明な状態で表示されます。

PDF ファイルを読み込むと、ファイルの元のページサイズに比例したサイズになります。この結果、小さなグラフィッ
クスに大きなフレームサイズが使われることがあり、グラフィックスの周りには何も表示されていないスペースが生
じます。「Motion」で使用するためにグラフィックスを PDF ファイルとして書き出す場合、必要であればグラフィッ
クスをページの大きさに合うように拡大するか、ソースアプリケーションのページ設定でグラフィックスの大きさに合
わせてページを縮小してください。

PDF オブジェクトの解像度を固定する
PDF ファイルには解像度の制限がないため、大きな PDF オブジェクトは大量のビデオメモリを消費することがあり、
「Motion」のパフォーマンスを低下させるおそれがあります。このような事態を避けるには、PDF イメージの解
像度を制限して、ビデオメモリを節約します。固定解像度パラメータを使えば、ファイルのレンダリングは 1 回とな
り、高いパフォーマンスを確保できます。

PDF オブジェクトの固定解像度パラメータは、「メディア」インスペクタで調整します。「メディア」リストで PDF ソー
スメディアを選択すると、「インスペクタ」の「メディア」パネルがアクティブになります。PDF の固定解像度パラ
メータを変更するときは、次のコントロールを調整します：

 • ピクセルのアスペクト比：このポップアップメニューで、非スクエアピクセルのアスペクト比をファイルに割り当て
ます。ほとんどの場合、「ファイルから」メニューオプションを選択して PDF ソースファイルのネイティブアスペ
クト比を割り当てることをお勧めします。そのネイティブ設定を変更したい場合にのみ、別のメニュー項目を選択
してください。

 • 固定解像度：このチェックボックスを選択すると、PDF ソースメディアの解像度が、「固定幅」と「固定高さ」ス
ライダで指定したサイズに固定されます。
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 • 固定幅：このスライダで、PDF オブジェクトを滑らかに拡大できる横の最大解像度を設定します。

 • 固定高さ：このスライダで、PDF オブジェクトを滑らかに拡大できる縦の最大解像度を設定します。

 • 背景のカラーを使用：このチェックボックスを選択すると、PDF の透明部分がカスタム背景色に入れ替わります。
「背景のカラー」コントロールで背景色を選択します。

 • 背景のカラー：「背景のカラーを使用」を選択したときに使用できるこれらのカラーコントロールを使って、PDF 
の透明部分の背景色を設定します。

 • クロップ：これらのスライダ（左、右、下、上）を使って、必要に応じて PDF イメージのエッジを切り取ります。
これらのコントロールは、PDF ソースメディア（およびそのソースメディアにリンクしているすべてのレイヤー）を
クロップします。個々のレイヤーをクロップするには、そのレイヤーの「情報」インスペクタの「クロップ」パラ
メータを使います。

PDF ファイルに混在するコンテンツ
PDF ファイルには、PostScript ベースのアート、PostScript テキスト、ビットマップグラフィックスを混在できます
が、それぞれのフォーマットの拡大／縮小情報は異なっています。PostScript ベースのアートやテキストは滑らか
に拡大されますが、PDF ファイルに埋め込まれているビットマップグラフィックスは、ほかのビットマップグラフィック
スのフォーマットと同様に、拡大すると問題が生じることがあります。つまり、ビットマップグラフィックスは元のサイ
ズよりも大きくするとぼやけることがあります。

参考：読み込んだ PDF ファイルに表示されているフォームオブジェクト、ボタン、JavaScript オブジェクトは、
「Motion」で表示されません。

複数ページの PDF ファイル
複数ページの PDF ファイルを読み込むことができます。このようなファイルを読み込むと、PDF オブジェクトを選択
したときに「情報」インスペクタに「ページ番号」と呼ばれるパラメータが表示されます。スライダをドラッグして、
キャンバスに表示するページを指定します。このパラメータをアニメートすると、時間の経過に伴って異なるページ
が表示されます。

重要：マルチレイヤー化された PDF ファイルには対応していません。マルチレイヤー化されたイラストを読み込むに
は、各レイヤーを別々の PDF ファイルとして書き出し、それらをネストしたオブジェクトグループとして「Motion」
に読み込みます。

アルファチャンネルについて
通常のビデオクリップおよびイメージファイルには 3 チャンネルのカラー情報、つまり赤、緑、青があります。多く
のビデオとイメージファイルの形式は、アルファチャンネルもサポートしています。このチャンネルには、透明の領域
を定義する情報が含まれています。アルファチャンネルとは、グレイスケールチャンネルで、白は 100 パーセントの
不透明度（単色）の領域を、グレイは半透明な領域を、黒は 0 パーセントの不透明度（透明）の領域を示します。

QuickTime ムービーやイメージファイルをプロジェクトに読み込むと、そこに含まれているアルファチャンネルが
「Motion」によってただちに認識されます。アルファチャンネルを使用して、そのオブジェクトをキャンバス上でそ
の背後にあるほかのオブジェクトに対して合成します。

アルファチャンネル情報は、2 つの方法でファイルに埋め込むことができます。メディアファイルでどちらの方法が使
用されているかは「Motion」によって判断されます：

 • ストレート：ストレート・アルファ・チャンネルは、イメージの赤、緑、青のチャンネルとは別で埋め込まれます。
ストレートのアルファチャンネルを使用するメディアファイルは、コンポジションで使用するとその通りに表示され
ますが、別のアプリケーションで表示すると違って見えることがあります。また、コンピュータで生成されたイメー
ジの 3D 照明やレンズフレアなどの半透明エフェクトは、クリップをコンポジションで使用するまで歪んで見える
可能性があります。

 • プリマルチプライ：透明度の情報は、アルファチャンネルおよび可視の赤、緑、青のチャンネルに格納されます。
これらのチャンネルは、背面のカラー（通常は黒または白）と乗算されます。
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オブジェクトが使用しているアルファチャンネルの種類が本当に問題になるのは、「Motion」がそれを正しく識別し
ない場合です。メディア項目のアルファチャンネルが本当はプリマルチプライであるのに、「メディア」リストで「ス
トレート」に設定されている場合、イメージの端を縁取るようにプリマルチプライされた色が表示されることがあり
ます。このような場合、「メディア」リストで問題のある項目を選択してから、「メディア」インスペクタの「アルファ
の種類」パラメータを変更します。

オーディオファイル
プロジェクトには、WAV、AIFF、.cdda、MP3、AAC など、数多くの形式のオーディオファイルを読み込むことが
できます。「Motion」は、「GarageBand」や「Logic Pro」のようなフル装備のオーディオ編集およびミキシン
グ環境ではありませんが、ミュージック・クリップ、ダイアログ、効果音を読み込むことができます。モノラルまたは
ステレオのオーディオトラック付きの QuickTime ファイルを読み込むと、オーディオが「オーディオタイムライン」
に表示されます。

さまざまなサンプルレートやビット深度のオーディオクリップを読み込むことができます。オーディオクリップを読み込
むと、お使いのコンピュータで使用しているサンプルレートとビット深度でオーディオトラックが再サンプリングされま
す。デフォルトは、内蔵オーディオインターフェイスの 16 ビット（浮動小数）、44.1kHz です。他社製のオーディオ
インターフェイスを使用する場合、オーディオはそのデバイスで使用されるサンプルレートとビット深度に再ミックス
されます。

192 kHz 以下のサンプルレート、および 32 ビット以下のビット深度でオーディオファイルを読み込むことができま
す。モノラルおよびステレオファイルがサポートされます。マルチチャンネルのオーディオファイルもサポートされま
す。

「Motion」で対応しているファイルフォーマットについて詳しくは、163 ページの「Motion」でサポートされるファ
イルタイプを参照してください。「Motion」でのオーディオの使いかたについて詳しくは、985 ページのオーディ
オの概要を参照してください。

iTunes ライブラリのミュージックをシームレスにブラウズして読み込むには、「Motion」の「ライブラリ」の「ミュー
ジック」カテゴリを使用してください。詳しくは、181 ページの「ライブラリ」から iTunes ファイルおよび iPhoto 
ファイルを追加するを参照してください。

参考：iTunes Store から購入するトラックなど（iTunes Plus トラックを除きます）、著作権が管理されている AAC 
ファイルは読み込むことができません。

テキストファイル
「Motion」では、さまざまなテキストファイルをメディア素材としてもテキストデータとして読み取ったり操作したりし
て、ジェネレータ、パーティクルシステム、リプリケータのエフェクトに取り込むことができます。詳しくは、605 ペー
ジのプロジェクトにテキストファイルを追加するを参照してください。

メディアを管理する

メディアの管理の概要
プロジェクトにメディアファイルを追加した後、対応するイメージレイヤーがキャンバス、「レイヤー」リスト、「タイ
ムライン」に表示されます。キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」でイメージレイヤーやエフェクトオブ
ジェクトを複製して、必要なだけコピーを作成できます。作成したそれぞれのコピーは「インスペクタ」に独自のパ
ラメータを持つため、複製した各レイヤーはほかのレイヤーとは別々にカスタマイズすることができます。
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ソースメディアと「Motion」のレイヤー
メディアファイルをプロジェクトに追加するたびに、対応するソースメディアが「メディア」リストに追加されます。つ
まり、同じファイルをプロジェクトに 5 回読み込むと、同じソースメディア項目が 5 つ「メディア」リストに追加さ
れます。ただし、「レイヤー」リストでレイヤーを複製する場合は、レイヤーのインスタンスが作成されるだけで「メ
ディア」リストに新しいソース項目は作成されません。その代わり、元のレイヤーも複製されたレイヤーも「メディ
ア」リストの 1 つのソース項目にリンクされます。

「Motion」はノンディストラクティブアプリケーションであることに注意してください。つまり、Motion プロジェク
トのメディアオブジェクトに対して行った変更は、ハードディスク上のソース・メディア・ファイルには影響していま
せん。

プロジェクトにファイルを追加する場合、そのプロジェクトで作業している間はそのファイルがハードディスク上で使
用可能な状態になっている必要があります。Motion プロジェクトのレイヤーに対応しているメディアファイルを移
動、削除、名称変更すると、これらのレイヤーは「オフライン」になります。このような場合、失われたメディアファ
イルがまだ入手できるなら、それをコピーしてプロジェクトのオフラインのレイヤーと簡単に再接続できます。詳しく
は、173 ページのオンラインメディアとオフラインメディアを参照してください。

次の 2 つの便利なパラメータを使って、コンポジションのイメージレイヤーと「メディア」リスト内の対応するソース
メディアの関係を表示できます：

 • 「メディア」パラメータ：「情報」インスペクタにあるこのイメージウェルには、「レイヤー」リストで選択したレイ
ヤーのソースメディアが表示されます。

 • 「リンクされたオブジェクト」リスト：「メディア」インスペクタにあるこのリストには、「メディア」リストで選択し
たソースメディアに対応する「レイヤー」リスト内のすべてのイメージレイヤーが表示されます。「レイヤー」リス
トのレイヤーの名前を変更すると、「リンクされたオブジェクト」リストに表示される名前もアップデートされます。

デフォルトでは、プロジェクトに追加されたメディアファイルは「Motion」によって管理されます。キャンバスまたは
「レイヤー」リストからレイヤーを削除すると、ソース・メディア・ファイルが「メディア」リストから取り除かれます
（ただし、ハードディスクからは削除されません）。このメディア管理機能は、「Motion」環境設定にある「一般」
パネルでオフにできます。詳しくは、113 ページの「一般」パネル を参照してください。

ソースメディアを表示する
「ソースメディアを表示」コマンドを使えば、「Motion」の「メディア」リストでレイヤーのソースメディアをすぐに
見つけることができます。

「メディア」リストでレイヤーのソースメディアを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」で、Control キーを押しながらレイヤーをクリックし、ショー
トカットメニューから「ソースメディアを表示」を選択します。

 m レイヤーを選択し、次に「オブジェクト」＞「ソースメディアを表示」と選択します（または、Shift ＋ F キーを押
します）。

ソースメディアが選択された状態で「メディア」リストが開きます。「メディア」インスペクタが開いて、ソースメディ
アのパラメータも表示されます。

ファイルを複製する
プロジェクトでオブジェクトのコピーがさらに必要な場合は、「複製」コマンドを使うか、ソース・メディア・ファイ
ルを「メディア」リストからキャンバスまたは「タイムライン」にドラッグします。どちらの方法でも、ソース・メディ
ア・ファイルの新しいインスタンスが作成されます。プロジェクトを複製するもう 1 つの方法は、「クローンレイヤー
を作成」コマンドを使う方法です。「クローンレイヤーを作成」コマンドについて詳しくは、224 ページのクローン
レイヤーを作成するを参照してください。
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複製したレイヤーのあるプロジェクトでは、ソースメディアのパラメータを調整することで、すべての複製の属性を同
時に調整できます。その場合は、「メディア」リストでソースメディアを選択してから、「メディア」インスペクタでパ
ラメータを変更してください。これらのパラメータは、フレームレート、ピクセルのアスペクト比、インターレース、
アルファチャンネルのパラメータなど、ソースメディアの基本的な情報を定義します。ソースメディアの終了時の状
態、逆方向、クロップ、タイミングなどを定義できるパラメータもあります。 

「メディア」パラメータについて詳しくは、177 ページのソースメディアのパラメータを参照してください。

オンラインメディアとオフラインメディア
Motion プロジェクトにメディアファイルを追加すると、「Motion」内で作成されるイメージレイヤーとディスク上の
対応するメディアファイルとの間にリンクが作成されます。ディスク上のメディアファイルを移動、削除、名称変更す
ると、「Motion」内のリンクされたレイヤーはオフラインになります。プロジェクトファイルをだれかに渡すときに、
使用するソースメディアと一緒に渡さなかった場合にも、メディアがオフラインになる可能性があります。

オフラインのレイヤーが表示される場所には、見つからないイメージを囲む境界ボックスが表示され、その中に長
方形の格子が表示されます。

レイヤーがオフラインになると、「レイヤー」リストの空のプレビューサムネールの横に疑問符（？）のアイコンが表
示されます。

Icon indicates that 
media is offline.

「メディア」リストでは、見つからないプレビューサムネールの代わりに疑問符のアイコンが表示されます。

Offline media
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オフラインメディアのあるプロジェクトファイルを開くと、見つからないファイルのリストがダイアログに表示されま
す。メディアファイルを削除したのではなく、別のフォルダやディスクに移動しただけの場合は、オフラインメディア
検索機能を使ってコンピュータ上で見つけることができる可能性があります。見つからないメディアファイルの場所
が分かる場合は、検索しなくても、手動再接続ダイアログを表示してファイルに移動できます。ファイルの名前を変
更した場合は、自分で見つける必要があります。

オフラインファイルを手動で再接続する

 1 警告ダイアログで「再接続」をクリックします。

手動再接続ダイアログが表示されるので、見つからないファイルの場所に移動します。

 2 ファイルを選択して「開く」をクリックします。

ファイルが再接続されます。複数の見つからないメディアファイルが同じフォルダに表示される場合、すべてのファ
イルが再接続されます。

オフラインのメディアファイルを検索して再接続する
手動でファイルが見つからない場合は、オフラインメディア検索機能を使います。

 1 警告ダイアログで「検索」をクリックします。

「Motion」は、リストの最初にある見つからないファイルを検索します。検索が成功すると、見つかったメディア
ファイルがダイアログに表示されます。 

 2 そのファイルを選択してから、「開く」をクリックして再接続します。

検索できなかった場合は、手動再接続ダイアログを使って移動しながらファイルを検索します。ファイルが見つかっ
たら、選択して「開く」をクリックします。 

アクティブな検索をキャンセルする

 1 「キャンセル」をクリックします。

手動再接続ダイアログが表示されます。

 2 ダイアログに表示されたファイルの場所に移動し、ファイルを選択して「開く」をクリックします。

ファイルが再接続されます。

「再接続」ボタンを使ってオフラインメディアを復元する

 1 警告ダイアログで「再接続」をクリックします。

手動再接続ダイアログが表示されます。

 2 ダイアログに表示されたファイルの場所に移動し、ファイルを選択して「開く」をクリックします。

ファイルが再接続されます。
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「メディア」インスペクタでオフラインメディアを再接続する
オフラインレイヤーをすぐに再接続しない場合は、変更をプロジェクトに保存してもう一度閉じた後でも、「メディア」
インスペクタの「メディアファイルを再接続」ボタンを使ってオフラインレイヤーを再接続できます。

 1 「メディア」リストを開きます。

 2 再接続するオフラインレイヤーを選択します。

 3 「インスペクタ」で「メディア」パネルを開きます。

 4 「リンクされたオブジェクト」リストの下の「メディアファイルを再接続」ボタンをクリックします。

「Motion」は、リストの最初にある見つからないファイルを検索します。ファイルが見つかった場合、見つからない
メディアファイルが選択されているファイル・ブラウザ・ダイアログが表示されます。検索できなかった場合は、手
動で移動しながらファイルを検索し、ファイルを選択します。

 5 「開く」をクリックしてファイルを再接続します。

参考：「ファイル」＞「メディアの再接続」コマンドを使用することもできます。

複数の見つからないメディアファイルが同じフォルダに表示される場合、「開く」をクリックすることですべてのファイ
ルが再接続されます。 

プロジェクトからオブジェクトを削除する
「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバスから削除することで、オブジェクトの 1 つのインスタンス（イ
メージレイヤーまたはエフェクトオブジェクト）を削除することができます。また、「メディア」リストからソースメディ
アを削除することで、ソースメディアに対応するオブジェクトのすべてのインスタンスを削除することもできます。 

プロジェクトからオブジェクトの 1 つのインスタンスを削除する
 1 以下のいずれかの操作でオブジェクト（1 つまたは複数）を選択します：

 • 1 つのオブジェクトを削除するには、「レイヤー」リスト、「タイムライン」、キャンバスでそのオブジェクトを選択
します。

 • 複数のオブジェクトを削除するには、Shift キーを押しながらオブジェクトをクリックして選択します。

参考：「レイヤー」リストまたは「タイムライン」では、Command キーを押しながら、連続していないオブジェ
クトをクリックして選択できます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「削除」と選択します。

 • Delete キーを押します。

プロジェクトからオブジェクトが削除されます。

「メディア」リストのソース・メディア・ファイルに対応するすべてのオブジェクトを削除する

 1 「メディア」リストを開き、削除するソース・メディア・ファイルを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「削除」と選択します。

 • Delete キーを押します。

ダイアログが表示され、削除するかどうか確認されます。

 3 「削除」をクリックします。

ソース・メディア・ファイルが「メディア」リストから削除されて、そのメディアのすべてのインスタンスが Motion 
プロジェクトから削除されます。（ただし、元のメディアはそのままハードディスク上に残ります。）
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プロジェクトのメディアを交換する
イメージレイヤーは、「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」にある別のファイルからのメディアで上書きできま
す。「メディアの交換」と呼ばれるこの処理では、レイヤーの元のソース・メディア・リンクを新しいソース・メディ
ア・リンクで置き換えます。レイヤーのソースメディアを交換したとき、レイヤーでは、適用したフィルタ、ビヘイビ
ア、マスク、キーフレームに加えて、「情報」インスペクタのパラメータの値（「位置」、「調整」、「不透明度」、「ブ
レンドモード」など）が維持されます。

交換の操作では、プロジェクトでレイヤーの変更やアニメーションを行ってからでもオブジェクトを置き換えることが
できます。コンポジションのエレメントが気に入らない場合は、新しいエレメントと交換してください。

重要：交換できるのは、ディスク上のメディアファイルにリンクされているレイヤーのみです。パーティクルシステム、
ジェネレータ、シェイプ、テキストオブジェクトなど、「Motion」で生成されたオブジェクトは交換できません。

レイヤー内のメディアを交換する

 1 「ファイルブラウザ」から「レイヤー」リストのレイヤーにメディアファイルをドラッグします。

 2 カーブポインタが表示されたら、マウスボタンを放します。

The curved pointer 
appears when you 
drag a new object over 
an existing object.

レイヤーの元のソースメディアが、新しいソースメディアに置き換えられます。

「メディア」インスペクタでソースメディアを交換する

 1 「メディア」リストで、置き換えるオブジェクトを選択します。

 2 「メディア」インスペクタまたは HUD を開きます。

 3 「メディアファイルを交換」をクリックします。

ファイル・ナビゲーション・ダイアログが開きます。

 4 現在のソースメディアと置き換えるファイルを選択します。

 5 「開く」をクリックします。

「メディア」リストおよびソースメディアにリンクされているプロジェクトのすべてのレイヤーで、元のソースメディア
が新しいソースメディアに置き換えられます。
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ソースメディアのパラメータ
「メディア」リストでソースメディア項目を選択すると、イメージまたはムービークリップをプロジェクト内で表示およ
び合成する方法を定義するための、調整可能なパラメータが「メディア」インスペクタに表示されます。

「Motion」では、ユーザがソースメディア項目をプロジェクトに追加するたびに、適切なパラメータ値が自動的に
設定されます。ただし、さらに手動で調整することが必要な場合もあります。「Motion」はノンディストラクティブ
なアプリケーションであるため、これらパラメータへの変更はディスク上のソースメディアのファイルには適用されま
せん。パラメータの変更は、「Motion」でのオブジェクトの描画方法に影響します。

以下のコントロールを使って、「メディア」リストのソースメディアを変更できます。ソースメディアを変更すると、そ
のソースメディアにリンクしているプロジェクト内のすべてのレイヤーが変更されます。

参考：以下に説明するパラメータは、個別のレイヤーとして読み込まれた Photoshop ファイルには適用されませ
ん。透明の背景を持つ PDF ファイルには、「アルファの種類」パラメータも「アルファを反転」パラメータもありま
せん。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • アルファの種類：このポップアップメニューから、メディア項目内のアルファチャンネルを「Motion」でどのよう
に処理するかを選択します。アルファチャンネルには、イメージまたはムービーの透明な領域についての情報が
含まれます。イメージファイルや QuickTime ムービーを読み込むと、そこに含まれているアルファチャンネルが、
「Motion」によってただちに認識されます。アルファチャンネル情報をファイルに埋め込む方法はいくつかあり、
このメニューにはそれぞれに対応するオプションが含まれています。オプションはオブジェクトを読み込むときに
行われる解析に基づいて割り当てられますが、このデフォルトは必要に応じて変更できます。以下のいずれかを
選択してください：

 • なし／無視：アルファチャンネルのないオブジェクトのデフォルト設定です。オブジェクトのアルファチャンネル
も無視できます。オブジェクト全体の中身が詰まって見えます。

 • ストレート：これらのアルファチャンネルは、イメージの赤、緑、青のチャンネルとは別で埋め込まれます。スト
レートのアルファチャンネルを使用するメディアファイルは、コンポジションで使用するとその通りに表示されま
すが、別のアプリケーションで表示すると違って見えることがあります。また、コンピュータで生成されたイメー
ジの 3D 照明やレンズフレアなどの半透明エフェクトは、クリップをコンポジションで使用するまで歪んで見え
る可能性があります。「ストレート」を選択しているにもかかわらずオブジェクトの周りに黒、白、または色の
付いた縁取りが表示される場合、このパラメータは誤って設定されているので、縁取りの色に応じた「プリマ
ルチプライ」オプションに変更する必要があります。

 • プリマルチプライ済み黒：このタイプのアルファチャンネルは、クリップの赤、緑、青のチャンネルとマルチプ
ライされます。この結果、イメージ全体が単色に対してあらかじめ合成されるため、プリマルチプライのアル
ファチャンネルを持つオブジェクトは、半透明の照明エフェクトを使用している場合でも正しく表示されます。こ
のオプションは、黒を背景にあらかじめ合成されているアルファチャンネルとして解釈します。

 • プリマルチプライ済み白：このオプションは、白を背景にあらかじめ合成されているアルファチャンネルとして
解釈します。

 • アルファの種類を推測：このオプションを選択すると、使用されているアルファチャンネルの種類を判別するた
めにファイルが解析されます。アルファの種類が分からない場合は、この設定を使用してください。

 • アルファを反転：誤って逆に生成されているアルファチャンネルを反転する場合に、このチェックボックスを選択
します。通常、アルファチャンネルとは、グレイスケールチャンネルで、白は 100 パーセントの不透明度（単色）
の領域を、グレイは半透明な領域を、黒は 0 パーセントの不透明度（透明）の領域を示します。 

 • ピクセルのアスペクト比：このポップアップメニューでは、プロジェクトに関連するピクセルのタイプをスクエアま
たは非スクエアのいずれかに設定します。一般に、コンピュータディスプレイ、フィルム、高精細度ビデオ用に作
成されるオブジェクトはスクエアピクセルを使用し、DV、HDV、DVCPRO HD など一部のビデオフォーマット
用に作成されるオブジェクトは非スクエアピクセルを使用します。このポップアップメニューの右の値フィールドに
は、数値によるアスペクト比が表示されるため、必要であればカスタムの比率を設定できます。プロジェクトに追
加する各オブジェクトを正しく識別することによって、両方の種類のメディアを混在させてコンフォームできます。

 • フィールドの順番：このポップアップメニューでは、インターレースクリップの取り込みに使用するデバイスと同じ
フィールドの順番を選択します。選択肢は 2 つあります：「上位（奇数）」または「下位（偶数）」です。この選
択を間違えると、再生時にビデオがぎこちない動きをします。そうなった場合は、逆のフィールドの順番を選んで
ください。フィルム上にまたはプログレッシブスキャンを行うビデオカメラで撮影したクリップはインターレースさ
れないため、「フィールドの順番」を「なし」に設定します。プロジェクトの各オブジェクトを正しく識別すること
によって、異なるフィールドの順番を持つクリップを混在させてコンフォームできます。詳しくは、1031 ページの
フィールドの順番を参照してください。

 • フレームレート：このポップアップメニューでは、クリップのネイティブレートと同じフレームレートを 1 秒当たりフ
レーム数（fps）で選択します。たとえば、フィルムは 24 fps、PAL ビデオは 25 fps、NTSC ビデオは 29.97 
fps です。その他のビデオ形式の場合も、それぞれに合ったフレームレートを使用できます。必要なフレームレー
トがリストにない場合は、ポップアップメニューの右にあるテキストフィールドに数値を入力します。QuickTime 
ファイルのフレームレートを変更したけれども、元のレートに戻す必要がある場合は、「フレームレート」ポップ
アップメニューの一番下にある「ファイルから」を選択します。
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異なるフレームレートのクリップを混在させることはできますが、プロジェクトと異なるフレームレートで再生される
クリップは滑らかに再生されない可能性があります。

参考：プロジェクトのフレームレートは、プロジェクトのプリセットで決まります。プリセットを編集するか、またはプ
リセットを作成するには、「Motion」の「環境設定」を選択して、「プリセット」パネルのオプションを使用します。

 • 「固定幅」と「固定高さ」：これらのスライダを使用して（静止画像の場合に有効）、ソースメディアの解像度を変
更できます。「静止画（大）」コントロール（「Motion」環境設定にあります）が「キャンバスのサイズに合わせて
調整」に設定されているときは、これらの値には元のファイルの解像度が表示されます。詳しくは、165 ページの
大きな静止画像を読み込むを参照してください。

「メディア」リストで PDF が選択されているときは、これらのコントロールによって PDF オブジェクトを滑らかに拡
大／縮小できる最大の解像度を設定します。詳しくは、169 ページの PDF ファイルを参照してください。

 • クロップ：開閉用三角ボタンをクリックすると、ソースメディアの 4 辺からクロップするピクセル数を定義する 4 つの
スライダが現れます。4 つの辺は、ソースメディアを囲む境界ボックスの外側のエッジに対応します。「メディア」リ
ストで項目を切り取ると、プロジェクトのレイヤーにあるその項目のすべてのインスタンスも切り取られます。「レイ
ヤー」リストでレイヤーを選択すると、「情報」インスペクタに同様の「クロップ」パラメータが表示されます。詳し
くは、221 ページの「情報」インスペクタでのパラメータ を参照してください。

 • タイミング：これらの値スライダを使って、ソースメディアの開始、終了、継続時間を設定します：

 • 開始：一定速度モードと可変速度モードで、ソースメディアのイン点を設定します。このパラメータを調整すると、
メディアの継続期間に影響を与えずに、イン点が指定したフレームまで移動します。

 • 最後：一定速度モードと可変速度モードで、ソースメディアのアウト点を設定します。このパラメータを調整する
と、メディアの継続期間に影響を与えずに、アウト点が指定したフレームまで移動します。

 • 継続時間：ソースメディアの合計の継続時間を設定します。「時間のリマップ」が「一定速度」に設定されてい
る場合、「継続時間」を調整すると「速度」と「アウト」点にも影響します。「時間のリマップ」が「可変速度」
に設定されている場合（「情報」インスペクタの「タイミング」コントロールにあります）は、「継続時間」を調
整しても可変速度再生には影響しません。

 • リンクされたオブジェクト：このリストには、「メディア」リストで選択したソースメディアにリンクされている「レイ
ヤー」リスト内のオブジェクトが表示されます。最初の列はソースメディアのインスタンスを含むグループの名前、
2 番目の列はレイヤー名です。「レイヤー」リストのレイヤー名を変更すると、このリストに表示される名前がアップ
デートされます。

 • メディアファイルを交換：このボタンを使って、ディスク上のソースファイルにプロジェクトのメディアを再リンクしま
す。この機能は主にオフラインメディアの再リンクに使いますが、ソースメディアの変更にも使えます（そのソース
メディアにリンクされているすべてのレイヤーが変更されます）。

 • メタデータ：この情報パネルには、「メディア」リストで選択した項目にリンクされているディスク上のメディアファイ
ルの情報が表示されます。

ネットワークで接続されているディスクやリムーバブルメディアについて
リモートサーバからプロジェクトにメディアファイルを追加する場合には注意が必要です。「ファイルブラウザ」からネッ
トワーク上のほかのコンピュータのディスクの内容にアクセスすることはできますが、リモートメディアをプロジェクト
にドラッグしてもソースファイルがコンピュータにコピーされるわけではありません。メディアのソースファイルはリモー
トディスクに残っています。このため、リモートディスクが使用できなくなれば、プロジェクト内の該当する項目がオフ
ラインになります。さらに、ネットワーク速度によっては、ほかのコンピュータ上のメディアファイルを使用すると、パ
フォーマンスの問題が生じる場合があります。 

プロジェクトで使用するすべてのメディアファイルは、お使いのコンピュータに物理的に接続されているディスクにコ
ピーすることをお勧めします。ネットワーク接続されているハードディスクからメディアを使用する必要がある場合は、
ドライブが常にシステムにマウントされていること、高いパフォーマンスのネットワークを使用していることを確認して
ください。

この点は特に、コンピュータから頻繁に取り外されるフラッシュドライブ、DVD、およびリムーバブルハードディスクな
どのリムーバブルデバイスのメディアに当てはまります。そのようなメディアからのメディアファイルは、常にローカル
のハードディスクにコピーしてください。
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「ライブラリ」を操作する

「ライブラリ」の概要
「Motion」には、プロジェクトで使用できるメディアやエフェクトのコレクションが付属しています。このコンテンツ
は「ライブラリ」から使用できます。 

SubcategoriesCategories

「ライブラリ」のサイドバーは、2 列のパネルで構成されています。左の列には、メディアおよびエフェクトのカテゴ
リが表示されます。カテゴリを選択すると、サブカテゴリが右の列に表示されます。サブカテゴリを選択すると、関
連するメディアまたはエフェクトのコレクションが下のライブラリスタックに表示されます。

「ライブラリ」の各カテゴリの説明は、38 ページの「ライブラリ」のコンテンツ を参照してください。「ライブラリ」
の一般的な操作について詳しくは、35 ページの「ライブラリ」の概要 を参照してください。

「ライブラリ」の要素をプロジェクトに追加する
エフェクトやコンテンツ要素はさまざまな方法で「ライブラリ」からプロジェクトに追加できます。「ライブラリ」のス
タックから要素をプロジェクトにドラッグするか、または「ライブラリ」のスタック内で要素を選択してからプレビュー
領域の「適用」ボタンをクリックすることができます。

参考：ビヘイビアとフィルタを追加するには、3 つ目のオプションを使用します。プロジェクトでオブジェクトを選択
し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」または「フィルタを追加」ポップアップメニューを使用します。

「ライブラリ」のエフェクトまたは要素をプロジェクトに追加する

 1 エフェクトまたはコンテンツ要素を適用するレイヤーまたはグループを、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タ
イムライン」のレイヤーリストで選択します。

 2 「ライブラリ」で要素を選択します。

たとえば、「フィルタ」カテゴリをクリックし、フィルタのサブカテゴリをクリックした後、適用するフィルタをスタック
でクリックします。

 3 プレビュー領域の「適用」ボタンをクリックします。

フィルタはプロジェクト内のレイヤーまたはグループに追加されます。ジェネレータなどの要素を適用すると、その要
素は、キャンバスの中央の選択されているグループに追加されます。

「ライブラリ」のエフェクトまたは要素をプロジェクトにドラッグする

 1 エフェクトまたはコンテンツ要素を適用するレイヤーまたはグループを、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タ
イムライン」のレイヤーリストで選択します。

 2 「ライブラリ」内の要素をキャンバスにドラッグします。

オブジェクトの中心が、マウスボタンを放した位置にドロップされます。

プロジェクト内でオブジェクトを置いたり並べ替える方法の詳細は、151 ページのグループとレイヤーの整理の概要
を参照してください。
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参考：「ライブラリ」からカスタムマスクをプロジェクトにドラッグする場合、マスクは保存した位置（カスタムマスク
をドロップしたイメージまたはフッテージからの相対位置）を保持します。

「ライブラリ」から iTunes ファイルおよび iPhoto ファイルを追加する
「Motion」の「ライブラリ」を介して「iTunes」および「iPhoto」のライブラリのファイルをプロジェクトに追加
できます。「iTunes」のライブラリとプレイリスト、および「iPhoto」のアルバムが、「ライブラリ」の 2 つのサブ
カテゴリ「ミュージック」と「フォト」に表示されます。

参考：「ファイルブラウザ」には接続されている、iPod がハードディスクとして表示されますが、データとして保存
されている iPod ファイルしかブラウズしたり読み込んだりすることはできません。「iTunes」を介して iPod に転
送されたミュージックを「Motion」に読み込むことはできません。

「iTunes」からオーディオファイルを追加する
 1 「ライブラリ」で「ミュージック」カテゴリを選択します。

iTunes ライブラリおよびプレイリストが表示されます。デフォルトでは、「すべて」が選択されています（iTunes ラ
イブラリ）。

 2 プレイリストを選択し、スタックからオーディオファイルを選択します。

参考：「ミュージック」カテゴリがリスト表示に示されている場合、そこには「iTunes」で生成された情報（ファイ
ルの「名前」、「アーティスト」、「アルバム」、「継続時間」、「サイズ」など）が示されています。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • プレビュー領域で「適用」をクリックします。

 • オーディオファイルをキャンバス、「レイヤー」リスト、または「オーディオタイムライン」にドラッグします。

参考：著作権保護されている AAC ファイルを「Motion」に読み込むことはできないため、このようなファイルは
ファイルスタックに表示されません。これには iTunes Store から購入した iTunes Plus 以外のミュージックが含ま
れます。

オーディオファイルの操作について詳しくは、985 ページのオーディオの概要を参照してください。

「iPhoto」のファイルを追加する
 1 「ライブラリ」で「フォト」カテゴリを選択します。

iPhoto アルバムが表示されます。デフォルトでは、「すべて」が選択されています（iPhoto ライブラリ）。

 2 アルバムを選択し、スタックからファイルを選択します。

参考：「フォト」カテゴリがリスト表示に示されている場合、そこには「iPhoto」で生成された情報（ファイルの名
前、サイズなど）が示されています。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • プレビュー領域で「適用」をクリックします。

 • ファイルを、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」にドラッグします。

参考：サイズの大きいイメージを「Motion」に読み込む場合は、ネイティブの解像度のままで読み込むか、また
は「Motion」のキャンバスの解像度で読み込むかを選択できます。詳しくは、165 ページの大きな静止画像を読
み込むを参照してください。
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カスタム要素を「ライブラリ」に保存する
「Motion」内のほとんどのオブジェクトは「ライブラリ」に保存することができ、これには、アニメートしたカメラ
およびライト、カスタマイズしたビヘイビア、フィルタ、パーティクルシステム、またはレプリケータや、シェイプお
よびテキスト、さらにはレイヤー、グループも含まれます。「ライブラリ」に保存したオブジェクトは、「ライブラリ」
にあるほかの要素と同じように、どのプロジェクトにでも追加できるようになります。

「ライブラリ」には、複数のオブジェクトを 1 つのファイルとして、または、複数のファイルとして保存することがで
きます。たとえば、複数のフィルタを使ってエフェクトを作成し、そのトータルなエフェクトを保存してほかのオブジェ
クトに適用するには、それらのフィルタを 1 つの項目として「ライブラリ」に保存しておきます。

カスタムオブジェクトをそのオブジェクトと同じ名前のフォルダに保存することもできますが、よく使うカスタムオブ
ジェクトは「よく使う項目」カテゴリに保存した方が便利です。「Motion」の「ライブラリ」には、膨大な数の項
目が含まれるカテゴリがあるため、「よく使う項目」または「よく使う項目メニュー」カテゴリにカスタム項目を保存
すると、検索時間を節約できます。「よく使う項目」カテゴリ内にフォルダを作成して、カスタム項目をさらに整理す
ることもできます。

参考：「フィルタ」のサブカテゴリである「色補正」など、組み込まれているカテゴリにフォルダを作成することもで
きますが、そのフォルダは「ライブラリ」のスタックにのみ表示され、サイドバーには表示されません。「よく使う項
目」カテゴリに追加したフォルダは「ライブラリ」のサイドバーに表示されます。

オブジェクトを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開き、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または別のカテゴリを選択します。

 2 カスタマイズした後、保存するオブジェクトを「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「インスペクタ」から、
「ライブラリ」の一番下にあるスタックの中へドラッグします。

「よく使う項目メニュー」カテゴリに保存されたオブジェクトは、「よく使う項目」メニューを使用してオブジェクトに
適用できます。

カスタマイズしたオブジェクトを保存すると、それは「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/
Motion/Library/」フォルダに置かれます。

参考：項目を間違ったカテゴリにドラッグした場合でも、同じカテゴリに保存されます。たとえば、カスタムビヘイビ
アを「フィルタ」カテゴリにドラッグすると、「ビヘイビア」カテゴリに保存され、「ビヘイビア」カテゴリがアクティ
ブになります。

複数のオブジェクトを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開き、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または別のカテゴリを選択します。

 2 保存するすべてのオブジェクトを「レイヤー」リストで選択して、スタックまでそれらをドラッグし、ドロップメニュー
が表示されるまでマウスボタンを押したままにします。

 3 ドロップメニューから「1 ファイルで全部」または「複数ファイル」を選択します。

「1 ファイルで全部」を選択すると、すべてのオブジェクトがまとめて保存され、「ライブラリ」に 1 つの項目として
リスト表示されます。「複数ファイル」を選択すると、オブジェクトが個々のオブジェクトとして「ライブラリ」に保存
されます。

参考：「1 ファイルで全部」ドロップメニューオプションを選択して保存したオブジェクトをキャンバスにドラッグする
と、オブジェクトはマウスボタンを放す位置にドロップされますが、それらのオブジェクトを「ライブラリ」に保存し
たときの配置に基づいて位置が調整されます。プレビュー領域の「適用」ボタンを使用してオブジェクトを追加する
と、オブジェクトはキャンバスの中心に追加されます。

 4 ファイルに名前を付けるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ライブラリ」のスタックで、Control キーを押しながらアイコンをクリックし、ショートカットメニューから「名称
変更」を選択して名前を入力します。

 • アイコンを選択し、名前の部分をクリックして名前を入力します。
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保存した「ライブラリ」のオブジェクトのカスタムの注釈を作成する

 m 「ライブラリ」のスタックで、Control キーを押しながらアイコンをクリックして、ショートカットメニューから「説明
を編集」を選択し、表示されるダイアログに注釈を入力してから「OK」をクリックします。

「ライブラリ」のフォルダとファイルを管理する
「Motion」に付属のエフェクト、要素、およびフォルダは変更できませんが、「ライブラリ」のスタックにあるカス
タムエフェクト、要素、フォルダは、Finder でファイルを操作する場合と同じように整理できます。フォルダを作成
したり、特定のファイルやフォルダを削除したりできます。

ファイルやテーマの作成、保存、および整理も「ライブラリ」内で簡単にできます。

新規フォルダを作成する

 m 「ライブラリ」の左下隅にある新規フォルダボタン（＋）をクリックします。

「ライブラリ」のカスタムコンテンツを保存する方法について詳しくは、182 ページのカスタム要素を「ライブラリ」
に保存するを参照してください。

フォルダまたはファイルの名前を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」スタック内で、Control キーを押しながらカスタムのファイルまたはフォルダをクリックし、ショートカッ
トメニューから「名称変更」を選択します。テキストフィールドがアクティブになったら、名前を入力して Return 
キーを押します。

 m フォルダまたはファイルの名前をクリックして選択し、もう一度クリックするとアクティブなテキストフィールドに変わ

ります。名前を入力してから Return キーを押します。

警告：「ライブラリ」からカスタムのフォルダまたはファイルの名前を変更すると、ローカルのハードディスクまた
はネットワーク接続されているハードディスク上の項目の名前が変更されます。元の名前のフォルダ内のファイル
がプロジェクトで使用されている場合、「Motion」がその項目を見つけられないことがあります。

カテゴリにサブカテゴリを作成する
独自のコンテンツを追加する場合、サブカテゴリの列に新たなフォルダを作成してサブカテゴリを追加できます。

 1 「ライブラリ」を開き、カテゴリを選択します。

 2 「ライブラリ」の一番下にある新規フォルダボタン（＋）をクリックします。

 3 フォルダの名称を必要に合わせて変更します。

このフォルダは、そのカテゴリを選択すると、サブカテゴリの列に表示されます。

コンテンツのカテゴリからオブジェクトまたはフォルダを削除する

 m ライブラリスタックからオブジェクトまたはフォルダを選択し、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「削除」と選択します。

 • Command ＋ Delete キーを押します。
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フォルダまたはファイルを削除する

 m スタックで、Control キーを押しながらカスタムファイルをクリックし、ショートカットメニューで「ゴミ箱に入れる」
を選択します。

警告：「ライブラリ」からカスタムのフォルダまたはファイルを削除すると、ファイルはローカルのハードディスクま
たはネットワーク接続されているハードディスクから取り除かれ、ゴミ箱に移動されます。

ファイルをフォルダに移動する

 m ファイルをフォルダアイコンにドラッグします。

ファイルがフォルダ内に移動します。

ファイルを検索する

 m 「検索」ボタンをクリックしてから、「検索」フィールドにテキストを入力します。

ファイルスタックのコンテンツがフィルタリングされ、入力したテキストを含む名前のファイルが表示されます。条件
に合致しないフォルダは表示されません。

参考：「検索」ボタンを選択するまで、「検索」フィールドは使用できません。

ファイル検索を消去する

 m 「検索」フィールドの右側にある消去ボタンをクリックします。

参考：フォルダはフィルタリングされません。

「ライブラリ」のメディアが使えなくなる場合
Motion プロジェクトで使用するほかのオブジェクトと同様に、「Motion」でメディアを正しく表示するには、プロ
ジェクトで使用する「ライブラリ」のメディアがお使いのコンピュータにインストール済みで存在している必要があり
ます。プロジェクトファイルをだれかから受け取り、そのファイルで使用するものと同じフィルタやフォントがない場
合は、プロジェクトを開いたときに警告が現れ、使用できない項目のリストが表示されます。

プロジェクトを閉じて必要なファイルをコンピュータにインストールすることも、そのままファイルを開くこともできま
す。見つからないメディアのあるファイルを開く場合は、以下の点に注意してください： 

 • 見つからないコンテンツ：見つからないコンテンツは、ほかの見つからないメディア項目と同じように扱われま
す。メディアの再接続について詳しくは、173 ページのオンラインメディアとオフラインメディアを参照してくださ
い。

 • 見つからないフィルタ：フィルタが見つからない場合は、「レイヤー」リストと「タイムライン」にプレースホルダ
オブジェクトが表示されます。見つからないフィルタを再インストールすると、そのフィルタオブジェクトがプレー
スホルダに入り、エフェクトが正しく適用されます。

 • 見つからないフォント：フォントが見つからない場合、それらのフォントを使用するテキストオブジェクトは、デ
フォルトで一時的に Helvetica を代用します。見つからないほかの言語のフォントは、該当する言語のデフォル
トのシステムフォントを代用します。

「ライブラリ」のテーマを操作する
「ライブラリ」のテーマを使うと、「抽象」、「自然」、「SF」などのデフォルトテーマを使って特定のオブジェクトにラ
ベルを付けたり、カスタムテーマにオブジェクトを割り当てたりして、共通のオブジェクトを持つプロジェクトを簡単
に整理できます。デフォルトでは、プリセットされている一部の「ライブラリ」のオブジェクトがテーマに割り当てら
れています。たとえば、「位相」パーティクルエミッタのプリセットは「SciFi」カテゴリにあります。

参考：「ライブラリ」のテーマは、「プロジェクトブラウザ」の「テーマ」ポップアップメニューにあるテーマとは異なり
ます。プロジェクトブラウザのテーマは、Motion プロジェクト全体に適用され、テンプレートの作成時に「Motion 
5」と「Final Cut Pro X」の間で共有されます。「Final Cut Pro」のテンプレートを作成する方法について詳しく
は、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照してください。
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「テーマ」ポップアップメニューを使ってソートする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」のサイドバーまたはスタックでカテゴリを選択し、「テーマ」ポップアップメニューからテーマを選択し

ます。

 m デフォルトのテーマを使用してソートするには、「コンテンツ」カテゴリを選択し、「テーマ」ポップアップメニューか

ら項目を選択します。

新しいカスタムテーマを作成する

 1 プレビュー領域の下にある「ライブラリ」で、「テーマ」ポップアップメニューから「新規テーマ」を選択します。

 2 「新規テーマの作成」ダイアログでテーマの名前を入力し、「OK」をクリックします。

新しいテーマが「ライブラリ」に追加されます。新しいテーマは「テーマ」ポップアップメニューに表示されます。

カスタムテーマは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/Library/」フォルダに
「Themes」という名前の書類として保存されます。

カスタムコンテンツにテーマを割り当てる

 m 「ライブラリ」スタック内で、Control キーを押しながらカスタム項目（「よく使う項目」フォルダに保存されたシェ
イプなど）をクリックし、ショートカットメニューから「テーマ」を選択して、サブメニューからテーマを選択します。

テーマを割り当てるには、項目が「ライブラリ」に保存されている必要があります。詳しくは、182 ページのカスタ
ム要素を「ライブラリ」に保存するを参照してください。

以下のような項目をテーマに割り当てることができます：

 • リプリケータ

 • エミッタ

 • シェイプ

 • グラデーション

 • テキストのスタイル

 • シェイプのスタイル

 • レイヤーまたはグループ

参考：ビヘイビア、フィルタ、フォント、イメージ、イメージシーケンス、およびムービーをテーマに割り当てること
はできません。

カスタムテーマを削除する

 1 削除するテーマを「テーマ」ポップアップメニューから選択します。

「テーマ」ポップアップメニューで「テーマを取り除く」項目が使用可能になります。

 2 「テーマ」ポップアップメニューから「テーマを取り除く」を選択します。

テーマがリストから削除されます。

参考：削除できるのはカスタムテーマだけです。
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プロジェクトを管理する

プロジェクトを保存する
ほかのアプリケーションと同様に、プロジェクトで作業するときには、早めに、こまめに保存することが大切です。作業
を今後使用できるように保管するほかに、「Motion」の保存コマンドはプロジェクトの開発を管理する方法としても使
用できます。たとえば、現在のコンポジションは気に入っているけれどもその変化形も作成したい場合は、「別名で保
存」コマンドを使用して現在のプロジェクトのコピーを保存できます。このコピーを変更することができ、その変更が
気に入らなかったときのために、元のプロジェクトは変更せずにそのままにしておくことができます。

プロジェクトを保存するときに、プロジェクトで使用したすべてのメディアをまとめることができます。「Motion」によ
りこれらのファイルがまとめて 1 つのフォルダに入れられ、簡単に移動したりバックアップしたりできるようになります。
デフォルトでは、「メディアの保存」はオフになっています。

プロジェクトを保存する

 1 「ファイル」＞「保存」と選択します（または、Command ＋ S キーを押します）。

プロジェクトが保存されていない場合は、「別名で保存」ダイアログが表示されます。

参考：保存されているプロジェクトの場合は、ダイアログは表示されずにプロジェクトファイルがアップデートされます。

 2 「名前」フィールドに名前を入力し、ファイルを保存するハードディスク上の場所を選択して「保存」をクリックします。

プロジェクトの複製を保存する

 1 「ファイル」＞「別名で保存」と選択します（または、Shift ＋ Command ＋ S キーを押します）。

「別名で保存」ダイアログが表示されます。

 2 「名前」フィールドに名前を入力し、ハードディスク上の場所を選択して「保存」をクリックします。

プロジェクトを保存してすべてのプロジェクトメディアをフォルダ内にコピーする

 1 「ファイル」＞「別名で保存」と選択します（または、Shift ＋ Command ＋ S キーを押します）。

「別名で保存」ダイアログが表示されます。
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 2 「メディアの保存」ポップアップメニューから「フォルダにコピー」を選択します。

「別名で保存」フィールドに指定した名前のフォルダが作成され、フォルダ内に次の 2 つの項目が作成されます：

 • フォルダと同じ名前のプロジェクトファイル

 • プロジェクトで使用されるすべてのメディアファイルを含む「Media」という名前のフォルダ

プロジェクトを保存してフォルダ内にメディアを集めるときに、未使用のメディアファイルも集めるかどうかを指定で
きます。

重要：「別名で保存」コマンドを使用する場合、同じプロジェクトで保存したバージョンと異なる名前を使用してくだ
さい。同じ名前を使用すると、保存しておきたいプロジェクトファイルのバージョンを上書きする危険があります。

自動保存されたプロジェクトのカスタマイズについて詳しくは、187 ページの自動保存を使用するを参照してくださ
い。

自動保存を使用する
「Motion」では、フォルダ内のプロジェクトのバックアップがハードディスクに保存されます。「Motion」＞「環境
設定」の「キャッシュ」パネルで、プロジェクトを保存する頻度と保存ファイルの場所を指定できます。保存ファイ
ルには、時刻と日付がスタンプされます。自動保存について詳しくは、119 ページの「キャッシュ」パネル を参照し
てください。

指定した場所に自動保存プロジェクトを保存する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

 2 「キャッシュ」をクリックします。

 3 「自動保存」グループの「自動保存ボールトを使用」を選択します。

デフォルトでは、自動保存ボールトフォルダは「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Projects/」フォルダにあ
ります。

自動保存ボールトフォルダの場所を設定する

 m 「Motion」環境設定の「キャッシュ」パネルで、「選択」をクリックしてダイアログで場所を選択します。

自動保存プロジェクトを元に戻す

 1 「ファイル」＞「自動保存から復元」と選択します。

プロジェクトの復元ダイアログが表示されます。

 2 ポップアップメニューから保存プロジェクトを選択します。

プロジェクトを元に戻す
「最後に保存した状態に戻す」コマンドは、プロジェクトを最後に保存したときから行ったすべての変更を破棄しま
す。「元に戻す」コマンドは、プロジェクトで変更を試してみる場合に便利なツールです。プロジェクトを気に入った
状態で保存しておいてから、変更を試してみます。結果が気に入らない場合は、「最後に保存した状態に戻す」コ
マンドで以前の状態に即座に戻すことができます。

参考：また、このアプリケーションでは、操作に関係なく使用できる取り消し機能も同じ用途で使用できますが、元
に戻す操作は 1 つずつになります。「取り消す」コマンドについて詳しくは、99 ページの「編集」メニュー を参照
してください。

最後に保存したバージョンにプロジェクトを戻す

 m 「ファイル」＞「最後に保存した状態に戻す」と選択します。

重要：このコマンドは取り消せません。
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プロジェクトを開く／閉じる
保存したプロジェクトファイルは、Finder または「Motion」内から開くことができます。同時に複数のプロジェク
トを開くことができます。

Finder でプロジェクトファイルを開く
以下のいずれかの操作を行います：

 m Motion プロジェクトファイルをダブルクリックします。 

 m Motion プロジェクトファイルを選択し、「アプリケーション」フォルダまたは（すでに置いている場合には）Dock 
にある「Motion」のアプリケーションアイコンにドラッグします。

 m Motion プロジェクトファイルを選択し、「ファイル」＞「開く」と選択します（または、Command ＋ O キーを
押します）。

 m Control キーを押しながら Motion プロジェクトファイルをクリックし、ショートカットメニューから「開く」を選択
します。

「Motion」が起動し、選択したプロジェクトが開きます。

「開く」コマンドを使って、「Motion」内でプロジェクトファイルを開く
 1 「ファイル」＞「開く」と選択します（または、Command ＋ O キーを押します）。

「開く」ダイアログが表示されます。

 2 「開く」ダイアログで必要なプロジェクトファイルに移動し、「開く」をクリックします。

特定のメディアを使ってあらかじめ設定したプロジェクトを作成する

 1 「ファイル」＞「プロジェクトとして読み込む」と選択するか、Shift ＋ Command ＋ I キーを押します。

「プロジェクトとしてファイルを読み込む」ダイアログが開きます。

 2 プロジェクトの設定に使うファイルを検索して選択します。隣接した項目を選択するには Shift キーを押しながらク
リック、隣接していない項目を選択するには Command キーを押しながらクリックします。
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ファイルを選択すると、ダイアログの下部のフォーマット設定が使用できるようになります。選択したファイルに固有
の設定は淡色のままですが、新しいプロジェクトに反映されます。たとえば、ムービーファイルには固有のフレーム
レート、アスペクト比、フィールドの順番があるので、これらの設定値は「プロジェクトとしてファイルを読み込む」
ダイアログで淡色になります。一方、静止画像にはフレームレートやフィールドの順番はないので、これらの設定値
がダイアログで操作可能になり、新規 Motion プロジェクトのフレームレートやフィールドの順番をユーザが選択で
きます。

 3 必要に応じて、フレームレート、アスペクト比、フィールドの順番、オーディオミックスの値を設定します。

イメージシーケンスから項目を選択した場合は、「イメージシーケンス」チェックボックスを選択して、各イメージを
ムービークリップ内の 1 フレームとして使用します。詳しくは、167 ページのイメージシーケンスを参照してくださ
い。

フレームレートを除いて、これらの設定はプロジェクトの作成後に「情報」インスペクタで変更できます。詳しくは、
190 ページのプロジェクトの情報の概要を参照してください。

 4 「プロジェクトとして読み込む」をクリックします。

ファイルが Motion プロジェクトウインドウで開きます。

「プロジェクトブラウザ」を使って既存のプロジェクトやテンプレートを開き、プリセットからプロジェクトを作成する
こともできます。詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」について を参照してください。

プロジェクトを閉じる

 m プロジェクトウインドウを閉じるか、Command ＋ W キーを押します。

Motion プロジェクトファイルを移動する／アーカイブする
Motion プロジェクトファイルを別のコンピュータに移動するには、プロジェクトが使用する QuickTime、静止画像、
オーディオファイルなどすべてのメディアも移動する必要があります。さらに、プロジェクトで他社製 Motion プラグ
インや非標準のフォントを使用している場合は、それらも移動先のコンピュータにインストールする必要があります。
インストールしなければ、それらはプロジェクトで使用できません。

同様に、プロジェクトを完了してアーカイブを作成する際には、プロジェクトファイル、およびプロジェクトで使用する
すべてのメディア（特に、デバイスコントロール可能なビデオソースやオーディオソースから取り込まなかったメディ
ア）、グラフィックス、フォント、カスタムビヘイビア、フィルタ、他社製アドオンのアーカイブを作成することをお勧
めします。後々の改訂でプロジェクトを元に戻す必要が生じた場合、すぐに開始するにはこれらすべてが必要です。
記録可能な CD や DVD ドライブがあれば、簡単にメディアをバックアップできます。CD や DVD にファイルをコ
ピーする方法について詳しくは、「OSX ヘルプ」を参照してください（Finder で「ヘルプ」＞「ヘルプセンター」
と選択してください）。

プロジェクト用のすべてのメディアを集める最も簡単な方法は、「メディアの保存」機能を使う方法です。詳しくは、
186 ページのプロジェクトを保存するを参照してください。

参考：メディアを集めないままプロジェクトを別のコンピュータに移動すると、プロジェクトで使用するメディアファイ
ルを一緒に移動しても、それらのメディアがオフラインになる可能性があります。メディアファイルをプロジェクトに
再リンクする方法について詳しくは、173 ページのオンラインメディアとオフラインメディアを参照してください。

Finder を使ってプロジェクトを検索する
Spotlight インデックスには Motion プロジェクトの以下の情報が含まれ、より詳しい検索を実行できます。この機
能を利用するには、Finder の Spotlight を利用します。

プロジェクトの情報 説明

幅 プロジェクトの幅（ピクセル単位）

高さ プロジェクトの高さ（ピクセル単位）

継続時間 プロジェクトの継続時間（秒単位）
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プロジェクトの情報 説明

レイヤー名 プロジェクトのレイヤーの名前

メディア名 プロジェクトのメディアオブジェクトの名前

パス名 プロジェクトのメディアオブジェクトのパス

テキスト プロジェクトのテキストオブジェクトの内容

説明 「情報」インスペクタの「プロジェクトの説明」フィールドのテキ
スト

マーカー名 プロジェクトの「タイムライン」のマーカーの名前

マーカーコメント プロジェクトのマーカーコメントのテキスト

プロジェクトの情報

プロジェクトの情報の概要
プロジェクトの作成時には、解像度、フレームレート、継続時間などのプロジェクトの情報を指定します。これらの
情報のほとんどは、いつでも、プロジェクトにオブジェクトを追加した後でも変更できます。

「情報」インスペクタで、プロジェクトの主要な属性のほとんどを定義できます。パラメータを変えることによって、
出力可能なほとんどすべてのビデオまたはフィルム形式に対応できます。これらの情報が、プロジェクトを書き出す
ときに使用されるデフォルトの設定となります。

既存のプロジェクトの情報を編集する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「プロジェクトの情報」と選択します（または、Command ＋ J キーを押します）。

 • 「レイヤー」リストの上にあるプロジェクトオブジェクトを選択し、「インスペクタ」を開いて「情報」をクリックし
ます（そのパネルがまだ表示されていない場合）。

「インスペクタ」が開き、「情報」パネルが表示されます。

 2 「情報」インスペクタで、必要に合わせてパラメータを変更して「OK」をクリックします。

重要：プロジェクトのフレームレートは、プロジェクトの作成後は変更できません。

プロジェクトの「情報」インスペクタには、ビデオファイルのフォーマット、タイムコード表示、モーションブラー、
その他のプロジェクト属性の設定が示されます。
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「情報」インスペクタのコントロール
「情報」インスペクタは、「一般」、「モーションブラー」、「反射」、「説明」といった複数のコントロールグループに
分かれています。

一般コントロール
「一般」グループのコントロールを使って、プロジェクトの基本属性を設定したり変更したりします。

 • プリセット：このポップアップメニューを使って、プリセットのベースとなる共通ビデオフォーマットを選択します。
プリセットを選択した後、「情報」インスペクタのほかのパラメータを調整することで、フォーマット設定をカスタ
マイズできます。Motion プロジェクトプリセットの管理について詳しくは、149 ページのプリセットを作成する／
編集する／削除するを参照してください。

 • 「幅」と「高さ」：この値スライダを使って、キャンバスのサイズとプロジェクトのデフォルトの出力解像度を定義
します。左右にドラッグして、値を増減します。通常、フレームサイズは出力予定のビデオ形式で定義されます。
たとえば、NTSC DV 形式のビデオは 720 × 480、PAL DV 形式のビデオは 720 × 576 のフレームサイズに
なります。

 • ピクセルのアスペクト比：このポップアップメニューを使って、プロジェクトの作成にスクエアピクセルと非スクエ
アピクセルのどちらを使用するかを指定します。コンピュータディスプレイ、フィルム、高精細度ビデオは、スクエ
アピクセルを使用し、標準精細度ビデオは非スクエアピクセルを使用します。Web、高精細度プロジェクト、フィ
ルムに使用するプロジェクトの場合は「スクエア」を選択し、標準解像度の放送で使用する場合は各国のフォー
マットに対応する非スクエアピクセル比を選択します。このポップアップメニューの右の値スライダには、数値に
よるアスペクト比が表示されるため、必要であればこの寸法を手動で変更できます。
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 • フィールドの順番：プロジェクトでインターレースビデオを使用する場合、このポップアップメニューでフィールド
の順番を設定します。プロジェクトのフィールドの順番は、作成した QuickTime ファイルをビデオに出力する際
に使用するデバイスのフィールドの順番と一致している必要があります。プログレッシブスキャンを行うビデオや
フィルムを使用して作業する場合は、「なし」を選択します。

 • フレームレート：この表示フィールドで、プロジェクトのフレームレート（1 秒当たりのフレーム数）を確認できま
す。フレームレートは、出力先のフォーマットのフレームレートと一致している必要があります。たとえば、フィル
ムは 24 fps、PAL ビデオは 25 fps、NTSC ビデオは 29.97 fps です。 

重要：既存プロジェクトのフレームレートは変更できません。

 • 継続時間：この値フィールドを使って、プロジェクトのタイムライン継続時間を変更します。すぐ横のポップアップ
メニューを使って、継続時間の単位（フレーム数、タイムコード、秒）を定義します。

 • FCP 継続時間を上書き：このチェックボックスは、「Final Cut トランジション」プロジェクトでのみ表示されます。
「Motion」で「Final Cut Pro X」用のカスタムトランジションを作成する場合は、このチェックボックスを選択
して、（「Final Cut Pro」環境設定の「編集」パネルでの定義に従って）デフォルトのトランジション継続時間を
上書きしてください。詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照してください。 

 • タイムコード開始：この値フィールドで、プロジェクトで表示される開始タイムコードを設定します。

 • 背景色：このカラーコントロールで、キャンバスの背景色を設定します。

 • テーマ：このポップアップメニューで、プロジェクトにテーマを割り当てます。

 • 4K 向けに作成：このチェックボックスは、Final Cut エフェクト、トランジション、ジェネレータ、またはタイトル
テンプレートのプロジェクトでのみ表示されます。詳しくは、425 ページのテンプレートの解像度を参照してくだ
さい。

 • 背景：このポップアップメニューで、「背景色」がアルファチャンネルの一部としてレンダリングされるかどうかを
定義します。どのオプションを選択した場合でも、背景色はキャンバス内で見えます。次の 3 つのオプションから
選択します：

 • 透明：背景色はアルファチャンネルの一部として、レンダリングされなくなります。

 • 単色：背景色が単色のアルファチャンネルになります。

 • 環境：背景色が単色のアルファチャンネルになり、ブレンドモードや反射などとして 3D プロジェクトに反映さ
れます。次のキャンバスイメージでは、楕円シェイプの「反射」がオンになっています（シェイプの「情報」イ
ンスペクタにあります）。左側のイメージでは、「背景」が「単色」に設定されているため、楕円シェイプは元
の白色のままです。右側のイメージでは、「背景」が「環境」に設定されているため、ピンクの背景が楕円シェ
イプに反射されています。

「モーションブラー」および「反射」のコントロール
「情報」インスペクタの「一般」セクションの下にある「モーションブラー」と「反射」の 2 つのコントロールのグ
ループで、書き出し時のプロジェクトの外観を調整できます。

67% resize factor



 第 6 章    プロジェクトを作成する／管理する 193

「モーションブラー」コントロールは、カメラまたはその対象物が移動しているとき、フィルムまたはビデオのフレー
ムに対するカメラのシャッターのエフェクトをシミュレーションします。「Motion」では、ビヘイビアやキーフレーム
を使用してアニメートするプロジェクトのオブジェクトにモーションブラーを適用します。アニメーションは人工的なも
のですが、自然な動きをプロジェクトに作成できます。カメラと同じように、動きの速いオブジェクトほどモーション
ブラーが多く、動きの遅いオブジェクトほどモーションブラーが少なくなります。

No motion blur Motion blur at 360°Motion blur at 180°

「情報」インスペクタの「モーションブラー」セクションには、以下の 2 つの設定値があります：

 • サンプル：このスライダで、1 フレーム当たりのレンダリングされるサブフレーム数を設定します。1 フレームが 
360 度で表されます。サンプル値を高くすると、高品質のモーションブラーエフェクトが得られますが、プロセッ
サの負荷は高くなります。デフォルトのサンプル値は 8 です。最大値は 256 です。 

 • シャッター角度：このスライダで、アニメーションオブジェクトに表示されるモーションブラーのサイズを定義しま
す。シャッター角度を大きくすると、シャッターが開くフレーム数が増えます。 

次のイメージに示すシェイプは、キャンバス上を水平にすばやく移動するようにキーフレームされています。

次のイメージでは、モーションブラーが有効で、サンプルはデフォルト値 8 に設定されています。

参考：シャッター角度の値を大きくすると、場合によってはサンプル値を大きくして不必要なアーチファクトを避け
る必要があります。
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このイメージのシャッター角度はデフォルトの 360 度に設定されています。360 度は 1 フレームです。次の例で
は、シャッター角度が 600 度に設定されています。

「情報」インスペクタの「反射」セクションには、以下の 1 つのパラメータがあります：

 • 最大バウンス：このスライダで、光沢感のある 2 つ以上のオブジェクトが互いを反射する場合に起こりえる再帰
的な反射の回数を制限します。このパラメータには、反射バウンスが無限に繰り返されることを防ぐ目的があり
ます。 

反射について詳しくは、929 ページの反射の概要を参照してください。

「説明」フィールド
「情報」インスペクタの下部には、プロジェクトの短い説明を入力できるフィールドがあります。フレームサイズやフ
レームレートなど、プロジェクトプリセットの重要な属性を記述できます。

プロジェクトのフレームサイズについて
プロジェクトのフレームサイズを（「情報」インスペクタの「幅」および「高さ」パラメータで）変更すると、プロ
ジェクト内のオブジェクトのレイアウトスペースが増減するので、キャンバスのサイズを効果的に変更できます。 

キャンバスのサイズを変更しても、キャンバス内のオブジェクトのサイズや位置は変わりません。さらに、「Motion」
の座標系では、0, 0 をフレームの中心として使用するため、フレームの端が中心に向かって収縮しても、すべての
オブジェクトはフレームの中心から見たそれぞれの現在の位置を維持します。このため、フレームがオブジェクトの
端よりも小さく収縮すると、オブジェクトは切断されます。 

以下の例は、フレームサイズが 1280 × 720 のプロジェクトを 320 × 240 に縮小しています。720 × 480 のビ
デオクリップは元のフレームサイズより小さいですが、縮小後のフレームサイズよりは大きくなります。

Reduced frame size (320 x 240)Original frame size (1280 x 720)

参考：「Motion」は解像度に依存しないため、通常はプロジェクトのフレームサイズを変更する必要はありません。
プロジェクトは現在のフレームサイズに関係なく、「Motion」の「共有」ウインドウで設定を変更すればどのような
サイズでも出力できます。たとえば、標準解像度の放送用のフレームサイズでプロジェクトを作成する場合、必要な
サイズに書き出せば、Web で配信できる半分の解像度のプロジェクトも書き出すことができます。
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テンプレートをカスタマイズする／作成する

テンプレートで作成したプロジェクトをカスタマイズする
テンプレートから新規プロジェクトファイルを開くと、そのプロジェクトは元のテンプレートの複製になります。テンプ
レートベースのプロジェクトといっても何も特別なことはなく、ほかのプロジェクトのように編集や変更が可能です。 

ほとんどのテンプレート、特に自分で作成したテンプレートは、繰り返し作成するプロジェクトのタイトルやグラフィッ
クスの作成プロセスを簡素化するのが主な目的です。たとえば、ニュースやインタビュープログラムのタイトルと画
面の下 3 分の 1 の部分、マガジンショーのグラフィックス、繰り返し使われるプログラムで外観は一貫しながらもグ
ラフィックスは各ショーでアップデートする必要があるものなどがあります。よく考えて設計されたテンプレートを使
用すれば、主要なオブジェクトを交換し、テキストをシリーズの次のショーに合わせてアップデートするだけで済みま
す。

テンプレートから作成されたプロジェクトへの変更は、元のテンプレートには影響しません。

メディアを交換する
テンプレートベースのプロジェクトをカスタマイズする最も簡単な方法は、テンプレートで使用されているメディアを、
「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」を使用して自分のメディアと交換する方法です。メディアを交換すると、
新しいメディア項目がプロジェクトに表示されますが、そのパラメータ値は前にあったメディアが使用していた値と同
じになります。さらに、元のメディアに適用されていたフィルタ、マスク、ビヘイビア、キーフレームパラメータは、
交換したメディアにも適用されたままになります。

オブジェクトの交換について詳しくは、176 ページのプロジェクトのメディアを交換するを参照してください。

テキストオブジェクトをカスタマイズする
テキストオブジェクトは、「テキスト」ツールを使用して簡単にアップデートできます。テキストオブジェクトの編集は、
テキストのフォーマット、スタイル、レイアウトは変更しません。また、テキストオブジェクトに行われる単純な編集
は、そのオブジェクトに適用されているフィルタ、マスク、ビヘイビア、キーフレームパラメータに影響しません。

テキストオブジェクトの編集方法について詳しくは、607 ページのテキストの編集方法を参照してください。

ビヘイビアとキーフレームを変更する
テンプレートベースのプロジェクトのオブジェクトは、ビヘイビアとキーフレームパラメータを組み合わせてアニメー
トします。オブジェクトの動きをカスタマイズするために、これらを編集できます。ビヘイビアの変更方法について
詳しくは、296 ページのインスペクタまたは HUD でビヘイビアを修正するを参照してください。キーフレームの変
更方法について詳しくは、457 ページのキーフレームを追加する／削除する／変更するを参照してください。

テンプレートのオブジェクト、ビヘイビア、キーフレームを使う
テンプレートのキーフレームパラメータやビヘイビアを自分のプロジェクトで使用したい場合があります。テンプレー
トベースのプロジェクトを作成し、使用したいキーフレームやビヘイビアを選択してコピーし、自分のプロジェクトに
ペーストすることができます。

テンプレートで使用されるすべてのグラフィックオブジェクトは、「ライブラリ」の「コンテンツ」カテゴリにあるテン
プレートメディアのサブカテゴリに表示されます。使用したいグラフィックスがある場合は、「ライブラリ」で探すこ
とができます。
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ドロップゾーン

ドロップゾーンの概要
ドロップゾーンは、クリップをドラッグして Motion テンプレート内のフッテージを置き換えることができる、キャン
バス上の領域です。ドロップゾーンレイヤーは、中心に下向きの矢印がある矩形として表示されます。ドロップゾー
ンのレイヤー名は、ドロップゾーンの中央に表示されます。ドロップゾーンオブジェクトによって定義された領域にド
ラッグされたメディア項目（イメージまたはフッテージ）は、ドロップゾーンのプレースホルダのグラフィックスを置
き換えます。メディアをドロップゾーン上にドラッグすると、ドロップゾーン領域の周囲にハイライトが表示されます。

QuickTime movie being dragged onto drop zoneBlank drop zone

参考：キャンバスで複数のドロップゾーンが重なっている場合、項目をゾーン上にドラッグすると一番上のドロップ
ゾーンが優先されます。表示機能を使用することで、すべてのドロップゾーンを強制的に表示できます。詳しくは、
198 ページのドロップゾーンを制御する／表示するを参照してください。

「Motion」で Final Cut Pro X テンプレートにドロップゾーンを追加すると、Final Cut Pro ユーザが、編集する
プロジェクトにメディアを簡単に割り当てることができるようになります。「Final Cut Pro」で使うテンプレートの作
成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照してください。

ドロップゾーンを作成する
ドロップゾーンは、空のドロップゾーンオブジェクトを追加する方法、既存のレイヤーをドロップゾーンに変換する方
法のいずれかで作成します。「イメージ」インスペクタで、任意の静止画像またはビデオクリップをドロップゾーンに
変換できます。

空のドロップゾーンを追加する

 1 「オブジェクト」＞「新規ドロップゾーン」と選択するか、Shift ＋ Command ＋ D キーを押します。

ドロップゾーンレイヤーがプロジェクトに追加されます。

 2 ドロップゾーンオブジェクトの位置やサイズを調整します。

 3 必要であれば、「レイヤー」リストでドロップゾーンレイヤーの名前を変更します。

 4 「インスペクタ」を開き、「イメージ」をクリックしてドロップゾーンのパラメータを調整します。 

これらのパラメータの使いかたについて詳しくは、198 ページの「ドロップゾーン」パラメータ を参照してください。

ドロップゾーンを調整する

 m ドロップ・ゾーン・オブジェクトを選択し、「選択／変形」ツールを使ってドロップゾーンのサイズを変更します。

イメージレイヤーをドロップゾーンに変換する

 1 ビデオクリップまたは静止画像をプロジェクトに追加します。

 2 目的の場所にドロップゾーンが表示されるように、イメージまたはクリップの位置やサイズを調整します。

 3 「イメージ」インスペクタを開き、「ドロップゾーン」チェックボックスを選択します。

ドロップゾーンのパラメータが表示されます。

 4 元のイメージをドロップゾーンのグラフィックスで置き換えるには、消去ボタンをクリックします。

元のイメージがアクティブなドロップゾーンに置き換わります。残りの「ドロップゾーン」パラメータの使いかたにつ
いて詳しくは、198 ページの「ドロップゾーン」パラメータ を参照してください。
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ドロップゾーンのイメージを変更する
ドロップゾーンにソースイメージを追加した後、ドロップゾーンの境界内でイメージをパンまたは縮小／拡大できま
す。ドロップゾーンに単色を追加して、イメージのパンまたはサイズ変更により生じる空の領域を塗りつぶすことが
できます。

ドロップゾーンにイメージを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から「レイヤー」リスト内のドロップゾーンにイメージをドラッグします。

ポインタがカーブした矢印に変化したら、マウスボタンを放します。

 m 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リスト（プロジェクトパネル内）からキャンバス内のドロッ

プゾーンにイメージをドラッグします。ポインタがカーブした矢印に変化し、ドロップゾーンが黄色に強調表示された
らマウスボタンを放します。

 m 「メディア」リストから「イメージ」インスペクタの「ソースメディア」ウェルにイメージをドラッグします。

 m 「イメージ」インスペクタで、「対象」をクリックして、プロジェクト内のメディア項目をポップアップメニューから選択

します。

キャンバス内のドロップゾーンのイメージを縮小／拡大する

 1 ドロップゾーンを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバスでドロップゾーンをダブルクリックします。

「項目を調整」ツールが自動的に選択されます。

 • ツールバーで、「項目を調整」ツールを選択します。

ドロップゾーンの境界ボックスが点線で表示されます。

 3 キャンバス内の調整ハンドルをドラッグしてイメージのサイズを変更します。

イメージの境界ボックスが実線で表示され、縦横が均等に縮小／拡大されます。ドロップゾーンのエッジを超えるイ
メージの部分は、半透明で表示されます。

インスペクタ内のドロップゾーンのイメージを縮小／拡大する

 1 ドロップゾーンを選択します。

 2 「イメージ」インスペクタで「調整」スライダをドラッグします。横方向と縦方向の縮小／拡大を個別に調整するに
は、縮小／拡大の開閉用三角ボタンをクリックして、「X 」と「Y」のサブパラメータを表示します。

キャンバス内のドロップゾーンのイメージをパンする

 1 ドロップゾーンを選択します。

 2 ツールバーで、「項目を調整」ツールを選択します。

ドロップゾーンの境界ボックスが点線で表示されます。

 3 ポインタをドロップゾーンのイメージの上に移動し、「パン」ツールが表示されたら、ドロップゾーン内をドラッグし
てイメージをパンします。

イメージの境界ボックスが実線で表示されます。点線はドロップゾーンのエッジを表します。ドロップゾーンのエッジ
を超えるイメージの部分は、半透明で表示されます。

インスペクタでドロップゾーンのイメージをパンする

 1 ドロップゾーンを選択します。

 2 「イメージ」インスペクタで、「パン」パラメータの X および Y の値スライダを調整します。
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ドロップゾーンに背景のカラーを割り当てる

 1 ドロップゾーンを選択します。

 2 「イメージ」インスペクタで、「塗りの不透明度」チェックボックスを選択します。

ドロップゾーンの空の部分が黒で塗りつぶされます。

 3 「塗りのカラー」コントロールを使用すると、ドロップゾーンの塗りつぶしのカラーを独自に選択できます。

「ドロップゾーン」パラメータ
どのドロップゾーンにも任意のメディアオブジェクトを追加できますが、オブジェクトの寸法がドロップゾーンと同じで
ない場合もあります。「Motion」には、ドロップゾーンに配置されるイメージがユーザの意図通りになるようにオブ
ジェクトの縮小／拡大、引き伸ばし、位置指定操作を精密に行えるコントロールがあります。 

「イメージ」インスペクタには、以下のドロップゾーンコントロールがあります：

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ドロップゾーン：イメージが選択されているときに「イメージ」インスペクタでこのチェックボックスを選択すると、
イメージレイヤーがドロップゾーンに変換されます。

参考：Final Cut Pro テンプレート内のドロップゾーンには、「ドロップゾーン」チェックボックスはありません。

 • ソースメディア：このイメージウェルを使って、イメージをドロップゾーンに割り当てます。「レイヤー」リスト、「メ
ディア」リスト、「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」からメディア項目をドラッグします。

 • 対象：このポップアップメニューを使って、イメージをドロップゾーンに割り当てることもできます。メニューには、
プロジェクト内のメディア項目のリストが表示されます。ドロップゾーンに割り当てる項目を選択してください。

 • パン：値スライダをドラッグして、ドロップゾーン内のイメージをパンします。X の値スライダを調整するとイメー
ジが横方向に移動し、Y の値スライダを調整するとイメージが縦方向に移動します。

 • 調整：ドロップゾーン内のイメージを均等に縮小／拡大するには、このスライダを調整します。イメージの横方向
または縦方向のサイズを変更するには、縮小／拡大の開閉用三角ボタンをクリックして、「X 」または「Y」のパ
ラメータを調整します。

 • 塗りの不透明度：このチェックボックスを選択すると、ドロップゾーンを縮小またはパンした場合に、ドロップゾー
ンの背景が色で塗られます。「塗りの不透明度」チェックボックスが選択されていない場合、ドロップゾーン内の
空の領域は透明になります。

 • 塗りのカラー：このカラーコントロールを使用して、「塗りの不透明度」チェックボックスが選択されている場合
のカラーを設定します。

 • ディスプレイアスペクト比を使用：このチェックボックスを選択すると、「情報」インスペクタの「スナップショット」
パネルで選択した「ディスプレイアスペクト比のスナップショット」に従って、ドロップゾーンのサイズが変更され
ます。ディスプレイアスペクト比の詳細は、428 ページのテンプレートに複数のディスプレイアスペクト比を追加
するを参照してください。

 • 消去：このボタンをクリックすると、ドロップゾーンからイメージが消去され、下向き矢印のグラフィックスに置き
換わります。

ドロップゾーンを制御する／表示する
テンプレートの作成時に、誤ってクリップをドロップしてしまわないように、ドロップゾーンを無効にすることができま
す。後でテンプレートを使用するときに、ドロップゾーンを有効に戻すことができます。

「Motion」の表示機能を使って、キャンバス上の隠れているドロップゾーンを表示できます。表示コマンドでは、キャ
ンバス内で有効なドロップゾーンが整列表示されます。

ドロップゾーンのオン／オフを切り替える

 m 「表示」＞「ドロップゾーンを使用」と選択します。

ドロップゾーンが有効なときは、チェックマークがメニュー項目の横に表示されます（ドロップゾーンにドラッグした
オブジェクトが受け入れられます）。チェックマークがメニュー項目の横に表示されていないときは、ドロップゾーン
は無効です（ドロップゾーンにオブジェクトをドラッグしても無視されます）。
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プロジェクトのすべてのドロップゾーンを表示する

 1 「ライブラリ」または「ファイルブラウザ」を使用して、プロジェクトに読み込む項目を探します。

 2 Command キーを押しながら、項目をキャンバスにドラッグします。

整列表示では、キャンバス内のオブジェクトが縮小して整列するので、すべてのオブジェクトを確認できます。ポイン
タをオブジェクトに合わせると、「レイヤー」のリストの名前が表示されます。

参考：イメージ以外のオブジェクト（シェイプ、Motion プロジェクト、パーティクルなど）を Command キーを
押しながらキャンバスにドラッグすることはできません。

 3 オブジェクトを対象にドロップします。

オブジェクトがターゲットの場所に入り、キャンバスが通常の表示に戻ります。

テンプレートを作成する
「Motion」に付属しているテンプレートを利用したりカスタマイズしたりする以外に、テンプレートを新規に作成す
ることもできます。テンプレートファイルには、通常のプロジェクトに含まれているものがすべて揃っており、メディ
アレイヤー、テキストオブジェクト、シェイプ、ジェネレータ、ビヘイビア、フィルタなどが結合されています。

定期的に作成してよく使用するショットのカスタムテンプレートを作成できます。たとえば、ニュースプログラムのタ
イトルを作成する場合、オープニングタイトル、隙間のグラフィックス、バンパーなど、繰り返し使用するショットの
テンプレートを作成できます。 

テンプレートとして Motion プロジェクトを保存するには
テンプレートは、特別な方法で保存された標準 Motion プロジェクトです。

 1 「ファイル」＞「テンプレートを公開」と選択します。

保存ダイアログが表示されます。

 2 テンプレートの名前を入力し、「カテゴリ」ポップアップメニューからカテゴリを選択します。

テンプレートが「プロジェクトブラウザ」の割り当てたカテゴリの下に表示されます。メニューから「新規カテゴリ」
を選択することで、独自のカテゴリを作成できます。 

 3 「テーマ」ポップアップメニューから「新規テーマ」を選択し、「新規テーマ」ダイアログに分かりやすい名前を入
力してから、「作成」をクリックします。

 4 「メディア」リスト内のメディアでコンポジションにないものをテンプレートプロジェクトに取り込みたい場合は、「使
用していないメディアを含める」を選択します。
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 5 「プロジェクトブラウザ」にテンプレートのプレビューを表示したい場合は、「プレビュームービーを保存」を選択し
ます。

参考：テンプレートを Final Cut Pro プロジェクトに追加したい場合は、「Final Cut ジェネレータとして公開」チェッ
クボックスを選択します。詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照してください。

 6 「公開」をクリックします。

テンプレートは、コンピュータの「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/Compositions」フォル
ダに保存されます。

参考：「Final Cut ジェネレータとして公開」チェックボックスを選択した場合は、テンプレートは「/ユーザ /ユー
ザ名 /ムービー /Motion Templates/Generators」フォルダに保存されます。詳しくは、411 ページの標準の 
Motion プロジェクトを Final Cut Pro X ジェネレータとして公開するを参照してください。

テンプレート作成のヒント
テンプレートを設計するときに役立ついくつかのヒントを紹介します：

 • 分かりやすいグループ名やレイヤー名を使う：テンプレート内のグループ名とレイヤー名で各オブジェクトの機能
が分かるようにします。たとえば、タイトルテンプレートのテキストオブジェクトには、「メインタイトル」、「主演」、
「ゲストスター」などの名前を付けます。テンプレートのコンポジションで視覚的なエレメントを使う場合は、「背
景のテクスチャ」、「区切り線」、「メインタイトルの背景」など、そのレイヤー名で機能が分かるようにします。レ
イヤー名を分かりやすくすることは、ほかの人がそのテンプレートを使う場合には特に重要です。

 • スナップショットを使って、必要な解像度ごとにテンプレートのバージョンを作成する：さまざまな出力フォーマッ
ト用のプロジェクトを定期的に作成する場合は、1 つのテンプレート内で、さまざまなディスプレイアスペクト比
のテンプレートバージョンを作成できます。たとえば、アスペクト比が 16:9 のテンプレートを作成する場合は、
4:3 ディスプレイ用にカスタマイズした代替バージョンを追加できます。「Final Cut Pro」でそのテンプレートを
クリップに適用すると、編集しているアプリケーションで現在のディスプレイアスペクト比に適合するバージョンが
選択されます。1 つのテンプレート内のこれらのディスプレイバージョンは「スナップショット」と呼ばれます。ス
ナップショットを利用すれば、異なるディスプレイアスペクト比のために同じテンプレートのバージョンを複数作成
する必要がなくなります。スナップショットについて詳しくは、428 ページのテンプレートに複数のディスプレイア
スペクト比を追加するを参照してください。

 • テンプレートで使うすべてのメディアファイルを 1 つのフォルダに入れる：オフラインまたは見つからないメディ
アの問題を避けるために、プロジェクトの作業を始める前に、テンプレートのすべてのメディアファイルをコン
ピュータ上の 1 つのフォルダに移動してください。カスタマイズしたテンプレートはコンピュータの「/ユーザ /
ユーザ名 /ムービー」フォルダに保存されますが、テンプレートに追加されたメディアはディスク上の元の場所
に残っています。すべてのメディアリソースを 1 つの場所に置いておけば、ファイルが失われることがなくなりま
す。または、「ファイル」＞「別名で保存」コマンドを使用し、「メディアの保存」オプションを使用します。詳し
くは、186 ページのプロジェクトを保存するを参照してください。

「プロジェクトブラウザ」でテンプレートを整理する
「プロジェクトブラウザ」で、カスタムテンプレートを整理したりアクセスしたりできます。すべてのテンプレートは、
カテゴリに分けられます。「プロジェクトブラウザ」からカテゴリを追加、削除、名称変更できます。

「プロジェクトブラウザ」でカテゴリを追加する

 1 「ファイル」＞「プロジェクトブラウザから新規作成」と選択します。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。

 2 左側のサイドバーからテンプレートの種類（「コンポジション」、「Final Cut エフェクト」、「Final Cut ジェネレータ」、
「Final Cut トランジション」、「Final Cut タイトル」）を選択します。

 3 サイドバーの下の「追加」ボタン（＋）をクリックします。

 4 表示されるダイアログでカテゴリの名前を入力します。

 5 「作成」をクリックします。

新しいカテゴリが、選択したテンプレートの種類の下にある左の列に表示されます。
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「プロジェクトブラウザ」でカテゴリを削除する

 1 「ファイル」＞「プロジェクトブラウザから新規作成」と選択します。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。

 2 サイドバーでカテゴリを選択します。 

 3 Delete キーを押すか、「削除」ボタン（－）をクリックします。

警告ダイアログによって、削除を確認するように求められます。

そのカテゴリに対応するディスク上のディレクトリはゴミ箱に移動しますが、削除はされません。そのカテゴリのディ
レクトリにあったテンプレートファイルもゴミ箱に移動します。

「プロジェクトブラウザ」からテンプレートを個別に削除する

 1 「ファイル」＞「プロジェクトブラウザから新規作成」と選択します。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。

 2 サイドバーからカテゴリを選択します。

 3 プロジェクトスタックで、削除するテンプレートを選択します。

 4 Delete キーを押します。

警告ダイアログによって、削除を確認するように求められます。

 5 「削除」ボタンをクリックします。

プロジェクトの再生を制御する
プロジェクトを再生するには、キャンバスでトランスポートコントロールを使用します。

Go to start 
of project

Play from 
start Record Go to next frame

Play/PauseGo to end 
of project

Go to previous frame

キャンバスでプロジェクトを再生するたびに、「Motion」は、複雑な計算を実行してオブジェクトとエフェクトを描画
し、各フレームに表示します。これをレンダリングといいます。プロジェクトは、「情報」インスペクタで指定された
フレームレートにできる限り近い速度で再生されます。しかし、高度で複雑なプロジェクトでは、フレームレートが
極端に低下することがあるため、プロジェクトを最大のフレームレートで再生するとどのように見えるか分かりにくく
なります。

リアルタイム再生を向上させるため、プロジェクトを手動で部分的にレンダリングし、そのフレームを RAM プレ
ビューに保存することができます。RAM プレビューを使えば、再生範囲、選択オブジェクト、またはプロジェクト全
体をレンダリングできます。
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プロジェクト全体を RAM プレビューする
 m 「マーク」＞「RAM プレビュー」＞「すべて」と選択します。

「RAM プレビュー」ダイアログが表示されて、レンダリング中のフレーム、残りのフレームの数、処理の残り時間を
示す進行状況バーが表示されます。RAM プレビューが完了すると、ダイアログが閉じます。

参考：プロジェクトは部分ごとに複雑度が異なるため、「残り時間」の値は不正確な場合があります。

RAM プレビューを中断する
 m 「停止」ボタンをクリックします。

レンダリングされた部分は、RAM に保存されます。

RAM に保存されている部分がプロジェクトにある場合、緑色のグローが「タイムライン」のルーラの下部とミニタ
イムラインに表示されます。

RAM Preview indicator
 in Timeline ruler

RAM Preview indicator 
in mini-Timeline

RAM プレビューを消去
新しい RAM プレビューの領域を確保する場合や、ほかの操作に RAM を解放する場合には、手動で RAM プレ
ビューを削除できます。

 m 「マーク」＞「RAM プレビュー」＞「RAM プレビューを消去」と選択します。

再生範囲を RAM プレビューする
そのため、再生範囲をプレビューするか、選択オブジェクトをプレビューするかを選んで、レンダリングするフレーム
を制限できるようになっています。選択オブジェクトで RAM プレビューを使用すると、選択オブジェクトの最初のフ
レームから最後まで、プロジェクトのすべての可視レイヤーがレンダリングされます。

 m 「マーク」＞「RAM プレビュー」＞「再生範囲」と選択します。

「RAM プレビュー」ダイアログが表示され、進行状況バーが表示されます。RAM プレビューが完了すると、ダイア
ログが閉じます。

 プロジェクト再生範囲を設定する方法の詳細は、277 ページの再生範囲を定義するを参照してください。
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選択オブジェクトを RAM プレビューする
 1 Command キーと Option キーを押しながらタイムライン内をドラッグして、プレビューする領域を選択します。

選択したフレーム上にハイライトが表示されます。

領域の詳細は、278 ページの領域を使うを参照してください。

 2 「マーク」＞「RAM プレビュー」＞「選択」と選択します。

「RAM プレビュー」ダイアログが表示されます。RAM プレビューが完了すると、ダイアログが閉じます。
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基本的な合成の概要
合成とは複数のイメージを結合する処理のことで、処理結果として統合されたイメージが生成されます。この処理に
は、テキストをイメージ上に配置するような単純なものから、実際の俳優に、目からレーザービームを出す奇怪な異
星人を結合するような複雑なものまであります。モーション・グラフィックス・アーティストは、グループやレイヤー
の順序の変更、レイヤーの物理情報の変更（縮小／拡大など）、レイヤーの不透明度やブレンドモードの設定の調
整、レイヤーへのフィルタの適用、テキストやシェイプの作成などのさまざまな合成テクニックを使って、アニメート
された視覚エフェクトを作成します。モーショングラフィックスのプロジェクトには多くの場合、キーイング、マスキ
ング、色補正、パーティクルシステムの作成などの特殊効果が、レイアウトやデザインの技術に統合されています。

プロジェクトに必要なレイヤーを読み込んだ後、合成のワークフローで最初に行うことは、キャンバスでレイヤーの
位置を調整して、デザイン全体の概略を描くことです。アニメートする前に、コンポジションに含める各レイヤーの
大きさ、配置、および回転を考慮に入れてレイアウトを決定する必要があります。 

基本的なレイアウト作業を行うときは「Motion」の編集ツールを使用します。たとえば、選択したり、移動した
り、回転したり、縮小／拡大したり、歪めたり、クロップしたり、レイヤーのアンカーポイントを変更したり、ドロッ
プシャドウを操作したりできます。これらの編集ツールは、ツールバーの左側にあります。いずれかの編集ツールを
選択すると、特定のオンスクリーンコントロールがキャンバスで使用できるようになります。それらのコントロールを
ドラッグして、選択した操作を実行します。

Drag a corner handle to resize the object.

基本的な合成
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HUD のその他のコントロールで、選択したレイヤーの不透明度、ブレンドモード、ドロップシャドウの設定を変更で
きます。

オンスクリーンコントロールや HUD のコントロールは「情報」インスペクタに表示されるパラメータに対応していま
す。キャンバスで調整を行うと、「インスペクタ」と HUD も同時にアップデートされます。「インスペクタ」と HUD 
で調整を行うと、キャンバスも同時にアップデートされます。たとえば、「選択／変形」ツールを使用する場合、キャ
ンバスでレイヤーの角のハンドルをドラッグして縮尺を変更すると、「情報」インスペクタでそのレイヤーの「調整」
パラメータがアップデートされます。

コンポジションのレイアウトを始めるには、開始時、終了時、または特定の時点での状態を表すプロジェクトの静的
なレイアウトを作成すると便利です。プロジェクト内のレイヤーのジオメトリを操作するほかに、不透明度を変更する
ことでレイアウトにおいて重なったエレメントの結合方法を調整することもできます。ブレンドモードでは、重なった
レイヤーの表示をより詳細に制御できます。下地となるレイヤーのカラーを基に、手前のオブジェクトのカラーを目
立たせたり、様式化したりできます。

最初のレイアウトを作成したら、レイヤーを追加してアニメートし、動きを反映しながらプロジェクトを設定できます。
レイヤーのアニメート方法やその情報の詳細は、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

合成について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピックを選択してください。

グループとレイヤーの順序
「Motion」のワークスペースでは、すべてのプロジェクトが「レイヤー」リストの一番上にあるプロジェクトオブジェ
クトによって視覚的に表示されます。プロジェクトオブジェクトの下には、プロジェクトを構成するグループ、イメー
ジレイヤー、およびエフェクトオブジェクトが表示されます。「レイヤー」リストのレイヤーおよびオブジェクトは、カ
メラ、ライト、およびリグを除き、すべてグループに属している必要があります。 

純粋な 2D プロジェクトでは、「レイヤー」リストに表示されるレイヤーとグループの順序（「レイヤーの順番」と呼
ばれます）によって、キャンバスで前面に表示されるイメージレイヤーが決まります。この章で説明するツールを使
うには、プロジェクト内のレイヤーやグループが正しい順序で表示されるように配置する必要があります。レイヤー
の順番について詳しくは、156 ページの「レイヤー」リストで整理し直す を参照してください。

オブジェクトとレイヤー
「Motion」では、「レイヤー」リスト（および「タイムライン」）で積み重ねて表示される要素はすべて、オブジェク
トです。オブジェクトには、最終的なコンポジットを構成するために組み合わせて使用されるイメージ、エフェクト、
ビデオクリップ、オーディオクリップ、ライト、カメラ、およびその他の項目の範囲全体が含まれます。レイヤーは、
キャンバスに表示されるイメージベースのあらゆる要素（ムービークリップ、静止画像、シェイプ、テキスト、パー
ティクルシステム、リプリケータなど）として定義される特殊な種類のオブジェクトです。たとえば、三角形のシェイ
プの回転はレイヤーですが、そのシェイプをアニメートするビヘイビアはレイヤーではありません。セピアトーンの
ビデオクリップはレイヤーですが、暖かみのある昔風のクリップにする「セピア」フィルタはレイヤーではありません。
「Motion」のマニュアルでは、オブジェクト という用語は多くの場合、コンポジションに影響を及ぼしたりコンポ
ジションを構成したりする操作可能な要素すべてのスーパーセットを表すために使用されます。一方、レイヤーは常
に、影響を受けるイメージベースの要素を指します。
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オブジェクトを並べ替える

「オブジェクト」メニューの調整コマンド
「レイヤー」リストでレイヤーの順番を変更するほかに、「オブジェクト」メニューのコマンドを使ってレイヤーの順番
を変更することもできます。これらのメニューコマンドは、キャンバスで作業中にレイヤーをコンポジションの手前に
移動する場合に便利です。このメニューの調整コマンドは、レイヤー、グループ、ほかのグループにネストされてい
るグループのいずれかに使用することができます。グループを並べ替えると、そのグループにネストされているすべ
てのオブジェクトが並べ替えられます。

参考：「オブジェクト」メニューの並べ替えのコマンドを使って、イメージレイヤーがネストされているグループの外
へイメージレイヤーを移動することはできません。

「オブジェクト」メニューには、4 つの調整コマンドがあります：

 • 最前面へ移動：選択したレイヤーを同じグループ内のすべてのレイヤーの一番手前に表示します。「レイヤー」リ
ストとキャンバスでは、ネストされたグループの一番上に移動されます。

 • 最背面へ移動：選択したレイヤーを同じグループ内のすべてのレイヤーの背後に表示します。「レイヤー」リスト
とキャンバスでは、ネストされたグループの一番下に移動されます。

 • 前面へ移動：選択したレイヤーを、「レイヤー」リストとキャンバスの同一グループにネストされているレイヤー
の階層内で 1 つだけ上に移動します。このレイヤーはキャンバスで手前に移動されます。

 • 背面へ移動：選択したレイヤーを、「レイヤー」リストとキャンバスのそのグループにネストされているレイヤー
の階層内で 1 つだけ下に移動します。このレイヤーはキャンバスで後ろに移動されます。

不連続の選択を並べ替える
「前面へ移動」または「背面へ移動」調整コマンドを不連続の選択したレイヤー（不連続のレイヤーを選択するに
は、Command キーを押しながらクリックします）に適用すると、レイヤーは上下に移動しますが、レイヤー間の
間隔は変わりません。

Bring Forward command appliedNonconsecutive layers selected

「最前面へ移動」または「最背面へ移動」調整コマンドを不連続の選択したレイヤーに適用すると、レイヤーはオ
ブジェクト階層を上下に移動します。

レイヤーを変形する

変形するレイヤーを選択する
変形とは、移動、サイズ変更、回転など、レイヤーに対して行う操作のことです。レイヤーの変形は、オンスクリー
ンコントロール（変形ハンドル）を使って行うか、「情報」インスペクタでレイヤーのパラメータを変更して行いま
す。一般に、キャンバス内のコントロールは直接的な作業方法です。一方、「情報」インスペクタのパラメータコン
トロールは数値的な精度が要求される細かい調整に適しています。各変形に対応するパラメータや数値について詳
しくは、220 ページの「インスペクタ」でレイヤーの情報を調整する を参照してください。
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レイヤーやグループを変形するには、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」で選択を行う必要が
あります。いずれかの場所でグループまたはレイヤーを選択すると、ほかの場所でも選択されます。キャンバスでレ
イヤーを選択すると、選択している変形モードに対応する境界ボックスと変形ハンドルが周囲に表示されます。ハン
ドルは、選択したレイヤーを個別に変形するために使います。

キャンバスで 1 つのレイヤーを選択する
 m キャンバスでレイヤーをクリックします。

キャンバスで複数のレイヤーを選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 選択するレイヤーを囲むように選択ボックスをドラッグします。

 m Shift キーを押しながら、レイヤーをクリックして選択します。

選択にレイヤーを追加する

 m すでに 1 つ以上のレイヤーが選択されている場合は、Shift キーを押しながら、選択に追加するレイヤーを囲むよ
うに選択ボックスをドラッグします。

キャンバスで選択している複数のレイヤーのいずれかを選択解除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Shift キーを押したまま、選択を解除するレイヤーをクリックします。

選択しているほかのレイヤーはすべて選択が維持されます。

 m Shift キーまたは Command キーを押しながら、選択を解除するレイヤーを囲むように選択ボックスをドラッグし 
ます。

キャンバス内のすべてのレイヤーを選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「編集」と「すべて選択」を選択します。

 m Command ＋ A キーを押します。

キャンバス内のすべてのレイヤーの選択を解除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「編集」と「すべて選択解除」を選択します。

 m Shift ＋ Command ＋ A キーを押します。

非表示または非アクティブのレイヤーを選択する
状況によっては、レイヤーがキャンバス内のほかのレイヤーの背後に隠れることがあります。隠れたレイヤーを選択
するには、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で選択するのが簡単な方法です。これにより、レイヤーが完
全に見えない場合でも、レイヤーの境界ボックスと変形ハンドルがキャンバスに表示されます。

参考：アクティブでないレイヤー（「レイヤー」リストでアクティブ化チェックボックスが選択解除されているレイヤー）
を選択すると、そのレイヤーの境界ボックスのみがキャンバスに表示され、レイヤー自体は表示されません。
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「レイヤー」リスト内のオブジェクトやグループを選択する方法について詳しくは、154 ページのレイヤーとグループ
を選択するを参照してください。

レイヤーとグループを変形する
1 つのレイヤーを変形したり、複数のレイヤーを同時に変形したりできます。グループを変形することもできます。
そのグループ内のすべてのレイヤーが変更されまます。

1 つのレイヤーを変形する
1 つのレイヤーを選択している場合は、変更がそのレイヤーだけに適用されます。選択していないレイヤーはいず
れも影響を受けません。

 m 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバスでレイヤーを選択してから、キャンバス内で変形ハンドルを

ドラッグします。

選択したレイヤーだけが変形されます。

Before After scaling

複数のレイヤーを変形する
キャンバスで複数のレイヤーを選択すると、1 つのレイヤーに加えた変更が、選択したほかのレイヤーに同時に適
用されます。

 m 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバスで、Shift キーを押しながらクリックして複数の連続するレイ
ヤーを選択するか、Command キーを押しながらクリックして連続していないレイヤーを選択してから、キャンバス
内で変形ハンドルをドラッグします。

選択したすべてのレイヤーが変形されます。各レイヤーのアンカーポイントの周囲でそれぞれ変形が行われ、各レイ
ヤーのハンドルに 1 つずつ変形を適用した場合と同じようにエフェクトが適用されます。

After scalingBefore
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グループを変形する
グループ全体を選択している場合は、その中にネストされているすべてのレイヤーとグループが 1 つのレイヤーとし
て処理されます。

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でグループを選択してから、キャンバス内で変形ハンドルをドラッグします。

グループ内のすべてのレイヤーを取り囲む境界ボックス上に、変形ハンドルが表示されます。レイヤーの変形はすべ
て、グループに対する 1 つのアンカーポイントの周囲で行われます。

Before After scaling

レイヤーとその親グループを選択する（グループ内のほかのレイヤーは選択しない）と、次のようになります：

 • 親グループの縮小／拡大ハンドルは使用できますが、そのグループの個々のレイヤーの縮小／拡大ハンドルは淡
色表示されます。グループの縮小／拡大ハンドルをドラッグすると、グループを縮小／拡大できますが、ネストさ
れたオブジェクトは影響を受けません。

 • 個々のレイヤーの回転ハンドルは使用できます。オブジェクトの回転ハンドルをドラッグすると、そのオブジェクト
が、グループ内のほかのオブジェクトとは無関係に回転します。

2D 変形ツール
キャンバス内でレイヤーを変形するには、ポインタが正しいツールに設定されているかどうかを確認してください。こ
れらのツールはツールバーから選択します。ツールバーで 2D 変形ツールを選択すると、キャンバス内で対応するオ
ンスクリーンコントロールが有効になります。レイヤーの変更は、有効になっているオンスクリーンコントロールを操
作することで行います。使用可能なツールの一覧については、47 ページの 2D 変形ツールを参照してください。

参考：一部のツールは、特定のレイヤーが選択されると自動的に有効になります。たとえば、シェイプまたはマスク
レイヤーを作成すると「ポイントを編集」ツールが選択されて、ベジェまたは B スプラインのコントロールポイントを
すぐに調整できる状態になります。 

ツールを切り替える
以下のいずれかの操作を行います：

 m ツールバーで「選択／変形」ツールをクリックして、マウスボタンを押しながら、ポップアップメニューからツールを

選択します。

 m キャンバスでレイヤーを選択して、Tab キーを押します。Tab キーを繰り返し押すと、ツールが順番に変わります。

参考：Tab キーを押すと、2D の「選択／変形」ツールと「アンカーポイント」ツールの間に、3D 変形ツールが
有効になります。3D 変形について詳しくは、889 ページの 3D 変形ツールの概要を参照してください。

 m キャンバスで、Control キーを押しながらレイヤーをクリックし、ショートカットメニューからツールを選択します。

ショートカットメニュー内のオプションは、選択しているレイヤーの種類によって変化します。たとえば、シェイプの場
合は、「ストローク」、「グラデーションを編集」、「ポイントを編集」などのシェイプ固有のオプションが表示されます。
これらのオプションは、イメージには表示されません。

参考：Shift ＋ Tab キーを押すと、ツールが逆に切り替わります。
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キャンバスでレイヤーを移動する

キャンバスでのレイヤーの移動の概要
プロジェクトでレイヤーの調整を始めるにあたり、最も簡単なのがレイヤーの移動です。「ドロップシャドウ」ツール
を除くすべての変形ツールで、レイヤーの位置を変更できます。これは、選択したツールに関係なく実行できる操
作の 1 つです。

レイヤーの位置を変更するには、キャンバス内でレイヤーをドラッグするのが最も簡単な方法です。レイヤーの位置
を正確に調整する場合は、「情報」インスペクタで X および Y 位置のパラメータの数値を変更します。レイヤーの
情報について詳しくは、221 ページの「情報」インスペクタでのパラメータ を参照してください。

Shift キーを押しながらドラッグすると、3D グループで作業しているときでも、動きが X 軸または Y 軸に制限され
ます。

レイヤーは、キャンバスで定義したフレーム内の任意の場所に移動できます。また、フレームのエッジの外側にレイ
ヤーをドラッグすることもできます。デフォルトでは、レイヤーをフレームのエッジの外側に移動すると、レイヤーは
見えなくなりますが、境界ボックスを使って操作することは可能です。表示範囲の外にあるレイヤーの位置を表す境
界ボックスは、そのレイヤーを選択した場合だけ表示されます。

たとえば、アニメーションでスクリーン上にレイヤーを飛行させる場合、レイヤーをフレームのエッジの外側に移動
する必要がある場合があります。このエフェクトを使用するには、アニメーションの前に表示範囲の外にオブジェク
トを移動する必要があります。

参考：部分的または全体的にキャンバスの外側にあるレイヤーを表示するには、「表示」ポップアップメニュー（キャ
ンバスの右側のすぐ上）から「表示領域をすべて表示」を選択します。

キャンバスでレイヤーを移動する

 1 レイヤーを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • レイヤーをキャンバス内の別の位置にドラッグします。複数のレイヤーが選択されている場合は、1 つのレイヤー
をドラッグするとすべてのレイヤーが移動します。

 • Command キーを押しながら→キー、←キー、↑キー、↓キーを押すと、選択しているレイヤーが 1 ピクセル
ずつ動きます。

 • Command キーと Shift キーを押しながら→キー、←キー、↑キー、↓キーを押すと、選択しているレイヤー
が 10 ピクセルずつ動きます。

ヒント：小さなレイヤーを移動するときは、キャンバスを拡大すると見やすくなります。61 ページのキャンバスを拡
大するを参照してください。

3D 空間でレイヤーを動かすには、3D 変形ツールを選択するか、3D オンスクリーンコントロールを使用する必要
があります。3D 空間でのレイヤーの動かしかたについて詳しくは、889 ページの 3D 変形ツールの概要を参照し
てください。
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レイヤーを複製する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 複製するレイヤーを選択し、Option キーを押したまま、そのレイヤーをドラッグします。

参考：Option キーを押したまま、開いている異なる Motion プロジェクト間でレイヤーを（キャンバスまたは「レ
イヤー」リストに）ドラッグします。

 m Control キーを押しながらレイヤーをクリックして、ショートカットメニューから「複製」を選択します。

キャンバスで複製が作成されます。

オブジェクトの配置コマンドを使用する
「オブジェクト」メニューの「配置」サブメニューのコマンドを使用すると、同時に選択したレイヤーをいくつでも移
動して、各種の方法でレイヤーを整列させることができます。これらのコマンドによって、乱雑に置かれたオブジェ
クトを整然としたレイアウトに簡単に整列できます。

Before After using alignment commands

各操作では、個々のレイヤーを囲む境界ボックスにより、選択したレイヤーの上下左右の位置が定義されます。ア
ンカーポイントの位置は無視されます。

次のコマンドがそれぞれ、各レイヤーの「位置」パラメータに影響します：

 • 左端を揃えて配置：レイヤーが水平に移動され、一番左のレイヤーに合わせて各レイヤーの左端が揃えられます。

 • 右端を揃えて配置：レイヤーが水平に移動され、一番右のレイヤーに合わせて各レイヤーの右端が揃えられます。

 • 上端を揃えて配置：レイヤーが垂直に移動され、一番上のレイヤーに合わせて各レイヤーの上端が揃えられます。

 • 下端を揃えて配置：レイヤーが垂直に移動され、一番下のレイヤーに合わせて各レイヤーの下端が揃えられます。

 • 奥の端を揃えて配置：レイヤーが Z 空間内で移動され、一番奥のレイヤーに合わせて各レイヤーの奥の端が揃
えられます。

 • 手前の端を揃えて配置：レイヤーが Z 空間内で移動され、一番手前のレイヤーに合わせて各レイヤーの手前の
端が揃えられます。

 • 水平方向の中心を揃えて配置：レイヤーが水平に移動され、選択している左端と右端のレイヤーの間の中心点
に沿って各レイヤーの中心が揃えられます。

 • 垂直方向の中心を揃えて配置：レイヤーが垂直に移動され、選択している上端と下端のレイヤーの間の中心点
に沿って各レイヤーの中心が揃えられます。

 • 奥行き方向の中心を揃えて配置：レイヤーが Z 空間内で移動され、選択している一番遠いレイヤーと一番近い
レイヤーの間の中心点に沿って各レイヤーの中心が揃えられます。

 • 左端を基準に配置：レイヤーが水平に移動され、選択している左端と右端のレイヤーの間ですべてのレイヤーの
左端が右から左へ等間隔に配置されます。

 • 右端を基準に配置：レイヤーが水平に移動され、選択している左端と右端のレイヤーの間ですべてのレイヤーの
右端が右から左へ等間隔に配置されます。

 • 上端を基準に配置：レイヤーが垂直に移動され、選択している上端と下端のレイヤーの間ですべてのレイヤーの
上端が上から下へ等間隔に配置されます。
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 • 下端を基準に配置：レイヤーが垂直に移動され、選択している上端と下端のレイヤーの間ですべてのレイヤーの
下端が上から下へ等間隔に配置されます。

 • 奥の端を基準に配置：レイヤーが Z 空間内で移動され、すべてのレイヤーの奥の端が Z 軸に沿って、選択して
いる最も手前のレイヤーと最も奥のレイヤーの間で手前から奥に向かって均等に配置されます。

 • 手前の端を基準に配置：レイヤーが Z 空間内で移動され、すべてのレイヤーの手前の端が Z 軸に沿って、選択
している最も手前のレイヤーと最も奥のレイヤーの間で手前から奥に向かって等間隔に配置されます。

 • 水平方向の中心を基準に配置：レイヤーが水平に移動され、選択している左端と右端のレイヤーの間ですべての
レイヤーの中心が左から右へ等間隔に配置されます。

 • 垂直方向の中心を基準に配置：レイヤーが垂直に移動され、選択している上端と下端のレイヤーの間ですべての
レイヤーの中心が上から下へ等間隔に配置されます。

 • 奥行き方向の中心を基準に配置：レイヤーが Z 空間内で移動され、選択している最も手前のレイヤーと最も奥
のレイヤーの間ですべてのレイヤーの中心が手前から奥に向かって等間隔に配置されます。

「選択／変形」ツールを使用する
デフォルトのツールは「選択／変形」ツールで、レイヤーの縮小／拡大、位置、および回転を調整できるオンスク
リーンコントロールが有効になります。

「選択／変形」ツールが有効な場合、以下のオンスクリーンハンドルを使用できます：

Rotation handle

Anchor point

Bounding box

Scale handle

キャンバスでレイヤーの高さと幅を独立して変更する
レイヤーを選択すると、レイヤーの境界ボックスの端の周囲に 8 つの縮小／拡大ハンドルが表示されます。ハンド
ルをドラッグして、レイヤーのサイズを調整します。デフォルトでは、これらの縮小／拡大ハンドルを調整する際に
レイヤーの幅と高さが連動するようロックはされません。つまり、レイヤーのアスペクト比は変更することができます。
（レイヤーのアスペクト比とは、レイヤーの幅と高さの比率をいいます。）レイヤーのアスペクト比を保持するには、
Shift キーを押しながら縮小／拡大ハンドルをドラッグします。レイヤーを縮小または拡大した変更は、「情報」イン
スペクタの「調整」パラメータに適用されます。

参考：「Motion」で作成するシェイプには、境界ボックスの左上隅に「選択／変形」オンスクリーンコントロール
として丸みハンドルが用意されていますが、このコントロールはほかのレイヤーの「選択／変形」コントロールには
ありません。詳しくは、813 ページの単純なシェイプを描くを参照してください。

 1 キャンバスでレイヤーをクリックして選択します。

「選択／変形」ツールは、デフォルトで有効です。

参考：別のツール（マスクツールやシェイプツールなど）を選択した場合、S キーを押すと 2D 変形ツールに戻り
ます。

選択したレイヤーの周りに境界ボックスが表示されます。Control キーを押しながら、キャンバスでレイヤーをクリッ
クし、ショートカットメニューから「変形」を選択することもできます。
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 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • コーナーハンドルをドラッグして、レイヤーの幅と高さを同時に変更します。デフォルトでは、幅と高さを独立して
任意の量で変更できます。

 • Shift キーを押しながら、コーナーハンドルをドラッグしレイヤーのサイズを変更します。レイヤーの幅と高さが連
動するようにロックされ、レイヤーの現在のアスペクト比が維持されます。
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 • 上または下の縮小／拡大ハンドルをドラッグすると、縮小／拡大の変更はレイヤーの高さに限定されます。左ま
たは右の縮小／拡大ハンドルをドラッグすると、縮小／拡大の変更はレイヤーの幅に限定されます。

 • Option キーを押しながら縮小／拡大ハンドルをドラッグすると、一方のみではなくアンカーポイントの周りでレ
イヤーのサイズを変更します。

縮小／拡大ハンドルをドラッグするときに、新しい幅と高さの比率（パーセント表示）がキャンバスの上のステータ
スバーに表示されます。

Status area shows scaling amount

参考：レイヤーの幅または高さを負の値で縮小／拡大すると、イメージが裏返しになり、方向が逆になります。

キャンバスのレイヤーを回転する
「選択／変形」ツールによって、アンカーポイントを中心にイメージを回転するためのハンドルも有効になります。ア
ニメーションのために、レイヤーを回転した回数が「Motion」に記録され、「情報」インスペクタにあるレイヤー
の「回転」パラメータにこの値が格納されます。

 1 キャンバスでレイヤーをクリックして選択します。

参考：「Motion」を開いたときのデフォルトモードは、「選択／変形」ツールです。「選択／変形」ツールが有効
になっていない場合は、ツールバーの 2D 変形ツール・ポップアップ・メニューから選択します。

67% resize factor



 第 7 章    基本的な合成 215

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 回転ハンドルをドラッグして、レイヤーを回転します。

 • Shift キーを押しながら回転ハンドルをドラッグすると、選択したレイヤーを回転する角度が 45 度単位で増加す
るように制限されます。

回転ハンドルをドラッグすると、レイヤーの元の角度が小さな円で表示されます。この円はレイヤーのアンカーポイ
ントの周囲に表示される大きな円の上に現れます。また、回転後の新しい角度がステータスバーに表示されます。

Status bar shows rotation amount.

「アンカーポイント」ツールを使用する
「アンカーポイント」ツールを使用することで、レイヤーのアンカーポイントを動かして、ジオメトリのさまざまな変
形の実行方法を変更できます。
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アンカーポイントはレイヤーの回転の中心となりますが、サイズ変更操作にも関係します。たとえば、すべてのレイ
ヤーのデフォルトのアンカーポイントは、レイヤーのエッジを定義する境界ボックスの中心にあります。レイヤーを回
転すると、中心のアンカーポイントの周囲を回転します。

Object rotated around 
center point

アンカーポイントをオフセットすると、レイヤーの中心の周囲で回転する代わりに、新しいアンカーポイントを中心に
回転するようになります。

Object rotated 
around anchor point

アンカーポイントの移動はレイヤーの回転に影響するだけでなく、そのレイヤーの移動や縮小／拡大の操作にも影
響します。レイヤーのアンカーポイントに加えた変更は、「情報」インスペクタにある「アンカーポイント」パラメー
タに格納されます。

67% resize factor



 第 7 章    基本的な合成 217

キャンバスでレイヤーのアンカーポイントを変更する

 1 ツールバーでの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「アンカーポイント」ツールを選択します。

キャンバスにレイヤーのアンカーポイントが X、Y、および Z 座標軸を表す 3 色の矢印で囲まれた円形のターゲット
として表示されます。座標軸について詳しくは、890 ページの 3D のオンスクリーンコントロールを使うを参照して
ください。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 白い円をドラッグして、アンカーポイントを垂直または水平方向に移動させます。

 • 矢印をドラッグして、対応する軸に沿ってアンカーポイントを移動させます。

アンカーポイントをドラッグすることにより、ラインがデフォルトのアンカーポイントの位置から、新しい位置まで
延長されます。さらに、ステータスバーに新しいアンカーポイントの座標が表示され、新しいアンカーポイントの
位置と前のアンカーポイントの位置との差（変更量）も表示されます。

参考：アンカーポイントがレイヤーの中心またはエッジに近く、スナップガイドとダイナミックガイドの両方がオンに
なっている場合は、アンカーポイントはその位置にスナップされます。

「ドロップシャドウ」ツールを使用する
「ドロップシャドウ」ツールによって有効になるオンスクリーンコントロールを使って、レイヤーのドロップシャドウの
ブラー、アングル、および距離を変更できます。

画面上のハンドルをドラッグして、ブラーパラメータを変更します。

Default drop shadow 
(before adjusting with the Drop Shadow tool)

After adjusting blur, angle, and distance

キャンバスでレイヤーのドロップシャドウを調整する

 1 ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「ドロップシャドウ」ツールを選択します。

 2 キャンバスで、コーナーハンドルをドラッグして、ドロップシャドウのブラーを調整します。

 3 ドロップシャドウの距離と角度を調整するには、シャドウの境界ボックス内でドラッグします。

ドロップシャドウの操作について詳しくは、240 ページの「ドロップシャドウ」の概要 を参照してください。

「歪み」ツールを使用する
「歪み」ツールを使用すると、レイヤーの頂点の位置を個別に変更したり、辺の中間点をドラッグしてレイヤーを水
平方向または垂直方向に傾ける（シアー）ことができます。

キャンバス内のレイヤーを歪める

 1 ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「歪み」ツールを選択します。
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 2 キャンバスで四隅の角ハンドルをドラッグすることで、レイヤーを伸ばしてシェイプにします。

レイヤーを歪めた後に、「情報」インスペクタにあるレイヤーの「四隅の角」チェックボックスの選択を解除して、レ
イヤーを元のシェイプに戻すことができます。こうすることにより、レイヤーのシェイプはリセットされますが、「情報」
インスペクタの「四隅の角」パラメータに定義されているシェイプはリセットされません。

キャンバスでレイヤーにシアーを適用する

 1 ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「歪み」ツールを選択します。

 2 キャンバスでシアーハンドルをドラッグすることで、レイヤーを傾けます。上下のハンドルでは水平方向に傾きます。
左右のハンドルでは垂直方向に傾きます。

参考：「歪み」ツールを使ってレイヤーをシアー変形しても、「情報」インスペクタの「シアー」パラメータは影響
を受けません。代わりに、「四隅の角」パラメータが変更されて「シアー」エフェクトがシミュレートされます。その
「シアー」パラメータを変更することもできるため、シアー変更されたオブジェクトをさらにシアー変更することで興
味深いエフェクトを見ることができます。
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「クロップ」ツールを使用する
「クロップ」ツールによって有効になる画面上のクロップハンドルを使って、レイヤーの境界線をドラッグしてサイズ
変更できます。

クロップを使うと、レイヤーの 4 つのエッジのいずれかを切り取って、コンポジション内で表示しない部分を削除する
ことができます。クロップを使うレイヤーには、黒い線が出るビデオクリップや、周囲のエッジに不要なビネット（減
光）が発生しているものなどがあります。クロップ操作を使用して、これらの望ましくないアーチファクトを取り除く
ことができます。レイヤーをクロップして、イメージ内の 1 つのエレメントを分離することもできます。

「クロップ」ツールを使用して読み込みイメージをクロップすると（レイヤーの「情報」インスペクタで「クロップ」
コントロールを使用するのと同じ結果になります）、当該ファイルのインスタンスだけがクロップされます。「メディア」
リストのソースイメージはクロップされません。ソースイメージをクロップするには、「メディア」リストでレイヤーを
選択し、「メディア」インスペクタで「クロップ」ツールを使う必要があります。詳しくは、177 ページのソースメディ
アのパラメータを参照してください。

参考：不規則なシェイプのレイヤーを分離する必要がある場合や、特定のシェイプの枠線を作成する場合は、
811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を参照してください。

キャンバス内でレイヤーをクロップする

 1 ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「クロップ」ツールを選択します。

 2 キャンバスで、辺をクロップするレイヤーのエッジを囲むように 8 個のハンドルのいずれかをドラッグします：

 • 上、下、右、左のハンドルをドラッグすると、1 つのエッジだけをクロップできます。

 • 四隅の角ハンドルをドラッグすると、隣接する 2 つのエッジを同時にクロップできます。

 • Shift キーを押しながらドラッグすると、レイヤーのアスペクト比を維持するように角またはエッジのクロップが制
限されます。

参考：レイヤーが「歪み」ツールで変更されると、「クロップ」ツールとオンスクリーンコントロールは無効にな
ります。ただし、歪みが適用されているレイヤーは、「情報」インスペクタにある「クロップ」パラメータを調整
することで、クロップできます。

下地になっているイメージを固定したままクロップエリアを移動する

 m クロップエリア内でドラッグします。

クロップエリアが移動して、クロップのサイズやシェイプを変更せずにクロップを新しい位置に調整できます。
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クロップエリアを固定したままイメージを移動する

 m クロップエリア内をドラッグしながら、Command キーを押します。

クロップエリアは動きませんが、その下のイメージが移動するため、レイヤーの表示領域を変更できます。

「ポイントを編集」ツールを使用する
「ポイントを編集」ツールを使って、キャンバス内でシェイプやマスクを変更できます。

キャンバス内でシェイプのコントロールポイントを変更する

 1 シェイプまたはマスクを作成した後で、ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「ポイントを編集」
ツールを選択します。

参考：シェイプをダブルクリックするか、または Control キーを押しながらレイヤーをクリックして、ショートカットメ
ニューから「ポイントを編集」を選択することもできます。

レイヤーのコントロールポイントがアクティブになります。

 2 キャンバスでポイントをドラッグして、レイヤーのシェイプを変更します。

シェイプとマスクの操作方法について詳しくは、811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を
参照してください。

「グリフを変形」ツールと「項目を調整」ツールを使用する
「グリフを変形」ツールは、テキストレイヤーが選択されているときに使用できます。このツールで有効になるオン
スクリーンコントロールを使って、テキストレイヤー内の個々の文字（グリフ）の位置や、X、Y、または Z 回転を
変更できます。

「グリフを変形」ツールの使いかたについては、656 ページのグリフの属性を調整するを参照してください。

「項目を調整」ツールで表示されるオンスクリーンコントロールを使って、フィルタ、ビヘイビア、ジェネレータなど
のオブジェクトを操作できます。

たとえば、「項目を調整」ツールを使って、ブラーフィルタの中心点、パーティクルエミッタのシェイプ、またはグラ
デーションの設定を調整できます。

「インスペクタ」でのレイヤーの情報

「インスペクタ」でレイヤーの情報を調整する
画面上の変形ハンドルを操作することで、「情報」インスペクタにある対応するパラメータも変更されます。オンスク
リーンコントロールよりも高い精度でレイヤーを変形する場合は、「情報」インスペクタでパラメータの値を変更でき
ます。

1 つのレイヤーを選択して、「情報」インスペクタを開くと、レイヤーのパラメータが表示されます。「情報」インス
ペクタで値を変更すると、選択したレイヤーに反映されます。複数のレイヤーがキャンバス、「レイヤー」リスト、ま
たは「タイムライン」で選択されている場合は、「情報」インスペクタに表示されているパラメータの値を操作でき
なくなります。ただし、オンスクリーンコントロールはまだ調整できます。画面上の変形ハンドルを操作すると、選
択したすべてのレイヤーに均等に影響します。
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「情報」インスペクタでパラメータ値を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m パラメータ値のフィールドを選択し、新しい数値を入力してから Return キーを押します。

 m パラメータに、スライダやダイヤルなどのグラフィックコントロールがある場合は、それらのコントロールを調節しま

す。

 m パラメータをデフォルトの状態にリセットするには、リセットボタンをクリックするか、パラメータのアニメーションメ

ニューで「パラメータをリセット」を選択します。

 m パラメータ値を小さくするには値を左にドラッグし、値を大きくするには右にドラッグします。

パラメータコントロールの使いかたについて詳しくは、126 ページのユーザインターフェイスのコントロールの概要
を参照してください。「情報」インスペクタのコントロールの説明は、221 ページの「情報」インスペクタでのパラ
メータを参照してください。

「情報」インスペクタでのパラメータ
「インスペクタ」の「情報」パネルには、ほとんどのレイヤーやグループについて以下のパラメータが表示されます：

変形パラメータ
 • 位置：各レイヤーの X（水平）、Y（垂直）および Z（深度）の位置を定義する値スライダです。

「Motion」で使用される座標系では、プロジェクトのフレームサイズに関係なくキャンバスの中央が 0,0,0 に定
義されます。レイヤーを左に移動すると X の値から減算され、右に移動すると X の値に加算されます。レイヤー
を上に移動すると Y の値に加算され、下に移動すると Y の値から減算されます。レイヤーを手前に移動すると Z 
の値に加算され、奥に移動すると Z の値から減算されます。

Canvas center point
(0,0)

-360 pixels +360 pixels

+240 pixels

-240 pixels

各レイヤーは、アンカーポイントが中心となるように置かれます。アンカーポイントのオフセットによって、レイヤー
の位置も X、Y、および Z 位置に設定した値から相対的にオフセットされます。

 • 回転：Z 軸を中心とした回転の度数を表す 1 次元の値を制御するダイヤルです。正の値で、レイヤーが反時計回
りに回転します。負の値で、レイヤーが時計回りに回転します。

360 度を超える回転は、「回転」パラメータをアニメートすると、複数回の回転になります。

「回転」パラメータの隣にある開閉用三角ボタンをクリックすると、3 つの座標軸（X、Y、および Z）すべてを中
心とする回転を調整するダイヤルと、「アニメート」ポップアップメニューが表示されます。

 • アニメート：アニメートされた 3D 回転チャンネルの補間を 2 つのオプションのいずれかに設定するポップアッ
プメニューです：

 • 回転を使用：デフォルトの補間方法です。レイヤーはその開始角度から最終角度まで回転します。アニメーショ
ンによっては、最終の向き（最後のキーフレーム値）に到達する前にレイヤーがツイストすることもあります。た
とえば、X、Y、Z の「アングル」パラメータを、0 度から 180 度までアニメートするように設定した場合、レ
イヤーは最後の向きに到達するまですべての座標軸で回転することになります。

 • 方向を使用：この代替の補間方法では、補間が滑らかになりますが、複数回の回転ができません。レイヤーの
開始方向（最初のキーフレーム）と終了方向（2 つ目のキーフレーム）の間で補間されます。

参考：「アニメート」パラメータのオプションが有効になるようにするには、「回転」パラメータがキーフレームで
ある必要があります。
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 • 調整：レイヤーの縮小または拡大を表す、元のサイズとの比率（パーセント）を制御するスライダです。デフォル
トでは、レイヤーの水平と垂直の比率は元のアスペクト比にロックされており、1 つのパーセントの値で表されま
す。開閉用三角ボタンをクリックすると、レイヤーの X、Y および Z の縮小／拡大に関する個別のパーセントの
値が表示されます。

参考：レイヤーの縮小／拡大を負の値にすると、レイヤーが裏返しになります。

 • シアー：レイヤーの X と Y のシアーを定義する値スライダです。シアーを持たないレイヤーの X および Y シアー
値は 0 になります。正の値である方向にシアー変形し、負の値で反対方向にシアー変形します。

 • アンカーポイント：レイヤーの中央からの相対的なアンカーポイントの位置を X、Y および Z で定義する値スラ
イダです。座標 0, 0 の場合、境界ボックス（レイヤーの外周のエッジを定義）の中央にアンカーポイントが置か
れます。開閉用三角ボタンをクリックすると、Z 位置を定義する追加の値スライダが表示されます。

ブレンドパラメータ
 • 不透明度：レイヤーの透明度を設定するスライダです。詳しくは、225 ページの不透明度を参照してください。

 • ブレンドモード：レイヤーのブレンドモードを設定するポップアップメニューです。詳しくは、227 ページのブレン
ドモードの概要を参照してください。

 • 不透明度を保持：このチェックボックスが選択されていると、レイヤーは、コンポジットによって背後に別のレイ
ヤーが表示された状態でのみ表示されます。手前のレイヤーは、その背後にあるレイヤーの不透明度の値を使
用します。詳しくは、225 ページの「不透明度を保持」オプション を参照してください。

 • 反射をキャスト：レイヤーが反射を放つかどうかを決定するポップアップメニューです。3 つのオプションから選択
します：

 • はい：レイヤーが近くの反射レイヤー内で反射して見えます。

 • いいえ：レイヤーが反射表面によって無視されます。

 • 反射のみ：レイヤーは見えませんが、周囲の反射表面内で見えます。

参考：反射はレイヤーが 3D グループに属している場合にのみ表示されます。3D グループについて詳しくは、
907 ページの 3D グループの特性を参照してください。

ライティングパラメータ
「ライティング」パラメータコントロールは、親グループが「3D」に設定されている場合にのみ表示されます。

 • シェーディング：レイヤーがシーン内のライトにどのように反応するかを設定するポップアップメニューです。3 つ
のオプションがあります：

 • 継承：親のシェーディング値が使用されます。

 • オン：レイヤーが照明されます。

 • オフ：シーンライトが無視されます。

 • ハイライト：このチェックボックスを選択されているときは、シーン内で照明されるレイヤーがハイライトされます。
このパラメータは、「シェーディング」が「オフ」に設定されている場合は効果がありません。開閉用三角ボタン
をクリックすると、追加の「輝き」パラメータが表示されます。

 • 輝き：レイヤーのハイライトの強度を設定するスライダ。値を高くすると、光沢感が増します。このパラメータは、
「ハイライト」チェックボックスの選択が解除されている場合は無効です。

詳しくは、918 ページのライティングの概要を参照してください。

シャドウパラメータ
「シャドウ」パラメータコントロールは、親グループが「3D」に設定されている場合にのみ表示されます。

 • シャドウをキャスト：レイヤーが光源と別のレイヤーとの間にある場合に影を落とすかどうかを設定するチェック
ボックスです。

参考：このパラメータは、ドロップシャドウに影響しません。
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 • シャドウを受け取る：近くのレイヤーのシャドウが現在のレイヤーに影響するかどうかを制御します。このチェック
ボックスの選択が解除されているときは、影を落とすレイヤーが存在しないものとして、ライトがレイヤーに影響
します。

 • シャドウのみ：このチェックボックスを選択すると、レイヤー自体はシーンに表示されていなくてもレイヤーが照明
をブロックして影を落とすように指定されます。

詳しくは、922 ページのシャドウの概要を参照してください。

反射パラメータ
「反射」パラメータコントロールは、親グループが「3D」に設定されている場合にのみ表示されます。「反射」パ
ラメータコントロールは、3D パーティクルエミッタ、3D リプリケータ、通常のテキストレイヤーには使用できませ
ん。ただし、「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにある「平坦化」チェックボックスによって平坦化し
たテキストには使用できます。

 • 反射率：レイヤーの表面の反射を制御するスライダ。0 ％に設定すると、反射がなくなります。100 ％に設定す
ると、レイヤーは鏡のように完全に反射します。

 • ブラー量：反射のブラーを制御するスライダで、反射するレイヤーの表面品質に基づいてソフトフォーカスの映像
を作り出します。

 • 減衰：レイヤーから離れるにつれて反射がフェードアウトするかどうかを制御するチェックボックスです。フェードア
ウトすると、より写実的な結果が生まれます。開閉用三角ボタンをクリックすると、減衰エフェクトを調整する「開
始距離」、「終了距離」、および「指数」という追加コントロールが表示されます。「指数」スライダは、反射さ
れるレイヤーが反射するレイヤーから離れるに従って反射が弱くなる速さを調整します。

 • ブレンドモード：反射に使用するブレンドモードを決定するポップアップメニューです。

詳しくは、929 ページの反射の概要を参照してください。

「情報」インスペクタのその他のパラメータ
 • ドロップシャドウ：レイヤーのドロップシャドウのオン／オフを切り替えるアクティブ化チェックボックスです。選択
すると、追加コントロールが使用可能となります。ドロップシャドウの操作について詳しくは、240 ページの「ド
ロップシャドウ」の概要を参照してください。

 • 四隅の角：歪みのオン／オフを切り替えるアクティブ化チェックボックスです。レイヤーに歪みが適用されている
場合に、このチェックボックスの選択を解除すると、レイヤーが元のシェイプに戻ります。ただし、歪みの座標値
は維持されます。チェックボックスを再度選択すると、「四隅の角」の座標パラメータで指定された歪みのエフェ
クトが再度有効になります。 

「四隅の角」チェックボックスが選択されると、レイヤーの 4 つの角（「左下」、「右下」、「右上」、および「左
上」）の X 座標と Y 座標を変更できる値スライダが使用可能になります。「歪み」ツールを使って、これらのパ
ラメータをキャンバス内で視覚的に制御することもできます。詳しくは、209 ページの 2D 変形ツールを参照して
ください。

 • クロップ：クロップのオン／オフを切り替えるアクティブ化チェックボックスです。レイヤーがクロップされている場
合に、このチェックボックスの選択を解除すると、レイヤーが元のサイズに戻ります。ただし、クロップの値は維
持されます。チェックボックスを再度選択すると、クロップのパラメータによってクロップのエフェクトが再度有効
になります。 

「クロップ」チェックボックスを選択すると、クロップパラメータを変更できる 4 つのスライダが使用可能になりま
す。各スライダは、レイヤーの 4 辺からクロップするピクセル数を定義します。4 つの辺は、レイヤーを囲む境
界ボックスの外側のエッジに対応します。これらのパラメータは、「メディア」インスペクタのクロップパラメータ
（「メディア」リストでレイヤーを選択すると表示されます）と似ています。ただし、レイヤーを「メディア」イン
スペクタ経由でクロップすると、プロジェクトで表示されるそのオブジェクトのすべてのインスタンスもクロップさ
れますが、「情報」インスペクタでクロップすると、レイヤーの 1 つのインスタンスのみがクロップされ、レイヤー
の複製はクロップされません。詳しくは、177 ページのソースメディアのパラメータを参照してください。

 • タイミング：クリップのリタイミングを詳細に制御する値スライダです。詳しくは、242 ページのリタイミングの概
要を参照してください。
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クローンレイヤーを作成する
モーショングラフィックスのプロジェクトでは、プロジェクトのほかの部分で複雑なレイヤーを複数回再使用する必要
があることがあります。レイヤーを複製したり、カット＆ペーストしたりすることもできますが、元のレイヤーをアッ
プデートした場合、変更はコピーには適用されません。これらの変更を追跡するのは、単調でありながら手のかか
る作業です。同じフィルタやマスクをレイヤーの複数のコピーに適用する場合は、「クローンレイヤーを作成」コマ
ンドを使用してください。クローンレイヤーを作成すると、再生やレンダリングのパフォーマンスを向上させるという
利点もあります。

クローンレイヤーは、イメージ、ビデオクリップ、グループ、パーティクルシステム、テキスト、シェイプおよびリプ
リケータから作成できます。

クローンレイヤーを作成する
以下のいずれかの操作を行います：

 m クローンを作成するレイヤーを選択し、「オブジェクト」＞「クローンレイヤーを作成」と選択します（または、K 
キーを押します）。

 m キャンバスで Control キーを押しながらレイヤーをクリックし、ショートカットメニューで「クローンレイヤーを作成」
を選択します。

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で Control キーを押しながらレイヤーをクリックし、ショートカットメニュー
から「クローンレイヤーを作成」を選択します。

クローンレイヤーが作成され、キャンバス内で元のレイヤーの上に表示されます。「レイヤー」リストには、デフォル
トの名前「クローンレイヤー」で表示されます。名前の横にクローンレイヤーのアイコンが表示されます。

クローンレイヤーは、元のレイヤーから「回転」、「調整」、「不透明度」、「ブレンドモード」、「ドロップシャドウ」情
報を継承します。クローンレイヤーの作成後にソースレイヤーの情報のいずれかを調整した場合、それは、ソース
レイヤーから作成されたどのクローンレイヤーにも反映されません。クローンレイヤーは、ソースレイヤーのフィル
タとマスクに対する変更のみを継承します。

重要：ビヘイビアに対する変更は、そのビヘイビアがソースレイヤーのフィルタやマスクに影響しない限り、クロー
ンレイヤーには反映されません。

クローンレイヤーは、ソースレイヤーとまったく同じようにキャンバスや「タイムライン」で操作できます。ただし、
リタイミングされたレイヤーから作成されたクローンは、ソースレイヤーの「フレームの合成」パラメータから変更
された「フレームの合成」パラメータを持つことはできません。
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不透明度とブレンドのパラメータ

不透明度
各レイヤーの不透明度とブレンドのコントロールは、「情報」インスペクタと、選択したレイヤーに対するデフォルト
の HUD に表示されます。

不透明度の異なるレイヤーを重ねることにより、ほかでは実現できない形でイメージを連結することができます。た
とえば、2 つのフルスクリーンの背景イメージを併用する場合に、手前のレイヤーの不透明度を 50 パーセントに設
定し、後ろのレイヤーが透けて見えるようにすることができます。

Image in front Image in back Front image at 50% opacity

任意の数のレイヤーを重ね合わせて、不透明度を変化させることで、背後のレイヤーを選択的に表示させることが
できます。

レイヤーの不透明度を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「情報」インスペクタの「ブレンド」セクションで「不透明度」スライダを調整します。

 m HUD で、「不透明度」スライダを調整します。

参考：テキストやシェイプなどの一部のレイヤーには、「インスペクタ」内のパネルに別の不透明度パラメータがあ
ります。たとえば、シェイプの「情報」パネルで「不透明度」の値を設定することと「スタイル」パネルで「不透
明度」の値を設定することは、別のことであり、それぞれのエフェクトの値は乗算されます。つまり、「情報」パネ
ルで「不透明度」を 50 ％に設定し、「シェイプのスタイル」パネルで「不透明度」を 50 ％に設定した場合、最
終的にテキストオブジェクトに適用される不透明度は 25 ％になります。

重ね合わせるレイヤーの表示の制限や、レイヤーの一部の選択的な表示について詳しくは、225 ページの「不透
明度を保持」オプションを参照してください。

「不透明度を保持」オプション
「情報」インスペクタの「不透明度を保持」チェックボックスは、レイヤーの可視部分を、ほかのレイヤーの不透明
の領域と重なるキャンバス上の領域のみに限定するために使います。たとえば、次のようにプロジェクトに 2 つの重
なり合うレイヤーを配置したとします：
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前面のイルカのレイヤーに対して「不透明度を保持」を選択した場合、以下のような結果になります：

イルカのレイヤーの見えている領域は、背後の海洋生物のピクチャレイヤーと重なる領域だけです。最初はさほど面
白くない画像でも、「不透明度を保持」チェックボックスを不透明度やブレンドモードと併用することで、興味深いエ
フェクトを作ることができます。

参考：「不透明度を保持」パラメータが有効となっているレイヤーには、コンポジットスタックで背後にあるレイヤー
の不透明度の値が反映されます。

「不透明度を保持」は、レイヤーの一部を選択的に表示するのに便利です。この例では、前面のカラーウォッシュの
レイヤーのブレンドモードを「排他」に設定することで、以下のようなイメージになります：

前面のカラーウォッシュのレイヤーに対して「不透明度を保持」チェックボックスを選択することにより、重なり合っ
た部分だけが表示され、スーパーインポーズされたイメージだけが Dolphin のレイヤーに影響します。

「不透明度を保持」を有効にする

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でレイヤーを選択して、「情報」インスペクタの「不透明

度を保持」チェックボックスを選択します。
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ブレンドモード

ブレンドモードの概要
「不透明度」パラメータはレイヤーの均一的な透明度を定義するのに対して、ブレンドモードでは、より多くの創造
的なオプションにより、各レイヤーのカラーを基に重ね合わせるイメージの相互の関係を制御できます。デフォルト
では、各レイヤーのブレンドモードが「通常」に設定されているため、レイヤーの不透明度に対する変更は、イメー
ジのすべての部分に等しく適用されます。

ブレンドモードでは、「不透明度」パラメータの設定内容に関係なく、レイヤーの透明な状態を作成できます。これ
は、イメージのピクセルが、選択したブレンドモードで、キャンバス内のすぐ後ろにあるレイヤーのピクセルと結合
されるためです。たとえば、2 つのレイヤーを重ね合わせて、前面のブレンドモードを「スクリーン」に設定した場
合、「スクリーン」が設定されたイメージの暗い領域は透明になり、明るい領域は明瞭になります。結果として次の
図のようになります：

重要：たいていの使用可能なブレンドモードで作成した透明度は、レイヤーと重なった背後のレイヤーとの結合方
法だけに影響します。これらのブレンドモードは、レイヤーのアルファチャンネルには影響しません。レイヤーのア
ルファチャンネルに影響するブレンドモードについては、238 ページのアルファチャンネルを操作するブレンドモード
を参照してください。

各ブレンドモードは、異なる方法でレイヤーを結合します。たとえば、前面のレイヤーのブレンドモードを「乗算」
に設定した場合は、イメージの暗い領域が明瞭になり、明るい領域が透明になるという「スクリーン」ブレンドモー
ドとは反対の結果が得られます。
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ブレンドモードは、レイヤーとその背後のレイヤーとの結合だけに影響します。それらよりも前面で表示されているレ
イヤーが透明であったとしてもこの相互関係にまったく影響しません。以下の例の前面にあるテキストレイヤーは、
背後のブレンドされたイメージにまったく影響していません。

レイヤーをさまざまなブレンドモードで重ね合わせる場合、最も背後にある 2 つのレイヤーが最初に結合されます。
次にそれらの結合が 1 つ手前のレイヤーと相互に作用し、順にすべての重なり合ったレイヤーが結合されて最終的
なイメージができます。この場合、各レイヤーに特定のブレンドモードが指定されているため背面のイメージとのみ
作用します。背面のイメージが単独のレイヤーか、ブレンドされた 1 組のレイヤーであるかは関係ありません。

「Motion」の各ブレンドモードは、「不透明度」のパラメータと連携して機能し、前面と背面のレイヤーの作用を変
化させます。レイヤーの不透明度を調整すると、レイヤーに割り当てられているブレンドのエフェクト量が減少します
が、レイヤーの可視度も低下する結果になります。これにより、任意のブレンドモードを必要に応じてカスタマイズ
できます。

ブレンドモードは重なり合ったレイヤーだけに影響し、プロジェクトの背景のカラーには作用しません（背景が「環
境」に設定されている場合を除きます）。ほかと重ならないレイヤーにブレンドモードを指定した場合、そのレイヤー
は前と同じ状態のまま変更されません。

選択しているレイヤーのブレンドモードを変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m HUD の「ブレンドモード」ポップアップメニューから項目を選択します。

 m 「情報」インスペクタの「ブレンドモード」ポップアップメニューから項目を選択します。

 m 「オブジェクト」＞「ブレンドモード」と選択し、サブメニューから項目を選択します。

 m 「レイヤー」リストの「ブレンドモード」列を表示して（「表示」＞「レイヤー列」＞「ブレンドモード」と選択しま

す）、レイヤーの「ブレンドモード」ポップアップメニューから項目を選択します。

 m Control キーを押しながらキャンバス内のレイヤーをクリックし、ショートカットメニューの「ブレンドモード」サブメ
ニューから項目を選択します。

 m Control キーを押しながら「レイヤー」リストまたは「タイムライン」のレイヤーをクリックし、ショートカットメニュー
の「ブレンドモード」サブメニューから項目を選択します。

ブレンドモードの仕組み
2 つ以上のイメージを結合する方法は、ブレンドモードごとに異なります。ブレンドモードは、レイヤーのアルファ
チャンネルや不透明度のパラメータにも影響します。

この章に挙げる各ブレンドモードを理解する上で重要なのは、ブレンドモードでは、イメージの各カラーチャンネル
内にあるブライトネスの値を基に、重なり合ったイメージのカラーが混合されるという点です。すべてのイメージは、
赤、緑、青、およびアルファのチャンネルで構成されています。各チャンネルにはブライトネスの値の範囲が与えら
れており、そのチャンネルのカラーを使用するイメージ内の各ピクセルの強度を定義します。

重なり合ったレイヤーに対する各ブレンドモードのエフェクトは、各レイヤーのカラーの値の範囲によって変化しま
す。重なり合ったピクセルの赤、緑、青チャンネルが数学的に組み合わせられて、最終的なイメージを生み出し 
ます。
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これらの値の範囲は、黒、中間の値、または白のように表現できます。これらの領域を大まかに表すと以下のチャー
トのようになります。

Blacks Midrange color values Whites

たとえば、「乗算」ブレンドモードは、イメージ内の白のカラー値を透明になるようにレンダリングし、黒の値はその
まま残されます。すべての中間色の値は半透明になり、カラースケールの明るい方の色は、暗い部分の色よりも透
明度が増します。

ブレンドモードをグループで使用する
ブレンドモードは、グループとレイヤーのどちらに使用するかで働きが異なります。特に「そのまま」ブレンドモード
はグループだけでしか使えません。

そのまま
グループが「そのまま」に設定されていると、各レイヤーは、「レイヤー」リストでそのグループの背後に表示され
ているすべてのレイヤーおよびグループとブレンドされます。この例では、Swirls レイヤーが「ステンシル・ルミナ
ンス」に設定され、Fishes レイヤーが「加算」に設定されています。

包含するグループを「そのまま」に設定することにより、Swirls レイヤーの背後のすべてのレイヤーにステンシル
が適用されます。これには、一番下のグループの「グラデーション」レイヤーも含まれます。結果として、背景カ
ラーに対するステンシルがすべてのレイヤーに適用されます。同様に、Fishes レイヤーが、結合されたレイヤーの
スタックに追加されます。
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通常
グループを「通常」に設定すると、グループにネストされているレイヤーどうしのブレンドのみ可能になります。グ
ループにネストされているレイヤーを、「レイヤー」リストでそのグループの下にあるほかのグループのレイヤーと
ブレンドすることはできません。次の例では、最上位のグループを「通常」に設定すると、最上位のグループ内の 
Fishes および Swirls レイヤーは、相互でのブレンドのみ可能になります。

一番下のグループにある「グラデーション」レイヤーは影響を受けず、一方、「加算」と「ステンシル・ルミナン
ス」ブレンドモードによって最上位グループが透明になるため、背面のグラデーションが見えるようになります。

その他のブレンドモード
グループを利用可能なブレンドモードに設定すると、そのグループにネストされている各レイヤーがそのブレンド
モードに従ってブレンドされます。処理後のイメージは、そのグループに選択されたブレンドモードに従って、背後
のグループとブレンドされたものになります。この例では、最上位のグループが「乗算」に設定されています。結
果として、「加算」が適用された Fishes レイヤーと、ステンシルが適用された Swirls レイヤーの結合が、一番下
のグループの「グラデーション」レイヤーと乗算されます。
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ブレンドモード
以下のセクションでは、ブレンドモードでレイヤーを結合して異なる結果を作る方法について説明します。ブレンド
モードは、ブレンドモードのポップアップメニューに表示される順序で、似たような結果を作るモードのグループに配
置されて表示されます。

このセクションの例のほとんどは、以下の 2 つの基準となるイメージを組み合わせて作成されています：

Boxes object Chimp object

処理後のイメージは、各ブレンドモードで各イメージのカラーの値の相互作用がどのように異なるかを示します。結
果を確認する際、カラーボックスの中の白と黒の領域に注意してください。また、チンパンジーイメージの明るい部
分と影の部分に注目してください。これらの部分から、各ブレンドモードがイメージの白と黒をどのように処理する
かを確認できます。ほかのと暗いカラーは、各ブレンドモードが中間色の値をどのように処理するかを示します。特
に、黄、赤、ピンク、および青のボックスは、それぞれの例で大きな違いがでるため、色と輝度が大きく異なってき
ます。

重要：ブレンドモードによって、レイヤーとグループの順序の重要性が異なります。どのイメージが前面にあるかで
処理が異なるブレンドモードがあります。

「通常」ブレンドモード
レイヤーに対するデフォルトのブレンドモードです。「通常」に設定されているレイヤーでは、「不透明度」パラメー
タまたはアルファチャンネルによってのみ透明度が影響を受けます。

暗くするブレンドモード
以下のブレンドモードでは、結果として元のどちらのイメージよりも暗くなる傾向があります。

 • 減算：すべての重なり合ったカラーを暗くします。前面のイメージの白い部分が黒くなり、背面のイメージの白い
部分は前面のイメージの重なったカラーの値を反転させます。これによりネガのエフェクトが生じます。前面のイ
メージの黒い部分は透明になり、背面のイメージの黒い部分はそのまま維持されます。重なり合った中間色の値
は、背面のイメージのカラーを基に暗くなります。背面が前面よりも明るい領域は、背面のイメージが暗くなりま
す。背面が前面よりも暗い領域は、カラーが反転されます。「減算」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つの
レイヤーの順序が重要です。

Boxes object on top Chimp object on top
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 • 減光：重なり合った各イメージの最も暗い部分を強調します。いずれのイメージの白い部分も、重なり合うイメー
ジを完全に透過します。明るい中間色の値は、重なっているイメージが表示されるように半透明の透明度が増し
ます。しきい値を下回る暗い中間色の値は不透明のままとなり、より細部が見えるようになります。「減光」ブレ
ンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序は重要ではありません。

「減光」ブレンドモードは、あるイメージの暗い部分を基に、ほかのイメージを選択的にテクスチャ化するのに有
効です。また、このエフェクトに変化をつけるために「スクリーン」、「カラーバーン」、および「リニアバーン」
を使うこともできます。

 • 乗算：「減光」と同様に、「乗算」は重なり合った各イメージの最も暗い部分を強調します。ただし、両方のイ
メージの中間色の値はより均等に混合されます。重なり合ったイメージの明るい領域ほど、半透明の透明度が高
くなり、ほかのイメージが暗いかどうかに関係なく透過的に表示します。いずれのイメージの白い部分も、重な
り合うイメージを完全に透過します。両方のイメージの黒い部分は、処理後のイメージでもそのまま残されます。
「乗算」ブレンドモードでは、影響を受けるレイヤーの順序は重要ではありません。

「乗算」ブレンドモードは、前面の白い領域を排除し、残りの部分を背面のカラーとブレンドする場合に便利です。
たとえば「乗算」ブレンドモードを使い、スキャンした手書きのテキストシートを背面のイメージに重ねると、処
理後のイメージでは前面の暗い部分がテクスチャ化されます。
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 • カラーバーン：各イメージの暗い部分を強調します。背面のイメージの白い部分は前面と置き換わり、前面のイ
メージの白い部分は透明になります。背面のイメージが中間色の値の場合、前面のイメージの中間色の値が透
過的に表示されるようになります。背面のイメージが明るい中間色の値であれは、前面のイメージがより透過的
に表示されるようになります。重なり合った可視の領域での暗い中間色の値は混合され、カラーエフェクトが強
調されます。「カラーバーン」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序が重要です。

Boxes object on top Chimp object on top

 • リニアバーン：「乗算」と似ていますが、「カラーバーン」のように重なり合った暗い中間色の値が強調される点
が異なります。重なり合ったイメージの明るいカラーの値ほど、半透明の透明度が高くなり、暗いカラーを透過
的に表示します。いずれのイメージの白い部分も、重なり合うイメージを完全に透過します。「リニアバーン」ブ
レンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序は重要ではありません。

明るくするブレンドモード
以下のブレンドモードでは、結果として元のどちらのイメージよりも明るくなる傾向があります。

 • 加算：重なり合った各イメージの白い部分を強調し、重なり合ったほかのカラーを明るくします。重なり合ったす
べてのピクセルのカラーの値が合計されます。結果として、重なり合ったすべての中間色の値が明るくなります。
いずれのイメージの黒い部分も透明になり、いずれのイメージも白い部分はそのまま維持されます。「加算」ブ
レンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序は重要ではありません。

「加算」ブレンドモードは、あるイメージのハイライトされた部分などの明るい領域で、ほかのイメージの表面を
選択的にテクスチャ化するのに有効です。また、このエフェクトに変化をつけるために「増光」、「スクリーン」、
「カラードッジ」、および「リニアドッジ」を使うこともできます。
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 • 増光：重なり合った各イメージの最も明るい部分を強調します。各イメージのすべてのピクセルが比較され、い
ずれのイメージも最も明るいピクセルが残されます。これにより、最終的なイメージは、各イメージの最も明るい
ピクセルのディザ結合によって構成されます。両方のイメージの白い部分は、処理後のイメージでも透過的に表
示されます。「増光」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序は重要ではありません。

 • スクリーン：「増光」と同様に、「スクリーン」は重なり合った各イメージの最も明るい部分を強調します。ただ
し、両方のイメージの中間色の値はより均等に混合されます。いずれのイメージの黒い部分も、重なり合うイメー
ジを完全に透過します。暗い中間色の値が特定のしきい値を下回る場合は、重なった他方のイメージがより表示
されるようになります。両方のイメージの白い部分は、処理後のイメージでも透過的に表示されます。「スクリー
ン」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序は重要ではありません。

「スクリーン」ブレンドモードは、「Luma キー」の代わりに、前面の被写体の背後にある黒い部分を排除するの
に役立ちます。また、前面の被写体の残り部分を明度を基にして背面のイメージと混合するのに役立ちます。グ
ローやライティングのエフェクト、および反射のシミュレートに適しています。また、このエフェクトに変化をつけ
るために「加算」、「増光」、および「カラードッジ」を使うこともできます。

Top object Bottom object Screen composite

 • カラードッジ：前面または背面イメージの白い部分を残します。背面のイメージの黒い部分は前面と置き換わり、
前面のイメージの黒い部分は透明になります。背面のイメージが中間色の値の場合、前面のイメージの中間色の
値が透過的に表示されるようになります。背面のイメージが暗い値であれば、前面のイメージがより透過的に表
示されるようになります。すべての重なり合った部分の中間色の値は混合され、処理後はカラーの混合が強調さ
れます。2 つの重なり合ったイメージの前後を入れ替えると、重なり合った中間色の値の混合に微妙な違いが生
じます。

Boxes object on top Chimp object on top
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 • リニアドッジ：「スクリーン」と似ていますが、重なり合った領域の明るい中間色の値が強調される点が異なりま
す。いずれのイメージの黒い部分も、重なり合うイメージを完全に透過します。両方のイメージの白い部分は、処
理後のイメージでも透過的に表示されます。「リニアドッジ」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤー
の順序は重要ではありません。

複合のブレンドモード
以下のブレンドモードは、元のイメージを基にして、エフェクトの組み合わせを適用することによって結果を作りま
す。それぞれのモードは、混合するイメージの特定の値に応じて、さまざまな結果を作ることができます。これらの
モードの一部は、前面のレイヤーを通してライトを照らして、その下のレイヤーを効果的に投射するエフェクトをシ
ミュレートするように設計されています。

 • オーバーレイ：前面のイメージの白と黒の部分を半透明にし、背面のイメージのカラーの値と作用してコントラス
トを強調します。背面のイメージの白と黒の部分は前面のイメージを置き換えます。重なり合った中間色の値は、
背面のカラーの値の明度に基づいて混合されます。背面の明るい中間色の値は、スクリーンによって混合されま
す。背面の暗い中間色の値は、乗算によって混合されます。処理後の表示では、背面のイメージの暗いカラーの
値は前面のイメージを強調し、背面のイメージの明るいカラーの値は前面のイメージの重なり合った部分を不鮮
明にします。「オーバーレイ」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序が重要です。

Boxes object on top Chimp object on top

「オーバーレイ」ブレンドモードは、2 つのイメージの中にある鮮明なカラーの領域を結合するのに有効です。
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 • ソフトライト：「オーバーレイ」ブレンドモードと同様に、前面イメージの白と黒の部分を半透明にします。ただ
し、半透明の白と黒の部分は、引き続き背面イメージのカラー値と作用します。背面のイメージの白と黒の部分
は前面のイメージを置き換えます。重なり合ったすべての中間色の値が混合され、「オーバーレイ」ブレンドモー
ドよりもより均一な色合いが出ます。「ソフトライト」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序
が重要です。

Boxes object on top Chimp object on top

「ソフトライト」ブレンドモードは、特に背面のイメージを前面のイメージのカラーと混合することで柔らかい色合
いを出すのに有効です。

 • ハードライト：前面のイメージの白と黒の部分は背面のイメージをブロックします。背面のイメージの白と黒の部
分は、前面のイメージの重なり合う部分に含まれる中間色の値に相互に作用します。重なり合った中間色の値は、
背面のカラーの値の明度に基づいて混合されます。背面の明るい中間色の値は、スクリーンによって混合されま
す。背面の暗い中間色の値は、乗算によって混合されます。処理後の表示では、背面のイメージの暗いカラーの
値は前面のイメージを強調し、背面のイメージの明るいカラーの値は前面のイメージの重なり合った部分を不鮮
明にします。「ハードライト」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序が重要です。

Boxes object on top Chimp object on top

67% resize factor



 第 7 章    基本的な合成 237

 • ビビッドライト：2 つの点を除いて「ハードライト」ブレンドモードと似ています：「ビビッドライト」では、中間
色の値がより強調されて混合され、重なり合ったイメージのいずれかにある白と黒の部分が処理後も残されます。
（ディザリングでは、単色の白と単色の黒の領域が重なり合うことがあります。）重なり合った中間色の値は、背
面のカラーの値の明度に基づいて混合されます。明るい中間色の値は不鮮明になり、暗い中間色の値はコントラ
ストが高くなります。全体的な効果は、「ハードライト」ブレンドモードよりも明瞭になります。2 つの重なり合っ
たイメージの前後を入れ替えると、重なり合った中間色の値の混合に微妙な違いが生じます。

Boxes object on top Chimp object on top

 • リニアライト：重なり合った中間色の値が高いコントラストで混合される点を除いて、「ハードライト」ブレンドモー
ドと似ています。前面のイメージの白と黒の部分は背面のイメージをブロックします。背面のイメージの白と黒の
部分は、前面のイメージの重なり合う部分に含まれる中間色の値に相互に作用します。重なり合った中間色の値
が混合されます。明るい背面のカラーは前面のイメージを明るくし、暗いカラーは暗くします。「リニアライト」ブ
レンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序が重要です。

Boxes object on top Chimp object on top

 • ピンライト：「ハードライト」ブレンドモードと似ています。ただし、重なり合った中間色の値が、それらのカラー
の値を基に異なる方法で混合される点が異なります。前面のイメージの白と黒の部分は背面のイメージをブロッ
クします。背面のイメージの白と黒の部分は、前面のイメージの重なり合う部分に含まれる中間色の値に相互に
作用します。「ピンライト」ブレンドモードで使用される 2 つのイメージの混合方法は多少複雑です。重なり合っ
た中間色の値は、ルミナンスチャートの 4 つの領域のどこに位置するかで処理のされ方が異なります。

 • 前面のイメージで、白または黒に近い明るい領域と暗い領域は、そのまま残されます。

 • 前面のイメージで、中間色の中央に近い領域は、背面のカラーによって着色されます。

 • 前面のイメージで、黒と中間色の中央との間の暗い領域は明るくされます。

 • 前面のイメージで、白と中間色の中央との間の明るい領域は暗くなります。

処理後のイメージは、重なり合った部分の値の明るさまたは暗さによって、着色した部分とソラリゼーションした
部分が交互に現れます。このブレンドモードは、抽象的なエフェクトを生み出します。「ピンライト」ブレンドモー
ドでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序が重要です。

Boxes object on top Chimp object on top
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 • ハードミックス：「ハードライト」ブレンドモードと似ています。ただし、重なり合った中間色の値のサチュレーショ
ンが強調され、極端に高いコントラストのイメージになる点が異なります。白い部分と黒い部分はそのまま残さ
れます。2 つのレイヤーの順序は、「ハードミックス」ブレンドモードでブレンドされた 2 つのイメージの外観に
影響しませんが、多少の違いをもたらすことがあります。

反転のブレンドモード
以下の 2 つのブレンドモードは、選択したレイヤーのネガのように見えることの多い結果を作ります。

 • 差分：減光のカテゴリの「減算」ブレンドモードと似ていますが、「減算」ブレンドモードで著しく暗くなるイメー
ジの領域が、違うカラーに着色される点が異なります。「差分」ブレンドモードでは、影響を受ける 2 つのレイ
ヤーの順序は重要ではありません。

 • 排他：処理後のイメージが全体的に明るくなる点を除き、「差分」ブレンドモードと似ています。重なり合った領
域の明るいカラーの値が明るくされ、重なり合った領域の暗いカラーの値が透明になります。「排他」ブレンド
モードでは、影響を受ける 2 つのレイヤーの順序は重要ではありません。

アルファチャンネルを操作するブレンドモード
ステンシルおよびシルエットブレンドモードでは、1 つのレイヤーのアルファチャンネルまたはルミナンス値を使用し
て、背面のレイヤーやグループと分離することができます。（シェイプまたはイメージマスクを使用することで類似する
エフェクトを実現できます。さらに、マスクは必要に応じてさまざまな制御を行うことがあります。詳しくは、811 ペー
ジのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を参照してください。）

ステンシルモードでは、ステンシルとして使われているレイヤーの背面にあるレイヤーで、重なり合っていない部分
がすべて切り取られます。シルエットモードは反対の処理となります。シルエットとして使われているレイヤーのシェ
イプの背面にある重なり合ったレイヤーに穴が開けられます。
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3D グループで作業するときは、階層の順序を変更したときのステンシルおよびシルエットブレンドモードへの影響
は同じではありません。たとえば、3D グループ内に 2 つのレイヤーがあって、上のレイヤーが「ステンシルアル
ファ」または「ステンシル・ルミナンス」に設定している場合は、上のレイヤーを Z 空間内で下のレイヤーの背
後に移動しても、ブレンドモードは引き続き有効です。3D グループ内に 2 つのレイヤーがあって、上のレイヤーが
「シルエットアルファ」または「シルエットルミナンス」に設定している場合は、上のレイヤーを Z 空間内で下のレ
イヤーの背後に移動すると、ブレンドモードが有効でなくなります。

ステンシルまたはシルエットブレンドモードを「そのまま」ブレンドモードが設定されているグループに使用するとき
は、グループがラスタライズされる場合を除いて、エフェクトは「レイヤー」リスト内で下位にあるすべてのグルー
プのすべてのレイヤーに適用されます。これは強力な機能ですが、背景のグループに透明な領域を適用できないた
め、必要なエフェクトを得られない場合があります。ステンシルまたはシルエットのブレンドモードは、グループのブ
レンドモードを「そのまま」以外に設定することで、同じ内包グループ内のレイヤーだけに適用するように制限でき
ます。たとえば、「シルエットアルファ」の例で示した 2 つのレイヤーを含むグループを「通常」に設定し、別のレ
イヤーを含むグループを背後に追加した場合、そのレイヤーは「シルエットアルファ」が適用されたグループの透
明な領域を通して表示されます。

マスクが影響するブレンドモード
以下のブレンドモードは、ブレンドモードが適用されるレイヤーのアルファチャンネルを変更します。

 • ステンシルアルファ：影響するレイヤーのアルファチャンネルを使用し、「レイヤー」リストで影響するレイヤーの
背後にあるすべての重なり合っていないレイヤーまたはグループを切り取ります。

Object used for stencil ResultObject underneath

 • ステンシル・ルミナンス：「ステンシルアルファ」ブレンドモードと同じ処理を行いますが、適用するレイヤーの
ルミナンス値を使用して透明にする部分を決定します。「ステンシル・ルミナンス」は、クロップに使用するレイ
ヤーに独自のアルファチャンネルがない場合に有効です。

 • シルエットアルファ：「ステンシルアルファ」ブレンドモードの反対の処理を行います。背面のレイヤーに穴を開
けるのに有効です。

Object used for silhouette ResultObject underneath
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 • シルエットルミナンス：「ステンシル・ルミナンス」の反対の処理を行います。

 • 背景：レイヤーを、「レイヤー」リストや「タイムライン」での位置に関係なく、ほかのすべてのレイヤーおよび
グループの背後に表示します。複数のレイヤーまたはグループを背後で表示するように設定した場合は、「背景」
が設定されていないほかのすべてのグループの後ろに、「レイヤー」リストに表示されている順序で表示されま
す。

 • アルファ追加：「加算」と類似した処理をしますが、重なり合ったレイヤーのカラーチャンネルを加算するのでは
なく、アルファチャンネルを加算します。「Motion」のアルファチャンネルのデフォルトの処理方法では、半透明
の重なり合った領域が別の処理方法で合成されます。代わりにこのブレンドモードも使ってみてください。

 • ライトラップ：背景レイヤーのマットの端から明るい領域を取り出して、それらにブラーを適用したものを前景レイ
ヤーに適用します。これは、より自然で継ぎ目の少ない合成を行うためのものです。背景のライトが前景レイヤー
ににじみ出すようにすることで、合成でない自然なイメージを作り出します。「量」、「強度」、「不透明度」、「モー
ド」など、「ライトラップ」に影響するパラメータを調整するには、「キーイング」フィルタを適用してから「フィ
ルタ」インスペクタで調整を行います。詳しくは、479 ページの「キーヤー」フィルタのコントロール を参照して
ください。

参考：レンダリング処理の最後に、「ライトラップ」エフェクトが適用されます。色補正エフェクトなどのほかの
フィルタをレイヤーに追加した場合、それらは「ライトラップ」の前にレンダリングされます。

ドロップシャドウ

「ドロップシャドウ」の概要
ドロップシャドウは、デフォルトでは、ライトがレイヤーを照らしているかのようにレイヤーの背後に映し出される暗
い半透明のオフセットシェイプになります。ドロップシャドウは、適用しているレイヤーと同じサイズです。ただし、ブ
ラーが適用されたドロップシャドウは多少拡大されることがあります。ドロップシャドウによって奥行きが生まれるの
で、前面のレイヤーが浮き上がっているように見えます。このため、ドロップシャドウは、2 つの重なり合ったレイ
ヤーの間に存在する空間の印象を生み出すために頻繁に使用されます。

また、ドロップシャドウは背面のレイヤーの重なり合っている領域を暗くするためにも使用されます。したがって、前
面のテキストにドロップシャドウを追加すると、多くの場合テキストが読みやすくなります。

Without a drop shadow With a drop shadow
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「インスペクタ」や HUD には各レイヤーにドロップシャドウのパラメータがあるため、レイヤーにドロップシャドウを
簡単に追加できます。追加されたドロップシャドウは、キャンバスで操作できます。

「Motion」には、3D レイヤーで照明を使用するときに正確なキャストシャドウを生成する機能も用意されています。
キャストシャドウについて詳しくは、922 ページのシャドウの概要を参照してください。

重要：テキストレイヤーには、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルに追加のドロップシャドウのパラメー
タがあります。テキストレイヤーのドロップシャドウについて詳しくは、634 ページのドロップシャドウを追加するを
参照してください。

「ドロップシャドウ」ツール
ツールバーで「ドロップシャドウ」ツールを選択すると、ドロップシャドウが有効になり、選択したレイヤーにキャン
バスのオンスクリーンコントロールが使えるようになります。

Drop Shadow 
blur handle

Drop Shadow position 
bounding box

各角にある 4 つのハンドルはドロップシャドウのブラーの調整に使うことができます。ドロップシャドウの境界ボック
ス内の任意の位置にドラッグすることで、影の角度と長さの両方が同時に変化します。

ドロップシャドウのブラーを調整する

 1 ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「ドロップシャドウ」ツールを選択します。

 2 キャンバスでコーナーハンドルを内側にドラッグしてドロップシャドウのブラーを減少させるか、外側にドラッグして増
加させます。

レイヤーのドロップシャドウを移動する

 1 ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「ドロップシャドウ」ツールを選択します。

 2 ドロップシャドウの境界ボックス内でドラッグして移動します。

「情報」インスペクタ内の「ドロップシャドウ」コントロール
キャンバスや HUD のドロップシャドウのコントロールに加えて、各レイヤーには「情報」インスペクタにドロップシャ
ドウのパラメータがあります。選択したレイヤーのドロップシャドウのオンとオフを切り替えるには、インスペクタの
「ドロップシャドウ」カテゴリの横にあるアクティブ化チェックボックスを使用します。「ドロップシャドウ」カテゴリの
右側にある「表示」をクリックすると、追加のコントロールが表示されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • カラー：ドロップシャドウのカラーを設定するカラーコントロールです。デフォルトのカラーは黒です。

 • 不透明度：ドロップシャドウの透明度を設定するスライダです。

 • ブラー：ドロップシャドウの柔らかさを指定するスライダです。

 • ディスタンス：レイヤーのドロップシャドウがどの程度レイヤーに近付いているか、または離れているかを設定す
るスライダです。ドロップシャドウを遠くに離すと、コンポジションの中でレイヤーとその背後にあるすべてのレイ
ヤーとの間の距離が長くなったように見えます。
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 • アングル：ドロップシャドウの方向を変更できるダイヤルです。ドロップシャドウの「アングル」を変更すると、影
を作るライトの見かけ上の方向が変わります。

 • 固定ソース：このチェックボックスを選択すると、カメラやテキストの動きに関係なく、固定されている光源から
ドロップシャドウが放たれるようにレンダリングします。

リタイミング

リタイミングの概要
モーショングラフィックスのプロジェクトでは、メディアで、クリップのスピードアップ、スローダウン、またはさまざ
まな速度での再生という、特殊なタイミングテクニックが必要になる場合があります。クリップにリタイミングを適用
するには、いくつかの方法があります：

 • メディアクリップの速度と再生属性を変更するには、「情報」インスペクタのタイミングコントロールを調整します。
詳しくは、242 ページの「情報」インスペクタの「タイミング」コントロール を参照してください。

 • 一般に適用されるリタイミング作業（ホールドフレーム、ストロボ、ループなど）のために設計された「リタイミ
ング」ビヘイビアを適用します。「インスペクタ」で独自のカスタムタイミング変更を最初から作成するのに時間
をかける前に、「ライブラリ」の「リタイミング」ビヘイビアに目を通してください。詳しくは、343 ページの「リ
タイミング」ビヘイビアの概要を参照してください。

 • 修飾キーを活用して、「タイムライン」でクリップのタイミングを操作します。「タイムライン」のインジケータは、
ループやほかの再タイミング状態を視覚化するのに役立ちます。詳しくは、270 ページの「タイムライン」でタ
イミングを再設定するを参照してください。

「情報」インスペクタの「タイミング」コントロール
メディアレイヤー（ムービークリップおよび静止画像）には、「情報」インスペクタにタイミングパラメータがありま
す。「タイミング」カテゴリの右側にある「表示」をクリックすると、選択したオブジェクトのタイミングコントロール
が表示されます。

同じタイプの複数のオブジェクトを選択した場合は、共通の値を持つパラメータを編集できます。クリップとテキスト
など、異なるタイプのオブジェクトを選択すると、タイミングコントロールを使用できません。

参考：時間次元を持たないレイヤー（静止画像など）では、タイミングコントロールの数が少なくなります（イン点、
アウト点、継続時間）。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 時間のリマップ：クリップ内で時間をリマップする方法を設定するポップアップメニューです。このメニューには 2 
つの選択肢があります：

 • 一定速度：同じ値を使用してクリップ全体をリタイミングします。

 • 可変速度：クリップの速度を時間に合わせてアニメートします。

 • 速度：クリップの速度をパーセントで設定する値スライダです。デフォルト値は 100%です。100 より小さい値は
元の速度より遅い速度でクリップを再生し、クリップの「継続時間」も長くなります。100 より大きい値は、元の
速度より速い速度でクリップを再生し、クリップの「継続時間」は短くなります。 

このパラメータは、「時間のリマップ」が「一定速度」に設定されている場合にのみ表示されます。

 • リタイミング値：特定のフレームでクリップの時間値を調整するために使用する値スライダです。「時間のリマップ」
を「可変速度」に設定すると、クリップの最初と最後のフレームで 2 つのキーフレームが生成されます。2 つの
デフォルトのキーフレームは、100%の一定速度を表します。このパラメータにキーフレームを追加して、それら
のキーフレームに別々のリタイミング値を割り当てると、クリップが 1 つの速度から別の速度に移行します。

このパラメータは、「時間のリマップ」が「可変速度」に設定されている場合にのみ表示されます。 

 • イン：一定速度モードと可変速度モードの両方で、レイヤーのイン点を設定する値スライダです。このパラメータ
を調整すると、レイヤーの継続期間に影響を与えずに、レイヤーのイン点が指定したフレームまで移動します。
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 • アウト：一定速度モードと可変速度モードの両方で、レイヤーのアウト点を設定する値スライダです。このパラ
メータを調整すると、レイヤーの継続期間に影響を与えずに、レイヤーのアウト点が指定したフレームまで移動し
ます。

 • 継続時間：レイヤーの合計継続時間を設定する値スライダです。「時間のリマップ」が「一定速度」に設定され
ている場合、「継続時間」を調整すると「速度」と「アウト」点にも影響します。「時間のリマップ」が「可変速
度」に設定されている場合、「継続時間」を調整しても可変速度の再生には影響しません。

 • 逆方向：クリップを逆に再生するかどうかを制御するチェックボックスです。

 • フレームの合成：各フレームの再生中にイメージをどのように合成するかを決定するために使用する方法を設定
するポップアップメニューです。「フレームの合成」ポップアップメニューには、次の項目が含まれます：

 • なし：ソースフレームに最も近い元のクリップからフレームを表示します。

 • ブレンド：デフォルトの設定です。隣接するフレームの個々のピクセルの合成を表示します。

 • モーションブラーブレンド：モーションブラーのアルゴリズムをブレンドされたフレームに適用します。

 • オプティカルフロークリップ：オプティカルフローのアルゴリズムを使用して、希望のフレームをはさむ 2 つの
フレームを合成します。この方法は、再生のパフォーマンスに最も顕著に影響します。フレームを適切に表示
するため、「Motion」はクリップを解析してピクセルの方向の動きを決定します。プロジェクトで使用される部
分（イン点とアウト点の間のクリップ）だけが解析されます。「オプティカルフロー」を選択すると、キャンバス
の左下隅に解析インジケータが表示されます。

Analysis indicator

解析が完了する前にプロジェクトを再生すると、「フレームの合成」が「なし」に設定されているかのようにクリッ
プが表示されます。解析が完了すると、インジケータが表示されなくなり、クリップが適切に再生されます。クリッ
プ解析に関するより詳細な情報を表示し、解析が終了する前に処理を停止することができます。オプティカルフ
ロー解析は、複数のクリップで同時に実行できます。クリップは、最初にオプティカルフローを適用したクリップ
が最初に処理され、以下同様に続くという順番で処理されます。

参考：クリップに含まれる動きが多いほど、解析にかかる時間は長くなります。

クリップの解析を一時停止したり、並べ替えたり、停止したりする方法について詳しくは、244 ページのリタイミ
ング解析を管理するを参照してください。

重要：インターレースされたフッテージを読み込み、フレームの合成に対して「オプティカルフロー」の手法を
使用するときは、「フィールドの順番」パラメータ（「メディア」インスペクタにあります）が正しい値に設定され
ていることを確認してください。正しくない場合、リタイミングされたレイヤーでアーチファクトが発生することが
あります。

 • 終了時の状態：クリップの終わりに達したときに再生を続行する方法を設定できます。4 つのオプションがありま
す：

 • なし：デフォルトの設定です。プロジェクトでのレイヤーの継続時間は、ソースメディアのファイルの継続時間
と同じです。

 • ループ：クリップの最後のフレームになると、クリップは最初のフレームに戻って再生を繰り返します。このた
め、クリップがシームレスにループできるように設計されていない場合は、クリップの再生で急に飛んだように
見えることがあります。

 • ピンポン：クリップの最後のフレームになると、次のクリップ再生が逆向きになります。ボールが床を転がるク
リップに「ピンポン」オプションを設定すると、レイヤーの継続時間中ボールは前、後ろ、前に転がっているよ
うに表示されます。「ピンポン」オプションでは、ビデオクリップによっては、「ループ」オプションよりも滑ら
かに継続時間を延長できます。
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 • ホールド：このオプションは、「継続時間の終了」スライダで設定したフレーム数の間、クリップの最後のフレー
ムをフリーズします。

参考：インターレースされたフッテージで「ホールド」オプションを使用するときに、「メディア」インスペクタで
フィールドの順番が正しく設定されていることを確認してください。クリップのフィールドの順番を変更するには、
「メディア」リストでクリップを選択し、「メディア」インスペクタの「フィールドの順番」ポップアップメニューで
オプションを選択します。

 • 継続時間の終了：継続時間の終了時に延長されるクリップのフレーム数を設定できるスライダです。この値は、
「終了時の状態」が「なし」以外の値に設定されている場合にのみ調整できます。

リタイミング解析を管理する
クリップをリタイミングするときに処理情報を表示できます。 

進行中のクリップ解析の詳細情報を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「タスクリストを表示」と選択します。

 m 解析インジケータ（キャンバスの左下隅、オーディオの再生／ミュートボタンの横にあります）をクリックします。

Analysis indicator

「バックグラウンドタスクのリスト」ウインドウが表示されます。

Click to pause.

「バックグラウンドタスクのリスト」には、「Motion」がバックグラウンドで動作しているすべてのプロセスの一覧が
表示されます。各タスクにはラベルが付けられ、進行状況バーとタスクの進行状況を説明するテキストが表示されま
す。進行状況バーの隣にある一時停止ボタンを押すことによって、現在の操作と保留中の操作を中断できます。

クリップ解析を一時停止する

 m 「バックグラウンドタスクのリスト」ウインドウで、一時停止ボタンをクリックします。

処理済みフレーム数を示すメッセージが表示されます。

参考：解析を一時停止すると、プロジェクトの再生速度が大幅に向上します。

クリップ解析を再開する

 m 「バックグラウンドタスクのリスト」ウインドウで、「再開」ボタンをクリックします。

Click to restart 
analysis.
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クリップ解析の順番を並べ替える

 m 「バックグラウンドタスクのリスト」ウインドウで、解析するクリップをリストの一番上にドラッグします。

位置を変更したクリップで解析が始まり、以前に処理していたクリップが一時停止します。

解析が完了したときに「バックグラウンドタスクのリスト」ウインドウを自動的に閉じる 
 m 「バックグラウンドタスクのリスト」ダイアログで、「タスクの完了時に閉じる」チェックボックスを選択します。

表示コマンド
「Motion」の表示コマンドを使って、各レイヤーを整列して縮小表示し、複数のレイヤーを一度に確認できます。表
示コマンドを使えば、「レイヤー」リストや「タイムライン」でドリルダウンしなくても、キャンバスでプロジェクト内
のすべてのレイヤーにアクセスできます。また、表示コマンドを使って、再生ヘッドの現在の位置でアクティブでない
レイヤーを選択したり、選択したレイヤーのイン点にジャンプしたりできます。

2 種類の表示コマンドがあります：プロジェクトのすべてのレイヤーを表示する表示コマンドと、「タイムライン」の
再生ヘッドの現在の位置でアクティブなレイヤーのみを表示する表示コマンドです。

「アクティブレイヤーを表示」コマンドを使用すると、「タイムライン」の再生ヘッドの位置でアクティブなレイヤーを
表示できます。

再生ヘッドの位置でアクティブなレイヤーを表示する

 1 キャンバス内の任意の場所をクリックします。

 2 X キーを押します。

再生ヘッドの現在の位置でアクティブなレイヤーが一時的に縮小され、キャンバス全体に表示されます。アクティブ
な各レイヤーは、キャンバスで白いフレームによって表されます。ポインタをフレームに合わせると、レイヤーの名
前が表示されます。

 3 操作するレイヤーを選択します。

エレメントが元の位置に移動して元の状態に縮小／拡大され、エレメントがキャンバスで選択され、選択されている
レイヤーの最初のフレームに再生ヘッドが移動します。

プロジェクトのすべてのレイヤーを表示する

 1 キャンバス内の任意の場所をクリックします。

 2 Shift ＋ X キーを押します。
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プロジェクトのレイヤーが一時的に縮小され、キャンバス全体に表示されます。プロジェクトの各レイヤーは、キャ
ンバスで白いフレームによって表されます。ポインタをフレームに合わせると、レイヤーの名前が表示されます。

After Expose commandBefore

 3 操作するレイヤーを選択します。

レイヤーが元の位置に移動して元の状態に縮小／拡大され、エレメントがキャンバスで選択され、選択されている
レイヤーの最初のフレームに再生ヘッドが移動します。
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「タイムライン」の概要
「タイムライン」は、プロジェクトの時間に関するあらゆる側面を管理する場所です。「タイムライン」で、すべての
オブジェクトが任意のフレームで開始および終了するように構成したり、複数のエフェクトが同時に発動するように
位置を揃えたり、オブジェクトの継続時間を制御したりできるほか、ノンリニアビデオ編集アプリケーションのような
トリム操作を行ってオブジェクトを編集することもできます。

追加のコントロールを使って、マスク、フィルタ、ビヘイビア、キーフレーム、およびオーディオ要素を操作できます。
「タイムライン」のルーラを使用すれば、エフェクトのタイミングとの同期を正確に制御できます。トラックをロック
して変更できないようにしたり、オブジェクトを一時的に隠したり、オーディオとビデオのリンクを管理したりする機
能もあります。 

「タイムライン」は、「Motion」のワークスペース内でツールバーの下のタイミングパネルと呼ばれる領域にありま
す。タイミングパネルには、「タイムライン」に加えて、表示／非表示を切り替えられる 2 つの関連領域があります。
1 つは「オーディオタイムライン」、もう 1 つは「キーフレームエディタ」です（詳しくは、991 ページのオーディオ
トラックの編集の概要および 448 ページの「キーフレームエディタ」の概要 を参照してください）。キャンバスの下
部には簡略版のミニタイムラインがあります。ここには、タイミングパネルを開かなくても移動、トリム、スリップな
どの編集をすばやく実行できる各種のコントロールがあります。詳しくは、285 ページのミニタイムラインの概要を
参照してください。 

「タイムライン」自体も 2 つの領域に分けられます。左側の「タイムライン」レイヤーリストと、右側のトラック領域
です。「タイムライン」で、「レイヤー」リストやキャンバスにファイルを追加するように、プロジェクトにイメージと
クリップを追加することができます。オブジェクトを「タイムライン」のレイヤーリストにドラッグしたり、「タイムライ
ン」のトラック領域にドラッグしたりすることができます。「タイムライン」のルーラ（トラック領域の上にあります）
を使用すれば、エフェクトのタイミングとの同期を正確に制御できます。「タイムライン」のレイヤーリストのコント
ロールを使用して、トラックをロックして変更できないようにしたり、オブジェクトを一時的に隠したり、オーディオと
ビデオのリンクを管理したりすることもできます。

Track area

Timeline layers list Timeline ruler

「タイムライン」を隠して、Motion ワークスペースのほかの領域を広く使うこともできます。「タイムライン」を隠
すには、プロジェクトウインドウの右下隅にある「ビデオタイムラインを表示／隠す」ボタンの選択を解除します。タ
イミングパネル全体（「タイムライン」、「オーディオタイムライン」、および「キーフレームエディタ」）を折り畳むに
は、「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある 3 つのボタンがすべて淡色で表示されていることを確認
します。

タイムライン
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ヒント：「タイムライン」をセカンドディスプレイに表示して、オブジェクトのタイミングを操作するためのワークスペー
スを広げることができます。詳しくは、95 ページのキャンバスまたはタイミングパネルをセカンドディスプレイに表
示するを参照してください。

「タイムライン」での操作について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピッ
クを選択してください。

「タイムライン」のレイヤーを管理する

「タイムライン」のレイヤー管理の概要
「タイムライン」のレイヤーリストには、プロジェクトパネルの「レイヤー」リストの内容が反映され、プロジェクト
のオブジェクト（グループ、レイヤー、フィルタ、ビヘイビア、マスクなど）とそのスタックの順序が表示されます。
オブジェクトに適用されたキーフレームも表示できます。「タイムライン」のレイヤーリストでは、オブジェクトの順序
を並べ替えることができます。この変更はプロジェクトパネルの「レイヤー」リストにすぐに反映されます。トラック
をロックしてそれ以上編集できないようにしたり、トラック全体を無効にしてキャンバスに表示されないようにしたり
もできます。

「タイムライン」のトラックを有効にする
「タイムライン」のレイヤーリストにある各トラックの左側には、トラックをオン／オフにするアクティブ化チェックボッ
クスがあります。トラックをオフ（無効）にすると、キャンバスで無視されます。ビデオやオーディオのオン／オフを
切り替えることができるだけでなく、マスク、フィルタ、ビヘイビアなどのエフェクトを無効にしたり有効にしたりす
ることもできます。

Disabled tracks 
appear dimmed.

Activation checkbox 
is turned off.

オブジェクトの表示をオン／オフにする

 m 制御したいトラックの左端のチェックボックスをクリックします。

チェックボックスを選択すると表示がオンになり、選択を解除すると表示がオフになります。さらに、トラックが無効
な場合は、「タイムライン」のトラック全体が淡色表示になります。
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「タイムライン」のトラック表示
プロジェクト内の各オブジェクトは、「タイムライン」のトラック領域内に色付きのバーとして表示されます。トラック
は、プロジェクトパネルの「レイヤー」リストと同じ階層構造で配置されます。トラックによって、各オブジェクトの
時間的な位置、およびそれぞれの相対位置と継続時間を確認できます。

トラック領域内の各オブジェクトのタイプは、それぞれの外観に基づいて指定することができます。「タイムライン」
の各種オブジェクトの外観は以下の通りです：

 • グループ：二層構成の青色のバー。複数のレイヤーを持つグループの場合は、下の方のバーに 3 本のラインと
グループ内のレイヤー数を示す値が表示されます。

 • オブジェクト（ビデオ、静止画像、シェイプ、テキスト、パーティクル、リプリケータ、カメラ、ライト）：青色の
バー。

 • マスク：グレイのバー。

 • ビヘイビアとフィルタ：薄紫色のバー。

 • キーフレーム：キーフレームが設定されているオブジェクトの下に表示される赤色のひし形。選択されているキー
フレームは白で表示されます。

 • オーディオ：オーディオ波形が表示される緑色のバー。オーディオトラックはデフォルトで表示されません。オー
ディオトラックの表示について詳しくは、991 ページのオーディオトラックの編集の概要を参照してください。

「タイムライン」内でオブジェクトを選択すると、そのバーが強調表示されます。「タイムライン」がフィルムストリッ
プモードのときは、フィルムストリップフレームが白の枠線で強調表示されます。「タイムライン」の表示モードの設
定方法について詳しくは、253 ページのトラック表示をカスタマイズするを参照してください。

「Motion」では、トラックをさまざまな方法で表示できるため、あらゆる作業スタイルに合わせることができます。

「タイムライン」のトラック表示を変更する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択して（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押して）、「アピアランス」
をクリックします。

 2 「アピアランス」パネルの「タイムライン」セクションで、「タイムバー表示」ポップアップメニューから項目を選択
します：

 • 名前：トラックにオブジェクトの名前が表示されます。

 • 名前とサムネール：トラックにオブジェクトの名前とサムネール 1 つが表示されます。
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 • フィルムストリップ：トラックにオブジェクトのフレームが表示されます。

「タイムバー表示」の設定にかかわらず、カメラ、ライト、ビヘイビア、フィルタのトラックは名前のみのラベル付き
で表示されます。「タイムバー表示」で「フィルムストリップ」を選択すると、コンピュータの処理時間が長くなりま
す。

グループとレイヤーを折り畳む／広げる
「Motion」では、「タイムライン」のレイヤーリストのさまざまな部分を折り畳んだり広げたりすることによって、表
示するデータの量を作業スタイルに合わせて調節できます。マスク、フィルタ、およびその他のオブジェクトが適用
されているレイヤーを折り畳むと、それぞれのエフェクトのバーを隠すことができます。さらに、グループ全体を折
り畳むと、グループに含まれているすべてのオブジェクトを隠すことができます。

このようにしてレイヤーやグループを折り畳んでも、キャンバスには引き続き表示されます。トラックを有効にした
り無効にしたりするのとは異なり、「タイムライン」のレイヤーリストを折り畳んだり広げたりするのは、「タイムライ
ン」の表示を整理して管理するためです。

Disclosure triangle

「タイムライン」でレイヤーまたはグループを折り畳む／広げる

 m レイヤーまたはグループの名前の左側に表示される開閉用三角ボタンをクリックします。情報表示ボタンがない場合

は、そのオブジェクトをそれ以上折り畳んだり広げたりすることはできません。

「タイムライン」のトラックをロックする
特定の項目を変更したくない場合もあるでしょう。「タイムライン」のレイヤーリストの右端にあるロックアイコンを
使用して、オブジェクトをロックし、どのような変更があってもロックしたオブジェクトには影響がないようにすること
ができます。「タイムライン」でロックされたオブジェクトは、プロジェクトパネルの「レイヤー」リストでもロック状
態で表示されます。

Lock icon

Hash marks indicate 
track is locked.

項目をロックすると、トラック領域の色付きのバーにハッシュマーク（#）が表示されます。トラックは、ロックされて
もキャンバスに表示され、最終出力にも含まれます。ロックされたオブジェクトの変更はできませんが、オブジェクト
のコピーまたは複製、あるいはオブジェクトのレイヤー順序の変更は可能です。

トラックをロックする

 m 「タイムライン」のレイヤーリストの右端にあるロックアイコンをクリックします。
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オーディオとビデオのリンクを管理する
通常、オーディオとビデオの両方を含むオブジェクトは、常に同期するようにリンクされています。このリンクは、「タ
イムアウト」のレイヤーリストにアイコンで示されます。

Link icon

参考：「オーディオタイムライン」を表示するには、「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「オーディ
オタイムラインを表示／隠す」ボタンをクリックします。

互いにリンクされているオブジェクトは、「タイムライン」でいつでも同時に編集できます。カット、コピー、ペース
ト、分割などの操作は、オーディオとビデオの両方に適用されます。ただし、オーディオまたはビデオを個別に移動
したり編集したりするためにリンクを解除したい場合は、リンクを無効にすることで、一方のオブジェクトを自由に移
動できます。この場合、オーディオとビデオが同期しなくなることがあるので注意してください。

オーディオエレメントとビデオエレメントを個別に操作する

 1 ビデオまたはオーディオエレメントのオブジェクト名の右側にある「リンク」アイコンをクリックします。

リンクされているすべてのレイヤーのリンクには、赤のスラッシュが表示されます。

Red slash indicates 
link is broken.

 2 オーディオバーまたはビデオバーを移動する、トリムする、またはスリップさせます。

Before After

リンクアイコンは、プロジェクトパネルの「レイヤー」リストと「オーディオ」リストにも表示されます。

「タイムライン」ビューのオプション
さまざまなコントロールを使って「タイムライン」の表示を変更できます。最初の 3 つは「タイムライン」のレイヤー
リストの右上隅に表示されます。 

Show Filters button

Show Behaviors button

Show Masks button

次の 3 つは「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅に表示されます。

Show Audio 
Timeline button

Show Timeline button

Show Keyframe 
Editor button
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オーディオトラックとキーフレームは、「タイムライン」で別の領域に表示されます。これらが表示されているときに、
境界線をドラッグすることで領域のサイズを変更できます。

参考：F6 キーを押すと、「タイムライン」、「オーディオタイムライン」、または「キーフレームエディタ」のどれが表
示されていても、タイミングパネルが隠されます（または表示されます）。

「タイムライン」でズームする
トラック領域の一番下にあるコントロールを使って、「タイムライン」を横方向にズームインまたはズームアウトする
ことで、トラック領域に表示される時間を増減できます。ズームインすると詳細が確認できるので、より正確にオブ
ジェクトを配置するときに役立ちます。

Zoom slider

HandleScroller

「タイムライン」の下部にあるスクローラは、両端にズームハンドルが付いたスクロールバーです。スクローラの幅
は、プロジェクト全体の継続時間を表します。

「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にあるズームスライダでは、再生ヘッドの位置でトラック領域をズー
ムインまたはズームアウトできます。

トラック領域を移動する

 m スクローラを左または右にドラッグします。

「タイムライン」をズームイン／アウトする

 1 スクローラの左右いずれかの端のハンドルを、ズームインする場合は内側に、ズームアウトする場合は外側にドラッ
グします。

Shift キーを押しながらハンドルをドラッグすると、「タイムライン」が表示領域の中心からズームされます。

 2 再生ヘッドの位置でズームスライダを左にドラッグするとズームアウトし、右にドラッグするとズームインします。

 3 「タイムライン」ウインドウの幅に合わせるには、Shift ＋ Z キー（「タイムライン」がアクティブな場合）または 
Option ＋ Command ＋ 0 キーを押します。

 4 Option ＋ Command ＋ キャレット（^）キーを押してズームインします。

 5 Option ＋ Command ＋ マイナス（–）キーを押してズームアウトします。

 6 マルチタッチトラックパッドの場合は、ピンチオープンでズームインし、ピンチクローズでズームアウトします。

「タイムライン」のトラックの高さを調整する
トラック領域に表示されるトラックの高さを調整できます。オーディオトラックとオブジェクト・トラックのサイズは個
別に変更できます。ただし、フィルタやビヘイビアなどの一部のトラックは、サイズを変更できません。

トラックの高さを調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m トラックの高さを変更するには、「タイムライン」のレイヤーリストで、2 つのレイヤー間にある行セパレータを上ま
たは下にドラッグします。
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 m 「タイムライン」のレイヤーリストの下部にあるポップアップメニューから新しいサイズを選択します。オプションには、

「最小」、「小」、「中」、および「大」があります。

トラック表示をカスタマイズする
「タイムライン」のトラック領域では、さまざまな方法でオブジェクトを表示できます。オブジェクトの表示を名前だけ
にすると、トラックの高さが縮小され、一度に多くのトラックを確認できます。オブジェクトの名前に加えてサムネー
ルイメージを表示すれば、オブジェクトの内容を視覚的にすばやく確認できます。または、一連のサムネールである
フィルムストリップでトラックを表示すれば、時間の経過に沿ってオブジェクトの内容を視覚的に確認できます。

トラックの表示をカスタマイズする

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択して（または Command ＋カンマ記号（,）キーを押して）「環境設定」ウイ
ンドウを表示します。

 2 「アピアランス」アイコンをクリックします。

 3 「タイムライン」セクションで、「タイムバー表示」ポップアップメニューから項目を選択します。

「名前」、「名前とサムネール」、または「フィルムストリップ」を選択できます。

 4 クローズボックスをクリックして「環境設定」ウインドウを閉じます。

選択に従ってオブジェクトが表示されます。

「タイムライン」のレイヤーリストでオブジェクトに名前を付ける
「Motion」で生成するマスク、シェイプ、パーティクル、およびその他のコンテンツは、一般的な名前で作成され
ます。これらに独自の名前を付けることによって、作業中にオブジェクトを効率的に管理および把握することができ
ます。

「タイムライン」のレイヤーリストでオブジェクトの名前を変更する

 1 「タイムライン」のレイヤーリストで、オブジェクトの名前をダブルクリックします。

 2 編集可能なテキストフィールドに新しい名前を入力します。

 3 Return キーまたは Tab キーを押します。

「Motion」では、ディスクから読み込んだオブジェクトの名前を変更できますが、「タイムライン」のレイヤーリスト
でオブジェクトの名前を変更しても、ディスク上のファイルの名前は変更されません。そのため、「Motion」内で
名前を変えることによって同じソースクリップを複数回使用できます。

トラックの順序を管理する
「タイムライン」のレイヤーリストには、レイヤーの順序を制御するツールが用意されています。2D グループでは、
リストの最上部のトラックがキャンバスのレイヤーの一番上に表示されます。必要なエフェクトを得るために、場合
によってはプロジェクトのオブジェクトの順序を再配置する必要があります。

グループ内でレイヤーを並べ替える

 1 「タイムライン」のレイヤーリスト内で、移動したいレイヤーのアイコンをほかのトラックの間の新しい位置までドラッ
グします。

 2 移動先にインジケータが表示されたら、マウスボタンを放します。

トラックの順序が変更されます。
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レイヤーをあるグループから別のグループに移動する

 1 「タイムライン」のレイヤーリストのレイヤーアイコンを別のグループ上にドラッグします。

グループが白の枠線で強調表示されます。

 2 マウスボタンを放します。

レイヤーが選択したグループに移動され、そのグループ内の既存のレイヤーの上に配置されます。

折り畳まれたグループ内にレイヤーをドロップする
新しいグループ内の既存のトラック間にレイヤーをドラッグして、新しいグループ内の特定の位置にレイヤーを移動
することもできます。「Motion」でのグループおよびレイヤーの表示は、「バネ仕掛け」のようになっています。つま
り、折り畳まれた状態のグループおよびレイヤーにオブジェクトをドラッグして少し待つと、グループおよびレイヤー
が Finder におけるフォルダのように一時的に展開されます。

 1 「タイムライン」のレイヤーリストで折り畳んだグループ上にレイヤーをドラッグします。

 2 グループが展開されるまで、ポインタをグループの名前に合わせたままにします。

 3 グループ内の目的の位置にレイヤーをドラッグして、マウスボタンを放します。

グループおよびレイヤーをネストする
多数のレイヤーが含まれる大きなグループを整理したり、特殊なエフェクトを作成したりする場合には、グループを
別のグループの中に入れることができます。これはネスティングまたはグループ化と呼ばれます。

レイヤーやグループをネストする目的はさまざまです。そうすることでレイヤーとエフェクトオブジェクト（ビヘイビ
ア、フィルタ、マスクなど）を少ないコンテナにグループ化できるので、コンポジットが単純になります。また、レイ
ヤーとエフェクトオブジェクトのグループを 1 つのオブジェクトとして操作することも可能になります。たとえば、タ
イトルの個々の文字（それぞれを個別にアニメーション）をネストして、画面を横切るようにその文字のグループを
アニメートすることができます。ネストによって複雑なパーティクルシステムを作成することも可能です。複数のレイ
ヤーおよびエフェクトオブジェクトを 1 つのグループにネストすれば、グループ全体をエミッタセルとして使用できま
す。パーティクルシステムについて詳しくは、502 ページのパーティクルの概要を参照してください。

参考：「グループ」コマンドを異なるグループ内のレイヤーに使用することはできません。

グループを別のグループの中に入れる

 1 「タイムライン」のレイヤーリストで、1 つのグループを別のグループ上にドラッグします。

移動先のグループが白の枠線で強調表示されます。
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 2 マウスボタンを放します。

ネスト対象のグループが移動先のグループの中に組み込まれます。 

必要なレイヤーを選択して、「オブジェクト」＞「グループ」と選択することもできます（または Shift ＋ Command 
＋ G キーを押します）。

参考：ネストできるグループの数に制限はありません。

ネストしたグループを元の状態に戻す

 m ネストしてグループ化されたグループを選択して、「オブジェクト」＞「グループ解除」と選択します（または Option 
＋ Command ＋ G キーを押します）。

ネストされたグループが個々のレイヤーに戻ります。別のグループ内のグループもグループ解除することができま
す。

ネストからグループを削除する

 1 既存の親グループから、既存のすべてのグループより下の領域にグループをドラッグします。

「タイムライン」のレイヤーリスト領域のアウトラインが強調表示されます。

 2 マウスボタンを放します。

グループが最初のグループの状態に戻ります。

グループ、レイヤー、またはエフェクトオブジェクトのトラックを削除する

 1 「タイムライン」のレイヤーリストで、グループ、レイヤー、またはエフェクトオブジェクトを選択します。

 2 Delete キーを押します。

Control キーを押しながらオブジェクトをクリックし、次にショートカットメニューから「削除」を選択して削除する
こともできます。

グループ、レイヤー、またはエフェクトオブジェクトの複数のトラックを選択する
これらの操作はすべて複数のトラックに対して実行できます。たとえば、1 つのオブジェクトだけをグループ 1 から
グループ 3 に移動するのではなく、グループ 1 のオブジェクトを 2 つまたは 3 つ選択して、それらすべてを一度に
移動することができます。

 m 「レイヤー」リストで、Command キーを押しながらトラックをクリックして選択します。
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「タイムライン」にオブジェクトを追加する

「タイムライン」へのオブジェクトの追加の概要
トラック領域に新しいメディア項目をドラッグすると、新しいレイヤーを組み込む方法を選択できるドロップメニュー
が表示されます。トラック領域のどこに項目をドロップするかによって、メニューに表示されるオプションが異なりま
す。トラック領域内のグループトラックまたはレイヤートラックにドラッグすると、「コンポジット」、「挿入」、または
「上書き」を選択できます。同じタイプのメディア（QuickTime ムービー、イメージシーケンス、またはイメージ
ファイルなど）を交換するときは、追加の「交換」オプションが使用可能になります。たとえば、QuickTime ムー
ビーを別の QuickTime ムービーのトラック上にドラッグすると、「交換」メニュー項目が表示されます。

ライブラリエフェクト（ビヘイビア、フィルタなど）も「タイムライン」のトラック領域にドラッグできます。ただし、
エフェクトオブジェクトはメディアレイヤー（イメージ、クリップ、オーディオなど）に適用されるため、エフェクトオ
ブジェクトだけをまとめてグループにすることはできません。

「ライブラリ」に保存されたカメラやライトなどのオブジェクトも、「タイムライン」にドラッグできます。

メディア項目をトラック領域にドラッグすると、「タイムライン」のレイヤーリストに新しいレイヤーが表示されます。
新しいレイヤーは既存のレイヤーの上または下に表示されます。新しいレイヤーの配置はマウスボタンを放す位置に
よって決まります。複数の項目をドラッグする場合、ドロップメニューから「コンポジット」または「順番に追加」を
選択できます。「コンポジット」を選択すると、新しいトラックが縦に積み重ねて表示されます。「順番に追加」を選
択すると、新しいトラックが順番につなげて表示されます。

参考：ドロップメニューが表示される前にマウスボタンを放すと、デフォルトのオプション「コンポジット」が適用さ
れます。新しいトラックは「タイムライン」内のトラックの一番上に追加され、レイヤーはキャンバス内のレイヤーの
一番上に表示されます。
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合成編集を使ってオブジェクトを追加する
ドロップメニューから「コンポジット」を選択すると、新しいオブジェクトがアクティブなグループ内の新しいトラック
に追加され、すべてのレイヤーがキャンバスに同時に表示されます。

After Composite edit

Before

レイヤーを合成する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストから「タイムライン」のトラック領域に項目をドラッ
グします。

ドラッグ中に、ポインタの位置に現在のフレーム番号を示すツールヒントが表示されます。

 2 新しいレイヤーを開始したいフレームまでドラッグしたら、背景にするレイヤー上にポインタを合わせて、ドロップメ
ニューが表示されるまでマウスボタンを押したままにします。

 3 ドロップメニューから「コンポジット」を選択します。

新しいレイヤーがプロジェクトに合成されます。
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挿入編集を使ってオブジェクトを追加する
ドロップメニューから「挿入」を選択すると、「Motion」では既存のレイヤーはトラックに残りますが、時間的に後
ろに移動して新しいレイヤーを追加するスペースができます。たとえば、既存のレイヤーが含まれているグループに 
100 フレームのムービーを挿入すると、新しいムービーは「タイムライン」内のムービーをドロップしたフレーム位
置に追加され、元のムービーの残りのフレームが 100 フレーム分移動します。

After Insert edit

Before

既存のレイヤーの中ほどに新しいレイヤーを挿入すると、既存のレイヤーが 2 つのレイヤーに分割され、それぞれ
が個別のトラックに表示されます。

レイヤーを挿入する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストから「タイムライン」のトラック領域にある既存の
レイヤー上に項目をドラッグします。

ドラッグ中に、ポインタの位置に現在のフレーム番号を示すツールヒントが表示されます。

 2 新しいレイヤーを開始したいフレームまでドラッグして、ドロップメニューが表示されるまでマウスボタンを押したま
まにします。

 3 ドロップメニューから「挿入」を選択します。

新しいレイヤーがトラックに挿入され、元のバーが 2 つに分割されて、挿入位置より後のフレームが後ろに移動し
ます。
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上書き編集を使ってオブジェクトを追加する
「上書き」ドロップ・メニュー・オプションでは、既存のレイヤーが削除されて新しいレイヤーで上書きされます。

After Overwrite edit

Before

新しいレイヤーがグループ内の既存のレイヤーよりも短い場合、「上書き」オプションを選択すると、既存のレイヤー
の継続時間が分割され、新しいレイヤーが表示されたフレームだけが削除されます。

After Overwrite edit with shorter clip

Before

レイヤーを上書きする

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストから「タイムライン」のトラック領域に項目をドラッ
グします。

ドラッグ中に、現在の位置のフレーム番号を示すツールヒントが表示されます。

 2 新しいレイヤーを開始したいフレームまでドラッグして、ドロップメニューが表示されるまでマウスボタンを押したま
まにします。

 3 ドロップメニューから「上書き」を選択します。
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元のレイヤーのフレームが新しいレイヤーのフレームに置き換えられます。元のレイヤーのフレーム数が新しいもの
より多い場合は、元のレイヤーが 2 つのレイヤーに分割されて多い分のフレームが残ります。

交換編集を使ってオブジェクトを追加する
「交換」ドロップ・メニュー・オプションは「上書き」オプションと似ていますが、新しいレイヤーの継続時間全体
をプロジェクトにドロップするのではなく、既存のレイヤーの継続時間のみが上書きされます。たとえば、30 秒のク
リップを 5 秒のクリップにドラッグする際に「交換」を選択すると、既存の 5 秒が長い方のクリップの最初の 5 秒と
置き換えられます。長いクリップと短いクリップを交換する場合、たとえば 10 秒のクリップと 5 秒のクリップを交換
する場合は、最初の 5 秒間が置き換えられ、残りの 5 秒間はそのままになります。

「交換」編集では、フィルタ、ビヘイビア、およびキーフレームも元のレイヤーから新しいレイヤーに移動します。

参考：オーディオファイルでは、「交換」を使用できません。

レイヤーを交換する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストから「タイムライン」のトラック領域に項目をドラッ
グします。

ドラッグ中に、現在の位置のフレーム番号を示すツールヒントが表示されます。

 2 新しいレイヤーを開始したいフレームまでドラッグして、ドロップメニューが表示されるまでマウスボタンを押したま
まにします。

 3 ドロップメニューから「交換」を選択します。

古いレイヤーが新しいレイヤーに置き換えられます。
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「タイムライン」のトラック領域に複数のオブジェクトを追加する
「タイムライン」に複数の項目をドラッグすると、新しいレイヤーが既存のレイヤーの上に別のトラックとして表示さ
れます。これは 1 つのオブジェクトのコンポジット編集を行う場合と同様です。ドロップメニューによって、追加した
レイヤーをコンポジットとして重ねるか、レイヤーの後ろに（順番に）つなげて表示するかを選択できます。

Sequential edit

Composite edit

Before edit

複数のレイヤーをコンポジットとして追加する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストで、Shift キーまたは Command キーを押しなが
ら複数の項目をクリックして選択し、「タイムライン」のトラック領域にドラッグします。

 2 新しいレイヤーを開始したいフレームまでドラッグして、ドロップメニューが表示されるまでマウスボタンを押したま
まにします。

 3 ドロップメニューから「コンポジット」を選択します。

複数のレイヤーが同じ時間上の点でプロジェクトに追加され、新しいレイヤーが個別のトラックで表示されます。

ドロップメニューが表示される前に「タイムライン」のトラック領域でマウスボタンを放した場合は、デフォルトでコ
ンポジット編集が適用されます。また、複数のレイヤーを「タイムライン」のレイヤーリストにドロップすることもで
きます。この場合もコンポジット編集になります。 

67% resize factor



 第 8 章    タイムライン 262

複数のレイヤーを順番に追加する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストで、Shift キーまたは Command キーを押しなが
ら複数の項目をクリックして選択し、「タイムライン」のトラック領域にドラッグします。

 2 新しいレイヤーを開始したいフレームまでドラッグして、ドロップメニューが表示されるまでマウスボタンを押したま
まにします。

 3 ドロップメニューから「順番に追加」を選択します。

複数のレイヤーは、プロジェクトのそれぞれのトラック上に順番に追加されます。

ドラッグ＆ドロップの環境設定を設定する
環境設定で、オブジェクトを「タイムライン」のレイヤーリストまたはキャンバスに追加する際に項目をドロップする
位置を指定できます。プロジェクトの先頭または現在の再生ヘッドの位置を選択できます。ドロップメニューが表示
されるまでの時間も設定可能です。

「タイムライン」の新しいオブジェクトの表示位置を指定する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

「環境設定」ウインドウが表示されます。

 2 「プロジェクト」アイコンをクリックします。

プロジェクトパネルが表示されます。

 3 「静止画とレイヤー」セクションで適切なボタンをクリックして、「現在のフレーム」または「プロジェクトの先頭」
にレイヤーを作成します。

参考：「レイヤーの作成位置」の環境設定が適用されるのは、項目を「タイムライン」のレイヤーリスト、「レイヤー」
リスト、またはキャンバスにドロップした場合のみです。「タイムライン」のトラック領域の特定のフレームにドロップ
したクリップは、ドロップした位置に表示されます。

ドロップメニューのディレイの環境設定を設定する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

「環境設定」ウインドウが表示されます。

 2 「一般」アイコンをクリックして、「一般」パネルを表示します。

 3 「インターフェイス」セクションで、「ドロップメニューのディレイ」スライダを調整し、「Motion」のドロップメニュー
のディレイ時間を設定します。

オブジェクトを「タイムライン」のレイヤーリストに追加する
イメージやクリップを「タイムライン」のレイヤーリスト内にドラッグすることで、それらをプロジェクトに追加するこ
ともできます。「ファイルブラウザ」または「メディア」リストから「タイムライン」のレイヤーリストにイメージまた
はクリップをドラッグするときに、その項目を既存のグループに追加するか、新しいグループに追加するか、または
既存のレイヤーを置き換えるかを選択できます。レイヤーを「タイムライン」のレイヤーリストに追加すると、対応
するタイムバーがトラック領域に表示されます。新しいレイヤーは既存のレイヤーの上または下に表示されます。新
しいレイヤーの配置はマウスボタンを放す位置によって決まります。

ライブラリエフェクト（ビヘイビア、フィルタなど）も「タイムライン」のレイヤーリストにドラッグできます。ただし、
エフェクトオブジェクトはメディアレイヤー（イメージ、ビデオ、オーディオなど）に適用されるため、エフェクトオブ
ジェクトだけをまとめてグループにすることはできません。

参考：「タイムライン」のトラック領域にイメージおよびクリップをドラッグすることもできます。詳しくは、256 ペー
ジの「タイムライン」へのオブジェクトの追加の概要 を参照してください。
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グループにレイヤーを追加する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストから項目をドラッグして、「タイムライン」のレイヤー
リスト上にポインタを合わせます。

 • グループにポインタを合わせると、トラックが白の枠線で強調表示されます。

 • グループ内のレイヤー間にポインタを合わせると、位置インジケータが表示されます。

 • 既存のレイヤーにポインタを合わせると、ポインタがカーブポインタになり、既存のレイヤーを新しいメディア項
目に置き換えようとしていることを示します。

 2 マウスボタンを放して、レイヤーをグループに追加します。

新しいレイヤーは、リスト内の残りのレイヤーより下のグループ、またはレイヤー間のドラッグした位置に配置され
ます。既存のレイヤーの上にドラッグすると、以前のレイヤーが新しいレイヤーに置き換えられます。

参考：そのメディア項目が複数のオーディオトラックを含むクリップの場合には、ドロップメニューが表示されて、複
数のトラックをステレオにミックスダウンするか、またはオーディオトラックを個別に読み込むかを選択できます。

既存のグループの一番上に新しいグループを作成する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストから、「タイムライン」のレイヤーリスト内の一番上
のグループの上部境界に項目をドラッグします。

 2 位置インジケータが表示されたら、マウスボタンを放します。

新しいグループが、階層（グループとレイヤーの「積み重なり」）内にある既存のグループの一番上に作成されま
す。

既存のグループの一番上にグループを作成する

 1 「ファイルブラウザ」、「ライブラリ」、または「メディア」リストから、「タイムライン」のレイヤーリスト内の一番下
のレイヤーの下部境界に項目をドラッグします。

 2 マウスボタンを放します。

新しいグループが、階層（グループとレイヤーの「積み重なり」）内にある既存のグループの一番上に作成されま
す。

「タイムライン」でオブジェクトを編集する

「タイムライン」でのオブジェクトの編集の概要
モーショングラフィックスのプロジェクトデザインや制作では、「タイムライン」とキャンバスにオブジェクトを配置し
て、継続時間を調整し、プロジェクトのほかのオブジェクトとタイミングが合うようにトリムする必要があります。

「Motion」には、「タイムライン」のオブジェクトを変更するための機能が揃っています。オブジェクトが指定のフ
レームで開始および終了されるように調整することができます。また、スナップとマーカーなどの強力な位置合わせ
ツールとタイミングツールも用意されています。オブジェクトをリタイミングすることで、再生速度を強制的に速くし
たり遅くしたりできます。「タイムライン」のキーフレームを変更することもできます。このセクションでは、このよう
な作業を実行するさまざまな方法を説明します。

「Motion」では、「タイムライン」内のオブジェクトを編集する各種方法を説明するために、移動、トリム、および
スリップという用語を使用します。

 • 移動：内容や継続時間を変えずにオブジェクトの場所を変更します。

 • トリム：場所や内容を変えずにオブジェクトの継続時間を変更します。

 • スリップ：場所や継続時間を変えずにオブジェクトの内容を変更します。
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オブジェクトを移動する
「タイムライン」でオブジェクトを開始および終了する時点を変更したい場合には、オブジェクトを移動します。

「タイムライン」でオブジェクトを移動する

 m 「タイムライン」のトラック領域で、オブジェクトを左または右にドラッグして時間的に移動します。

バーのドラッグ中に、イン点とアウト点を示すツールヒントが表示されます。デルタ記号（三角形）は移動中のフレー
ム数を表します。

オブジェクトを移動して近くの項目にスナップする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「タイムライン」の右上隅にあるスナップボタンをクリックして選択します。

 m 「タイムライン」で Shift キーを押しながら、項目をドラッグします。

ほかのオブジェクトのイン点とアウト点に対応する縦線がトラックに表示されます。ドラッグしていくと、アクティブな
オブジェクトがそれらの線にスナップされます。

オブジェクトを再生ヘッドの位置に移動する
「選択したイン点を移動」または「選択したアウト点を移動」コマンドを使って、オブジェクトをトラック内の新しい
位置に移動できます。このコマンドでは、選択したオブジェクトの位置が現在の再生ヘッドの位置に移動します。こ
のコマンドを使って、1 回の操作で複数のオブジェクトを移動して揃えることもできます。

 1 移動するオブジェクトを選択します。

必要に応じて、Shift キーを押しながら複数のオブジェクトをクリックして選択します。 

 2 オブジェクトを移動したい「タイムライン」内の位置に再生ヘッドを配置します。

 3 「マーク」＞「選択したイン点を移動」と選択して（または Shift ＋ { キーを押して）オブジェクトの開始位置を再
生ヘッドに合わせるか、「マーク」＞「選択したアウト点を移動」と選択して（または Shift ＋ } キーを押して）オ
ブジェクトの終了位置を再生ヘッドに合わせます。

オブジェクトを特定のフレームに移動する

 1 「タイムライン」で、移動するオブジェクト（1 つまたは複数）を選択し、オブジェクトの移動先となるフレーム番号
（またはタイムコード）を入力します。

値フィールドが現れ、入力したフレーム番号が表示されます。

Type a number and 
a window appears.
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 2 Return キーを押します。

オブジェクトのイン点が、指定したフレーム番号に移動します。複数のオブジェクトを選択した場合は、それらすべ
てが指定のフレーム番号に移動します。

特定のフレーム数だけオブジェクトを移動する
以下のいずれかの操作を行います：

 m オブジェクトを特定のフレーム数だけ後ろに移動するには、オブジェクトを選択し、プラス記号（＋）に続けて移動

したいフレーム数を入力して Return キーを押します。

 m オブジェクトを特定のフレーム数だけ前に移動するには、オブジェクトを選択し、マイナス記号（－）に続けて移動

したいフレーム数を入力して Return キーを押します。

オブジェクトをトリムする
「タイムライン」でオブジェクトの継続時間を短縮または延長したい場合は、オブジェクトをトリムします。オブジェク
トのバーの左端または右端（イン点またはアウト点）からドラッグして、オブジェクトの先頭または最後を短縮した
り延長したりできます。メニューコマンドおよび対応するキーボードショートカットを使用してオブジェクトをトリムする
（イン点とアウト点を変更する）こともできます。複数のオブジェクトを同時にトリムしたり、プロジェクトの再生中
にオンザフライでオブジェクトをトリムしたりできます。

参考：ビデオ・オブジェクトおよびオーディオ・オブジェクトをソースメディアの継続時間時間より長くトリムすること
はできません。ビデオ・オブジェクトまたはオーディオ・オブジェクトをソースメディアの継続時間より長く延長する
には、オブジェクトの「情報」インスペクタで、オブジェクトの「終了時の状態」を「ループ」、「ピンポン」、また
は「ホールド」に変更する必要があります。この制限は、静止画像、カメラ、テキスト、シェイプなどのほかのオブ
ジェクトには適用されません。それらはすべて制限なく延長できます。クリップの再生速度を変更することによって、
フレームを追加または削除せずにクリップの実質的な継続時間を変更することもできます。「タイミング」のコント
ロールについて詳しくは、242 ページのリタイミングの概要を参照してください。

トラック領域でビデオ・オブジェクトをトリムするときは、オブジェクトのソースクリップであとどのくらいの素材を使用
できるかが視覚的に表示されます。オブジェクトのいずれかの端に延長部分が淡色で表示されている場合は、ソー
ス・ビデオ・クリップに未使用のフレームがあることを示します。オブジェクトをトリムするときに、淡色で表示されて
いる延長部分がない場合は、ソースクリップに未使用のフレームがありません。この場合、オブジェクトは延長でき
ません（ただし、クリップの「情報」インスペクタでオブジェクトの「終了時の状態」を変更した場合を除きます）。

Unused frames

オブジェクトをトリムする

 1 トリムしたいオブジェクトの一方の端にポインタを移動します。

ポインタがトリムポインタに変わります。
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 2 オブジェクトを開始または終了したいフレームまでバーの端をドラッグします。

ドラッグ中に、オブジェクトの新しいイン点またはアウト点と新しい継続時間を示すツールヒントが表示されます。

オブジェクトをトリムして、そのイン点またはアウト点を隣接するオブジェクトにスナップする

 m トラック領域で Shift キーを押しながら、オブジェクトの端をドラッグします。

ほかのオブジェクトのイン点とアウト点に対応する縦線がトラックに表示されます。ドラッグしていくと、アクティブな
オブジェクトがそれらの線にスナップされます。

オブジェクトのイン点またはアウト点を変更する

 1 トリムするオブジェクトを選択します。

 2 新しいイン点またはアウト点を配置したいフレームに再生ヘッドを配置します。

 3 「マーク」＞「イン点をマーク」と選択して（または I キーを押して）、新しいイン点を設定します。あるいは、「マー
ク」＞「アウト点をマーク」と選択して（または O キーを押して）、新しいアウト点を設定します。

同時に複数のオブジェクトをトリムする

 1 トリムする複数のオブジェクトを選択します。

 2 目的のイン点またはアウト点に再生ヘッドを配置します。

 3 「マーク」＞「イン点をマーク」と選択するか（または I キーを押します）、あるいは「マーク」＞「アウト点をマー
ク」と選択して（または O キーを押します）、新しいイン点またはアウト点を設定します。

選択したオブジェクトがすべて新しいイン点またはアウト点にトリムされます。

参考：オブジェクトにトリムを完了するための十分なソースメディアがない場合は、新しい点の方向に可能な範囲ま
でバーが移動します。

ビデオレイヤーをスリップする
ビデオレイヤーの継続時間や「タイムライン」での表示位置を変更しないでソースクリップの別の部分を使いたい場
合は、そのレイヤーをスリップします。

重要：スリップはビデオレイヤーのタイムバーをトリムした後でなければ実行できません。

たとえば、ドアが開く 3 秒間のショットを 1 秒間にトリムしたい場合、「スリップ」機能を使用すると、どの 1 秒を
使用するかを選択できます。この場合、ドアがドア枠から離れる最初の 1 秒、ドアが開く次の 1 秒、またはドアが
壁にぶつかる最後の 1 秒のいずれかを選択できます。

トリムと同様に、トラック領域でビデオレイヤーをスリップするときは、オブジェクトのソースクリップであとどのくら
いの素材を使用できるかが視覚的に表示されます。オブジェクトのいずれかの端に延長部分が淡色で表示されてい
る場合は、ソース・ビデオ・クリップに未使用のフレームがあることを示します。オブジェクトをスリップできるのは、
ソースメディアにある未使用のフレームの範囲内のみです。 
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ビデオレイヤーをスリップする

 1 ポインタをビデオレイヤーのタイムバーに合わせて、Option キーを押したままにします。

ポインタがスリップポインタに変わります。

 2 バーの中央部分を左または右にドラッグします。

左にドラッグするとフレームがソース素材の後半部分と置き換えられ、右にドラッグするとクリップの前半部分と置き
換えられます。

トラックを分割する
「タイムライン」で 1 つのオブジェクトを複数のオブジェクトに分割し、個別のトラックに配置できます。トラックを分
割して 1 つのオブジェクトを複数のセグメントに分けると、各セグメントを個別のトラックで操作できるようになりま
す。たとえば、1 つのオブジェクトを時間経過を変えずに複数のトラックに分割して、特定の時間だけエフェクトを
適用することができます。また、1 つのオブジェクトを複数のトラックに分割して、オブジェクトが 3D 空間でほかの
オブジェクトの前を通り過ぎるような錯覚を作り出すこともできます。3D で作業している場合は、カメラトラックも
分割できます。

After Split

Before

オブジェクトを分割する

 1 分割するオブジェクトを選択します。

 2 再生ヘッドをフレームの分割したい位置に配置します。

 3 「編集」＞「分割」と選択します。

オブジェクトが 2 つに分割され、それぞれが個別のトラックに配置されます。

67% resize factor



 第 8 章    タイムライン 268

オブジェクトを削除する
プロジェクトからオブジェクトを削除することは、追加することと同様に重要です。「Motion」では、3 通りの方法で
「タイムライン」からオブジェクトを削除できます：

 • 削除：オブジェクトを削除します。ただし、「タイムライン」内のギャップはそのまま残ります。

After Delete

Before

 • リップル削除：オブジェクトを削除し、残ったギャップ分だけ前に詰めます。

After Ripple Delete

Before

 • カット：「タイムライン」内にギャップを残したままオブジェクトを削除し、後でペーストできるようにオブジェクト
をクリップボードにコピーします。
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オブジェクトを削除する

 1 削除するオブジェクトを選択します。

 2 「編集」＞「削除」と選択します（または Delete キーを押します）。

Control キーを押しながらオブジェクトをクリックし、次にショートカットメニューから「削除」を選択して削除する
こともできます。

オブジェクトをリップル削除する

 1 削除するオブジェクトを選択します。

 2 「編集」＞「リップル削除」と選択します（または Shift ＋ Delete キーを押します）。

オブジェクトをカットする

 1 削除するオブジェクトを選択します。

 2 「編集」＞「カット」と選択します（または Command ＋ X キーを押します）。

Control キーを押しながらオブジェクトをクリックし、次にショートカットメニューから「カット」を選択して削除する
こともできます。

オブジェクトをコピー＆ペーストする
ほかのアプリケーションの場合と同様、「Motion」でもオブジェクトをコピーしてペーストすることができます。コ
ピーの場合、オブジェクトは元の場所に残ったまま、後でペーストできるようにクリップボードにコピーされます。

オブジェクトをペーストすると、「Motion」環境設定のプロジェクトパネルでの「レイヤーの作成位置」の設定に基
づいて、再生ヘッドの位置またはプロジェクトの先頭にオブジェクトが配置されます。詳しくは、116 ページの「プ
ロジェクト」パネルを参照してください。このセクションの残りの部分では、分かりやすくするために、「レイヤーの
作成位置」を「現在のフレーム」に設定したと仮定しています。

ペーストしたオブジェクトは、アクティブなグループのほかのレイヤーの一番上にある新しいトラックに配置されま
す。グループを選択していない場合は、コピー元のグループにペーストされます。現在のプロジェクト外からコピー
した場合は、新しいグループが作成されます。複数のオブジェクトをペーストする場合、クリップボードのオブジェク
トおよびレイヤーの互いの順序が保持されます。

フィルタ、ビヘイビア、キーフレーム、およびほかのエフェクトが適用されたオブジェクトの場合は、カット、コピー、
およびペーストしてもエフェクトが保持されます。1 つのメディアレイヤーからフィルタオブジェクトまたはビヘイビア
オブジェクトをコピーまたはカットし、別のメディアレイヤーにペーストして、実質的にそのエフェクトを別のメディア
項目に転送することもできます。

通常のペースト以外に、「Motion」では、挿入、上書き、または交換のペーストを行うことができます。この 3 つ
のコマンドは「ペースト（特別）」ダイアログにあります：

 • 時間領域に挿入：クリップボードの内容をプロジェクトにペーストすると、既存のオブジェクトが時間的に後に移
動します。

 • 時間領域に上書き：クリップボードの内容をプロジェクトにペーストすると、同じ時間ポイントにある既存のオブ
ジェクトが削除されます。

 • 既存のオブジェクトとメディアを交換：プロジェクト内の選択したオブジェクトがクリップボードの内容と置き換え
られます。

参考：「タイムライン」で選択した領域でペースト（特別）を使用して、特殊なペーストを実行することもできます。
詳しくは、278 ページの領域を使うを参照してください。

オブジェクトをクリップボードにコピーする

 1 「タイムライン」のレイヤーリストで、コピーするオブジェクトを選択します。

 2 「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを押します）。
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「タイムライン」にオブジェクトをペーストする

 1 「タイムライン」のレイヤーリストで、オブジェクトをペーストするグループを選択します。

 2 目的の位置に再生ヘッドを配置します。

 3 「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

挿入編集としてオブジェクトをペーストする

 1 オブジェクトをペーストするグループを選択します。

 2 目的の位置に再生ヘッドを配置します。

 3 「編集」＞「ペースト（特別）」と選択します（または Option ＋ Command ＋ V キーを押します）。

「ペースト（特別）」ダイアログが表示されます。

 4 「時間領域に挿入」を選択します。

 5 「OK」をクリックして、編集を確定します。

オブジェクトが選択した領域に挿入され、既存のオブジェクトが右に移動します。

上書き編集としてオブジェクトをペーストする

 1 オブジェクトをペーストするグループを選択します。

 2 目的の位置に再生ヘッドを配置します。

 3 「編集」＞「ペースト（特別）」と選択します（または Option ＋ Command ＋ V キーを押します）。

「ペースト（特別）」ダイアログが表示されます。

 4 「時間領域に上書き」を選択します。

 5 「OK」をクリックして、編集を確定します。

オブジェクトが選択した領域にペーストされ、既存のオブジェクトが上書きされます。

交換編集としてオブジェクトをペーストする

 1 「ファイルブラウザ」からオブジェクトを選択し、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キー
を押します）。

参考：「既存のオブジェクトとメディアを交換」オプションは、「ファイルブラウザ」からコピーされた項目に対して
のみ使用可能です。 

 2 オブジェクトをペーストするグループを選択します。

 3 目的の位置に再生ヘッドを配置します。

 4 「編集」＞「ペースト（特別）」と選択します（または Option ＋ Command ＋ V キーを押します）。

「ペースト（特別）」ダイアログが表示されます。

 5 「既存のオブジェクトとメディアを交換」を選択します。

 6 「OK」をクリックして、編集を確定します。

「タイムライン」でタイミングを再設定する
「タイムライン」でリタイミングポインタまたはループポインタを使用して、ビデオトラックの継続時間と再生速度を
変更できます。 

速度と継続時間は相互に依存します。つまり、クリップの再生速度を上げると継続時間が短くなり、再生速度を下げ
ると継続時間が長くなります。たとえば、60 フレーム構成のビデオクリップを毎秒 30 フレームの速度で再生する場
合、60 フレームを表示するための所要時間は 2 秒になります。イン点がフレーム 1 の場合、アウト点はフレーム 
60 です。たとえば、毎秒 15 フレームで同じクリップを再生すると、再生時間は 2 倍になります。クリップのイン点
は同じですが、アウト点は 120 になります。
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リタイミングについて詳しくは、242 ページのリタイミングの概要を参照してください。カスタム「リタイミング」ビ
ヘイビアの使いかたについて詳しくは、343 ページの「リタイミング」ビヘイビアの概要 を参照してください。

ビデオクリップの継続時間を短くして再生速度を速める

 1 ビデオクリップの末尾（アウト点）にポインタを合わせて、Option キーを押したままにします。

ポインタがリタイミングポインタに変わります。

 2 クリップのバーのアウト点を左にドラッグします。

ドラッグ中は、クリップの速度と継続時間がツールヒントに表示されます。

参考：リタイミングポインタを使うには、「情報」インスペクタの「時間のリマップ」ポップアップメニューから「一
定速度」が選択されている必要があります。「可変速度」を選択されているときは、リタイミングポインタの効果は
ありません。イメージ、エフェクトなど、ビデオ以外のオブジェクトはリタイミングできません。 

ビデオ・オブジェクトの継続時間を延長して再生速度を遅くする

 1 ビデオクリップの末尾（アウト点）にポインタを合わせて、Option キーを押したままにします。

ポインタがリタイミングポインタに変わります。

 2 クリップのバーのアウト点を右にドラッグします。

ドラッグ中は、クリップの速度と継続時間がツールヒントに表示されます。

クリップをループする
ビデオクリップをループして、クリップの継続時間を延長することもできます。ループが設定されたクリップでは、最
後のフレームが再生された後、再度先頭のフレームから再生が開始されます。「タイムライン」でクリップを調整す
ることにより、クリップを簡単にループできます。

 1 ビデオクリップの末尾（アウト点）にポインタを合わせて、Option キーと Shift キーを押したままにします。

ポインタがループポインタに変わります。

 2 バーのアウト点を右へドラッグします。

First loop barrier

ドラッグ中は、クリップのアウト点、合計継続時間、およびループ継続時間がツールヒントに表示されます。

ループが設定されたオブジェクトには、「タイムライン」でのループの開始と終了を示す境界が表示されます。

クリップのループポイントを変更する
クリップのバーにあるループ開始境界はインタラクティブです。この境界を移動すると、クリップのループポイントも
変わります。

 m ループ開始境界を左または右にドラッグします。

クリップのループの終点は、ドラッグに対応する形で移動します。
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グループトラック
トラックが折り畳まれ、グループのすべてのオブジェクトが「タイムライン」のトラック領域に表示されていない場合
でも、グループトラックで編集操作を実行できます。 

グループトラックには 2 本の色付きのバーが表示されます。上にある濃い青色の細いバーでは、グループのすべて
のオブジェクトを 1 つの単位として編集します。このバーにはグループ名（デフォルトでは「グループ」）のラベル
が付いています。下のグループバー（より薄い青色の太いバー）では、グループ内の個々のオブジェクトを編集し
ます。下のグループバーには、グループの個々のオブジェクト名に関する情報と、「タイムライン」の合成された領
域で重なっているオブジェクトの数が表示されます。 

Lower group bar

Upper group bar

「Motion」では、「タイムライン」のオブジェクトをグループトラック経由で移動できます。グループトラックでのド
ラッグ位置に応じて、すべてのオブジェクト、個々のオブジェクト、または時間が重なっているオブジェクト（合成さ
れたオブジェクト）のみを移動できます。 

上のグループバーの端をトリムすると、グループ内のオブジェクトの端がトリムされます。オブジェクトが 1 つだけの
場合は、上のグループバーをトリムするとそのオブジェクトがトリムされます。グループの端に複数のオブジェクトが
一列に並んでいる場合は、グループをトリムするとすべてのオブジェクトがトリムされます。

Before

After Trim

重なったオブジェクトをグループトラック経由でトリムすることはできません。
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上のグループバーの長さを変更して、グループ（下のグループバー）の内容よりも長くまたは短くなるようにするこ
とができます。たとえば、上のグループバーを短くして、グループに含まれるオブジェクトの一部を隠すことができ
ます。上のグループバーの端からはみ出したオブジェクトはキャンバスに表示されません。

移動およびトリムだけでなく、グループトラックでビデオレイヤーをスリップすることもできます。下のグループバー
のうち 1 つのビデオレイヤーだけが含まれる部分は、この方法でスリップできます。複数のレイヤーが重なっている
領域は、Control キーを押しながらグループバーをクリックし、ショートカットメニューからビデオレイヤーを選択す
ることで、スリップできます。

グループトラックで編集する
さまざまな編集作業をグループトラック内で直接実行できます。グループ内のトラックを個別に編集しても同じ結果
が得られますが、作業によってはグループトラック内で変更を行った方が効率的なことがあります。

グループ内のすべてのオブジェクトを一度に移動する

 m 上のグループバーを左または右にドラッグします。

グループ内のすべてのオブジェクトが時間上で移動します。

グループ内の 1 つのオブジェクトを移動する
 1 1 つのオブジェクトが表示されている下のグループバーの領域をクリックします。

そのオブジェクトがグループトラック内で強調表示されます。

 2 その部分を左または右にドラッグして、グループ内のオブジェクトを時間的に前または後に移動します。

選択したオブジェクトが時間上で移動します。

グループ内の重なっている（合成された）オブジェクトを移動する

 m 複数のオブジェクトが重なっている下のグループバーの領域をドラッグします。

合成されたオブジェクトが時間上で移動します。

グループのオブジェクトをトリムする

 m トラック領域で上のグループバーの端を左または右にドラッグします。

グループ内のすべてのオブジェクトがトリムされます。

グループの継続時間をグループ内のオブジェクトとは独立して変更する

 m Command キーを押しながら、上のグループバーのいずれかの端を左または右にドラッグします。

上のグループバーだけがトリムされます。

参考：上のグループバーの長さを手動で変更すると、グループのオブジェクトを追加または変更してもアップデート
されなくなります。自動的にアップデートされるように戻すには、上のグループバーの端をグループ内の最初と最後
のクリップの端に合わせます。
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適用したエフェクトをトリムせずにイメージオブジェクトまたはビデオ・オブジェクトをトリムする
前のタスクと同じ方法で、サブオブジェクト（マスク、フィルタ、または適用されたその他のエフェクトオブジェクト）
の継続時間を変更せずにイメージオブジェクトやビデオ・オブジェクトをトリムできます。

 m Command キーを押しながら、イメージオブジェクトまたはビデオ・オブジェクトの端をドラッグします。

オブジェクトが、適用されたエフェクトオブジェクトとは独立してトリムされます。

グループトラック経由でビデオレイヤーをスリップする

 m Option キーを押しながら、目的のビデオレイヤーがある下のグループバー内の領域をドラッグします。

重なっている（合成された）レイヤーがある場合は、この操作を実行する前に、Control キーを押しながら重なっ
ている領域をクリックし、ショートカットメニューからビデオレイヤーを選択します。

参考：クリップと関連したソースメディアに未使用のフレームがなければ、オブジェクトをスリップできません。スリッ
プについて詳しくは、266 ページのビデオレイヤーをスリップするを参照してください。

右にドラッグすると、ビデオクリップがソースメディア内の前の部分にスリップされます。左にドラッグすると、ビデオ
クリップがソースメディア内の後ろの部分にスリップされます。どちらの場合も、「タイムライン」でのクリップの位置
とクリップの継続時間は変更されません。 

「タイムライン」でキーフレームを表示する／変更する
「タイムライン」に表示されているキーフレームは、移動または削除することができます。「キーフレームエディタ」
を使用して、選択したキーフレームのアニメーションカーブを表示することもできます。

「タイムライン」でキーフレームを表示する

 m 「タイムライン」の右上隅にある「キーフレームを表示／隠す」ボタンをクリックします。

Show/Hide 
Keyframes button

「キーフレームを表示／隠す」ボタンが青色になると、トラック領域のオブジェクトの下にキーフレームが表示されま
す。

参考：「キーフレームを表示／隠す」ボタンは、「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「キーフレー
ムエディタを表示／隠す」ボタンとは異なります。前者では、「タイムライン」のトラック領域内でキーフレームの表
示／非表示が切り替わります。後者では、タイミングパネルで「キーフレームエディタ」を広げる／折り畳むことが
できます。 
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キーフレームの位置を時間的に移動する
「タイムライン」でキーフレームを移動すると、キーフレームの時間位置が変更されます（値は変更されません）。 

 m キーフレームを左または右にドラッグします。 

キーフレームを選択すると、キーフレームの色が白になります。

キーフレームの値を変更する
キーフレームの値（時間位置ではありません）を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから調整する情報を選択して新しい値
を入力し、Return キーを押します。

 m 「キーフレームエディタ」を使用します。「キーフレームエディタ」では、キーフレームの値と補間の両方を変更でき

ます。「キーフレームエディタ」について詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

選択したキーフレームまたはキーフレームのグループを削除する

 m 削除する 1 つまたは複数のキーフレームを選択してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • Delete キーを押します。

 • Control キーを押しながら、選択したキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから「キーフレームを削
除」を選択します。

すべてのキーフレームを削除する

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから「すべてのキーフレームを削除」
を選択します。

「キーフレームエディタ」にアニメーションカーブを表示する

 m Control キーを押しながらトラック上のキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから「キーフレームエディ
タで表示」を選択します。

「タイムライン」の下に「キーフレームエディタ」が表示され、アニメーションカーブと、タイトルのない新しいカー
ブセットが表示されます。カーブセットについて詳しくは、448 ページの「キーフレームエディタ」の概要 を参照し
てください。

ルーラを使用する

ルーラの使用の概要
「タイムライン」のルーラ領域を使用して、以下の操作を実行できます：

 • 再生ヘッドを特定のフレームに移動して、プロジェクト内の特定の時間位置を表示する。

 • イン点とアウト点を設定して、その間のフレームだけが再生されるようにする。

 • フレームの範囲を選択して、それらのフレームを削除、カット、ペーストする。

Playhead

Out pointIn point

「タイムライン」で移動する
「Motion」には、「タイムライン」を移動するためのさまざまなコントロールがあります。再生ヘッドをドラッグして、
必要に応じてプロジェクトをすばやくまたはゆっくりスクラブ再生したり、特定のフレームにただちにジャンプしたり
できます。また、「タイムライン」のオブジェクトの境界、マーカー、およびほかの重要なインジケータにジャンプす
ることも可能です。

移動操作の多くは、ツールバーのタイミング表示からアクセスできます。 
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参考：タイミング表示は、フレームまたはタイムコードを示すように設定できます。タイミング表示の継続時間をフ
レームに設定するには、タイミング表示の右側にあるポップアップメニュー（逆向きの矢印）から「フレームを表示」
を選択します。

新しい時間位置に移動するだけでなく、オブジェクト、マーカー、キーフレームなど、「タイムライン」内のオブジェ
クト位置に直接移動することもできます。オブジェクトへの移動については、後の方で説明します。マーカーについ
て詳しくは、281 ページのマーカーの概要を参照してください。「タイムライン」にキーフレームを表示する方法に
ついて詳しくは、251 ページの「タイムライン」ビューのオプション を参照してください。キーフレームについて詳
しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

プロジェクトを再生する

 m スペースバーを押します。

再生ヘッドを新しい位置に移動する
以下のいずれかの操作を行います：

 m タイミング表示で現在のフレーム番号をダブルクリックし、新しいフレーム番号を入力して、Return キーを押しま
す。

 m タイミング表示で現在のフレーム番号の上を左右にドラッグして、先に進めるか巻き戻します。

 m 「タイムライン」のルーラ内で再生ヘッドを目的のフレームにドラッグします。

 m 再生ヘッドを移動したいフレーム番号を「タイムライン」のルーラ内でクリックします。

 m キャンバスまたはプロジェクトパネルがアクティブな状態で、新しいフレーム番号を入力し、Return キーを押して、
そのフレームにジャンプします。 

 m 「タイムライン」がアクティブな（およびオブジェクトが選択されていない）状態で、新しいフレーム番号を入力し、

Return キーを押して、そのフレームにジャンプします。

フレーム単位で移動する
プロジェクト内の特定のフレームを見つけるときは、「タイムライン」でプロジェクトをスキミングするよりも、フレー
ム単位で移動した方が効率的です。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 特定のフレーム数だけ進めるには：プラス記号（＋）に続けて、先に進めるフレーム数を入力します。

 m 特定のフレーム数だけ戻すには：マイナス記号（－）に続けて、後ろに戻すフレーム数を入力します。

 m 一度に 1 フレームずつ前または後に移動するには：トランスポートコントロール（「再生」ボタンの右側）の「次の
フレームへ移動」または「前のフレームへ移動」ボタンをクリックするか、←キーを押して戻り、→キーを押して進
めるか、

「マーク」＞「移動」＞「前のフレーム」または「次のフレーム」と選択します。

 m 一度に 10 フレームずつ戻る／進めるには：「マーク」＞「移動」＞「10 フレーム戻る」または「10 フレーム進
む」と選択するか、←キーを押して戻り、→キーを押して進めます。

前後に移動する秒数、分数、または時間数を指定する

 1 タイミング表示をダブルクリックします。

 2 必要に応じて以下の操作を行います：

 • 秒単位で進めるには、プラス記号（＋）に続けて、先に進める秒数を入力し、その後にピリオドを入力します。た
とえば、2 秒先に進めるには、「+2.」（数字 2 の後にピリオド 1 個）と入力し、Return キーを押します。分単位
で進めるには、数の後にピリオドを 2 個入力し、時間単位で進めるには、数の後にピリオドを 3 個入力します。
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 • 秒単位で戻すには、マイナス記号（－）に続けて、後ろに戻す秒数を入力し、その後にピリオドを入力します。
たとえば、2 秒後ろに戻すには、フィールドに「–2.」（数字の後にピリオド 1 個）と入力し、Return キーを押
します。分単位で戻すには、秒数の後にピリオドを 2 個入力し、時間単位で戻すには、時間数の後にピリオドを 
3 個入力します。

重要：「タイムライン」がアクティブでオブジェクトが選択されている場合は、数値を入力して Return キーを押す
と、再生ヘッドではなく選択されているオブジェクトが移動します。

ジャンプして移動する
「タイムライン」内で再生ヘッドを特定の位置にすばやく移動するには、以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトの先頭にジャンプするには：トランスポートコントロールの「プロジェクトの先頭へ移動」ボタンをクリッ

クするか、「マーク」＞「移動」＞「プロジェクト開始」と選択するか、Home ボタンを押します。

 m プロジェクトの最後にジャンプするには：トランスポートコントロールの「プロジェクトの最後へ移動」ボタンをクリッ

クするか、「マーク」＞「移動」＞「プロジェクト終了」と選択するか、End ボタンを押します。

 m 次のキーフレームにジャンプするには：アニメートされるオブジェクトを選択した状態で、「マーク」＞「移動」＞

「次のキーフレーム」と選択するか、Shift ＋ K キーを押します。

 m 前のキーフレームにジャンプするには：アニメートされるオブジェクトを選択した状態で、「マーク」＞「移動」＞

「前のキーフレーム」と選択します。

「タイムライン」内の特定のオブジェクトの先頭または最後にジャンプする

 1 中を移動するオブジェクトを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「マーク」＞「移動」＞「選択イン点」または「選択アウト点」と選択します。

 • Shift ＋ I キー（イン点の場合）または Shift ＋ O キー（アウト点の場合）を押します。

再生範囲を定義する
通常、「再生」ボタンをクリックすると、プロジェクトが先頭のフレームから最後のフレームまで再生されます。プロ
ジェクトの再生範囲を変更するには、「タイムライン」のルーラでイン点とアウト点を変更します。これはプロジェク
トを微調整したり変更したりするときに、特定のセクションで集中的に作業する場合に便利です。作業が終わったら、
イン点とアウト点をプロジェクトの先頭と最後にリセットします。

再生イン点をカスタマイズする
以下のいずれかの操作を行います：

 m ルーラを使用して、イン点マーカーをルーラの左端からイン点を設定したいフレームまでドラッグします。ドラッグす

ると、再生ヘッドがポインタと一緒に移動します。マウスボタンを放すと、再生ヘッドがスナップして前の位置に戻り
ます。

 m 「マーク」＞「再生範囲のイン点にマークをつける」と選択します。

 m ルーラでイン点を設定したいフレームに再生ヘッドを移動させ、Option ＋ Command ＋ I キーを押します。

再生アウト点をカスタマイズする
以下のいずれかの操作を行います：

 m ルーラを使用して、アウト点マーカーをルーラの右端からアウト点を設定したいフレームまでドラッグします。

 m 「マーク」＞「再生範囲のアウト点にマークをつける」と選択します。

 m ルーラでアウト点を設定したいフレームに再生ヘッドを移動させ、Option ＋ Command ＋ O キーを押します。
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再生イン点とアウト点をリセットする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「マーク」＞「再生範囲をリセット」と選択します。

 m Option ＋ X キーを押します。

イン点とアウト点がプロジェクトの先頭と最後にリセットされます。

再生イン点とアウト点に移動する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「マーク」＞「移動」＞「再生範囲の始点」または「再生範囲の終点」と選択します。

 m Shift ＋ Home キー（イン点の場合）または Shift ＋ End キー（アウト点の場合）を押します。

プロジェクトの継続時間
「Motion」では、プロジェクトのデフォルトの長さは 10 秒です。この継続時間をプロジェクトに必要な長さに変更
できます。デフォルトのプロジェクト継続時間を変更する方法については、190 ページのプロジェクトの情報の概要
を参照してください。

プロジェクト継続時間は、Motion ウインドウの下部に表示されます。ツールバーのタイミング表示で継続時間を示
すこともできます。

タイミング表示でプロジェクト継続時間を示す
以下のいずれかの操作を行います：

 m タイミング表示のポップアップメニュー（下向きの矢印）から「プロジェクト継続時間を表示」を選択します。

 m タイミング表示で、数字の左にある時計アイコンをクリックします。

プロジェクト継続時間を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクト継続時間を示すように設定したタイミング表示で、数値をダブルクリックして、継続時間の値を入力しま

す。

 m プロジェクト継続時間を示すように設定したタイミング表示で、数値の上を左右にドラッグして、継続時間の値を増

減させます。

 m 「編集」＞「プロジェクトの情報」と選択して（または Command ＋ J キーを押して）、「情報」インスペクタの
「継続時間」フィールドの値を変更します。

参考：タイミング表示で数字の右にある下向きの矢印をクリックし、「フレームを表示」または「タイムコードを表
示」を選択すると、プロジェクト継続時間フィールドのフレーム表示とタイムコード表示が切り替わります。

領域を使う
必要に応じて、領域と呼ばれるフレームの範囲に変更を加えてみることをお勧めします。この操作は、時間範囲を
カットまたはコピーしたり、削除したり、プロジェクト内の新しい位置に移動することで行います。領域は「タイムラ
イン」のオブジェクトの端と揃っていなくてもかまいません。オブジェクトの途中で始まる領域や、オブジェクトの端
の外側にある空のフレームを含む領域を作成できます。

指定した領域は、後で削除またはリップル削除できます。「リップル削除」を選択すると（「編集」＞「リップル削
除」と選択します）、領域が削除され、その結果としてできるギャップが埋められます。領域をカットまたはコピーし
てクリップボードに移動し、別の場所にペーストすることもできます。

参考：領域をペーストしても、現在再生ヘッドがある場所にはペーストされません。ペーストした領域を再生ヘッド
の位置に移動するには、Shift キーを押しながらペーストしたオブジェクトをドラッグします。現在の再生ヘッド位置
に近付くと、オブジェクトがその位置にスナップされます。
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「ペースト（特別）」コマンドを使って、定義済み領域にオブジェクトをペーストすることもできます。「ペースト（特
別）」操作は 3 種類の方法で実行できます。既存の領域を時間的に後ろに移動して挿入する、領域の既存の内容に
上書きする、または既存のオブジェクトをクリップボードの内容で置き換える方法です。どの方法でも、ペーストされ
たオブジェクトが、ペースト先の領域の継続時間を超えることはありません。

領域を選択して、プロジェクトに空白の再生時間を追加できます（キャンバス内では黒く表示されます）。たとえば、
2 つのオブジェクトの間に黒のフレームを追加したい場合、またはまだ手元にないクリップのプレースホルダとして
フレームを追加したい場合などに使用できます。これは時間を挿入すると呼ばれています。

フレームの範囲を選択する

 m Command キーと Option キーを押しながら、「タイムライン」のルーラ内でドラッグします。

選択したフレームに強調表示された帯がかかります。

領域を移動する

 m 領域内にポインタを置き、ドラッグして領域を移動します。

参考：この操作では、領域内のオブジェクトは移動しません。
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選択範囲からトラックの選択を解除する

 m Command キーを押しながら、選択を解除するトラックをクリックします。

領域にペーストする

 1 ペーストするためにクリップボードにコピーするオブジェクトを選択します。

 2 選択範囲をコピーする場合は Command ＋ C キーを、選択範囲をカットする場合は Command ＋ X キーを押
します。

 3 Command キーと Option キーを押しながら、ルーラ内をドラッグして領域を選択します。

 4 「編集」＞「ペースト（特別）」と選択します。

「ペースト（特別）」ダイアログが表示されます。

 5 「挿入」、「上書き」、または「交換」を選択して、「OK」をクリックします。

クリップボードの内容が、指定した方法で領域にペーストされます。さまざまな種類の編集について詳しくは、
256 ページの「タイムライン」へのオブジェクトの追加の概要 を参照してください。

プロジェクトに時間を挿入する

 1 Command キーと Option キーを押しながら、ルーラ内をドラッグします。 

ドラッグして挿入したい領域を指定します。

 2 「編集」＞「時間を挿入」と選択します。
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領域に含まれている数のフレームがプロジェクトに追加されます。選択した領域の最後が先頭になり、既存のオブ
ジェクトがある場合は時間的に後ろに移動します。

After Insert Time

Before

ビデオクリップが含まれる範囲に時間を挿入すると、クリップは 2 つのトラックに分割され、分割点より先のオブジェ
クトは新しいグループに配置されます。

マーカー

マーカーの概要
「タイムライン」のマーカーを使用すると、特定のフレームを視覚的に確認できます。プロジェクトの再生中、また
は再生ヘッドが停止したときに、「タイムライン」ルーラに必要な数のマーカーをいくつでも追加できます。

マーカーは以下の目的に使用します：

 • オブジェクトに視覚的な基準点を追加します。

 • ミニタイムラインでプロジェクトマーカーに視覚的な基準点を追加します。

 • ほかのオブジェクトまたはキーフレームを時間上の重要な位置に配置します。

 • プロジェクトの特定の領域についてのコメントを追加します。

 • 「Final Cut Pro X」で使用するためのエフェクトテンプレートをカスタマイズします。テンプレートマーカーにつ
いて詳しくは、421 ページのテンプレートマーカーの概要を参照してください。

マーカーに色を割り当てて、マーカーをグループにすることができます。たとえば、すべてのオーディオマーカーを
緑色にしたり、一時的オブジェクトのマーカーをピンク色にしたりして区別できます。
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追加できるマーカーは 2 種類あります。プロジェクトマーカーとオブジェクトマーカーです。プロジェクトマーカーは
ルーラの特定のフレームまたはタイムコード値に固定されます。オブジェクトマーカーはオブジェクトに添付され、「タ
イムライン」でオブジェクトを移動すると一緒に移動します。

Project marker 
(with duration)

Object marker
(with duration)

Object marker

Project marker

マーカーを追加する／移動する／削除する
「タイムライン」のマーカーを追加、削除、移動できます。

プロジェクトマーカーを追加する

 1 マーカーを追加するフレームに再生ヘッドを移動します。

 2 オブジェクトが選択されていないことを確認してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを追加」と選択します。

 • M キーを押します。

 • Shift キーを押しながら「タイムライン」のルーラをクリックします。

 • Control キーを押しながら「タイムライン」のルーラをクリックし、ショートカットメニューから「マーカーを追加」
を選択します。

緑色のマーカーが「タイムライン」のルーラに追加されます。

参考：Shift ＋ M キーを押すと、オブジェクトが選択されていても、再生ヘッド位置にプロジェクトマーカーを追加
することもできます。

オブジェクトマーカーを追加する

 1 マーカーを追加するフレームに再生ヘッドを移動します。

 2 マーカーを追加するオブジェクトを選択してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを追加」と選択します。

 • M キーを押します。

赤のマーカーが選択したオブジェクトのバーに追加されます。

このようにして、プロジェクトの再生中にマーカーを追加できます。M キーを押した時点（または「マーク」＞「マー
カー」＞「マーカーを追加」と選択した時点）で再生ヘッドがあったフレームにマーカーが表示されます。

マーカーを移動する

 m マーカーを左または右にドラッグして新しい場所に移動します。

マーカーを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m マーカーを上下にドラッグしてマーカーがあった領域の外に移動し、マウスボタンを放します。

煙のアニメーションが表示されてマーカーが消えます。

 m マーカーをダブルクリックして、表示された「マーカーを編集」ダイアログで「マーカーを削除」をクリックします。
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 m 再生ヘッドをマーカーに合わせて（グループマーカーまたはオブジェクトマーカーに対応するグループまたはオブ

ジェクトを選択して）、「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを削除」と選択します。

 m Control キーを押しながらマーカーをクリックし、ショートカットメニューから「マーカーを削除」を選択します。

すべてのプロジェクトマーカーを削除する
単一のマーカーだけでなく、プロジェクトのすべてのマーカーを一度に削除することができます。

 1 「編集」＞「すべての選択を解除」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ A キーを押します）。

 2 「マーク」＞「マーカー」＞「すべてのマーカーを削除」と選択します。

特定のオブジェクトのマーカーをすべて削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 削除したいマーカーを含むオブジェクトを選択し、「マーク」＞「マーカー」＞「すべてのマーカーを削除」と選択

します。

マーカー情報を編集する
マーカーの名前、開始フレーム、継続時間、色といったマーカーの情報を編集できます。マーカーにコメントを追加
することもできます。ポインタをマーカー上に置くと、ツールヒントとしてコメントが表示されます。

マーカー情報を編集する

 1 以下のいずれかの操作を行って、「マーカーを編集」ダイアログを表示します：

 • マーカーをダブルクリックして、「マーカーを編集」ダイアログを表示します。

 • Control キーを押しながらマーカーをクリックしてから、ショートカットメニューで「マーカーを編集」を選択しま
す。

 • オブジェクトマーカーの場合は、再生ヘッドをマーカーまで移動して、「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを
編集」と選択します（または Option ＋ Command ＋ M キーを押します）。

「マーカーを編集」ダイアログが表示されます。

 2 「名前」フィールドに名前を入力します。

マーカーにポインタを合わせると、プロジェクトマーカーの「名前」フィールドと「コメント」フィールドに追加した
テキストがツールヒントとして表示されます。
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 3 「開始」フィールドに番号を入力するか、フィールド内をドラッグします。

入力したフレーム番号（タイミング表示がタイムコードを示すように設定されている場合はタイムコードの数値）ま
でマーカーが移動します。

 4 「継続時間」フィールドに値を入力するか、フィールド内をドラッグして、マーカーを付けるフレーム（またはタイム
コード）の範囲を指定します。

 5 「コメント」フィールドにテキストを入力します。

プロジェクトマーカーにポインタを合わせると、入力したコメントがツールヒントとして表示されます。

 6 「カラー」ボタンをクリックして、マーカーの色を設定します。

プロジェクトマーカーには、「タイプ」という名前のフィールドもあります。詳しくは、422 ページのテンプレートマー
カーのタイプを参照してください。

 7 「OK」をクリックして変更を確定します。

マーカーに移動する
再生ヘッドの現在の位置から、近くのプロジェクトマーカーまで前後にジャンプできます。

次のマーカーにジャンプする

 m Control キーを押しながら「タイムライン」のルーラをクリックし、ショートカットメニューから「次のマーカー」を
選択します。

再生ヘッドが次のプロジェクトマーカーの開始位置にジャンプします。

「マーク」＞「移動」＞「次のマーカー」と選択するか、Option ＋ Command ＋→キーを押してジャンプする
こともできます。

前のマーカーにジャンプする

 m Control キーを押しながら「タイムライン」のルーラをクリックし、ショートカットメニューから「前のマーカー」を
選択します。

再生ヘッドが前のプロジェクトマーカーの開始位置にジャンプします。

「マーク」＞「移動」＞「前のマーカー」と選択するか、Option ＋ Command ＋←キーを押してジャンプする
こともできます。

「マーカーを編集」ダイアログで次／前のマーカーにジャンプする
または、「マーカーを編集」ダイアログを使って、隣接するマーカーに移動することもできます。

 m マーカーをダブルクリックして、「マーカーを編集」ダイアログで矢印ボタンを使います。

Go to next marker.

Go to previous marker.

ダイアログは開いたままで、内容が次のマーカーの情報と置き換わります。
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ミニタイムライン

ミニタイムラインの概要
ミニタイムラインは、トランスポートコントロールのすぐ上、キャンバスの下にあります。ミニタイムラインを見るこ
とで、選択しているオブジェクトがプロジェクト全体のどこにあるのかがすぐに分かります。また、ミニタイムライン
には、表示しているフレームを示す再生ヘッドや、再生範囲を特定するイン点マーカーとアウト点マーカーがありま
す。ミニタイムラインの長さは、プロジェクト全体の継続時間を表します。

Out point marker

Selected objectPlayhead

In point marker

ミニタイムランでは、再生ヘッドをドラッグしてプロジェクトをスクラブしたり、特定の時点にジャンプしたりできます。
ミニタイムラインで、プロジェクト全体の再生範囲を変更したり、選択したオブジェクトを移動、トリム、またはスリッ
プしたりすることもできます。 

詳しくは、285 ページのミニタイムラインで編集するを参照してください。

ミニタイムラインで編集する
ミニタイムラインでは、多くのノンリニア編集機能を実行できます。「ファイルブラウザ」からクリップまたはイメー
ジを、あるいは「ライブラリ」からオブジェクト（リプリケータやシェイプなど）をミニタイムラインにドラッグできま
す。また、オブジェクトを移動、トリム、スリップして、オブジェクトのどの部分を時間上のどの時点に表示するのか
を変更できます。移動、トリム、スリップなどの編集機能について詳しくは、263 ページの「タイムライン」でのオ
ブジェクトの編集の概要を参照してください。

ミニタイムラインにオブジェクトを追加する

 1 「ファイルブラウザ」からミニタイムラインに項目をドラッグします。

ドラッグすると、編集しようとしているフレームを示すツールヒントが表示されます。

 2 目的のフレームで、マウスボタンを放します。

オブジェクトがプロジェクトのそのフレームの最初に追加されます。

ミニタイムラインに複数のオブジェクトを追加する
また、ミニタイムラインには、複数のオブジェクトを一度に追加できます。オブジェクトを連続して（順番に）追加す
るか、またはコンポジットとして（すべての時間上の同じ点に）追加するかを選択します。

ヒント：「タイムライン」にプロジェクトマーカーがある場合、読み込んだオブジェクトをマーカーにスナップすること
ができます。読み込んだ項目をミニタイムライン上にドラッグし、スナップ点に黒いバーが表示されたらマウスボタ
ンを放します。レイヤーのイン点がプロジェクトマーカーに揃えられます。

 1 「ファイルブラウザ」で Shift キーを押しながら複数の項目をクリックして選択し、ミニタイムライン上にドラッグし
ます。

ドラッグすると、編集しようとしているフレームを示すツールヒントが表示されます。

 2 マウスボタンを押したまま、目的のフレームにドラッグします。

ドロップメニューが表示されます。
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 3 ドロップメニューから編集のタイプを選択し、マウスボタンを放します。

「タイムライン」にドラッグした項目に応じて、最大 4 つのドロップオプションが使用できます。「タイムライン」ドロッ
プメニューについて詳しくは、256 ページの「タイムライン」へのオブジェクトの追加の概要 を参照してください。

時間上でオブジェクトを移動する

 1 「レイヤー」リスト、「タイムライン」のレイヤーリスト、またはキャンバスで、移動するオブジェクトを選択します。

ミニタイムラインにオブジェクトが表示されます。

 2 ミニタイムラインで、オブジェクトを左右のいずれかにドラッグし、時間上の位置を変更します。

ツールヒントが表示され、オブジェクトの新しいイン点とアウト点、前の位置からの変化量が表示されます。

 3 目的の位置で、マウスボタンを放します。

オブジェクトを短縮する／延長する（トリムする）

 1 オブジェクトを選択し、ミニタイムラインで表示します。

 2 ミニタイムラインの青いバーの開始エッジまたは終了エッジにポインタを置きます。

ポインタがトリムポインタに変わります。

 3 バーのエッジをドラッグし、その継続時間を変更します。

ツールヒントが表示され、新しいイン点またはアウト点と編集による変化量が示されます。

「情報」インスペクタのタイミングコントロールで「終了時の状態」が「ホールド」、「ループ」、または「ピンポン」
に設定されている場合を除いて、対応するメディアファイルで使用可能なフレーム数を超える長さにオブジェクトをト
リムすることはできません。

ミニタイムライン上でビデオクリップ（またはその他のマルチフレームオブジェクト）をスリップする

 1 変更するマルチフレームオブジェクトを選択します。

 2 ミニタイムラインのクリップの本体上にポインタを置き、Option キーを押したままにします。

ポインタがスリップポインタに変わります。

 3 Option キーを押したまま、使用するクリップの部分に合わせて、ミニタイムライン内を左または右にドラッグします。

ツールヒントが表示され、新しいイン点とアウト点が表示されます。

参考：クリップをスリップするには、最初にクリップをトリムしておく必要があります。詳しくは、266 ページのビデ
オレイヤーをスリップするを参照してください。

再生ヘッドをミニタイムラインのプロジェクトマーカーにスナップする

 m ミニタイムラインで Shift キーを押しながら再生ヘッドをドラッグします。

プロジェクトマーカーのあるフレームに再生ヘッドがスナップされます。

67% resize factor



9

  287

ビヘイビアの概要
ビヘイビアは、プロジェクトに適用できる高度なアニメーションおよびシミュレーションエフェクトで、使いやすいグラ
フィカルコントロールで調整を行えます。ビヘイビアを使って、基本的なモーションエフェクトから、複数のオブジェ
クトが相互に作用する様子をシミュレーションする複雑なアニメーションまで作成することができます。ビヘイビアを、
オブジェクト（カメラ、ライト、イメージレイヤー、またはグループ）、またはプロジェクト内の情報に追加すれば、
キーフレームを作成したり調整したりすることなくアニメーションエフェクトを作成できます。ビヘイビアをオブジェク
トまでドラッグすれば、そのビヘイビアのタイプを基に、オブジェクトがアニメートされます。これらのエフェクトは、
HUD または「ビヘイビア」インスペクタのビヘイビアパラメータを調整することで変更およびカスタマイズできます。

ビヘイビアは柔軟に使えるように設計されているので、複数のビヘイビアを組み合わせてさまざまな種類のエフェク
トを作成することができます。ビヘイビアを使えば、モーショングラフィックスの対話型デザインが可能になり、短時
間で複雑なモーションエフェクトを作成したり、オブジェクトの相互作用をシミュレートしたりすることができます。

また、ビヘイビアを使えば、ほとんどのパーティクルシステムのエミッタ、シェイプ、マスク、リプリケータ、フィル
タ、ジェネレータ、カメラ、またはライトなどのパラメータをアニメートできます。このため、いくつかのシンプルな
コントロールを使うだけで、アニメートするバックグラウンド、ダイナミックなフィルタエフェクト、カメラやライティン
グの面白いエフェクト、非常に複雑なパーティクルシステムなどを作成できます。

「Motion」には、11 種類のビヘイビアがあります。

 • 「オーディオ」ビヘイビアは、フェードインやフェードアウト、それにパンやフライバイなどの、シンプルなオーディ
オエフェクトを作成するために、オーディオファイルに適用します。また、この「オーディオ」ビヘイビアとは違
い、ほとんどすべてのオブジェクトのパラメータに適用できる「オーディオ」パラメータビヘイビアもあります。詳
しくは、1000 ページの「オーディオ」ビヘイビアの概要 を参照してください。

 • 「基本モーション」ビヘイビアは、最もシンプルなビヘイビアです。これらは、適用するオブジェクトの特定のパ
ラメータをアニメートします。「基本モーション」ビヘイビアには、位置を変化させるものもあれば、大きさや回
転を変化させるものもあります。この種類のビヘイビアには、「フェードイン／フェードアウト」、「スピン」、「投
射」などがあります。イメージ、クリップ、パーティクルエミッタ、シェイプ、テキストなどには、すべての「基本
モーション」ビヘイビアを適用することができます。ほとんどの「基本モーション」ビヘイビアは、カメラとライト
に適用できます。詳しくは、310 ページの「基本モーション」ビヘイビアの概要 を参照してください。

 • 「カメラ」ビヘイビアは、3D プロジェクトのカメラに適用して、ドリー、パン、ズームなどの基本的なカメラの動
きを作成します。詳しくは、914 ページの「カメラ」ビヘイビアの概要 を参照してください。

 • 「モーショントラッキング」ビヘイビアでは、複数のタスクを実行できます。すべてのトラッキングビヘイビアはク
リップ内に存在するモーションを解析しますが、そのデータの適用はビヘイビアごとに異なります。たとえば、「ス
タビライズ」ビヘイビアは、カメラのぶれによって発生したクリップ内の動きを安定させます。「マッチムーブ」ビ
ヘイビアは、オブジェクト（クリップなど）内の動きを解析し、その動きを別のオブジェクトに適用することで、そ
のオブジェクトとトラッキングソースを統合させます。詳しくは、932 ページのモーショントラッキングの概要を参
照してください。詳しくは、934 ページのトラッキングビヘイビアの概要を参照してください。

ビヘイビア
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 • 「パラメータ」ビヘイビアは、あらゆるオブジェクト（フィルタやビヘイビアも含む）の特定のパラメータに適用し
ますが、そのエフェクトは、そのパラメータのみに限定されます。同じ「パラメータ」ビヘイビアでも、別のパラ
メータに適用すると異なるエフェクトになります。たとえば、テキストの「不透明度」に「反復」ビヘイビアを適
用すると、そのテキストがフェードイン／アウトを繰り返すようになり、シェイプの「回転」に「反復」ビヘイビ
アを適用すれば、そのシェイプが前後に揺れる動作を繰り返します。「パラメータ」ビヘイビアは、フィルタ、ジェ
ネレータ、パーティクルシステム、リプリケータなどのパラメータだけでなく、その他のビヘイビアのパラメータ
にも適用することができます。この種類のビヘイビアには、「反復」、「ランダム化」、「反転」などがあります。ほ
とんどの「パラメータ」ビヘイビアは、カメラとライトに適用することができます。詳しくは、327 ページの「パ
ラメータ」ビヘイビアの概要を参照してください。

 • 「パーティクル」ビヘイビアは、パーティクルエミッタまたはパーティクルシステム内のセルに適用します。この種類
のビヘイビアは、出現時間における個々のパーティクルのアニメーション方法に影響します。詳しくは、534 ペー
ジの「パーティクル」ビヘイビアをエミッタまたはセルに適用する を参照してください。

 • 「リプリケータ」ビヘイビアは、リプリケータまたはリプリケータ内のセルに適用します。この種類のビヘイビアは、
リプリケータセルのパターンにおける各種パラメータのアニメーション方法に影響します。たとえば、各セルの不
透明度が 0 パーセントから 100 パーセントに変化するリプリケータパターンのアニメーションを作成できます。詳
しくは、582 ページの「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを適用する を参照してください。

 • 「リタイミング」ビヘイビアは、ホールドフレームの作成、フッテージの反転、フッテージの速度の変更、ストロ
ボフレームやスタッタの作成、フッテージのスクラブなどを行うために、フッテージや複製したレイヤー（または
グループ）に適用されます。これらのビヘイビアは、「レイヤー」リスト内のフッテージオブジェクトに適用されま
す。詳しくは、343 ページの「リタイミング」ビヘイビアの概要 を参照してください。

 • 「シェイプ」ビヘイビアは、シェイプまたはマスクに適用します。「シェイプ」ビヘイビアは、シェイプまたはマス
クの個々の頂点に作用します。たとえば、「ランダム化」ビヘイビアを適用すると、そのシェイプのコントロール
ポイント（または接線かその両方）がランダムにアニメートされます。詳しくは、853 ページの「シェイプ」ビヘ
イビアの概要を参照してください。

 • 「シミュレーション」ビヘイビアは、2 種類の処理のいずれかを行います。一部の「シミュレーション」ビヘイビア
は、「引力」などのように、実世界の現象をシミュレートすることでオブジェクトのパラメータをアニメートします。
「引き寄せ」や「反発」などのその他の「シミュレーション」ビヘイビアは、適用するオブジェクトの周囲にあ
るオブジェクトのパラメータに作用します。これらのビヘイビアを使えば、最小限の調整で、プロジェクト内の複
数のオブジェクト間に複雑な相互作用を作り出すことができます。「基本モーション」ビヘイビアと同様、「シミュ
レーション」ビヘイビアも指定したオブジェクトのパラメータに作用します。この種類のビヘイビアには、「引き寄
せ」、「引力」、「反発」などがあります。「シミュレーション」ビヘイビアは、カメラとライトに適用することもでき
ます。詳しくは、347 ページの「シミュレーション」ビヘイビアの概要 を参照してください。

 • 「テキスト」ビヘイビアは、テキストパラメータをアニメートしてさまざまなアニメーションエフェクトを作成します。
たとえば「タイプオン」では、テキストが時間とともに 1 文字ずつ表示されていきます。詳しくは、661 ページ
のテキストビヘイビアの種類および 663 ページの「シーケンステキスト」ビヘイビアを使うを参照してください。

ビヘイビアの使用と適用の概要については、291 ページのビヘイビアの使いかたの概要を参照してください。プロ
ジェクト内でビヘイビアを操作する方法について詳しくは、297 ページの「レイヤー」リストと「タイムライン」の
「ビヘイビア」コントロールを参照してください。

参考：「オーディオ」、「カメラ」、「モーショントラッキング」、「パーティクル」、「リプリケータ」、「シェイプ」、および
「テキスト」の各ビヘイビアについては、それぞれ個別に章を設けて説明しています。 

ビヘイビアの操作について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピックを選択
してください。
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ビヘイビアとキーフレーム
ビヘイビアを適用するオブジェクトやパラメータには、キーフレームが追加されない点を理解することが重要です。
ビヘイビアは、値の範囲を生成し、それがオブジェクトのパラメータに適用されて、ビヘイビアの継続時間内でアニ
メートされます。ビヘイビアのパラメータを変更すると、そのビヘイビアが生成する値の範囲が変わります。

キーフレームを使うと、パラメータに特定の値を適用できます。値が異なるキーフレームを 2 つ以上パラメータに適
用した場合、最初のキーフレームの値から最後の値までそのパラメータが変化します。

ビヘイビアは、一般的なモーションエフェクトを継続的に作成しているときに最も役立ちます。また、手動でキーフ
レームを設定するには複雑すぎるか、時間がかかりすぎるようなアニメーションエフェクトを作成するときに便利で
す。これに対してキーフレームは、調整したパラメータが、特定の時点で特定の値になることが必要な、厳密なア
ニメーションエフェクトを作り出す場合に便利です。キーフレームの使いかたについて詳しくは、431 ページのキー
フレーミングの概要を参照してください。

ビヘイビアによって作成されたアニメーションを、キーフレームを使ったものに変換することもできます。詳しくは、
307 ページのビヘイビアをキーフレームに変換するを参照してください。

ビヘイビアをブラウズする
使用可能なビヘイビアは、すべて「ライブラリ」に表示されます。サイドバーの「カテゴリ」パネルで「ビヘイビ
ア」カテゴリを選択すると、ビヘイビアのサブカテゴリが表示されます（テキストビヘイビアには 2 つのカテゴリが
あります）。サブカテゴリを選択すると、そのタイプのすべてのビヘイビアがライブラリスタック内にリストされます。

Library categories

Behavior 
subcategories

Behaviors in the 
selected subcategory
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ライブラリスタックでビヘイビアを選択すると、そのビヘイビアの短い説明とプレビューがプレビュー領域に表示され
ます。

参考：このアニメーションによるビヘイビアのプレビューでは、アニメーションパスやカラー情報が表示され、各ビ
ヘイビアの働きを理解するのに役立つヒントを得ることができます。ほとんどのプレビューは、ひと目で分かるよう
になっていますが、「パラメータ」のプレビューでは、アニメートするオブジェクトへビヘイビアのエフェクトを適用す
る前と後の様子が表示されます。歯車のグラフィックスは、オブジェクトにビヘイビアのエフェクトが適用された後の
状態を表すために赤くなります。「シミュレーション」ビヘイビアの場合、赤い歯車のグラフィックスは選択したビヘ
イビアが適用されたグループ内のオブジェクトを表します。

適用したビヘイビアが表示される場所
あるオブジェクトにビヘイビアを適用すると、ビヘイビアは、「レイヤー」リストと「タイムライン」でそのオブジェク
トの下にネストされて表示されます。

Behavior icon

Nested behavior as it 
appears in the Layers list

ビヘイビア・アイコン（歯車の印）は、「レイヤー」リストと「タイムライン」内のオブジェクト名の右側にも表示さ
れます。このアイコンをクリックすると、そのオブジェクトに適用されているすべてのビヘイビアが有効または無効に
なります。ビヘイビアの属性を調整できる実際のパラメータは、「ビヘイビア」インスペクタに表示されます。

オブジェクトに新しく適用したビヘイビアは、以前から適用されていたビヘイビアの上に表示されます。 

「レイヤー」リストの右下隅の「ビヘイビアを表示／隠す」ボタンを使って、「レイヤー」リストにビヘイビアが表示
されないようにできます。詳しくは、73 ページの「レイヤー」リストをカスタマイズする を参照してください。

プロジェクト内のオブジェクトにいずれかのビヘイビアを適用すると、「情報」、「ビヘイビア」、または「フィルタ」イ
ンスペクタで、影響を受けているパラメータの行にビヘイビア・アイコン（歯車の印）が表示されます。このアイコ
ンによって、ビヘイビアがそのパラメータに作用していることが示されます。

アニメーションパス
ビヘイビアをオブジェクトに適用すると、アニメーションパスがキャンバスに表示され、そのオブジェクトが時間経過
の中で移動するパスが表示されることがあります。このパスは、ビヘイビアによって作成されたアニメーションの「プ
レビュー」だと思ってください。キーフレームで作成されたアニメーションパスや、「モーションパス」ビヘイビアで
作成されたパスと異なり、ビヘイビア用のアニメーションパスを編集することはできません。すべてのタイプのパス
の表示／非表示は、キャンバスの上にある「表示」ポップアップメニューを使えば、切り替えることができます。
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キーフレームエディタでのビヘイビアのエフェクト
「キーフレームエディタ」を開き、ビヘイビアによって影響を受けているパラメータを見ると、ビヘイビアが影響して
いることを示す編集不可のカーブが確認できます。編集不可のカーブ（この例では、「フェードイン／フェードアウト」
ビヘイビアに対応する不透明度チャンネルのアニメーション）は、そのパラメータの編集可能なカーブに加えて表示
され、これらを組み合わせて用いるとそのパラメータにキーフレームを設定できます。

Editable curve

Noneditable curve

参考：表示するパラメータの選択や、カーブセットの作成は、「キーフレームエディタ」の上部のポップアップメニュー
を使って行うことができます。カーブセットについて詳しくは、454 ページのカスタムのカーブ表示を作成するを参
照してください。

詳しくは、305 ページのビヘイビアとキーフレームの結合の概要を参照してください。

ビヘイビアを使用する

ビヘイビアの使いかたの概要
標準的なビヘイビアは、キャンバス、「レイヤー」リスト。または「タイムライン」内で、オブジェクトに対して適用
します。適用したビヘイビアは、キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはインスペクタでそのビヘ
イビアを選択してから Delete キーを押すことで削除できます。

「パラメータ」ビヘイビアはオブジェクトの特定のパラメータ（位置など）に作用します。「パラメータ」ビヘイビア
は、作用させたいパラメータにインスペクタで、またはキャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内
のオブジェクトに適用します。

重要：「テキスト」、「パーティクル」、「リプリケータ」、「オーディオ」、「シェイプ」、「カメラ」の各ビヘイビアは、そ
れぞれの名前が示すタイプのオブジェクトのみに適用します。

オブジェクトにビヘイビアを適用すると、そのビヘイビアのデフォルトの設定に基づいて、ビヘイビアの影響を受ける
オブジェクトの各パラメータがアニメートされます。たとえば、キャンバス内のオブジェクトに「引力」ビヘイビアを
適用すると、「引力」ビヘイビアのデフォルト設定に従って、オブジェクトの位置がアニメートされて下方向に移動し
ます。ほとんどの場合、ビヘイビアの継続時間は、そのビヘイビアが適用されたオブジェクトの「タイムライン」に
おける継続時間と同じです。たとえば、開始フレームが 20 で終了フレームが 300 のオブジェクトに「スピン」ビ
ヘイビアを適用すると、「スピン」ビヘイビアの継続時間もフレーム 20 から 300 までになります。ビヘイビアの継
続時間のトリミングについては、302 ページのビヘイビアをトリムするを参照してください。

すべてのビヘイビアが、オブジェクトにモーションを適用するわけではありません。たとえば、「投射」ビヘイビアで
は、オブジェクトが実際に「投射」されるには、投射速度を（HUD か「インスペクタ」で）設定しておく必要があ
り、このようなビヘイビアはほかにもあります。たとえば、「周回」ビヘイビアでは、オブジェクトが周回する際の中
心となるソースオブジェクトが指定されていなくてはなりません。
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ビヘイビアは、オブジェクトに適用するだけでなく、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でグループに適用す
ることもできます。適用したビヘイビアに応じて、そのグループ内でネストされているすべてのオブジェクトが、1 つ
のオブジェクトのように、または個々のエレメントとして作用します。

標準的なビヘイビアを追加する
ビヘイビアを適用すると、選択したオブジェクト上の特定のパラメータがすぐにアニメーション表示されます。ビヘイ
ビアではキーフレームは追加されないので、ビヘイビアを削除すると、そのアニメーションエフェクトは即座に消え
ます。ビヘイビアはすべて同じ方法で削除します。

オブジェクトにビヘイビアを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m ビヘイビアを「ライブラリ」から、キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」内の対象となるオブジェクトま

でドラッグします。

ビヘイビアを「ライブラリ」から適用する利点は、そのビヘイビアによって作成されるアニメーションのプレビューを、
「プレビュー」領域で見ることができることです。

参考：カメラやライトをビヘイビアに適用する場合、通常は、「レイヤー」リストか「タイムライン」内のカメラやラ
イトにビヘイビアをドラッグする方が、キャンバス内のオブジェクトにドラッグするよりも簡単です。

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でオブジェクトを 1 つ選択して、ライブラリスタックからビ
ヘイビアを 1 つ選択し、プレビュー領域にある「適用」をクリックします。

Apply button

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内でオブジェクトを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを

追加」ポップアップメニューからビヘイビアを選択します。

複数のオブジェクトにビヘイビアを適用する

 1 ビヘイビアを適用するオブジェクトをすべて選択します。

「レイヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライン」で、複数のオブジェクトが隣接している場合は Shift キー
を押しながらクリックして選択します。隣接していない場合は Command キーを押しながらクリックして 1 つずつ
選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ツールバーで、「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューからビヘイビアを選択します。

 • 「ライブラリ」でビヘイビアを選択し、プレビュー領域の「適用」をクリックします。

オブジェクトからビヘイビアを削除する

 1 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、「ビヘイビア」インスペクタ、または HUD のタイトルバーにあるポップアッ
プメニューで、ビヘイビアを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「削除」と選択します。
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 • 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、Control キーを押しながらビヘイビアをクリックし、ショートカット
メニューで「削除」を選択します。

 • Delete キーを押します。

「パラメータ」ビヘイビアを適用する

「パラメータ」ビヘイビアを追加する
標準的なビヘイビアはオブジェクトに適用され、通常はそのオブジェクトの複数のパラメータに影響します。ただし、
「パラメータ」ビヘイビアと呼ばれる特殊なクラスのビヘイビアは、選択した特定のパラメータに適用します。この
場合は、プロジェクト内のフィルタ、パーティクルシステム、シェイプ、テキストなどのオブジェクトにある 1 つのパ
ラメータを変更できます。「パラメータ」ビヘイビアを別のビヘイビアのパラメータに適用することもできます。

「パラメータ」ビヘイビアがオブジェクトに与えるエフェクトは、適用先のオブジェクトのパラメータによって異なりま
す。たとえば、「パラメータ」ビヘイビアの「ランダム化」をパーティクルエミッタの「位置」パラメータに適用す
ると、プロジェクト再生時にエミッタは画面上をランダムに漂うように移動します。「ランダム化」パラメータビヘイ
ビアをシェイプの「調整」パラメータに適用すると、そのシェイプはランダムに大きくなったり、小さくなったりしま
す。

重要：「パラメータ」ビヘイビアはオブジェクトに適用することもできますが、適用先となる特定のパラメータを選択
するまでは、そのビヘイビアがオブジェクトに作用することはありません。「インスペクタ」内でショートカットメニュー
を使えば、より直接的に「パラメータ」ビヘイビアを適用することができます。

「パラメータ」ビヘイビアをオブジェクトの特定のパラメータに適用する

 1 「パラメータ」ビヘイビアを適用するオブジェクトを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「インスペクタ」で Control キーを押しながらパラメータの名前をクリックし、「パラメータビヘイビアを追加」を
選択して、サブメニューから項目を選択します。

 • パラメータのアニメーションメニューをクリックし、ショートカットメニューから「パラメータビヘイビアを追加」を
選択して、サブメニューから項目を選択します。

 • HUD で Control キーを押しながらパラメータをクリックし、ショートカットメニューから「パラメータビヘイビア
を追加」を選択して、サブメニューから項目を選択します。

 • 「キーフレームエディタ」で Control キーを押しながらパラメータをクリックし、ショートカットメニューから適用
したいビヘイビアを選択します。

「パラメータ」ビヘイビアを適用すると、「ビヘイビア」インスペクタが開きます。

参考：「キーフレームエディタ」の上のポップアップメニューを使って、「キーフレームエディタ」に表示させたいパ
ラメータを選択します。詳しくは、453 ページのカーブ表示プリセットを使うを参照してください。

オブジェクトに「パラメータ」ビヘイビアを適用する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「パラメータ」ビヘイビアを「ライブラリ」から、キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」内の対象とな
るオブジェクトまでドラッグします。

参考：カメラやライトをビヘイビアに適用する場合、通常は、「レイヤー」リストか「タイムライン」内のカメラや
ライトにビヘイビアをドラッグする方が、キャンバス内のオブジェクトにドラッグするよりも簡単です。

 • キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でオブジェクトを 1 つ選択し、ツールバーの「ビヘイ
ビアを追加」ポップアップメニューを開いてから、「パラメータ」サブメニューから項目を選択します。

ビヘイビアがオブジェクトに適用されますが、この時点では、ビヘイビアにパラメータは割り当てられていません。

 2 「パラメータ」ビヘイビアに特定のパラメータを割り当てるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「パラメータ」ビヘイビアを選択して、HUD の「適用」ポップアップメニューからパラメータを 1 つ選択します。
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 • 「パラメータ」ビヘイビアを選択して、「ビヘイビア」インスペクタの「適用」ポップアップメニューから「パラメー
タ」ビヘイビアを 1 つ選択します。

ビヘイビアが適用されるパラメータが「適用」テキストフィールドに表示されます。

参考：「パラメータ」ビヘイビアを「よく使う項目」として保存すると、割り当てられたパラメータもビヘイビアのそ
の他の設定と一緒に保存されます。そのため、保存したビヘイビアをオブジェクトに適用すると、その同じパラメー
タに適用されます。

「パラメータ」ビヘイビアが表示される場所
ほかのビヘイビアと同様、「パラメータ」ビヘイビアもオブジェクトに適用されているその他のビヘイビアと共に、「レ
イヤー」リストと「タイムライン」でそのオブジェクトの下にネストされて表示されます。

参考：「パラメータ」ビヘイビアは、「レイヤー」リスト内でオブジェクトの下にネストされた状態で表示されますが、
各「パラメータ」ビヘイビアは、オブジェクトそのものではなく、オブジェクトのある特定のパラメータに適用されて
います。

標準的なビヘイビアには「レイヤー」リスト内で単純な歯車のアイコンが表示されますが、「パラメータ」ビヘイビ
アのアイコンには歯車の中心にじょうごのようなイメージが含まれています。このじょうごは、個々のパラメータの
「チャネリング」を表しています。

「タイムライン」では、「パラメータ」ビヘイビアを表すために同じアイコンが使用されます。

「インスペクタ」で Control キーを押したままパラメータの名前をクリックするか、パラメータの右側にあるポップアッ
プメニューをクリックすると、アニメーションメニューが表示されます。アニメーションメニューには、そのパラメータ
に適用されているビヘイビアの名前が表示されます。ビヘイビアを選択すると、「ビヘイビア」インスペクタが開き
ます。 

ほかのビヘイビアと同様に、プロジェクト内のオブジェクトに「パラメータ」ビヘイビアを適用すると、適用先の「情
報」、「ビヘイビア」、または「フィルタ」の各タブ（「インスペクタ」内）の中で、作用を受けているパラメータの
キーフレームボタンの上にビヘイビア・アイコン（歯車の印）が表示されます。

「パラメータ」ビヘイビアを別のパラメータに割り当て直す
適用した「パラメータ」ビヘイビアは、「適用」ポップアップメニュー（HUD または「ビヘイビア」インスペクタの
「パラメータ」ビヘイビアのコントロールの下部にあります）を使って割り当て直さない限り、そのパラメータに割
り当てられたままになります。

「適用」ポップアップメニューには、ビヘイビアが適用されるオブジェクトに関するすべてのパラメータが表示されま
す。オブジェクトに別のビヘイビアかフィルタが適用されている場合、それらのパラメータも「適用」ポップアップメ
ニューのサブメニュー内に表示されます。
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HUD で「パラメータ」ビヘイビアを別のパラメータに再割り当てする
 1 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「ビヘイビア」インスペクタで、再割り当てする「パラメータ」ビヘ

イビアを選択します。

 2 HUD で、「適用」ポップアップメニューから新しいパラメータを選択します。

新しく選択したパラメータに「パラメータ」ビヘイビアが適用され、新しい割り当てに合わせて「適用」フィールド
がアップデートされます。「インスペクタ」で、新しいパラメータの横にビヘイビア・アイコン（歯車の印）が表示さ
れます。

インスペクタで「パラメータ」ビヘイビアを別のパラメータに再割り当てする

 1 再割り当てする「パラメータ」ビヘイビアを含むオブジェクトを選択します。

 2 「ビヘイビア」インスペクタで、「適用」ポップアップメニューから新しいパラメータを選択します。

「パラメータ」ビヘイビアをビヘイビアパラメータに適用する
「パラメータ」ビヘイビアをほかのビヘイビアのパラメータに適用することもできます。たとえば「反復」パラメータ
ビヘイビアを「周回」ビヘイビアの「ドラッグ」パラメータに適用できます。適用すると、周回のドラッグが変動し、
周回の中心に向かってオブジェクトが落ちていくようになります。

Orbit Around behavior Orbit Around behavior with an Oscillate 
parameter behavior applied to its Drag parameter

詳しくは、293 ページの「パラメータ」ビヘイビアを追加する を参照してください。
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ビヘイビアを修正する

インスペクタまたは HUD でビヘイビアを修正する
各ビヘイビアにはパラメータのサブセット（コンプリートセットの場合もあります）があり、これは HUD に表示され
ます。さらに、「ビヘイビア」インスペクタには、ビヘイビアのすべてのパラメータが表示されます。HUD と「ビヘ
イビア」インスペクタは同じパラメータを参照しており、一方でパラメータを変更すると、もう一方にもその変更が
反映されます。

一般に、HUD に表示されるパラメータは、そのビヘイビアのエフェクトを調整する際に最も基本となるものです。
「ビヘイビア」インスペクタにはより多くのコントロールがありますが、ビヘイビアの HUD にあるコントロールの
方が、「ビヘイビア」インスペクタにあるものよりも分かりやすく簡単に使えるようになっていることがあります。例
として、「フェードイン／フェードアウト」の各種コントロールを、「ビヘイビア」インスペクタにあるものと HUD に
あるものとで比較してみましょう。

図の通り、HUD のビジュアルコントロールは、「ビヘイビア」インスペクタにある 2 つのパラメータを 1 つのグラ
フィカルなコントロールに一体化したものとなっています。 

ビヘイビアの HUD を表示する
 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「ビヘイビア」インスペクタで、修正するビヘイビアを選択します。

 • Control キーを押しながらキャンバス内のオブジェクトをクリックして、ショートカットメニューの「ビヘイビア」の
サブメニューでビヘイビアを選びます。

参考：HUD が表示されない場合は、「ウインドウ」＞「HUD を表示」と選択します（あるいは F7 または D 
キーを押します）。

 2 HUD にある各種コントロールを使って、ビヘイビアを調整します。

オブジェクトの HUD を順番に切り替える
以下のいずれかの操作を行います：

 m HUD のタイトルバー内の逆向きの三角（タイトルの右側にあります）をクリックすると、そのオブジェクトに適用さ
れているすべてのビヘイビアとフィルタがリストされたポップアップメニューが表示されます。このリストから HUD 
に表示する項目を選択します。

Click to open pop-up menu 
listing other applied behaviors.
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 m キャンバス内でオブジェクトを選択して D キーを押せば、そのオブジェクトで利用できるすべての HUD を順番に表
示させることができます。HUD を逆順に切り替えるには、Shift ＋ D キーを押します。

「ビヘイビア」インスペクタを表示する

 1 ビヘイビアが適用されているオブジェクトを選択します。

 2 「インスペクタ」で「ビヘイビア」をクリックします（そのパネルがまだ表示されていない場合）。

適用されているビヘイビアが「ビヘイビア」パネルに表示されます。

HUD とは異なり、「ビヘイビア」インスペクタには使用できるすべてのパラメータが表示されます（ほかのパラメー
タで選択した設定によっては、隠されたままになるパラメータもあります）。

同時に複数のビヘイビアを編集する

 1 「レイヤー」リストまたは「ビヘイビア」インスペクタで、Command キーを押したまま変更する同種のビヘイビ
アを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「複数選択」というタイトルの HUD でパラメータを調整します。

 • 「ビヘイビア」インスペクタでパラメータを調整します。

該当するビヘイビアだけが利用できます。パラメータを調整すると、選択されているすべてのビヘイビアが変更さ
れます。

参考：同時に調整を行うには、選択したビヘイビアが同じ（たとえば 2 つの「投射」ビヘイビア）である必要
があります。

ビヘイビアで作業をする

「レイヤー」リストと「タイムライン」の「ビヘイビア」コントロール
オブジェクトにビヘイビアを適用すると、そのビヘイビアが「レイヤー」リスト、「タイムライン」、および「ビヘイビ
ア」インスペクタの 3 つの場所に表示されます。

「ビヘイビア」インスペクタには、オブジェクトに適用されているビヘイビアのすべての編集可能なパラメータが表示
され、「レイヤー」リストと「タイムライン」には各ビヘイビア用のいくつかのコントロールが用意されています：

「レイヤー」リストと「タイムライン」のコントロール
 • アクティブ化チェックボックス：ビヘイビアごとにオン／オフを切り替えます。オフになっているビヘイビアは、適
用しているオブジェクトに影響しません。

 • 名前フィールド：オブジェクトの名前を表示します。名前を編集するには、テキストをダブルクリックし、新しい名
前を入力して Return キーを押します。

 • ロックアイコン：クリックすると、ビヘイビアのロック／ロック解除が切り替わります。ロックしたビヘイビアのパラ
メータは、修正することができません。

Lock

Enable/disable 
behaviors

Activation checkbox
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 • ビヘイビア・アイコン：ビヘイビアをレイヤーまたはグループに適用するときに表示されます。ビヘイビアのエフェ
クトをオフにするには、この歯車のアイコンをクリックします。無効なビヘイビアのアイコン上には赤のスラッシュ
が表示されます。

参考：Control キーを押しながらビヘイビア・アイコン（歯車の印）をクリックすると、そのオブジェクトに適用
されているビヘイビアがリストされたショートカットメニューが開きます。このメニューでビヘイビアを選択すると、
「インスペクタ」にそのビヘイビアが表示されます。

 • 「ビヘイビアを表示／隠す」ボタン：「レイヤー」リストと「タイムライン」の下部にあり、すべてのビヘイビアを
表示したり隠したりします。このボタンは、プロジェクト内でオブジェクトに適用されているビヘイビアの有効／無
効を切り替えるものではなく、単に表示するかどうかを制御するものです。

Show/Hide 
Behaviors button

ビヘイビアをコピーする／ペーストする／移動する／並べ替える
オブジェクトに追加したビヘイビアは、「タイムライン」や「レイヤー」リスト内のその他の項目と同じように、いく
つかの方法でコピーしたり移動したりすることができます。「Motion」のほかの項目と同じように、ビヘイビアも
カット、コピー、ペースト、複製することができます。「タイムライン」や「レイヤー」リストでビヘイビアをカットま
たはコピーした場合、そのビヘイビアのパラメータが現在の状態でコピーされます。

オブジェクトを複製すると、適用されていたすべてのビヘイビアが複製されます。したがって、作成しているプロジェ
クトで多数のオブジェクトを使用し、それらに同じビヘイビアを使用する場合には、最初のオブジェクトにそのビヘイ
ビアを適用してから、必要な分だけそのオブジェクトを複製します。

ビヘイビアをカットまたはコピーする

 1 ビヘイビアを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ビヘイビアを削除してクリップボードに入れるには、「編集」＞「カット」と選択します（または、Command ＋ 
X キーを押します）。

 • ビヘイビアをクリップボードにコピーするには、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C 
キーを押します）。

ビヘイビアをペーストする

 1 オブジェクトを選択します。

 2 「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

カットまたはコピーしたビヘイビアは、選択したオブジェクトにそのままのパラメータ設定で適用されます。
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ビヘイビアをあるオブジェクトから別のオブジェクトに移動する
「レイヤー」リストや「タイムライン」では、ビヘイビアを新しい位置までドラッグすることで、オブジェクト間でその
ビヘイビアを移動することができます。

 m 「レイヤー」リストか「タイムライン」で、あるオブジェクトのビヘイビアをドラッグして別のオブジェクト上でドロップ

します。

Dragging a behavior from 
one object to another

参考：「パラメータ」ビヘイビアを別のオブジェクトに移動すると、移動前のオブジェクトで影響を受けていたのと同
じパラメータが移動先のオブジェクトでも影響を受けます（一致するパラメータが存在する場合）。対応するパラメー
タが存在しない場合は、パラメータの割り当て（「適用」フィールド）が「なし」になります。

ビヘイビアを複製する
ビヘイビアは、その場で複製することもできます。

 1 複製するビヘイビアを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

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

 • Control キーを押しながら複製するビヘイビアをクリックして、ショートカットメニューで「複製」を選びます。

ビヘイビアの複製を別のオブジェクトにドラッグする
ビヘイビアを複製し、その複製を「レイヤー」リストや「タイムライン」内の別のオブジェクトに適用することもでき
ます。

 m Option キーを押しながら、ビヘイビアの複製を適用する別のオブジェクトまでビヘイビアをドラッグします。

複製されたビヘイビアが 2 つ目のオブジェクトに適用され、元のビヘイビアも元の位置にそのまま残ります。

ビヘイビアを並べ替える

 1 ビヘイビアを、そのオブジェクトに適用されているネストされたビヘイビアのリスト内で上か下にドラッグします。

位置のインジケータが表示されます。

Position indicator 
shows where you are 
moving the behavior.
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 2 位置のインジケータが適切な行に来たら、マウスボタンを放します。

すべてのビヘイビアは、「レイヤー」リスト内の順序に関係なく、設定済みの処理順序（300 ページのビヘイビア
の処理順序を参照）に従って結合されます。このため、並べ替えても作成されるアニメーションには影響しません。
ただし、いくつか例外があります：

 • 「停止」ビヘイビアは、その下にあるビヘイビアのうち、1 つのパラメータに作用するすべてのビヘイビアの動作
を停止します。「停止」ビヘイビアは、「レイヤー」リスト内で上にあるビヘイビアには効果はありません。

 • 「パラメータ」ビヘイビアは、「レイヤー」リストの一番下から上に向かって、追加された順序で適用されるため、
処理の組み立てかたに注意する必要があります。たとえば、X 位置 50 の円シェイプがキャンバス内にあるとしま
す。値が正である「パラメータ」ビヘイビアの「速度」を円の X 位置に適用すると、円はその開始 X 位置 の 
50 から右に移動します。「パラメータ」ビヘイビアの「反対」を円の X 位置に適用すると、円はキャンバス内の 
-50 から左に移動します。キャンバス内に表示されるエフェクトは、各ビヘイビアがその前に適用されたビヘイビ
アに作用した結果です。50 という X 位置の値が「速度」ビヘイビア（正の方向）によって変更された後、それ
が「反対」ビヘイビアによって変更されて、X 位置と速度が負の値に変わります。

「レイヤー」リストで「速度」と「反対」の順序を入れ替えると、「反対」が先に処理されます。円の X 位置の
値 50 が、-50 に変更されます。次にこれが「速度」の入力値として渡され、「速度」によって円が正の方向に
移動します。そのため、円はキャンバス内で -50 の X 位置から右に移動します。

ビヘイビアの処理順序
オブジェクトに追加できるビヘイビアの数には制限がありません。複数のビヘイビアを 1 つのオブジェクトに適用す
ると、一緒になって機能し、最終的なアニメーションエフェクトが作成されます。

一般に、各ビヘイビアは、特定のパラメータに対して値を適用します。同じパラメータに対して複数のビヘイビアが
生成した値が適用される場合は、それらがすべて合計された値が最終的な値として使用されます。たとえば、ある 
1 つのオブジェクトに、「投射」、「スピン」、および「引力」ビヘイビアを適用すると、「投射」と「引力」ビヘイ
ビアの組み合わされた結果が、オブジェクトの「位置」に対して作用します。「スピン」ビヘイビアがオブジェクトの
「回転」に対して作用するということになります。

異なるタイプのビヘイビア（たとえば「パラメータ」ビヘイビアと「シミュレーション」ビヘイビア）を結合する
場合、またはビヘイビアとキーフレームを結合する場合は、ビヘイビアの処理順序を理解しておくことが重要です。
「Motion」では、次の順序でビヘイビアとキーフレームを評価します：

キーフレーム＞「シミュレーション」ビヘイビア＞その他すべてのビヘイビア

「パラメータ」ビヘイビアは、フィルタおよび合成の順序と同様、「レイヤー」リストの一番下から上に向かって、追
加された順序で適用されます。詳しくは、298 ページのビヘイビアをコピーする／ペーストする／移動する／並べ
替えるを参照してください。

重要：この処理順序は常に有効です。ビヘイビアを適用した順序やキーフレームをレイヤーやグループに追加した
順序は関係ありません。

複数のビヘイビアやキーフレームを使用してレイヤーをアニメートするときは以下のガイドラインを参照してくださ
い：

 • キーフレームを使用してレイヤーをアニメートし、その後にビヘイビアを適用すると、キーフレームの効果が先に
評価されます。

たとえば、キーフレームを使用してレイヤーの「回転」パラメータをアニメートしてから、レイヤーに「回転ドラッ
グ」（シミュレーション）ビヘイビアを適用すると、キーフレームが設定された回転が評価され、（「シミュレーショ
ン」ビヘイビアから）キーフレームが設定されたアニメーションにドラッグが適用されます。

 • いずれかのビヘイビアを使用してレイヤーをアニメートし、その後にキーフレームを追加すると、キーフレームの
効果が先に評価されます。
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たとえば「スピン」ビヘイビアを使用して時計回りに回転するようにレイヤーをアニメートしてから、レイヤーが
反時計回りに回転するように「回転」パラメータにキーフレームを設定すると、レイヤーは反時計回りに回転し
ます。「Motion」では常に最初にキーフレームが評価されます。

 • ビヘイビアを使用してレイヤーをアニメートし、その後に「シミュレーション」ビヘイビアを適用すると、「シミュ
レーション」ビヘイビアが最初のビヘイビアよりも前に評価されます（その結果、「シミュレーション」ビヘイビア
の効果がなくなる場合があります）。

たとえば、「反復」（パラメータ）ビヘイビアを使用してレイヤーの「回転」パラメータをアニメートしてから、レ
イヤーに「回転ドラッグ」（シミュレーション）ビヘイビアを適用すると、レイヤーは反復しますが、「回転ドラッ
グ」ビヘイビアによるレイヤーの低速化はありません。「パラメータ」ビヘイビア（「反復」）の前に「シミュレー
ション」ビヘイビア（「回転ドラッグ」）が評価されるため、ゼロ値にドラッグが適用されます。「シミュレーション」
ビヘイビアの影響を受けるデータがありません。

参考：「スピン」ビヘイビアは「基本モーション」カテゴリに表示されますが、処理順序としては「スピン」は
「シミュレーション」ビヘイビアとして扱われます。

キーフレームとビヘイビアの結合方法については、305 ページの「キーフレームエディタ」のビヘイビアとキーフ
レームを参照してください。

ビヘイビアのタイミングを変更する

ビヘイビアのタイミングの概要
ビヘイビアのタイミングを変更することで、いつ開始するか、どのくらい持続するか、またいつ停止するかを制御す
ることができます。これには、いくつかの方法があります。「停止」パラメータビヘイビアを使って、ある 1 つのパ
ラメータに対するビヘイビアのエフェクトを停止することができます。「タイムライン」で、各ビヘイビアをトリムする
こともできます。また、ビヘイビアの中には、「始点のオフセット」パラメータを変更して、その開始を遅らせたり、
「終点のオフセット」を変更して、「タイムライン」のオブジェクトの継続時間の終点よりも前にそのビヘイビアを停
止したりすることができるものもあります。このようなビヘイビアには、「フェードイン／フェードアウト」、「縮小／拡
大」、「モーションにスナップ」ビヘイビアなどがあります。

ビヘイビアを停止する
ビヘイビアのタイミングを制御する最も簡単な方法は、「パラメータ」カテゴリにある「停止」ビヘイビアを使うこ
とです。「停止」ビヘイビアは、1 つのパラメータのアニメーションを停止します。これは、そのアニメーションが、
「キーフレームエディタ」の中のキーフレームによるものか、そのオブジェクトに適用されているビヘイビアによる
ものかは関係ありません。

293 ページの「パラメータ」ビヘイビアを追加する で説明したように、すべての「パラメータ」ビヘイビアは、オブ
ジェクトのパラメータ（「不透明度」、「位置」など）、あるいはオブジェクトそのもの（テキストやイメージなど）に
適用できます。ビヘイビアをオブジェクトに適用した場合、そのビヘイビアに特定のパラメータを（「ビヘイビア」イ
ンスペクタで）割り当てる必要があります。

パラメータのアニメーションを停止する

 1 アニメーションを停止するフレームへ再生ヘッドを移動します。

 2 影響を受けているオブジェクトを選択し、「情報」インスペクタを開きます。

 3 Control キーを押したまま停止するパラメータをクリックし、ショートカットメニューから「パラメータビヘイビアを追
加」を選択してから、「停止」を選択します。

ビヘイビアが多次元パラメータの 1 つの次元に適用されている場合は、そのパラメータの開閉用三角ボタンをク
リックし、Control キーを押しながらその次元パラメータをクリックして同じショートカットメニューにアクセスしてか
ら、「停止」を選択します。

「停止」ビヘイビアが開始されるフレームまでパラメータがアニメートされます。

参考：この方法で適用した場合、（「環境設定」の「レイヤーの作成位置」オプションの設定に関係なく）「停止」
ビヘイビアは現在のフレームに影響します。
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 4 別のパラメータに「停止」ビヘイビアを割り当てるには、「適用」ポップアップメニューから新しいパラメータを選択
します。

「停止」ビヘイビアは、そのオブジェクトの選択したパラメータに影響しているすべてのビヘイビアのアニメーション
を停止します。たとえば、「引力」、「エッジ衝突」、および「回転」の各ビヘイビアをシェイプに適用し、そのシェイ
プがあるレイヤーの「位置」パラメータに「停止」パラメータを適用した場合、シェイプは移動しなくなりますが、
回転は継続します。

そのパラメータに影響するアニメーションが、いつ停止するかを制御するには、「タイムライン」で「停止」ビヘイ
ビアをトリムします。ビヘイビアのトリムについて詳しくは、302 ページのビヘイビアをトリムするを参照してくださ
い。

「パラメータ」ビヘイビアの追加方法について詳しくは、293 ページの「パラメータ」ビヘイビアを追加する を参照
してください。

ビヘイビアをトリムする
オブジェクトにビヘイビアを適用する場合、「タイムライン」でのビヘイビアの継続時間は、デフォルトでは、適用先
のオブジェクトの継続時間になります。ただし、ビヘイビアを修正すれば、そのエフェクトの継続時間を制限できま
す。たとえば、「スピン」ビヘイビアを「リプリケータ」レイヤーに適用した場合、デフォルトではそのリプリケータ
は、レイヤーの継続時間の間、回転を続けます。「スピン」ビヘイビアのアウト点をトリムすると、新しいアウト点の
位置でスピンが停止します。

ビヘイビアをトリムすると、ビヘイビアの新しい継続時間と共にアウト点の新しい位置を示すツールヒントが表示さ
れます。

「タイムライン」でビヘイビアの継続時間を変更する

 1 「タイムライン」で、ポインタをビヘイビアのイン点またはアウト点に移動します。

 2 ポインタがトリムポインタに変わったら、以下のいずれかの操作を行います：

 • ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるには、イン点をドラッグします。

 • オブジェクトの最後よりも前にビヘイビアのエフェクトを終わらせるには、アウト点をドラッグします。

ビヘイビアのアウト点をトリムすると、アウト点以降でオブジェクトの状態が元の状態に戻ることがあります。多くの
ビヘイビアでは、アウト点をトリムするよりも、「停止」ビヘイビアを使ってオブジェクトのアニメーションを一時停止
する方がより適切な動きを得られます。ビヘイビアのエフェクトを停止し、作用を受けるオブジェクトを変化した状態
のままに保つ方法には、ビヘイビアの「始点のオフセット」および「終点のオフセット」パラメータを調整する方法
もあります。詳しくは、304 ページの「パラメータ」ビヘイビアのオフセットを変更する を参照してください。
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「シミュレーション」ビヘイビアを制御する
ビヘイビア（「モーショントラッキング」ビヘイビアを除く）は、特定のタイミングを必要としない滑らかな動きのモー
ショングラフィックスを作成するのに最も適しています。これが特に顕著なのは、最小限の調整で、プロジェクト内
の複数のオブジェクト間に複雑な相互作用を作り出すことができる「シミュレーション」ビヘイビアです。

「基本モーション」ビヘイビアとは異なり、「シミュレーション」ビヘイビアのモーションを「タイムライン」で停止し
たり、変更したりすることはできません。ただし、「タイムライン」でその継続時間を修正することで、「シミュレー
ション」ビヘイビアの速度を変えることはできます。また、ビヘイビアの開始フレームを変えることもできます。

「シミュレーション」ビヘイビアは「引力」のような自然界の作用をシミュレートするため、慣性の法則が適用され
ます。つまり、外部の力によってオブジェクトが動き始めると、そのアクティブな力が存在しなくなってもオブジェク
トは動き続けます。「シミュレーション」ビヘイビアのタイムラインバーの継続時間を変更すると、オブジェクト上の
「アクティブな」力は停止しますが、オブジェクトのモーションは停止しません。もちろん、パラメータを修正するこ
とで、「シミュレーション」ビヘイビアを制御することもできます。

次の図では、「周回」（シミュレーション）ビヘイビアが小さな青い円に適用されています。大きなオレンジ色の円
は、その円が周りを移動するオブジェクトとして割り当てられます。赤いアニメーションパスは、継続時間内で小さな
青い円が移動する軌道を表しています。「周回」ビヘイビアの継続時間は、ビヘイビアが適用される大型の円と同じ
（240 フレーム）です。

次の図では、「タイムライン」で「周回」ビヘイビアをトリムして、適用先のオブジェクトより継続時間を短く（140 
フレーム）しています。これによってアニメーションパスの形が変化しています。「周回」ビヘイビアが終了する 140 
フレームで、オブジェクト（小さな青い円）は対象の周りを移動することを停止しますが、そのままキャンバス上を
移動し続けます。つまり、「周回」ビヘイビア（アクティブな力）そのものが作用していない状態でも、円の動きは
停止しないということです。

時間軸上でビヘイビアを移動する
ビヘイビアは、継続時間を変更できるばかりでなく、それがネストされているオブジェクトを基準として、「タイムライ
ン」での位置を移動することもできます。これによって、ビヘイビアのエフェクトが始まるフレームを指定できます。

「タイムライン」でビヘイビアを移動する

 1 「タイムライン」で、ビヘイビアのバーの中ほどをクリックします。

 2 ビヘイビアを左右にドラッグして、「タイムライン」の別の位置に移動します。
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バーを移動すると、ビヘイビアの新しいイン／アウト点を示すツールヒントが表示されます。ツールヒントにはデル
タ値も表示されますが、これはバーを移動したフレーム数を示すものです。

「パラメータ」ビヘイビアのオフセットを変更する
多くの「パラメータ」ビヘイビアには、「始点のオフセット」および「終点のオフセット」という 2 つのパラメータ
が用意されています。これらは、「パラメータ」ビヘイビアのエフェクトが開始／終了するフレームを変更するときに
使います。

「始点のオフセット」スライダを使うと、「タイムライン」でその位置の最初のフレームを基準にして、ビヘイビアの
エフェクトの開始を遅らせることができます。このパラメータを調整して、「パラメータ」ビヘイビアの開始を遅くし
ます。

「終点のオフセット」スライダを使うと、「タイムライン」でその位置の最後のフレームを基準として、ビヘイビアの
エフェクトを延長することができます。エフェクトを停止するのに、「タイムライン」でビヘイビアの終了点をトリムす
る代わりに、このスライダを使うと、ビヘイビアのエフェクトをそのオブジェクトの残りの継続時間にわたって停止さ
せておくことができます。

次に「ランプ」ビヘイビアを例に、「始点のオフセット」と「終点のオフセット」パラメータの使いかたを紹介しま
しょう。

「始点のオフセット」と「終点のオフセット」パラメータを使用する

 1 シェイプなどのオブジェクトを選択します。

 2 「情報」インスペクタで、Control キーを押しながら「調整」パラメータをクリックし、ショートカットメニューから
「パラメータビヘイビアを追加」＞「ランプ」と選択します。

「ランプ」ビヘイビアが、オブジェクトの「調整」パラメータに適用され、「ビヘイビア」インスペクタが開きます。
「ランプ」ビヘイビアを使うと、アニメート可能なパラメータを徐々に変化させることができます。

 3 「始点の値」を 0 に、「終点の値」を 200 に設定して、プロジェクトを再生します。

オブジェクトの継続時間内に、オブジェクトのサイズが 2 倍になります。

 4 「始点のオフセット」を 90 に、「終点のオフセット」を 90 に設定します。

今度は、フレーム 90 になるまでオブジェクトの拡大が開始されず、「タイムライン」の最後のフレームの 90 フレー
ム手前で拡大を停止します。
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ビヘイビアにキーフレームを結合する

ビヘイビアとキーフレームの結合の概要
ビヘイビアとキーフレームは、任意のオブジェクトに同時に適用することができます。その場合、ビヘイビアから生
成される値と、パラメータに適用したキーフレームの値が結合されて、そのパラメータの最終的な値が作り出されま
す。ビヘイビアの自動的な利点とキーフレームの直接的な制御を結合して、最終的なエフェクトを実現できます。

参考：「Motion」には、キーフレームとビヘイビアの操作について、特定の順序があります。詳しくは、300 ペー
ジのビヘイビアの処理順序を参照してください。

たとえば、キーフレームを使ってアニメーションパスを作成すると、完全に予測可能でスムーズな動きを作り出せま
す。

ここで、同じオブジェクトに「ランダム化」パラメータビヘイビアを適用すると、作成したモーションパスとそのエ
フェクトが組み合わされます。その結果、アニメーションパスは全体として意図した方向に進みますが、ランダムな
変化が生じる分、面白い動きになります。

この例では、ビヘイビアとキーフレームを組み合わせてアニメーションパスを作り出す方法を示しましたが、ビヘイ
ビアとキーフレームは結合して任意のパラメータに使用することができます。

「キーフレームエディタ」のビヘイビアとキーフレーム
ビヘイビアの作用を受けているパラメータを「キーフレームエディタ」で表示すると、そのパラメータについて、2 
本のカーブが現れます。背景にある編集不可のカーブは、ビヘイビアによって影響を受けたパラメータを表していま
す。この最初のカーブには、キーフレームはありません。そのカーブの上に重なっているビヘイビアのエフェクトを
表示しているカーブは、パラメータの編集可能なカーブです。
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パラメータには、ビヘイビアをオブジェクトに適用する前または後のいずれでも、キーフレームを適用できます。す
でにビヘイビアの作用を受けているパラメータにキーフレームを適用すると、キーフレームによるカーブの値がビヘ
イビアの生成する値とフレームごとに結合されます。結果として背景のカーブによって表示される値が引き上げられ
たり引き下げられたりします。背景のカーブは、ビヘイビアのアニメーションの値を表示するだけではなく、そのパ
ラメータに作用するすべての値の合計を表示します。

Behavior effect curveEditable curve

「キーフレームエディタ」で、キーフレームを上げ下げすると、ビヘイビアが生成する値を修正することになり、背景
のカーブも引き上げられたり引き下げられたりします。

重要：「インスペクタ」に表示される、影響を受けるパラメータの値には、そのパラメータに適用されているキーフ
レームとビヘイビアが結合された値が反映されます。「インスペクタ」でパラメータの値を編集すると、キーフレー
ムが適用されているかどうかにかかわらず、基礎となっているパラメータの値が変化するだけです。その後、このパ
ラメータの値が、ビヘイビアのエフェクトと結合されて最終的な値となり、入力した値と異なることもあります。

「キーフレームエディタ」でのキーフレームの使いかたについて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を
参照してください。

キーフレームを複数のビヘイビアと結合する場合は、適用するビヘイビアの組み合わせによって、結果が予測不可
能なものになることもあります。

さらに、ビヘイビアをキーフレームに変換することもできます。キーフレームと結合しているビヘイビアを変換すると、
そのパラメータに作用しているすべてのビヘイビアとキーフレームをまとめたものが、一連のまばらなキーフレーム
に変わります（キーフレームの少ないカーブ）。その結果、「キーフレームエディタ」に表示されていた背景のカー
ブの形をそっくり写した、最終的なアニメーションのカーブを得ることができます。これらのキーフレームは、その後
「キーフレームエディタ」で編集することができます。

以下のスクリーンショットは、前の例のビヘイビアとキーフレームを、同じモーションを再現する単一のキーフレーム
設定チャンネルに変換した結果ですが、これは編集が可能な手法です。

詳しくは、307 ページのビヘイビアをキーフレームに変換するを参照してください。
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ビヘイビアのパラメータをアニメートする

ビヘイビアにキーフレームを設定する
ビヘイビアのパラメータをアニメートする際に、より詳細な制御が必要な場合は、キーフレームを使うことができま
す。たとえば、「反復」パラメータビヘイビアの「速度」パラメータにキーフレームを設定して、時間の経過と共に
反復速度を増大させ、さらに複雑なアニメーションパスを作り出すことができます。

Default Oscillate Parameter behavior  Oscillate Parameter behavior with keyframed 
Speed parameter

キーフレームパラメータについて詳しくは、444 ページのキーフレームをビヘイビアに適用するを参照してくださ
い。

ビヘイビアをキーフレームに変換する
ビヘイビアは、正確なタイミングを必要としない滑らかな動きのエフェクトに最適なものとなります。しかし、プロ
ジェクトによっては、ビヘイビアを使って作成したアニメーションエフェクトに対して制御を行いたいこともあるはず
です。このような場合、必要に応じて、いくつかのビヘイビアをキーフレームに変換することもできます。つまり、
ビヘイビアによって作成された（キーフレームのない）アニメーションカーブでも、キーフレームが設定されたアニ
メーションのカーブに変換することができるわけです。変換後は、「キーフレーム」エディタでキーフレームを修正し
てより正確なタイミングを設定することができます。

（すべてではないにしても）多くのビヘイビアは、オブジェクトの共有パラメータに作用するため、ビヘイビアをキー
フレームに変換した場合、同じオブジェクトに適用されていたほかのすべてのビヘイビアもキーフレームに変換さ
れます。これらのキーフレームは、ビヘイビアがもともと作用していた各パラメータに適用されます。さらに、ほか
のオブジェクトにも適用されているビヘイビアが、変換するオブジェクトにも作用している場合（たとえば、「引き寄
せ」や「反発」ビヘイビア）、それらのビヘイビアのエフェクトが、そのオブジェクトの変換結果のキーフレームの
値として作成されます。元のビヘイビアは、ほかのオブジェクトに適用されたままになりますが、処理後のエフェク
トが、ビヘイビアと結合されたキーフレームのために 2 倍になるということはありません。

参考：「シミュレーション」、「リプリケータ」、「パーティクル」、「テキスト」の各ビヘイビアの多くはキーフレームに
は変換できません。「渦巻き」などの「シミュレーション」ビヘイビアは、プロジェクト内のすべてのオブジェクトの
パラメータに作用しますが、このようなビヘイビアを変換すると膨大な量のキーフレームが作成されることになりま
す。このようなビヘイビアは、手動でキーフレームを使用したのでは時間がかかりすぎる、非常に複雑なモーション
を作成するために設計されています。

ビヘイビア（またはビヘイビアを適用したオブジェクト）が変換可能な場合、ビヘイビアまたはオブジェクトを選択
すると、「キーフレームに変換」コマンドが「オブジェクト」メニューに表示されます。「キーフレームに変換」コマ
ンドが選択できない状態になっている場合、そのビヘイビアからキーフレームを作成することはできません。

ビヘイビアをキーフレームに変換する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 変換するビヘイビアがあるオブジェクトを選択します。

 • 「インスペクタ」で変換するビヘイビアを選択します。
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 2 「オブジェクト」＞「キーフレームに変換」と選択します（または、Command ＋ K キーを押します）。

キーフレームへの変換を確認するダイアログが表示されます。

 3 「変換」をクリックします。

たとえ、ビヘイビアの中にオブジェクトの時間範囲に収まらないものがあっても、すべてのビヘイビアがキーフレー
ムに変換されます。

参考：個々のビヘイビアを選択的に変換することはできません。「キーフレームに変換」コマンドは、オブジェクト
に適用されているすべてのビヘイビアを変換します。

カスタムのビヘイビアを保存する／共有する

カスタムビヘイビアを保存する
後で使用する場合に備えて、カスタマイズしたビヘイビアを整理するためのカテゴリのいずれかで「ライブラリ」に
保存することができます。「ライブラリ」に保存したビヘイビアは、カスタムアイコンで表示されます。複数のビヘイ
ビアを 1 つのファイルまたは複数のファイルとして「ライブラリ」に保存することもできます。たとえば、複数のビ
ヘイビアを使うアニメーションを作成し、そのトータルなエフェクトを保存したいときは、それらすべてのビヘイビア
を 1 つの項目として「ライブラリ」内に保存することもできます。

参考：「ライブラリ」内に保存された項目は、Finder では「.molo」拡張子（「Motion Library object」）が付
いたファイルになります。これらの項目を、Finder から開くことはできません。

また、既存のカテゴリ内に新しいフォルダを作成することもできます。「よく使う項目」や「ビヘイビア」カテゴリ内
にフォルダを作成することもできます。「ビヘイビア」カテゴリ内に作成したフォルダは、「ライブラリ」のサイドバー
内に表示されます。サブカテゴリ（「基本モーション」サブカテゴリなど）で作成したフォルダは、サイドバーではな
く「ライブラリ」スタックに表示されます。

ビヘイビアを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または「ビヘイビア」のカテゴリを選択しま
す。

整理しやすいように、「よく使う項目」または「よく使う項目メニュー」カテゴリにカスタムのビヘイビアを保存する
ことをお勧めします。 

 2 カスタマイズした後、保存するビヘイビアを「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「インスペクタ」から、「ラ
イブラリ」の一番下にあるスタックの中へドラッグします。

カスタマイズしたビヘイビアを保存すると、それは「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/
Motion/Library/」フォルダに保存されます。

参考：カスタムビヘイビアを、「グロー」（「フィルタ」の）など、別のサブカテゴリにドラッグすると、「ビヘイビア」
カテゴリに入り、「ビヘイビア」カテゴリがアクティブになります。

複数のビヘイビアを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または「ビヘイビア」のカテゴリを選択しま
す。

 2 保存するすべてのビヘイビアを「レイヤー」リストで選択して、スタックまでそれらをドラッグし、ドロップメニューが
表示されるまでマウスボタンを押したままにします。

 3 ドロップメニューで「1 ファイルで全部」か「複数ファイル」を選択してからマウスボタンを放します。

「1 ファイルで全部」では、すべてのビヘイビアが一緒に保存されます。「ライブラリ」内では、1 つの項目としてリ
ストされます。「複数のファイル」を選択すると、ビヘイビアが個々のオブジェクトとして「ライブラリ」に保存され
ます。
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 4 1 つまたは複数のファイルに名前を付けるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • Control キーを押しながらアイコンをクリックし、ショートカットメニューから「名称変更」を選択して内容を示す
名前を入力します。

 • アイコンを選択し、名前の部分をクリックして内容を示す名前を入力します。

参考：Control キーを押しながらアイコンをクリックする場合は、ショートカットメニューから「説明を編集」を選択
して、「ライブラリ」に保存した項目についての独自の注釈を入力してください。

「ビヘイビア」、「よく使う項目」、または「よく使う項目メニュー」カテゴリ内にフォルダを作成する
追加のサブフォルダを作成して、カスタム項目をさらに整理できます。「ビヘイビア」カテゴリ内に作成したフォルダ
は、「ライブラリ」のサイドバー内に表示されます。

 1 「ライブラリ」を開いて、「ビヘイビア」、「よく使う項目」、または「よく使う項目メニュー」のカテゴリを選択しま
す。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ウインドウの一番下にある「新規フォルダ」ボタン（＋）をクリックします。

 • Control キーを押しながら「ライブラリ」スタックの空いている部分（「ライブラリ」の下の方の枠）をクリック
し、ショートカットメニューで「新規フォルダ」を選択します。

参考：空の領域にアクセスするのにスタックウインドウを拡張するか、アイコン表示を使う必要があるかもしれま
せん。

「ライブラリ」のサイドバー内のサブカテゴリに、「名称未設定フォルダ」が表示されます。

 3 新しいフォルダが選択されている状態で、名前の部分をクリックし、新しい名前を入力してから Return キーを押し
ます。

「ビヘイビア」のサブカテゴリにフォルダを作成する

 1 「ライブラリ」を開き、「基本モーション」などの「ビヘイビア」のサブカテゴリを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ウインドウの一番下にある「新規フォルダ」ボタン（＋）をクリックします。

 • Control キーを押しながら「ライブラリ」スタックの空いている部分（「ライブラリ」の下の方の枠）をクリック
し、ショートカットメニューで「新規フォルダ」を選択します。

新しい名称未設定フォルダが「ライブラリ」スタックに表示されます。「ライブラリ」サイドバーには新しいフォル
ダは表示されません。

 3 新しいフォルダが選択されている状態で、名前の部分をクリックし、新しい名前を入力してから Return キーを押し
ます。

ビヘイビアを、「ビヘイビア」カテゴリ内のカスタムフォルダに移動する

 m ビヘイビアを「ライブラリ」のサイドバー内の新しいフォルダまでドラッグします。

カスタムのプリセットが新規フォルダと、「すべて」サブカテゴリに追加されます。

「ビヘイビア」サブカテゴリ内のカスタムフォルダにビヘイビアを移動する

 m 「ライブラリ」スタック内の「ビヘイビア」サブカテゴリ内の新しいフォルダにビヘイビアをドラッグします。

カスタムのプリセットが新規フォルダと、「すべて」サブカテゴリに追加されます。
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カスタムビヘイビアを削除する
カスタムビヘイビアは、必要に応じてシステムから簡単に削除できます。

カスタムビヘイビアを削除する

 m 「ライブラリ」スタック内で、Control キーを押しながらカスタムビヘイビアをクリックし、ショートカットメニューから
「ゴミ箱に入れる」を選択します。

「ライブラリ」スタック内のサブカテゴリからカスタムフォルダを削除する

 m 「ライブラリ」スタック内で、Control キーを押しながらフォルダをクリックし、ショートカットメニューから「ゴミ箱
に入れる」を選択します。

OS X Finder からフォルダを削除することもできます。フォルダは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ/Application 
Support/Motion/Library/」フォルダに保存されています。

重要：カスタムオブジェクトやフォルダを削除する操作は、取り消すことができません。

「ライブラリ」のサイドバー内のカテゴリからカスタムフォルダを削除する

 m Finder で、「/ユーザ /ユーザ名/ライブラリ/Application Support/Motion/Library/」フォルダを開き、Control 
キーを押しながらフォルダをクリックし、ショートカットメニューから「ゴミ箱に入れる」を選択します。

参考：「ライブラリ」フォルダは、OS X Finder では表示されません。「ライブラリ」フォルダを表示するには、
Option キーを押したまま、「移動」＞「ライブラリ」と選択します。

ビヘイビアを別のコンピュータに移動する
カスタマイズした各ビヘイビアを Motion ライブラリにドラッグすると、それらはコンピュータの「/ユーザ /ユーザ
名 /ライブラリ/Application Support/Motion/Library/」フォルダに個別のファイルとして保存されます。たとえ
ば、「ライブラリ」の「よく使う項目」フォルダに保存した「My Motion Path」という名前のカスタムビヘイビア
は、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/Library/Favorites」フォルダに入ってい
ます。「ライブラリ」内に保存された項目は、OS X Finder では「.molo」拡張子（「Motion Library object」）
が付いたファイルになります。これらの項目を、Finder から開くことはできません。

カスタムのビヘイビアを作成して使用する場合、「Motion」をインストールしてあるほかのコンピュータに、それら
を移動することもできます。

カスタムのビヘイビアを別のコンピュータにコピーする

 m Motion のカスタムのビヘイビアをコピー先のコンピュータの「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application 
Support/Motion/Library」フォルダにコピーします。

「基本モーション」ビヘイビア

「基本モーション」ビヘイビアの概要
「基本モーション」ビヘイビアは、適用先のオブジェクトの特定のパラメータをアニメートします。位置を変化させる
ものもあれば、大きさ、回転、不透明度を変化させるものもあります。

警告：連続する「基本モーション」ビヘイビアを構築したり、そのようなビヘイビアをカメラの「フレーミング」ビ
ヘイビアの前後に配置したりすると、予期しない結果が生じることがあります。このようなビヘイビアは、ビヘイ
ビアが終了してもオブジェクトに影響を与え続けることがあり、その後のビヘイビアのアニメーションパスに影響を
及ぼします。たとえば「フレーミング」ビヘイビアが「モーションパス」の後で適用された場合、「モーションパ
ス」ビヘイビアの残留した効果が「フレーミング」ビヘイビアで生成されるアニメーションパスと結合されてしま
います。その結果、対象となるオブジェクトのフレーミングが正しく行われない可能性があります。

それぞれの「基本モーション」ビヘイビアの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）
にあるビヘイビアのリストを参照してください。
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フェードイン／フェードアウト
「フェードイン／フェードアウト」ビヘイビアでは、オブジェクトの先頭で不透明度を 0 パーセントから 100 パーセン
トに上げ、オブジェクトの最後で 0 パーセントに戻すことで、オブジェクトを徐々に表示したり消したりすることがで
きます。フェードインとフェードアウトは、「フェードイン時間」または「フェードアウト時間」の継続時間を 0 フレー
ムに設定するとエフェクトをなくすこともできます。

参考：このビヘイビアは、乗算的に作用します。つまり、「フェードイン／フェードアウト」の各パラメータが、オブ
ジェクトの現在の不透明度に掛け合わされて、最終的な透明度のレベルが決まります。

「フェードイン／フェードアウト」ビヘイビアは、アニメートされる要素を挿入したり削除したりする場合に便利です。
たとえば、ゆっくりと画面を横切るテキストに「フェードイン／フェードアウト」を適用すると、徐々に現れて、オブ
ジェクトの継続時間の最後に向かって徐々に消えていくようになります。

参考：「フェードイン／フェードアウト」ビヘイビアは、カメラやライトには適用できません。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • フェードイン時間：フレーム単位で指定するスライダです。オブジェクトの最初のフレームから始まる、不透明度 

0 パーセントから 100 パーセントへのフェードインに要する継続時間を指定します。継続時間を 0 フレームにす
ると、オブジェクトが直接表示されることになり、オブジェクトがただちに現れます。

 • フェードアウト時間：フレーム単位で指定するスライダです。オブジェクトの最後のフレームで、不透明度 100 
パーセントから 0 パーセントへのフェードアウトに要する継続時間を指定します。継続時間を 0 フレームにする
と、オブジェクトを直接非表示にすることになり、オブジェクトは、ただちに消えます。

 • 始点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるために使うスライダです。「タイムライン」内の最初
のフレームが基準になります。このパラメータを調整して、ビヘイビアの開始を遅くします。このパラメータの値
は、フレーム単位で指定します。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするために使うスライダです。
「タイムライン」内の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライン」でビ
ヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。このスライダを使って、オブジェクトの終了
位置から「フェードアウト」エフェクトの終点をオフセットします。

HUD のコントロール
HUD では、フェードインとフェードアウトの継続時間をグラフィカルなコントロールで設定できます。フェードインお
よびフェードアウトの影の付いた傾斜のある領域の中をドラッグして、エフェクトの継続時間を調整します。

参考：HUD 内で視覚的に移動できる範囲を超えてもドラッグを続ければ、フェードインおよびフェードアウトの継続
時間を延長できます。

Fade in

Fade out
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縮小／拡大
「縮小／拡大」ビヘイビアでは、オブジェクトの縮尺をアニメートして、そのサイズを時間に沿って拡大したり縮小し
たりできます。ビヘイビアの最初のフレームでは、オブジェクトは元のサイズで表示されます。エフェクトの継続時間
中にオブジェクトが拡大するか縮小するかは、ビヘイビアの設定によって決まります。縦横の伸縮率をそれぞれ独立
した値に設定することで、相似的でないエフェクトを得ることができます。

参考：「縮小／拡大」ビヘイビアは、カメラやライトに適用することはできません。

「縮小／拡大」ビヘイビアを高解像度のグラフィックスに使用して、地図や写真などのイメージをズームインすること
ができます。このビヘイビアを「投射」や「風」ビヘイビアと共に使うと、イメージにズームインしながら、パンす
ることができます。「縮小／拡大」ビヘイビアは、プロジェクト内のイメージを強調したり、強調を解除したりするも
のとして使うこともできます。たとえば、オブジェクトを大きくすることで注意を引き付けたり、オブジェクトを小さく
して視聴者の目先を新しい要素に移動させたりすることができます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 表現方法：ビヘイビアのエフェクトを「タイムライン」の継続時間中、どのように進行させるかを設定するポップ
アップメニューです。3 つのオプションがあります：

 • 一定の倍率で指定：「倍率」パラメータを使用して、一定のピクセル数／秒でオブジェクトを拡大／縮小しま
す。

 • 最終到達値で指定：「最終到着値」パラメータで、パーセントで指定されている値に元の調整値を加えた値ま
で、オブジェクトを元のサイズから拡大／縮小します。「タイムライン」に表示されているビヘイビアが短い場
合、縮小／拡大エフェクトは速くなります。

 • 自然な調整：指数曲線を使って、調整値を小さくすることでアニメーションの速度を遅く、調整値を大きくする
ことでアニメーションの速度を速くして、調整が一定の速度で行われているような錯覚を生じさせます。これは
デフォルトのオプションです。

 • 倍率／最終到達値：「表現方法」ポップアップメニューで選んだコマンドに応じて、エフェクトの速度と強度を設
定するスライダです。開閉用三角ボタンをクリックすると、縦横の比率を個別に調整するための X と Y の各スラ
イダが表示されます。

 • 湾曲：元のサイズから最終のサイズまでの加速度を調整するスライダです。「湾曲」の値を大きくすると、エフェ
クトがイーズイン／アウトします。「湾曲」は、「タイムライン」でのビヘイビアの長さから「終点のオフセット」
を引いた長さで決まるため、エフェクトの全体的な継続時間には影響を及ぼしません。

参考：「湾曲」パラメータは、「表現方法」パラメータが「自然な調整」に設定されているときは利用できませ
ん。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。
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HUD のコントロール
「縮小／拡大」の HUD は、2 つの四角形の領域からできています。まず、点線で描かれた四角形は、オブジェク
トの元のサイズを表しています。2 つ目の、単色の四角形は、相対的な伸縮率を表しています。単色の四角形の辺
をドラッグすると、オブジェクトが縮小／拡大します。スライダをドラッグすると、HUD コントロールの縮尺が調整さ
れて、エフェクトが増減します。

Zoom level of HUD

Original size

Scale To parameter

モーションパス
「モーションパス」ビヘイビアを使うと、オブジェクトが移動する際の軌道を 2D または 3D のモーションパスとして
作成できます。このビヘイビアを適用すると、モーションパスは、デフォルトでは開かれたスプライン（パスの始点
と終点の 2 点によって決まる 1 本の直線）になります。プリセットされた「パス」シェイプ（閉じられたスプライン、
ループ、矩形、波など）から選択したり、パスを定義するためにシェイプを使ったりすることもできます。モーショ
ンパスのソースとして使用したシェイプをアニメートすることもできます。

パスの X 軸、Y 軸、Z 軸に沿ってオブジェクトが移動するように、モーションパスを 3D で修正することもできます。
詳しくは、317 ページのモーションパスの作業を参照してください。

パスの最初の点は、キャンバスにあるオブジェクトの位置で、このビヘイビアの最初のフレームの位置です。Option 
キーを押しながらパスのどこかをクリックすれば、パスにベジェ点を追加し、それを操作してカーブを作成すること
で、モーションパスの形を変えることができます。

プロジェクトを再生すると、割り当てたパスに沿ってオブジェクトが移動します。（モーションパスの表示は、ステータ
スバーの「表示」ポップアップメニューから「オーバーレイを表示」を選択することで切り替えることができます。）
対象となるオブジェクトが移動する速度は、ビヘイビアの継続時間によって定義されます。速度は、「速度」パラメー
タによっても左右されます。たとえば、ビヘイビアの開始点および終了点付近に加速や減速を追加するなどして、オ
ブジェクトの速度を変更できます。さらに、オブジェクトがパスに沿ってどのように移動するかを定義するカスタムプ
リセットも作成できます。

参考：「パスシェイプ」のオプションを切り替えると、「インスペクタ」と HUD には、選択したオプション固有のパ
ラメータが表示されます。
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「モーションパス」ビヘイビアは、「キーフレームエディタ」を使わなくても予測可能な動きを作り出すことができる
簡単な方法です。また、再利用可能なモーションパスを作成して、将来使うために「ライブラリ」に保存しておくこ
とができる、優れた手段でもあります。

「モーションパス」ビヘイビアをオブジェクトに追加すると、「項目を調整」ツールが選択され、ポイントを追加し、
ポイントごとにある「ベジェ」（または「B スプライン」）コントロールを使ってカーブを調整して、キャンバス内で
デフォルトパスを修正できるようになります。キャンバスでは、プリセットされているモーションパスのシェイプ（「矩
形」や「波」など）を移動したりサイズを変更したりすることもできます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • パスシェイプ：オブジェクトが移動するパスのシェイプを定義するポップアップメニューです。以下のパスシェイプ
のいずれかを選択します：

 • 開いたスプライン：デフォルトのシェイプで、パスの最初と最後にある 2 つのポイントによって指定された直線
的なパスです。「ベジェ」コントロールポイントまたは「B スプライン」コントロールポイントのいずれかを選択
できます。ポイントを追加したいパスを、Option キーを押しながらクリック（またはダブルクリック）します。

 • 閉じたスプライン：最初のポイントと最後のポイントが同じ場所にある閉じたパスです。「ベジェ」コントロー
ルポイントまたは「B スプライン」コントロールポイントのいずれかを選択できます。ポイントを追加したいパ
スを、Option キーを押しながらクリック（またはダブルクリック）します。

 • 円：「閉じたスプライン」の簡略化バージョンで、X 半径または Y 半径を調整することにより、円または楕円
を作成できます。シェイプのサイズを変更するには、円または矩形のモーションパスの外側のコントロールポイ
ントを使用します。

 • 矩形：幅と高さを調整することによってスクエアまたは矩形を作成できる閉じられたパスです。

 • 波：パスの最初と最後の 2 つのポイントによって指定される波形のパス（正弦波）で、「終点」、「振幅」、「周
波数」、「位相」、および「ダンプ」の各パラメータによって制御されます。

 • ジオメトリ：シェイプまたはマスクに基づいたパス。オブジェクトはシェイプまたはマスクのエッジに沿って移動
します。次の図では、左側のシェイプのアウトラインが、右側に示すコンポジション内のモーションパスとして
使用されています。

参考：「パスシェイプ」パラメータはパス上のテキストと同じように動作します。パス上のテキストでの作業につ
いて詳しくは、644 ページのパス上のテキストを変更するを参照してください。
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 • シェイプのタイプ：「パスシェイプ」を「開いたスプライン」または「閉じたスプライン」に設定したときに使用
できるポップアップメニューです。パスの操作方法（「ベジェ」または「B スプライン」のどちらのコントロールポ
イントを使うか）を設定します。

 • ベジェ：ベジェハンドルをドラッグして手動でパスを操作できます。

参考：ベジェカーブの作成および調整について詳しくは、833 ページのベジェのコントロールポイントを編集する
を参照してください。

 • B スプライン：B スプラインのコントロールポイントをドラッグしてパスを操作できます。また、ポイントそのも
のがシェイプの表面に配置されることもありません。その代わり、B スプラインの各コントロールポイントはシェ
イプの表面からオフセットした位置にあり、シェイプのその部分を磁石のように自らの方向に引き寄せてカーブ
を形成します。B スプラインは非常に滑らかです。デフォルトでは、B スプラインのシェイプには鋭角がありま
せんが、必要であれば鋭角のカーブを作成することができます。

参考：B スプラインカーブの操作について詳しくは、835 ページの B スプラインのコントロールポイントを編集
するを参照してください。

 • 半径：「パスシェイプ」を「円」に設定したときに使用できるスライダです。このスライダを使って、パスの円の
サイズを設定します。開閉用三角ボタンをクリックして、X 半径と Y 半径を個別に調整します。

参考：「モーションパス」ビヘイビアを選択した状態で、オンスクリーンコントロールポイントをドラッグして、円
のサイズを変更することもできます。Shift キーを押しながらドラッグして、X 半径と Y 半径を均等にサイズ変更
します。

 • サイズ：「パスシェイプ」を「矩形」に設定したときに使用できるスライダです。このスライダを使って、パスの
矩形のサイズを設定します。開閉用三角ボタンをクリックして、X の縮小／拡大値と Y の縮小／拡大値を個別に
調整します。

参考：「モーションパス」ビヘイビアを選択した状態で、オンスクリーンコントロールポイントをドラッグして、矩
形のサイズを変更することもできます。Shift キーを押しながらドラッグして、X 縮小／拡大値と Y 縮小／拡大値
を均等にサイズ変更します。

 • オフセット：パスシェイプを「円」、「矩形」、または「ジオメトリ」に設定した場合に使用できるスライダです。パ
ス上でのオブジェクトの開始位置を設定します。

 • 終点：パスシェイプを「波」に設定した場合に使用できる値スライダです。波のパス上にあるデフォルトの点 2 
つを設定します。波のオンスクリーンコントロール（「モーションパス」ビヘイビアを選択した場合、デフォルトで
アクティブになっています）を使って終点を調節することもできます。左側の終点を動かすとパス全体が移動しま
す。右側の終点を動かすとパスが長くなったり、短くなったり、傾いたりします。

 • 振幅：パスシェイプを「波」に設定した場合に使用できるスライダです。波の最高点と最低点の中間を指定しま
す。大きな値を設定すると、波の振幅が大きくなります。

 • 周波数：パスシェイプを「波」に設定した場合に使用できるスライダで、波の数を設定します。大きな値を設定
すると、波の周波数が大きくなります。

 • 位相：パスシェイプを「波」に設定した場合に使用できるダイヤルです。パスの始点および終点からの波のオフ
セットの角度を定義します。「位相」を 0 度（デフォルト）に設定すると、波の始まりと終わりが波の最高点と最
低点の中間になります。「位相」を 90 度に設定すると、波の始まりと終わりが波の最高点になります。-90 度に
設定すると、波の始まりが波の最低点になります。180 度に設定すると、0 度に設定した場合と同様になります
が、動きは反転されます。
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 • ダンプ：パスシェイプを「波」に設定した場合に使用できるスライダです。波の動きを段階的に消滅させます。
正値に設定すると、波は前向きに消滅します（左から右へ）。負値に設定すると、波は後ろ向きに消滅します（右
から左へ）。次の図に、波のモーションパスに適用されている正のダンプを示します。

 • シェイプに吸着：パスシェイプを「ジオメトリ」に設定した場合、このチェックボックスを選択すると、モーション
パスがソースシェイプに沿って移動します。ソースシェイプは元の位置のままです。無効にすると、モーションパ
スをソースシェイプ以外の位置に配置できます。

参考：「シェイプに吸着」をオンにすると、オブジェクトを別の場所に移動できなくなります。

ヒント：アニメーションパスのすべての位置の変化に対してオブジェクトの向きを合わせるには、「モーション」ビ
ヘイビアに「モーションにスナップ」を適用します。詳しくは、322 ページのモーションにスナップを参照してく
ださい。

 • シェイプソース：パスシェイプを「ジオメトリ」に設定した場合に使用できるオブジェクトウェルです。モーション
パスのソースとして使用するオブジェクト（シェイプまたはマスク）を指定します。すぐ横の「対象」ポップアップ
メニューから使用できるシェイプを選ぶか、シェイプを「レイヤー」リストからオブジェクトウェル内にドラッグし
ます。

 • 方向：パスに沿ったオブジェクトの向きを定義するポップアップメニューです。次の 2 つのオプションがあります：

 • 正方向：オブジェクトは、パスに沿って正方向に（始点から終点方向に）移動します（始点は、「オフセット」
パラメータの設定によります）。

 • 逆方向：オブジェクトは、パスに沿って逆方向に（終点から始点方向に）移動します（開始位置は、「オフセッ
ト」パラメータの設定によります）。

参考：「オフセット」パラメータは、「パスシェイプ」が「円」か「矩形」に設定されているときに利用できます。

 • 速度：モーションパスの始点から終点へのオブジェクトの速度を定義するポップアップメニューです。選択肢は 8 
つあります：

 • 一定：オブジェクトは、モーションパスの最初のポイントから最後のポイントへ一定の速度で移動します。

 • イーズイン：オブジェクトは、モーションパスの始点では低速で、その後一定の速度に達するとモーションパス
の終点まで、その速度を保ちます。

 • イーズアウト：オブジェクトは、モーションパスの始点から一定の速度で動き、その後、徐々に減速して、モー
ションパスの終点で停止します。

 • イーズイン／アウト：オブジェクトは、モーションパスの始点からゆっくり加速し、その後、徐々に減速して、
モーションパスの終点で停止します。

 • 加速：オブジェクトが、加速しながらパスに沿って移動します。

 • 減速：オブジェクトが、減速しながらパスに沿って移動します。

 • 自然：オブジェクトがパス上を移動する速度が、パスのシェイプによって決まります。たとえば、パスが U 形の
カーブの場合、U の下部に向かって移動する際は速くなり、エッジを登る際は速度が落ちます。

 • カスタム：オブジェクトの速度のキーフレームを 0 ～ 100 パーセントの間で設定することで、オブジェクトの速
度を定義します。つまり、オブジェクトのパスに沿った時間上の位置を設定します。
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 • カスタム速度：「速度」を「カスタム」に設定した場合に使用できるスライダです。「キーフレームエディタ」で
「カスタム速度」の速度カーブを変更します。たとえば、カスタム値をキーフレームにすれば、オブジェクトをパ
スの特定の位置まで進めた後にバックさせ、その後にまた前進させ、アニメーションの最後に達するまでそれを
繰り返すといった動きを作成することができます。

 • 速度を適用：ビヘイビアの継続時間中、「速度」パラメータ（速度）をどのように適用するかを指定するポップ
アップメニューです。（「速度を適用」パラメータの効果を得るには、「ループ」の値を 2 以上に設定する必要が
あります。）選択肢は 2 つあります：

 • ループごとに 1 回：「速度」パラメータによって定義された速度が 1 周ごとに適用されます。たとえば、「ルー
プ」を 3 に設定し、「速度」を「加速」に設定した場合、パスを 1 周するごとにオブジェクトは加速を繰り返
します。速度は「ループ」の設定にかかわらず、継続時間全体に適用されます。

 • 継続時間全体：ビヘイビアの継続時間全体に対して、「速度」パラメータによって定義された速度が 1 回適用
されます。たとえば、「ループ」を 3 に設定し、「速度」を「加速」に設定すると、パス上の 1 周目ではオブ
ジェクトは加速しますが、2 周目と 3 周目は加速しません。

 • ループ：ビヘイビアの継続時間中、オブジェクトがモーションパス上を移動する回数を設定するスライダです。オ
ブジェクトがパスを複数回移動（またはピンポン）するには、「ループ」の値は 2 以上に設定しておく必要があ
ります。

 • 終了時の状態：モーションパスの終点に到達した後のオブジェクトの状態を定義するポップアップメニューです。
次の 2 つのオプションがあります：

 • 繰り返し：オブジェクトは、「ループ」パラメータで指定された回数、モーションパスに沿って移動します。

 • ピンポン：オブジェクトは、パスの終点に達するまでパスに沿って移動し、そこからパスの始点まで逆方向に移
動します。「ピンポン」の回数は、「ループ」パラメータによって定義されます。

 • コントロールポイント：パスシェイプが「開いたスプライン」または「閉じたスプライン」の場合に使用できる
値スライダです。モーションパスのコントロールポイントの X、Y、Z 座標を設定します。（開閉用三角ボタンをク
リックすると、X、Y、および Z の個別の値スライダが表示されます。）

参考：コントロールポイントに「パラメータ」ビヘイビアを適用することはできません。

モーションパスの作業
次の作業では、「モーションパス」ビヘイビアをカスタマイズする方法を示します。

オブジェクトとモーションパスを移動する

 m （「モーションパス」ビヘイビアではなく）オブジェクトを選択し、キャンバスでオブジェクトを移動します。

オブジェクトをパスから引き離す
デフォルトでは、オブジェクトはアンカーポイントによってモーションパスにロックされています。

 m ツールバーから「アンカーポイント」ツールを選択し、キャンバス内でアンカーポイントをドラッグします。

「アンカーポイント」ツールの使いかたについて詳しくは、215 ページの「アンカーポイント」ツールを使用する を
参照してください。

参考：「オフセット」パラメータを個別に設定すると、オブジェクトの開始位置をモーションパス上でオフセットするこ
とができます（ただし、パスからオブジェクトをオフセットするわけではありません）。
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「モーションパス」シェイプにジオメトリシェイプを使う
ビヘイビアやキーフレームを使ってアニメートされるシェイプを、モーションパスのソースとして使用することもでき
ます。これには、アニメートされる変形（キャンバス内で位置を変えるシェイプ）や、アニメートされるコントロール
ポイント（キーフレーム化されたコントロールポイントによってシェイプを変えるシェイプ）が含まれています。

 1 パスのソースとして使うシェイプを読み込みます（または描画します）。

 2 「パスシェイプ」ポップアップメニューから「ジオメトリ」を選択します。

「インスペクタ」または HUD に「シェイプソース」ウェルが表示されます。

 3 「レイヤー」リストからシェイプソースウェルにシェイプをドラッグします。

 4 ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

ウェルにシェイプのサムネールが表示され、モーションパスのソースシェイプとしてそのシェイプが使用されます。

参考：「レイヤー」リストでソースシェイプを無効にして（アクティブ化チェックボックスの選択を解除して）、ソース
シェイプがプロジェクトに表示されないようにすることができます。

「モーションパス」シェイプとして別のジオメトリソースを選択する

 m 「対象」ポップアップメニュー（「シェイプソース」オブジェクトウェルの横にある）から、モーションパスのシェイプ

ソースとして使用するオブジェクトを選択します。

参考：オブジェクトの向きをモーションパスのシェイプに合わせて調整したいときは、「モーションにスナップ」ビヘ
イビア（「ビヘイビア」の「基本モーション」サブカテゴリ）を適用します。

「カスタム速度」パラメータを使う

 1 「インスペクタ」または HUD で、「速度」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

「カスタム速度」パラメータが使用可能になります。デフォルトでは、ビヘイビアの最初と最後のポイントにキーフ
レームが設定され、0 パーセントから 100 パーセントのアニメーションを作成できます（ここで、0 パーセントでは
オブジェクトがパスの先頭に位置し、100 パーセントではオブジェクトがパスの最後に位置します）。これは、「一定」
プリセットで使う速度と同じです。

 2 記録を有効にします（A キーを押します）。

参考：記録を有効にすると、キーフレーム化が可能なすべてのパラメータ値スライダに薄い赤色が付いて、入力し
た値の変更によってキーフレームが作成されることが警告されます。

 3 キーフレームを作成する位置に再生ヘッドを移動して、「カスタム速度」フィールドに値を入力します。

たとえば、値を 90 にすると、モーションパスの 90 パーセント分だけ、オブジェクトが移動します。

 4 目的の結果が得られるまで、再生ヘッドを移動させ、キーフレームの追加を続けます。

参考：カスタム速度を作成した後、「速度」パラメータをプリセット（「一定」など）に変更した場合、カスタムな
速度チャンネルは無視されますが、設定自体は元のまま残ります。

3D 空間でモーションパスを調整する
モーションパスを 3D 空間で修正する最も簡単な方法は、カメラをプロジェクトに追加し、修正したカメラ表示内で
パスを操作する方法です。

 1 プロジェクトにカメラがない場合は、以下のいずれかを実行してカメラを追加します。

 • ツールバーの「新規カメラ」ボタンをクリックします。

 • 「オブジェクト」＞「新規カメラ」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ C キーを押します）。

参考：プロジェクトグループの中に 3D に設定されているグループが 1 つもない場合は、2D のグループを 3D 
のグループに切り替えるかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。「3D に切り替え」をクリックすると、カメ
ラをグループに適用できます。
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 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバスの左上角にある「カメラ」ポップアップメニューからカメラ表示を選択します（デフォルトオプションは、
「アクティブカメラ」になっています）。この例では、「上」表示を使います。

 • 「アクティブカメラ」表示（またはその他の表示）が選択されている状態で、「周回」ツール（キャンバスの右上
角にある 3D 表示ツール内の中央のツール）を使って、カメラを回転させます。

参考：カメラが選択されているときに、いずれかの 3D 表示ツールを使用すると、カメラの表示だけでなく、カ
メラそのものも移動します。

カメラ表示によっては、パス上のオブジェクトが見えない場合があります。たとえば、オブジェクトが X または Y 
空間で回転していない状態で「上」表示にすると、カメラはオブジェクトを真上から垂直（Y 軸方向）に見下ろ
すことになります。この状態でも、モーションパスとそのポイントは、「モーションパス」ビヘイビアが選択されて
いる限り表示されます。

次のイメージに示すように、モーションパスは上から見ると平らに表示されます。この時点では、オブジェクトは 
X と Y 空間でしか移動しません。

 3 コントロールポイントを上下にドラッグして、オブジェクトを Z 空間で移動します。

次のイメージに示すように、パスは平らではなくなります。このオブジェクトは、X、Y、および Z 空間で移動でき 
ます。

67% resize factor



 第 9 章    ビヘイビア 320

コントロールポイントの位置を特定の値で指定したいときは、「モーションパス」ビヘイビアパラメータで「コント
ロールポイント」の開閉用三角ボタンをクリックします。最初の値フィールドは X 値を、2 番目の値フィールドは Y 
値を、3 番目の値フィールドは Z 値を示します。

 4 カメラ表示をリセットするには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 調整に使った 3D 表示ツールをダブルクリックします。たとえば、「周回」ツールを使って現行のカメラを回転さ
せた場合は、「周回」ツールをダブルクリックすると、カメラがリセットされます。

 • デフォルトのカメラ表示（「上」、「右」、「左」など）を選択した場合（それに修正を加えた場合も）、「カメラ」
メニューから「アクティブカメラ」を選択するか、「表示」＞「3D 表示」＞「アクティブカメラ」と選択します。

 • カメラが選択されている状態で、「情報」インスペクタで「リセット」ボタンをクリックします。

移動
「移動」ビヘイビアは、キャンバス内に、オブジェクトまたはグループが直線的に向かって行くか離れて行く基準とな
る場所を作成するポイントを配置します。ほかのビヘイビアと一緒に使えば、「移動」で複雑なモーションを作成で
きます。たとえば、次の図では、「周回」ビヘイビアが飛行機のシェイプに適用されています。

次の図では、「移動」ビヘイビアが飛行機のシェイプに適用されています。「移動」のパスの移動先ポイントは、円
の中心にあります。飛行機は（「周回」ビヘイビアに従って）周回しますが、同時に（「移動」ビヘイビアに従って）
ターゲットの中心に近付いていくため、渦巻きのモーションパスが生成されます。

ヒント：「移動」ビヘイビアはカメラを使わなくてもカメラの動きをシミュレートできるため、3D モードでは便利で
す。たとえば、Z 空間でオフセットされたオブジェクトを含むグループに「移動」ビヘイビアを適用すると、移動（ド
リー）撮影のような動きを作ることができます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 位置：対象ポイントの X、Y、Z の各位置を定義する値スライダです。ターゲット（「移動」のパスの終点）はデ
フォルトでキャンバスの中心に配置されます。

参考：「項目を調整」ツールを使って、対象ポイントをキャンバス内でドラッグすることもできます。

 • 強度：対象に向かってオブジェクトが移動する速度を指定するためのスライダです。値を 0 にすると、オブジェク
トはまったく動きません。値を大きくするほど、より速くオブジェクトが移動します。

 • 方向：オブジェクトが対象ポイントに近付く方向に移動するか、ポイントから離れる方向に移動するかを設定する
ポップアップメニューです。
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 • 速度：キャンバスの位置から対象の位置までオブジェクトが移動する速度を定義するポップアップメニューです。選
択肢は 6 つあります：

 • 一定：オブジェクトが、現在の位置から対象に向かって一定の速度で移動します。

 • イーズイン：オブジェクトが低速で移動を開始し、対象に向かう途中で一定の速度に到達してそれを維持しま
す。

 • イーズアウト：オブジェクトが一定の速度で移動を開始し、徐々に減速して、対象に到達した時点で停止しま
す。

 • イーズイン／アウト：オブジェクトが徐々に加速しながら始動し、減速して、対象に到達した時点で停止します。

 • 加速：オブジェクトが、対象に向かって加速しながら移動します。

 • 減速：オブジェクトが、対象に向かって減速しながら移動します。

参考：オブジェクトの対象への移動速度を落とすには、「タイムライン」または「ミニタイムライン」で「移動」
ビヘイビアの継続時間を長くします。逆に、オブジェクトをより速く移動させたいときは、ビヘイビアの継続時間
を短くします。

対面
「対面」ビヘイビアは、オブジェクトまたはグループを対象ポイントに向かせます。「対面」ビヘイビアと「移動」ビ
ヘイビアを組み合わせて使えば、特定の方向に（または互いに）移動するだけでなく、対象の方を向いて移動する
アニメーションを作成できます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • オブジェクト：対象となるオブジェクトを指定するオブジェクトウェルです。対象となるオブジェクトを設定するに
は、オブジェクトを「レイヤー」リストからこのオブジェクトウェルまでドラッグします。オブジェクトを「レイヤー」
リストから「対面」ビヘイビア上にドラッグしてもかまいません。

 • トランジション：オブジェクトの最初の向きから対象となるオブジェクトの中央を向くまでにかかる時間を決定する
ためのスライダです。このパラメータは、オブジェクトが移動している対象オブジェクトの方向に向きを変える場
合に便利です。

300 フレームのプロジェクトで「トランジション」を 50 ％に設定した場合、対象となるオブジェクトが移動してい
ないと、「対面」オブジェクトは 150 フレームをかけて対象となるオブジェクトの中央に向きを変え（向きを合わ
せ）、ビヘイビアの残りの継続時間は移動しません。トランジションを 100 ％に設定した場合、「対面」オブジェ
クトが対象となるオブジェクトの中央に向きを変えるまでに 300 フレームかかります。「対面」ビヘイビアの継続
時間が 100 フレームの場合に「トランジション」を 50 ％に設定すると、「対面」オブジェクトが対象となるオブ
ジェクトに向きを変えるまで 50 フレームかかります。

300 フレームのプロジェクトで「トランジション」を 50 ％に設定した場合、対象となるオブジェクトがアニメート
されていると、「対面」オブジェクトは 150 フレームをかけて対象となるオブジェクトの中央に向きを変え（向き
を合わせ）、ビヘイビアの残りの継続時間、アニメートされている対象オブジェクトの後を追い続けます。トラン
ジションを 100 ％に設定した場合、「対面」オブジェクトが対象となるオブジェクトの中央に向きを変えるまでに 
300 フレームかかります。

 • 速度：キャンバスの位置から対象の位置までオブジェクトが移動する速度を定義するポップアップメニューです。選
択肢は 6 つあります：

 • 一定：オブジェクトが、現在の位置から対象に向かって一定の速度で移動します。

 • イーズイン：オブジェクトが低速で移動を開始し、対象に向かう途中で一定の速度に到達してそれを維持しま
す。

 • イーズアウト：オブジェクトが一定の速度で移動を開始し、徐々に減速して、対象に到達した時点で停止しま
す。

 • イーズイン／アウト：オブジェクトが徐々に加速しながら始動し、徐々に減速して、対象に到達した時点で停止
します。

 • 加速：オブジェクトが、対象に向かって加速しながら移動します。

 • 減速：オブジェクトが、対象に向かって減速しながら移動します。
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 • 座標軸：オブジェクトの X、Y、または Z 座標軸での回転を調整するポップアップメニューです。デフォルトの座
標軸は Z です。このパラメータは、移動が終了した後、どの座標軸が対象の方向を向くかを指定するものとなり
ます。

 • 座標軸を反転：オブジェクトを反転させて適切な方向を向くようにするチェックボックスです。オブジェクトが正し
い座標軸で調整されているにもかかわらず、反対向きになっている場合は、このチェックボックスを選択します。

モーションにスナップ
このビヘイビアは、アニメーションパスに沿ったオブジェクトの位置のさまざまな変化と一致するように、オブジェク
トの回転を調整します。「モーションにスナップ」は、オブジェクトの位置をアニメートするビヘイビアと結合するか、
キーフレームによって独自に作成したアニメーションパスと結合するために使用します。

次の例では、飛行機のグラフィックスが渦巻きのモーションパスに沿って飛行しています。グラフィックスの方向は変
化しませんが、これは、影響を受けるのが「位置」パラメータだけだからです。

飛行機のグラフィックスに「モーションにスナップ」ビヘイビアを追加すると、「回転」パラメータが影響を受け、グ
ラフィックスが動きの方向を向くようになります。追加のキーフレーム設定は必要ありません。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 回転軸：オブジェクトの回転軸を X、Y、Z の中から選択できるポップアップメニューです。「すべて」を選択して、
すべての軸に対してオブジェクトを回転させることもできます。デフォルトの回転軸は Z です。「すべて」を選択
した場合、加速方向はジェットコースターと同じように「上」になります。

 • 座標軸：オブジェクトを上下と左右のどちらの座標軸で調整するかを指定するためのポップアップメニューです。

 • 座標軸を反転：オブジェクトを反転させて適切な方向を向くようにするチェックボックスです。オブジェクトが正し
い座標軸で調整されているにもかかわらず、反対向きになっている場合は、このチェックボックスを選択します。 

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。たとえば、「終点のオフセット」を 60 に設定す
ると、オブジェクトはタイムラインにおいて、ビヘイビアの最後から 60 フレーム前までに、パスの方向にアクティ
ブにスナップします。
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スピン
「スピン」ビヘイビアは、1 つの座標軸上でスピンするオブジェクトの回転をアニメートします。カスタムな座標軸コ
ントロールを使えば、回転は主座標軸（X、Y、Z）だけに限定されなくなります。適用先のオブジェクトの継続時
間よりも短くなるように「スピン」ビヘイビアの終了点をトリムしている場合、そのオブジェクトの「回転」パラメー
タに作用しているビヘイビアやキーフレームがほかにない限り、そのオブジェクトはビヘイビアの最後のフレームの
角度を維持します。

「スピン」ビヘイビアの用途は明白ですが、このビヘイビアの別の使い道として、アンカーポイントが中心にないオ
ブジェクトに使用する方法があります。オブジェクトはアンカーポイントの周囲を回転するので、「スピン」ビヘイビ
アを適用する前にオブジェクトのアンカーポイントを変更すると、動きかたを変えることができます。オブジェクトの
アンカーポイントを変更する方法について詳しくは、215 ページの「アンカーポイント」ツールを使用する を参照し
てください。

参考：「スピン」ビヘイビアは「基本モーション」カテゴリに表示されますが、「Motion」の処理順序としては「ス
ピン」は「シミュレーション」ビヘイビアとして扱われます。詳しくは、300 ページのビヘイビアの処理順序を参照
してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：グループ、パーティクルエミッタ、テキストなどの複数のオブジェクトを含むオブジェク
トに「スピン」を適用した場合に使用できるチェックボックスです。レイヤーやグループ内の各オブジェクトを個
別のオブジェクトとして回転します。このチェックボックスの選択を解除すると、レイヤーまたはグループ全体が均
等にスピンします。

 • 表現方法：ビヘイビアのエフェクトを「タイムライン」の継続時間中、どのように進行させるかを設定するポップ
アップメニューです。選択肢は 2 つあります：

 • 一定の倍率で指定：「速度」パラメータを使用して、一定の度数／秒でオブジェクトをスピンさせます。

 • 最終到達値で指定：「タイムライン」でのビヘイビアの継続時間内に「最終到達値」パラメータで指定されて
いる角度までオブジェクトをスピンさせます。

 • 速度／最終到達値：オブジェクトが回転する速度を制御するダイヤルです。「表現方法」が「一定の倍率で指定」
に設定されている場合、「速度」は、1 秒間に一定の倍率で上昇する回転の速度（度）を指定するものになりま
す。「表現方法」が「最終到達値で指定」に設定されている場合、「最終到達値」は、オブジェクトの継続時間
中に回転する角度を指定するものになります。負の値に設定すると時計回りの動きになり、正の値に設定すると
反時計回りの動きになります。

 • 座標軸：オブジェクトが X、Y、Z のどの座標軸の周りを回転するかを設定するためのポップアップメニューです。
「カスタム」を選択すると、新たに「経度」パラメータと「緯度」パラメータが追加されます。次の図では、「ス
ピン」ビヘイビアの HUD コントロールが Z 軸に設定されています。
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「座標軸」を「カスタム」に設定すると、「経度」および「緯度」パラメータが追加されます。これらのパラメー
タにより、（X、Y、Z の座標軸に固定して回転させるのではなく）オブジェクトに角度を付けて回転させることが
できるようになります。

次のイメージは、経度および緯度と「スピン」HUD コントロールとの関係を示しています。

Y

X

Z

Latitude

Longitude

 • 経度／緯度：「座標軸」を「カスタム」に設定した場合に使用できるダイヤルです。回転の座標軸を指定しま
す。

HUD のコントロール
「スピン」ビヘイビアの HUD には、外側のリングと内側のコントロールがあります。外側のリングに沿ってドラッグ
すれば、オブジェクトがスピンするときの方向と速度を示す矢印を操作できます。矢印の長さを調整して、スピンす
るときの速度を変更します。リングに沿って複数回ドラッグすると、スピンの速度が上がります。

内側の矢印は、オブジェクトやグループがスピンする軸を制御します。内側のコントロールをドラッグすると、オブ
ジェクトのスピンの経度と緯度を、度数単位に調整できる球体のコントロールが使用可能になります。
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参考：リングに沿って複数回、矢印を回転させると、オブジェクトをより速く回転させることができます。

Controls direction 
and speed of spin

投射
「投射」ビヘイビアは、オブジェクトを動かす最も単純な方法です。各コントロールでは、ビヘイビアの最初のフ
レームでオブジェクトに 1 回だけ作用する力の速度と方向を調整することができます。最初にこの力が加えられた後、
「投射」ビヘイビアの継続時間にわたってオブジェクトは、同じ速度で一直線に動きます。

「投射」ビヘイビアを使った簡単な例として、画面の外にある一連のオブジェクトを動かして、画面上を横切らせる
動作があります。「縮小／拡大」や「フェードイン／フェードアウト」などの、ほかのビヘイビアと一緒に使うと、1 
つのパラメータにもキーフレームを設定することなく、洗練された動く要素を作り出すことができます。

また、「投射」ビヘイビアは、シミュレーションでオブジェクトを動かす際にも役立ちます。たとえば、「引き寄せ」や
「反発」ビヘイビアが適用されているほかのオブジェクトを通り越すように動かすことができます。「投射」ビヘイビ
アは、適用先のオブジェクトを動かすための力をビヘイビアの最初のフレームで 1 回加えるだけなので、適用先の
オブジェクトに一緒に作用しているほかのビヘイビアの方が、その動きにより大きく影響します。

重要：「投射」ビヘイビアは、持続的な力を及ぼすものではありません。また、キーフレームを適用することもでき
ないため、方向や速度を変更することもできません。方向や速度に、キーフレームによる変更を加えるには、「風」
ビヘイビアを使います。より複雑なアニメーションパスを作成するには、「モーションパス」ビヘイビアを使います。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：グループ、パーティクルエミッタ、テキストなどの複数のオブジェクトを含むオブジェク
トに「投射」を適用した場合に使用できるチェックボックスです。親オブジェクト内の各オブジェクトは個別のオブ
ジェクトとして移動します。このチェックボックスの選択を解除すると、レイヤーまたはグループ全体が一体となっ
て移動します。

 • 表現方法：ビヘイビアのエフェクトを「タイムライン」の継続時間中、どのように進行させるかを設定するポップ
アップメニューです。選択肢は 2 つあります：

 • 一定の倍率で指定：オブジェクトの速度を、「速度」パラメータに指定された一定のピクセル数／秒の値に設
定します。

参考：キャンバスに非正方形ピクセルのイメージが表示されている場合、垂直方向の速度はピクセル数／秒で表
され、水平方向の速度は視覚的に同等の速度で表されます。

 • 最終到達値で指定：オブジェクトが元の位置から「最終到達値」パラメータに指定された距離（ピクセル）だ
け移動します。

 • 速度／最終到達値：「表現方法」ポップアップメニューでの設定に応じて、速度または距離のいずれかを設定す
るスライダです。「表現方法」が「一定の倍率で指定」に設定されている場合は、「速度」スライダで、オブジェ
クトが X、Y、Z 空間で移動する速度を一定に設定します。「表現方法」が「最終到達値で指定」に設定されて
いる場合、「最終到達値」スライダで、オブジェクトが継続時間内に X、Y、Z 空間で移動する距離（ピクセル）
を設定します。このスライダの上限は 100 ピクセルに制限されています。100 以上の値を指定するときは、値ス
ライダを使用します。
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HUD のコントロール
2D の HUD では、円形の領域内の矢印をドラッグして、「投射」ビヘイビアの方向と速度を指定できます。矢印の
向きが X と Y 空間での移動の方向を定義し、矢印の長さが速度を定義します。スライダで HUD のコントロールの
大きさを調整して、方向や速度のコントロールのエフェクトを調整します。

Controls direction 
and speed of throw

Adjusts the scale of 
the direction control, 
affecting speed

「3D」ボタンをクリックすると、追加の 3D 用コントロールが表示されます。中央の矢印は、オブジェクトが 3D 空
間（X、Y、Z 軸）に投射される際の方向を定義します。速度スライダを使うと、投射されるオブジェクトの速度を
増減させることができます。

Adjusts velocity of throw

Adjusts direction in X, Y, 
and Z space

2D および 3D いずれのモードの HUD でも、Shift キーを押したまま矢印をドラッグすると、矢印の向きが 45 度
単位でしか切り替わりません。2D の HUD で Command キーを押すと、長さはそのままで矢印の向きだけが変
わります。

参考：HUD で指定できる最高速度は、指定できる範囲の最高速度ではありません。「ビヘイビア」インスペクタに
ある「速度」／「最終到達値」パラメータには、より大きな値を入力することができます。
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「パラメータ」ビヘイビア

「パラメータ」ビヘイビアの概要
「パラメータ」ビヘイビアは特定のオブジェクトパラメータに適用され、それらのエフェクトはそのパラメータのみに
限定されます。同じ「パラメータ」ビヘイビアでも、別のパラメータに追加すると異なるエフェクトになります。た
とえば、あるオブジェクトの「不透明度」に「反復」ビヘイビアを適用すると、オブジェクトはフェードイン／アウト
を繰り返しますが、「回転」に「反復」を適用すると、オブジェクトは前後に揺れるような動きをします。また、「パ
ラメータ」ビヘイビアは、フィルタのパラメータ、ジェネレータのパラメータ、パーティクルシステムのパラメータ、
さらにほかのビヘイビアのパラメータへ適用することができます。この種類のビヘイビアには、「反復」、「ランダム
化」、「反転」などがあります。

それぞれの「パラメータ」ビヘイビアの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあ
るビヘイビアのリストを参照してください。

オーディオ
「オーディオ」ビヘイビアを使用すると、オーディオファイルの情報（ベース周波数など）に基づいて、ほとんどすべ
てのパラメータをアニメートできます。たとえば、「オーディオ」パラメータビヘイビアをオブジェクトの「調整」パ
ラメータに適用して、ベースの振幅に基づいてオブジェクトを縮小／拡大させることができます。「オーディオ」パラ
メータビヘイビアの使いかたについて詳しくは、1001 ページの「オーディオ」パラメータビヘイビアを適用する を
参照してください。

平均化
「平均化」ビヘイビアは、キーフレームが設定されているアニメーションとパラメータに適用しているビヘイビアで
の、ある値から別の値への変化を滑らかにします。「平均化」ビヘイビアを使用することで、アニメーションエフェ
クトを滑らかにすることができます。動きを平均化すると流れるような動きになり、「不透明度」などのパラメータや
フィルタのパラメータの変化を平均化すると、徐々に変化するようになります。「ウインドウサイズ」パラメータを使
うと、影響を受けるパラメータの滑らかになる程度を調整することができます。

ヒント：「平均化」ビヘイビアは、「ランダム化」ビヘイビアが生成する一連の値を滑らかにするために使うこともで
きます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ウインドウサイズ：平均化の対象となる、隣接したフレームの数を指定することによって、適用先パラメータに適
用したなめらかさの程度を調整するスライダです。値を大きくすると、より広い範囲の値の平均を取ることでなめ
らかさが増し、一層流れるようなアニメーションになります。値を小さくすると、より狭い範囲の値の平均を取る
ことでなめらかさが少なくなり、元の値に近い値になります。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

クランプ
「クランプ」ビヘイビアは、アニメートされるパラメータの最小値と最大値を設定します。次の図では、中央の星に 
2 機の飛行機のシェイプに影響するように設定した「渦巻き」ビヘイビアが適用されています。その結果、飛行機
は赤のアニメーションパスで示されているように、中央の星の周りを旋回します。
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次のイラストでは、「クランプ」ビヘイビアが外側の飛行機のシェイプの「X」位置パラメータに適用されています。
「最大」値は 230 に、「最小」値は 0 に設定されています。結果として、アニメーションパスが「固定され」ます。
つまり、イメージは右には 230 ピクセルまで、左には 0 ポイントを超えない範囲でしか移動できなくなり、半円の
アニメーションが作成されます。

円のモーションパスも実質上、半分に切られています。「最小」の値スライダに負の値を入力すると、イメージは 0 
ポイントを超えて移動します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • クランプ値：ビヘイビアがクランプを最小値、最大値、または最小値と最大値の両方のどれに制限するかを設定
するポップアップメニューです。

 • 最小：アニメートされるパラメータの最小変化量を定義する値スライダです。

 • 最大：アニメートされるパラメータの最大変化量を定義する値スライダです。

値は、パラメータ割り当てに応じて、パーセント、ピクセル、または度のいずれかになります。たとえば、「回転」
パラメータに「クランプ」を適用した場合、「最小」と「最大」の値は度になります。「クランプ」を「X」位置
パラメータに適用した場合、値はピクセルになります。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

カスタム
「カスタム」ビヘイビアでは、独自のビヘイビアを作ることができます。一組のパラメータを作成して、それらにキー
フレームを設定することで、必要なアニメーションの種類を作り出すことができます。作成したビヘイビアを「ライブ
ラリ」に保存することで、ニーズに合った独自のビヘイビアのコレクションを作ることができます。

「カスタム」ビヘイビアは、このセクションで説明するほかの「パラメータ」ビヘイビアのようには適用されません。
「カスタム」ビヘイビアは、「パラメータ」を除く「Motion」のほかのビヘイビアと同じように、「ライブラリ」か
らキャンバスまたは「レイヤー」リスト内のオブジェクトにドラッグするか、キャンバスまたは「レイヤー」リストで
オブジェクトを選択して、「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「カスタム」を選択するという方法で適用
します。

参考：「カスタム」ビヘイビアは「パラメータ」ビヘイビアですが、Control キーを押しながらパラメータをクリック
したときにショートカットメニューには表示されません。

ほかのビヘイビアとは異なり、「カスタム」ビヘイビアでは、「ビヘイビア」インスペクタ内のデフォルトのパラメー
タは適用されません。代わりに、2 つのポップアップメニューがあり、使用するパラメータを追加したり削除したり
できます。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • パラメータを追加：カスタムのアニメーションを作り出すためにキーフレームを適用するパラメータを追加するた
めのポップアップメニューです。このメニューでパラメータを選び、キーフレームを設定できるように「カスタム」
パラメータの一覧に加えます。

 • パラメータを削除：「カスタム」ビヘイビアに現在追加されているパラメータを一覧表示するポップアップメニュー
です。パラメータに適用されているキーフレームと共に、パラメータを「カスタム」パラメータの一覧から削除す
るには、このメニューでパラメータを選びます。

「カスタム」ビヘイビアを追加する
「カスタム」ビヘイビアにカスタムパラメータを追加するときは、まずキャンバス内のオブジェクトに「カスタム」ビ
ヘイビアを適用する必要があります。

オブジェクトに「カスタム」ビヘイビアを追加する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「カスタム」ビヘイビアを追加したいオブジェクトを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメ
ニューから「パラメータ」＞「カスタム」と選択します。

 • 「ライブラリ」で「ビヘイビア」カテゴリを選択して、「パラメータ」サブカテゴリを選択し、「カスタム」アイコン
を、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内のオブジェクトにドラッグします。

「カスタム」ビヘイビアがオブジェクトに適用されます。パラメータを追加するまでは、ビヘイビアは機能しませ
ん。

 2 「ビヘイビア」インスペクタの「カスタム」領域で、「カスタム」パラメータの一覧に追加するパラメータを「パラ
メータを追加」ポップアップメニューから選びます。このメニューには、アニメート可能なパラメータがすべて含まれ
ています。

選択したパラメータが、「ビヘイビア」インスペクタの「カスタム」領域の一番上付近に表示されます。

アニメートするパラメータを「カスタム」ビヘイビアに追加したら、「キーフレームエディタ」でそれらにキーフレー
ムを適用し、必要とする任意のアニメーションエフェクトを作り出すことができます。パラメータにキーフレームを設
定してアニメーションを作成する方法について詳しくは、444 ページのキーフレームをビヘイビアに適用するを参照
してください。

追加したパラメータをアニメートしたら、将来使うために「カスタム」ビヘイビアを「ライブラリ」に保存すること
ができます。「カスタム」ビヘイビアを「ライブラリ」に保存する方法について詳しくは、308 ページのカスタムビ
ヘイビアを保存するを参照してください。
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「カスタム」パラメータの一覧からパラメータを削除する

 m 「パラメータを削除」の一覧で削除するパラメータを選択します。

そのパラメータが、「カスタム」パラメータの一覧に表示されなくなります。そのパラメータに適用していたキーフ
レームは、削除されます。

指数
「指数」ビヘイビアでは、（特に大きな値を使用して）オブジェクトを縮小／拡大する場合、より自然なアニメーショ
ンが作成されます。たとえば、オブジェクトを極小から極大に拡大する場合、オブジェクトが拡大の上限値に近付く
につれて、人の目には誤ってアニメーションがゆっくり表示されるように見えます。「指数」パラメータビヘイビアを
使えば、このようなアニメーションを、その錯覚を補正するために値を大きくしながら縮小／拡大の速度を速くして、
より均等に見えるスケールエフェクトを作り出すことができます。

ヒント：「指数」パラメータビヘイビアを「調整」以外のパラメータに適用すると、ほかの補間モードのときと比べ
て、より有機的なアニメーションが作成されます。

キーフレームの補間モードを「指数」に変更することもできます。詳しくは、465 ページのカーブ補間を設定する
を参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 始点の値：「指数」ビヘイビアの最初のフレームで、適用先のパラメータに加算する値を設定するためのスライ
ダです。

 • 終点の値：「指数」ビヘイビアの最後のフレームで到達する値を設定するためのスライダです。「指数」ビヘイビ
アを適用しているパラメータは、ビヘイビアの表示時間にわたって、元の値に「始点の値」を加えた値から、「終
点の値」を加えた値に変化します。

 • 始点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるスライダです。「タイムライン」におけるフレーム単
位での位置の最初のフレームが基準になります。このパラメータを調整して、ビヘイビアの開始を遅くします。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。エフェクトを停止するのに、「タイ
ムライン」でビヘイビアの終了点をトリムする代わりに、このスライダを使うと、オブジェクトの残りの継続時間
にわたって、エフェクトの最後の状態をそのまま維持させておくことができます。ビヘイビアの終了点をトリムす
ると、オブジェクトのパラメータが元の状態にリセットされます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。
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リンク
「リンク」ビヘイビアは、あるパラメータの値を別の「リンクされた」パラメータの値と一致するようにします。ソー
スパラメータは、同じオブジェクト内でも別のオブジェクトからでも適用できます。リンクされたパラメータには、数値
データが含まれる必要があります。チェックボックス、メニュー、その他の数値以外の値で制御されるパラメータは、
リンクできません。リンクされたパラメータには、同じ数の属性が含まれる必要があります。合成パラメータ（「調
整」の X-Y-Z など）をスライダが 1 つしかないパラメータ（「不透明度」など）にリンクすることはできません。た
だし、「調整」の X-Y-Z などの合成パラメータを「位置」の X-Y-Z にリンクすることはできます。 

ソースパラメータの値を調整して、より正確に目的のパラメータに適用することができます。たとえば、1 ～ 100 の
範囲にあるソースパラメータを調整して、0 ～ 1 の範囲に収めて適用することができます。値はソースからオフセッ
トすることができるため、エフェクトを目的の値と混在させて、異なるエフェクトを作成することができます。

「リンク」ビヘイビアは、ビヘイビアまたはキーフレームによってアニメートされているパラメータに適用できますが、
「始点の値」または「終点の値」が 0 のときはパラメータには作用しません。

「リンク」ビヘイビアを使用してオブジェクトの位置パラメータを制御するときに、リンクされた座標は現在のグルー
プの中心点が基準になります。そのため、オブジェクトが同じグループ内の別のオブジェクトにリンクされると、同
一の位置を共有します。ただし、ソースオブジェクトが別のグループ内にある場合、座標は空間内でオフセットして
いるように見えることがあります。 

中心点が異なるグループ間で同一の位置を一致させることが目的である場合、ソースが含まれるグループ内で不可
視のダミーオブジェクトを作成してソースオブジェクトにリンクし、「マッチムーブ」ビヘイビアを使用してダミーオブ
ジェクトの位置をターゲットの位置にコピーすることができます。「マッチムーブ」では、グループ間の位置オフセッ
トを補正します。さらに、オブジェクトを別のオブジェクトに吸着させたりソースオブジェクトの変形を模倣したりす
るオプションが用意されています。「マッチムーブ」について詳しくは、934 ページのトラッキングビヘイビアの概要
を参照してください。 

オブジェクトの座標ではなくグループの座標へリンクして、「リンク」ビヘイビアの「オフセット」パラメータを使用
して目的の位置を取得することもできます。ただし、そのグループがさらに別のグループに追加される場合、リンク
されたオブジェクトが期待通りに動かない可能性があります。

参考：「リンク」ビヘイビアを追加しても、デフォルトでは有効になっていません。このビヘイビアを有効にするには、
「ビヘイビア」インスペクタでビヘイビア名の横にあるアクティブ化チェックボックスをクリックします。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ソースオブジェクト：ソースパラメータが存在するソースオブジェクトを定義するオブジェクトウェルです。「対象」
ポップアップメニューをクリックして、現在のプロジェクト内のオブジェクトから選択します。 
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 • ソースパラメータ：「リンク」ビヘイビアのソースとして機能するパラメータが表示されるポップアップメニューで
す。このメニューを使って、新しいソースパラメータを選択します。「適用」（「ターゲットパラメータ」）ポップアッ
プメニューで選択したパラメータと値タイプおよび属性数が同一のパラメータのみがここに表示されます。

参考：「ソースパラメータ」は、可能な場合は「適用」行（後述）で選択されているパラメータにデフォルト設
定されます。

重要：「適用」（「ターゲットパラメータ」）設定を変更すると、「ソースパラメータ」ポップアップメニューに表示
されるパラメータが変化します。探しているパラメータが見つからない場合は、リンクできる「ターゲットパラメー
タ」を選択することが必要な場合があります。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示されるポップアップメニューです。このメニューを使って、ビヘイビアを別
のパラメータに割り当て直します。

 • 適用モード：ソースパラメータからの値がターゲットパラメータに与える影響を設定するポップアップメニューで
す。以下の項目があります： 

 • ソースに追加：ソースパラメータの値がターゲットパラメータの既存の値に追加されます。

 • ソースで乗算：ソースパラメータの値がターゲットパラメータの既存の値と乗算されます。

 • ソースで置き換え：ソースパラメータの値でターゲットパラメータの既存の値が置き換えられます。

 • 時間とともにミックス：ソースパラメータの値がターゲットパラメータに影響を与える速度を設定するポップアップ
メニューです。オプションには、「イーズイン」、「イーズアウト」、「イーズイン／アウト」、「加速」、「減速」、「加
速／減速」、および「カスタムミックス」があります。 

 • ミックス時間範囲：「時間とともにミックス」ポップアップメニューが「イーズ」または「加速度」オプションに設
定されている場合に使用できるスライダです。イーズまたは加速度が生じるフレーム数を制御します。

ヒント：「イーズイン」と「加速」は「リンク」ビヘイビアのイン点で開始し、「イーズアウト」と「減速」は「リ
ンク」ビヘイビアのアウト点で終了します。そのため、「タイムライン」で「リンク」動作をトリムして、イーズイ
ン、イーズアウト、加速、減速などの開始や終了の位置を指定することができます。

 • カスタムミックス：「時間とともにミックス」パラメータが「カスタムミックス」に設定されている場合に使用でき
るスライダです。アニメートすることで、ソースパラメータ値とターゲットパラメータ値の間でユーザ定義のミック
スを作成することができます。 

 • 調整：ターゲットに適用する前にソースパラメータに乗算する値を指定するスライダです。

 • リンクを適用するタイミング：ソースからの値がターゲットに適用されるタイミングを制限することができるポップ
アップメニューです。選択肢は 5 つあります：

 • 任意のソース値：ソースパラメータの値に制限を課しません。ソースパラメータに関連する各設定のオフセッ
トスライダが「ビヘイビア」インスペクタの下部に表示されます。「不透明度」のようにソースパラメータにス
ライダが 1 つある場合は、表示されるオフセットスライダも 1 つです。「位置」の X-Y-Z のようにソースパラ
メータにスライダが複数ある場合は、それぞれの設定に対してオフセットスライダが表示されます。

 • 最小値より大きいソース値：定義された最小値をソース値が超えるときにのみリンクが適用されます。ソース
値が定義された最小値を下回ると、「リンク」ビヘイビアは停止します。選択した場合、「範囲内でソース値を
クランプ」チェックボックス、およびソースパラメータに関連する各設定のオフセットと最小値のスライダが「ビ
ヘイビア」インスペクタの下部に表示されます。ドロップシャドウの「ブラー」のようにソースパラメータにス
ライダが 1 つある場合は、その設定に対して表示されるオフセットと最小値のスライダも 1 つずつです。「調
整」の X-Y-Z のようにソースパラメータにスライダが複数ある場合は、それぞれの設定に対してオフセットと
最小値のスライダが表示されます。
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 • 最大値より小さいソース値：定義された最大値をソース値が下回っているときにのみリンクが適用されます。
ソース値が定義された最大値を超えると、「リンク」ビヘイビアは停止します。選択した場合、「範囲内でソー
ス値をクランプ」チェックボックス、およびソースパラメータに関連する各設定のオフセットと最大値のスライダ
が「ビヘイビア」インスペクタの下部に表示されます。シェイプの「丸み」のようにソースパラメータにスライ
ダが 1 つある場合は、その設定に対して表示されるオフセットと最大値のスライダも 1 つずつです。「回転」
の X-Y-Z のようにソースパラメータにスライダが複数ある場合は、それぞれの設定に対してオフセットと最大
値のスライダが表示されます。

 • 最小値と最大値の間のソース値：定義された範囲内にソース値が収まっているときにのみリンクが適用されま
す。ソース値が定義された最小値を下回るか、定義された最大値を超えると、「リンク」ビヘイビアは停止し
ます。選択した場合、「範囲内でソース値をクランプ」チェックボックス、およびソースパラメータに関連する各
設定のオフセット、最小値、最大値の各スライダが「ビヘイビア」インスペクタの下部に表示されます。シェ
イプの「フェザー」のようにソースパラメータにスライダが 1 つある場合は、その設定に対して表示される 3 
つのスライダ（オフセット、最小値、最大値）も 1 組です。「塗りのカラー」（赤、緑、青）のようにソースパ
ラメータにスライダが複数ある場合は、それぞれの設定に対して 3 つのスライダの組が表示されます。

 • 最小値および最大値の範囲外のソース値：定義された範囲外にソース値があるときにのみリンクが適用されま
す。ソース値が定義された最小値を超えるか、定義された最大値を下回ると、「リンク」ビヘイビアは停止し
ます。選択した場合、「範囲内でソース値をクランプ」チェックボックス、およびソースパラメータに関連する
各設定のオフセット、最小値、最大値の各スライダが「ビヘイビア」インスペクタの下部に表示されます。ア
ウトラインの「幅」のようにソースパラメータにスライダが 1 つある場合は、その設定に対して表示される 3 
つのスライダ（オフセット、最小値、最大値）も 1 組です。「シアー」の X-Y のようにソースパラメータにス
ライダが複数ある場合は、それぞれの設定に対して 3 つのスライダの組が表示されます。

 • 範囲内でソース値をクランプ：最小値と最大値を必要とする選択肢が「リンクを適用するタイミング」ポップアッ
プメニューに設定されているときに使用可能になるチェックボックスです。選択すると、定義された範囲外にある
値は、許容される最大値または最小値の設定に固定されます。

 • （パラメータ）オフセット：ソースパラメータ値とターゲットパラメータに適用される値との間に、一定のオフセッ
トを作成できるスライダです。 

 • （パラメータ）最小値：「リンクを適用するタイミング」ポップアップメニューを「最小値より大きいソース値」、「最
小値と最大値の間のソース値」、または「最小値および最大値の範囲外のソース値」に設定した場合に使用可
能になる 1 つまたは複数のスライダです。ソースパラメータの各コンポーネントに対して「最小値」のスライダ
が表示されます。このスライダを調整して、「リンク」ビヘイビアがアクティブになるタイミングを制限する最小値
を指定します。

 • （パラメータ）最大値：「リンクを適用するタイミング」ポップアップメニューを「最大値より小さいソース値」、「最
小値と最大値の間のソース値」、または「最小値および最大値の範囲外のソース値」に設定した場合に使用可
能になる 1 つまたは複数のスライダです。ソースパラメータの各コンポーネントに対して「最大値」のスライダ
が表示されます。このスライダを調整して、「リンク」ビヘイビアがアクティブになるタイミングを制限する最大値
を指定します。 

対数
「対数」ビヘイビアは、「指数」ビヘイビアと反対の動作をします。「指数」ビヘイビアと同じように、（特に大きな
値を使用して）オブジェクトを縮小／拡大する場合、より自然なアニメーションが作成されます。「対数」パラメータ
ビヘイビアでは、2 つの値の間に（直線的でない）対指数曲線を作り出すために、数学関数を適用します。エフェ
クトの表示が急速に加速された後、エフェクトの表示が減速します。このため、縮小／拡大の値が小さい場合はア
ニメーションがゆっくり表示され、縮小／拡大の値が大きくなると表示速度が速くなります。「対数」パラメータビヘ
イビアを「調整」以外のパラメータに適用すると、ほかの補間モードのときと比べて、より有機的なアニメーション
が作成されます。

「対数」ビヘイビアは、ビヘイビアまたはキーフレームによってアニメートされているパラメータに適用できますが、
「始点の値」または「終点の値」が 0 以外でなければパラメータには作用しません。

参考：キーフレームの補間モードを「対数」に変更することもできます。詳しくは、465 ページのカーブ補間を設
定するを参照してください。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 始点の値：「対数」ビヘイビアの最初のフレームで、適用先のパラメータに加算する値を設定するためのスライ
ダです。

 • 終点の値：「対数」ビヘイビアの最後のフレームで到達する値を設定するスライダです。「対数」ビヘイビアを適
用しているパラメータは、ビヘイビアの表示時間にわたって、元の値に「始点の値」を加えた値から、「終点の
値」を加えた値に変化します。

 • 始点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるスライダです。「タイムライン」におけるフレーム単
位での位置の最初のフレームが基準になります。このパラメータを調整して、ビヘイビアの開始を遅くします。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。エフェクトを停止するのに、「タイ
ムライン」でビヘイビアの終了点をトリムする代わりに、このスライダを使うと、オブジェクトの残りの継続時間
にわたって、エフェクトの最後の状態をそのまま維持させておくことができます。ビヘイビアの終了点をトリムす
ると、オブジェクトのパラメータが元の状態にリセットされます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

MIDI
「MIDI」ビヘイビアは、シンセサイザのような一般の MIDI デバイスを使って、オブジェクトパラメータを編集およ
びアニメートするために使用できます。本格的なモーショングラフィックスのミックスマスターに対応する機能です。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • コントロールの種類：MIDI コントローラのモードを設定するポップアップメニューです。以下の 3 つのモードが
あります：

 • 音：このモードは、コントロールが MIDI デバイスのキーボードのキーの場合に使用します。

 • コントローラ：このモードは、コントロールが MIDI デバイスのノブ、ダイヤル、キー、スライダ、フットペダ
ルのいずれかの場合に使用します。

 • 学習：このモードは、「MIDI」ビヘイビアが適用されるパラメータを操作するために MIDI デバイスで使うコ
ントロール（ノブ、ダイヤル、キーなど）を「Motion」に「記憶させる」ために使用します。「学習」モー
ドでは、MIDI デバイスで調整する最初のノブ、ダイヤル、またはキーがコントロールに設定されます。

参考：MIDI ビヘイビアを最初に適用したときの、デフォルトのコントロールの種類は「学習」になります。

 • ID：操作する MIDI コントロール（ノブ、ダイヤル、キーなど）の識別番号が表示されるスライダです。

 • 値：MIDI コントロールを操作する際に、0 ～ 1 の標準の MIDI 値を表示するスライダです。

 • 調整：「MIDI」ビヘイビアの「値」パラメータを乗算するスライダです。つまり、「調整」が大きくなると、MIDI 
コントロールの値の範囲が大きくなり、制御しているパラメータに大きな影響が生じます。たとえば、ノブを使っ
てオブジェクトの回転を調整する場合、ノブを 1 回転するときの、デフォルトの回転値の範囲（「調整」が 1 に
設定されている場合）はわずか 30 パーセントにすぎません。「調整」値を 13 に増やすと、ノブ 1 回転の回転
値は 370 度までになります。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニュー（パラメータの割り当てコントロール）です。
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「MIDI」ビヘイビアを追加する
MIDI ビヘイビアは、その他のすべての「パラメータ」ビヘイビアと同様に適用します。次の手順では、「MIDI」ビ
ヘイビアを使って、オブジェクトの不透明度と回転を調整しています。

参考：このビヘイビアを使うことができるのは、MIDI デバイスがコンピュータに正しく接続されている場合だけで
す。

「MIDI」ビヘイビアを使ってオブジェクトの不透明度を調整する
 1 オブジェクトを選択し、「情報」インスペクタで「不透明度」パラメータを探します。

 2 Control キーを押しながらパラメータをクリックし、ショートカットメニューの「MIDI」を選択します。

「ビヘイビア」インスペクタに、MIDI パラメータが表示されます。デフォルトでは、「コントロールの種類」は「学
習」に設定されています。

ほかの「パラメータ」ビヘイビアと同じように、「適用」フィールドにビヘイビアを適用するパラメータが表示されま
す。

 3 MIDI デバイスで、「不透明度」パラメータのコントローラとして使うコントロール（ノブ、ダイヤル、キーなど）を
操作します。

MIDI コントロールの識別番号が「ID」フィールドに表示されます。コントロールの値の範囲は 0 ～ 127 で、127 
が MIDI コントロールのデフォルト値です。

オブジェクトの不透明度は必ず 0（完全に透明）～ 100（完全に不透明）の範囲内に収まるので、パラメータを調
整するには「MIDI」のデフォルト値で十分です。

参考：「学習」モードでは、MIDI デバイスで最初に調整したコントロールがコントロールとして設定されます。選択
したコントローラをリセットするには、「コントロールの種類」ポップアップメニューから「学習」を選択して、MIDI 
デバイスの別のコントロールを調整します。

「MIDI」ビヘイビアを使ってオブジェクトの回転を調整する
 1 オブジェクトを選択し、「情報」インスペクタで「回転」パラメータを探します。

 2 Control キーを押しながらパラメータをクリックし、ショートカットメニューの「MIDI」を選択します。

 3 MIDI デバイスで、「回転」パラメータのコントローラとして使うコントロール（ノブ、ダイヤル、キーなど）を操作
します。

前の説明の通り、デフォルトの範囲は 0 ～ 1 です。オブジェクトの「回転」値はこれよりも大きくなることがあるた
め、「調整」パラメータを使って値の範囲を大きくすることができます。

 4 コントロールの感度を上げるには、「調整」値を大きくします。
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反対
「反対」ビヘイビアは、適用先のパラメータに－ 1 を掛け合わせることによって、そのパラメータに適用されている
キーフレームやビヘイビアの、エフェクトの値の正負を反対にします。「反対」ビヘイビアは、基本的には、各パラ
メータの値の正負を逆転します。アニメーションパスが反転し、回転が逆向きになるなど、あらゆるエフェクトのパ
ラメータが反対になります。

たとえば、アニメーションパスを設定しているオブジェクトの「位置」パラメータに「反対」ビヘイビアを適用する
と、アニメーションパスがキャンバス上で反対の象限に移ります。

参考：アニメーションパスの形を裏返すのではなく、アニメーションパス上での動きを反転させたい場合は、「パラ
メータ」ビヘイビアの「反転」を使います。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

反復
「反復」ビヘイビアは、パラメータに対して 2 つの値を交互に適用することで、そのパラメータをアニメートします。
1 分当たりの反復回数のほか、大きい値と小さい値をどのくらい離すかを、カスタマイズすることができます。「反
復」ビヘイビアは、あらゆる種類の周期的なエフェクトを作り出すことができます。たとえば、オブジェクトの「回
転」の情報に対して「反復」ビヘイビアを適用すると、オブジェクトは左右の回転を繰り返します。これは、「反復」
ビヘイビアで設定された「振幅」の値が、元の「回転」の値に加算および減算されることで、「回転」の情報が周
期的に増減するために起こります。

また、「調整」パラメータの「X」の値に「反復」ビヘイビアを適用すると、オブジェクトの幅が周期的に変わり、
ビヘイビアの継続時間にわたって幅が繰り返し伸縮します。

「反復」ビヘイビアは加算的に作用します。つまり、適用先のパラメータの元の値に加算されることで、値が生成さ
れます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 波形：反復の波形を設定するポップアップメニューです。4 つの形状があります：

 • サイン：デフォルトで選択されている波形で、値の間を補間するスムーズなアニメーションが作成されます。た
とえば、オブジェクトの「不透明度」パラメータに「反復」を適用し、「波形」を「サイン」に設定すると、オ
ブジェクトはフェードインとフェードアウトを規則正しく繰り返します。
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 • 矩形：値の急激な変化を作り出します。たとえば、オブジェクトの「不透明度」パラメータに「反復」を適用
し、「波形」を「矩形」に設定すると、オブジェクトは、まるで電灯のスイッチをオン／オフしているかのよう
に点滅します。

 • のこぎり波：時間をかけて上昇した後、急激に下降します。たとえば、オブジェクトの「不透明度」パラメー
タに「反復」を適用し、「波形」を「のこぎり波」に設定すると、調光器を使って徐々に光を強くしてからス
イッチを切った場合のように、オブジェクトはゆっくりとフェードインした後、急激にフェードアウトします。

 • 三角波：「サイン」と同じように、値の間を補間するスムーズなアニメーションを作成しますが、変化はより急
激なものになります。たとえば、オブジェクトの「不透明度」パラメータに「反復」を適用し、「波形」を「三
角波」に設定すると、「サイン」よりも急激にフェードインとフェードアウトを繰り返します。

 • 位相：ビヘイビアで、指定した反復の開始点を設定するスライダです。このパラメータを使うと、複数のオブジェ
クトに位相だけが異なる「反復」ビヘイビアを適用することで、すべてが違って見えるようにすることができます。

 • 振幅：パラメータが反復する範囲の最大値を設定するスライダです。適用先のパラメータは、「振幅」の値と「振
幅」の値を負にした値との間を行き来します。値を大きくすると、毎回の反復の始点から終点にかけて大きく振
れることになります。

 • 速度：反復の速度を、反復回数／分で設定するスライダです。値を大きくすると、反復が速くなります。

 • 半分の範囲：このチェックボックスを選択すると、正弦波（またはその他の波形）は半分にカットされ、値 0 をま
たがなくなります。たとえば「振幅」を 100 に設定すると、パラメータは 100 と－ 100 の間を反復します。し
かし「半分の範囲」を選択すると、パラメータは 100 と 0 の間を反復します。「振幅」が－ 100 に設定される
と、パラメータは－ 100 と 0 の間を反復します。

ヒント：位置パラメータに「反復」を適用し、「波形」を「サイン」に設定し、「半分の範囲」を選択すると、バ
ウンドするようなエフェクトが作成されます。
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 • 始点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるスライダです。「タイムライン」における位置の最初
のフレームが基準になります。このパラメータを調整して、ビヘイビアの開始を遅くします。このパラメータの単
位は、フレーム数です。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。エフェクトを停止するのに、「タイ
ムライン」でビヘイビアの終了点をトリムする代わりに、このスライダを使うと、オブジェクトの残りの継続時間
にわたって、エフェクトの最後の状態をそのまま維持させておくことができます。ビヘイビアの終了点をトリムす
ると、オブジェクトのパラメータが元の状態にリセットされます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

反復を減衰させる
オブジェクトの回転または位置に「反復」ビヘイビアを適用する場合の一般的なエフェクトは、時間の経過の中で
アニメーションを「減衰」させたり、「抑制」したりすることです。つまり、アニメーションの表示を徐々に遅くした
り、停止させたりするということです。このエフェクトはキーフレームを使って、反復の振幅を遅くすることによって
実現できます。

キーフレームを使って回転の反復を減衰させる

 1 アニメーションを開始したいフレームに移動して、記録を有効にします（A キーを押します）。

 2 「ビヘイビア」インスペクタの「反復」グループで、「振幅」をプロジェクトで使う最大値に設定します。

参考：記録を有効にした場合、「インスペクタ」、HUD、またはキャンバスを使ってパラメータの値を変更すると、
キーフレームが作成されます。

 3 アニメーションを停止させたいフレームに移動して、「振幅」の値を 0 に設定します。

オブジェクトを選択すると、キーフレーム化された「振幅」パラメータによりアニメーションが減衰する様子が「キー
フレームエディタ」で確認できます（「キーフレームエディタ」の上にあるポップアップメニューで「アニメーション」
を選択した場合）。次の図では、「反復」ビヘイビアのキーフレーム設定済み「振幅」パラメータが「反復」カー
ブ自体の変更結果上にスーパーインポーズされています。

Affected Oscillate 
behavior curve

Keyframed Amplitude 
parameter

参考：「キーフレームエディタ」にカーブを表示するには、「反復」ビヘイビアを選択する必要があります。

クォンタイズ
「クォンタイズ」ビヘイビアは、キーフレーム化されたパラメータまたはビヘイビアが作用するパラメータで、増分的
なアニメーションを作成します。たとえば、オブジェクトが時間の経過につれて徐々にフェードインするように「不透
明度」がアニメートされている場合、「クォンタイズ」ビヘイビアを追加すれば、オブジェクトが段階的に不透明に
なるようにすることができます。

参考：「クォンタイズ」ビヘイビアはアニメートされるパラメータにしか作用しません。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • ステップのサイズ：適用先のパラメータの単位に基づいて、増減の大きさを定義する値スライダです。たとえば、
「クォンタイズ」を「回転」に適用した場合、（このパラメータはダイヤルコントロールではありませんが）増減
の単位は度になります。一方、「位置」に適用した場合、増減の単位はピクセルになります。

下の左側のイメージは、「投射」ビヘイビアが適用されたレイヤーのプロジェクトパス（赤線）を示します。右
側のイメージは、「クォンタイズ」ビヘイビアが追加された同じアニメーションパスを表しています。この例では、
「ステップサイズ」の値は 90 に設定されています。

 • オフセット：増減の単位をオフセットするスライダです。たとえば、「クォンタイズ」を「位置」パラメータに適用
し、「ステップサイズ」を 100 に設定した場合、オブジェクトの増減単位は 100 ピクセルに制限され、増減のオ
フセットは 100、200、300 などになります。「オフセット」を 50 に設定した場合、増減の単位は 50、150、
250 などに制限されます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

ランプ
「ランプ」ビヘイビアでは、アニメートできるあらゆるパラメータで、「始点の値」から「終点の値」にかけて徐々に
進む変化を作り出します。変化の速度は、「タイムライン」での「ランプ」ビヘイビアの長さと、ビヘイビアの「終
点の値」によって決まります。その他のパラメータによって、変化をどのように起こすか、速度を持続するかどうか、
時間の経過につれて加速するかどうかを決めることができます。

「ランプ」は、幅広い用途に使うことのできるビヘイビアです。「調整」の情報に適用すると、「縮小／拡大」ビヘ
イビアのように機能します。「不透明度」の情報に適用すると、オブジェクトをさまざまな方法でフェードイン／アウ
トすることができます。「ランプ」ビヘイビアは、「Motion」のほかのビヘイビアに似せて使うだけでなく、任意の
パラメータに適用することができます。このビヘイビアは加算的に作用します。つまり、適用先のパラメータの元の
値に加算されることで、値が生成されます。
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たとえば、バーグラフのさまざまな部分をアニメートして、各部分が一定の長さまで伸びるようにするには、各バー
の「クロップ」パラメータに「ランプ」ビヘイビアを適用します。各バーの開始「クロップ」値を調整しておけば、
「ランプ」ビヘイビアによって「上」クロップパラメータが上がり、バーが伸びていく様子を表現できます。各「ラ
ンプ」ビヘイビアの「終点の値」パラメータをそれぞれのバーを伸ばす長さに設定すれば、でき上がりです！

Before  After using Ramp to animate 
Top Crop parameters

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 始点の値：「ランプ」ビヘイビアの最初のフレームで、適用先のパラメータに加算する値を設定するためのスライ
ダです。

 • 終点の値：「ランプ」ビヘイビアの最後のフレームで到達する値を設定するためのスライダです。「ランプ」ビヘ
イビアを適用しているパラメータは、ビヘイビアの表示時間にわたって、元の値に「始点の値」を加えた値から、
「終点の値」を加えた値に変化します。

 • 湾曲：このパラメータを使って、「ランプ」ビヘイビアが、「始点の値」から「終点の値」まで変化する際の加速
を緩やかにすることができます。「湾曲」の値を大きくすると、「イーズイン／イーズアウト」のエフェクトになり、
変化がゆっくりと始まって、ビヘイビアが進行するにつれて徐々に速度を増し、その後、徐々に減速して、ビヘイ
ビアの終了点に達すると停止します。「湾曲」は、「タイムライン」でのビヘイビアの長さで決まるため、このパ
ラメータはエフェクトの全体的な継続時間には影響を及ぼしません。

 • 始点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるスライダです。「タイムライン」におけるフレーム単
位での位置の最初のフレームが基準になります。このパラメータを調整して、ビヘイビアの開始を遅くします。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。エフェクトを停止するのに、「タイ
ムライン」でビヘイビアの終了点をトリムする代わりに、このスライダを使うと、オブジェクトの残りの継続時間
にわたって、エフェクトの最後の状態をそのまま維持させておくことができます。ビヘイビアの終了点をトリムす
ると、オブジェクトのパラメータが元の状態にリセットされます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

ランダム化
「ランダム化」ビヘイビアは、生成される値の範囲や種類を定義するパラメータを基に、ランダムに増減する一連の
値を作り出します。「ランダム化」を使用して、不規則な回転や、不安定に明減する不透明度、またはさまざまな状
態への急激な変化など、キーフレームで作るには大変な労力と時間を必要とする、繊細な動きのエフェクトを作り出
します。

このビヘイビアが作り出す値はランダムに見えますが、指定したパラメータの設定によって事前に決定されます。パ
ラメータを変更しない限り、このビヘイビアがフレームごとに作り出す値は同じままです。ランダムに生成された値
が気に入らない場合は、「ビヘイビア」インスペクタにある「生成」ボタンをクリックすると、新しいランダムシード
の数値を得ることができます。この数値が、新しい一連の値を生成するために使われます。

「適用モード」パラメータは、このビヘイビアが生成する値と、同じパラメータに作用するほかのビヘイビアやキー
フレームとの結合方法を決めます。これによって、適用先のパラメータの既存の値を「ランダム化」ビヘイビアを
使って、さまざまな方法で変更することができます。

67% resize factor



 第 9 章    ビヘイビア 341

「ランダム化」ビヘイビアは、「平均化」や「反対」など、ほかのビヘイビアを使って修正することができ、生成さ
れる値に対してさらなる制御を行うことができます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 量／乗算：「ランダム化」ビヘイビアによって生成される最大値を定義するスライダです。「量」スライダは、「適
用モード」が「追加」か「減算」、または「追加と減算」に設定されているときに使用できます。「乗算」スラ
イダは、「適用モード」が「乗算」に設定されているときに使用できます。

 • 適用モード：このビヘイビアが生成する値と、同じ適用先のパラメータに作用しているほかのビヘイビアやキー
フレームとの結合方法を決めるためのポップアップメニューです。「追加」、「減算」、「乗算」、または「追加と減
算」を選択します。

 • 周波数：1 秒当たりのランダムな変化の回数を設定するスライダです。値を大きくすると変化が速くなり、値を小
さくすると変化が遅くなります。

 • ノイズ量：設定した「周波数」にランダムな変数を重ね合わせるスライダです。「ノイズ量」の値を大きくすると、
影響を受けるパラメータに、より不規則な変化が生じます。

 • リンク：「ランダム化」を（X、Y、や Z から構成される）2D のパラメータ（「調整」など）または 3D のパラ
メータ（「位置」など）に適用すると使用できるチェックボックスです。このチェックボックスを選択すると、ビヘ
イビアのエフェクトでそれぞれの値の比率が維持されます。

 • サブオブジェクトに適用：「ランダム化」ビヘイビアを「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアのパラメータに適用
した場合に使用できるチェックボックスです。「サブオブジェクトに適用」を選択すると、オブジェクトごとに異な
るランダムなビヘイビアが適用されます。「サブオブジェクトに適用」の選択を解除すると、各オブジェクトに同じ
アニメーションが適用されます。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を生成するボタンです。このビヘイビアのほかのパラメータに
基づいて、一連の値を新しく生成するためにこの数値が使われます。

 • 始点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるスライダです。「タイムライン」における位置の最初
のフレームが基準になります。このパラメータを調整して、ビヘイビアの開始を遅くします。このパラメータの単
位は、フレーム数です。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。エフェクトを停止するのに、「タイム
ライン」でビヘイビアの終了点をトリムする代わりに、このスライダを使うと、オブジェクトの残りの継続時間に
わたって、このビヘイビアが生成した最後のランダムな値をそのまま維持させておくことができます。ビヘイビア
の終了点をトリムすると、パラメータが元の値にリセットされます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

速度
「速度」ビヘイビアは、「速度」スライダに指定されたレートで、時間に沿って適用先のパラメータの値を大きくしま
す。「ランプ」ビヘイビアとは異なり、このビヘイビアは「終点の値」がありませんが、適用先のパラメータの最後
までそのパラメータの値を増減し続けます。

参考：時間経過に沿ってパラメータの値を小さくしたいときは、「一定の倍率で指定」パラメータに負の値を入力し
ます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 速度：適用先のパラメータの値を時間に沿って増加させる、割合を設定するスライダです。1 秒当たりの値の増
加をパーセントで表します。

 • 湾曲：「速度」ビヘイビアが「始点の値」から「終点の値」まで変化する際の加速を緩やかにするスライダです。
「湾曲」の値を大きくすると、「イーズイン／イーズアウト」のエフェクトになり、ゆっくりと始まって、ビヘイビ
アが進行するにつれて徐々に速度を増し、その後、徐々に減速して、ビヘイビアの終了点に達すると停止します。
「湾曲」は、「タイムライン」でのビヘイビアの長さで決まるため、このパラメータはエフェクトの全体的な継続
時間には影響を及ぼしません。
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 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。エフェクトを停止するのに、「タイム
ライン」でビヘイビアの終了点をトリムする代わりに、このスライダを使うと、オブジェクトの残りの継続時間に
わたって、このビヘイビアが生成した最後のランダムな値をそのまま維持させておくことができます。ビヘイビア
の終了点をトリムすると、パラメータが元の値にリセットされます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

反転
適用先パラメータの値の正負を逆にする「反対」ビヘイビアとは異なり、「反転」ビヘイビアは、ビヘイビアによる
ものかキーフレームによるものかを問わず、パラメータに適用されているアニメーションの方向を反転します。たと
えば、左から右へと動くパスのアニメーションに「反転」ビヘイビアを適用すると、アニメーションパスそのものは
移動しませんが、オブジェクトが右から左へと動くようになります。「反転」ビヘイビアは、基本的には、アニメート
するオブジェクトの始点と終点を入れ替えます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

停止
「停止」ビヘイビアは、オブジェクトのパラメータアニメーション（キーフレームや適用されたビヘイビアによって作
成された）を停止させます。たとえば、画面を横切るように回転しながら移動するオブジェクトの「位置」パラメー
タにこの「パラメータ」ビヘイビアの「停止」を適用すると、オブジェクトは画面上で移動しなくなりますが、回転
は続けます。

オブジェクトの各ビヘイビアのエフェクトは、「タイムライン」での「停止」ビヘイビアの最初のフレームで、その時
の状態のまま停止します。そのパラメータに適用しているキーフレームは、「タイムライン」の「停止」ビヘイビアの
継続時間の間はエフェクトを停止します。適用先のオブジェクトよりも「停止」ビヘイビアの方が短い場合は、「停
止」ビヘイビアの最後のフレームを過ぎると、そのチャンネルに作用しているキーフレームやビヘイビアのすべてが、
ただちに作用するようになります。「停止」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、301 ページのビヘイビアを停
止するを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：停止されるパラメータが表示され、「停止」ビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことがで
きるポップアップメニューです。

トラック
「トラック」ビヘイビアは、エフェクトのパラメータ（「光線」フィルタの中心など）にトラッキングデータを適用しま
す。「トラック」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、936 ページのトラックを参照してください。

リグル
「リグル」ビヘイビアは、「ランダム化」ビヘイビアと同じように作用しますがエフェクトが遅くなります。

ヒント：100 ％に設定された「不透明度」パラメータに適用された「リグル」ビヘイビアのエフェクトはそれほど
大きくありません。これは、「リグル」を実行する余地があまりないためです。結果をより明確にさせるには、「不
透明度」を 0 に設定するか、「適用モード」を「減算」に変更します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 量／乗算：「リグル」ビヘイビアによって生成される最大値を定義するスライダです。「量」スライダは、「適用
モード」が「追加」か「減算」、または「追加と減算」に設定されているときに使用できます。「乗算」は、「適
用モード」が「乗算」に設定されているときに使用できます。 
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 • 適用モード：このビヘイビアが生成する値と、同じ適用先のパラメータに作用しているほかのビヘイビアやキーフ
レームとの結合方法を決めるためのポップアップメニューです。これによって、適用先のパラメータの既存の値を
「リグル」ビヘイビアを使って、さまざまな方法で変更することができます。選択できるのは、「追加」、「減算」、
「乗算」、および「追加と減算」です。

 • 周波数：1 秒当たりのランダムな変化の回数を設定するスライダです。値を大きくすると変化が速くなり、値を小
さくすると変化が遅くなります。

 • リグルのオフセット：同じ「リグル」ビヘイビアを複数のオブジェクトに適用する場合に、一連のランダムな値を
オフセットするスライダです。各オブジェクトに適用されている「リグル」ビヘイビアのバージョンをオフセットす
れば、オブジェクトが同期して動くのを防ぐことができます。

 • ノイズ量：設定した「周波数」にランダムな変数を重ね合わせるスライダです。「ノイズ量」の値を大きくすると、
影響を受けるパラメータに、より不規則な変化が生じます。

 • リンク：「リグル」ビヘイビアを（X、Y、や Z から構成される）2D のパラメータ（「調整」など）または 3D の
パラメータ（「位置」など）に適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボックスを選択する
と、ビヘイビアのエフェクトでそれぞれの値の比率が維持されます。

 • サブオブジェクトに適用：「リグル」ビヘイビアを「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアのパラメータに適用した
場合に使用できるチェックボックスです。「サブオブジェクトに適用」を選択すると、オブジェクトごとに異なる「リ
グル」ビヘイビアが適用されます。「サブオブジェクトに適用」の選択を解除すると、各オブジェクトに同じアニ
メーションが適用されます。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を生成するボタンです。このビヘイビアのほかのパラメータに
基づいて、一連の値を新しく生成するためにこの数値が使われます。

 • 始点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの開始を遅らせるスライダです。「タイムライン」における位置の最初
のフレームが基準になります。このパラメータを調整して、ビヘイビアの開始を遅くします。このパラメータは、
フレーム単位で指定します。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアのエフェクトの終了位置をフレーム単位でオフセットするためのスライダです。「タ
イムライン」における位置の最後のフレームが基準になります。このパラメータを調整することで、「タイムライ
ン」でビヘイビアが実際に終了するよりも前に、ビヘイビアを停止できます。エフェクトを停止するのに、「タイム
ライン」でビヘイビアの終了点をトリムする代わりに、このスライダを使うと、オブジェクトの残りの継続時間に
わたって、このビヘイビアが生成した最後のランダムな値をそのまま維持させておくことができます。ビヘイビア
の終了点をトリムすると、パラメータが元の値にリセットされます。

 • 適用：影響を受けるパラメータが表示され、このビヘイビアを別のパラメータに割り当て直すのに使うことができ
るポップアップメニューです。

「リタイミング」ビヘイビア

「リタイミング」ビヘイビアの概要
クリップを選択すると、タイミングパラメータのセットが「情報」インスペクタに表示されます。これらのコントロール
は、「リタイミング」ビヘイビアの一部のエフェクト（クリップの低速化、高速化、ループ、反転など）と同じエフェ
クトを調整します。ただし、「タイミング」コントロールはクリップ全体に影響します。一方、「リタイミング」コント
ロールでは、タイミングの変更によってクリップのどの部分が変更されるかを定義できます。「インスペクタ」の「タ
イミング」コントロールを使ってクリップのタイミングを変更すると、「リタイミング」ビヘイビアでも同じ変更が有効
になります。たとえば、「タイミング」パラメータでクリップの速度を 50 ％に変更した場合、「リタイミング」ビヘイ
ビアは、その半分の速度のクリップをソースとして使用します。「インスペクタ」の「タイミング」コントロールにつ
いて詳しくは、242 ページのリタイミングの概要を参照してください。

それぞれの「リタイミング」ビヘイビアの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）に
あるビヘイビアのリストを参照してください。
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フラッシュフレーム
「フラッシュフレーム」ビヘイビアは、（現在のフレームに隣接している）ユーザが定義した範囲のフレームを、クリッ
プの再生中にランダムに挿入します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ランダムフレーム：ビヘイビアの継続時間中、フレームがランダムフレームに置き換えられる可能性を設定する
スライダです。この値を 0 に設定すると、ランダムフレームは挿入されません。100 に設定すると、すべてのフ
レームがランダムになります。デフォルト値は 10%です。

 • フレーム範囲：ランダムフレームの選択元の範囲を、現在のフレームを基準に定義するスライダです。デフォル
ト値は 10 フレームです。

 • 継続時間：ランダムフレームのシーケンスの継続時間を設定するスライダです。デフォルト値は 1 で、ランダム
フレームが一度に 1 フレーム挿入されることを意味します。たとえば、「継続時間」を 30 に設定すると、（「フ
レーム範囲」から選択された）30 フレームのシーケンスがランダムに挿入されます。「継続時間」の値は、「ラ
ンダムフレーム」の値よりも優先されます（新しいランダムフレームによってシーケンスが中断されないように）。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を生成するボタンです。この数値は、このビヘイビアのその他
のパラメータでの設定を基に新しい値を生成するために使用されます。

ホールドフレーム
「ホールドフレーム」ビヘイビアでは、ビヘイビアの継続時間中、ビヘイビアのイン点でフレームがホールドされま
す。ビヘイビアのアウト点の後は、クリップは再生を通常に継続します。たとえば、「ホールドフレーム」ビヘイビア
がフレーム 60 で開始され、フレーム 300 で終了する場合、クリップはフレーム 59 まで通常に再生され、フレーム 
60 から 240 フレームの間ホールドされた後、フレーム 301 で通常の再生（クリップのフレーム 61 から）が再開
されます。

「ホールドフレーム」ビヘイビアは、オブジェクトの開始フレームではなく現在のフレームに対して適用されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • オフセット：ホールドフレームのオフセットを設定するスライダです。0（デフォルト）に設定すると、ビヘイビア
の開始時点のフレームがホールドフレームになります。しかし 60 に設定すると、ビヘイビアの開始時点のフレー
ム（ホールドフレーム）は、開始フレームから 60 フレームオフセットしたフレームになります。このパラメータ
は、フレーム単位で指定します。

ヒント：「ホールドフレーム」ビヘイビアをインターレースされているフッテージに適用すると、ちらつきが発生す
る場合があります。この現象を回避するには、「インスペクタ」で「フィールドの順番」が適切に設定されている
かを確認してください。フィールドの順番を変更するには、「メディア」リストでフッテージを選択し、「インスペ
クタ」で「メディア」パネルを開きます。その後、「フィールドの順番」ポップアップメニューからフィールドの順
番を選択します。

ループ
「ループ」ビヘイビアは、ビヘイビアの継続時間中、クリップのセグメントをループさせます。ループの開始フレー
ムは、ビヘイビアの開始フレームが基準になります。たとえば、このビヘイビアをクリップの最初に適用し、「ルー
プの継続時間」を 30 に設定すると、このビヘイビアが終了するまで、クリップの最初の 30 フレームが繰り返し再
生されます。このビヘイビアが終了すると、ループの継続時間の終了時のフレームから通常の再生が再開されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ループの継続時間：ループするフレームの継続時間を設定するスライダです。デフォルト値は 30 フレームです。
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ピンポン
「ピンポン」ビヘイビアは、ビヘイビアの継続時間中、クリップのセグメントの再生を「ピンポン」します。ピンポン
の開始フレームは、ビヘイビアの開始フレームが基準になります。たとえば、このビヘイビアをクリップの最初に適
用し、「継続時間」を 30 に設定すると、クリップの最初の 30 フレームが順方向に再生された後、逆方向に再生さ
れ、再び順方向に再生されます。このビヘイビアが終了するまで、この順方向と逆方向の再生が繰り返されます。こ
のビヘイビアが終了すると、通常の再生が再開されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 継続時間：ピンポンするフレームの継続時間を設定するスライダです。デフォルト値は 30 フレームです。

リプレイ
「リプレイ」ビヘイビアは、ビヘイビアの開始時に再生ヘッドを特定のフレームに移動させ、そのフレームからクリッ
プの通常再生を行います。ビヘイビアが終了すると、クリップは通常再生に戻ります。このビヘイビアを使って、ムー
ビーオブジェクトのコピーを複数作成せずに、クリップを別の時間に再生します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 開始：リプレイが絶対フレーム番号から始まるのか、ビヘイビア開始時のフレームからオフセットした位置から始
めるのかを定義するポップアップメニューです。このメニューには次の 2 つの項目があります：

 • 絶対フレーム：「開始位置」パラメータで指定したフレームで再生を開始するように設定します。たとえば、ビ
ヘイビアがクリップのフレーム 60 から始まり、「開始位置」が 30 に設定されている場合、再生がフレーム 30 
まで進むと、クリップがフレーム 30 から再生し直されます。

 • オフセットフレーム：再生の開始フレームをオフセットします。たとえば、ビヘイビアがクリップのフレーム 60 か
ら始まり、「開始位置」が 30 に設定されている場合、再生がフレーム 60 まで進むと、フレーム 90 からクリッ
プの再生が始まります。「開始フレーム」が 30 に設定されている場合は、フレーム 30 からクリップの再生が
始まります。

 • 開始位置：クリップを再生する開始フレームを設定するスライダです。デフォルトはフレーム 1 です。

逆方向
「逆方向」ビヘイビアは、クリップまたはイメージシーケンスを逆方向に再生させます。

このビヘイビアには、パラメータはありません。

逆ループ
「逆ループ」ビヘイビアは、ビヘイビアの継続時間中、クリップのセグメントを逆方向にループ再生させます。「ルー
プの継続時間」が 30 に設定されていて、ビヘイビアがフレーム 1 で始まっている場合、1 ～ 30 までが逆再生され、
続いて、フレーム 31 ～ 60 が逆再生され、さらに、フレーム 61 ～ 90 が逆再生されるというパターンを繰り返しま
す。

ヒント：スタッタ効果を作るには、「ループの継続時間」を 2 に設定してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ループの継続時間：再生されるループフレームを逆転で再生する継続時間を設定するスライダです。デフォルト値
は 30 フレームです。

スクラブ
「スクラブ」フィルタ同様、「スクラブ」ビヘイビアは、クリップでバーチャル再生ヘッドを動かし、「タイムライン」内
で移動することなくクリップのタイミングを変えられるものです。さらに、「スクラブ」ビヘイビアでは、キーフレーム
や「パラメータ」ビヘイビアを使ってオフセットされたパラメータをアニメートすることもでき、ときに面白い結果に
なることもあります。たとえば、「オフセットの開始」パラメータを「現在のフレーム」に設定した状態で、「フレーム
のオフセット」に「反復」ビヘイビアを適用してみてください。「スクラブ」はクリップオーディオには影響しません。

参考：また「パラメータ」ビヘイビアをクリップオブジェクトのタイミングコントロールの「リタイミング値」パラメー
タに適用することもできます。タイミングコントロールは、「情報」インスペクタにあります。「リタイミング値」パラ
メータにアクセスするには、「時間のリマップ」を「可変速度」に設定しておく必要があります。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • フレームのオフセット：バーチャル再生のオフセットを設定するスライダです。

 • オフセットの開始：バーチャル再生ヘッドのオフセットの開始位置を設定するポップアップメニューです。このメ
ニューには、「最初のフレーム」または「現在のフレーム」という 2 つの項目があります。

速度を設定
「速度を設定」ビヘイビアでは、クリップの速度（再生速度）を変更できます。設定した速度は、ビヘイビアのイン
点で開始され、そのビヘイビアの継続時間中その速度が有効になります。ビヘイビアのアウト点の後は、クリップ
はデフォルトの速度で再生を継続します。たとえば、「速度を設定」ビヘイビアがフレーム 60 で開始し、フレーム 
300 で終了する場合、クリップはフレーム 59 までは通常の速度で再生され、フレーム 60 ～ 300 の間はビヘイビ
アで指定した速度になり、フレーム 301 からデフォルトの速度で再生が続けられます。速度が変化するポイントでは
「イーズイン」や「イーズアウト」などのエフェクトを使うこともできます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 速度：クリップの速度をパーセントで設定するスライダです。デフォルトでは 100 ％になっています（クリップの
通常の速度）。「速度」を 50 ％に設定すると、クリップが半分の速度で再生されます。

参考：「速度」パラメータをキーフレーム化して、再生速度の変更を可変にすることができます。

 • イーズイン時間：イーズインの速度変更の適用対象とする（ビヘイビアの先頭からの）フレーム数を設定するス
ライダです。デフォルト値は 20 フレームです。

 • イーズインカーブ：速度変更をイーズインさせる場合に、ランプの歪曲を定義するスライダです。0 を設定する
と、新しい速度に急速に変更され、100 を設定すると、新しい速度に最も時間をかけて移行します。デフォルト
値は 50%です。

 • イーズアウト時間：イーズアウトの速度変更の適用対象とする（ビヘイビアの最後からの）フレーム数を設定す
るスライダです。デフォルト値は 20 フレームです。

 • イーズアウトカーブ：速度変更をイーズアウトする場合に、ランプの歪曲を定義するスライダです。0 を設定する
と、新しい速度から元の速度に急速に変更され、100 を設定すると、最も時間をかけてイーズアウトします。デ
フォルト値は 50%です。

ストロボ
「ストロボ」ビヘイビアは、ストロボの光の表示をシミュレートしたり、「ストロボ継続時間」パラメータで定義され
たフレーム数、クリップの再生をホールドすることによってビデオのフレームレートを下げたりします。たとえば、「ス
トロボ継続時間」を 10 に設定した場合、フレーム 1 が 10 フレームの間ホールドされ、次にフレーム 11 が 10 フ
レーム間ホールドされ、続いてフレーム 21 が 10 フレーム間ホールドされという動作が繰り返されます。中間のフ
レーム（2 ～ 10、12 ～ 20、22 ～ 30 など）は表示されません。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ストロボ継続時間：ホールドするフレーム数を設定するスライダです。1 に設定すると、クリップは通常速度で再
生されます。デフォルト値は 5 フレームです。

スタッタ
「スタッタ」ビヘイビアでは、クリップの再生に、ランダムな継続時間のホールドフレームがランダムに挿入されます。
効果としては、テープがビデオデッキの中で再生中に張り付く状態に似ています。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • スタッタ量：特定のフレームでホールドフレームが生成される可能性を設定するスライダです。これを 0 ％に設
定すると、ホールドフレームは 1 つも作成されず、100 ％に設定すると、すべてのフレームがホールドフレーム
になります。0 ～ 100 の値は、（このビヘイビアの継続時間中）フレームがホールドフレームに置き換えられる
確率を示しています。デフォルト値は 10%です。
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 • 継続時間の範囲：ホールドフレームの最大継続時間を設定するスライダです。1 に設定した場合、「スタッタ量」
パラメータで設定された頻度で 1 フレームのホールドフレームが挿入されます。「継続時間の範囲」の値を大き
くすると、ホールドフレームの範囲が大きくなります。たとえば、値を 30 に設定すると、1 フレームから 30 フ
レームまでの範囲内でホールドフレームがランダムに作成されます。デフォルト値は 3 フレームです。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を生成するボタンです。この数値は、このビヘイビアのその他
のパラメータでの設定を基に新しい値を生成するために使用されます。

「シミュレーション」ビヘイビア

「シミュレーション」ビヘイビアの概要
「シミュレーション」ビヘイビアは、2 種類の処理のいずれかを行います。一部の「シミュレーション」ビヘイビアは、
「引力」などのように、実世界の現象をシミュレートすることでオブジェクトのパラメータをアニメートします。「引き
寄せ」や「反発」などのその他の「シミュレーション」ビヘイビアは、適用するオブジェクトの周囲にあるオブジェ
クトのパラメータに作用します。これらのビヘイビアを使えば、最小限の調整で、プロジェクト内の複数のオブジェク
ト間に複雑な相互作用を作り出すことができます。「基本モーション」ビヘイビアのように、「シミュレーション」ビヘ
イビアも特定のオブジェクトのパラメータに適用されます。この種類のビヘイビアには、「引き寄せ」、「引力」、「反
発」などがあります。

重要：「シミュレーション」ビヘイビアのパラメータのいくつかには、「オブジェクト」ウェルがあり、引き寄せ、反
発、周回などの中心として使う対象のオブジェクトをこのウェルへドラッグします。オブジェクトをウェルへドラッグす
るにはコツがあり、「レイヤー」リストでオブジェクトの名前をクリックしたら、すぐにオブジェクトを「オブジェクト」
ウェルへ（マウスボタンを放さずに）ドラッグする必要があります。「レイヤー」リストで別のオブジェクトをドラッグ
するときも、ビヘイビアがアクティブなままであることが必要です。「レイヤー」リストでオブジェクトをクリックして
からマウスボタンを放すと、そのオブジェクトが選択され、ビヘイビアのパラメータが表示されなくなります。この操
作は、「マスクソース」や「イメージ」などのすべてのウェルで共通です。

それぞれの「シミュレーション」ビヘイビアの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）
にあるビヘイビアのリストを参照してください。

モーションに連動
「モーションに連動」ビヘイビアは、アニメーションパスに沿って動くオブジェクトの方向が、進行方向に合うように
オブジェクトの回転を変更します。このビヘイビアは、オブジェクトの位置をアニメートする「シミュレーション」ビ
ヘイビアや、ユーザが作成したキーフレームを使ったアニメーションパスと連携して使うことを前提にしています。

参考：「モーションに連動」ビヘイビアは、「モーションパス」ビヘイビアを使ってアニメートされているオブジェクト
では機能しません。代わりに、「モーションにスナップ」ビヘイビア（「基本モーション」サブカテゴリ内）を使用し
てください。

Before  After using Align to Motion

方向の変化に正確に一致する向きに絶対的に変化させる「モーションにスナップ」ビヘイビアと異なり、「モーショ
ンに連動」ビヘイビアは弾力的に反応するので、より生き生きとしたエフェクトが得られます。
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上の例（左）では、キーフレームが設定されたアニメーションパス上を飛行機が移動しますが、アニメーションパス
に対して向きが揃っていません（回転ハンドルで分かります）。「モーションに連動」ビヘイビアを使うと、飛行機が
アニメーションパスの進行方向を向くように、飛行機の回転のアングルが変わります。「ドラッグ」パラメータを調整
すると、オブジェクトがアニメーションパスのカーブに沿って曲がる際に、アンカーポイントを中心に激しく方向を変
えるようにすることができます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアを、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボッ
クスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボックスの
選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • 回転軸：オブジェクトの回転軸を X、Y、Z の中から選択するポップアップメニューです。「すべて」を選択して、
すべての軸に対してオブジェクトを回転させることもできます。デフォルトの回転座標軸は Z です。

 • 座標軸：オブジェクトを上下と左右のどちらの座標軸で調整するかを指定するポップアップメニューです。

 • 座標軸を反転：オブジェクトが動きに合わせる向きを反転させるチェックボックスです。

 • バネの強さ：オブジェクトの向きでの変化に応じて、いかにすばやくオブジェクトが回転するかを調整するスライ
ダです。値を小さくすると、オブジェクトの位置の変化と、それに続く回転の変化までの間に遅れが生じます。値
を大きくすると、回転の変化の反応がより俊敏になります。

 • ドラッグ：このビヘイビアによって生じる回転での変化が、オブジェクトの新しい進行方向を超えるかどうかを調
整するスライダです。「ドラッグ」の値を小さくすると回転の変化に弾力性が生じ、オブジェクトが進行方向の変
化よりも大きく左右に回転します。「ドラッグ」の値を大きくすると上記のエフェクトが抑えられ、オブジェクトの
回転は進行方向の変化に、より追従するようになります。また、値が大きいと、オブジェクトの回転がオブジェク
トの位置の変化よりも遅れるようになります。

吸着
「吸着」ビヘイビアを適用したオブジェクトは、指定した 1 つの対象、つまり引力のあるオブジェクトに向かって移
動します。付随するパラメータでは、引力のあるオブジェクトに向かってオブジェクトが移動するために必要な距離、
および引き寄せられる強さを決める影響の範囲を調整することができます。

Resulting 
animation path

Target object

Object with Attracted To behavior

「ドラッグ」パラメータでは、引き寄せられるオブジェクトが、引力のあるオブジェクトの付近を行き過ぎたり戻った
りするかどうか、また、それらがやがて減速して、引力のあるオブジェクトの位置で停止するかどうかを決めること
ができます。

1 つのオブジェクトに複数の「吸着」ビヘイビアを適用し、それぞれに異なる引力のオブジェクトを関連付けて、引
力のあるすべてのオブジェクトの間を飛び回る綱引きのような状態を作り出すことができます。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアを、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボッ
クスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボックスの
選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • オブジェクト：引力のあるオブジェクトを指定するオブジェクトウェルです。対象となるオブジェクトを設定するに
は、「レイヤー」リストのオブジェクトを、「吸着」の HUD や「インスペクタ」にある「オブジェクト」ウェルま
でドラッグします。「レイヤー」リスト内で、対象とするオブジェクトを「吸着」ビヘイビアの上へドラッグすること
もできます。

 • 強度：引力のあるオブジェクトに向かってオブジェクトが移動する速度を指定するためのスライダです。値を 0 に
すると、オブジェクトはまったく動きません。値を大きくするほど、より速くオブジェクトが移動します。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。このメニューには次の 2 つの項目があります：

 • 直線状：オブジェクトの引力が、オブジェクトとの距離に比例して減衰していきます。

 • 指数：影響範囲内でオブジェクトに近付くほど引き付ける力はより強くなり、引き付ける速度も速くなります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での力が、どの程度の速さで減衰するかを設定するスライダです。
「減衰速度」の値を小さくすると、引力のあるオブジェクトに向かって移動する速度の増加率が大きくなります。
「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「幾何級数的」に設定すると、引力は「直
線状」に設定した場合よりも速く減衰します。

 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で指定するスライダです。引力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
引力のあるオブジェクトに向かって移動します。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：引き寄せられたオブジェクトが引力のあるオブジェクトを通り過ぎる距離を短くするスライダです。「ド
ラッグ」の値を小さくすると、オブジェクトは、引力のあるオブジェクトを通り過ぎて、それよりも先へ動いては、
再び引力のあるオブジェクトに引き戻されるという動きを繰り返します。「ドラッグ」の値が大きいと、オブジェク
トは、より早く停止します。

 • 範囲 X、Y、Z：引力のある（1 つまたは複数の）オブジェクトが、引力のあるオブジェクトに引き寄せられる場
合の座標軸を指定するボタンです。「Z」を有効にすると、オブジェクトが Z 空間で引力オブジェクトに向かって
移動します。

引き寄せ
「引き寄せ」ビヘイビアは、オブジェクトに適用すると、影響の及ぶ範囲の中にあるほかのオブジェクトを、適用先
のオブジェクトに向かって移動させます。ほかのオブジェクトが引き寄せられる強さや、引き寄せが始まるのに必要
な距離を操作することができます。

Start of Attractor effect  End of Attractor effect (motion paths shown)

デフォルトでは、オブジェクトが、引力のあるオブジェクトを通り過ぎて再び引き寄せられ、停止することはありませ
ん。「ドラッグ」パラメータでは、引き寄せられるオブジェクトが行き過ぎたり戻ったりするかどうか、また、それら
がやがて減速して、引力のあるオブジェクトの位置で停止するかどうかを調整することができます。
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「引き寄せ」ビヘイビアでは、キャンバスにあるオブジェクトで、引力の範囲内に位置するすべてのものに対して影
響するように指定できます。また、「適用」パラメータを使って特定のオブジェクトだけにエフェクトを限定するよう
に指定することもできます。

「引き寄せ」ビヘイビアは、動いているオブジェクトに適用することもできます。「引き寄せ」ビヘイビアを適用した
オブジェクトの位置をアニメートすると、キャンバス内のほかのオブジェクトはその新しい位置の方へ引き寄せられ
続けます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：「引き寄せ」ビヘイビアによって影響を受ける、プロジェクト内のオブジェクトを制限できるポップアップメ
ニューです。3 つのオプションがあります：

 • すべてのオブジェクト：キャンバス内のすべてのオブジェクトに、「引き寄せ」ビヘイビアが作用します。

 • 関連するオブジェクト：デフォルトの設定です。「引き寄せ」ビヘイビアが適用されているオブジェクトと同じグ
ループに属するその他のオブジェクトのみが影響を受けます。

 • 特定のオブジェクト：「適用されたオブジェクト」の一覧に表示されるオブジェクトだけに、「引き寄せ」ビヘイ
ビアが作用します。

 • 適用されたオブジェクト：「適用」ポップアップメニューで「特定のオブジェクト」が選択された場合に表示され
る一覧です。オブジェクトを「レイヤー」リストからこのリストにドラッグすると、それらのオブジェクトに対してこ
のビヘイビアが作用します。この一覧から項目を削除するには、項目を選択して、「取り除く」をクリックします。
「適用されたオブジェクト」リストには以下の列があります：

 • レイヤー：この列には、オブジェクトが格納されているレイヤーの名前が表示されます。

 • 名前：この列には、オブジェクトの名前が表示されます。

 • 強度：引き寄せられるオブジェクトが、対象となるオブジェクトに向かって移動する際の速度を設定するスライダ
です。値を 0 にすると、引き寄せられるオブジェクトはまったく動きません。値を大きくするほど、引き寄せられ
るオブジェクトがより速く移動します。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。このメニューには次の 2 つの項目があります：

 • 直線状：オブジェクトの引力が、オブジェクトとの距離に比例して減衰していきます。

 • 指数：影響範囲内でオブジェクトに近付くほど引き付ける力はより強くなり、引き付ける速度も速くなります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での力が、どの程度の速さで減衰するかを設定するスライダです。
「減衰速度」の値を小さくすると、引力のあるオブジェクトに向かって移動する速度の増加率が大きくなります。
「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「幾何級数的」に設定すると、引力は「直
線状」に設定した場合よりも速く減衰します。

 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で指定するスライダです。引力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
引力のあるオブジェクトに向かって移動します。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：引き寄せられたオブジェクトが引力のあるオブジェクトを通り過ぎる距離を短くするスライダです。「ド
ラッグ」の値を小さくすると、オブジェクトは、引力のあるオブジェクトを通り過ぎて、それよりも先へ動いては、
再び引力のあるオブジェクトに引き戻されるという動きを繰り返します。「ドラッグ」の値が大きいと、オブジェク
トは、より早く停止します。

 • 範囲 X、Y、Z：1 つまたは複数のオブジェクトが対象のオブジェクトに向かって移動する空間を指定するボタン
です。たとえば、X と Y を有効にすると、オブジェクトは XY 面上を移動し、Y と Z を有効にすると、YZ 面上を
移動します。
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ドラッグ
「ドラッグ」ビヘイビアでは、動いているオブジェクトに対する摩擦力をシミュレートできます。オブジェクトは時間の
経過と共に減速します。「ドラッグ」ビヘイビアを適用すると、複数のビヘイビアが適用されて複雑な動きをしている
オブジェクトを簡単に減速させることができます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアを、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボッ
クスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボックスの
選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • 量：オブジェクトの速度を時間の経過に伴って遅くし、最終的に止まるようにするスライダです。「ドラッグ」の値
が大きいと、オブジェクトは、より早く停止します。「量」の開閉用三角ボタンをクリックすれば、X、Y、Z の各
値に適用するドラッグ量を個別に調節できます。この例としては、オブジェクトの垂直方向の速度の低下が、水平
方向の速度の低下よりも速い状態を作り出すことができます。

 • 範囲 X、Y、Z：「ドラッグ」が作用する空間を指定するボタンです。たとえば、X と Y を有効にすると、オブジェ
クトは XY 面上でドラッグされ、Y と Z を有効にすると、YZ 面上でドラッグされます。

ドリフト吸着
「ドリフト吸着」ビューは、「吸着」ビヘイビアに似ていますが、引力のあるオブジェクトを通り過ぎて、再び戻るこ
とを繰り返すことはありません。デフォルトでは、適用先のオブジェクトは、引力のあるオブジェクトに向かって移動
し、やがて停止します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアを、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボッ
クスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボックスの
選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • オブジェクト：引力のあるオブジェクトを指定するオブジェクトウェルです。対象となるオブジェクトを設定するには、
「レイヤー」リストのオブジェクトを、「ドリフト吸着」の HUD や「インスペクタ」にある「オブジェクト」ウェ
ルまでドラッグします。「レイヤー」リストでは、対象とするオブジェクトを、「ドリフト吸着」ビヘイビアの上へド
ラッグすることもできます。

 • 強度：引力のあるオブジェクトに向かってオブジェクトが移動する速度を設定するスライダです。値を 0 にすると、
オブジェクトはまったく動きません。値を大きくするほど、より速くオブジェクトが移動します。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。このメニューには次の 2 つの項目があります：

 • 直線状：オブジェクトの引力が、オブジェクトとの距離に比例して減衰していきます。

 • 指数：影響範囲内でオブジェクトに近付くほど引き付ける力はより強くなり、引き付ける速度も速くなります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での力が、どの程度の速さで減衰するかを設定するスライダです。
「減衰速度」の値を小さくすると、引力のあるオブジェクトに向かって移動する速度の増加率が大きくなります。
「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「幾何級数的」に設定すると、引力は「直
線状」に設定した場合よりも速く減衰します。

 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で設定するスライダです。引力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
引力のあるオブジェクトに向かって移動します。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：引き寄せられたオブジェクトが引力のあるオブジェクトを通り過ぎる距離を短くするスライダです。「ド
ラッグ」の値を小さくすると、オブジェクトは、引力のあるオブジェクトを通り過ぎて、それよりも先へ動いては、
再び引力のあるオブジェクトに引き戻されるという動きを繰り返します。「ドラッグ」の値が大きいと、オブジェク
トは、より早く停止します。

 • 範囲 X、Y、Z：影響を受けた（1 つまたは複数の）オブジェクトが、引力のあるオブジェクトにドリフトされる
空間を指定するボタンです。たとえば、X と Y を有効にすると、オブジェクトは XY 面上でドリフトし、Y と Z を
有効にすると、YZ 面上でドリフトします。
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ドリフト引き寄せ
「ドリフト引き寄せ」ビヘイビアは、「引き寄せ」ビヘイビアに似ていますが、引力のあるオブジェクトを通り過ぎて
再び戻ることを繰り返すことはありません。デフォルトでは、影響の及ぶ範囲にあるオブジェクトは、引力のあるオ
ブジェクトに向かって移動し、やがて停止します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：「ドリフト引き寄せ」ビヘイビアによって影響を受ける、プロジェクト内のオブジェクトを制限するポップアッ
プメニューです。3 つのオプションがあります：

 • すべてのオブジェクト：キャンバス内のすべてのオブジェクトに、「ドリフト引き寄せ」ビヘイビアが作用します。

 • 関連するオブジェクト：デフォルトの設定です。「引き寄せ」ビヘイビアが適用されているオブジェクトと同じグ
ループに属するその他のオブジェクトのみが影響を受けます。

 • 特定のオブジェクト：「適用されたオブジェクト」の一覧に表示されるオブジェクトだけに、「ドリフト引き寄せ」
ビヘイビアが作用します。

 • 適用されたオブジェクト：「適用」ポップアップメニューで「特定のオブジェクト」が選択された場合に表示され
る一覧です。オブジェクトを「レイヤー」リストからこのリストにドラッグすると、それらのオブジェクトに対してこ
のビヘイビアが作用します。この一覧から項目を削除するには、項目を選択して、「取り除く」をクリックします。
このメニューには次の 2 つの項目があります：

 • レイヤー：この列には、オブジェクトが格納されているレイヤーの名前が表示されます。

 • 名前：この列には、オブジェクトの名前が表示されます。

 • 強度：引き寄せられるオブジェクトが、対象となるオブジェクトに向かって移動する際の速度を設定するスライダ
です。値を 0 にすると、引き寄せられるオブジェクトはまったく動きません。値を大きくするほど、引き寄せられ
るオブジェクトがより速く移動します。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。次の 2 つのオプションがあります：

 • 直線状：オブジェクトの引力が、オブジェクトとの距離に比例して減衰していきます。

 • 指数：影響範囲内でオブジェクトに近付くほど引き付ける力はより強くなり、引き付ける速度も速くなります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での力が、どの程度の速さで減衰するかを決めるスライダです。
「減衰速度」の値を小さくすると、引力のあるオブジェクトに向かって移動する速度の増加率が大きくなります。
「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「減衰タイプ」を「幾何級数的」に設定する
と、引力は「直線状」に設定した場合よりも速く減衰します。

 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で設定するスライダです。引力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
引力のあるオブジェクトに向かって移動します。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：引き寄せられたオブジェクトが引力のあるオブジェクトを通り過ぎる距離を短くするスライダです。「ド
ラッグ」の値を小さくすると、オブジェクトは、引力のあるオブジェクトを通り過ぎて、それよりも先へ動いては、
再び引力のあるオブジェクトに引き戻されるという動きを繰り返します。「ドラッグ」の値が大きいと、オブジェク
トは、より早く停止します。

 • 範囲 X、Y、Z：1 つまたは複数のオブジェクトが対象のオブジェクトに向かってドリフトする空間を指定するボタ
ンです。たとえば、X と Y を有効にすると、オブジェクトは XY 面上でドリフトし、Y と Z を有効にすると、YZ 
面上でドリフトします。
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エッジ衝突
「エッジ衝突」ビヘイビアは、複雑な動きのシミュレーションを設定するときに、オブジェクトがキャンバスの外に出
ないようにするのに適しています。「エッジ衝突」を適用したオブジェクトは、キャンバスのフレームのエッジに衝突
すると、停止するか、または跳ね返ります。たとえば、オブジェクトに「投射」ビヘイビアを適用し、そのオブジェ
クトをフレームのエッジに向かって投げ出す速度を設定してから「エッジ衝突」を適用すると、オブジェクトは、フ
レームのエッジにぶつかった後、「バウンドの強さ」パラメータに従ってエッジから跳ね返ります。「エッジ衝突」は、
キャンバスより大きなレイヤーには作用しません。

オブジェクトが跳ね返る角度は、キャンバスのエッジに衝突する角度によって決まり、跳ね返った後に移動する速度
は、「バウンドの強さ」パラメータで設定されます。

重要：デフォルトでは、「エッジ衝突」ビヘイビアは、プロジェクトのサイズと境界ボックスを使って、オブジェクトが
キャンバスのエッジとどのように衝突するかを決定します。たとえば、「NTSC 放送用 SD」プロジェクト（720x486 
ピクセル）では、オブジェクトはプロジェクトの境界ボックスの右端と左端で跳ね返ります。グループ（パーティクル、
テキスト、およびオブジェクト）に関しては、オブジェクトの中心のみが使用されます。「幅」と「高さ」パラメータ
を調節すれば、キャンバスからはみ出してからオブジェクトが跳ね返るようにすることもできます。アルファチャンネ
ルが境界ボックスよりも小さいオブジェクトにこのビヘイビアを使う場合は、オブジェクトの「情報」インスペクタで
「クロップ」パラメータを調整して、できるだけ境界ボックスがイメージのエッジに近付くようにします。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアを、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボッ
クスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボックスの
選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • バウンドの強さ：エッジに衝突した後にオブジェクトが移動する速度を設定するスライダです。値を 0 にすると、
動きの方向に対して垂直なエッジに衝突した場合、オブジェクトは完全に停止します。値を大きくすると、衝突し
た後にオブジェクトは、より速く移動します。このパラメータは、バウンドしたエッジに垂直方向にあるオブジェク
トの速度を遅くするだけです。

 • アクティブエッジ：6 つのチェックボックスによって、「エッジ衝突」ビヘイビアで衝突するボックスのどのエッジを
検出するかを決めます。エッジは好きな組み合わせでオン／オフすることができます。

 • 左側面：衝突の左端を定義します。

 • 右側面：衝突の右端を定義します。

 • 上面：衝突の上端を定義します。

 • 底面：衝突の下端を定義します。

 • 背面：衝突の背面の端（Z 空間での）を定義します。

 • 前面：衝突の前面の端（Z 空間での）を定義します。

 • 幅：プロジェクトのサイズ以外の幅（キャンバスの右端と左端）を設定するスライダです。デフォルトでは、「幅」
はプロジェクトのサイズに設定されています。

 • 高さ：プロジェクトのサイズ以外の高さ（上端と下端）を設定するスライダです。デフォルトでは、「高さ」はプ
ロジェクトのサイズに設定されています。

 • 深度：「エッジ衝突」の深度（Z 空間の背面と前面）を設定するスライダです。デフォルトでは、「深度」は 100 
ピクセルに設定されています。
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引力
「引力」ビヘイビアは、グループ内の特定のオブジェクト、または（「サブオブジェクトに適用」を選択している場
合）複数のオブジェクトを時間の経過に合わせて落下させることができます。重力による加速度を増減して、落下の
速度を変えることができます。「引力」ビヘイビアを適用したオブジェクトは、キャンバスの下のエッジを越えて落下
し続けます（「エッジ衝突」ビヘイビアを適用していない場合）。

次の図は、オブジェクトに「投射」、「モーションにスナップ」、「引力」ビヘイビアを同時に適用したところです。

言うまでもなく、「引力」ビヘイビアは、オブジェクトの位置をアニメートするほかのビヘイビアと組み合わせて使う
ことで、放り投げたオブジェクトが地面に落下する様子をシミュレートする、自然な円弧やアニメーションパスを作り
出すことができます。たとえば、オブジェクトに「投射」ビヘイビアを適用して空中を飛ぶように動かし、さらに「引
力」ビヘイビアを適用すると、オブジェクトは弧を描いて上昇し、その後に落下して、キャンバスの下のエッジを越
えます。

また、「加速度」パラメータを負の値に設定して、わざとオブジェクトに「反重力」を働かせ、上の方に飛ばすこと
もできます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアを、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボッ
クスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボックスの
選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • 加速度：対象となるオブジェクトに作用する重力の強さを設定するスライダです。この値を大きくするほど、適用
先のオブジェクトは、より速く落下します。

周回
「吸着」ビヘイビアと同様に、「周回」ビヘイビアではデフォルトのパラメータ設定で、オブジェクトがほかのオブジェ
クトの周囲を完全な円を描いて回転するのに十分な初期速度が得られます。

参考：近くにあるオブジェクトに「引き寄せ」や「反発」などのビヘイビアが適用されていると、「周回」ビヘイビ
アを適用したオブジェクトの動きが混乱することがあります。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアを、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボッ
クスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボックスの
選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • オブジェクト：周回対象となるオブジェクトを定義するオブジェクトウェルです。対象となるオブジェクトを設定する
には、「レイヤー」リストのオブジェクトを、「周回」の HUD や「インスペクタ」にある「オブジェクト」ウェル
までドラッグします。「レイヤー」リストでは、対象とするオブジェクトを、「周回」ビヘイビアの上へドラッグする
こともできます。

 • 強度：オブジェクトの速度を設定するスライダです。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。デフォルトでは、「直線状」です。

 • 直線状：オブジェクトの引力が、オブジェクトとの距離に比例して減衰していきます。

 • 指数：影響範囲内でオブジェクトに近付くほど引き付ける力はより強くなり、引き付ける速度も速くなります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での力が、どの程度の速さで減衰するかを設定するスライダです。
「減衰速度」の値を小さくすると、引力のあるオブジェクトに向かって移動する速度の増加率が大きくなります。
「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「幾何級数的」に設定すると、引力は「直
線状」に設定した場合よりも速く減衰します。

 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で指定するスライダです。引力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
引力のあるオブジェクトに向かって移動します。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：軌道をだんだん小さくしていくスライダです。「周回」のデフォルト値は 0 で、静止軌道になります。0 
以外の値にすると、軌道がだんだん小さくなり、適用先のオブジェクトは引力のあるオブジェクトに向かって渦巻
き状に近付いていきます。

 • 範囲 X、Y、Z：周回が発生する空間を指定するボタンです。たとえば、X と Y を有効にすると、オブジェクトは 
XY 面上で周回します。次の図では、X と Y が「範囲」パラメータで選択されています。赤いモーションパスは、
対象となるオブジェクト（円）の周りの白い飛行機の動きを示しています。薄い灰色のボックスは、グループの
境界を示しています。
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次の図では、Y と Z が「範囲」パラメータで選択されています。白い飛行機は、YZ 面上でターゲットとなるオ
ブジェクトの回りを移動します。

 • 極軸：「範囲」パラメータで X、Y、および Z 座標軸を有効にすると使用可能になるポップアップメニューです。
すべてのポイントはターゲットつまり引力のあるオブジェクトから一定の距離を取るため（極座標軸）、オブジェク
トは考えられるすべての軌道を示す球体上に表示でき、対象のオブジェクトは、球体の中心になります。「極軸」
は、起動が通過する必要がある、球体上の 2 ポイントを指定します。このメニューには次の 4 つの項目がありま
す：

 • X：「極軸」を X 面に合わせます。 

 • Y：「極軸」を Y 面に合わせます。

 • Z：「極軸」を Z 面に合わせます。

 • ランダム：「ランダム」を選択すると、座標軸は別のランダムな位置に移動します。

 • 方向：オブジェクトが、時計回り／反時計回りのいずれの方向に渦巻き状に周回するかを設定するポップアップメ
ニューです。

ランダムモーション
「ランダムモーション」ビヘイビアは、オブジェクトの位置をアニメートして、キャンバス上のランダムなパスに沿っ
てオブジェクトを移動させます。「ランダムモーション」ビヘイビアは、同時に動かしたい大量のオブジェクトに対し
て、さまざまなアニメーションパスを作成できます。たとえば、キャンバスの中に 10 個のオブジェクトを配置して、
それらすべてに「ランダムモーション」ビヘイビアを適用することができます。

このビヘイビアによって生成される動きはランダムに見えますが、ユーザが設定したパラメータグループによって事
前に決まっています。パラメータを変更しない限り、このビヘイビアが作り出すアニメーションパスは同じままです。
ランダムに生成されたパスが気に入らない場合は、HUD、または「ビヘイビア」インスペクタにある「生成」ボタ
ンをクリックすると、新しい「ランダムシード」の数値が生成されます。この数値が、新しいパスを生成するために
使われます。
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「ランダムモーション」ビヘイビアは、他のビヘイビアによって作成された、オブジェクトの位置に作用するアニメー
ションパスにバリエーションを加えるものとして使うこともできます。次の例では、「周回」ビヘイビアが設定された
オブジェクトに「ランダムモーション」を追加した結果、中心の周りを移動するのは前と同じですが、軌道から軌道
へとより不規則なアニメーションパスが作り出されています。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアが、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用されたときに表示されるチェックボックスです。このチェック
ボックスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボック
スの選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • 量：アニメーションパスの長さを変えることで、オブジェクトの移動速度を定義するスライダです。値を大きくする
と、動きが速くなり、アニメーションパスが長くなります。

 • 周波数：アニメーションパスのうねりやカーブの数を指定するためのスライダで、表示されるアニメーションパス
の曲がりかたで確認することができます。値を大きくすると、アニメーションパスに、より多くのカーブができま
す。値を小さくすると、よりまっすぐなアニメーションパスになります。

 • ノイズ量：「量」パラメータで指定されたアニメーションパスの形状に、さらに小刻みな動作を加える度合いを決
めるためのスライダです。値を大きくすると、よりギザギザしたアニメーションパスになります。

 • ドラッグ：オブジェクトがアニメーションパスに沿って移動する速度を制御するスライダです。「量」パラメータは、
アニメーションパスの長さを制御しますが、「ドラッグ」パラメータは、アニメーションパス全体を縮小／拡大しま
す。

 • 範囲 X、Y、Z：ランダムモーションが作用する空間を指定するボタンです。たとえば、X と Y を有効にすると、
XY 面上でモーションが発生し、Y と Z を有効にすると、YZ 面上で発生します。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を生成するボタンです。このビヘイビアのほかのパラメータで
設定した値に基づいて、新しくアニメーションパスを生成するためにこの数値が使われます。
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反発
オブジェクトに「反発」ビヘイビアを適用すると、そのオブジェクトは、キャンバス内の影響範囲内のすべてのオブ
ジェクトを押しのけます。オブジェクトが押しのけられる強さや、押しのけられたオブジェクトが移動する距離を増減
することができます。

Before  After

このビヘイビアが作用するオブジェクトを指定して、特定のオブジェクトだけが移動し、ほかのオブジェクトは静止し
たままになるようなエフェクトを作り出すこともできます。

「反発」ビヘイビアは、「引き寄せ」ビヘイビアと反対の機能で、「シミュレーション」ビヘイビアの一方のグループ
に含まれています。このビヘイビアは、複数のオブジェクトの間に複雑なアニメーションの関係を作り出します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：「反発」ビヘイビアによって影響を受ける、プロジェクト内のオブジェクトを制限できるポップアップメニュー
です。3 つのオプションがあります：

 • すべてのオブジェクト：キャンバス内のすべてのオブジェクトに対して「反発」ビヘイビアが作用します。

 • 関連するオブジェクト：デフォルトの設定です。「反発」ビヘイビアが適用されているオブジェクトと同じグルー
プに属するその他のオブジェクトのみが影響を受けます。

 • 特定のオブジェクト：「適用されたオブジェクト」の一覧に表示されるオブジェクトだけに、「反発」ビヘイビア
が作用します。

 • 適用されたオブジェクト：「適用」ポップアップメニューで「特定のオブジェクト」が選択された場合に表示され
る一覧です。「適用」ポップアップメニューで「特定のオブジェクト」のオプションが選択されている場合に、「レ
イヤー」リストからこの一覧の中へオブジェクトをドラッグすると、それらのオブジェクトに対して「引き寄せ」ビ
ヘイビアが作用します。この一覧から項目を削除するには、項目を選択して、「取り除く」をクリックします。「適
用されたオブジェクト」リストには以下の列があります：

 • レイヤー：この列には、オブジェクトが格納されているレイヤーの名前が表示されます。

 • 名前：この列には、オブジェクトの名前が表示されます。

 • 強度：押しのけられたオブジェクトが、適用先のオブジェクトから遠ざかる速度を定義するスライダです。値を 0 
にすると、押しのけられるオブジェクトはまったく動きません。値を大きくするほど、押しのけられたオブジェクト
がより速く移動します。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。

 • 直線状：オブジェクト間の斥力が、適用先オブジェクトとの距離に比例して減衰します。

 • 指数：影響の範囲内で、オブジェクトまでの距離が近いほど、より強い反発を受け、反発作用のあるオブジェ
クトから、より速く遠ざかります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での斥力が、どの程度の速さで減衰するかを設定するスライダで
す。「減衰速度」の値を小さくすると、反発作用のあるオブジェクトからオブジェクトが遠ざかる速度の増加率が
大きくなります。「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「幾何級数的」に設定する
と、引力は「直線状」に設定した場合よりも速く減衰します。
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 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で指定するスライダです。斥力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
反発作用のあるオブジェクトから遠ざかります。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：押しのけられるオブジェクトが反発作用のあるオブジェクトから遠ざかる距離を短くするスライダです。

 • 範囲 X、Y、Z：「反発」ビヘイビアを適用したオブジェクトからオブジェクトが遠ざかる空間を指定するボタンで
す。たとえば、X と Y を有効にすると、オブジェクトは XY 面上を遠ざかり、Y と Z を有効にすると、YZ 面上を
遠ざかります。

回避
「反発」ビヘイビアは、ほかのオブジェクトを押しのけますが、「回避」ビヘイビアには反対のエフェクトがあり、適
用先のオブジェクトを、選択したキャンバス内のオブジェクトから遠ざけます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアが、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用されたときに表示されるチェックボックスです。このチェック
ボックスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボック
スの選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • オブジェクト：回避対象のオブジェクトを定義するオブジェクトウェルです。

 • 強度：適用先のオブジェクトが遠ざかるときの、速度を設定するためのスライダです。値を 0 にすると、オブジェ
クトはまったく動きません。値を大きくするほど、より速くオブジェクトが遠ざかります。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。

 • 直線状：オブジェクト間の斥力が、適用先オブジェクトとの距離に比例して減衰します。

 • 指数：影響の範囲内で、オブジェクトまでの距離が近いほど、より強い反発を受け、反発作用のあるオブジェ
クトから、より速く遠ざかります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での斥力が、どの程度の速さで減衰するかを設定するスライダで
す。「減衰速度」の値を小さくすると、反発作用のあるオブジェクトからオブジェクトが遠ざかる速度の増加率が
大きくなります。「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「幾何級数的」に設定する
と、引力は「直線状」に設定した場合よりも速く減衰します。

 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で指定するスライダです。斥力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
反発作用のあるオブジェクトから遠ざかります。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：押しのけられるオブジェクトが反発作用のあるオブジェクトから遠ざかる距離を、短くするために使うス
ライダです。

 • 範囲 X、Y、Z：オブジェクトが選択したオブジェクトから遠ざかる空間を指定するボタンです。たとえば、X と Y 
を有効にすると、オブジェクトは XY 面上を移動し、Y と Z を有効にすると、YZ 面上を移動します。

回転ドラッグ
「回転ドラッグ」ビヘイビアは「ドラッグ」ビヘイビアに似ていますが、このビヘイビアは、「位置」ではなく「回転」
に作用します。「回転ドラッグ」は、キーフレームやビヘイビアによって「回転」パラメータが変化し、回転している
オブジェクトに対して摩擦をシミュレートします。「ドラッグ」の値を大きくすると、回転が遅くなり、やがて停止しま
す。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアが、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用されたときに表示されるチェックボックスです。このチェック
ボックスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボック
スの選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • 量：時間の経過と共にオブジェクトの回転を減速させ、やがて停止させるために使うスライダです。「量」の値を
大きくすると、より早く回転が停止します。
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バネ仕掛け
「バネ仕掛け」ビヘイビアは、「バネ仕掛け」ビヘイビアを適用したオブジェクトが、もう 1 つのオブジェクトの付近
を行ったり来たりするように、2 つのオブジェクトを関連させます。「吸着」パラメータで、「バネ仕掛け」ビヘイビ
アの対象となり、中心として機能するオブジェクトを指定します。その他のパラメータでは、ビヘイビアの速度を調
整したり（「バネの強さ」）、方向が変わるごとのオブジェクトの加速を調整したり（「弛緩時の長さ」）できます。

「吸着」で指定したオブジェクトが休止している場合は、結果の動きはごく単純なものになり、跳ねているオブジェ
クトはまっすぐに行ったり来たりします。「吸着」のオブジェクトが動いている場合は、跳ねているオブジェクトの動
きはずっと複雑なものになり、「吸着」のオブジェクトの速度によって方向が変わります。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアが、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用されたときに表示されるチェックボックスです。このチェック
ボックスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボック
スの選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • 吸着：引力のあるオブジェクトを指定するオブジェクトウェルです。対象となるオブジェクトを設定するには、「レ
イヤー」リストのオブジェクトを、「バネ仕掛け」の HUD や「インスペクタ」にある「吸着」ウェルまでドラッグ
します。「レイヤー」リストでは、対象とするオブジェクトを、「バネ仕掛け」ビヘイビアの上へドラッグすることも
できます。

 • バネの強さ：適用先のオブジェクトが、引力のあるオブジェクトに向かって、どのくらいの速さで引っ張られるか
を指定するスライダです。

 • 弛緩時の長さ：オブジェクトを引っ張る力がゼロにまで減少するときの、対象となるオブジェクトからの距離を設
定するスライダです。跳ねているオブジェクトまでの距離が、この点よりも長くなるにつれて、引っ張る力がそれ
に比例して大きくなり、対象となるオブジェクトの方へ引き戻されます。

 • 反発：選択すると、対象となるオブジェクトが、引力のあるオブジェクトの方に、「弛緩時の長さ」の値よりも近
付いた場合に、オブジェクトを押し戻すチェックボックスです。このチェックボックスの選択を解除すると、反発力
は生じません。

 • 範囲 X、Y、Z：作用を受けるオブジェクトが対象のオブジェクトの付近を行き来する空間を指定するボタンです。
たとえば、X と Y を有効にすると、オブジェクトは XY 面上を行き来し、Y と Z を有効にすると、YZ 面上を行き
来します。

渦巻き
「周回」ビヘイビアとは反対に、「渦巻き」ビヘイビアは、適用先のオブジェクトの周囲にあるすべてのオブジェクト
に作用し、周回させます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：「渦巻き」ビヘイビアによって影響を受ける、プロジェクト内のオブジェクトを制限できるポップアップメ
ニューです。3 つのオプションがあります：

 • すべてのオブジェクト：キャンバス内のすべてのオブジェクトに対して「渦巻き」ビヘイビアが作用します。

 • 関連するオブジェクト：デフォルトの設定です。「引き寄せ」ビヘイビアが適用されているオブジェクトと同じグ
ループに属するその他のオブジェクトのみが影響を受けます。

 • 特定のオブジェクト：「適用されたオブジェクト」の一覧に表示されるオブジェクトだけに、「渦巻き」ビヘイビ
アが作用します。

 • 適用されたオブジェクト：「適用」ポップアップメニューで「特定のオブジェクト」が選択された場合に表示され
る一覧です。「適用」ポップアップメニューで「特定のオブジェクト」のオプションが選択されている場合に、「レ
イヤー」リストからこの一覧の中にドラッグしたオブジェクトは、「引き寄せ」ビヘイビアの影響を受けます。この
一覧から項目を削除するには、項目を選択して、「取り除く」をクリックします。「適用されたオブジェクト」リス
トには以下の列があります：

 • レイヤー：この列には、オブジェクトが格納されているレイヤーの名前が表示されます。

 • 名前：この列には、オブジェクトの名前が表示されます。
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 • 強度：引力のあるオブジェクトの周囲で作用を受けるオブジェクトが移動するときの、速度を設定するスライダで
す。

 • 減衰タイプ：「影響」パラメータで指定された距離まで、直線的に減衰するか、幾何級数的に減衰するかを決め
るためのポップアップメニューです。デフォルトでは、「直線状」です。

 • 直線状：オブジェクトの引力が、オブジェクトとの距離に比例して減衰していきます。

 • 指数：影響範囲内でオブジェクトに近付くほど引き付ける力はより強くなり、引き付ける速度も速くなります。

 • 減衰速度：このビヘイビアによるオブジェクト間での力が、どの程度の速さで減衰するかを設定するスライダです。
「減衰速度」の値を小さくすると、引力のあるオブジェクトに向かって移動する速度の増加率が大きくなります。
「減衰速度」が大きいと、オブジェクトはより緩やかに加速します。「幾何級数的」に設定すると、引力は「直
線状」に設定した場合よりも速く減衰します。

 • 影響：影響範囲の円の半径をピクセル単位で指定するスライダです。引力の影響する範囲にあるオブジェクトは、
引力のあるオブジェクトに向かって移動します。影響範囲の外側にあるオブジェクトは、その場にとどまります。

 • ドラッグ：渦巻きをだんだん小さくしていくスライダです。「渦巻き」のデフォルト値は 0 で、この設定では渦巻
きの軌道が一定になります。0 以外の値にすると、渦巻きがだんだん小さくなり、適用先のオブジェクトは引力
のあるオブジェクトに向かって渦巻き状に近付いていきます。

 • 範囲 X、Y、Z：オブジェクトが対象のオブジェクトを渦巻き状に移動する空間を指定するボタンです。たとえば、
X と Y を有効にすると、オブジェクトは XY 面上を渦巻き状に移動し、Y と Z を有効にすると、YZ 面上を渦巻
き状に移動します。

 • 極軸：「範囲」パラメータで X、Y、および Z 座標軸を有効にすると使用可能になるポップアップメニューです。
すべてのポイントはターゲットつまり引力のあるオブジェクトから一定の距離を取るため（極座標軸）、オブジェク
トは考えられるすべての軌道を示す球体上に表示でき、対象のオブジェクトは、球体の中心になります。「極軸」
は、起動が通過する必要がある、球体上の 2 ポイントを指定します。詳しくは、このパラメータを説明している
354 ページの周回を参照してください。

 • 方向：オブジェクトが、時計回り／反時計回りのいずれの方向に渦巻き状に周回するかを設定するポップアップメ
ニューです。

風
オブジェクトに「風」ビヘイビアを適用すると、オブジェクトの位置がアニメートされ、指定した方向へ移動します。
「投射」ビヘイビアとは異なり、「風」ビヘイビアでは持続的な力で速度が与えられます。各パラメータにはキーフ
レームを適用することができ、速度や方向を徐々に変えることができます。

影響を受けるオブジェクトの速度を変化させる場合には、「風」ビヘイビアの方が「投射」ビヘイビアよりも適して
います。ほかのビヘイビア（「ランダム化」や「ランプ」など）を適用するか、「風」ビヘイビアの「速度」パラ
メータにキーフレームを適用すれば、オブジェクトの移動する速度や方向を変化させることができます。「投射」ビ
ヘイビアでは、速度や方向を徐々に変化させることはできません。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サブオブジェクトに適用：このビヘイビアが、グループ、パーティクルエミッタ、リプリケータ、テキストレイヤー
など、複数のオブジェクトを含むオブジェクトに適用されたときに表示されるチェックボックスです。このチェック
ボックスを選択すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトは、個別に作用を受けます。このチェックボック
スの選択を解除すると、親オブジェクト内のすべてのオブジェクトが一様にビヘイビアの作用を受けます。

 • 空気密度：オブジェクトの速度が変わった際に、X、Y、または Z 軸上でどの程度の速さで加速するのかを調整
するスライダと値スライダです。値を小さくすると（気圧の低い大気のシミュレーション）、オブジェクトに力を加
えたときのエフェクトが小さくなり、速度を増すのに時間がかかります。値を大きくすると（気圧の高い大気）、エ
フェクトが大きくなり、オブジェクトに加わる力も大きくなるので、よりすばやく加速します。

 • 速度：シミュレーションした空気がオブジェクトを吹き飛ばす際の、X、Y、または Z 軸上での速度を調整するス
ライダと値スライダです。値を大きくすると、動きが速くなります。
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HUD のコントロール
HUD では、円形の領域内の矢印をドラッグして、「風」ビヘイビアの方向と速度を指定することができます。矢印
の向きが X と Y 空間での移動の方向を定義し、矢印の長さが速度を定義します。スライダを使うと、HUD のコン
トロールの大きさを調整することができ、各コントロールのオブジェクトに対するエフェクトが増減します。

Direction and speed

Scale of the control

矢印をドラッグするときに Shift キーを押すと、角度を 45 度の倍数に制限できます。Command キーを押すと、
矢印の長さは変わらず、方向だけが変わります。

「3D」ボタンをクリックした場合は、中心にある矢印コントロールで、オブジェクトが風に「吹き飛ばされる」方向
を 3D 空間で定義します。「速度」スライダでは、吹き飛ばされるオブジェクトの速度を増減します。

Speed of the wind

Direction in X, Y, and Z

参考：HUD で指定することのできる最高速度は、指定できる範囲の最高速度ではありません。「ビヘイビア」イン
スペクタにある「速度」パラメータには、より大きな値を入力することができます。

その他のビヘイビア
「オーディオ」、「カメラ」、「モーショントラッキング」、「パーティクル」、「リプリケータ」、「シェイプ」、および「テキ
スト」の各ビヘイビアは、次に示すそれぞれのオブジェクトに適用するために特に設計されたものです：オーディオ
ファイル、カメラ、パーティクルエミッタまたはセル、リプリケータまたはリプリケータセル、シェイプ、テキスト。 
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リグとウィジェットの概要
比較的単純な Motion プロジェクトにも、大量のパラメータが含まれていることがあります。これらを追跡するのは
難しいことがあります。しかも、さまざまなパラメータを同時に変更したいことがよくあります。これらのパラメータ
を個別に見つけて変更するなら、ワークフローが妨げられて効率が低下します。

リグを使用することにより、複数のパラメータを 1 つのコントロールにマップできます。たとえば、1 つのスライダを
作成し、それを使ってテキストオブジェクトのサイズ、色、および文字間隔を変更すると同時に、背景のグラフィック
スの「速度」を調整することができます。また、プロジェクト内のすべてのオブジェクトのシャドウと反射を制御する
チェックボックスを作成できます。

この章では、ワークフローを整理して簡単にするために、リグを作成したり変更したりする方法について説明します。 

「Motion」でオブジェクトのリグを実行する場合は、ウィジェットというマスターコントロールのセットを作成します。
ウィジェットはリグの中にあり、ビヘイビア、フィルタ、パーティクルシステム、リプリケータ、ライト、カメラなど、
リグ済みのオブジェクトのほぼすべてのパラメータに影響を及ぼすことが可能です。さらに、ウィジェットはほかの
ウィジェットを制御することもできます。各ウィジェットが影響を及ぼすパラメータの数に制限はなく、リグ内の複数
のウィジェットを使ってカスタマイズしたコントロールパネルを作成して、数個のコントロールでプロジェクト内のさま
ざまなパラメータを変更することもできます。

次の図に示すインスペクタのリグには、複数のオブジェクトの色を制御できる単一のチェックボックスが含まれていま
す。チェックボックスの名前は自由に変更できます。

ウィジェットを作成して Motion プロジェクトを効率化するだけでなく、ウィジェットを公開して「Final Cut Pro X」
で使用することもできます。この場合、「Motion」で指定したリグコントロールのみが表示されます。そのため、
Final Cut Pro ユーザは、複雑なパラメータを変更するために少数のコントロールを操作するだけで済みます。ま
た、テンプレートで実行可能な変更の種類と値が制限されるため、プロダクションチームの経験の浅い合成技術者
でも、設定された仕様に確実に従い、顧客の要求を満たすことが可能になります。

リグとウィジェットの操作について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピック
を選択してください。

リグとウィジェット
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リグの動作
リグを使用するには、スナップショットを利用します。スナップショットは、プロジェクト内の選択したパラメータのそ
の時点の状態を記録したものです。ウィジェットを使用すると、保存したスナップショットを切り替えることができま
す。また、複数のスナップショットを補間することもできます。たとえば、テキストオブジェクトに黒い文字と白い影
を設定したスナップショットと、同じテキストオブジェクトに白い文字と黒い影を設定したスナップショットを作成しま
す。リグ内のチェックボックスウィジェットを使って、2 つの状態を切り替えます。

2 つの状態を切り替えるチェックボックスウィジェットは、最も単純なリグコントロールです。それよりも少し複雑な
ポップアップ・メニュー・ウィジェットを使用すると、複数のパラメータ状態の中から選択できます。スライダウィジェッ
トを使用すると、複数のパラメータ状態をさらに細かく制御できます。たとえば、スライダウィジェットを使用すると、
ある状態から別の状態へ段階的に変化させることができます。さらに、キーフレームを使用してスライダウィジェット
の変化を制御することもできます。スナップショットで変更するパラメータを選択するには、いくつかの方法がありま
す（詳しくは、371 ページのスナップショットの概要を参照してください）。 

ウィジェットにパラメータを割り当てると、そのパラメータに加えた変更によって、そのウィジェット内のアクティブな
スナップショットがアップデートされます。たとえばパラメータをポップアップ・メニュー・ウィジェットに割り当てると、
変更が選択したメニュー項目に適用されます。 

プロジェクト内の各パラメータは、一度に 1 つのウィジェットにのみ割り当てることができます。ただし、パラメータ
のさまざまな値を異なるスナップショットとして保存し、ポップアップメニューやスライダウィジェットを使ってアクセス
することは可能です。（すでに説明したように、チェックボックスウィジェットで保存できるスナップショットは 2 つだけ
です。）

パラメータを 2 つのウィジェットを使って同時に制御することはできないため、リグやウィジェットオブジェクトを複製
（またはカット、コピー＆ペースト）することはできません。同様に、リグ済みのパラメータを使ってオブジェクトを
複製（またはコピー＆ペースト）しても、新しいオブジェクトのパラメータではリグは行われません。

また、ウィジェットにパラメータが割り当てられている場合、別のウィジェットのスナップショットを記録中にそのパラ
メータを変更することはできません。たとえば、シェイプオブジェクトの色を制御するスライダウィジェットを使用して
いる場合、別のウィジェットのスナップショットの記録を開始すると、シェイプの色を変更することはできません。

リグを実行できないパラメータ・タイプもあります。ミニカーブエディタを使ってオブジェクトのある範囲にわたって
影響を及ぼすパラメータ（「シェイプ」インスペクタのさまざまな「オーバーストローク」パラメータなど）は、ス
ナップショットの記録中にリグに追加したり、変更したりすることはできません。リグを実行できないパラメータを編
集モードで変更すると、変更は全体（そのオブジェクトを含むすべてのスナップショット）に適用されます。

リグをプロジェクトに追加する
リグはウィジェットのコンテナです。リグを追加しても、ウィジェットの追加を開始し、制御するウィジェットのスナップ
ショットを作成するまで、何も起こりません。プロジェクトに含めることのできるリグの数や、各リグに含めることの
できるウィジェットの数に制限はありません。 

リグをプロジェクトに追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「オブジェクト」＞「新規リグ」と選択します（または、Control ＋ Command ＋ R キーを押します）。
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新しいリグがプロジェクトに追加されます。「オブジェクト」メニューまたはそのキーボードショートカットを使ってリ
グをプロジェクトに追加した場合、ウィジェットは作成されません。「リグ」インスペクタからウィジェットを手動で追
加する必要があります。（詳しくは、365 ページのウィジェットを追加する／変更するを参照してください。）

 m 「インスペクタ」で、パラメータのアニメーションメニュー（右側にある下向きの矢印）を開いて、「リグに追加」＞

「新規リグを作成」と選択し、サブメニューからウィジェットの種類を選択します。

新しいリグがプロジェクトに追加されます。アニメーションメニューを使ってリグを追加した場合は、メニューで選択
したウィジェットがただちに作成されて、「リグ」インスペクタ、HUD、および「レイヤー」リスト（リグオブジェク
トの下にあります）に表示されます。

リグは、「レイヤー」リスト内でオブジェクトとして表示されます。「タイムライン」では、リグは空白のトラックで表
されます。これは、時間軸上ではリグは編集できないためです。

参考：「タイムライン」ではリグおよびそのウィジェットは空白のトラックで表されますが、スライダウィジェットにキー
フレームを設定して、それらのキーフレームを「タイムライン」に表示することは可能です。 

ウィジェットを追加する／変更する
リグにウィジェットを含めるまで、リグには何も起こりません。ウィジェットは、プロジェクト内のパラメータの制御に
使用される特殊なコントロールです。

「Motion」のプロジェクトウインドウでは、ウィジェットは次の 4 個所に表示されます： 

 • 「レイヤー」リスト内の親リグの下。

 • 「リグ」インスペクタ内。リグに複数のウィジェットが含まれている場合は、ここにすべてが表示されます。

 • HUD。

 • 「ウィジェット」インスペクタ。

ウィジェットの順番や名前は変更可能です。同じ種類のウィジェットが複数ある場合、ウィジェットの名前を変更する
ことは重要です。そうしないと、一般的な名前を持つ同じコントロールがリストに並ぶことになります。

HUD showing customized widget namesHUD showing generic widget names
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「ウィジェット」インスペクタには、選択したウィジェットのコントロールが表示されます。「リグ」インスペクタを表
示すると、そのリグ内のすべてのウィジェットのコントロールが表示されます。「ウィジェット」インスペクタと「リグ」
インスペクタには、ウィジェットを変更するためのパラメータコントロール（「編集モード」ボタンとそこに割り当てた
パラメータ）も表示されます。HUD には、割り当てられたウィジェットのコントロール（ウィジェットの切り替えまた
は調整に使用するチェックボックス、ポップアップメニュー、またはスライダ）のみが表示され、ウィジェットを変更
するためのパラメータは表示されません。

リグを選択すると、HUD には、そのリグに割り当てられたすべてのウィジェットのコントロールが表示されます。

既存のリグにウィジェットを追加する

 m 「レイヤー」リストでリグを選択してから、「リグ」インスペクタで「ウィジェットを追加」ボタンをクリックします。以

下の 3 つの選択肢があります：「スライダ」、「ポップアップ」、および「チェックボックス」です。

 m パラメータ行を、「インスペクタ」のいずれかのパネルから「レイヤー」リスト内のリグオブジェクトにドラッグしま

す。パラメータ行をリグオブジェクトにすぐにドロップすると、スライダウィジェットが作成されます。少しの時間ドロッ
プせずにいると、ドロップメニューが表示されて作成したいウィジェットの種類を選択できます。 

 m パラメータのアニメーションメニューからウィジェットを追加します。詳しくは、374 ページのパラメータ・アニメー
ション・メニューを使ってリグを制御するを参照してください。

リグ内のウィジェットを並べ替える

 m 「レイヤー」リスト内でウィジェットをドラッグして、表示したい順序に並べ替えます。

ウィジェットの名前を変更する
デフォルトでは、各ウィジェットにはその種類に従って名前が付けられます（「チェックボックス」など）。ただし、ウィ
ジェットが影響を及ぼす設定が分かるようにカスタムの名前を割り当てることもできます。

67% resize factor



 第 10 章    リグとウィジェット 367

 m 「レイヤー」リストでウィジェットの名前をダブルクリックして、新しい名前を入力します。

「インスペクタ」でウィジェットの名前を変更することはできません。

参考：ウィジェットが公開済みの場合、公開されたパラメータの名前の変更は行われません。名前を同期させるに
は、「プロジェクト」インスペクタの「公開」パネルでウィジェットの名前を手動で変更するか、ウィジェットを公開中
止してから、新しい名前で再公開します。

ウィジェットを別のリグに移動する
プロジェクトに複数のリグがある場合、異なるリグ間でウィジェットを簡単に移動できます。

 1 「レイヤー」リストで、移動するウィジェットを目的のリグにドラッグします。

 2 ポインタが追加ポインタに変化したら、マウスボタンを放します。

ウィジェットの種類

チェックボックスウィジェット
チェックボックスウィジェットを使って、2 つのスナップショット（2 つのパラメータ状態のセット）を切り替えることが
できます。通常、チェックボックスウィジェットは、オン／オフタイプのエフェクトを作成する場合に使用します。ただ
し、任意のパラメータ状態をスナップショットに保存して、エフェクトのオン／オフの切り替え以外のこともできます。

「リグ」インスペクタのアクティブ化チェックボックス（選択すると青色で強調表示されます）や「レイヤー」リスト
（チェックボックスウィジェットの横にあります）のアクティブ化チェックボックスを操作しても、このチェックボックス
の構成パラメータは影響を受けません。

チェックボックスウィジェットには、「リグ」インスペクタと「ウィジェット」インスペクタ内の以下のコントロールが含
まれます：

インスペクタに表示されるパラメータ
 • チェックボックス：2 つのスナップショット（パラメータ状態）を切り替えるには、このウィジェットコントロールを
使用します。

 • 編集モード：「開始」ボタンをクリックすると、スナップショットの記録が有効になります。スナップショットの記録
について詳しくは、371 ページのスナップショットの概要を参照してください。
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参考：編集モードボタンまたは371 ページのスナップショットの概要で説明されている方法を使ってスナップショッ
トを記録すると、影響を受けるパラメータ（「インスペクタ」またはキャンバスのコントロールで変更するパラメー
タ）がウィジェットに追加されます。スナップショットの記録が終了すると、変更したパラメータの新しいコントロー
ルが「ウィジェット」インスペクタに表示されます。これらのパラメータは、ほかのインスペクタパネルにある同
一のパラメータの複製です。リグにより制御されるパラメータには、「インスペクタ」のパラメータ行の右側に特
殊なアイコン（ジョイスティック）が表示されます。

ポップアップ・メニュー・ウィジェット
ポップアップ・メニュー・ウィジェットは、チェックボックスウィジェットに似ていますが、3 つ以上のパラメータ状態
（スナップショット）の保存が可能です。ポップアップ・メニュー・ウィジェットの各項目はスナップショットを表しま
す。ポップアップメニューで項目を選択すると、プロジェクト内の影響を受けるパラメータが別の保存済み状態に切
り替わります。

「リグ」インスペクタのアクティブ化チェックボックス（選択すると青色で強調表示されます）や「レイヤー」リスト
（ポップアップ・メニュー・ウィジェットの横にあります）のアクティブ化チェックボックスを操作しても、このポップ
アップメニューの構成パラメータは影響を受けません。

ポップアップ・メニュー・ウィジェットには、「リグ」インスペクタと「ウィジェット」インスペクタ内の以下のコント
ロールが含まれます：

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ポップアップ：複数の保存済みスナップショットを切り替えるには、このウィジェットコントロールを使用します。

 • 名称変更：ポップアップメニューの項目のカスタムの名前を入力するには、このボタンを使用します。

 • 追加／削除：ポップアップメニューに項目を追加するには、「追加」ボタン（＋）をクリックします。リストの項目
を取り除くには、「削除」ボタン（－）をクリックします。各項目は、新しいスナップショットを表します。

 • 編集モード：「開始」ボタンをクリックすると、スナップショットの記録が有効になります。スナップショットの記録
について詳しくは、371 ページのスナップショットの概要を参照してください。

参考：編集モードボタンまたは371 ページのスナップショットの概要で説明されている方法を使ってスナップショッ
トを記録すると、影響を受けるパラメータ（「インスペクタ」またはキャンバスのコントロールで変更するパラメー
タ）がウィジェットに追加されます。スナップショットの記録が終了すると、変更したパラメータの新しいコントロー
ルが「ウィジェット」インスペクタに表示されます。これらのパラメータは、ほかのインスペクタパネルにある同
一のパラメータの複製です。リグにより制御されるパラメータには、「インスペクタ」のパラメータ行の右側に特
殊なアイコン（ジョイスティック）が表示されます。

 • 初期値：このコントロール（「オプション」セクション）を使って、ポップアップ・メニュー・ウィジェットが「Final 
Cut Pro X」でテンプレートとして公開および使用されるときの初期値を設定します。3 つのオプションがありま
す：

 • 最後に保存した値：テンプレートを「Final Cut Pro」で使用するときのポップアップメニュー値は、デフォルト
では、プロジェクトを最後に保存したときに割り当てられたメニュー項目になります。このオプションでは、ポッ
プアップメニューが一定の状態に保たれますが、ユーザはほかの状態を手動で選択することができます。これ
はデフォルトの設定です。

67% resize factor



 第 10 章    リグとウィジェット 369

 • 順番：「Final Cut Pro」の 1 つのプロジェクトでテンプレートが使用されるたびに、このポップアップメニュー
の設定が変わって、使用できるメニュー項目が順に変わります。テンプレートがはじめて使用されるとき、デ
フォルトでは、このポップアップメニューは最初のメニュー項目になります。次にテンプレートが使用されるとき
には、ポップアップメニューは 2 番目のメニュー項目に設定される、というように続きます。たとえば、ワイプ
の形状を制御するポップアップ・メニュー・ウィジェットが割り当てられているワイプのトランジションテンプレー
トでは、テンプレートを「Final Cut Pro」の「タイムライン」にはじめて追加したときのワイプは「星」で、
次にテンプレートを「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用したときにはワイプは「円」になる、などと
なります。

 • ランダム：テンプレートが「Final Cut Pro」で使用されるたびに、デフォルトで、このポップアップメニュー
から別のメニュー項目が設定されます。たとえば、タイトルのフォントを制御するポップアップ・メニュー・ウィ
ジェットが割り当てられたタイトルテンプレートでは、タイトルがプロジェクトで連続して使用されるたびに、フォ
ントはフォントリストからランダムに選択されます。

スライダウィジェット
スライダウィジェットでは、スナップショット間の補間値を選択できます。スライダをドラッグすると、影響を受けるパ
ラメータが、隣接するスナップショットの値の間を一定の比率で徐々に増減します。スライダに割り当てられた各ス
ナップショットは、別個のスナップショットタグ（スライダウィジェットの下にある小さい影の付いた円）で表されます。

スナップショットタグを追加するには、スライダの下の領域をダブルクリックします。この位置にあるパラメータは、2 
つのスナップショットタグの補間ポイントに基づいて値を継承します。たとえば、「カラー」パラメータにマップされ
たスライダで、赤色に設定されているスナップショットタグと青色に設定されているスナップショットタグの中間にタグ
を追加すると、紫色に設定されたスナップショットが生成されます。

スナップショットタグは、左右にドラッグしたり、並べ替えたりできます。スナップショットタグを削除するには、スラ
イダの下にある領域の外へタグをドラッグします。 

スナップショットタグをクリックすると、スライダの値がそのタグの値に設定され、タグのスナップショットが編集可能
になります。スライダをタグの間の値に設定すると、リグ済みのパラメータ値が周囲のスナップショット値の間で補間
されます

「リグ」インスペクタのアクティブ化チェックボックス（選択すると青色で強調表示されます）や「レイヤー」リスト
（スライダウィジェットの横にあります）のアクティブ化チェックボックスを操作しても、このスライダの構成パラメー
タは影響を受けません。

67% resize factor



 第 10 章    リグとウィジェット 370

スライダウィジェットには、「リグ」インスペクタと「ウィジェット」インスペクタ内の以下のコントロールが含まれ 
ます：

インスペクタに表示されるパラメータ
 • スライダ：スナップショット間で移動するには、このウィジェットコントロールを使用します。スライダの下にあるス
ナップショットタグは、保存済みスナップショットを示します。

 • スナップショットタグ：スライダの下に表示される影の付いた小さな円は、保存済みのスナップショットを表します。
スナップショットタグを追加するには、スライダの下をダブルクリックします。必要な数だけスナップショットタグを
追加します。スナップショットタグは、グラデーション内の個別の色を表すタグに似ています。タグを使ってグラデー
ションを作成する方法については、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。

 • 編集モード：「開始」ボタンをクリックすると、スナップショットの記録が有効になります。スナップショットの記録に
ついて詳しくは、371 ページのスナップショットの概要を参照してください。

参考：編集モードボタンまたは 371 ページのスナップショットの概要で説明されている方法を使ってスナップショット
を記録すると、影響を受けるパラメータ（「インスペクタ」またはキャンバスのコントロールで変更するパラメータ）
がウィジェットに追加されます。スナップショットの記録が終了すると、変更したパラメータの新しいコントロールが
「ウィジェット」インスペクタに表示されます。これらのパラメータは、ほかのインスペクタパネルにある同一のパ
ラメータの複製です。リグにより制御されるパラメータには、「インスペクタ」のパラメータ行の右側に特殊なアイ
コン（ジョイスティック）が表示されます。

 • 範囲最小：このパラメータ（「オプション」セクションにあります）を使って、スライダウィジェットの横に表示される
数値範囲の最小値を設定します。たとえば、スライダウィジェットの範囲を 0 ～ 11 にしたい場合は、「範囲最小」
を 0 に設定します。

 • 範囲最大：このパラメータ（「オプション」セクションにあります）を使って、スライダウィジェットの横に表示され
る数値範囲の最大値を設定します。たとえば、スライダウィジェットの範囲を 0 ～ 11 にしたい場合は、「範囲最
大」を 11 に設定します。スライダウィジェットの範囲を 0 ～ 100 にしたい場合は、「範囲最大」を 100 に設定し
ます。 

参考：「範囲最小」と「範囲最大」は、スライダウィジェットで制御する実際のパラメータ値には影響しません。「範
囲最小」と「範囲最大」は、単に、スライダウィジェットの横に表示される任意の数値範囲を指定するだけです。

 • 補間：スライダの値の補間方法を設定するときは、このポップアップメニュー（「オプション」セクションにありま
す）を使います。補間は、現在のタグと次のタグの間にあるスライダセグメントに適用されます。スライダのセグメ
ントごとに補間方法を設定できます。デフォルトでは、すべてのセグメントが「線形」に設定されています。このメ
ニューには 3 つのオプションがあります。

 • 一定：最初のスナップショットの値を保持し、スライダが次のスナップショットに達するとパラメータが変化します。
（これは、ポップアップ・メニュー・ウィジェットを使った状態の変更に似ています。）

 • 線形：状態の間で単純な補間を作成します。

 • イーズ：近い方のスナップショットタグにエフェクトの重点を置き、滑らかな補間を作成します。
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パラメータスナップショットを管理する

スナップショットの概要
「ウィジェット」インスペクタまたは「リグ」インスペクタで「編集モード」の「開始」をクリックすると、（アニメー
トするパラメータを含む）パラメータ変更の記録が開始されます。同時に、ウインドウが開き、「リグ編集モードを
停止」ボタンが表示されます。

リグ編集モードが有効な場合、プロジェクト内のパラメータを変更できます。パラメータの変更は現在のスナップ
ショットに保存されます。（リグ内のほかのスナップショットは影響を受けません。）リグ編集モードを停止すると、変
更したすべてのパラメータ（キャンバスで変更するか、HUD や「インスペクタ」で変更したパラメータ）が「ウィ
ジェット」インスペクタに追加され、その状態がスナップショットに保存されます。

編集モードセッションごとに、スナップショットを 1 つだけ変更できます。複数のスナップショットを編集するには、編
集セッションを終了し、別のスナップショットを選択してから（スライダで別のスナップショットタグをクリックするか、
ポップアップメニューで新しいメニュー項目を選択するか、チェックボックスの状態を変更するかして）、新しい編集
モードセッションを開始します。

リグの影響を受けるパラメータには、パラメータ行の右側にジョイスティックのアイコンが表示されます。

Indicates parameter 
is controlled by a rig.

リグにより制御されるパラメータはすべて、「ウィジェット」インスペクタで「編集モード」の「開始」ボタンの下、
「オプション」パラメータの上に追加されます。

スナップショットの記録をキャンセルするには、「リグ編集モードを停止」ウインドウの閉じるボタンをクリックします。
記録を停止すると、パラメータの変更は保存されますが、ウィジェットに新しいパラメータが追加されるわけではあ
りません。

参考：それぞれのパラメータは、1 つのウィジェットのみによって制御されます。パラメータをウィジェットに割り当
てた後で、そのパラメータをほかのウィジェットに割り当てることはできません。
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スナップショットの作成後に、「リグ編集モードを停止」ボタンを再度クリックして新しいパラメータに変更を加える
か、手動でウィジェットにパラメータを追加して、パラメータをウィジェットに追加することはできます。374 ページの
パラメータ・アニメーション・メニューを使ってリグを制御するを参照してください。

重要：パラメータがウィジェットに追加されると、リグ編集モードが停止していたり「ウィジェット」インスペクタが表
示されていなかったりしても、そのパラメータへの変更すべてが、選択されているスナップショットに影響を及ぼしま
す。

スナップショットを記録する
スナップショットをオンザフライで記録する

 1 Control ＋ Command ＋ R キーを押して、プロジェクトにリグを追加します。

リグが「レイヤー」リストに表示されます。

 2 「リグ」インスペクタで、「ポップアップ」ボタン（または好みのウィジェットの種類）をクリックします。

「レイヤー」リスト（リグの下）にポップアップウィジェットが表示されます。また、「リグ」インスペクタにポップアッ
プ・ウィジェット・コントロールが表示されます。 

「ウィジェット」インスペクタがプロジェクトに追加されます（「リグ」インスペクタに表示されるのと同じポップアッ
プ・ウィジェット・コントロールが含まれます）。「ウィジェット」インスペクタにアクセスするには、「レイヤー」リス
トでポップアップ・ウィジェット・オブジェクトをクリックします。

 3 「リグ」インスペクタまたは「ウィジェット」インスペクタで、ポップアップメニューから項目を選択します。

デフォルトでは、新しいポップアップ・メニュー・ウィジェットには、「スナップショット 1」、「スナップショット 2」、「ス
ナップショット 3」の 3 つの項目が含まれます。これらの名前は、「名称変更」ボタンを使って変更できます。 
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 4 「リグ」インスペクタまたは「ウィジェット」インスペクタで、「編集モード」の「開始」ボタンをクリックします。

ウインドウが開き、「リグ編集モードを停止」ボタンが表示されます。このウインドウの外観から、リグ編集モードで
あることが分かります。

 5 キャンバス、HUD、または「インスペクタ」でプロジェクト内のオブジェクトに変更を加え、ポップアップウィジェッ
トのアクティブなメニュー項目でスナップショットを作成します。

 6 パラメータを目的のスナップショットの状態に設定したら、「リグ編集モードを停止」ボタンをクリックします。

スナップショットが保存されます。変更されたパラメータが、「ウィジェット」インスペクタに追加されます。

Parameters added 
to Widget inspector

 7 追加のスナップショットを設定するには、手順 3 ～ 6 を繰り返します。

スナップショットのその他の作成方法について詳しくは、374 ページのパラメータ・アニメーション・メニューを使っ
てリグを制御するおよび 364 ページのリグをプロジェクトに追加するを参照してください。

スナップショットを保存する方法
スナップショットはウィジェットに保存されます。スナップショットの影響を受けるパラメータは、そのパラメータが現
在のスナップショットの設定によって変更されていない場合でも、引き続きウィジェットに表示されます。ウィジェット
内のパラメータコントロールは、リンクされているパラメータコントロールの複製です。

チェックボックスウィジェットでは、選択した状態と選択解除した状態の 2 つのスナップショットが存在します。リンク
先のパラメータを変更すると、チェックボックスの現在の状態のスナップショットが影響を受けます。

ポップアップ・メニュー・ウィジェットでは、メニュー項目と同じ数のスナップショットが存在します。「ウィジェット」イ
ンスペクタのポップアップメニューの右にある「追加」ボタン（＋）をクリックして、メニュー項目を追加します。パ
ラメータを変更すると、選択されているポップアップメニュー項目が影響を受けます。 

67% resize factor



 第 10 章    リグとウィジェット 374

スライダウィジェットでは、リグ編集モードを有効にする前に、スナップショットタグを選択する必要があります。 

Selected snapshot tag

パラメータがウィジェットに追加された後で、特定のスナップショットタグが選択されている場合のみ、パラメータの変
更が可能です。2 つのタグ間にスライダウィジェットが設定されている場合、パラメータを変更することはできません。 

パラメータ・アニメーション・メニューを使ってリグを制御する
プロジェクト内の特定のパラメータを変更しているときに、リグを作成したり変更したりできます。リグにパラメータを
追加したり、パラメータに影響を及ぼすウィジェットを表示したり、リンクされているウィジェットコントロールから元の
パラメータを表示したり、ウィジェットからパラメータを削除したり、パラメータに影響を及ぼすリグを作成したりでき
ます。これらのタスクはすべて、「インスペクタ」の関連パラメータのアニメーションメニューから実行できます。

リグにパラメータを追加する

 m 「インスペクタ」で、パラメータのアニメーションメニュー（右側にある下向きの矢印）を開いて、「リグに追加」＞

「リグ」と選択し、サブメニューからリグと特定のウィジェットを選択します。 

パラメータが、リグ内の選択したウィジェットに追加されます。

参考：このサブメニューを使って、リグを作成することもできます。

ウィジェットからパラメータを削除する

 m 「インスペクタ」で、削除するパラメータのアニメーションメニュー（右側にある下向きの矢印）をクリックし、「ウィ

ジェット [ウィジェット名 ] から削除」を選択します。

ウィジェットからパラメータが削除されます。

参考：パラメータは、「ウィジェット」インスペクタのパラメータリストから削除するか、または元のパラメータが含ま
れている「インスペクタ」から削除できます。
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パラメータを制御するウィジェットを表示する

 m 「インスペクタ」で、パラメータのアニメーションメニュー（右側にある下向きの矢印）をクリックし、「ウィジェット 
[ウィジェット名 ] を表示」を選択します。

「インスペクタ」に「ウィジェット」パネルが表示されます。

ウィジェットで使用されているパラメータの元のパラメータを表示する

 m （「リグ」インスペクタではなく）「ウィジェット」インスペクタで、パラメータのアニメーションメニュー（右側にある

下向きの矢印）をクリックし、「ターゲットのパラメータを表示」を選択します。

元のパラメータが含まれている「インスペクタ」が開いて、パラメータ名が黄色で短く点滅します。

参考：「ターゲットのパラメータを表示」コマンドは、1 つのウィジェットで複数のオブジェクトの同じ名前のパラメー
タを制御している場合に特に便利です。このコマンドでは、親プロジェクトを識別できます。 

ウィジェットのアニメーションについて
スライダウィジェットは、「Motion」のほかのパラメータと同じように、キーフレームを使ってアニメートできます。
キーフレーミングにより、強力で複雑なエフェクトを作成できます。複数のパラメータを 1 つのウィジェットで制御し、
同時にアニメートすることが可能です。

また、あるウィジェットを使って別のウィジェットを制御することもできます。ウィジェットのスナップショットを操作す
るときは、別のパラメータを調整するときのようにウィジェットを調整します。 

参考：再帰的に制御されるウィジェットを作成することはできません。つまり、あるウィジェットを使って、そのウィ
ジェットをすでに制御している別のウィジェットを制御することはできません。

キーフレームの使いかたについて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

「Motion」でリグを使用する

1 つのリグを使用する
リグは Final Cut Pro X プロジェクトで使用するマスターコントロールを作成するために使用することがよくありま
すが、「Motion」で複雑なプロジェクトのコントロールセットを簡略化する場合にも便利です。個別のパラメータを
操作して変更を加える代わりに、リグ内の 2、3 のウィジェットのみを使って Motion プロジェクトを変更できます。

作成されたリグは、すぐに有効になります。HUD、「リグ」インスペクタ、または「ウィジェット」インスペクタ の
コントロールを使って、プロジェクトに変更を加えることができます。

「インスペクタ」に表示されるほかのリグ関連コントロールを使用せずにウィジェットを表示するには、HUD を使用
します。複雑なプロジェクトをほかのユーザと共有したり、使用するたびに変更する必要のあるプロジェクトを作成
したりする場合に、この方法でリグを使用すると便利です。 
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たとえば、基本的なプロジェクトを作成し、下部 3 分の 1 に 2 つのテキストオブジェクトを統合したアニメーション
タイトル、バックグラウンドリプリケータ、およびテキストを横切るレンズ・フレア・ジェネレータを含めることができ
ます。

プロジェクトを使用するたびに、テキストの長さに合わせてバックグラウンドジェネレータのサイズと位置を変更する
必要があります。また、レンズフレアを文字の上部にだけ表示する必要があります。リグを使用すれば、これらの変
化に必要なパラメータを変更する小規模なコントロールセットを作成できます。このように、オブジェクトを個別に選
択し、各インスペクタを開いて変更を加える代わりに、リグを選択して、変更するすべてのパラメータにすばやくア
クセスできます。

また、ウィジェットを公開し、「レイヤー」リストのプロジェクトオブジェクトを「インスペクタ」のカスタムコントロー
ルパネルとして使用することもできます。公開について詳しくは、377 ページのリグを公開するを参照してください。

キーフレームをスライダウィジェットに適用して、スライダ内の保存済みスナップショットに基づいて動的なアニメー
ションエフェクトを作成することもできます。ポップアップメニューおよびチェックボックスウィジェットにキーフレーム
を設定することはできません。また、これらがビヘイビアを受け入れることもできません。
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複数のリグを使用する
1 つのプロジェクト内に複数のリグを作成できます。パラメータセットを制御できるように、リグを分類整理できます。
また、リグが影響を及ぼすオブジェクトに基づいて、リグをグループに分けることもできます。たとえば、リグに影
響されるパラメータを含むグループ内にリグを配置できます。このようにして、関連のリグに移動して関連する特定
の要素を制御できます。

Multiple rigs

リグを公開する
リグの一般的な用途の 1 つは、「Final Cut Pro X」でテンプレートプロジェクトに使う簡略化されたコントロール
セットを作成することです。そのためには、「Motion」で、完成したウィジェットを「プロジェクト」インスペクタの
「公開」パネルに公開します。リグを公開するには、そのウィジェットを個別に公開する必要があります。ウィジェッ
トは、「Motion」のほかのパラメータと同じ方法で公開できます。 

ウィジェットを公開する

 m 「リグ」インスペクタまたは「ウィジェット」インスペクタで、Control キーを押しながらパラメータをクリックするか、
公開したいウィジェットのアニメーションメニュー（右側にある下向きの矢印）を開いて、「公開」を選択します。

「Motion」で公開したパラメータを表示する
 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトをクリックします。

 2 「プロジェクト」インスペクタで「公開」パネルを開きます。

「公開」パネルには、ウィジェットを含む、公開されたすべてのパラメータが表示されます。公開されたパラメータ
は、「Final Cut Pro X」の「インスペクタ」にも表示されます。公開について詳しくは、413 ページのテンプレー
ト内のパラメータの公開の概要を参照してください。
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「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要
「Final Cut Pro X」には多数のエフェクト、タイトル、トランジション、およびジェネレータが用意されていて、その
ほとんどが「Motion」で作成されたものです。「Final Cut Pro」プロジェクトに追加のエフェクトが必要な場合、
経験のある「Motion」のユーザであれば、「Motion」の強力な機能を使って追加エフェクトを作成できます。コ
ンテンツクリエータであれば、施設のアーティストや編集者、またはクライアントに、カスタムエフェクトを配布でき
ます。

「Final Cut Pro X」で使うために「Motion 5」で作成された特殊エフェクトプロジェクトを、テンプレートといい
ます。「Motion」で保存したテンプレートは、「Final Cut Pro」のメディアブラウザのいずれかで使用できるよう
になります。たとえば、「Motion」で保存したトランジションテンプレートは「Final Cut Pro」の「トランジション
ブラウザ」に表示されて、編集するプロジェクトに適用できる状態になります。

作成したエフェクトに含まれる重要な要素が「Final Cut Pro」のユーザによって変更されないように、特定のパラ
メータのコントロールを制限したりロックしたりできます。公開されたパラメータは「Final Cut Pro」の「インスペ
クタ」に表示され、そこで編集したりアニメートしたりできます。詳しくは、413 ページのテンプレート内のパラメー
タの公開の概要を参照してください。

参考：Motion テンプレートに保存されたオーディオファイルは、「Final Cut Pro」では利用できません。

また、「Final Cut Pro」のほとんどの既存のエフェクト、トランジション、タイトル、およびジェネレータは、「Motion」
で開いて変更できます。 

テンプレートの作成について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピックを選
択してください。

「Motion」から「Final Cut Pro」へのワークフローを効率よく行う方法についてのその他の推奨事項は、429 ペー
ジのテンプレートの作成についてのヒントを参照してください。

テンプレートタイプ
「Motion」には 4 種類の Final Cut テンプレートがあります：

 • Final Cut エフェクト：「Final Cut Pro」の「タイムライン」で編集とクリップに適用できるカスタムスタイルの
エフェクトを作成する場合は、このテンプレートを使用します。編集するプロジェクトの性質は、エフェクトによっ
て微妙に変わることも、劇的に変わることもあります。セピア調の色補正であれば、視聴者は昔を思い出すでしょ
う。また、光り輝くグローであれば、空想の世界のような設定を連想させるでしょう。「Motion」でこのテンプ
レートを保存すると、エフェクトが「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」に表示されます。

 • Final Cut トランジション：「Final Cut Pro」の「タイムライン」内のクリップに適用できるカスタムのトランジ
ションを作成する場合は、このテンプレートを使用します。トランジションは 2 つのクリップ間の編集点を技巧的
につなげます。もうもうとした煙から次のシーンにディゾルブさせたり、ページをめくって別のページに移るように
設定したりできます。「Motion」でこのテンプレートを保存すると、トランジションが「Final Cut Pro」の「ト
ランジションブラウザ」に表示されます。

Final Cut Pro X のテンプレート
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 • Final Cut タイトル：「Final Cut Pro」のシーケンスに追加できるカスタムのテキストアニメーションを作成する
場合は、このテンプレートを使用します。テキストを、燃えるように輝きながらフレアイン／アウトさせたり、画面
の外から落下させたりします。「Motion」でこのテンプレートを保存すると、タイトルエフェクトが「Final Cut 
Pro」の「タイトルブラウザ」に表示されます。

 • Final Cut ジェネレータ：Final Cut Pro プロジェクトに追加できる汎用のグラフィカルコンテンツを作成する場
合は、このテンプレートを使用します。「Final Cut ジェネレータ」は他の Motion プロジェクトとほぼ同じで、
テキスト、シェイプ、リプリケータ、カメラの動きやライティング、ジェネレータなどを含めることができます。静
止状態にすることもアニメートすることもできます。「Motion」でこのテンプレートを保存すると、ジェネレータ
が「Final Cut Pro」の「ジェネレータブラウザ」に表示されます。

重要：テンプレートタイプはプロジェクトを開いた後には変更できないため、作成したいテンプレートの種類は 
Motion プロジェクトを作成する前に決定してください。

参考：標準の Motion プロジェクトをジェネレータとして「Final Cut Pro X」に公開することもできます。詳し
くは、411 ページの標準の Motion プロジェクトを Final Cut Pro X ジェネレータとして公開するを参照してくだ
さい。 

すべての Motion プロジェクトと同様に、Final Cut Pro テンプレートには 2D と 3D のグループを含めること
ができ、ビヘイビアやキーフレームで作成したアニメーションを含めることもできます。3D での作業について詳
しくは、888 ページの 3D 合成の概要を参照してください。テンプレートのアニメーションについて詳しくは、
420 ページのテンプレート内のアニメーションとタイミングを参照してください。

テンプレートの仕組み

テンプレートの仕組みの概要
テンプレートの作成は「Motion」の「プロジェクトブラウザ」で始めます。ここで 4 つのテンプレートタイプ（「Final 
Cut エフェクト」、「Final Cut トランジション」、「Final Cut タイトル」、または「Final Cut ジェネレータ」）のい
ずれかを選択し、「開く」をクリックします。開いた新しい Motion プロジェクトには、図形のプレースホルダが含
まれています。これは、「Final Cut Pro X」用のエフェクトを作成するために、「Motion」のビヘイビアやフィル
タなどのエフェクトを組み合わせて適用するターゲットレイヤーです（プレースホルダは標準の Motion プロジェク
トのドロップゾーンに似ていて、キャンバスに下向きの矢印として表示されます）。イメージまたはビデオクリップをプ
レースホルダのレイヤーにドラッグすると、作成中のエフェクトをプレビューできます。ただし、それらのイメージは 
Final Cut Pro プロジェクトには表示されません。エフェクト、トランジション、タイトルの各テンプレートは「Final 
Cut Pro」の「タイムライン」で素材を変更するためのものであり、「Motion」のイメージや素材のためではない
からです。

プレースホルダのレイヤーにあるイメージは「Final Cut Pro」のエフェクトの結果には表示されませんが、テンプ
レート（シェイプ、ペイントストローク、イメージなど）に追加する新しいレイヤーと適用したエフェクト（ライティン
グ、カメラの動き、フィルタなど）は、Final Cut Pro プロジェクトに表示されます。これらのレイヤーは、エフェク
トが適用されるクリップに合成されて表示され、エフェクトから切り離すことはできません。このため、エフェクト、
トランジション、タイトルの各テンプレートにイメージレイヤーを追加するのは賢明ではありません。

ただし、ジェネレータテンプレートには、イメージの制約はありません。ジェネレータテンプレートは Final Cut Pro 
プロジェクトに特殊エフェクトだけでなくイメージコンテンツを配信するため、イメージ、クリップ、および適用した
エフェクトは Final Cut Pro プロジェクトに反映され、適用されると「ビューア」に表示されます。

参考：プレビューのためにビデオクリップをプレースホルダのレイヤーにドラッグすることはできますが、クリップの継
続時間がテンプレートに組み込まれているタイミングに干渉することがあります。そのため、エフェクトをプレビュー
する必要がある場合は、テンプレートで静止画像を使用することをお勧めします。また、パーティクルエミッタやリ
プリケータなどの複雑な「Motion」のレイヤーは「Final Cut Pro」のパフォーマンスに悪影響を与える可能性が
あるため、どのテンプレートタイプでも使用することはお勧めできません。
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「Motion」でテンプレートを保存すると、エフェクトが関連する「Final Cut Pro」のメディアブラウザ（「エフェク
トブラウザ」、「タイトルブラウザ」、「トランジションブラウザ」、または「ジェネレータブラウザ」）に書き出されま
す。テンプレートを「タイムライン」に追加したり、「タイムライン」内のクリップに適用したりすると、オン／オフ
のアクティブ化チェックボックスと公開されたパラメータコントロールが「Final Cut Pro」の「インスペクタ」に表
示されます。

各テンプレートタイプについては、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にリストで示されて
いる該当のトピックで説明しています。

「Final Cut エフェクト」テンプレート
「Final Cut エフェクト」テンプレートには、「エフェクトソース」という 1 つのプレースホルダのレイヤーが含まれ
ています。プレースホルダのレイヤー（キャンバス内の下向きの矢印のグラフィックス）にフィルタやビヘイビアをド
ラッグすると、カスタムのエフェクトが作成されます。プレースホルダのレイヤーにイメージをドラッグすると、エフェ
クトがプレビューされます。「Motion」でテンプレートを保存すると、テンプレートが自動的に「Final Cut Pro」
の「エフェクトブラウザ」に書き出されます。 

「Final Cut Pro」で、「タイムライン」内のクリップにエフェクトを適用します。（「Motion」のプレースホルダの
レイヤーで使用されているイメージやクリップは「エフェクトブラウザ」にアイコンで表示されますが、「Final Cut 
Pro」の「タイムライン」内のクリップには適用されません。）エフェクトの継続時間は、適用先の「Final Cut Pro」
のクリップの長さによって決まります。

テンプレートマーカーを使って、エフェクトテンプレートの各部分のタイミングを制御できます。詳しくは、421 ペー
ジのテンプレートマーカーの概要を参照してください。

「エフェクトソース」プレースホルダをエフェクトテンプレートから削除することはできません。また、追加の「エフェ
クトソース」プレースホルダを作成することもできません。エフェクトテンプレートにイメージレイヤーを追加して、
それを「Final Cut Pro」で適用したエフェクトに表示することはできますが、これはお勧めできません。このテン
プレートは、Final Cut Pro クリップにカスタムの 1 つの視覚エフェクトを適用するという 1 つの目的のためだけに
設計されています。

67% resize factor



 第 11 章    Final Cut Pro X のテンプレート 381

「Final Cut トランジション」テンプレート
「Final Cut トランジション」テンプレートには、「トランジション A」と「トランジション B」という 2 つのプレース
ホルダのレイヤーが含まれています。「トランジション A」に追加されたフィルタとビヘイビアは、「Final Cut Pro」
のトランジションの最初のクリップに影響します。「トランジション B」に追加されたフィルタとビヘイビアは、トラン
ジションの 2 番目のクリップに影響します。トランジションをプレビューするときは、イメージをそれぞれのプレース
ホルダにドラッグします。「Motion」でこのテンプレートを保存すると、新しいトランジションが自動的に「Final 
Cut Pro」の「トランジションブラウザ」に書き出されます。

「Final Cut Pro」で、「タイムライン」内の編集点にトランジションを適用します。（「Motion」のプレースホルダ
のレイヤーで使用されているイメージやクリップは「トランジションブラウザ」にアイコンで表示されますが、「Final 
Cut Pro」の「タイムライン」内のクリップには適用されません。）トランジションの継続時間は、「Final Cut Pro」
環境設定の「編集」パネルのプロジェクト設定によって決まります。「Motion」でトランジションを作成するときは、
「Final Cut Pro」のデフォルトのトランジション継続時間を無効にするようにテンプレートを設定できます。トラン
ジションには、Final Cut Pro プロジェクトで調整可能なイン点とアウト点もあります。

トランジションテンプレートにドロップゾーンを追加して、トランジションに背景要素を加えることができます。詳しく
は、404 ページのトランジションの背景を作成するを参照してください。

トランジションテンプレートから「トランジション A」および「トランジション B」プレースホルダを削除することはで
きません。また、追加の「トランジション」プレースホルダを作成することもできません。トランジションテンプレー
トにイメージレイヤーを追加して、それを「Final Cut Pro」で適用したエフェクトに表示することはできますが、こ
れはお勧めできません。このテンプレートは、2 つの Final Cut Pro クリップ間の編集点にカスタムの 1 つのトラン
ジションを適用するという目的のためだけに設計されています。
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「Final Cut タイトル」テンプレート
「Final Cut タイトル」テンプレートにはテキストレイヤー（「テキストをここに入力」）とプレースホルダのレイヤー
（「タイトルの背景」）が含まれています。必要に応じて、テキストを変更します。ビヘイビアまたはキーフレームを
使ってテキストをアニメートし、必要に応じてテキストレイヤーとテキストエフェクトを追加します。「タイトルの背景」
プレースホルダに適用されたフィルタとビヘイビアで、「Final Cut Pro」でのタイトルエフェクトの適用先であるク
リップが変更されます。エフェクトをプレビューするときは、イメージを「タイトルの背景」レイヤーにドラッグしま
す。（プレビューイメージは「Final Cut Pro」では表示されません。）「Final Cut Pro」内のクリップを変更したく
ない場合は、「タイトルの背景」プレースホルダを削除します。 

「Motion」でテンプレートを保存すると、新しいタイトルエフェクトが自動的に「Final Cut Pro」の「タイトルブ
ラウザ」に書き出されます。「Final Cut Pro」でタイトルエフェクトを適用する方法は 2 通りあります：

 • 「タイムライン」内のクリップの上にあるタイトルエフェクトを、フレームまでドラッグします。マウスボタンを放す
と、タイトルがクリップに固定され、クリップが背景として使用されます。タイトルは「タイムライン」内の複数の
クリップにまたがってもかまいません。これらのクリップには「タイトルの背景」プレースホルダが設定されるた
め、下地となるクリップに、「Motion」のプレースホルダに適用されていた変形やフィルタなどが適用されます。

 • タイトルエフェクトをクリップとしてメインの「タイムライン」に追加します。タイトルエフェクトに「タイトルの背
景」プレースホルダが含まれている場合、プレースホルダは無視され、背景クリップを指定することはできませ
ん。

タイトルエフェクトをクリップとして「Final Cut Pro X」のメインの「タイムライン」に追加した場合は、標準の
ドロップゾーンを使用して背景のソースクリップを指定できます。詳しくは、401 ページのタイトルの背景を作成
するを参照してください。

「Final Cut Pro」の「タイムライン」に追加したときのタイトルエフェクトの継続時間は、「Motion」で作成した
テンプレートと同じです。タイトルエフェクトには、Final Cut Pro プロジェクトで調整可能なイン点とアウト点があ
ります。

背景を使用できるテンプレートを上で説明した方法で作成するために、メインの「タイムライン」でドロップゾーン
のオン／オフを切り替えるチェックボックスをリグで公開できます。さらに、1 つは背景として標準のドロップゾーン
を使用し、もう 1 つはデフォルトの「タイトルの背景」プレースホルダを使用する、2 つのバージョンのタイトルテ
ンプレートを作成できます。リグについて詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要を参照してください。公
開について詳しくは、413 ページのテンプレート内のパラメータの公開の概要を参照してください。 
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「Final Cut ジェネレータ」テンプレート
「Final Cut ジェネレータ」テンプレートには、プレースホルダのレイヤーは含まれていません。実際には、ジェネ
レータテンプレートはほかの Motion プロジェクトとほぼ同じです。標準の Motion プロジェクトの場合と同じよう
に、イメージレイヤーとエフェクトを追加してコンポジションを作成します。

「Motion」でテンプレートを保存すると、新しいジェネレータエフェクトが自動的に「Final Cut Pro」の「ジェネ
レータブラウザ」に書き出されます。「Final Cut Pro」でジェネレータエフェクトを適用する方法は 2 通りあります：

 • 「タイムライン」内のクリップの上にあるジェネレータをフレームまでドラッグして、クリップの上にジェネレータを
合成します。ジェネレータは「タイムライン」内の複数のクリップにまたがってもかまいません。

 • ジェネレータをメインの「タイムライン」にクリップとして追加します。

 「Final Cut Pro」の「タイムライン」に追加したときのジェネレータの継続時間は、「Motion」で作成したテンプ
レートと同じです。ジェネレータには、Final Cut Pro プロジェクトで調整可能なイン点とアウト点があります。

標準のドロップゾーンを「Final Cut ジェネレータ」テンプレートに追加できます。ドロップゾーンの詳細は、196 ペー
ジのドロップゾーンの概要を参照してください。 

参考：標準の Motion プロジェクトを「Final Cut Pro」でジェネレータとして公開することもできます。詳しくは、
411 ページの標準の Motion プロジェクトを Final Cut Pro X ジェネレータとして公開するを参照してください。 

プレースホルダとドロップゾーン
プレースホルダとドロップゾーンをテンプレートで拡大／縮小したり変形したりして、特定の見た目や動きを作り出
すことができます。たとえば、テンプレートにドロップゾーンを追加し、ドロップゾーンを縮小してからキャンバスの隅
に配置することで、ピクチャ・イン・ピクチャ・エフェクトを作成できます。プレースホルダとドロップゾーンの違い
は、Final Cut Pro プロジェクトでどのように使われるかという点です：Final Cut Pro プロジェクトでテンプレート
を適用すると、対象のクリップにプレースホルダが設定されます。一方ドロップゾーンは、「Final Cut Pro」でソー
スメディアを割り当てるまでは空のままです。

プレースホルダとドロップゾーンは、「パン」、「調整」、「塗りつぶしのカラー」など、多数の同じパラメータを共有
します。プレースホルダでは、これらのパラメータを使って、Final Cut Pro プロジェクトと同じようにクリップの移
動やサイズ変更をシミュレートできます。これらの調整は、「Final Cut Pro」でテンプレートの適用先であるクリッ
プには影響しません。ただし、ドロップゾーンでは、パラメータの設定が、「Final Cut Pro」のドロップゾーンに割
り当てられているメディアに影響します。ドロップゾーンとプレースホルダのパラメータの詳細は、198 ページの「ド
ロップゾーン」パラメータを参照してください。

「Motion」でドロップゾーンにソースメディアを割り当てた後、オンスクリーンコントロールを使ってドロップゾーン
内でイメージをパンまたは縮小／拡大できます。標準のドロップゾーンの詳細は、196 ページのドロップゾーンの概
要を参照してください。
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エフェクトを作成する／編集する

エフェクトテンプレートを作成する
「Final Cut Pro X」で使うためにカスタムエフェクトを作成するには、「Final Cut エフェクト」テンプレートを使用
します。

「プロジェクトブラウザ」について詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」について を参照してください。
「Final Cut Pro X」でのエフェクトの適用と編集について詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してくださ
い。

リグを含む Final Cut エフェクトの作成例については、390 ページの高度な例：リグを使って一眼レフエフェクトテ
ンプレートを作成するを参照してください。

新しいエフェクトテンプレートを作成する

 1 「Motion」で、「ファイル」＞「プロジェクトブラウザから新規作成」と選択します（または、Option ＋ Command 
＋ N キーを押します）。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。

 2 「プロジェクトブラウザ」で「Final Cut エフェクト」をクリックし、「プリセット」ポップアップメニューからプロジェ
クトサイズを選択します。 

重要：必ず、Final Cut Pro プロジェクトで使用する予定の最も高い解像度のテンプレートを作成してください。4K 
専用のテンプレートを作成する場合は、「Final Cut Pro」のメディアブラウザに 4K プロジェクト専用のテンプレー
トのみを表示するための設定を有効にできます。詳しくは、425 ページのテンプレートの解像度を参照してくださ
い。

 3 「開く」をクリックします（または Return キーを押します）。

すでに目的のプリセットを選択済みの場合は、「プロジェクトブラウザ」で「Final Cut エフェクト」をダブルクリッ
クすることができます。

「エフェクトソース」プレースホルダのレイヤーが選択された状態で、新しい名称未設定の Motion プロジェクトが
開きます。

 4 「エフェクトソース」プレースホルダに参照用のイメージを追加して作業をプレビューするには、以下のいずれかの
操作を行います：

 • 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージをキャンバス内のプレースホルダの矢印の上にドラッグ
します。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

 • 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージを「レイヤー」リスト内の「エフェクトソース」レイヤー
にドラッグします。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

イメージは必ず、「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」からプレースホルダにドラッグしてください。イメージ
を誤って新しいレイヤーに置いた場合、イメージをプレースホルダのレイヤーに移動することはできません。

イメージが「エフェクトソース」レイヤーに追加されてキャンバス内の矢印のグラフィックと置き換わり、プロジェク
トとサイズが異なる場合はサイズ変更されます。このイメージは、作成中のエフェクトの結果をプレビューするため
に使われる一時的なメディアです。これは Final Cut Pro X エフェクトでは使用されません。
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 5 「エフェクトソース」レイヤーにフィルタまたはビヘイビアを追加して、カスタムエフェクトを作成します。

フィルタとビヘイビアのパラメータは変更したりアニメートしたりできます。フィルタの操作方法について詳しくは、
723 ページのフィルタの概要を参照してください。ビヘイビアについて詳しくは、287 ページのビヘイビアの概要
を参照してください。

 6 「Final Cut Pro」のユーザに特定のパラメータの変更を許可するには、アクセスできるようにしたい各パラメータ
の「アニメーション」ポップアップメニューから「公開」を選択します。

パラメータを公開すると、カスタムエフェクトをクリップに適用したときに、ユーザインターフェイスのコントロール（ス
ライダ、チェックボックス、またはダイヤル）を「Final Cut Pro」の「インスペクタ」で使用できるようになります。
公開されたパラメータは、「Final Cut Pro」で調整したりキーフレーム設定したりできます。詳しくは、413 ページ
のテンプレート内のパラメータの公開の概要を参照してください。

ヒント：特定のパラメータコントロールだけでなく、「Motion」の「インスペクタ」でフィルタ名とビヘイビア名の
横に表示される青色のアクティブ化チェックボックスも公開できます。アクティブ化チェックボックスをその「アニメー
ション」ポップアップメニューを使って公開すると、対応するチェックボックスが「Final Cut Pro」のインスペクタに
表示されて、ユーザがそのフィルタまたはビヘイビアの影響のオン／オフを切り替えることができるようになります。
詳しくは、413 ページのテンプレート内のパラメータの公開の概要を参照してください。

 7 オプション：作成したカスタムエフェクトに満足できたら、テンプレートからプレビューイメージを削除できます。こ
れには、「エフェクトソース」レイヤーを選択してから、「イメージ」インスペクタで「消去」ボタンをクリックします。

一時的なイメージがプロジェクトから削除されます。

 8 「ファイル」＞「保存」と選択してから、以下の操作を行います：

 a 保存ダイアログで、テンプレートの名前を入力します。

名前を指定しないと、テンプレートは「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」に「新規テンプレート」と表
示されます。

 b 「カテゴリ」ポップアップメニューでカテゴリを選択します。

独自のカテゴリを作成することもできます。カテゴリは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut 
Pro」の「エフェクトブラウザ」に表示されます。

 c 必要に応じて、「テーマ」ポップアップメニューでテーマを選択します。

テーマは作成することもできます。テーマは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut Pro」の
「テーマブラウザ」に表示されます。テーマは、テンプレートの分類に役立つメタデータ・タグです。「Motion」
の「プロジェクトブラウザ」のテーマとカテゴリについて詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」につ
いてを参照してください。

 d プロジェクト内で使用されていないメディア（「メディア」リスト内のメディアやオーディオのうち、テンプレートで
使用されていないもの）を保持するには、「使用していないメディアを含める」を選択します。

 e 「Motion」の「プロジェクトブラウザ」にプレビュームービーを表示したい場合は、「プレビュームービーを保
存」を選択します。

 9 「公開」をクリックします。

テンプレートと残りのメディアが保存され、「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」に書き出されます。参照用
のイメージを削除しなかった場合は、そのイメージが「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」でテンプレート
のサムネールとして表示されます。

「Final Cut Pro」でのエフェクトの適用と編集について詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してください。
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「Final Cut Pro X」のエフェクトを変更する
「Final Cut Pro X」の「エフェクトブラウザ」に表示されるプリセットは、「Motion」で作成したものです。これ
らのプリセットは、「Motion」で変更してから、「Final Cut Pro」でエフェクトとして保存できます。

プリセットの Final Cut エフェクトの具体的な変更例については、386 ページの例：ボケ（ランダム）エフェクトを
変更するを参照してください。

Motion で Final Cut Pro X エフェクトを変更する
 1 「Final Cut Pro X」で、ツールバーの「エフェクトブラウザ」ボタンをクリックします。

「エフェクトブラウザ」が表示されます。

 2 編集するエフェクトを見つけます。

エフェクトをプレビューするには、エフェクトのサムネール上にポインタを移動します。

 3 Control キーを押しながらエフェクトをクリックし、以下のいずれかの操作を行います：

 • エフェクトが Final Cut Pro プリセットの場合は、ショートカットメニューから「コピーを Motion で開く」を選
択します。

プロジェクトのコピーが「Motion」で開き、複製されたファイルが「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」
に表示されます。

 • エフェクトが「Motion」で作成したテンプレートの場合は、ショートカットメニューから「Motion で開く」を選
択します。

元のプロジェクトが「Motion」で開きます。

「Motion」でエフェクトを作成したときに使用したプレビューイメージを、プロジェクトと一緒に保存した場合は、そ
のメディアがテンプレートに表示されます。

 4 「Motion」でプロジェクトを変更してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • Final Cut Pro プリセットのコピーをデフォルト名で保存するには、「ファイル」＞「保存」と選択します。

 • Final Cut Pro プリセットのコピーを新しい名前で保存するには、「ファイル」＞「別名で保存」と選択し、保存
ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。

 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものを保存して、元のテンプレートを上書きするには、
「ファイル」＞「保存」と選択します。 

 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものをコピーとして保存するには、「ファイル」＞「別名
で保存」と選択し、保存ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。

参考：「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用したプリセットの Final Cut Pro エフェクトを「Motion」
で変更しても、保存された変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のテンプレートのインスタンスには影
響しません。ただし、変更したバージョンのプリセットを「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用した後に、
「Motion」でテンプレートに加えた変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のエフェクトのインスタンス
に影響します。

テンプレートが保存されて、「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」に表示されます。

例：ボケ（ランダム）エフェクトを変更する
「Final Cut Pro X」では、ボケ（ランダム）エフェクトは、移動する、にじんだパーティクルをクリップに追加します。
エフェクトのシェイプ、ブレンドモード、速度などのパーティクルパラメータは、「Final Cut Pro X」で編集できます。
「Final Cut Pro X」のほとんどのエフェクト（およびトランジション、タイトル、ジェネレータ）は、「Motion」で
開いて変更することで、パラメータコントロールを制限したり追加したりできます。

参考：ボケという語は、ブラーや霞のかかった状態を指す日本語の「ピンぼけ」から来ています。写真の世界では、
ボケは、ぼかしたイメージの美的特性を表現するのに使われる用語です。
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この例では、「Motion」でボケ（ランダム）エフェクトを変更する方法について説明します。この例に示す操作は、
以下の手順に分けられます：

 • 「Final Cut Pro」でエフェクトを確認する。

 • 「Motion」でエフェクトにパラメータを追加する。

 • 「Motion」で、エフェクトからパラメータを削除し、変更したエフェクトを「Final Cut Pro」に公開する。

Final Cut Pro でボケ（ランダム）エフェクトを確認する
 1 「Final Cut Pro」の「タイムライン」内でクリップを選択してから、ツールバーの「エフェクトブラウザ」ボタンを

クリックします。

 2 「エフェクトブラウザ」で「ライト」カテゴリを選択し、ボケ（ランダム）のサムネール上でポインタを前後に移動
します。

エフェクトのプレビューが「ビューア」内で再生されます。

 3 エフェクトを選択したクリップに適用するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • ボケ（ランダム）エフェクトをダブルクリックします。

 • エフェクトを「タイムライン」内のクリップにドラッグします。クリップが強調表示されて追加ポインタ（＋）が表
示されたら、マウスを放します。

ボケ（ランダム）エフェクトがクリップに適用されます。

 4 ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

「インスペクタ」の最初のコントロールは「タイプ」パラメータで、エフェクト内でパーティクルのシェイプを設定し
ます。

 5 パーティクルのシェイプを六角形に変更するには、「タイプ」ポップアップメニューから「六角形」を選択します。

 6 その他のコントロール（「サイズ」、「数」、「不透明度」など）をいくつか調整して、エフェクトがどのように変化す
るかを観察します。

 7 「リセット」ボタン（アクティブ化チェックボックス行の端にあるカーブした矢印）をクリックして、パラメータをデ
フォルト値に戻します。

「Final Cut Pro」でボケ（ランダム）エフェクトのインスペクタにパラメータを追加する
次の手順では、ボケ（ランダム）エフェクトのコピーを「Motion」で開いて編集し、パーティクルのシェイプを変
更するオプションをエフェクトから削除してから、パーティクルの色を変更するオプションをエフェクトに追加します。 

 1 「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」で、Control キーを押しながらボケ（ランダム）エフェクトをクリック
し、ショートカットメニューから「コピーを Motion で開く」を選択します。

テンプレートのコピーが「Motion」で開き、複製されたファイルが「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」
に表示されます。
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 2 必要に応じ、「Motion」のキャンバスの上にあるズームレベルのポップアップメニューから「ウインドウに合わせ
る」を選択します。

オプション：エフェクトの変更をより分かりやすく表示するには、静止画像を「ファイルブラウザ」からキャンバスに
ドラッグし、キャンバス内でポインタがカーブした矢印に変化し、プレースホルダが黄色の枠線で強調表示されたら
マウスボタンを放します。

参考：このイメージは、「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」にコピーされたボケ（ランダム）には保存さ
れません。

 3 「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトをクリックしてから、「プロジェクト」インスペクタの「公開」を
クリックします。

プリセットのボケ（ランダム）エフェクトに公開される「タイプ」、「ブレンドモード」、「サイズ」、「数」、「パターン」、
「速度」、「ブラー量」、および「不透明度」コントロールが、リストに表示されます。公開されたパラメータのいく
つかは、リグウィジェットです。リグとウィジェットについて詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要を参照
してください。

公開されたパラメータは、「Final Cut Pro」のインスペクタで使用できるようになります。公開について詳しくは、
413 ページのテンプレート内のパラメータの公開の概要を参照してください。

 4 「レイヤー」リストで、「ボケ」グループを開いてから、「六角形」と「円」グループを開きます。

このエフェクトは、リグ済みのパーティクルパラメータ、ビヘイビア、および「ブラー（ガウス）」フィルタで構成さ
れます。リグの例については、390 ページの高度な例：リグを使って一眼レフエフェクトテンプレートを作成するを
参照してください。

 5 「円」グループで「ボケ 4」パーティクルエミッタを選択し、「エミッタ」インスペクタの「カラーモード」ポップアッ
プメニューから「カラー化」を選択します。
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 6 「カラー」パラメータから新しい色を選択します。

キャンバス内で、円形パーティクルが新しい色に変わります。

 7 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「カラー」パラメータのアニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向
きの三角形）をクリックして、「公開」を選択します。

 • Control キーを押しながら「カラー」パラメータの名前をクリックし、ショートカットメニューで「公開」を選択
します。

 8 プロジェクトオブジェクトをクリックして、変更済みの公開されたパラメータリストを表示します。

これで、「カラー」パラメータがリストに表示されます。変更したテンプレートを「Final Cut Pro」の「タイムライ
ン」内のクリップに適用すると、「カラー」パラメータが「Final Cut Pro」のインスペクタで使用できるようになり
ます。

Published Color parameter

「Final Cut Pro」でボケ（ランダム）エフェクトのインスペクタからパラメータを削除する
次の手順では、「Final Cut Pro」のインスペクタに表示されるコントロールから「タイプ」パラメータを削除します。

 1 「プロジェクト」インスペクタの「公開」パネルで、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイプ」パラメータのアニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向き
の三角形）をクリックして、「公開中止」を選択します。

 • Control キーを押しながら「タイプ」パラメータの名前をクリックして、ショートカットメニューで「公開中止」を
選択します。

「タイプ」コントロールがリストから削除され、「Final Cut Pro」で使用できなくなります。
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 2 「ファイル」＞「保存」と選択します（または、Command ＋ S キーを押します）。

プレースホルダの静止画像を読み込んだ場合は、その画像を保存済みの Motion プロジェクトにコピーするかどう
かを尋ねるダイアログが表示されます。Motion プロジェクトに画像付きで保存する場合は、「コピー」をクリックし
ます。プロジェクトを画像なしで保存する場合は、「コピーしない」をクリックします。どちらのオプションを選択した
としても、「Final Cut Pro」でテンプレートを適用するときには影響はありません。

参考：エフェクトを「エフェクトブラウザ」内で別の名前で保存するか、別のカテゴリに保存する場合は、「ファイ
ル」＞「別名で保存」と選択します。最初に作成したファイル（ボケ（ランダム）のコピー）は、「Final Cut Pro」
の「エフェクトブラウザ」と「Motion」の「プロジェクトブラウザ」に残りますが、「/ユーザ /ユーザ名 /ムー
ビー /Motion Templates」内のフォルダから削除できます。

これで、「Final Cut Pro」でエフェクトを使用できるようになりました。元のプリセットとは異なり、ボケ（ランダ
ム）のコピーにはパーティクルの色を変更するためのコントロールが含まれ、パーティクルのシェイプを変更するた
めのコントロールはなくなります。

高度な例：リグを使って一眼レフエフェクトテンプレートを作成する
経験のある「Motion」のユーザは、「Final Cut Pro X」の洗練されたエフェクトテンプレートを作成できます。以
下の例は、この種のエフェクトの 1 つである、一眼レフカメラのファインダの焦点変化のシミュレーションを作成す
る方法を示します。一眼レフカメラは、移動式の鏡とプリズムのシステムを使用して、フィルムに焼き付けられるイ
メージを撮影者に表示します。

このセクションで説明する操作を行うには、クローン、マスク、リグなど、「Motion」の高度な技術のいくつかに
関する十分な知識が必要です。これらの技術について詳しくは、以下のトピックを参照してください：

 • 224 ページのクローンレイヤーを作成する

 • 811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要

 • 363 ページのリグとウィジェットの概要

この例に示す操作は、以下の手順に分けられます：

 • 「Motion」でテンプレートプロジェクトを設定します。

 • 「ファインダ」のグラフィックスを作成します。

 • プレビューイメージを追加します。

 • マスクを追加します。

 • 新しいリグを追加およびカスタマイズします。

 • リグウィジェットとエフェクトテンプレートを「Final Cut Pro」に公開します。

「Motion」で一眼レフエフェクトプロジェクトを設定する
 1 「ファイル」＞「新規」と選択します（または Command ＋ N キーを押します）。

 2 「プロジェクトブラウザ」で「Final Cut エフェクト」を選択し、Final Cut Pro X プロジェクトに必要なプロジェク
トプリセットを選択して、「開く」をクリックします。

参考：この例では「放送 HD 720」プリセットを使用します。

プロジェクトが開きます。これには、1 つの「エフェクトソース」プレースホルダレイヤーを備えたグループが 1 つ
含まれます。

プレースホルダ（矢印のイメージ）は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」内でエフェクトが適用されるクリップ
またはイメージを表します。このテンプレートでは、同じイメージまたはクリップのインスタンスを複数使用して一眼
レフのスプリットプリズムエフェクトを作り出すため、クローンはプレースホルダで構成されます。 
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 3 プレースホルダのクローンを作成する：

 a 「エフェクトソース」レイヤーを選択し、「オブジェクト」＞「クローンレイヤーを作成」と選択します（または、
K キーを押します）。

 b クローンレイヤーの名前を「背景」に変更します。

 c 「エフェクトソース」レイヤーをもう一度選択し、「オブジェクト」＞「クローンレイヤーを作成」と選択します（ま
たは、K キーを押します）。

 d 2 番目のクローンレイヤーの名前を「上プリズム」に変更します。

 e 「エフェクトソース」レイヤーの名前を「下プリズム」に変更します。

 4 新しいグループをプロジェクトに追加する：

 a 「レイヤー」リストで「グループ」を選択し、「レイヤー」リストの左下隅にある追加（＋）ボタンを 4 回クリッ
クして、追加グループを 4 つ作成します。

 b 最下層の（クローンを含む）グループに「背景グループ」という名前を付けます。

 c 「グループ 1」に「下プリズムグループ」という名前を付けます。

 d 「グループ 2」に「上プリズムグループ」という名前を付けます。

 e 「グループ 3」に「スプリットプリズムグループ」という名前を付けます。

 f 「グループ 4」に「フォーカススクリーングループ」という名前を付けます。

プロジェクトは、次の図のようになります：

 5 グループとプレースホルダのクローンを整理する：

 a 「下プリズム」クローンレイヤーを「下プリズムグループ」にドラッグします。「下プリズムグループ」の周囲に
ハイライトが表示されたら、マウスボタンを放します。

 b 「上プリズム」クローンレイヤーを「上プリズムグループ」にドラッグします。

 c Shift キーを押しながら「下プリズムグループ」と「上プリズムグループ」を選択し、「スプリットプリズムグルー
プ」にドラッグします。

これで、「下プリズムグループ」と「上プリズムグループ」が、「スプリットプリズムグループ」のメンバーになり
ました。

 d 「スプリットプリズムグループ」を「フォーカススクリーングループ」にドラッグします。
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プロジェクトは、次の図のようになります：

次の手順では、シェイプを追加して、一眼レフのファインダにあるフォーカスリングをシミュレートします。

ファインダの焦点グラフィックスを追加する

 1 「フォーカススクリーン」グループを選択した状態で、ツールバーの「シェイプ」ポップアップメニューから「円」
ツールを選択します。 

 2 ポインタをキャンバスの中央に置き、Shift ＋ Option キーを押したままキャンバス内で円を描きます。

円は、矢印のグラフィックが十分隠れる大きさにしてください。

ヒント：グリッドを表示してキャンバス内でのグラフィックスの位置決めを容易にするには、キャンバスの上にある「表
示」ポップアップメニューから「グリッド」を選択します。

 3 円のレイヤーに「アウターリング」という名前を付けます。

 4 「アウターリング」レイヤーを選択した状態で、「シェイプ」インスペクタで以下の操作を行います：

 a 青色のアクティブ化ボックスの選択を解除して、「塗りつぶし」をオフにします。

 b 青色のアクティブ化ボックスを選択して、「アウトライン」をオンにします。

 c 「ブラシカラー」を黒に設定します。

 d 「幅」を 1 にします。

 e 「ブラシの不透明度」を 80 パーセントに設定します。

 5 「アウターリング」レイヤーを選択した状態で Command ＋ D キーを押し、複製したシェイプに「テクスチャリン
グ」という名前を付けます。

 6 「シェイプ」インスペクタで、以下の操作を行います：

 a 青色のアクティブ化ボックスの選択を解除して、「アウトライン」をオフにします。

 b 青色のアクティブ化ボックスを選択して、「塗りつぶし」をオンにします。
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 c 「塗りのカラー」を黒に設定します。

 d 「塗りの不透明度」を 35 パーセントに設定します。

 7 「情報」インスペクタで、「調整」を 42 パーセントに設定します。

 8 ツールバーの「フィルタを追加」ポップアップメニューから「表現手法」＞「ハーフトーン」と選択します。

画面のパターンが「テクスチャリング」に適用されます。

 9 「フィルタ」インスペクタで、「コントラスト」を 0.2 に設定します。

次の手順では、イメージ（作成しているエフェクトの確認に役立ちます）を追加して、ブラーフィルタを適用します。
その後、ブラーフィルタにリグを適用して、焦点が変化するエフェクトを作成します。

イメージを追加して、ブラーフィルタを背景に適用する

 1 「ファイルブラウザ」内で静止画像をキャンバスにドラッグし、キャンバス内のプレースホルダが黄色に強調表示さ
れたらマウスボタンを放します。

このイメージを使って、作成中のエフェクトを表示できます。イメージをキャンバスにドラッグすると、クローンと背
景のレイヤーにそのイメージが適用されます。この例では、象の群れのイメージが使用されています。象の写りは
鮮明です。

 2 「レイヤー」リストで、「背景」レイヤーを選択します。

 3  ツールバーの「フィルタを追加」ポップアップメニューから「ぼかし」＞「ブラー（ガウス）」と選択します。

「ブラー（ガウス）」フィルタが象のイメージに追加されます。

 4 「フィルタ」インスペクタで、「適応量」を 0 に設定します。

ブラー量は、以降の手順で（リグの作成時に）変更されます。

以下の手順では、ファインダとスプリットプリズムの中心を作成するマスクを追加します。

フォーカススクリーンマスクを追加する

 1 「テクスチャリング」レイヤーにマスクを追加する：

 a 「レイヤー」リストで、「テクスチャリング」レイヤーを選択します。

 b ツールバーの「マスク」ポップアップメニューから「円マスク」ツールを選択し、ポインタを「テクスチャリング」
シェイプの中心に置いてから、Shift ＋ Option キーを押したままキャンバス内でマスクを描きます。

次のイメージを参考にしてください：
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「テクスチャリング」の円がマスクされます。ただし、一眼レフファインダのフォーカスリングをシミュレートするに
は、マスクを反転する必要があります。

 c 「マスク」インスペクタで、「マスクを反転」を選択します。

ヒント：キャンバス内のオブジェクトを配置するには、ダイナミックガイドとスナップを使用します（N キーを押し
ます）。オブジェクトを選択し、「オブジェクト」＞「配置」メニューからオプションを選択します。

 2 「上プリズムグループ」にマスクを追加する：

 a 「レイヤー」リストで「上プリズムグループ」を選択します。

 b ツールバーの「マスク」ポップアップメニューから「ベジェマスク」ツールを選択し、キャンバス内で四角形を描
いて、下の辺が円のグラフィックスの中心を斜めに通過するようにします。

次のイメージを参考にしてください：

ヒント：キャンバスをすばやくズームアウトするには、Command ＋ マイナス記号キーを押します。キャンバス
をズームインするには、Command ＋ プラス記号キーを押します。または、スペースバーと Command キー
を（この順序で）押したまま、キャンバス上を斜めにドラッグします。キャンバスでクリックしたスポットを中心と
してズームされます。

 c マスクを選択した状態で、「表示」＞「ルーラを表示」と選択します（または、Shift ＋ Command ＋ R キー
を押します）。
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 d 縦のルーラから 2 つのガイドをドラッグして、マスクの左下隅と右下隅に配置します。

 3 「下プリズムグループ」にマスクを追加する：

 a 「レイヤー」リストで、手順 2 で作成したベジェマスクを選択します。

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

 c ベジェマスクのコピーを「下プリズムグループ」にドラッグします。

 d ツールバーの左端にあるポップアップメニューから「選択／変形」ツールを選択します。

 e Shift キーを押したまま、マスクの回転ハンドルを 180 度ドラッグします。

 f マスクを下にドラッグして、マスクの左上隅と右上隅をガイドに揃えます。

ヒント：ドラッグの開始後に Shift キーを押したままにすると、動きが Y 軸に制限されます。マスクの Y 位置を
微調整するには、Command ＋ ↑ キーまたは Command ＋ ↓ キーを押すか、マスクの「情報」インスペ
クタで「Y」位置パラメータを調整します。

マスクのエフェクトを表示するには、「背景グループ」をオフにしてから、「上プリズムグループ」または「下プリ
ズムグループ」をオフにします。
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 4 「スプリットプリズムグループ」にマスクを追加する：

 a 「レイヤー」リストで、「テクスチャリング」レイヤーに適用した円マスクを選択して Command ＋ D キーを押
します。

 b 円マスクのコピーを「スプリットプリズムグループ」にドラッグしてから、「背景グループ」をオフにしてマスクの
エフェクトを表示します。

「スプリットプリズムグループ」に適用されたマスクは反転した状態を保持しますが、大きさは変化します。これ
は、調整されているオブジェクト（「テクスチャリング」）にマスクが適用されたためです。調整されていないオブ
ジェクトに適用されたマスクは、調整なしのサイズで適用されます。

 c 円マスクのコピーを選択した状態で、「マスク」インスペクタの「マスクを反転」チェックボックスの選択を解除
します。

 d 円マスクのコピーを選択した状態で「情報」インスペクタを開き、「調整」パラメータを 42 パーセントに設定し
て、「テクスチャリング」の大きさに一致させます。 

次の手順では、「上プリズム」レイヤーと「下プリズム」レイヤーの位置を制御するリグを作成して、一眼レフカメ
ラのフォーカスをシミュレートします。

一眼レフエフェクトリグを作成する

 1 「レイヤー」リストで、（「上プリズムグループ」ではなく）「上プリズム」クローンのレイヤーを選択し、「情報」イ
ンスペクタで以下の操作を行います：

 a 「位置」パラメータの開閉用三角ボタンをクリックして、X、Y、および Z サブパラメータを表示します。
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 b Control キーを押しながら「X」位置パラメータ名をクリックし、ショートカットメニューから「リグに追加」＞
「新規リグを作成」＞「新規スライダに追加」と選択します。

「ウィジェット」インスペクタが表示されます。このインスペクタには「上プリズム .X」というパラメータが 1 つ含ま
れています。「インスペクタ」（および「上プリズム」クローンレイヤーの「情報」インスペクタ）で、パラメータの
横にリグアイコン（ジョイスティック）が表示されます。リグオブジェクトとスライダオブジェクトも、「レイヤー」リス
トの一番上付近に表示されます。

 2 「下プリズム」クローンレイヤーを選択し、「情報」インスペクタで以下の操作を行います：

 a 「位置」パラメータの開閉用三角ボタンをクリックして、X、Y、および Z サブパラメータを表示します。

 b Control キーを押しながら「X」位置パラメータ名をクリックし、ショートカットメニューから「リグに追加」＞「リ
グ」＞「スライダに追加」と選択します。

 3 「レイヤー」リストで「ブラー（ガウス）」フィルタを選択し、以下の操作を行います：

 a 「フィルタ」インスペクタを開きます。

 b Control キーを押しながら「量」パラメータ名をクリックし、ショートカットメニューから「リグに追加」＞「リ
グ」＞「スライダに追加」と選択します。

 4 「レイヤー」リストで「リグ」を選択します。

リグ済みのパラメータが「リグ」インスペクタに表示されます。リストの一番上には、最近追加されたパラメータが
表示されます。

Rigged parameters

次の手順では、ファインダの焦点エフェクトをシミュレートする 3 つの異なるスナップショットを作成します。最初の
スナップショットでは、上プリズムが左に移動し、背景イメージがピンぼけで表示されます。2 番目のスナップショッ
トでは、上プリズムと下プリズムが配置され、背景イメージが鮮明に表示されます。3 番目のスナップショットでは、
下プリズムが右に移動し、背景イメージがピンぼけで表示されます。
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リグ、ウィジェット、およびスナップショットの使用方法について詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要を
参照してください。

一眼レフリグのスナップショットを作成する

 1 「レイヤー」リストで「背景グループ」チェックボックスを選択し、スナップショットを作成しながらそのエフェクトを
表示します。

 2 「リグ」インスペクタで、スライダコントロールのすぐ下をダブルクリックしてスナップショットを追加し、スナップショッ
トの青いタグを 50 付近までドラッグします。

Drag the blue dot 
to adjust the value 
of the snapshot.

 3 最初のスナップショット（左端のタグ）をクリックして、以下の値を設定します：

 a 「ブラー（ガウス）」の「量」を 150 に設定します。

 b 「下プリズム」の「X」を 25 に設定します。

 c 「上プリズム」の「X」を –25 に設定します。

このスナップショットは、極端な焦点の一眼レフカメラのファインダをシミュレートします。

 4 3 番目のスナップショットをクリックして、以下の値を設定します：

 a 「ブラー（ガウス）」の「量」を 150 に設定します。

 b 「下プリズム」の「X」を -25 に設定します。

 c 「上プリズム」の「X」を 25 に設定します。

このスナップショットは、もう一方の極端な焦点の一眼レフカメラのファインダをシミュレートします。

参考：中間のスナップショット値は 0 のままで、一眼レフカメラのレンズの焦点が合っていることを表します。

 5 スライダを前後に動かして、リグ済みのパラメータのエフェクトを表示します。

スナップショットタグではなく、スライダコントロールだけを必ずドラッグするようにしてください。

完成した一眼レフエフェクトが「Final Cut Pro X」の「タイムライン」に追加されると、このスライダが「エフェ
クト」インスペクタに表示されます。

次の手順では、リグスライダを「焦点」として公開します。「Final Cut Pro X」で「焦点」スライダを前後に動か
すと、一眼レフカメラのファインダでの焦点を合わせがシミュレートされます。

スライダウィジェットと一眼レフエフェクトテンプレートを公開する

 1 「レイヤー」リストで、スライダウィジェットに「焦点」という名前を付けます。

 2 「リグ」または「焦点」ウィジェットを選択してから、「リグ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • 「焦点」スライダのアニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向きの
三角形）をクリックして、ポップアップメニューで「公開」を選択します。
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 • Control キーを押しながら「焦点」スライダのパラメータ名をクリックして、ショートカットメニューで「公開」を
選択します。

 3 「レイヤー」リストでプロジェクトオブジェクトを選択し、「プロジェクト」インスペクタの「公開」パネルを開きます。

「公開されたパラメータ」リストに「焦点」スライダが表示され、「Final Cut Pro」のインスペクタにどのパラメー
タコントロールが表示されるかを示します。

 4 「ファイル」＞「保存」と選択してから、以下の操作を行います：

 a 保存ダイアログで、テンプレートの名前を入力します。

名前を指定しないと、テンプレートは「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」に「新規テンプレート」と表
示されます。

 b 「カテゴリ」ポップアップメニューでカテゴリを選択します。

独自のカテゴリを作成することもできます。カテゴリは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut 
Pro」の「エフェクトブラウザ」に表示されます。

 c 必要に応じて、「テーマ」ポップアップメニューでテーマを選択します。

テーマは作成することもできます。テーマは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut Pro X」の
「テーマブラウザ」に表示されます。テーマは、テンプレートの分類に役立つメタデータ・タグです。「Motion」
の「プロジェクトブラウザ」のテーマとカテゴリについて詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」につ
いてを参照してください。

 d 「Motion」の「プロジェクトブラウザ」にプレビュームービーを表示しない場合は、「プレビュームービーを保
存」の選択を解除します。

テンプレートが、すぐに使用できる状態で「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」に表示されます。「Final 
Cut Pro」でパラメータにキーフレームを設定する方法については、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してくだ
さい。

 e 「公開」をクリックします。

タイトルを作成する／編集する

タイトルテンプレートを作成する
「Final Cut Pro X」で使用するカスタムタイトルを作成するには、「Final Cut タイトル」テンプレートを使用しま
す。

「プロジェクトブラウザ」について詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」について を参照してください。
「Final Cut Pro」でのタイトルの操作について詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してください。

新しいタイトルテンプレートを作成する

 1 「Motion」で、「ファイル」＞「プロジェクトブラウザから新規作成」と選択します（または、Option ＋ Command 
＋ N キーを押します）。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。
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 2 「プロジェクトブラウザ」で、「Final Cut タイトル」をクリックし、「プリセット」ポップアップメニューからプロジェ
クトサイズを選択します。

重要：必ず、Final Cut Pro プロジェクトで使用する予定の最も高い解像度のテンプレートを作成してください。4K 
専用のテンプレートを作成する場合は、「Final Cut Pro」のメディアブラウザに 4K プロジェクト専用のテンプレー
トのみを表示するための設定を有効にできます。詳しくは、425 ページのテンプレートの解像度を参照してくださ
い。

 3 「開く」をクリックします（または Return キーを押します）。

すでに目的のプリセットを選択済みの場合は、「プロジェクトブラウザ」で「Final Cut タイトル」をダブルクリック
することができます。

テキストレイヤー（「テキストをここに入力」）とプレースホルダのレイヤー（「タイトルの背景」）という 2 つのレイ
ヤーが含まれている、新しい名称未設定の Motion プロジェクトが開きます。

 4 「タイトルの背景」プレースホルダに参照用のイメージを追加して作業をプレビューするには、以下のいずれかの
操作を行います：

 • 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージをキャンバス内のプレースホルダの矢印の上にドラッグ
します。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

 • 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージを「レイヤー」リスト内の「タイトルの背景」レイヤー
にドラッグします。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

イメージは必ず、「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」からプレースホルダにドラッグしてください。イメー
ジを誤って新しいレイヤーに置いた場合、イメージをプレースホルダのレイヤーに移動することはできません。

イメージが「タイトルの背景」レイヤーに追加されてキャンバス内の矢印のグラフィックと置き換わり、プロジェク
トと同じサイズでない場合はサイズが変更されます。このイメージは、作成中のエフェクトの結果をプレビューす
るために使われる一時的なメディアです。これは「Final Cut Pro X」タイトルでは使用されません。

 5 必要に応じてテキストを変更し、アニメーション、フィルタ、テキストビヘイビアなどのエフェクトを追加してカスタ
ムタイトルを作成します。

ユーザはテキストを「Final Cut Pro」で変更できるため、「Motion」でデフォルトのテキスト（「テキストをここ
に入力」）を変更する必要はありません。「テキスト」インスペクタ、「フィルタ」インスペクタ、「ビヘイビア」イン
スペクタ、および「情報」インスペクタでパラメータを調整したりアニメートしたりして、印象的なタイトルシーケン
スを作成できます。テキストの使いかたについて詳しくは、598 ページのテキストの概要および 660 ページのアニ
メートするテキストの概要を参照してください。

 6 「Final Cut Pro」のユーザに特定のパラメータの変更を許可するには、アクセスできるようにしたい各パラメータ
の「アニメーション」ポップアップメニューから「公開」を選択します。

パラメータを公開すると、カスタムタイトルをクリップに追加したときに、ユーザインターフェイスのコントロール（ス
ライダ、チェックボックス、またはダイヤル）を「Final Cut Pro」の「インスペクタ」で使用できるようになります。
公開されたパラメータは、「Final Cut Pro」で調整したりキーフレーム設定したりできます。詳しくは、413 ページ
のテンプレート内のパラメータの公開の概要を参照してください。テキストパラメータの公開に固有の情報について
は、418 ページのテキストパラメータを公開するを参照してください。

 7 オプション：作成したカスタムタイトルに満足できたら、テンプレートからプレビューイメージを削除できます。これ
には、「エフェクトソース」レイヤーを選択してから、「イメージ」インスペクタで「消去」ボタンをクリックします。

一時的なイメージは削除され、テンプレートの「メディア」フォルダには保存されません。詳しくは、426 ページの
テンプレートファイルとメディアの保存場所を参照してください。
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 8 「ファイル」＞「保存」と選択してから、以下の操作を行います：

 a 保存ダイアログで、テンプレートの名前を入力します。

名前を指定しないと、テンプレートは「Final Cut Pro」の「タイトルブラウザ」に「新規テンプレート」と表示
されます。

 b 「カテゴリ」ポップアップメニューでカテゴリを選択します。

独自のカテゴリを作成することもできます。カテゴリは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut 
Pro」の「タイトルブラウザ」に表示されます。

 c 必要に応じて、「テーマ」ポップアップメニューでテーマを選択します。

テーマは作成することもできます。テーマは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut Pro」の
「テーマブラウザ」に表示されます。テーマは、テンプレートの分類に役立つメタデータ・タグです。「Motion」
の「プロジェクトブラウザ」のテーマとカテゴリについて詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」につ
いてを参照してください。

 d プロジェクト内で使用されていないメディア（「メディア」リスト内のメディアやオーディオのうち、テンプレートで
使用されていないもの）を保持するには、「使用していないメディアを含める」を選択します。

 e 「Motion」の「プロジェクトブラウザ」にプレビュームービーを表示したい場合は、「プレビュームービーを保
存」を選択します。

 9 「公開」をクリックします。

テンプレートと残りのメディアが保存され、「Final Cut Pro」の「タイトルブラウザ」に書き出されます。参照用の
イメージを削除しなかった場合は、そのイメージが「Final Cut Pro」の「タイトルブラウザ」でテンプレートのサ
ムネールとして表示されます。

タイトルの背景を作成する
「タイトルの背景」プレースホルダが含まれているタイトルテンプレートを「Final Cut Pro X」のメインの「タイム
ライン」に追加すると、このプレースホルダは無視されます。Final Cut Pro プロジェクトに背景のソースクリップを
指定するには、タイトルテンプレートにドロップゾーンを追加してから、「Final Cut Pro」のドロップゾーンにメディ
アを割り当てます。

テンプレートのドロップゾーンを使うと、「Final Cut Pro」のユーザは、適用したエフェクトの指定した領域にメディ
アを配置できます。フィルタ、ビヘイビア、アニメーションなどのエフェクトは「Motion」でドロップゾーンに追加
できるため、それらのエフェクトは後で「Final Cut Pro」で追加したクリップに影響します。ドロップゾーンの詳細
は、196 ページのドロップゾーンの概要を参照してください。

タイトルテンプレートの背景を作成する

 m 「Final Cut タイトル」プロジェクトで、「オブジェクト」＞「新規ドロップゾーン」と選択します。

ドロップゾーンのレイヤー（タイトルは「ドロップゾーン」）が「レイヤー」リストとキャンバスに表示されます。

タイトルを Final Cut Pro プロジェクトに追加すると、「Final Cut Pro」のインスペクタにドロップゾーンのイメー
ジウェルが表示されます。編集者は、このイメージウェルを使って、タイトルの下に表示されるソースクリップを
追加できます。また、ドロップゾーンのオンスクリーンコントロール（「ビューア」でドロップゾーンをダブルクリッ
クしてアクセスします）を使って、ドロップゾーン内でソースクリップをパンまたは縮小／拡大できます。詳しくは、
「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してください。
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「Final Cut Pro X」のタイトルを変更する
「Final Cut Pro X」の「タイトルブラウザ」に表示されるプリセットは、「Motion」で作成したものです。これら
のプリセットは、「Motion」で変更してから、「Final Cut Pro」で新しいタイトルエフェクトとして保存できます。

Motion で Final Cut Pro X のタイトルを変更する
 1 「Final Cut Pro」で、ツールバーの「タイトルブラウザ」ボタンをクリックします。

「タイトルブラウザ」が表示されます。

 2 編集するタイトルエフェクトを見つけます。

タイトルエフェクトをプレビューするには、タイトルエフェクトのサムネール上にポインタを移動します。 

 3 Control キーを押しながらタイトルをクリックし、以下のいずれかの操作を行います：

 • タイトルが「Final Cut Pro」プリセットの場合は、ショートカットメニューから「コピーを Motion で開く」を選
択します。

プロジェクトのコピーが「Motion」で開き、複製されたファイルが「Final Cut Pro」の「タイトルブラウザ」
に表示されます。

 • タイトルが「Motion」で作成したテンプレートの場合は、ショートカットメニューから「Motion で開く」を選
択します。

元のプロジェクトが「Motion」で開きます。

「Motion」でエフェクトを作成したときに使用したプレビューイメージを、プロジェクトと一緒に保存した場合は、そ
のメディアがテンプレートに表示されます。

 4 「Motion」でプロジェクトを変更してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • Final Cut Pro プリセットのコピーをデフォルト名で保存するには、「ファイル」＞「保存」と選択します。

 • Final Cut Pro プリセットのコピーを新しい名前で保存するには、「ファイル」＞「別名で保存」と選択し、保存
ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。

 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものを保存して、元のテンプレートを上書きするには、
「ファイル」＞「保存」と選択します。 

 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものをコピーとして保存するには、「ファイル」＞「別名
で保存」と選択し、保存ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。

参考：「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用したプリセットの Final Cut Pro タイトルを「Motion」で
変更しても、保存された変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のテンプレートのインスタンスには影響
しません。ただし、変更したバージョンのプリセットを「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用した後に、
「Motion」でテンプレートに加えた変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のタイトルのインスタンスに
影響します。

テンプレートが保存されて、「Final Cut Pro」の「タイトルブラウザ」に表示されます。

トランジションを作成する／編集する

トランジションテンプレートを作成する
「Final Cut Pro X」で使うためにカスタムトランジションを作成するには、「Final Cut トランジション」テンプレー
トを使用します。

「プロジェクトブラウザ」について詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」について を参照してください。
「Final Cut Pro」でのトランジションの適用と編集について詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してくだ
さい。

67% resize factor

http://help.apple.com/finalcutpro/


 第 11 章    Final Cut Pro X のテンプレート 403

新しいトランジションテンプレートを作成する

 1 「Motion」で、「ファイル」＞「プロジェクトブラウザから新規作成」と選択します（または、Option ＋ Command 
＋ N キーを押します）。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。

 2 「プロジェクトブラウザ」で、「Final Cut トランジション」をクリックし、「プリセット」ポップアップメニューからプ
ロジェクトサイズを選択します。

重要：必ず、Final Cut Pro プロジェクトで使用する予定の最も高い解像度のテンプレートを作成してください。4K 
専用のテンプレートを作成する場合は、「Final Cut Pro」のメディアブラウザに 4K プロジェクト専用のテンプレー
トのみを表示するための設定を有効にできます。詳しくは、425 ページのテンプレートの解像度を参照してくださ
い。

 3 「開く」をクリックします（または Return キーを押します）。

すでに目的のプリセットを選択済みの場合は、「プロジェクトブラウザ」で「Final Cut トランジション」をダブルク
リックすることができます。

「トランジション A」と「トランジション B」という 2 つのプレースホルダのレイヤーが含まれている、新しい名称未
設定の Motion プロジェクトが開きます。

 4 プレースホルダに参照用のイメージを追加して作業をプレビューするには、以下の操作を行います：

 a 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から「レイヤー」リストの「トランジション A」レイヤー上（または
キャンバスの「トランジション A」の矢印の上）に、イメージをドラッグします。ポインタがカーブポインタになっ
たら、マウスボタンを放します。

 b 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、2 番目のイメージを「レイヤー」リスト内の「トランジション 
B」レイヤーにドラッグします。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

イメージは必ず、「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」からプレースホルダに直接ドラッグしてください。イ
メージを誤って新しいレイヤーに置いた場合、イメージをプレースホルダのレイヤーに移動することはできませ
ん。

イメージは「トランジション A」および「トランジション B」プレースホルダのレイヤーに追加されてキャンバス内
の矢印のグラフィックスに置き換わり、プロジェクトとサイズが異なる場合はサイズ変更されます。これらのイメー
ジは、作成中のトランジションの結果をプレビューするために使われる一時的なメディアとして機能します。これ
は Final Cut Pro X トランジションでは使用されません。

 5 「トランジション A」と「トランジション B」を変更して、フィルタやビヘイビアなどのエフェクトの組み合わせを使っ
て、トランジションの途中でそれらが互いに流れ込むようにします。たとえば、「トランジション A」が「トランジショ
ン B」にフェードインするときに画面を横切るレンズフレアをアニメートします。

テンプレートを設計する際は、トランジションの前にあるクリップ A の末尾をトランジションの開始に合わせ、トラン
ジションの終了をトランジションの後にあるクリップ B に合わせるための、最良の方法を考えてください。たとえば、
プレースホルダ A がフルスクリーンで始まりプレースホルダ B がフルスクリーンで終わるトランジションでは、不快
なジャンプを回避できます。トランジションのプレースホルダの間のデフォルトの動作はカットのため、たいていの場
合は、「タイムライン」でオーバーレイするようにプレースホルダのタイムバーを調整してトランジションをスムーズ
にしてから、キーフレームまたはビヘイビアを使って不透明度をアニメートする必要があります。

参考：「Final Cut Pro」環境設定のデフォルトのトランジションの長さの設定を無効にして、トランジションテンプ
レートの継続時間を使用するには、「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトを選択し、「情報」インスペ
クタの「FCP 継続時間を上書き」チェックボックスを選択します。
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 フィルタの操作方法について詳しくは、723 ページのフィルタの概要を参照してください。ビヘイビアについて詳し
くは、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。

 6 「Final Cut Pro」のユーザにパラメータの変更を許可するには、アクセスできるようにしたい各パラメータの「ア
ニメーション」ポップアップメニューから「公開」を選択します。

パラメータを公開すると、カスタムエフェクトをクリップに適用したときに、ユーザインターフェイスのコントロール（ス
ライダ、チェックボックス、またはダイヤル）を「Final Cut Pro」の「インスペクタ」で使用できるようになります。
公開されたパラメータは、「Final Cut Pro」で調整したりキーフレーム設定したりできます。詳しくは、413 ページ
のテンプレート内のパラメータの公開の概要を参照してください。

 7 オプション：作成したトランジションに満足できたら、テンプレートからプレビューイメージを削除できます。これに
は、「トランジション」レイヤーのそれぞれを選択してから、「イメージ」インスペクタで「消去」ボタンをクリックし
ます。

一時的なイメージは削除されます。

 8 「ファイル」＞「保存」と選択してから、以下の操作を行います：

 a 保存ダイアログで、テンプレートの名前を入力します。

名前を指定しないと、テンプレートは「Final Cut Pro」の「トランジションブラウザ」に「新規テンプレート」
と表示されます。

 b 「カテゴリ」ポップアップメニューでカテゴリを選択します。

独自のカテゴリを作成することもできます。カテゴリは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut 
Pro」の「トランジションブラウザ」に表示されます。

 c 必要に応じて、「テーマ」ポップアップメニューでテーマを選択します。

テーマは作成することもできます。テーマは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut Pro」の
「テーマブラウザ」に表示されます。テーマは、テンプレートの分類に役立つメタデータ・タグです。「Motion」
の「プロジェクトブラウザ」のテーマとカテゴリについて詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」につ
いてを参照してください。

 d プロジェクト内で使用されていないメディア（「メディア」リスト内のメディアやオーディオのうち、テンプレートで
使用されていないもの）を保持するには、「使用していないメディアを含める」を選択します。

 e 「Motion」の「プロジェクトブラウザ」にプレビュームービーを表示したい場合は、「プレビュームービーを保
存」を選択します。

 9 「公開」をクリックします。

テンプレートと残りのメディアが保存され、「Final Cut Pro」の「トランジションブラウザ」に書き出されます。参
照用のイメージを削除しなかった場合は、そのイメージが「Final Cut Pro」の「トランジションブラウザ」でテン
プレートのサムネールとして表示されます。

トランジションの背景を作成する
カスタムトランジションに背景のイメージやクリップを含めたい場合があります。たとえば、「トランジション A」と「ト
ランジション B」のクリップをアニメートして縮小し、「ビューア」の背景が見えるようになった場合は、背景イメー
ジを画面全体に表示したい場合があります。背景は、トランジションテンプレートにドロップゾーンを追加することに
よって作成できます。テンプレートを Final Cut Pro プロジェクトに適用した後、ドロップゾーンにソースメディアを
割り当てることができます。

テンプレートのドロップゾーンを使うと、「Final Cut Pro X」のユーザは、適用したエフェクトの指定した領域にメ
ディアを配置できます。フィルタ、ビヘイビア、アニメーションなどのエフェクトは「Motion」でドロップゾーンに
追加して、後で「Final Cut Pro」で追加したクリップに影響を与えることができます。詳しくは、196 ページのド
ロップゾーンの概要を参照してください。
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トランジションテンプレートの背景を作成する

 1 「Final Cut トランジション」プロジェクトで、「オブジェクト」＞「新規ドロップゾーン」と選択します。

ドロップゾーンのレイヤー（タイトルは「ドロップゾーン」）が「レイヤー」リストとキャンバスに表示されます。

 2 ドロップゾーンのレイヤーを選択してから、「イメージ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • 「Final Cut Pro」でドロップゾーンのソースメディアとしてクリップを使用する場合は、「タイプ」ポップアップメ
ニューから「メディアソース」を選択します。

トランジションを Final Cut Pro プロジェクトに追加すると、「Final Cut Pro」のインスペクタにドロップゾーン
のイメージウェルが表示されます。編集者は、このイメージウェルを使って、カスタムのトランジション中に背景と
して表示されるソースクリップを追加できます。また、ドロップゾーンのオンスクリーンコントロール（「ビューア」
でドロップゾーンをダブルクリックしてアクセスします）を使って、ドロップゾーン内でソースクリップをパンまたは
縮小／拡大できます。詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してください。

 • 「Final Cut Pro」でドロップゾーンのソースメディアとして静止画像を使用する場合は、「タイプ」ポップアップメ
ニューから「タイムラインピン」を選択します。

Final Cut Pro プロジェクトにトランジションを追加するときは、番号の付いたハンドルを「タイムライン」に沿っ
てドラッグすることによって、クリップの 1 つのフレームをドロップゾーン内のソースフレームとして選択できます。
詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してください。

参考：ドロップゾーンのソースメディアをパンまたは縮小／拡大した場合に表示されるドロップゾーンの背景のカ
ラーを設定できます。詳しくは、196 ページのドロップゾーンの概要を参照してください。 

「Final Cut Pro X」のトランジションを変更する
「Final Cut Pro X」の「トランジションブラウザ」に表示される多くのプリセットは、「Motion」で作成したもので
す。これらのプリセットは、「Motion」で変更してから、「Final Cut Pro」でトランジションとして保存できます。

Motion で Final Cut Pro X のトランジションを変更する
 1 「Final Cut Pro X」で、ツールバーの「トランジションブラウザ」ボタンをクリックします。

「トランジションブラウザ」が表示されます。

 2 編集するトランジションを見つけます。

エフェクトをプレビューするには、トランジションのサムネール上にポインタを移動します。

 3 Control キーを押しながらトランジションをクリックし、以下のいずれかの操作を行います：

 • トランジションが Final Cut Pro プリセットの場合は、ショートカットメニューから「コピーを Motion で開く」を
選択します。

プロジェクトのコピーが「Motion」で開き、複製されたファイルが「Final Cut Pro」の「トランジションブラ
ウザ」に表示されます。

参考：「コピーを Motion で開く」コマンドは FxPlug トランジションには使用できません。

 • トランジションが「Motion」で作成したテンプレートの場合は、ショートカットメニューから「Motion で開く」
を選択します。
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元のプロジェクトが「Motion」で開きます。

「Motion」でトランジションを作成したときに使用したプレビューイメージをプロジェクトと一緒に保存した場合は、
そのメディアがテンプレートに表示されます。

 4 「Motion」でプロジェクトを変更してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • Final Cut Pro プリセットのコピーをデフォルト名で保存するには、「ファイル」＞「保存」と選択します。

 • Final Cut Pro プリセットのコピーを新しい名前で保存するには、「ファイル」＞「別名で保存」と選択し、保存
ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。

 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものを保存して、元のテンプレートを上書きするには、
「ファイル」＞「保存」と選択します。 

 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものをコピーとして保存するには、「ファイル」＞「別名
で保存」と選択し、保存ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。

参考：「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用したプリセットの Final Cut Pro トランジションを「Motion」
で変更しても、保存された変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のテンプレートのインスタンスには影
響しません。ただし、変更したバージョンのプリセットを「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用した後に、
「Motion」でテンプレートに加えた変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のトランジションのインスタ
ンスに影響します。

テンプレートが保存されて、「Final Cut Pro」の「トランジションブラウザ」に表示されます。

例：プリズム・ブラー・トランジションを作成する
この例では、「Motion」で独自の、かつ単純な Final Cut Pro X トランジションを作成する方法を示します。クリッ
プ A が、プリズム・ブラー・エフェクトに合わせてクリップ B にディゾルブします。

プリズム・ブラー・トランジションを作成する

 1 「ファイル」＞「新規」と選択します（または Command ＋ N キーを押します）。

 2 「プロジェクトブラウザ」で「Final Cut トランジション」を選択し、Final Cut プロジェクトに必要なプロジェクト
プリセットを選択してから、「継続時間」を 200 フレームに設定して、「開く」をクリックします。

参考：この例では「放送 HD 720」プリセットを使用します。

プロジェクトが開きます。これには、2 つのプレースホルダレイヤー（「トランジション A」と「トランジション B」）
を備えたグループが 1 つ含まれます。

 3 オプション：静止画像を「ファイルブラウザ」から「レイヤー」リスト内の「トランジション A」にドラッグしてから、
別の静止画像を「トランジション B」にドラッグし、ポインタがカーブした矢印に変化したらマウスボタンを放しま
す。

これにより、作成中のトランジションがより見やすくなります。

参考： この例では、イメージは一切使用しません。

デフォルトでは、プロジェクトの再生時（スペースバーを押します）にトランジションはありません。「トランジション 
A」が終了すると、「トランジション B」が突然開始されます。
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 4 「タイムライン」内でポインタを「トランジション A」バーの端に置き、矢印がトリムポインタになったらバーをプロ
ジェクトの端にドラッグします。

 5 「トランジション B」バーの先頭をフレーム 80 にドラッグします。

 6 以下の操作を行って、「トランジション A」の不透明度をアニメートします：

 a 記録ボタンをクリックして（A キーを押して）、「トランジション A」を選択します。

 b 再生ヘッドをフレーム 1 にドラッグし、「情報」インスペクタで「不透明度」を 100 に設定します。

デフォルトの不透明度値は 100 であるため、不透明度値スライダを前後に動かすか、隣接する値スライダに 100 
を入力して、キーフレームが確実に作成されるようにします。

ヒント：「タイムライン」にキーフレームを表示するには、「タイムライン」のトラック領域の右上隅にある「キー
フレームを表示／隠す」ボタンをクリックします。

 c フレーム 80 で、「不透明度」を 100 に設定します。

キーフレームが確実に作成されるように、不透明度値を再度調整します。これにより、「トランジション A」が「ト
ランジション B」にフェードインするときに黒くなるのを防ぎます。

 d フレーム 130 で、「不透明度」を 0 に設定します。

プロジェクトを再生すると、「トランジション A」が「トランジション B」にフェードインします。

 7 「レイヤー」リストで「グループ」を選択します。 

 8 ツールバーの「フィルタを追加」ポップアップメニューから、「ぼかし」＞「プリズム」と選択します。

 9 次の操作を実行することで、「プリズム」フィルタのブラー量をアニメートします：

 a 再生ヘッドをフレーム 1 にドラッグしてから、「フィルタ」インスペクタを開いて、「適応量」を 0 に設定します。
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 b フレーム 105 で、「適応量」を 50 に設定します。

 c フレーム 200 で、「適応量」を 0 に設定します。

プロジェクトを再生すると、「トランジション A」が「トランジション B」にフェードインするときにプリズムブラー
が右に移動し、次に左に移動します。

 10 「ファイル」＞「保存」と選択してから、以下の操作を行います：

 a 保存ダイアログで、テンプレートの名前を入力します。

名前を指定しないと、テンプレートは「Final Cut Pro」の「トランジションブラウザ」に「新規テンプレート」
と表示されます。

 b 「カテゴリ」ポップアップメニューでカテゴリを選択します。

独自のカテゴリを作成することもできます。カテゴリは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut 
Pro」の「トランジションブラウザ」に表示されます。

 c 必要に応じて、「テーマ」ポップアップメニューでテーマを選択します。

テーマは作成することもできます。テーマは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut Pro」の
「テーマブラウザ」に表示されます。テーマは、テンプレートの分類に役立つメタデータ・タグです。「Motion」
の「プロジェクトブラウザ」のテーマとカテゴリについて詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」につ
いてを参照してください。

 d プロジェクト内で使用されていないメディア（「メディア」リスト内のメディアやオーディオのうち、テンプレートで
使用されていないもの）を保持するには、「使用していないメディアを含める」を選択します。

 e 「Motion」の「プロジェクトブラウザ」にプレビュームービーを表示したい場合は、「プレビュームービーを保
存」を選択します。

プリズムブラーのトランジションを「Final Cut Pro X」の「タイムライン」に適用した後で、その継続時間を簡
単に変更できます。トランジションの継続時間について詳しくは、381 ページの「Final Cut トランジション」テ
ンプレートを参照してください。
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ジェネレータを作成する／編集する

ジェネレータテンプレートを作成する
「Final Cut Pro X」で使用するカスタムタイトルを作成するには、「Final Cut ジェネレータ」テンプレートを使用
します。ジェネレータテンプレートは標準の Motion プロジェクトに似ています。ただし、保存すると「Final Cut 
Pro」の「ジェネレータブラウザ」に書き出されます。

Final Cut Pro プロジェクトに追加されたコンテンツと同様に、ジェネレータテンプレートは、「Final Cut Pro」の
「タイムライン」内のクリップの上に合成したり、メインの「タイムライン」に追加したりできます。「Final Cut Pro」
でのジェネレータの継続時間は、「Motion」で作成して保存するときの継続時間によって決定されます。

「プロジェクトブラウザ」について詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」について を参照してください。
「Final Cut Pro X」でのジェネレータの操作について詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してください。

新しいジェネレータテンプレートを作成する

 1 「Motion」で、「ファイル」＞「プロジェクトブラウザから新規作成」と選択します（または、Option ＋ Command 
＋ N キーを押します）。

「プロジェクトブラウザ」が表示されます。

 2 「プロジェクトブラウザ」で、「Final Cut ジェネレータ」をクリックし、「プリセット」ポップアップメニューからプロ
ジェクトサイズを選択します。

重要：必ず、Final Cut Pro プロジェクトで使用する予定の最も高い解像度のテンプレートを作成してください。4K 
専用のテンプレートを作成する場合は、「Final Cut Pro」のメディアブラウザに 4K プロジェクト専用のテンプレー
トのみを表示するための設定を有効にできます。詳しくは、425 ページのテンプレートの解像度を参照してくださ
い。

 3 「開く」をクリックします（または Return キーを押します）。

すでに目的のプリセットを選択済みの場合は、「プロジェクトブラウザ」で「Final Cut ジェネレータ」をダブルクリッ
クすることができます。

新しい名称未設定のプロジェクトが開きます。このプロジェクトにプレースホルダは含まれていません。

 4 シェイプ、テキスト、ビヘイビア、カメラアニメーションなどを使って、ほかの Motion プロジェクトと同様にプロ
ジェクトを作成します。

参考：ドロップゾーンを追加して、ピクチャ・イン・ピクチャ・エフェクトなどの追加エフェクトを作成することもでき
ます。ドロップゾーンを使うと、「Final Cut Pro X」のユーザは、適用したエフェクトの指定した領域にメディアを
配置できます。Motion プロジェクトへのドロップゾーンの追加について詳しくは、196 ページのドロップゾーンの
概要を参照してください。

 5 「Final Cut Pro」のユーザに特定のパラメータの変更を許可するには、アクセスできるようにしたい各パラメータ
の「アニメーション」ポップアップメニューから「公開」を選択します。

パラメータを公開すると、カスタムエフェクトをクリップに適用したときに、ユーザインターフェイスのコントロール（ス
ライダ、チェックボックス、またはダイヤル）を「Final Cut Pro」の「インスペクタ」で使用できるようになります。
公開されたパラメータは、「Final Cut Pro」で調整したりキーフレーム設定したりできます。詳しくは、413 ページ
のテンプレート内のパラメータの公開の概要を参照してください。
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参考：1 つのコントロールで制御したいパラメータが多数ある場合は、パラメータのリグを作成してスライダ、ポッ
プアップメニュー、またはチェックボックスにすることができます。リグコントロールをテンプレートと一緒に公開する
と、そのスライダ、ポップアップメニュー、またはチェックボックスが Final Cut Pro プロジェクトで使用できるよう
になります。詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要を参照してください。

 6 「ファイル」＞「保存」と選択してから、以下の操作を行います：

 a 保存ダイアログで、テンプレートの名前を入力します。

名前を指定しない場合は、テンプレートは「Final Cut Pro」の「ジェネレータブラウザ」に「新規テンプレー
ト」と表示されます。

 b 「カテゴリ」ポップアップメニューでカテゴリを選択します。

独自のカテゴリを作成することもできます。カテゴリは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut 
Pro」の「エフェクトブラウザ」に表示されます。

 c 必要に応じて、「テーマ」ポップアップメニューでテーマを選択します。

テーマは作成することもできます。テーマは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」と「Final Cut Pro」の
「テーマブラウザ」に表示されます。テーマは、テンプレートの分類に役立つメタデータ・タグです。「Motion」
の「プロジェクトブラウザ」のテーマとカテゴリについて詳しくは、144 ページの「プロジェクトブラウザ」につ
いてを参照してください。

 d プロジェクト内で使用されていないメディア（「メディア」リスト内のメディアやオーディオのうち、テンプレートで
使用されていないもの）を保持するには、「使用していないメディアを含める」を選択します。

 e 「Motion」の「プロジェクトブラウザ」にプレビュームービーを表示したい場合は、「プレビュームービーを保
存」を選択します。

 7 「公開」をクリックします。

テンプレートが保存され、「Final Cut Pro」の「ジェネレータブラウザ」に書き出されます。

「Final Cut Pro X」のジェネレータを変更する
「Final Cut Pro X」の「ジェネレータブラウザ」に表示される多くのプリセットは、「Motion」で作成したもので
す。これらのプリセットは、「Motion」で変更してから、「Final Cut Pro」でジェネレータとして保存できます。

Motion で Final Cut Pro X のジェネレータを変更する
 1 「Final Cut Pro X」で、ツールバーの「ジェネレータブラウザ」ボタンをクリックします。

「ジェネレータブラウザ」が表示されます。

 2 編集するジェネレータを見つけます。

ジェネレータをプレビューするには、ジェネレータのサムネール上にポインタを移動します。 

 3 Control キーを押しながらジェネレータをクリックし、以下のいずれかの操作を行います：

 • ジェネレータが Final Cut Pro プリセットの場合は、ショートカットメニューから「コピーを Motion で開く」を
選択します。

「Motion」でプロジェクトのコピーが開きます。

 • ジェネレータが「Motion」で作成したテンプレートの場合は、ショートカットメニューから「Motion で開く」を
選択します。

元のプロジェクトが「Motion」で開きます。

 4 「Motion」でプロジェクトを変更してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • Final Cut Pro プリセットのコピーをデフォルト名で保存するには、「ファイル」＞「保存」と選択します。

 • Final Cut Pro プリセットのコピーを新しい名前で保存するには、「ファイル」＞「別名で保存」と選択し、保存
ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。
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 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものを保存して、元のテンプレートを上書きするには、
「ファイル」＞「保存」と選択します。 

 • 「Motion」で作成したテンプレートをアップデートしたものをコピーとして保存するには、「ファイル」＞「別名
で保存」と選択し、保存ダイアログ情報を入力してから、「公開」をクリックします。

参考：「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用したプリセットの Final Cut Pro ジェネレータを「Motion」
で変更しても、保存された変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のテンプレートのインスタンスには影
響しません。ただし、変更したバージョンのプリセットを「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用した後に、
「Motion」でテンプレートに加えた変更は、「Final Cut Pro」の「タイムライン」のジェネレータのインスタン
スに影響します。

テンプレートが保存されて、「Final Cut Pro」の「ジェネレータブラウザ」に表示されます。

標準の Motion プロジェクトを Final Cut Pro X ジェネレータとして公開する
「Final Cut Pro X」用のエフェクトのコンテンツを作成するときは、できれば「Final Cut エフェクト」、「タイ
トル」、「トランジション」、および「ジェネレータ」のテンプレートを使用してください。ただし、必要に応じて、
「Final Cut Pro」で使うために標準の Motion プロジェクトを変換することができます。これには、2 通りの方法
があります。

 • Motion プロジェクトを「Final Cut ジェネレータ」として公開する。これによりテンプレートが「Final Cut Pro」
の「ジェネレータブラウザ」に書き出され、そこで「タイムライン」に適用して、ほかのジェネレータと同様に編
集できるようになります。

 • Motion プロジェクトを QuickTime ファイルとして保存してから、ほかの素材と同様に、QuickTime ムービー
を Final Cut Pro プロジェクトに読み込む。

Motion プロジェクトに「エフェクトソース」、「トランジション A」、「トランジション B」、または「タイトルの背景」
プレースホルダを追加することはできませんが、標準のドロップゾーンは追加できます。標準のドロップゾーンを使
えば、「Final Cut Pro」のユーザはカスタマイズしたコンテンツをジェネレータに挿入することができます。

テンプレートプロジェクトと同様、標準の Motion プロジェクトでは、特定のパラメータを「Final Cut Pro」のイ
ンスペクタに公開することができます。テンプレートパラメータの公開について詳しくは、413 ページのテンプレー
ト内のパラメータの公開の概要を参照してください。

標準の Motion プロジェクトを「Final Cut Pro」にジェネレータとして公開する
 1 プロジェクトを保存したら、「ファイル」＞「テンプレートを公開」と選択します。

 2 保存ダイアログでテンプレートの名前を入力し、その他のオプションを設定してから、「Final Cut ジェネレータとし
て公開」を選択します。

テンプレートの保存ダイアログのオプションについて詳しくは、409 ページのジェネレータテンプレートを作成する
を参照してください。

 3 「公開」をクリックします。

テンプレートが保存されて、「Final Cut Pro」の「ジェネレータブラウザ」に表示されます。

67% resize factor



 第 11 章    Final Cut Pro X のテンプレート 412

テンプレートプレースホルダ内でイメージを使用する
「Final Cut Pro X」用のカスタムテンプレートを作成するときは、イメージをプレースホルダのレイヤーに追加して、
作成中のエフェクトをプレビューすることができます。 

重要：プレースホルダにプレビューメディアを追加するときは、ビデオクリップではなく静止画像を使います。ビデオ
クリップでは「Final Cut Pro」でタイミングの競合が発生する可能性があります。

テンプレートにプレースホルダイメージを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージをキャンバス内のプレースホルダの矢印の上にドラッグし

ます。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

 m 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージを「レイヤー」リスト内の「エフェクトソース」レイヤー

にドラッグします。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

テンプレートを公開すると、イメージがテンプレートと一緒に保存されます。テンプレートを保存した後にイメージプ
レースホルダを置き換えた場合は、新しいイメージを新しいテンプレートと一緒に保存することもできます。

保存したテンプレートのイメージをメディアに置き換える

 1 参照プレースホルダイメージを置き換えるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージをキャンバス内のプレースホルダの矢印の上にドラッグ
します。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

 • 「ファイルブラウザ」または「ライブラリ」から、イメージを「レイヤー」リスト内の「エフェクトソース」レイヤー
にドラッグします。ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

 2 「ファイル」＞「保存」と選択します（または、Command ＋ S キーを押します）。

「メディアがドキュメントの外部に存在します。コピーしますか？」というダイアログが表示されます。

 3 以下のいずれかの操作を行います： 

 • 新しいイメージをテンプレートと一緒に「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /」フォルダに保存するには、「コピー」
をクリックします。

 • 新しいイメージなしでテンプレートを保存する場合は、「コピーしない」をクリックします。

テンプレートを保存すると、プロジェクトで使用されるメディアがコンピュータ上でテンプレートと同じフォルダ（「/
ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/」）に保存され、メディアファイルの複数のインスタンスが作成
され、大量のハードディスク容量を使用する可能性があります。テンプレートの保存ダイアログで「使用していない
メディアを含める」チェックボックスを選択すると、Motion プロジェクトの「メディア」パネル内のメディア（プロ
ジェクトで使用されていないメディア用の記憶域）もこの場所に保存されます。

メディアをテンプレートプレースホルダから消去するには
ハードディスク上にイメージの複製が作成されないように、保存する前にテンプレートからプレースホルダのイメー
ジを消去することができます。プレースホルダのイメージを消去すると、そのソースメディアは、「Final Cut Pro」
の「メディアブラウザ」で「コピーを Motion で開く」コマンドを選択することによって次回テンプレートを変更し
たときに、「Motion」には読み込まれません。

 1 テンプレートプロジェクトで、「エフェクトソース」、「タイトルの背景」、「トランジション A」、または「トランジショ
ン B」プレースホルダを選択します。

 2 「イメージ」インスペクタで、「Final Cut プレースホルダ」コントロール内の消去ボタンをクリックします。
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プレビューメディアはテンプレートから削除され、プレースホルダの矢印は影響を受けたレイヤーに再度表示され 
ます。 

Click the Clear button 
to clear media from the 
template placeholder.

テンプレートと一緒に保存したメディアを手動で削除する

 1 Finder で、「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/」フォルダに移動します。

 2 該当する「E∂ects」フォルダ、「Titles」フォルダ、または「Transitions」フォルダで、対象のテンプレートを含
むテーマフォルダを開いてから、「メディア」フォルダを開きます。

 3 メディアをゴミ箱にドラッグします。

プレースホルダにソースイメージを含むテンプレートを保存すると、イメージがテンプレートの「メディア」フォルダ
（/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/）に保存されます。プレースホルダを置き換えて再度テン
プレートを保存すると、「メディアがドキュメントの外部に存在します。コピーしますか？」というダイアログが表示さ
れる場合があります。新しいイメージをテンプレートメディアと一緒に保存する場合は、「コピー」をクリックします。

テンプレート内のパラメータを公開する

テンプレート内のパラメータの公開の概要
「Final Cut Pro X」用のテンプレート（エフェクト、トランジション、タイトル、またはジェネレータ）を作成すると
きは、ほとんどのパラメータを公開できます。パラメータを公開すると、そのユーザインターフェイスのコントロール
（スライダ、ダイヤル、チェックボックスなど）が「Final Cut Pro」のインスペクタに表示され、そこでコントロー
ルを調整して、適用したエフェクト、トランジション、タイトル、またはジェネレータを変更することができます。パ
ラメータを公開することで、「Final Cut Pro」のユーザがエフェクトの変更を制御できる場合は、どの程度制御でき
るかを決定することもできます。

「Motion」でテンプレートを作成する際には、次のような公開のオプションを選択できます：

 • パラメータを公開しないと、エフェクトが変更不可能なプリセットになるため、「Final Cut Pro」のインスペクタ
には調整可能なコントロールは表示されません。

 • 特定のパラメータを公開すると、「Final Cut Pro」のインスペクタでユーザが行う変更を制限することができ 
ます。

 • リグウィジェットを公開すると、複数のパラメータが 2、3 のポップアップメニュー、スライダ、またはチェックボッ
クスにマップされます。（リグを含む Final Cut エフェクトの具体的な作成例については、390 ページの高度な
例：リグを使って一眼レフエフェクトテンプレートを作成するを参照してください。）
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「Motion」から「Final Cut Pro」に最も簡単にパラメータを公開する方法は、パラメータの「アニメーション」
ポップアップメニュー（「インスペクタ」のパラメータ行の右側にある下向きの矢印）から「公開」コマンドを選択す
る方法です。テンプレートを保存すると、公開されたパラメータはエフェクトと一緒に「Final Cut Pro」に書き出
されます。

合成パラメータ（サブパラメータがネストされているパラメータ）を公開すると、パラメータとそのサブパラメータの
コントロールは、公開されたほかのパラメータと同様に「Final Cut Pro」のインスペクタに表示されます。サブパ
ラメータのコントロールが表示されない場合は、「Final Cut Pro」のインスペクタでパラメータ名の横にある開閉
用三角ボタンをクリックします。

フィルタパラメータのほか、フィルタのオンスクリーンコントロールを公開することもできます。これにより、公開さ
れたフィルタのオンスクリーンコントロールを「Final Cut Pro」の「ビューア」で使用できるようになります。

テンプレート内のリグを使う
テンプレートにリグを追加して公開することによって、「Final Cut Pro」の 1 つのコントロールに複数のパラメー
タをマップできます。リグによって、スライダ、ポップアップメニュー、またはチェックボックスをパラメータにリンク
させて、Motion プロジェクトまたは Final Cut Pro プロジェクトで可能な調整を簡略化したり制限したりできます。
「Motion」でリグコントロール（ウィジェットと呼ばれます）を公開すると、マスターのスライダ、ポップアップメ
ニュー、またはチェックボックスが「Final Cut Pro」のインスペクタに表示されて、編集者が簡略化したコントロー
ルを使って複雑なエフェクト調整を行えるようになります。リグとウィジェットについて詳しくは、363 ページのリグと
ウィジェットの概要を参照してください。

パラメータコントロールだけでなく、「Final Cut Pro」のユーザがテンプレートで使用されるフィルタまたはビヘイ
ビアのエフェクトをトグルできるチェックボックスを公開することもできます。「Motion」でこれを行うには、ビヘイ
ビアまたはフィルタの見出し行（青色のアクティブ化チェックボックスのある行）を公開します。「Motion」でテン
プレートを保存し、「Final Cut Pro」でクリップに適用すると、公開されたフィルタまたはビヘイビアの名前が付い
たチェックボックスが「Final Cut Pro」の「インスペクタ」に表示されます。チェックボックスの選択を解除すると、
そのフィルタまたはビヘイビア（その構成パラメータを含む）のエフェクトが無効になります。 

Final Cut Pro で公開できない項目 
「Motion」の以下の項目は「Final Cut Pro」用のテンプレートでは公開できません：

 • 「オーディオ」パラメータビヘイビアの「ソースオーディオ」ウェルを含む、あらゆる種類のオーディオ

 • イメージウェル（ドロップゾーンの「ソースメディア」ウェルを除く）

 • ミニカーブエディタ

 • タイミングコントロール（「イメージ」インスペクタまたは「メディア」インスペクタ）

 • 「リタイミング」ビヘイビア（「ピンポン」、「ループ」、「スタッタ」など）

 • リグウィジェットの一部のオプション（スライダ：「範囲最小」／「範囲最大」）

 • テンプレートのプレースホルダの「パン」パラメータと「調整」パラメータ

 • プロジェクトの情報（「情報」インスペクタの「ピクセルのアスペクト比」、「フレームレート」、「背景のカラー」
など）

 • 一部の「キーヤー」フィルタおよび「ルミナンスキーヤー」フィルタのパラメータ

 • 合成されていないコントロールのグループ（「情報」インスペクタの「ライティング」パラメータなど）

 • 「モーションパス」ビヘイビアの画面上のパス

参考：「モーションパス」ビヘイビアを「Final Cut Pro」に公開することはできますが、パスは「Final Cut Pro」
の「ビューア」には表示されません。

67% resize factor



 第 11 章    Final Cut Pro X のテンプレート 415

Final Cut Pro でサポートされていない項目
通常「Motion」では、アプリケーションのほとんどのパラメータを公開できます。ただし、公開できるパラメータ
のいくつかは、「Final Cut Pro」ではサポートされていません。以下の項目には、テンプレートが Final Cut Pro 
プロジェクトに追加された後はアクセスできなくなるコンポーネントがあります：

 • テキストパスのオンスクリーンコントロールに関連するパラメータ

 • マスクまたはシェイプのコントロールポイント

 • アクティブ化チェックボックスが選択解除されているパラメータ

 • 「レベル」色補正フィルタの「ヒストグラム」

 • 「オーディオ」ビヘイビアのパラメータ

参考：Motion テンプレートに保存されたオーディオファイルは、「Final Cut Pro」では利用できません。

テンプレート内のパラメータを公開する
以下のタスクでは、パラメータ、合成パラメータ、リグコントロールなどのテンプレート要素を公開する方法につい
て説明します。

テンプレート内のパラメータを公開する

 1 エフェクト、トランジション、タイトル、またはジェネレータのテンプレートで、公開するパラメータが含まれているイ
メージレイヤー、フィルタ、またはビヘイビアを選択します。

 2 選択した項目の「インスペクタ」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • パラメータのアニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向きの三角
形）をクリックして、「公開」を選択します。

 • Control キーを押しながらパラメータの名前をクリックして、ショートカットメニューで「公開」を選択します。

合成パラメータ（サブパラメータがネストされているパラメータ）を公開する

 1 テンプレートプロジェクトで、公開する合成パラメータが含まれているイメージレイヤーまたはエフェクトオブジェクト
を選択します。

 2 選択した項目の「インスペクタ」を開きます。

合成パラメータを折り畳んだ状態（開閉用三角ボタンでサブパラメータを隠した状態）で「Final Cut Pro」に公開
する場合は、パラメータの開閉用三角ボタンが閉じていることを確認してください。

合成パラメータを展開された状態（開閉用三角ボタンが開いていてサブパラメータが展開されている状態）で公開
する場合は、パラメータの開閉用三角ボタンが開いていることを確認してください。 
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 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • パラメータのアニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向きの三角
形）をクリックして、「公開」を選択します。

 • Control キーを押しながらパラメータの名前をクリックして、ショートカットメニューで「公開」を選択します。

パラメータとそのサブパラメータのコントロールが公開されます。テンプレートを「Final Cut Pro」のクリップに
適用すると、合成パラメータは公開したときの状態（折り畳んだ状態または展開された状態）を維持します。期
待した結果ではない場合は、「Final Cut Pro」の「インスペクタ」で開閉用三角ボタンをクリックして、サブパ
ラメータを手動で展開するか折り畳みます。 

Published Rotation 
parameter in the 
Publishing pane of the 
Motion Project Inspector

参考：サブパラメータのあるパラメータの例として、「調整」（X、Y、および Z 値を含む）と「シアー」（X 値と Y 
値を含む）があります。

合成パラメータのサブパラメータを公開する
合成パラメータの特定のサブパラメータを公開することもできます。これは、Final Cut Pro プロジェクトでの編集
者によるエフェクトのパラメータの制御を制限する場合に適した方法です。

 1 テンプレートプロジェクトで、公開するサブパラメータが含まれているイメージレイヤーまたはエフェクトオブジェクト
を選択します。

 2 その項目の「インスペクタ」で、合成パラメータの開閉用三角ボタンをクリックしてサブパラメータを表示します。

 3 公開する各パラメータに対して、以下のいずれかの操作を行います：

 • パラメータのアニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向きの三角
形）をクリックして、「公開」を選択します。

 • Control キーを押しながらパラメータの名前をクリックして、ショートカットメニューで「公開」を選択します。

「公開されたパラメータ」リストにサブパラメータが表示されます。

フィルタまたはビヘイビアのオン／オフのチェックボックスを公開する

 1 アクティブ化チェックボックスを公開したいフィルタまたはビヘイビアを選択します。

 2 「ビヘイビア」または「フィルタ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • ビヘイビアまたはフィルタの見出し行で、アニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたとき
に表示される下向きの三角形）をクリックして、「公開」を選択します。

 • Control キーを押しながらビヘイビアまたはフィルタの名前をクリックして、ショートカットメニューで「公開」を
選択します。

参考：青色のアクティブ化チェックボックスのみを公開し、ビヘイビアまたはフィルタのコントロールグループの
ほかのパラメータは公開しない場合は、チェックボックスのみが公開されます。

リグコントロール（ウィジェット）を公開する

 1 テンプレートにリグを追加して、リグのウィジェットコントロールに特定のパラメータを割り当てます。 

 リグの構築、ウィジェットの作成、およびパラメータの割り当てについて詳しくは、363 ページのリグとウィジェット
の概要を参照してください。
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 2 リグを選択し、「リグ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • 「チェックボックス」、「ポップアップ」、または「スライダ」ウィジェットで、アニメーションメニュー（ポインタを
ウィジェットのパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向きの三角形）をクリックしてから、ショートカッ
トメニューで「公開」を選択します。

 • Control キーを押しながら「チェックボックス」、「ポップアップ」、または「スライダ」パラメータ名をクリックし
てから、ショートカットメニューで「公開」を選択します。

グラデーションエディタを公開する

 1 テンプレートプロジェクトで、公開するグラデーションエディタが含まれているイメージレイヤーまたはエフェクトオブ
ジェクトを選択します。

 2 項目の「インスペクタ」で、Control キーを押したまま「グラデーション」パラメータをクリックして、ショートカッ
トメニューから「公開」を選択します。

テンプレートを保存すると、グラデーションエディタのコントロールが公開されます。

フィルタのオンスクリーンコントロールを公開する

 1 テンプレートプロジェクトで、フィルタオブジェクトを選択します。

 2 「フィルタ」インスペクタで、「OSC を公開」チェックボックスを選択します。

Select the Publish OSC 
checkbox to publish the 
filter’s onscreen controls.

「インスペクタ」のパラメータのうち、オンスクリーンコントロールで操作するものは、テンプレートと一緒には公開
されません。テンプレートを「Final Cut Pro X」プロジェクトに追加するときにパラメータを数値で制御するには、
パラメータも公開する必要があります。

フィルタのオンスクリーンコントロールについて詳しくは、731 ページのフィルタのオンスクリーンコントロールを調
整するおよび 737 ページのフィルタパラメータとオンスクリーンコントロールを公開するを参照してください。

参考：Final Cut Pro X のカーブエディタでオンスクリーンコントロールの値をアニメートするには、オンスクリーン
コントロールを公開する必要があります。

公開するように設定されたテンプレート内のパラメータを確認する

 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」をクリックします。

 2 「プロジェクト」インスペクタで、「公開」をクリックします。

公開するように設定された、すべてのオブジェクトタイプのパラメータが、リストに表示されます。

「公開」パネルのパラメータを並べ替える

 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」をクリックします。

 2 「プロジェクト」インスペクタで、「公開」をクリックします。

 3 「公開されたパラメータ」リストでパラメータを上下にドラッグします。
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テンプレート内の公開されたパラメータ名をカスタマイズする

 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」をクリックします。

 2 「プロジェクト」インスペクタで、「公開」をクリックします。

 3 「公開されたパラメータ」リストでパラメータの名前をダブルクリックし、名前を入力してから、Return キーを押し
ます。

参考：最初に公開されたパラメータ（名前が変わる前のパラメータ）に移動するには、Control キーを押したまま
パラメータをクリックし、「オリジナルのパラメータを表示」を選択します。

「インスペクタ」でパラメータを公開中止する

 m イメージレイヤーまたはエフェクトオブジェクトの「インスペクタ」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • パラメータのアニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向きの三角
形）をクリックしてから、「公開中止」を選択します。

 • Control キーを押しながらパラメータ名をクリックしてから、ショートカットメニューで「公開中止」を選択します。

「公開」パネルでパラメータを公開中止する

 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」をクリックします。

 2 「プロジェクト」インスペクタで「公開」をクリックしてから、以下のいずれかの操作を行います：

 • アニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右側に置いたときに表示される下向きの三角形）をクリック
してから、ショートカットメニューで「公開中止」を選択します。

 • Control キーを押しながらパラメータ名をクリックしてから、ショートカットメニューで「公開中止」を選択します。

テキストパラメータを公開する
テキストを含む「Final Cut タイトル」テンプレートまたは「Final Cut ジェネレータ」テンプレートを
「Final Cut Pro X」内のクリップに適用すると、「Final Cut Pro X」のインスペクタにデフォルトの「テキスト」
パネルが表示されます。「Final Cut Pro」の「テキスト」パネルには、「Motion」の「テキスト」インスペクタと
同じ多数のパラメータコントロール（「フォント」、「サイズ」、「配置」など）が表示されます。 

「Final Cut タイトル」テンプレートまたは「Final Cut ジェネレータ」テンプレートに、公開されたテキストパラ
メータが含まれている場合、それらのパラメータは、「タイトル」パネルという「Final Cut Pro」のインスペクタ内
の別のパネルに表示されます。「Final Cut Pro」で詳細なテキストパラメータを変更するには、「Motion」でテン
プレートを保存する前にテキストパラメータを公開します。

「テキスト」インスペクタの「フォーマット」、「スタイル」、および「レイアウト」パネルのテキストパラメータについ
て詳しくは、598 ページのテキストの概要を参照してください。

適用した Final Cut Pro テンプレート内のテキストを、「Final Cut Pro」の「ビューア」でオンスクリーンコント
ロールを使って編集することもできます。ジェネレータ、タイトル、またはエフェクトテンプレート内のテキストは、こ
れらのテキストのオンスクリーンコントロールを使って編集できます。「Motion」で「パラグラフ」レイアウト（「テ
キスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにあります）で保存されたテキストは、「ビューア」でテキストをダ
ブルクリックしたときに、ルーラ付きで「Final Cut Pro」の「ビューア」に表示されます。「Motion」で「レイ
アウト方法」ポップアップメニューから「タイプ」を選択して保存されたテキストは、画面上の変形ツールと一緒に、
「Final Cut Pro」の「ビューア」に 1 行に表示されます。

「Final Cut Pro」でのテキストの操作について詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してください。

「Final Cut Pro」のインスペクタの「テキスト」パネル内のコントロールは、「Motion」の「テキスト」インスペ
クタで使用できるコントロールとほぼ同じです。以下のリストにないパラメータを制御したい場合は、「Motion」で
タイトルまたはジェネレータのテンプレート内の該当のパラメータを公開します。
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「Final Cut Pro X」のインスペクタに表示される「フォーマット」パラメータ
「Final Cut Pro」のインスペクタの「テキスト」パネルの基本フォーマットのパラメータは、「Motion」の「テキ
スト」インスペクタの「フォーマット」パネルと同じです（「コレクション」ポップアップメニューを除く）：

 • 「テキストのスタイル」プリセット・ポップアップ・メニュー（ラベルなし）

 • 「フォント」ポップアップメニュー

 • 「スタイル」ポップアップメニュー

 • 「サイズ」スライダ

 • 「配置」ボタン

 • 「縦方向の配置」ボタン

 • 「行間」スライダ

 • 「文字間隔」スライダ

 • 「カーニング」スライダ

 • 「ベースライン」スライダ

「Final Cut Pro X」のインスペクタに表示される「フェース」パラメータ
「Final Cut Pro」のインスペクタの「テキスト」パネルには以下の「フェース」パラメータがあり、これらは「Motion」
の「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルに表示されるパラメータに相当します：

 • カラー／グラデーション／テクスチャのコントロール

 • 「不透明度」スライダ

 • 「ブラー」スライダ

「Final Cut Pro X」のインスペクタに表示される「アウトライン」パラメータ
「Final Cut Pro」のインスペクタの「テキスト」パネルには以下の「アウトライン」パラメータがあり、これらは
「Motion」の「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルに表示されるパラメータに相当します：

 • カラー／グラデーション／テクスチャのコントロール

 • 「不透明度」スライダ

 • 「ブラー」スライダ

 • 「幅」スライダ

「Final Cut Pro X」のインスペクタに表示される「グロー」パラメータ 
「Final Cut Pro」のインスペクタの「テキスト」パネルには、「Motion」の「テキスト」インスペクタの「スタイ
ル」パネルに表示される、いくつかの「グロー」パラメータがあります：

 • カラー／グラデーション／テクスチャのコントロール

 • 「不透明度」スライダ

 • 「ブラー」スライダ

 • 「半径」スライダ

「Final Cut Pro X」のインスペクタに表示される「ドロー」パラメータ
「Final Cut Pro」のインスペクタの「テキスト」パネルには以下の「ドロップシャドウ」パラメータがあり、これら
は「Motion」の「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルに表示されるパラメータに相当します：

 • カラー／グラデーション／テクスチャのコントロール

 • 「不透明度」スライダ

 • 「ブラー」スライダ

 • 「ディスタンス」スライダ

 • 「アングル」ダイヤル

 • テキストエディタのフィールド
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参考：すでに「Final Cut Pro X」のインスペクタの「テキスト」パネルにあるテキストパラメータを公開すると、
そのパラメータは「Final Cut Pro」のインスペクタの「タイトル」パネルと「テキスト」パネルに表示されます。
「タイトル」パネル内のパラメータに変更を加えると、「テキスト」パネルの同じパラメータも変更されます。逆
の場合も同様です。

「Motion」のほとんどすべてのテキストパラメータを公開できますが、テンプレートが「Final Cut Pro」内クリッ
プに適用されても、関連するすべてのコントロールを使用できるわけではありません。たとえば、「レイアウト方法」
パラメータが「パス」に設定されている場合は、パスのオンスクリーンコントロールを使って「Motion」のキャ
ンバスでテキストパスを編集できます。「Final Cut Pro」ではテキストはそのパスの形状に沿って表示されますが、
「Final Cut Pro」の「ビューア」にはパスの形状を変更するためのオンスクリーンコントロールはありません。「レ
イアウト方法」パラメータが公開されている場合は、「Final Cut Pro」の「レイアウト方法」を変更できます（た
とえば「パス」から「ライン」に）。

テンプレート内のアニメーションとタイミング
エフェクト、タイトル、トランジション、およびジェネレータテンプレートに、「Motion」の標準プロジェクトと同様
にアニメーションを取り込むことができます。テンプレートを「Final Cut Pro X」内のクリップに追加すると、ビヘ
イビアとキーフレームのどちらで作成した場合でも、プレースホルダ内のアニメーションがクリップに適用されます。

テンプレート内のアニメーションが「Final Cut Pro」内の適用先であるクリップの継続時間より長い場合は、継続
時間が合うように調整されます。

重要：テンプレートのアニメーションを「Final Cut Pro」内の適用先であるクリップの継続時間に合わせたくな
い場合は、マーカーを使って、アニメーションがロックされるセグメントを指定できます。また、マーカーを使っ
て、Final Cut Pro プロジェクトでアニメーションが無限にループする個所を指定することもできます。詳しくは、
421 ページのテンプレートマーカーの概要を参照してください。

アニメーションのガイドライン
テンプレート内のパラメータを公開する際、以下のガイドラインを考慮してください：

 • できれば、キーフレーム設定されたパラメータは公開しないでください。「Final Cut Pro」の「インスペクタ」
でそれらのパラメータを編集したりアニメートしたりすると、公開されたキーフレームによって予期しない結果に
なることがあります。

 • ビヘイビアによって制御されるパラメータは公開しないでください。たとえば、適用した「フェードイン／フェー
ドアウト」ビヘイビアによって制御される「不透明度」パラメータを公開すると、テンプレートを Final Cut Pro 
プロジェクトに追加した後で「不透明度」パラメータを調整できません。

 • テンプレートの継続時間は適用先の Final Cut Pro クリップの継続時間と競合することがよくあるため、テンプ
レート内の非アニメーションのパラメータを公開してから、「Final Cut Pro」でそれらのパラメータをキーフレー
ム設定してください。

 • できれば、テンプレート内のキーフレームの代わりにビヘイビアを使用してください。ビヘイビアは、テンプレー
トにとって柔軟性の高いツールになることがあります。ビヘイビアは、アニメーションを作成するために特定のタ
イミングに依存したりキーフレームを使用したりしません。「Final Cut Pro」で制御したいビヘイビアパラメータ
は公開してください。

キーフレームの操作方法について詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。ビヘイビア
の使いかたについて詳しくは、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。

テンプレートを「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用すると、テンプレートタイプに応じてさまざまなタイミ
ングルールが適用されます。
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タイミングのガイドライン
テンプレートを「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用すると、テンプレートタイプに応じてさまざまなタイミ
ングルールが適用されます。

 • Final Cut エフェクト：「Final Cut Pro」でエフェクトテンプレートを適用すると、エフェクトはそのクリップに統
合されます。たとえば、「Motion」で 300 フレームの色補正エフェクトテンプレートを保存し、それを「Final 
Cut Pro」で 2,300 フレームのクリップに適用すると、生成されたエフェクトは 2,300 フレームになります。

アニメートされたエフェクトテンプレートも、「Final Cut Pro」内の適用先であるクリップの継続時間に応じて調
整されます。たとえば、「Motion」でテンプレートの長さが 300 フレームで、プレースホルダのレイヤーがフ
レーム 0 から 300 の間に 360 度（完全に 1 回転）アニメートする場合、そのテンプレートを「Final Cut Pro」
内の 900 フレームのクリップに適用すると、1 回転が 900 フレームに延ばされます。

「Motion」でマーカーをテンプレートに適用することで、「Final Cut Pro」のタイミング調整を無効にすること
ができます。たとえば、タイムコードジェネレータやグレインエフェクトなど、フレームをカウントするエフェクトを
制御するには、特殊なマーカーを適用して、テンプレートの特定の範囲をいつ再生するかを「Final Cut Pro」
に定義できます。詳しくは、424 ページのテンプレートマーカーを追加するを参照してください。

 • Final Cut トランジション：「Final Cut Pro」では、デフォルトのトランジション継続時間は「Final Cut Pro」
環境設定の「編集」パネルで設定します。「Final Cut Pro」の「タイムライン」内の編集点にトランジションテ
ンプレートを適用すると、トランジションエフェクトの継続時間はデフォルトのトランジション継続時間に変更され
ます。たとえば、デフォルトのトランジション継続時間が 2 秒の「Final Cut Pro」の「放送用 HD 1080」プロ
ジェクト（29.97 fps）では、適用された 300 フレームのトランジションテンプレートは 60 フレーム（29.97 fps 
で 2 秒）に圧縮されます。

「Final Cut Pro」環境設定のトランジション継続時間の設定を無効にするには、「Motion」の「情報」インス
ペクタの「FCP 継続時間を上書き」チェックボックスを選択します。トランジションを保存するときにこのチェック
ボックスが選択されている場合は、Final Cut Pro プロジェクトに追加したときにトランジションの元の継続時間
が維持されます。

トランジションの継続時間が「Final Cut Pro」のデフォルトを使用するか変更されるかにかかわらず、トランジ
ションのイン点とアウト点は「Final Cut Pro」の「タイムライン」で調整できます。

 • Final Cut タイトル：Final Cut Pro プロジェクトに追加すると、タイトルテンプレートは適用先のクリップに固
定されます。継続時間は「Motion」のテンプレートの継続時間を基にします。タイトルを適用した後、「Final 
Cut Pro」の「タイムライン」でその継続時間を調整できます。

 • Final Cut ジェネレータ：Final Cut Pro プロジェクトにジェネレータテンプレートを追加すると、そのデフォルト
継続時間（テンプレートを「Motion」で作成して保存したときの継続時間）が使用されます。ジェネレータを
適用した後、「Final Cut Pro」の「タイムライン」でその継続時間を調整できます。

テンプレートマーカー

テンプレートマーカーの概要
マーカーは、特定のフレームを視覚的に識別するするために「タイムライン」に追加する参照ポイントです。さまざ
まなタイプのマーカーがあります。1 つ目のタイプは「標準」というタイプで、「Motion」で使うように設計されて
いて、Final Cut テンプレートに保存しても効果はありません。「標準」マーカータイプは、オブジェクト（「オブジェ
クトマーカー」）またはプロジェクト全体（「プロジェクトマーカー」）に追加できます。残りのマーカータイプはテン
プレートマーカーと呼ばれ、「Final Cut Pro X」でテンプレートのタイミングを制御するために設計されています。

「タイムライン」上でのマーカーの使いかたの基本情報については、281 ページのマーカーの概要を参照してくだ
さい。

テンプレートを作成する際は通常、そのテンプレートが「Final Cut Pro」で使用される場合に適用されるクリップ
の継続時間は分かりません。テンプレートマーカーを使うと、対象クリップの継続時間に合わせるために再生、無
視、またはループする「タイムライン」内の領域を指定することによって、「Final Cut Pro」で適用した後のテンプ
レートのタイミングを制御できます。「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」、「トランジションブラウザ」、また
は「タイトルブラウザ」でテンプレートのサムネールとして使用する特定のフレームを指定することもできます。
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テンプレートマーカーのタイプ
テンプレートマーカーは、

 • ビルドイン：「ビルドイン」マーカーは、「Final Cut Pro X」でイントロアニメーションを特定のインスタンスで再
生するように指定します。

 • ビルドアウト：「ビルドアウト」マーカーは、「Final Cut Pro」でアウトロアニメーションを特定のインスタンスで
再生するように指定します。

 • ループ：「ループ」マーカーは、テンプレートでループ再生をどこで開始するかを示すマーカーです。

 • ポスターフレーム：「ポスターフレーム」マーカーは、「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」、「トランジショ
ンブラウザ」、または「タイトルブラウザ」でテンプレートのサムネールとして使用するテンプレートのフレームを
指定します。

 • テキストの編集：「テキストの編集」マーカーは、タイトルテンプレートで理想的な編集点を特定します。

「ビルドイン」マーカーは、テンプレートのイントロセクションの終点を指定して、「Final Cut Pro」の「タイムライ
ン」内のクリップの継続時間とは無関係に、そのセクションを元のテンプレートと同じ速度で再生するように「Final 
Cut Pro」に指定します。「ビルドアウト」マーカーは、テンプレートのアウトロセクションの始点を指定して、「Final 
Cut Pro」の「タイムライン」内のクリップの継続時間とは無関係に、そのセクションを元のテンプレートと同じ速
度で再生するように「Final Cut Pro」に指定します。

ビルドインまたはビルドアウトのセクションを任意として指定することもできます。任意の「ビルドイン」または「ビル
ドアウト」マーカーを追加すると、対応するチェックボックスが「Motion」の「プロジェクト」インスペクタの「公
開」パネルに追加されます。プロジェクトにテンプレートを適用すると、「Final Cut Pro」の「インスペクタ」にこ
のチェックボックスも表示されます。エフェクトのビルドインまたはビルドアウト部分を無効にするには、このチェック
ボックスの選択を解除します。

「ビルドイン」、「ビルドアウト」、または「ループ」のテンプレートマーカーを Motion プロジェクトに追加すると、
「タイムライン」のルーラの影響を受けた領域の上に金色のグローが表示されます。

「ビルドイン」または「ビルドアウト」マーカーがない場合は、テンプレート全体の継続時間が、「Final Cut Pro」
で適用されたときにクリップの継続時間に合わせて調整されます。「ビルドイン」または「ビルドアウト」マーカー
がある場合は、Motion プロジェクトのマーカーで定義されたイントロまたはアウトロセクションの間にある部分の
みの継続時間が調整されます。マーカーで定義された領域は元の時間を維持します。テンプレートを作成するとき
は、テンプレートマーカーを使用して、エフェクト、タイトル、トランジション、またはジェネレータの継続時間が調
整される部分と、そのまま残される部分を制御します。

参考：トランジションテンプレートの継続時間は、「Final Cut Pro」のデフォルト継続時間になります（「Final Cut 
Pro」環境設定で決まります）。この継続時間は、これらのマーカータイプのエフェクトと競合することがあります。
たとえば、トランジションのイントロアニメーションを 45 フレームと指定したときに、「Final Cut Pro」のデフォル
ト継続時間がトランジション全体で 30 フレームに設定されていたとします。「Final Cut Pro」のデフォルトの継続
時間を無効にするには、「Motion」の「プロジェクトの情報」インスペクタの「FCP 継続時間を上書き」チェック
ボックスを選択します。詳しくは、402 ページのトランジションテンプレートを作成するを参照してください。

以下のマーカータイプがあります：

 • ビルドイン – 必須：イントロセクションの最終フレームを指定します。プロジェクトの先頭と「ビルドイン - 必須」
マーカーの間にあるフレームは、Motion プロジェクトに指定されている継続時間で再生されます。

このイントロは、テンプレートが「Final Cut Pro」の「タイムライン」内のどこに置かれているかに関係なく、
常に再生されます。

 • ビルドイン – 任意：イントロセクションの最終フレームを設定します。テンプレートに「ビルドイン - 任意」マー
カーを追加すると、「ビルドイン」チェックボックスが公開されます（「プロジェクト」インスペクタの「公開」パ
ネルの「公開されたパラメータ」リストに追加されます）。テンプレートを Final Cut プロジェクトに追加すると、
「インスペクタ」に「ビルドイン」チェックボックスが表示されます。
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「Final Cut Pro」の「インスペクタ」で「ビルドイン」チェックボックスを選択すると、プロジェクトの先頭と「ビ
ルドイン - 任意」マーカーの間のフレームが、Motion プロジェクトで指定した継続時間で再生されます。この
チェックボックスの選択を解除すると、マーカーの前のフレームは再生されません。

Build In – Optional marker 

The intro section is played only when 
the Build In checkbox is selected 
in the Final Cut Pro Inspector.

This section is played regardless 
of the state of the Build In checkbox.

 • ビルドアウト – 必須：アウトロセクションの先頭フレームを設定します。「ビルドアウト - 必須」マーカーとプロ
ジェクトの最後の間にあるフレームは、Motion プロジェクトに指定されている継続時間で再生されます。

このアウトロは、テンプレートが「Final Cut Pro」の「タイムライン」内のどこに置かれているかに関係なく、
常に再生されます。

 • ビルドアウト – 任意：アウトロセクションの先頭フレームを設定します。テンプレートに「ビルドアウト - 任意」
マーカーを追加すると、「ビルドアウト」チェックボックスが公開されます（「プロジェクト」インスペクタの「公
開」パネルの「公開されたパラメータ」リストに追加されます）。テンプレートを Final Cut プロジェクトに追加
すると、「インスペクタ」に「ビルドイン」チェックボックスが表示されます。

「Final Cut Pro」の「インスペクタ」で「ビルドアウト」チェックボックスを選択すると、「ビルドアウト - 任意」
マーカーとプロジェクトの末尾の間のフレームが、Motion プロジェクトで指定した継続時間で再生されます。こ
のチェックボックスの選択を解除すると、マーカーの前のフレームは継続時間が調整され、マーカーの後のフレー
ムは再生されません。

When the Build Out 
checkbox is deselected in
the Final Cut Pro Inspector, 
this section is time-stretched. Build Out – Optional marker

The outro section is played only when 
the Build Out checkbox is selected in 

the Final Cut Pro Inspector.
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 • プロジェクトループ終了：テンプレートを「Final Cut Pro」で使用するときに取り込まれるセクションの最終フ
レームを設定します。このフレームまで再生されると、プロジェクトはその先頭から、または「ビルドイン」マー
カーが設定されている場合はそこから再生されます。「プロジェクトループ終了」マーカーの後のフレームは再生
されません。

Project Loop End marker

Frames in this 
section are looped.

マーカータイプを「プロジェクトループ終了」に設定すると、「ビルドアウト」タイプに設定されているマーカーは
「標準」に戻ります。同様に、「プロジェクトループ終了」マーカーがある状態でアウトロマーカーを追加すると、
ループマーカーは「標準」にリセットされます。

ヒント：ループマーカーをテンプレート内の 2 番目のフレームに追加すると、エフェクトの時間が不変になり、プ
ロジェクトの最初のフレームが永久にループします。これは、単色のジェネレータのようにアニメーションが含ま
れないジェネレータや、色補正フィルタのようにデフォルトではアニメートされないフィルタの場合に便利です。

参考：「時間」フィルタ（「エコー」、「スクラブ」、「ストロボ」、「軌跡」、または「ワイドタイム」）が適用されて
いるテンプレートでは、「ループ」マーカーは使用しないことをお勧めします。タイミングが予期しない結果にな
る可能性があるためです。

 • ポスターフレーム：「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」、「トランジションブラウザ」、または「タイトル
ブラウザ」でテンプレートのサムネールとして使用するフレームを設定します。

 • テキストの編集：テキストの最適な編集点を定義します。たとえば、タイトルを画面の外でアニメートする場合は、
「テキストの編集」マーカーを追加すると、「Final Cut Pro」の「ビューア」でテキストが表示されるフレーム
にすばやく移動することができます。

テンプレートマーカーを追加する
「ビルドイン」、「ビルドアウト」、「プロジェクトループ終了」、または「ポスターフレーム」のマーカーを作成するに
は、最初にプロジェクトマーカーを Motion プロジェクトに追加してから、「マーカーを編集」ダイアログでそのタ
イプを変更する必要があります。

プロジェクトマーカー（「ビルドイン」、「ビルドアウト」、「プロジェクトループ終了」、または「ポスターフレーム」
マーカー）を追加する

 1 マーカーを表示したいフレームに再生ヘッドを配置します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • Shift ＋ M キーを押します。

 • プロジェクト内のオブジェクトが選択されていないことを確認してから、「マーク」＞「マーカー」＞「マーカー
を追加」と選択します。

 • プロジェクト内のオブジェクトが選択されていないことを確認してから、M キーまたはアットマークキー（@）を
押します。
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 • プロジェクト内のオブジェクトが選択されていないことを確認し、Control キーを押しながらタイムラインルーラ
をクリックして、ショートカットメニューから「マーカーを追加」を選択します。

「タイムライン」のルーラには緑色のマーカーが表示され、ミニタイムラインには緑色の縦線が表示されます。 

オブジェクトマーカー（「テキストの編集」マーカー）を追加する

 1 マーカーを追加するフレームに再生ヘッドを移動します。

 2 マーカーを追加するテキストを選択してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを追加」と選択します。

 • M キーを押します。

赤のマーカーが選択したオブジェクトのバーに追加されます。

「Final Cut Pro」の「タイムライン」で、タイトルをダブルクリックしてテキスト編集モードに入ります。「ビューア」
で、「次のテキストレイヤー」ボタンと「前のテキストレイヤー」ボタンを使用して、「テキストの編集」マーカー間
で移動します。「Final Cut Pro」でのタイトルの操作について詳しくは、「Final Cut Pro X ヘルプ」を参照してく
ださい。

マーカーを移動する

 m マーカーを「タイムライン」のルーラ内の位置にドラッグします。

マーカーをドラッグすると、現在のフレームがポインタの上に表示されます。

マーカータイプを変更する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 再生ヘッドをマーカーの上に置いて、「マーク」＞「マーカー」＞「マーカーを編集」と選択します。

 • マーカーをダブルクリックします。

 • Control キーを押しながらマーカーをクリックしてから、ショートカットメニューで「マーカーを編集」を選択しま
す。

 2 「マーカーを編集」ダイアログで、「タイプ」ポップアップメニューからマーカータイプを選択します。

「ビルドイン」マーカーと「ビルドアウト」マーカーは、「タイムライン」のルーラに小さい緑色の矢印として表示さ
れます。「プロジェクトループ終了」マーカーは小さいオレンジ色の矢印として表示されます。ルーラの上部の、イ
ントロ、アウトロ、またはループセクションとして指定された領域には、金色のグローが表示されます。

「マーカーを編集」ダイアログについて詳しくは、281 ページのマーカーの概要を参照してください。

テンプレートの解像度
テンプレートを作成する前に、プロジェクトに必要な解像度を決定してください。テンプレートは適用先の 
Final Cut Pro X プロジェクトの解像度に合うように調整されますが、使用する予定の最も高い解像度でテンプレー
トを作成する必要があります。

また、テンプレートに対する複数のディスプレイアスペクト比の設定を、1 つのテンプレートプロジェクトに保存する
こともできます。たとえば、テンプレートをアスペクト比 16:9 で作成した場合でも、同じプロジェクト内にアスペク
ト比 4:3 のテンプレートを簡単に作成することができます。テンプレートを Final Cut Pro プロジェクトに適用する
と、プロジェクトに合うアスペクト比が適用されます。詳しくは、428 ページのテンプレートに複数のディスプレイア
スペクト比を追加するを参照してください。

参考：プレースホルダに追加されたイメージは、テンプレートプロジェクトの設定に基づいて調整されます。プレー
スホルダ内のイメージはテンプレートを Final Cut Pro プロジェクトに適用するときは使用されないため、メディア
の拡大や調整はテンプレートの適用先である Final Cut Pro クリップには影響しません。
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4K 解像度のテンプレートを作成するときは、「Final Cut Pro」でユーザが 4K 以外のテンプレートを非表示にし
て 4K テンプレートをすばやく見つけられるようにするためのメタデータフラグを追加できます。メタデータを追加す
るには、プロジェクトレイヤーの「情報」インスペクタで「4K 向けに作成」チェックボックスを選択します。（この
チェックボックスは、エフェクト、トランジション、ジェネレータ、またはタイトルプロジェクトでのみ表示されます。）
プロジェクトを保存すると、テンプレートが 4K 解像度であることを示すメタデータ付きで「Final Cut Pro」に書き
出されます。「Final Cut Pro」のメディアブラウザで 4K テンプレートのみを表示するには、「4K 対応コンテンツの
み」チェックボックスを選択します。（「4K 対応コンテンツのみ」チェックボックスは、4K または 5K フォーマットの 
Final Cut Pro プロジェクトでのみ表示されます。）

テンプレートが 4K 解像度であることを示すフラグを追加する
 m 「レイヤー」リストでプロジェクトレイヤーを選択し、「情報」インスペクタで「4K 向けに作成」チェックボックスを
選択します。

「Final Cut Pro」にテンプレートを公開した後、「Final Cut Pro」でメディアブラウザに 4K プロジェクト専用のテ
ンプレートのみを表示するには、「4K 対応コンテンツのみ」チェックボックスを選択します。

テンプレートでマスクを使う
「Final Cut Pro」のどのテンプレートタイプでも、シェイプとマスクを使用できます。

通常は、シェイプの使用はジェネレータテンプレートに限定してください。シェイプは、「Final Cut Pro X」で品質
を低下させずに拡大／縮小できるため、理想的なジェネレータテンプレート要素です。（ただし、テンプレート内の
シェイプが多すぎると、「Final Cut Pro」のパフォーマンスが低下することがあります。）

プレースホルダのレイヤーに追加すると、シェイプはマスクに変換されます。マスクされたプレースホルダを含むテ
ンプレートを「Final Cut Pro」内のクリップに適用すると、マスクがクリップに適用されます。テンプレート内のプ
レースホルダの外にあるオブジェクトは影響されません。

マスクパラメータ（「丸み」、「ぼかし」、「マスクブレンドモード」など）は、「Final Cut Pro」で編集できるように
公開することができます。ただし、「Motion」のマスクのオンスクリーンコントロールは、「Final Cut Pro」では
使用できません。「Final Cut Pro」でテンプレートマスクの位置を変えるには、マスクの変形パラメータ（マスクの
「情報」インスペクタにあります）を公開してください。公開について詳しくは、413 ページのテンプレート内のパ
ラメータの公開の概要を参照してください。

シェイプとマスクの操作方法について詳しくは、811 ページのシェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要を
参照してください。

テンプレートファイルとメディアの保存場所
テンプレートを保存すると、プロジェクトとすべての関連するファイルは、「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion 
Templates/」フォルダに、テンプレートタイプ別に分けられて保存されます。テンプレートタイプには、「コンポジ
ション」（「Motion」で使うために「Motion」で作成されるテンプレート）、「エフェクト」、「ジェネレータ」、「タ
イトル」、および「トランジション」があります。 

「Final Cut エフェクト」テンプレートを保存すると、「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/E∂ects」
に保存され、「Final Cut トランジション」は「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/Transitions」
に保存され、他のタイプのテンプレートもその名前のフォルダに保存されます。

「Motion」でテンプレートを保存するときは、カテゴリを割り当てます。たとえば、「Final Cut エフェクト」を保存
するときは、保存ダイアログの「カテゴリ」ポップアップメニューで「ブラー」、「歪み」、「スタイライズ」などのオ
プションを選択します。テンプレートをカテゴリに保存すると、そのカテゴリのフォルダは、コンピュータ上の対応す
るフォルダ（「E∂ects」、「Titles」、「Generators」など）に表示されます。 
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カテゴリは、エフェクトが「Final Cut Pro X」の「メディアブラウザ」にどのように整理されるかを表します。たと
えば、「Final Cut Pro」の「エフェクトブラウザ」のビデオ・エフェクト・カテゴリには、「基本」、「ブラー」、「歪
み」、「キーイング」、「ライト」、「眺め」、「スタイライズ」、および「タイリング」があります。「Motion」では、「ブ
ラー」カテゴリに保存された「Final Cut エフェクト」テンプレートは、Finder では「/ユーザ /ユーザ名 /ムー
ビー /Motion Templates/E∂ects/Blur/テンプレート名」フォルダに保存されます。

ブラウザカテゴリは、「Final Cut Pro」に用意されていないものも利用できます。テンプレート保存ダイアログの
「カテゴリ」ポップアップメニューから「新規カテゴリ」を選択することで、テンプレートカテゴリを作成できます。
カスタムカテゴリは、「Final Cut Pro」のブラウザにも表示されます。

テーマを使ってテンプレートを分かりやすく整理することができます。テーマはテンプレートに添付されたメタデー
タ・タグで、さまざまなテンプレートを 1 つのファミリーとして整理するときに役立ちます。たとえば、トランジショ
ン、エフェクト、タイトルのグループなど、複数の異なるテンプレートタイプを同じプロジェクトで使用する場合があ
ります。同じテーマのテンプレートにタグを付けることで、テンプレートタイプに関係なく、すべてのテンプレートが
「Final Cut Pro」の「テーマブラウザ」に表示されます。 

テーマのあるテンプレートはほかのエフェクトのブラウザにも表示されます。たとえば、テーマのある「Final Cut 
タイトル」テンプレートは、「Final Cut Pro」の「テーマブラウザ」だけでなく「タイトルブラウザ」（テーマのな
いテンプレートの下にあります）にも表示されます。

テンプレートへのテーマの割り当ては任意です。

Finder では、テンプレートは「テンプレートタイプ /カテゴリ /テーマ」というフォルダ階層に従って保存されてい
ます。たとえば、「ブラー」カテゴリと「ニュース」テーマに保存された「Final Cut エフェクト」テンプレートは、
Finder では「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/E∂ects/Blur/News/テンプレート名」フォル
ダに表示されます。 

参考：「テーマ」ポップアップメニューを使って、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」でテーマ別に並べ替える
こともできます。 

テンプレートの各フォルダには以下の項目が含まれています：

 • large.png：このファイルは、「Motion」の「プロジェクトブラウザ」でのプレビュー用と、バックグラウンドで
のプロジェクトの読み込み時の「Final Cut Pro」のブラウザでのプレビューとして使用されます。

 • small.png：このファイルは、「Final Cut Pro」のブラウザでのテンプレートのサムネールプレビュー用に使用
されます。テンプレートが「Motion」で保存されたときの現在のフレームが、プレビューフレーム用に使用さ
れます。

 • yourtemplatename.mov：このファイルは、テンプレートが「Motion」の「プロジェクトブラウザ」で選択
されたときに再生される、テンプレートのムービープレビュー用に使用されます。このファイルは、保存する前に
「プレビュームービーを保存」チェックボックスを選択すると作成されます。

 • yourtemplatename.moef、-.motn、-.moti、または -.motr：これは、Motion テンプレートのプロジェ
クト書類です。

 • .moef は「Final Cut エフェクト」テンプレートの拡張子です。

 • .motn は「Final Cut ジェネレータ」テンプレートの拡張子です。

 • .moti は「Final Cut タイトル」テンプレートの拡張子です。

 • .motr は「Final Cut トランジション」テンプレートの拡張子です。

 • 「メディア」フォルダ：このフォルダには、パーティクルセルのソースなどのコンテンツを含む、プロジェクト内の
すべてのメディア（プロジェクト内で使用されるプレースホルダとその他のクリップ、イメージで使用されるメディ
ア）が含まれます。テンプレートを保存する前に、テンプレートプレースホルダ内のメディアを消去すると、その
メディアは「メディア」フォルダに保存されません。 

参考：保存ダイアログで「使用していないメディアを含める」を選択すると、「メディア」パネル（プロジェクトで
使用されていないメディア用の記憶域）にあるメディアが「メディア」フォルダに保存されます。
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テンプレートをほかのユーザと共有する
ユーザやコンピュータ間でテンプレートと関連のメディアファイルを共有するには、別のユーザのコンピュータ上で、
関連のテンプレートファイルを同じフォルダ構造（「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /Motion Templates/」フォル
ダ）で配置してください。

テンプレートに複数のディスプレイアスペクト比を追加する
「Final Cut Pro X」用のテンプレートを作成する場合は、1 つのテンプレート内に代替バージョンを作成して、さ
まざまなディスプレイアスペクト比をすべて含めることができます。たとえば、アスペクト比が 16:9 のテンプレート
を作成する場合は、4:3 ディスプレイ用にカスタマイズした代替バージョンを追加できます。テンプレートを「Final 
Cut Pro」のクリップに適用すると、編集アプリケーションがそのディスプレイアスペクト比に対応するバージョンを
選択します。1 つのテンプレート内のこれらのディスプレイバージョンは「スナップショット」と呼ばれます。スナッ
プショットにより、複数のディスプレイ比のために同じテンプレートの複数のバージョンを作成する必要がなくなりま
す。

「Final Cut Pro」でさまざまな解像度のクリップにテンプレートを割り当てたい場合や、さまざまな解像度の複数の 
Final Cut Pro プロジェクトに同じタイトルまたはジェネレータのテンプレートを適用したい場合は、ディスプレイア
スペクト比のスナップショットを追加する必要があります。 

「Final Cut Pro」のさまざまなサイズのクリップに 1 つのテンプレートを適用したい場合は、テンプレートを保存す
る前に、このセクションで説明するワークフローを実行してください。

参考：PAR（ピクセルアスペクト比）とは、ピクセルの幅と高さの比率をいいます。たとえば、NTSC ピクセルで
は、高さが幅よりわずかに大きくなっています。ピクセルアスペクト比は 10/11（約 0.9091）です。DAR（ディス
プレイアスペクト比）は、最終的に表示されるイメージの幅と高さの比率です。たとえば、iPad のディスプレイア
スペクト比は 1.3333（4:3 とも記述されます）で、放送用 NTSC のディスプレイアスペクト比は 1.3636 です。イ
メージのディスプレイアスペクト比をその大きさとピクセルアスペクト比から計算するには、ピクセルアスペクト比と
幅の積を、高さで除算します。最も一般的なアスペクト比は、4:3（標準、4 × 3、または 1.33:1 とも呼ばれます）
と 16:9（ワイドスクリーン、16 × 9、または 1.78:1 とも呼ばれます）です。古いモニタやテレビは一般的に 4:3 
であるため、画面は幅が高さより 33 パーセント大きくなっています。新しい HD モニタやテレビは、幅が高さより 
78 パーセント大きくなっています。

プロジェクトを別のディスプレイアスペクト比のために再構成する

 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトを選択します。

 2 「プロジェクト」インスペクタで、「スナップショット」をクリックします。

「ディスプレイアスペクト比のスナップショット」リストが開きます。プロジェクトの現在のデフォルトアスペクト比が表
示されます。

 3 「追加」ボタン（＋）をクリックし、ショートカットメニューから別のディスプレイアスペクト比を選択します。

「カスタム」を選択すると、「ディスプレイアスペクト比のカスタマイズ」の計算式が表示されます。

「ディスプレイアスペクト比のスナップショット」リストに新しいアスペクト比が表示され、プロジェクトが調整され 
ます。 
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参考：既存の「ディスプレイアスペクト比のスナップショット」に一致するスナップショットを追加することはできま 
せん。

 4 新しいアスペクト比に合わせてオブジェクトを再配置するには、「スナップショットを編集」をクリックします。

アスペクト比編集モードになっていることを示す、小さいフローティングウインドウが表示されます。

 5 プロジェクト内のレイヤーを新しいディスプレイアスペクト比に合わせて配置して調整してから、フローティングウイ
ンドウで「リグ編集モードを停止」ボタンをクリックします。

「ディスプレイアスペクト比のスナップショット」リストの項目をクリックすると、結果がキャンバスに表示されます。

参考：代替のスナップショットを使って作業しているときは、「レイヤー」リストで「プロジェクト」が選択されている
ときに「インスペクタ」の「情報」パネルにリストされる解像度が奇妙に見えることがあります。これは、ピクセル
のアスペクト比ではなく、ディスプレイアスペクト比が表示されるためです。

 6 「ファイル」＞「保存」または「ファイル」＞「別名で保存」と選択します。

 a 保存ダイアログで、テンプレートの名前を入力します。

 b 「カテゴリ」ポップアップメニューでカテゴリを選択します。

 c 必要に応じて、「テーマ」ポップアップメニューでテーマを選択します。

 d プロジェクト内で使用されていないメディア（「メディア」リスト内のメディアやオーディオのうち、プロジェクトで
使用されていないもの）を保持するには、「使用していないメディアを含める」を選択します。

「Final Cut Pro」の「タイムライン」に適用されたテンプレートは、Final Cut Pro プロジェクトに対応するア
スペクト比を使用します。

カスタム DAR（ディスプレイアスペクト比）のスナップショットを作成する
 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトを選択します。

 2 「プロジェクト」インスペクタで、「スナップショット」をクリックします。

 3 「追加」ボタン（＋）をクリックし、ショートカットメニューから「カスタム」を選択します。

 4 「ピクセルのアスペクト比」ポップアップメニューから、NTSC D1/DV などのオプションを選択します。

PAR（ピクセルアスペクト比）は、ポップアップメニューの右側のフィールドに表示されます。

 5 PAR 値の右側のフィールドに幅と高さ（720 × 480 など）を入力します。

新しいカスタム DAR は、「ディスプレイアスペクト比のスナップショット」リストに表示されます。

テンプレートの作成についてのヒント
カスタムテンプレートの作成時に最良の結果を得るには、以下の点について考慮してください。

 • 進行中の作業であるテンプレートをはじめて保存するときは、保存ダイアログの「プレビュームービーを保存」
チェックボックスの選択を解除してください。これにより、ドラフトのテンプレートを保存するたびに「Motion」
でムービープレビューが作成されることがなくなります。（プレビュームービーは「Motion」の「プロジェクト
ブラウザ」に表示されます。）最終版のテンプレートを保存する準備ができたら、「プレビュームービーを保存」
チェックボックスを選択してプレビュームービーを作成します。

 • 複数のドロップゾーンを含む複雑なテンプレートを作成する場合は、「Final Cut ジェネレータ」または「Final 
Cut タイトル」テンプレートを使用してください。

 • 「Motion」のプロジェクトと同様に、エフェクト（フィルタ、テキストオブジェクトなど）が多すぎると、「Final 
Cut Pro X」のパフォーマンスが低下します。

 • アニメーションの作成には、キーフレームではなくビヘイビアを使用してください。「Final Cut Pro」でテンプ
レートを適用したときに、ビヘイビアの方が簡単に変更できます。

 • ビヘイビアやキーフレームを使ってアニメートされるパラメータは公開しないでください。公開されたパラメータ
によって、「Final Cut Pro」でテンプレートのカスタマイズが可能になります。
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 • シェイプは品質を低下させることなく拡大／縮小できるため、プレースホルダの外側にあるテンプレートプロジェ
クトに追加するには適したグラフィック要素です。（プレースホルダに追加されたシェイプはマスクになります）。た
だし、テンプレート内のシェイプが多すぎると、「Final Cut Pro」のパフォーマンスが低下します。

 • 「Motion」環境設定（「環境設定」を開くには、Command ＋ カンマキーを押します）のプロジェクトパネル
で、「レイヤーの作成位置」が「プロジェクトの先頭」に設定されていることを確認してください。

 • 「Motion」の「タイムライン」で、フィルタとビヘイビアのすべてのバーがプロジェクトの末尾まで延びているこ
とを確認してください。

 • プレースホルダの継続時間の競合を避けるには、テンプレートを作成するときに静止画像を使用してください。
静止画像を使用すると、レンダリング時間が長くならず、ハードディスク容量を節約できます。

 • 以下の点を考慮して、テンプレートを保存する前にプレビューメディアを保存するか消去するかを決定してくださ
い：

 • 消去されないメディアはテンプレートと一緒に保存されます。レンダリング時間は長くなり、多くのハードディ
スク容量が使用されます。

 • テンプレートと一緒に保存したメディアは、「Final Cut Pro」の「メディアブラウザ」で「Motion で開く」コ
マンドを使ってテンプレートを「Motion」で再度開くと、前回のテンプレート作成セッションで終了した個所
が表示されて、使用できるようになります。

 • 緑色の画面や青色の画面の素材をキーイングする場合、「テンプレートをキーイング」することは推奨されていま
せん。素材は、「Final Cut Pro」または「Motion」内の独自のプロジェクトで直接キーイングすることをお勧
めします。「キーイング」フィルタによって、最初に適用される素材が解析されるためです。キーイングされたク
リップをそのアルファチャンネルでレンダリングして、そのクリップを Final Cut Pro プロジェクトに追加すること
ができます。詳しくは、478 ページのキーイングの概要を参照してください。

 • テンプレートを作成するときに、イメージシーケンスを使用しないでください。

 • テンプレート内のオブジェクトに「リンク」パラメータビヘイビアが適用されている場合は、そのオブジェクトを別
のグループに移動しないでください。これによりリンクが破壊されます。

 • オブジェクトのパラメータを公開してから、そのオブジェクトを削除すると、公開するように設定されたパラメータ
もすべて削除されます。

 • テンプレート内で非推奨フィルタ（「Motion 5」でサポートされなくなった古いフィルタ）は使用しないでくださ
い。フィルタは「Motion」では正しくレンダリングされる可能性がありますが、テンプレートが Final Cut Pro 
クリップに適用された後は、正しくレンダリングされない可能性があります。

 • 他社製のフィルタを使用する場合は、テンプレートに「プロジェクトループ終了」マーカーが含まれていること（ま
たは、プロジェクトの継続時間が 1 フレームに設定されていること）を確認してください。テンプレートに「プ
ロジェクトループ終了」マーカーが含まれていない場合は、「Final Cut Pro」でエフェクトがレンダリングされ、
その後でブレードやトリミングなどの編集操作が行われます。

 • テンプレートのプレースホルダのレイヤーは複製できません。プレースホルダが含まれているグループを複製する
と、グループ内のほかのオブジェクトは複製されますが、プレースホルダは複製されません。

 • テンプレートアニメーションをループさせる予定の場合や、テンプレートと Final Cut Pro プロジェクトをフレー
ム単位で一致させる必要がある場合は、テンプレートを Final Cut Pro プロジェクトと同じフレームレートで作成
しください。テンプレートアニメーションのループについて詳しくは、424 ページのテンプレートマーカーを追加
するを参照してください。
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キーフレーミングの概要
キーフレームの設定は、時間上の 1 つの点におけるパラメータ値をオブジェクトに割り当てるプロセスです。ビヘイ
ビアはオブジェクトに複雑なモーションやエフェクトをすばやく追加するには理想的ですが、キーフレームではさらに
高い精度が得られ、特定のイベントが起きるフレームを正確に選択することができます。たとえば、動きやエフェク
トのタイミングをサウンドトラックの音楽のリズムや歌詞に合わせる場合、キーフレームは最適なツールです。また、
複数のオブジェクトが調和しながら影響を受けるエフェクトでも、通常はキーフレームを使用します。

「Motion」では 2 種類の方法でキーフレームを設定できるため、ユーザが使いやすい方のワークフローでアニメー
トできます。1 つ目のオプションは、記録ボタンをオンにすることで、この場合、いずれかのパラメータを調整する
たびに新しいキーフレームが作成されます。2 つ目のオプションは、手動でキーフレームをパラメータに追加するこ
とです。パラメータにキーフレームが追加された後、そのパラメータをさらに調整すると、記録ボタンの状況に関係
なく、現在の再生ヘッド位置にキーフレームが追加されます。詳しくは、434 ページのキーフレームの設定方法を
参照してください。

複数のキーフレームを設定すると、「Motion」が中間フレームを補間して、時間の経過に伴ったスムーズな変化を
生成します。たとえば、時間の経過に伴ってタイトルを緑から青に変える場合、時間上の 2 つの点にそれぞれキー
フレームを設定できます。テキストの色を最初のキーフレームで緑に定義し、2 番目のキーフレームで青に設定しま
す。「Motion」は、これら各点の間にあるフレームを緑から青へスムーズに変化させます。

「Motion」では、カラー値、位置、回転、不透明度などのパラメータ、およびアプリケーションで使用されるその
他のほとんどすべてのパラメータをキーフレームできます。さらに、キーフレームを使って静的なフィルタをアニメー
トしたりビヘイビアを変更したりして、複雑で正確なタイミングのアニメーションを作り出すことができます。

キーフレーミング
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「Motion」では、さまざまな画面でキーフレームとその値の作成および編集が可能です。各キーフレームの値は、
「キーフレームエディタ」ではアニメーションカーブを描きます。たとえば、キャンバスでオブジェクトを操作するこ
とで、縮小／拡大、回転、スクリーン上の位置などの基本的な情報をアニメートできます。

また、「インスペクタ」と HUD を使用しても、アプリケーションのほとんどのオプションの値の設定と変更が可能で
す。スライダやその他のコントロールを調整する場合、変更を現在のフレームにロックしてキーフレームを設定でき
ます。ロックをオンにした時点からは、どのような操作を実行しても、ロックしたフレームが再生されるときにパラ
メータは指定された値になります。

Keyframed Opacity 
parameter

Preview area shows 
state of keyframed 
object at the 
current frame. 

HUD displays current 
value of animated 
Opacity parameter.
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「キーフレームを表示／隠す」ボタン（「タイムライン」の右上隅）をクリックすることで、「タイムライン」でキーフ
レームを表示して変更することもできます。キーフレームは、赤の（選択時は白）小さなひし形でそれぞれの親オ
ブジェクトの下に表示されます。

Selected keyframe

Show/Hide Keyframes button

また、「キーフレームエディタを表示／隠す」ボタン（Motion ウインドウの右下隅）をクリックすることで、「キーフ
レームエディタ」を開くこともできます。「キーフレームエディタ」を使用して、アプリケーションで使用するアニメー
ション表示可能なすべてのパラメータのグラフを表示して操作できます。ここでも、キーフレームはひし形で表示さ
れ、キーフレームをつなぐ線（または曲線）は補間フレームの値を示します。

Selected keyframe

関係のあるパラメータとキーフレームのみを表示するために「キーフレームエディタ」のパラメータリストを絞り込
む方法については、453 ページのカーブ表示プリセットを使うを参照してください。

キーフレームを使用してパラメータをアニメートする方法について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左
側にあるサイドバー）でトピックを選択してください。 

67% resize factor



 第 12 章    キーフレーミング 434

キーフレームの設定方法
「Motion」では、次の 2 つの方法でプロジェクトをアニメートできます：

 • 記録ボタン：記録ボタンをオンにすると、キャンバス、「インスペクタ」、または HUD 内のいずれかのパラメータ
を調整したときにキーフレームが追加されます。

Record button

 • 初期キーフレーム：パラメータにキーフレームを追加した後、キャンバス、「インスペクタ」、または HUD でそ
のパラメータをさらに調整すると、記録ボタンの状況に関係なく、現在の再生ヘッド位置にキーフレームが追加
されます。

記録ボタンを使って時間の経過とともにオブジェクトを縮小／拡大する
記録が有効になっている場合、オブジェクトに対する変更は、現在の再生ヘッド位置のキーフレームとして適用され
ます。再生ヘッドを新しい位置に移動させてオブジェクトの形状や位置を変更すると、たとえば、キーフレームが作
成されます。複数のパラメータを変更すると、変更したパラメータごとにキーフレームが作成されます。記録が有効
になっている場合、「インスペクタ」のキーフレーム設定可能なパラメータは赤色で表示されます。

参考：記録が有効になっていれば、画面上、HUD、「インスペクタ」などのオブジェクトを調整する場所に関係な
く、キーフレームが作成されます。

 1 記録ボタンをクリックして（または、A キーを押して）、キーフレームのアニメーションの記録をオンにします。

「マーク」＞「アニメーションを記録」と選択してもかまいません。

 2 キャンバスでオブジェクトを選択します。

 3 再生ヘッドを新しいタイム位置に移動します。

 4 縮小／拡大ハンドルをドラッグして、オブジェクトのサイズを変更します。

 5 記録ボタンをクリックして（または、A キーをもう一度押して）、キーフレームの記録をオフにします。

オブジェクトは、設定した時間内で縮小／拡大されます。オブジェクトの変形に関するパラメータには、同じ方法で
キーフレームを設定できます。

また、Control キーを押しながらオブジェクトをクリックすると、「アンカーポイント」、「歪み」、「ドロップシャドウ」、
「クロップ」などのパラメータを選択して変更できるショートカットメニューが表示されます。たとえば、このショー
トカットメニューから「変形」を選択して、キャンバスで縮小／拡大および回転ハンドルを有効にします。キャンバ
スでのオブジェクトの変形について詳しくは、206 ページの変形するレイヤーを選択するを参照してください。
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初期キーフレームによる設定方法を使って、オブジェクトを時間の経過と共に縮小／拡大する
パラメータに初期キーフレームを追加した後、そのパラメータを調整するたびに、記録ボタンの状況に関係なく、現
在の再生ヘッド位置に新しいキーフレームが作成されます。キーフレームのあるパラメータは、「インスペクタ」に
赤色で表示されます。

 1 キャンバスで縮小／拡大ハンドルをドラッグすることで、オブジェクトのサイズを変更します。

 2 「調整」の初期キーフレームを作成するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • Control ＋ K キーを押します。

参考：Control ＋ K キーを押すと、オブジェクトの最後に修正したパラメータにキーフレームが追加されます。
たとえば、回転ハンドルを使ってオブジェクトを回転させてから Control ＋ K キーを押すと、「回転」パラメータ
にキーフレームが追加されます。これは、2D 変形ツールのポップアップメニューにあるその他のツールにも当て
はまります。たとえば、キャンバスでオンスクリーンコントロールを使ってドロップシャドウを調整した後、Control 
＋ K キーを押すと、「情報」インスペクタにある「ドロップシャドウ」の「ブラー」、「ディスタンス」、および「ア
ングル」パラメータにキーフレームが追加されます。

 • 「情報」インスペクタの「変形」セクションで、「調整」パラメータの「キーフレームを追加／削除」ボタンをク
リックします。

Add/Delete 
Keyframe button

現在の再生ヘッド位置にキーフレームが追加され、パラメータが「インスペクタ」に赤で表示されます。

 • 「情報」インスペクタの「変形」セクションで、「調整」パラメータのアニメーションメニューをクリックして、「キー
フレームを追加」を選択します。

アニメーションメニュー（下向きの三角形）と「キーフレームを追加／削除」ボタンは、「インスペクタ」のパラ
メータ行の最後にポインタを移動すると表示されます。Control キーを押しながらパラメータ名をクリックして、
ショートカットメニューで「キーフレームを追加」を選択することもできます。

 3 再生ヘッドを新しいタイム位置に移動します。

 4 縮小／拡大ハンドルをドラッグして、オブジェクトのサイズを変更します。

キーフレームが現在のフレームに追加されます。プロジェクトを再生すると、設定した時間内でオブジェクトが縮小
／拡大されます。
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キャンバス内でアニメートする

キャンバス内でのアニメーションの概要
キーフレームを適用する最も簡単な方法は、記録ボタンが有効なときに、キャンバスでオブジェクトを直接操作する
ことです。この方法を使用すると、「調整」、「回転」、「位置」、「歪み」、「アンカーポイント」、「ドロップシャドウ」、
「クロップ」、および「四隅の角」などの基本的なパラメータの変更をアニメートできます。ビヘイビアを使用して
も同じようなオブジェクトのアニメーションを作成できますが、キーフレームした方が正確にフレームを指定して特定
のパラメータ値を設定できるため柔軟性が増します。

記録ボタンがオンの場合に再生ヘッドを新しいフレームに移動すると、オブジェクトに変更を加えることで新しいキー
フレームが生成されます。オブジェクトの位置をアニメートすると、アニメーションパスが作成されます。

参考：キーフレーム済みのオブジェクトのアニメーションパスを表示するには、「表示」ポップアップメニュー（キャ
ンバスの上、メインウインドウの右上隅）でアニメーションパスが選択されていることを確認してください。

すでに設定済みのキーフレーム上に再生ヘッドを配置すると、記録ボタンのオンまたはオフに関係なく、変更はカー
ブではなくそのキーフレームに適用されます。

オブジェクトを画面上で横断させる

 1 記録ボタンをクリックして（または、A キーを押して）、キーフレームの記録をオンにします。

 2 再生ヘッドを開始フレームに移動します。

 3 オブジェクトを開始位置に移動します。

 4 再生ヘッドを進めます。
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 5 終了位置までオブジェクトをドラッグします。

 6 「記録」ボタンをクリックして（または、A キーを押して）、キーフレームの記録をオフにします。

プロジェクトを再生すると、オブジェクトは設定した時間内で、位置 1 から位置 2 に移動します。オブジェクトが移
動したパスは、キャンバス上部にある「表示」ポップアップメニューで「アニメーションパス」の設定をオンにすれ
ば表示できます。

キャンバスでアニメーションパスを操作する
アニメーションパスは、パスにキーフレームを追加する、パスからキーフレームを削除する、パス上でキーフレームを
ドラッグする、または 2 つの隣接するキーフレーム間でパスのセグメントをドラッグするという方法で変更できます。

また、キーフレームのタイプをカーブまたは折れ線に設定して、パスのシェイプを変更することもできます。

参考：キャンバス内でキーフレームをドラッグすると、キャンバスの上にあるステータスバーに、そのキーフレーム
に対応するフレーム番号と X、Y、および Z 位置の値が表示されます。

キャンバス内のオブジェクトをキーフレームのないフレームで操作する場合は、以下のガイドラインに従ってくださ
い：

 • オブジェクトに新しいキーフレームを設定せずに、オブジェクトとそれに接するキーフレームの位置を変更するに
は、オブジェクトの「中心」オンスクリーンコントロール（またはオブジェクトのアニメーションパス上のどこか）
をドラッグします。

 • オブジェクトの位置を変更して、新しいキーフレームを作成するには、オブジェクト内の「中心」オンスクリーン
コントロールまたはアニメーションパス以外の場所をドラッグします。

 • オブジェクトとそのアニメーションパス全体を一緒に移動するには、Option キーと Command キーを押しなが
ら、オブジェクトの「中心」オンスクリーンコントロールまたはアニメーションパス上の任意のキーフレームをド
ラッグします。

アニメーションパスにキーフレームを追加する

 m パスをダブルクリックするか、Option キーを押しながらクリックします。

新しいキーフレームポイントが追加されます。デフォルトでは、キーフレームポイントは曲線のベジェポイントです。

67% resize factor



 第 12 章    キーフレーミング 438

キーフレームの位置を変更する
アニメーションパスにキーフレームを追加した後、パス上でキーフレームの位置を変更することができます。

 m アニメーションパス上でキーフレームをクリックしてから、新しい位置にドラッグします。

キーフレームポイントをカーブまたは折れ線に変更する
ベジェのキーフレームポイントを直線上のキーフレームポイントに変換して折れ線のパスを作成したり、その逆の操
作を行うことができます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m キーフレームポイントを鋭角の折れ線に変換するには、Control キーを押しながらキーフレームをクリックして、
ショートカットメニューから「直線状」を選択します。

直線状キーフレームのまま、キーフレームのハンドルが消えます。キーフレームをハンドル付きのカーブしたベジェ
ポイントにすばやく戻すには、Command キーを押しながらキーフレームをドラッグします。

 m キーフレームポイントを鋭角の折れ線から滑らかなカーブに変換するには、Control キーを押しながらキーフレー
ムをクリックして、ショートカットメニューから「スムーズ」を選択します。

「スムーズ」のキーフレームにベジェハンドルが表示され、アニメーションパスがカーブになります。カーブしたベ
ジェポイントを鋭角の直線状のポイントにすばやく戻すには、Command キーを押しながらキーフレームをクリック
します。

参考：「きわめてスムーズ」オプションは、アニメーションパスに対しては使用できないため、ショートカットメニュー
で淡色のままになります。

ベジェハンドルもシェイプやマスクのベジェポイントと同様に変更することができます。ベジェスプラインの操作につ
いて詳しくは、815 ページのベジェシェイプと B スプラインシェイプの概要を参照してください。

アニメーションパスのキーフレームポイントを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューの「ポイントを削除」を選択します。

 m キーフレームを選択し、Delete キーを押します。

パスからキーフレームポイントが削除されます。

アニメーションパスのキーフレームポイントをロックする

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューの「ポイントをロック」を選択します。

キーフレームがロックされ、編集できなくなります。キーフレームのロックを解除するには、ロックされているキーフ
レームを Control キーを押しながらクリックし、ショートカットメニューから「ポイントをロック解除」を選択します。

アニメーションパスのキーフレームを無効にすることもできます。

アニメーションパスのキーフレームポイントを無効にする

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューの「ポイントを無効にする」を選択し
ます。

キーフレームが無効になり、アニメーションパスのシェイプに影響を与えなくなります。キーフレームを有効にする
には 無効になっているキーフレームを Control キーを押しながらクリックし、ショートカットメニューから「ポイント
を有効にする」を選択します。

アニメーションパス全体を移動する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Option キーと Command キーを押しながら、アニメーションパス上でキーフレームをドラッグします。

 m Option キーと Command キーを押しながら、2 つのキーフレーム間でアニメーションパスの一部をドラッグしま
す。

67% resize factor



 第 12 章    キーフレーミング 439

アニメーションパスのセグメントを移動する

 m 選択した 2 つのキーフレーム間にあるパスのセグメントをドラッグします。

参考：移動したいパスのセグメントに接するキーフレームを Shift キーを押しながら選択し、選択したキーフレーム
の 1 つ（または隣接する 2 つのキーフレーム間のセグメント）をドラッグします。

アニメーションパス上の隣接するキーフレームを選択する

 m 選択したキーフレームのすぐ右またはすぐ左にあるパスのセグメントをクリックします。

隣接するキーフレームが選択されます。選択した 2 つのキーフレーム間にあるパスのセグメントをドラッグして、セ
グメントを移動します。

HUD を使用してアニメートする
HUD に表示されるパラメータには、記録ボタンを使用するか、初期キーフレームを設定して、キーフレームを作成
できます。この方法を使えば、不透明度や位置などの基本的なオブジェクト情報をアニメートしたり、「Motion」で
設定の静的なフィルタなどの高度なエフェクトを作成したりできます。この例では、HUD を使って、オブジェクトの
不透明度をアニメートしています。

HUD を使ってクリップの不透明度をアニメートする
 1 再生ヘッドを、フェードインを開始する位置に移動します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 記録ボタンをクリックして（または A キーを押して）キーフレームの記録をオンにしてから、HUD で「不透明
度」スライダハンドルをクリックします。

スライダの値を変更しない場合でも、クリックするとその位置に「不透明度」のキーフレームが設定されます。こ
のようにすると、オブジェクトの不透明度はクリップの開始からこのキーフレームまで前の状態のままになり、補
間はその次のキーフレームに向かって開始されます。

 • 記録ボタンをオフにして、HUD で「不透明度」スライダハンドルをクリックしてから、Control ＋ K キーを押し
ます。

 3 再生ヘッドを新しいタイム位置に移動します。

 4 不透明度の値を変更します。

 5 再生ヘッドをさらに進めます。

 6 「不透明度」のスライダをもう一度変更します。

 7 キーフレームの記録がオンになっている場合は、記録ボタンをクリックして（または A キーを押して）キーフレーム
の記録をオフにします。
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カーブの最初と最後のキーフレーム
キーフレームを追加していくと、「Motion」ではエフェクトを補間するように中間フレームが変更されます。しかし、
最初のキーフレームの前や最後のキーフレームの後ろにあるフレームには、どのような値が使用されるのでしょう
か？

デフォルトでは、最初のキーフレームを追加すると、それと同じ値がクリップの最初と最後までそれぞれ適用されます
（キーフレームを追加しなかった場合と同じ）。2 つ目のキーフレームを追加すると、エフェクトが時間の経過に伴っ
て変化するようになります。最初のキーフレームの前にあるフレームは、最初のキーフレームの値のままです。同様
に、最後のキーフレームの後ろにあるフレームは、最後に定義された値を保持しています。

このデフォルトの動作は、この章の後半にある 469 ページのカーブ補外を設定するのセクションで説明する「最初
のキーフレームの前」および「最後のキーフレームの後」サブメニューを使用してループやほかのパターンを作成
すれば無効にできます。

「インスペクタ」を使用してアニメートする

「インスペクタ」でパラメータをアニメートする
HUD を使用して多数の属性をアニメートできますが、「インスペクタ」からのみ表示できるパラメータも多数ありま
す。「インスペクタ」の各セクションには、キーフレーム可能なパラメータが含まれています。たとえば、マスクの位
置や形状のほか、テキストオブジェクトの色やスタイル、オプションを、ジェネレータ内でアニメートできます。キー
フレームで設定可能なパラメータは、選択されているオブジェクトおよびそのオブジェクトに適用されているエフェク
トによって決まります。

記録ボタンを使って「インスペクタ」でパラメータをアニメートする

 1 キャンバスで、キーフレームするオブジェクトを選択します。

 2 記録ボタンをクリックして（または、A キーを押して）、キーフレームの記録をオンにします。

 3 再生ヘッドをエフェクトを開始するフレームに移動します。

 4 変更したいパラメータに対応する「インスペクタ」パネルを開きます（この例では、「フィルタ」）。

参考：記録ボタンがオンの間は、アニメーション表示可能なパラメータ値は赤で表示されます。記録ボタンがオフの
間は、キーフレームのないパラメータ値は薄いグレイになります。

 5 パラメータに開始値を設定します。

 6 再生ヘッドを新しい位置に移動します。

 7 「インスペクタ」で、パラメータを新しい値に変更します。

 8 記録ボタンをもう一度クリックして（または A キーを押す）、記録を無効にします。

これでこのパラメータは、時間の経過に伴って変化します。
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記録ボタンがオフのとき、初期キーフレームを設定して「インスペクタ」でパラメータをアニメートする

 1 キャンバスで、キーフレームするオブジェクトを選択します。

 2 再生ヘッドをエフェクトを開始するフレームに移動します。

 3 変更したいパラメータに対応する「インスペクタ」パネルを開きます。

 4 パラメータを開始値に設定してから、以下のいずれかの操作を行います：

 • Control ＋ K キーを押します。

 • 「情報」インスペクタで、パラメータのアニメーションメニューをクリックして、「キーフレームを追加」を選択しま
す。

 • 「情報」インスペクタで、Control キーを押しながらパラメータ名をクリックして、ショートカットメニューから「キー
フレームを追加」を選択します。

 • 「情報」インスペクタで、パラメータの「キーフレームを追加／削除」ボタンをクリックします。

現在のフレームにキーフレームが追加され、パラメータが「インスペクタ」に赤で表示されます。

 5 再生ヘッドを新しい位置に移動します。

 6 「インスペクタ」で、パラメータを新しい値に変更します。

これでこのパラメータは、時間の経過に伴って変化します。

アニメーションメニュー
「インスペクタ」のアニメーションメニューには、パラメータにキーフレームを追加したり、キーフレーム情報を削除
またはリセットしたり、キーフレームの間を移動したり、「キーフレームエディタ」を開いたり、パラメータビヘイビ
アを追加したり、リグにパラメータを追加したり、パラメータを公開したりなど、その他のキーフレーミングのオプ
ションもあります。 

キーフレーム可能なすべてのパラメータにアニメーションメニューがあります。アニメーションメニューは、Control 
キーを押しながらパラメータの名前をクリックしてショートカットメニューを表示するか、ポインタをインスペクタのパ
ラメータ行の右側に動かして、表示される下向きの矢印をクリックすることで、表示されます。

参考：アニメーションメニューが対応しているパラメータがアニメートできないものである場合は、「アニメーション
を有効にする」およびキーフレームメニュー項目は淡色で表示されます。
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アニメーションメニューには、以下のオプションがあります：

 • キーフレームエディタで表示：「キーフレームエディタ」を開き、パラメータのキーフレームとカーブを表示しま
す。詳しくは、448 ページの「キーフレームエディタ」の概要 を参照してください。

 • パラメータをリセット：このパラメータのキーフレームと設定を削除します。パラメータ値は、デフォルト値にリ
セットされます。

 • リグに追加：既存のリグや作成する新規リグにパラメータを追加して、1 つのチェックボックス、スライダ、または
ポップアップメニューで複数のパラメータを制御できます。リグは、「Final Cut Pro X」用のテンプレートを作成
する際に便利です。詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要および 378 ページの「Final Cut Pro X」
のテンプレートの概要を参照してください。

 • パラメータビヘイビアを追加：使用できるすべてのパラメータビヘイビアのリストを示すサブメニューを開きます。
このサブメニューは、パラメータをアニメートするために使用できます。詳しくは、295 ページの「パラメータ」
ビヘイビアをビヘイビアパラメータに適用するを参照してください。

 • 公開：「Final Cut Pro X」用のテンプレートを作成して保存するときは、パラメータコントロールを
「Final Cut Pro X」に送信します。「公開」コマンドでは、「Final Cut Pro」にリグコントロール（ウィジェット）
を送信することもできます。「公開」コマンドについて詳しくは、415 ページのテンプレート内のパラメータを公
開するを参照してください。リグについて詳しくは、363 ページのリグとウィジェットの概要を参照してください。

 • アニメーションを有効にする／アニメーションを無効にする：キーフレーム値をアクティブまたは非アクティブに
します。「アニメーションを無効にする」を選択すると、すでに設定済みのキーフレームが表示されなくなり、パ
ラメータはデフォルト値に戻ります。ただし、キーフレームは削除されるわけではありません。（パラメータ行に、
アニメーションが無効になっていることを示すハイフンが表示されます。）「アニメーションを有効にする」をもう
一度選択すると、パラメータは最後にキーフレームが設定された状態に戻ります。

 • キーフレームを追加：プロジェクトの現在のフレームにキーフレームを追加します。キーフレームが追加されてい
るフレームに再生ヘッドがある場合、このメニューコマンドは淡色で表示されます。「インスペクタ」のアニメー
ションメニューにアクセスせずにキーフレームを追加するには、Control ＋ K キーを押します。記録ボタンの状
況に関係なく、現在のフレームの位置にあるオブジェクトで最後に修正されたパラメータに追加されます。

 • キーフレームを削除：キーフレームを削除します。「キーフレームを削除」オプションは、キーフレームがあるフ
レームに再生ヘッドがある場合のみ使用できます。

 • 前のキーフレーム：このパラメータの前のキーフレームに再生ヘッドを移動します。「前のキーフレーム」コマン
ドは、プロジェクト内で前にキーフレームがある場合のみ使用できます。

 • 次のキーフレーム：このパラメータの次のキーフレームに再生ヘッドを移動します。「次のキーフレーム」コマン
ドは、プロジェクト内で後ろにキーフレームがある場合のみ使用できます。

参考：また、「マーク」＞「移動」＞「前のキーフレーム」（または Option ＋ K キーを押す）または「マー
ク」＞「移動」＞「次のキーフレーム」（または Shift ＋ K キーを押す）と選択しても、キーフレーム間を移動
できます。

アニメーションメニューでキーフレームを管理する
アニメーションメニューを使って以下の一般的なタスクを管理できます：

アニメーションメニューからキーフレームを設定する

 1 「インスペクタ」で、キーフレームするパラメータの値を変更します。

 2 適用先パラメータのアニメーションメニューをクリックし、「キーフレームを追加」を選択します。

キーフレームがフレームに追加され、影響を受けるパラメータが「インスペクタ」に赤で表示されます。これは、別
の再生ヘッド位置でさらに編集を行うとキーフレームが追加されることを示します。

 3 同じパラメータに別のキーフレームを設定するには、再生ヘッドを次の位置に移動して、パラメータの値を変更しま
す。
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キーフレームを削除する

 1 現在キーフレームが設定されているフレームに再生ヘッドを移動します。

 2 「インスペクタ」で、変更するパラメータのアニメーションメニューをクリックし、「キーフレームを削除」を選択しま
す。

参考：パラメータのキーフレームをすべて削除するには、アニメーションメニューから「パラメータをリセット」を選
択します。

パラメータのすべてのキーフレームをリセットする

 m 「インスペクタ」で、リセットするパラメータのアニメーションメニューをクリックし、「パラメータをリセット」を選択

します。

そのパラメータのすべてのキーフレームが削除されます。

「インスペクタ」のキーフレームコントロール
基本的なキーフレームコントロールは、「インスペクタ」のアニメート可能なパラメータの行の右側に表示されます。
これらのコントロールを使って、パラメータの状態を確認したり、現在の再生ヘッド位置でキーフレームを追加また
は削除したり、「タイムライン」内の次または前のキーフレームに移動したりできます。

Keyframed parameter

Behavior applied to parameter

Keyframed parameter with 
keyframe at current frame 

Parameter not animated

ポインタをアニメート可能なパラメータの上に置くと、「キーフレームを追加／削除」ボタン（グレイのひし形で囲ま
れたプラス記号）が表示されます。ボタンをクリックすると、そのパラメータのキーフレームが現在のフレームに置
かれます。現在のフレームとその前後でパラメータがキーフレーム済みの場合は、以下で説明する追加のナビゲー
ションコントロールが表示されます。

Previous Keyframe Next Keyframe

Add/Delete Keyframe

インスペクタのコントロール
 • 前のキーフレーム：左山かっこ。「タイムライン」内でキーフレームが再生ヘッド位置の左側にある場合に表示さ
れます。このコントロールをクリックすると、「タイムライン」内の前のキーフレームに移動します。

 • キーフレームを追加／削除：ひし形のボタン。いくつかの状態があります。グレイのひし形のボタンは、現在の
フレームにキーフレームがないことを示します。このボタンをクリックすると、再生ヘッド位置にキーフレームが追
加されます。キーフレームを追加すると、ひし形はオレンジ色になります。これは、フレームにキーフレームがあ
ることを示します。オレンジ色のひし形をクリックすると、キーフレームが削除されます。再生ヘッドがキーフレー
ムされていないフレームに進むと、ひし形はグレイになります。

 • 次のキーフレーム：右山かっこ。キーフレームが再生ヘッド位置の右側にある場合に表示されます。このコント
ロールをクリックすると、「タイムライン」内の次のキーフレームに移動します。
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 • リセットボタン：「インスペクタ」の各パラメータグループの上部にある、カーブした矢印のボタンです。このボ
タンをクリックすると、グループ内のすべてのパラメータに適用されたすべてのキーフレームが削除され、それら
のパラメータはデフォルト値に戻ります。

Reset button

キーフレームを使用してビヘイビアを変更する

キーフレームをビヘイビアに適用する
キーフレームを使ってビヘイビアをアニメートすることもできます。ビヘイビアのアニメーションは、最初は複雑に見
えるかもしれません。これは、ほとんどのビヘイビアはもともとが変化するものであるにもかかわらず、ビヘイビア
の有用性を大幅に高める強力な方法として、さらにこれらの機能を組み合わせて表示するためです。 

たとえば、最初はかすかにランダムなモーションからエフェクトの進行に合わせて徐々に激しさを増すランダムモー
ションのビヘイビアなどをアニメートする場合があります。また、引力のビヘイビアを適用する場合でも、オブジェク
トをクリップに 5 秒間表示してから地面への落下を開始したい場合もあります。キーフレームでは、各ビヘイビアの
パラメータを操作できます。

「投射」ビヘイビアの「速度」パラメータや、「スピン」ビヘイビアの「速度」パラメータなど、特定のパラメータ
はアニメートできません。パラメータがアニメートできる場合は、以下のようになります：

 • キーフレームの記録（記録ボタン）がオンの間は、パラメータが「インスペクタ」に赤で表示されます。

 • 「インスペクタ」のパラメータ行の上にポインタを合わせると、「キーフレームを追加／削除」ボタンが表示され
ます。

参考：「Motion」では、「オブジェクト」メニューの「キーフレームに変換」コマンドを使って、オブジェクトに適
用されているすべてのビヘイビアをキーフレームとして作成することができます。詳しくは、307 ページのビヘイビ
アをキーフレームに変換するを参照してください。

記録ボタンを使ってビヘイビアにキーフレームを設定する

 1 キャンバスでオブジェクトを選択します。

 2 ビヘイビアを適用します。

 3 記録ボタンをクリックして（または、A キーを押して）、キーフレームの記録をオンにします。

 4 再生ヘッドをエフェクトの変化を開始するフレームに移動します。

 5 HUD から、ビヘイビアの設定を調整します。

 6 再生ヘッドを新しいタイム位置に移動します。

 7 ビヘイビアの設定をもう一度調整します。

 8 「記録」ボタンをクリックして（または、A キーを押して）、キーフレームの記録をオフにします。

ビヘイビアは「インスペクタ」でアニメートできます。詳しくは、440 ページの「インスペクタ」でパラメータをア
ニメートするを参照してください。
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キーフレームとビヘイビアの結合について
キーフレームとビヘイビアを結合すると、同時に 2 組の指示が追加されます。たとえば、キャンバスの左上に向かって
「投射」ビヘイビアを適用し、同時に、オブジェクトが右に移動するよう指示するキーフレームを追加すると、キー
フレームが反対の方向に押されるため、ビヘイビアによって移動するオブジェクトは左方向にわずかに移動するだけ
です。投射速度が大きくなるとビヘイビアはキーフレームよりも優先され、反対に小さくなるとキーフレームが優先
されます。

この方法を使用して、ビヘイビアのエフェクトを高めたり制御したりできます。たとえば、フレームの下に向かって
オブジェクトが落下する引力ビヘイビアを適用しながら、オブジェクトの位置が画面の左から右に横切るようにキー
フレームできます。この結果、オブジェクトは右方向に移動しながら落下します。

同じように、フェードイン／フェードアウトのビヘイビアを適用しながら、キーフレームを使ってオブジェクトの不透
明度パラメータを最大不透明度の 80 ％に制限できます。このクリップはフェードインしますが、完全にフェードイン
するわけではありません。

さらに、ビヘイビアをキーフレームに変換することもできます。詳しくは、307 ページのビヘイビアをキーフレーム
に変換するを参照してください。

「タイムライン」内のキーフレーム

「タイムライン」でキーフレームを表示する
キーフレームを操作するときは、「タイムライン」内にキーフレームを表示するようにすると便利です。こうすること
で、編集点、サウンドキュー、マーカー、別のキーフレームなど、ほかの重要なタイミングエレメントに合わせてキー
フレームを移動できます。「タイムライン」でキーフレームパラメータを表示したり、必要のないキーフレームを削除
したりすることもできます。

Keyframe

「タイムライン」でキーフレームを表示する

 m 「キーフレームを表示」ボタン（「タイムライン」の右上隅）をオンにします。

キーフレームの値を確認する

 m 「タイムライン」内でキーフレームを Control キーを押しながらクリックすると、その値がショートカットメニューに
表示されます。

参考：同じフレームにあるキーフレームがメニューに一覧表示されます。
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「タイムライン」にあるキーフレームを「キーフレームエディタ」で表示する

 m 「タイムライン」でキーフレームを Control キーを押しながらクリックし、ショートカットメニューから「キーフレーム
エディタで表示」を選択します。

「キーフレームエディタ」が開いて、対応するパラメータが「名称未設定セット」に表示されます。 

「キーフレームエディタ」について詳しくは、448 ページの「キーフレームエディタ」の概要 を参照してください。

「タイムライン」でキーフレームを変更する
「タイムライン」でキーフレームが表示されている場合、トラックでそれらを水平方向にドラッグすればそれぞれの時
間上の位置を変更できます。これによりキーフレームのパラメータ値が変更されるわけではありません。キーフレー
ムを表示するときの時間上の位置が変更されます。

キーフレームの時間上の位置を移動してもパラメータの値は変更されませんが、アニメーション自体に大きく影響す
ることがあります。たとえば、オブジェクトを画面の上から下に 5 秒間でアニメートする 2 つのキーフレームがある
場合は、キーフレームの 1 つをもう 1 つから離れるようにドラッグすると、アニメーションが強制的に遅く表示され
ます。

同じフレームに複数のキーフレーム値が設定されている場合、「タイムライン」には 1 つのキーフレームマーカーの
み表示されます。ただし、どの値でも選択して編集することができます。

「タイムライン」にあるキーフレーム値を編集する

 1 キーフレームを、Control キーを押しながらクリック（またはダブルクリック）します。

ショートカットメニューが表示されて、現在のフレームでキーフレームが設定されたすべてのパラメータが表示され
ます。

 2 編集するキーフレームパラメータを選択します。

 3 「値」フィールドに値を入力して、Return キーを押します。

参考：変更を行わずにアクティブな値フィールドを出るには、Esc キーを押します。

「キーフレームエディタ」でキーフレームを関連するアニメーションカーブと共に表示する

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから「キーフレームエディタで表示」を
選択します。

「タイムライン」の下に「キーフレームエディタ」が表示されます。「キーフレームエディタ」での作業について詳し
くは、448 ページの「キーフレームエディタ」の概要 を参照してください。

「タイムライン」でキーフレームを削除する

 m Control キーを押しながら、削除するキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから「キーフレームを削除」
を選択します。
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「タイムライン」内のオブジェクトのすべてのキーフレームを削除する

 m Control キーを押しながら、キーフレームを消去するオブジェクトのキーフレームをクリックし、ショートカットメ
ニューから「すべてのキーフレームを削除」を選択します。

キーフレームを使用してエフェクトの詳細を制御するには、「キーフレームエディタ」を使用します。「タイムライン」
にあるキーフレームは、ショートカットメニューから「キーフレームエディタ」で表示できます。

参考：「タイムライン」内でキーフレームを削除することはできますが、「タイムライン」内でキーフレームを追加す
ることはできません。

「タイムライン」内のキーフレームをマーカーに揃える
「タイムライン」で、キーフレームをほかの重要なタイミングのイベントに揃えることができます。たとえば、あるオ
ブジェクトに適用されたフィルタキーフレームを、別のオブジェクトのイン点やアウト点、マーカー、さらに別のトラッ
クのキーフレームに揃えることができます。

 1 「キーフレームを表示」ボタンをオンにし、移動するキーフレームを確認します。

 2 Shift キーを押しながら、「タイムライン」内のキーフレームをマーカーにスナップするまでドラッグします。

次の図では、キーフレームが「タイムライン」のルーラの紫色のマーカーにスナップしています。
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キーフレームとエフェクトの継続時間
「タイムライン」でフィルタやビヘイビアなどのエフェクトの継続時間を変更すると、そのエフェクトに適用されてい
るすべてのキーフレームのタイミングがそれに合わせて調整されます。つまり、あるエフェクトが短くまたは長くなる
と、そのエフェクトで起きるキーフレームによる変化が早くまたは遅くなります。この現象は、エフェクトオブジェク
トのバーの継続時間を変更した場合も、エフェクトが適用されているイメージオブジェクトのバーの継続時間を変更
した場合にも発生します。 

参考：「位置」、「回転」、「調整」、「不透明度」などのオブジェクトパラメータは、影響を受けません。

エフェクトが適用されているオブジェクトバーを、Command キーを押しながらサイズを変更すると、オブジェクトは
トリムされますが、キーフレームのタイミングは変更されません。Command キーを押しながらエフェクトオブジェ
クトのバーの継続時間を変更することで、キーフレームの自動リタイミングを防ぐこともできます。

キーフレームエディタ

「キーフレームエディタ」の概要
2 つ以上のキーフレームが作成されると、「Motion」は必ずその間のフレームに補間パラメータ値を生成します。
これらの変化するパラメータ値は、カーブの「キーフレームエディタ」で表示されます。「キーフレームエディタ」を
使えば、これらのカーブを表示および変更して、プロジェクトのオブジェクトやエフェクトをアニメートすることができ
ます。
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たとえば、現実の世界で物体が移動するときは、慣性や運動量などの物理法則に従います。「Motion」の「キーフ
レームエディタ」を使えば、このようなエフェクトをモーショングラフィックスでシミュレートできます。アニメーション
パラメータのカーブによって、時間の経過に伴ってエフェクトがどのように変化していくのかを見ることもできます。
カーブはグラフ上に表示されるため、それらを 1 つ 1 つ比較できます。

「キーフレームエディタ」では、キーフレームの追加や削除だけでなく、キーフレームを平面上に表示してそれぞれ
の値の変更（上下）や時間上の位置の変更（左右）を簡単に行うことができます。「Motion」に付属のツールを
使って操作することができ、さまざまな補間方法を定義して、さまざまな種類の多数のエフェクトを作成することがで
きます。Control キーを押しながらカーブ名をクリックし、ショートカットメニューからパラメータビヘイビアを選択す
ることによって「キーフレームエディタ」でパラメータビヘイビアをカーブに適用することもできます。「パラメータ」
ビヘイビアについて詳しくは、293 ページの「パラメータ」ビヘイビアを追加する および 327 ページの「パラメー
タ」ビヘイビアの概要を参照してください。

参考：「キーフレームエディタ」に表示されるパラメータは、「レイヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライ
ン」で選択したオブジェクトを表します。「レイヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライン」で項目が選択さ
れている場合、「キーフレームエディタ」に表示されるパラメータはそのオブジェクトに関するもののみです。「レイ
ヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライン」でグループを選択すると、「キーフレームエディタ」にそのグ
ループ内のすべてのオブジェクトのすべてのパラメータが表示されます。 

「キーフレームエディタ」を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Motion ウインドウの右下隅にある「キーフレームエディタで表示」ボタンをクリックします。

 m 「ウインドウ」＞「キーフレームエディタ」と選択します。

 m Command ＋ 8 キーを押します。
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「キーフレームエディタ」の構成
「キーフレームエディタ」は、左側にあるパラメータのリスト、右側にあるマルチ機能のグラフ（各パラメータのキー
フレームとカーブが表示されます）、およびキーフレームとカーブを変更するためのツールで構成されています。こ
れらの要素について、以下に説明します：

Show Curve Set 
pop-up menu Control buttons

Curve graphZoom/scroll controlParameter list

Keyframe 
edit tools

 • 「カーブセットを表示」ポップアップメニュー：このメニューから項目を選択することで、「キーフレームエディタ」
でパラメータをフィルタリングして、変更したいパラメータを表示することができます。詳しくは、453 ページの
カーブ表示プリセットを使うを参照してください。

 • キーフレーム編集ツール：グラフ内でキーフレームとカーブを編集するための 3 つのツールのいずれかを選択し
ます。

Transform

Edit

Sketch

 • キーフレーム編集ツール：キーフレームを選択し、ベジェカーブの編集と同様に編集します。

 • キーフレーム・スケッチ・ツール：カーブを手動で描画します。描画されているシェイプに合わせてキーフレー
ムを生成します。

 • キーフレーム変形ツール：選択ボックスをドラッグして、キーフレームをまとめて囲んで同時に操作します。

これらのツールの使いかたについて詳しくは、457 ページのキーフレームを追加する／削除する／変更するを参
照してください。

 • パラメータリスト：オブジェクトの情報、フィルタ、ビヘイビアなど、選択したオブジェクトのキーフレーム可能な
パラメータを表示します。「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で複数の項目を選択すれば、複数のオブジェ
クトのパラメータを比較できます。このパラメータリストには以下の項目があります：

 • アクティブ化チェックボックス：左側の列にあるチェックボックスで、グラフに表示するパラメータを設定します。
チェックボックスの選択を解除すると、右側のグラフでパラメータのキーフレームとカーブが非表示になります。

 • パラメータ名：パラメータリストの 2 番目の列にオブジェクト名とパラメータ名が表示されます。Control キー
を押しながらパラメータ名をクリックして、ショートカットメニューからパラメータビヘイビアを適用します。

 • 値：再生ヘッドの位置のパラメータ値は 3 番目の列に表示されます。パラメータ値は、このフィールドの数値を
左右にドラッグすることで変更します。または、フィールドをダブルクリックしてから、値を入力します。表示さ
れる値と編集オプションは、いくつかの要素によって決まります：再生ヘッドがキーフレームにある場合、キー
フレームの値がこのフィールドに表示されます。値を調整すると、キーフレームが変更されます。再生ヘッドが
キーフレームにない場合は、現在のフレームのパラメータ値がこのフィールドに表示されます。パラメータに
キーフレームが設定されている場合は、値を調整すると、そのフレームに新しいキーフレームが作成されます。
（キーフレーム値の変更について詳しくは、457 ページのキーフレームを追加する／削除する／変更するを参
照してください。値スライダについて詳しくは、127 ページの値スライダを参照してください。）
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 • キーフレームとキーフレーム・ナビゲーション・ボタン：4 番目の列には、キーフレームコントロールが表示
されます。これらのコントロールは、「インスペクタ」のコントロールと同じで、「前のキーフレーム」ボタン、
「キーフレームを削除／追加」ボタン、および「次のキーフレーム」ボタンです。

 • アニメーションメニュー：5 番目の列にはアニメーションメニューが表示されます。このメニューを開くには、こ
の列の上にポインタを置くと逆向きの矢印が表示されるので、これをクリックします。「キーフレームエディタ」
のアニメーションメニューには、「インスペクタ」のアニメーションメニューにあるすべてのコマンドに加え、い
くつかの追加コマンドがあります：

Animation menu

 • アニメーションを有効にする／アニメーションを無効にする：キーフレーム値をアクティブまたは非アクティブに
します。「アニメーションを無効にする」を選択すると、設定したキーフレームが表示されなくなり、パラメー
タはデフォルト値に戻ります。ただし、キーフレームは削除されるわけではありません。「アニメーションを有
効にする」をもう一度選択すると、パラメータは最後にキーフレームが設定された状態に戻ります。

 • パラメータをリセット：パラメータのキーフレームと設定を削除して、デフォルト値に戻します。

 • キーフレームを追加：「キーフレームエディタ」の現在のフレームにキーフレームを追加します。キーフレーム
が追加されているフレームに再生ヘッドがある場合、このコマンドは使用できません。（あるいは、キーボード
ショートカット（Control ＋ K）を使用することで、キーフレームを追加することもできます。）

 • キーフレームを削除：現在のキーフレームを削除します。このコマンドは、キーフレームがあるフレームに再
生ヘッドがある場合に使用できます。

 • 前のキーフレーム：このパラメータの前のキーフレームに再生ヘッドを移動します。このコマンドは、プロジェ
クト内で前にキーフレームがある場合に使用できます。

 • 次のキーフレーム：このパラメータの次のキーフレームに再生ヘッドを移動します。このコマンドは、プロジェ
クト内で後ろにキーフレームがある場合に使用できます。

 • 補間：パラメータにカーブの種類を設定します。さまざまな補間方法の例については、466 ページのカーブ補
間方法を参照してください。「一定」、「リニア」、「ベジェ」、「連続的」、「指数」、または「対数」を選択しま
す。

 • 最初のキーフレームの前：最初のキーフレームとクリップの始まりの間に起こる事象を定義します。補外方法
の例については、469 ページのカーブ補外を設定するを参照してください。「一定」、「直線状」、「ピンポン」、
「繰り返し」、「プログレッシブ」を選択します。「キーフレームを生成」を選択すれば、補外をキーフレームに
変換できます。

 • 最後のキーフレームの後：最後のキーフレームとクリップの終わりの間に起こる事象を定義します。補外方法
の例については、469 ページのカーブ補外を設定するを参照してください。「一定」、「直線状」、「ピンポン」、
「繰り返し」、「プログレッシブ」を選択します。「キーフレームを生成」を選択すれば、補外をキーフレームに
変換できます。

 • パラメータをロック／パラメータをロック解除：パラメータが変更されないようにロックします。パラメータがロッ
クされていると、キーフレームとカーブのどちらも調整できなくなります。
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 • キーフレームを間引く：「キーフレームを間引く」ダイアログが開きます。このダイアログでは、パラメータの
キーフレームに間引きアルゴリズムを適用できます。これは、カーブの形状を保ったまま、パラメータのキーフ
レームの数を減らします。間引きアルゴリズムは 2 通りの方法で調整できます。「エラーの最大許容度」を大
きくすると、キーフレームの数が少なくなり、「スムージング係数」を大きくすると、キーフレーム値間のカー
ブがより滑らかになります。

 • カーブのスナップショットに設定：選択されているカーブで行ったキーフレームの変更を、最新のスナップショッ
トまで戻します。このコマンドは、「カーブのスナップショットを撮って表示」（「キーフレームエディタ」の右上
隅にあるカメラのボタン）がオンになっているときに使用できます。詳しくは、463 ページのカーブのスナップ
ショットを参照してください。

 • カーブグラフ：アクティブなパラメータ（パラメータリスト内のパラメータ）のキーフレームやカーブを表示しま
す。カーブごとに色は異なりますが、一部の色は重複します。タイムルーラは、キーフレーム、プロジェクトマー
カー、再生のイン点とアウト点、および再生ヘッドの位置を示します。グラフの下部にあるズームコントロールを
使うと、シーケンスの特定の領域に焦点を合わせることができます。ズーム／スクロールコントロールの使用方
法について詳しくは、252 ページの「タイムライン」でズームする を参照してください。

 • 「オーディオ波形」ポップアップメニュー：選択した項目のオーディオ波形をグラフの背景で表示します。これに
よって、オーディオとして発生するイベントと、それと同時に発生するエフェクトを並べられます。プロジェクトに
複数のオーディオトラックがある場合は、このメニューを使って、プロジェクト内の個々のオーディオトラックやマ
スタートラックの波形を表示できます。

Audio Waveform pop-up menu

 • 「カーブリストを消去」ボタン：パラメータリストのすべての項目をカスタムセットから削除します。

 • 「ウインドウ内のカーブに合わせる」ボタン：カーブグラフを水平方向と垂直方向に拡大／縮小して、カーブ全体
が表示されるようにします。このボタンで、キーフレームの値が変更されることはありません。

 • 「カーブのスナップショットを撮って表示」ボタン：「キーフレームエディタ」にすべてのカーブの状態の表示のオ
ン／オフを切り替えます。スナップショットがオンのときは、変更されていない元のカーブが、調整しているカーブ
の背景で明るい色で表示されます。カーブの元の値を示すリファレンスとして使用できます。「キーフレームエディ
タ」でカーブの現在のセットを編集している限り、スナップショットのカーブは常に使用できます。このボタンをも
う一度クリックすると、現在のスナップショットが消えます。カーブのスナップショットについて詳しくは、463 ペー
ジのカーブのスナップショットを参照してください。
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 • 「スナップ」ボタン：スナップを有効にします。このコントロールが有効になっている場合、キーフレームは、マー
カー、ほかのキーフレーム、およびその他のスナップ可能な項目にスナップします。

 • 「縦の長さに合わせてカーブを自動調整」ボタン：カーブ全体が表示されるように、グラフを縦に調整し直しま
す。これによりキーフレームの値が変更されることはありません。

ヒント：「キーフレームエディタ」をセカンドディスプレイに表示して、キーフレームやカーブを変更するためのワー
クスペースを広げることができます。詳しくは、95 ページのキャンバスまたはタイミングパネルをセカンドディスプ
レイに表示するを参照してください。

パラメータリストをフィルタリングする

カーブ表示プリセットを使う
「キーフレームエディタ」で表示するパラメータが多すぎると、グラフが分かりづらくなる可能性があります。「カー
ブセットを表示」ポップアップメニューから表示オプションを選択することで、カーブグラフに表示されるパラメータ
のリストを制限することができます。

パラメータリストの上部にある「カーブセットを表示」ポップアップメニューを使えば、11 の内蔵パラメータ・カー
ブ・セットのほか、独自に作成したカスタムセットも表示できます。（カスタム・カーブ・セットの作成方法について
詳しくは、454 ページのカスタムのカーブ表示を作成するを参照してください。）このポップアップメニューから項目
を選択して、すべてのパラメータ、動的パラメータ（キーフレームまたはビヘイビアのあるパラメータ）、または特定
のパラメータ（「位置」、「回転」、「調整」、「シアー」、「アンカーポイント」、「不透明度」、および「リタイミング」）
を表示します。「カーブセット」ポップアップメニューには、選択したカーブセットの名前（「アニメーション」、「すべ
て」、「変更済み」など）が表示されます。

選択したすべてのオブジェクトのすべてのパラメータを表示する

 m 「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「すべて」を選択します。

デフォルトでは、グラフにカーブが表示されるのはアニメートするパラメータだけです。アニメートしないパラメータ
は点線で表示されます。パラメータのアクティブ化チェックボックスは、選択を解除するとグラフ内で非表示になりま
す。グループやオブジェクトのチェックボックスを選択または選択解除すれば、それぞれに関連付けられているすべ
てのパラメータの表示／非表示を切り替えることができます。
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アニメートされている（キーフレーム設定済みまたはビヘイビアが作用する）パラメータだけを表示する

 m 「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「アニメーション」を選択します。

複数のキーフレームのあるパラメータが表示されます。

デフォルト値から変更されたパラメータを表示する

 m 「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「変更済み」を選択します。

このオプションを選択すると、デフォルト値からすでに変更されているか、キャンバス、「インスペクタ」、HUD で現
在修正しているパラメータが表示されます。

アクティブなパラメータのみを表示する

 m 「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「アクティブ」を選択します。

リアルタイムで修正しているパラメータだけが表示されます。たとえば、「アクティブ」が選択されているときにキャ
ンバスでオブジェクトをドラッグすると、「キーフレームエディタ」にその X、Y、Z の「位置」パラメータが表示さ
れます。

特定のパラメータに対応するキーフレームを表示する

 m 「カーブセットを表示」ポップアップメニューからパラメータ・タイプ（「回転」など）を選択します。

選択したタイプのパラメータのみが表示されます。

複数のオブジェクトの特定のパラメータに対応するキーフレームを表示する

 1 「レイヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライン」のレイヤーリストで、Shift キーを押しながら、表示した
いキーフレームのあるオブジェクトを選択します。

 2 「カーブセットを表示」ポップアップメニューからパラメータ・タイプ（「調整」など）を選択します。

選択したオブジェクトについて、選択したタイプのパラメータのみが表示されます。

カスタムのカーブ表示を作成する
内蔵カーブセット表示を使用するだけでなく、「カーブセットを表示」ポップアップメニューの最後の 2 つのオプショ
ン（「新規カーブセット」と「カーブセットを管理」）を使用して独自のカーブセット表示を作成および管理すること
ができます。カスタムのパラメータセットを作成して保存すると、「カーブセットを表示」ポップアップメニューが表示
されて、それらを切り替えることができます。カスタムセットの削除、複製、および変更は、「カーブセットを管理」
ダイアログ（「カーブセットを表示」ポップアップメニューからアクセスできます）で行います。 

カスタムのカーブセットを作成する

 1 「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「新規カーブセット」を選択します。

ダイアログが表示されます。

 2 セットの名前を入力し、「OK」をクリックします。

作成したカーブセットは、「カーブセットを表示」ポップアップメニューから選択できるようになります。
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カスタムのカーブセットにパラメータを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m カスタムのカーブセットを作成した後、「インスペクタ」のいずれかのパネルにあるパラメータ名を、「キーフレーム

エディタ」のパラメータリストにドラッグします。

 m 「インスペクタ」で、パラメータのアニメーションメニューをクリックし、「キーフレームエディタで表示」を選択しま

す。

パラメータがカスタムカーブセットに追加されます。

参考：アニメーションメニューから「キーフレームエディタで表示」コマンドを使う場合、「カーブセットを表示」ポッ
プアップメニューで「アニメーション」が選択されていると、名称未設定のカーブセットが作成されます。

カスタムのカーブセットからパラメータを削除する

 m 「キーフレームエディタ」でリストからパラメータをドラッグします。

カスタムのセットからすべてのパラメータを削除する

 m 「キーフレームエディタ」の右上隅の「カーブリストの消去」ボタンをクリックします。
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カスタムのカーブセットを削除する

 1 「キーフレームエディタ」で、「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「カーブセットを管理」を選択し 
ます。

「カーブセットを管理」ダイアログが表示されます。

 2 削除するセットの名前を選択します。

 3 ダイアログの上部にある削除ボタン（－）をクリックします。

セットが削除されます。

 4 「完了」をクリックしてダイアログを閉じます。

カスタムのカーブセットを複製する

 1 「キーフレームエディタ」で、「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「カーブセットを管理」を選択しま
す。

「カーブセットを管理」ダイアログが表示されます。

 2 複製するセットの名前を選択します。

 3 ダイアログの上部にある「複製」ボタンをクリックします。

セットが複製されます。

 4 リストでセットの名前をダブルクリックし、そのセットの名前を入力します。

 5 「完了」をクリックしてダイアログを閉じます。

新しいセットが「カーブセットを表示」ポップアップメニューに表示されるようになります。これらのセットはプロジェ
クトで保存されるため、プロジェクトを開き直しても毎回使用できます。必要な数のパラメータセットを保存できま
す。保存したセットは、必要に応じて変更や削除が可能です。

カスタム・カーブ・セットを切り替える
一般的なアニメーションパラメータが含まれているカスタム・カーブ・セットを交互に切り替えるには、「カーブセッ
トを管理」ダイアログを使用します。たとえば、オブジェクトの「位置」パラメータと「回転」パラメータのカスタ
ム・カーブ・セットを作成していて、アニメートされた「位置」パラメータと「回転」パラメータを持つオブジェク
トがほかにもプロジェクト内にある場合、それらのカーブセットを交互に切り替えることができます。

 1 「キーフレームエディタ」で、「カーブセットを表示」ポップアップメニューから「カーブセットを管理」を選択し 
ます。

 2 「カーブセットを管理」ダイアログの左の列にある「相対」チェックボックスを選択します。

現在選択されているオブジェクトにそのカーブセットが表示されます。
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キーフレームとカーブを変更する

キーフレームを追加する／削除する／変更する
「キーフレームエディタ」でキーフレームに基本的な編集（キーフレームの追加と削除、それらの値の変更）を行う
には、パラメータリストの上にある「キーフレーム編集」ツールを選択してから、以下のタスクを実行します：

キーフレームを追加する

 m 「キーフレームエディタ」で、パラメータのアニメーションメニューから「キーフレームを追加」を選択します。

キーフレームは再生ヘッドの位置に追加されます。

既存のアニメーションカーブにキーフレームを追加する

 m 「キーフレームエディタ」で、グラフ領域のアニメーションカーブをダブルクリックするか、Option キーを押しなが
らクリックします。

キーフレームはポインタの位置にあるカーブに追加されます。新しいキーフレームは、そのカーブの残りの部分で使
用される補間方法に設定されます。たとえば、「位置」パラメータはデフォルトでベジェカーブを使用するため、新
しいキーフレームはベジェキーフレームとして追加されます。補間方法について詳しくは、465 ページのカーブ補間
を設定するを参照してください。

アニメーションカーブにキーフレームを追加して値を調整する

 m 「キーフレームエディタ」で、Option キーを押しながらカーブセグメントをドラッグします。

キーフレームはポインタの位置にあるセグメントに追加され、キーフレームをドラッグするとその値が表示されます。

キーフレームの値を変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m キーフレームのパラメータ値を変更するには、「キーフレームエディタ」のグラフ領域で、キーフレームを Y 軸（上
下）に沿ってドラッグします。時間上の位置を変更するには、X 軸（左右）に沿ってドラッグします。

Shift キーを押しながらドラッグすると、移動を一方の軸に制限されます。（キーフレームを Y 軸に制限するには、
「Motion」環境設定ウインドウの「時間」パネルの「キーフレームエディタでキーフレームの時間をロック」を選
択します。）

グラフでキーフレームをドラッグすると、キーフレームの位置と値を示す数字が表示されます。最初の数字はフレー
ム番号（またはタイムコード番号）で、2 番目の数字はパラメータ値です。

Frame number Keyframe value
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2 つのフレームを X 軸に沿って近付けるようにドラッグすると、それぞれの値はすばやく変化します。遠ざけるよう
にドラッグすると、ゆっくりと変化します。

 m 変更するキーフレームをダブルクリックし、値を値フィールドに入力して、Return キーを押します。

Current frame Keyframe value

これにより、Y 軸（上下）に沿ってキーフレームの値が変更されます。

参考：変更を行わずにアクティブな値フィールドを出るには、Esc キーを押します。

 m パラメータリストで、値スライダをドラッグします。

 •  右側にドラッグすると、キーフレームの値が大きくなります。

 • 左側にドラッグすると、キーフレームの値が小さくなります。

 • Shift キーを押しながらドラッグすると、値が 10 ずつ変化します。

 • Option キーを押しながらドラッグすると、値が .01 ずつ変化します。

キーフレームを特定のフレーム数だけ時間的に移動する

 1 「キーフレームエディタ」でキーフレームを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 選択したキーフレームを特定のフレームに移動するには：数値を入力してから Return キーを押します。

 • 選択したキーフレームを特定のフレーム数だけ前に移動するには：プラス記号（＋）とフレーム数を入力してか
ら、Return キーを押します。

 • 選択したキーフレームを特定のフレーム数だけ後ろに移動するには：マイナス記号（－）とフレーム数を入力し
てから、Return キーを押します。

キーフレームを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「キーフレームエディタ」でキーフレームを選択し、Delete キーを押します。

参考：ドラッグによって複数のキーフレームを選択できます。

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューの「削除」を選択します。

 m キーフレームに移動し、パラメータのアニメーションメニューから「キーフレームを削除」を選択します。
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パラメータのすべてのキーフレームを削除する

 m 「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、パラメータのアニメーションメニューをクリックし、「パラメータをリ

セット」を選択します。

参考：「インスペクタ」の対応するアニメーションメニューも使用できます。

カーブ全体を移動する
アニメーションカーブは、「キーフレームエディタ」のグラフ領域で選択したり移動したりできます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m Option キーと Command キーを押しながら、カーブ上でキーフレームをドラッグします。

 m Option キーと Command キーを押しながら、2 つのキーフレーム間のカーブセグメントをドラッグします。

隣接するキーフレームを選択して、カーブ上の選択したセグメントを移動することもできます。

カーブのセグメントを移動する

 m 「キーフレームエディタ」で、移動したいパスのセグメントに接するキーフレームを Shift キーを押しながら選択し、
選択したキーフレームの 1 つをドラッグします。

キーフレームを反転する／ロックする／無効にする
パラメータリストの上にある「キーフレーム編集」ツールが選択されている場合は、高度なキーフレーム変更を実
行することもできます。キーフレームを反転することで、アニメートし直さなくても、対応するアニメーションエフェク
トを反転させたり、誤って調整されないようにキーフレームを個別に、またはまとめてロックしたり、カーブ全体を
無効にしてそのパラメータのアニメーションを停止させたりできます。

キーフレームを反転する

 1 「キーフレームエディタ」グラフ領域で、グラフ内の境界ボックスをドラッグして反転するキーフレームを選択します。

 2 Control キーを押しながら選択したキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから「キーフレームを反転」
を選択します。

キーフレームが反転します。

キーフレームをロックする

 m 「キーフレームエディタ」で、ロックするキーフレームを選択し、Control キーを押しながらグラフ内のキーフレーム
の 1 つをクリックし、ショートカットメニューから「ロック」を選択します。

「ロック」の場合、キーフレームはそれ以上変更されません。（「Motion」環境設定の「時間」パネルで「キーフ
レームエディタでキーフレームの時間をロック」を選択することで、「キーフレームエディタ」内のすべてのキーフ
レームをロックすることもできます。）

カーブを無効にする

 m 「キーフレームエディタ」で、無効にするキーフレームを選択し、Control キーを押しながらグラフ内のキーフレー
ムをクリックし、ショートカットメニューから「無効にする」を選択します。 

無効にしたキーフレームは無視され、オブジェクトのアニメーションには影響しません。キーフレームを無効にする
と、そのキーフレームは淡色表示で「キーフレームエディタ」に表示されていますが、カーブはそのキーフレーム
がないものとして自動的に再調整されます。
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キーフレームとカーブをコピーする／ペーストする
パラメータリストの上にある「キーフレーム編集」ツールが選択されている場合は、キーフレームとアニメーション
カーブをコピーしてペーストすることができます。このテクニックは、キーフレーム設定されたエフェクトをあるオブ
ジェクトから別のオブジェクトにコピーしたり、キーフレームのパスを同じパラメータで前後に移動したり、あるパラ
メータにキーフレームを作成してそれを別のパラメータに適用したりする場合に便利です。

キーフレームをコピーする／ペーストする
このテクニックを使用して、アニメーションカーブのセグメントをあるパラメータから別のパラメータにコピー＆ペー
ストしたり、あるオブジェクトから別のオブジェクトにコピー＆ペーストしたりできます。

 1 以下のいずれかの操作でキーフレームを選択します：

 • 「キーフレームエディタ」のグラフ領域で、選択したいキーフレームを囲むように選択ボックスをドラッグします。

 • グラフ領域で、Shift キーを押しながら、選択したいキーフレームをクリックします。

参考：キーフレームが白で表示されていない場合に、カーブが白で表示されているときは、キーフレームは選択さ
れていません。

 2 以下のいずれかの操作を行って、選択したキーフレームをコピーまたはカットします：

 • 「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを押します）。

 • 「編集」＞「カット」と選択します（または Command ＋ X キーを押します）。

選択したキーフレームは、カットまたはコピーでクリップボードに移動できます。

 3 キーフレームを別のパラメータにペーストするには、以下の操作を行います：

 a キーフレームエディタの左側にあるパラメータリストで移動先のパラメータを選択します。

 b キーフレームを開始する位置に再生ヘッドを移動します。

 c 「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

新しいパラメータにキーフレームが追加されます。

参考：ペーストしたキーフレームのカーブは、パラメータスケールが異なる場合は元のものとは異なることがあ
ります。

アニメーションカーブをコピーする／ペーストする
このテクニックを使用して、アニメーションカーブ全体をあるパラメータから別のパラメータにコピー＆ペーストした
り、あるオブジェクトから別のオブジェクトにコピー＆ペーストしたりできます。

 1 以下のいずれかの操作でアニメーションカーブを選択します：

 • 「キーフレームエディタ」のパラメータリストで行を選択します。

 • 複数の行を選択するには、「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、Shift キーを押しながらクリックする
か、Control キーを押しながらクリックします。

 2 選択したカーブをコピーするには、「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを押します）。

参考：「カット」コマンドは完全なカーブでは使用できません。

 3 カーブを別のパラメータにペーストするには、以下の操作を行います：

 a 「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、目的のパラメータを選択します。

 b 「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

新しいパラメータにカーブが追加されます。

参考：ペーストしたアニメーションカーブは、パラメータスケールが異なる場合は元のものとは異なることがあり
ます。
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キーフレーム・スケッチ・ツールを使う
「キーフレーム・スケッチ・ツール」（「キーフレーム編集」ツールの隣）を使うと、「キーフレームエディタ」グラフ
領域でアニメーションカーブをスケッチし、希望通りのキーフレームを作成することができます。カーブをスケッチす
るには、アニメートするパラメータが最初にパラメータリストに表示されている必要があります。カーブの表示方法
については、454 ページのカスタムのカーブ表示を作成するを参照してください。

アニメーションカーブをスケッチする

 1 「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、スケッチするパラメータを選択します。

 2 「キーフレーム・スケッチ・ツール」（パラメータリストの上にある鉛筆のアイコン）を選択します。

 3 グラフ領域でドラッグしてアニメーションカーブをスケッチします。

新しいキーフレームを描画すると、描画するフレームにある既存のキーフレームが上書きされます。

Sketch Keyframes tool

Curve of new keyframes added 
to existing animation curve

「キーフレーム・スケッチ・ツール」を使って個々のキーフレームを追加する

 1 「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、変更するパラメータを選択します。

 2 「キーフレーム・スケッチ・ツール」（パラメータリストの上にある鉛筆のアイコン）を選択します。

 3 グラフ領域内をクリックして 1 つのキーフレームを追加します。

さらに続けてクリックすると、追加のキーフレームが個々に作成されます。
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「キーフレーム変形ツール」を使う
「キーフレーム変形ツール」を使って、複数のキーフレームを囲んでいる選択ボックスをドラッグし、ボックスをドラッ
グするかそのハンドルを調整することで、それらの位置を操作します。選択ボックスをドラッグした方向に、選択し
たキーフレームが移動されます。その結果、時間軸上でのキーフレームの位置またはキーフレームのパラメータ値
のいずれか、または同時にその両方に、影響を与えることができます。選択ボックスのハンドルを調整すると、キー
フレームが縮小／拡大されて、そのタイミングおよびパラメータ値が変更されます。

「キーフレーム変形ツール」を使って選択ボックスを描く

 1 「キーフレーム変形ツール」（「キーフレームエディタ」のパラメータリストの上）を選択します。

 2 グラフ領域内でドラッグして、操作するキーフレームを囲む選択ボックスを作成します。

グラフ領域に 8 個のハンドルを持つ選択ボックスが表示されます。

Selection box handle

重要：「キーフレーム変形ツール」を使ってキーフレームを変形すると、デフォルトでは、キーフレームはフレーム全
体として調整されます。「Motion」環境設定の「時間」パネルで「サブフレームのキーフレーミングを許可」チェッ
クボックスがオンになっている場合は、キーフレームをサブフレーム単位で調整できます。サブフレーム単位ではよ
り正確な調整が可能ですが、フレームの間にあるキーフレームに再生ヘッドを移動する場合は、「次の／前のキーフ
レーム」コントロール（またはキーボードショートカット）を使用します。サブフレーム単位で調整されたキーフレー
ムをポインタで移動すると、フレームは最も近い完全なフレームにスナップします。 

選択ボックスをドラッグしてキーフレームのタイミングとパラメータの値を変更する

 m 選択ボックス内をドラッグして、ボックスと囲まれているキーフレームを移動します。

左右に動かすと時間軸上のキーフレームの位置が移動し、上下に移動すると、キーフレームのパラメータ値が増加
または減少します。

参考：位置を変更した後のボックスが元の選択範囲外のキーフレームに重なっている場合でも、ボックスをドラッグ
した先の場所に関係なく、元のボックスで選択されていたキーフレームだけが操作の対象となります。追加のキー
フレームを操作するには、グラフ領域で選択ボックスを描き直します。

ドラッグするハンドルの反対側のハンドルを基準として選択ボックスを拡大／縮小する

 m ハンドルをドラッグして、選択ボックスのサイズを変更します。

選択ボックスの形状は、反対側または反対側の隅のハンドルを基準として変化します（反対側は動きません）。
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選択ボックスをその中央を中心として拡大／縮小する

 m Option キーを押したまま、選択ボックスのハンドルをドラッグします。

軸に沿ってドラッグすると、ボックスの両側が中央を中心として上下に拡大／縮小されます。

選択ボックスを非対称な形にする

 m Command キーを押したまま、選択ボックスの角のハンドルをドラッグします。

それぞれの角のハンドルは、選択ボックスのほかの 3 つの角のハンドルとは別に単独で移動します。

選択ボックスの選択を解除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「キーフレームエディタ」内で、選択ボックスの外側の任意の場所を 1 回クリックします。

 m 「キーフレーム編集」ツールを選びます。

選択ボックスが消えます。

ヒント：別のキーフレームのまとまりを囲む場合は、古い選択ボックスの外側に新しい選択ボックスを描画すること
もできます。

カーブのスナップショット
キーフレームを変更する場合は、カーブに基準点となるフレームを設定しておくと便利です。保存したカーブの基準
点により、変更されたカーブと元のカーブとを比較することができます。また、カーブの元の状態を復元する必要が
ある場合は、保存した基準点（カーブのスナップショットとも呼ばれます）が安全策としての役割を果たします。

カーブのスナップショットを撮る

 m 「キーフレームエディタ」の右上隅の「カーブのスナップショットを撮って表示」ボタンをクリックします。

「カーブのスナップショットを撮って表示」が有効になっている状態で、「キーフレームエディタ」でキーフレームを移
動したときに、元のカーブ（スナップショットを撮ったときに表示されます）が元の色のままになります。「カーブの
スナップショットを撮って表示」が有効になっていると、「キーフレームエディタ」でカーブの現在のセットを編集し
ている限り、スナップショットのカーブは常に使用できます。

New curve (white) Original curve (purple)

カーブを元の最新のスナップショットに戻す
カーブを編集した後、スナップショットに戻す場合は、「キーフレームエディタ」のアニメーションメニューから操作
を行うことができます。

 m 「キーフレームエディタ」のアニメーションメニューで、「カーブのスナップショットに設定」を選択します。

カーブが最新のスナップショットの状態に戻ります。 

67% resize factor



 第 12 章    キーフレーミング 464

重要：「キーフレームエディタ」を終了するか、「キーフレームエディタ」に別のカーブのセットを読み込むと、カー
ブのスナップショットが再度作成され、前のカーブのスナップショットに代わって表示されます。

アニメーションカーブを保存する
キーフレームアニメーションをオブジェクトに適用した後は、「ライブラリ」にそのカーブを保存して、プロジェクト内
のオブジェクトにカスタムのアニメーションを適用することができます。「ライブラリ」に保存したアニメーションカー
ブは、カスタムアイコンで表示されます。

参考：「ライブラリ」内に保存された項目は、Finder では「.molo」拡張子（「Motion Library object」）が付
いたファイルになります。これらの項目を、Finder から開くことはできません。

複数のカーブを使用するアニメーションを作成して、アニメーションの累積エフェクトを保存する場合は、すべての
カーブを 1 つの項目として「ライブラリ」に保存できます。

アニメーションカーブを「コンテンツ」カテゴリに保存することもできますが、一般的には、使用頻度の高い項目は
「よく使う項目」カテゴリに保存することをお勧めします。「Motion」の「ライブラリ」カテゴリの中には、膨大な
数の項目が含まれているものもあり、このような場合、「よく使う項目」や「よく使う項目メニュー」を利用すれば
項目を見つけるのに要する時間を節約できます。「よく使う項目」カテゴリに追加のフォルダを作成して、カスタム
項目を整理することができます。

また、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または「コンテンツ」などの既存のカテゴリ内にフォルダを作成
することもできます。「コンテンツ」カテゴリで作成したフォルダは、「ライブラリ」サイドバーに表示されます。サブ
カテゴリ（「基本モーション」など）で作成したフォルダは、サイドバーではなく「ライブラリ」スタックに表示され
ます。ライブラリでのフォルダの作成について詳しくは、308 ページのカスタムビヘイビアを保存するを参照してく
ださい。

「よく使う項目メニュー」カテゴリに保存したアニメーションカーブは、「よく使う項目メニュー」を使ってオブジェク
トに適用できます。

アニメーションカーブを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開き、「よく使う項目」または「よく使う項目メニュー」のカテゴリを選択します。

 2 キーフレームエディタのパラメータリストから保存するアニメーションカーブのパラメータ名をライブラリの下のス
タックにドラッグします。

アニメーションカーブを保存すると、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/Library/
Favorites/」フォルダ、または「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/Library/
Favorites Menu/」フォルダに保存されます。

参考：アニメーションカーブを別のサブカテゴリ（「グロー」（フィルタ）など）にドラッグすると、カーブは「コンテ
ンツ」カテゴリに置かれ、「コンテンツ」カテゴリがアクティブになります。

複数のアニメーションカーブを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「コンテンツ」、「よく使う項目」、または「よく使う項目メニュー」のカテゴリを選択しま
す。

 2 キーフレームエディタのパラメータリストで、保存するアニメーションカーブを選択して、スタックにドラッグし、マウ
スボタンを押したままにします。

 3 ドロップメニューが表示されたら、「1 ファイルで全部」または「複数ファイル」を選択します。

「1 ファイルで全部」を選択すると、アニメーションカーブがまとめて保存され、「ライブラリ」に 1 つの項目として
リスト表示されます。「複数ファイル」を選択すると、カーブが個々の項目として「ライブラリ」に保存されます。

 4 ファイルに名前を付けるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ライブラリ」スタックで Control キーを押しながらファイルをクリックして、ショートカットメニューから「名称変
更」を選択して、内容を示す名前を入力します。
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 • アイコンを選択し、名前をクリックして内容を示す名前を入力します。

参考：「ライブラリ」スタックでアニメーションカーブのアイコンをクリックすると、「説明を編集」ショートカットメ
ニューを使用できるようになります。これは、「ライブラリ」に保存した項目についての独自の注釈を入力するため
の手軽なツールです。「説明を編集」を選択してからテキストフィールドに注釈を入力し、「OK」をクリックします。

高度なカーブ変更

カーブ補間を設定する
求めているアニメーションを作成するために必要なカーブの形状のほとんどは手動で作成できますが、「キーフレー
ムエディタ」にはカーブの自動補間（キーフレーム間で計算される値）を制御するためのツールが用意されていま
す。選択した補間方法に応じて、アニメーションカーブの形状を大幅に変更でき、結果としてエフェクトに劇的な影
響を与えることができます。

カーブに補間を設定するには、変更するキーフレームを選択してから、分散アルゴリズムを選択します。プリセット
のアルゴリズムについて詳しくは、466 ページのカーブ補間方法を参照してください。

キーフレームへ補間方法を設定する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「キーフレームエディタ」で Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューから「補
間」を選択してから、サブメニューから方法を選択します。

 m 複数のキーフレームを選択し、Control キーを押しながらそのいずれかを選択して、ショートカットメニューから「補
間」を選択してから、サブメニューから方法を選択します。 

選択した補間方法は選択範囲全体に適用されます。

カーブセグメントに補間方法を設定する

 m 「キーフレームエディタ」で Control キーを押しながら 2 つのキーフレームの間のセグメントをクリックし、ショート
カットメニューから「補間」を選択してから、サブメニューから方法を選択します。

選択した補間方法の影響を受けるのは、周囲にある 2 つのキーフレーム間のセグメントのみです。同じカーブ内で
もほかのセグメントに異なる補間方法を設定できます。

アニメーションカーブのセグメントに異なる補間方法を適用した場合、そのカーブで使用される方法については、 
「補間」サブメニュー（「キーフレームエディタ」パラメータのリスト内）の補間方法の名前の横にダッシュが表示さ
れます。
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パラメータ全体で補間方法を変更する

 m  「キーフレームエディタ」のパラメータリストの 5 番目の列をクリックしてアニメーションメニューを開いてから、「補
間」サブメニューから方法を選択します。

選択した補間方法は、そのパラメータのカーブに適用されます。

複数のパラメータの補間方法を変更する

 1 「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、Shift キーを押しながら、複数のパラメータをクリックして選択し
ます。

 2 「キーフレームエディタ」のパラメータリストの 5 番目の列をクリックしてアニメーションメニューを開いてから、「補
間」サブメニューから方法を選択します。

選択した補間方法が、選択されているすべてのカーブに適用されます。

カーブ補間方法
アニメーションメニューの「補間」サブメニューには、キーフレーム間のカーブを形状を設定する以下の補間方法が
表示されます：

 • 一定：この方法では、セグメントまたはキーフレームに適用した時点ではキーフレームを現在の値のまま保持し、
次のキーフレームが表示されると同時に新しい値に変更します。

 • 直線状：キーフレームに適用した場合、この方法では、隣接する 2 つのキーフレームからこのキーフレームを通
過する際に均等に値を分散させます。セグメントに適用した場合、この方法では、ポイント間で均等に値を分散
させます。

 • ベジェ：この方法では、ハンドルをドラッグして手動でキーフレームカーブを操作できます。複数のベジェキーフ
レームが選択されているか、またはカーブセグメントにベジェ補間が適用されていると、選択したすべてのキー
フレームのハンドルが変更されます。
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 • 連続的：この方法はベジェ補間と同じような動作ですが、ハンドルへはアクセスできません（ハンドルは自動的に
計算されます）。パラメータは徐々に変化し始め、中間点で最高加速度に達し、その後、次のキーフレームに向
かって徐々に減速します。キーフレームに適用した場合、このキーフレームの前後のセグメントが影響を受けま
す。カーブセグメントに適用した場合、キーフレーム間のセグメントが影響を受けます。

 • 指数：この方法では、現在のキーフレームと次のキーフレームの間に幾何級数的カーブを作成します。最初は
ゆっくりと値が変化し、その後、次のキーフレームに向かって変化が最高加速度に達します。

 • 対数：この方法では、現在のキーフレームと次のキーフレームの間に対数的カーブを作成します。最初は急速に
値が変化し、その後、次のキーフレームに向かって変化が大幅に減速します。

 • イーズイン：この方法には逆慣性エフェクトがあるため、キーフレームに近付く際の値の変化を遅くします。カー
ブセグメントに適用した場合は、値の変化がそのセグメントにイーズインします。このオプションを使用できるの
は、Control キーを押しながらキーフレームをクリックした場合だけです。「アニメーション」ポップアップメニュー
では使用できません。

 • イーズアウト：この方法では、慣性に似た典型的な遅れを作るため、キーフレームから遠ざかる際の値の変化
をゆっくりした状態から始めます。カーブセグメントに適用した場合は、値の変化がセグメントからイーズアウト
します。このオプションを使用できるのは、Control キーを押しながらキーフレームをクリックした場合だけです。
「アニメーション」ポップアップメニューでは使用できません。
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 • イーズイン／アウト：この方法では、「イーズイン」と「イーズアウト」を組み合わせて、一度に両方を適用しま
す。このオプションを使用できるのは、Control キーを押しながらキーフレームをクリックした場合だけです。「ア
ニメーション」ポップアップメニューでは使用できません。

ベジェ補間に変換する
ベジェ補間はカーブの生成には最も自由度があり、カーブを手動で変更できます。「Motion」では、あらゆるキー
フレームをベジェキーフレームに変換できます。

キーフレームをベジェキーフレームに変換する

 m Command キーを押しながら、キーフレームグラフでキーフレームをドラッグします。

ベジェハンドルが現れ、マウスの操作でハンドルの 1 つを制御できるようになります。

参考：Command キーを押しながらベジェポイントをクリックすると、直線状補間にリセットされます。

複数のコントロールポイントについてハンドルを同時に変更するには、Shift キーを押しながら複数のポイントをク
リックして選択し、接線ハンドルを調整します。ポイントに接線ハンドルがない場合は、Command キーを押しな
がらポイントをドラッグします。

コントロールポイントの接線を調整する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Option キーを押したまま接線のハンドルをドラッグすると、もう一方の接線ハンドルとは独立して調整されます。

 m Option キーを押したまま、ハンドルの関係が解除された接線をドラッグすると、ハンドルの関係が元に戻ります。

 m Control キーを押したまま接線のハンドルをクリックして、ショートカットメニューから「接線のリンク」を選択する
と、「関係が解除された」接線がもう一方の接線にリンクされて、両方とも一緒に動くようになります。

 m Control キーを押しながら接線のハンドルをクリックして、ショートカットメニューから「接線を揃える」を選択する
と、両方の接線が揃え直されます。
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接線ハンドルの角度が 45 度単位で増加するように制限する
 m Shift キーを押しながら、ハンドルをドラッグします。

カーブ補外を設定する
キーフレーム間のカーブに補間を設定できるのに加えて、「Motion」で最初のフレームの前と最後のフレームの後
ろの値を生成する方法も定義できます。これを補外と言います。このような方法をパラメータに設定すると、元の
キーフレームがある範囲以外にキーフレームが追加されます。これは、移動する背景などのエフェクトの継続時間
を拡張する場合に便利です。いくつかの補外アルゴリズムは、アニメーションメニューの「最初のキーフレームの
前」および「最後のキーフレームの後」サブメニューで使用できます。プリセットのアルゴリズムについて詳しくは、
470 ページのカーブ補外方法を参照してください。 

最初のキーフレームの前にパラメータに補外方法を適用する

 m 「キーフレームエディタ」のパラメータリストの 5 番目の列をクリックして、変更するパラメータのアニメーションメ
ニューを開いてから、「最初のキーフレームの前」サブメニューで項目を選択します。

最後のキーフレームの後にパラメータに補外方法を適用する

 m 「キーフレームエディタ」のパラメータリストの 5 番目の列をクリックして、変更するパラメータの「アニメーション」
ショートカットメニューを開いてから、「最後のキーフレームの後」サブメニューで項目を選択します。
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カーブ補外方法
次の補外オプションは、「最初のキーフレームの前」および「最後のキーフレームの後」サブメニューで使用できま
す。（下の図に示すそれぞれの例で、補外設定は最後のキーフレームの後ろに適用されています。）

 • 一定：この方法（デフォルト）では、カーブの最初または最後のセグメントを、最初または最後のキーフレーム
と同じ値のまま保持します。

 • 直線状：この方法では、最初または最後のキーフレームの前と後ろで均等に、既存の軌跡に沿ってカーブを延長
します。

 • ピンポン：この方法では、カーブをコピーして繰り返しますが、その際向きを前後交互にします。
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 • 繰り返し：この方法では、カーブを複製し、何度も適用します。

 • プログレッシブ：この方法では、カーブの既存の形状を繰り返してカーブを延長しますが、まったく同じ値に戻さ
ずに、既存のカーブの最後の値から繰り返します。
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補外データを変換する
普通の方法のキーフレーム補外では、キーフレームは作成されません。このため、さまざまな方法を試してみるこ
とができます。しかし、補外の方法をキーフレームに変換して、「キーフレームを生成」コマンドを使ってさらにそ
れらのキーフレームを操作することができます。キーフレームに変換する補外サイクルの数は選択できます。選択し
た数以降のサイクルは、補外済み状態のままになります。

Original keyframe graph

Repeat extrapolation applied

Generate Keyframes applied, set to one cycle
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補外データをキーフレームに変換する

 1 「キーフレームエディタ」のアニメーションメニューで、「最初のキーフレームの前」または「最後のキーフレーム
の後」サブメニューから「キーフレームを生成」を選択します。

「キーフレームを生成」ダイアログが表示されます。

 2 キーフレームするサイクル数を選択します。

 3 「OK」をクリックして選択を確認します。

ミニカーブエディタ
「キーフレームエディタ」と同様に、ミニカーブエディタでは、グラフ内のキーフレームを使って「キーフレームエ
ディタ」のインターフェイスの外側にあるパラメータをアニメートできます。ミニカーブエディタで作成したアニメー
ションは、「キーフレームエディタ」には表示されません。

2 つのパーティクルビヘイビア（「表示中の調整」と「表示中のスピン」）では、「インスペクタ」にミニカーブエ
ディタが表示されます（「増加タイプ」パラメータが「カスタム」に設定されている場合）。ミニカーブエディタは、
ペイントオブジェクトにも「インスペクタ」の「シェイプ」タブの「ストローク」パネルにも表示されます。

デフォルトで、ミニカーブエディタは折り畳まれた状態であり、パラメータカーブが縮小されて表示されます。

Collapsed mini-curve editor

ミニカーブエディタを展開する

 m 「インスペクタ」で折り畳まれたミニカーブエディタの隣に表示されている開閉用三角ボタンをクリックします。

展開したミニカーブエディタが表示されます。

Edit Keyframes tool

Sketch Keyframes tool

Transform Keyframes tool

Auto Fit checkbox

Mini-curve editor
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ミニカーブエディタを展開すると、関連するアニメーションカーブが表示されます。上の例では、「表示中」パラメー
タが X 軸に割り当てられ、「カスタムスピン」パラメータが Y 軸に割り当てられています。

ミニカーブエディタでキーフレームを追加する
ミニカーブエディタでキーフレームを追加する手順は、フルサイズの「キーフレームエディタ」でキーフレームを追
加する操作と少し異なります。

以下のいずれかの操作を行います：

 m カーブをダブルクリックします。

 m Option キーを押しながらカーブをクリックします。

 m Control キーを押しながらカーブをクリックし、ショートカットメニューから「キーフレームを追加」を選択します。

ミニカーブエディタでキーフレームの値を変更する

 1 「インスペクタ」のミニカーブエディタでキーフレームをダブルクリックします。

カーブの値フィールドが有効になります。

 2 値フィールドに値を入力して、Return キーを押します。

参考：変更を行わずにアクティブな値フィールドを出るには、Esc キーを押します。

ミニカーブエディタには「キーフレーム編集ツール」、「キーフレーム・スケッチ・ツール」、「キーフレーム変形ツー
ル」が用意されていて、「キーフレームエディタ」のものと同様に機能します。「キーフレーム編集ツール」の使用
方法について詳しくは、457 ページのキーフレームを追加する／削除する／変更するを参照してください。キーフ
レーム・スケッチ・ツールの使用方法について詳しくは、461 ページのキーフレーム・スケッチ・ツールを使うを
参照してください。「キーフレーム変形ツール」の使用方法について詳しくは、462 ページの「キーフレーム変形
ツール」を使うを参照してください。

「自動的に合わせる」チェックボックスは、アニメーションカーブの表示がミニカーブエディタの領域内に収まるよう
に、「Motion」で調整するかどうかを設定します。

オンザフライでアニメートする
「Motion」では、プロジェクトを再生しながらアニメーションを作成することができます。これは、オーディオエン
ジニアがオーディオチャンネルのミキシングを聞きながらそれぞれのスライダを調整する操作と同じです。次にプロ
ジェクトを再生するときには、すべての変更が組み込まれます。

「Motion」のエフェクトの多くはリアルタイムで表示されるため、プロジェクトを再生しながら一種の「ビジュアル
ミキシング」を実行してエフェクトのパラメータを変更できます。スライダやパラメータを調整し、キャンバス内のオ
ブジェクトを対話形式で操作してから、結果が気に入らない場合は巻き戻してもう一度実行します。パラメータを変
更するたびに、先に割り当てられたキーフレームが置き換えられます。

「インスペクタ」または HUD を使ってパラメータをオンザフライでアニメートする（記録ボタンを使用）
 1 記録ボタンをクリックする（または A キーを押す）か、「マーク」＞「アニメーションを記録」と選択してキーフレー

ムの記録を有効にします。

 2 再生を開始するには、再生ボタンをクリックするか、スペースバーを押します。

 3 プロジェクトを再生するときに、パラメータスライダを調整します。

 4 記録を無効にします。

再生中に行われた変更は、そのパラメータのキーフレームとして記録されます。これらは、「キーフレームエディタ」
で表示できます。

参考：初期キーフレームによる設定方法を使って、オンザフライでアニメートすることもできます。初期キーフレー
ムによる設定方法について詳しくは、434 ページのキーフレームの設定方法を参照してください。
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記録したキーフレームをオンザフライで削除する
作成したアニメーションが気に入らない場合は、キーフレームを削除してもう一度実行できます。「編集」＞「取り
消し」と選択して（または Command ＋ Z キーを押して）、アニメーションの記録を始める前の状態に戻ります。
または、置き換えるキーフレームを手動で削除します

以下のいずれかの操作を行います：

 m キーフレームを選択し、Delete キーを押します。

 m Control キーを押しながらキーフレームをクリックし、ショートカットメニューの「削除」を選択します。

 m キーフレームを選択し、パラメータのアニメーションメニューから「削除」を選択します。

参考：パラメータのすべてのキーフレームを削除するには、「キーフレームエディタ」のパラメータリストまたは「イ
ンスペクタ」でアニメーションメニューから「パラメータをリセット」を選択します。

キャンバス内で手動でアニメーションパスを作成する
オンザフライによるアニメーションの一般的な用途は、手描きのアニメーションパスの作成です。さまざまなカーブ
の種類を選択できますが、マウスやペンでスケッチする方法以外でセミランダムな動きをシミュレートするのは困難
です。

 1 記録を有効にします（A キーを押します）。

 2 「再生」ボタンをクリックして再生を開始します。

 3 操作するオブジェクトを選択し、選択するパターンにドラッグします。

動きの位置と速度が記録され、そのオブジェクトの位置のキーフレームに適用されます。

Keyframes spaced far apart 
indicate fast movement. 

Keyframes close together 
indicate slower movement.

パスをさらに操作するには、各キーフレームをドラッグするか、そのオブジェクトに新しいアニメーションパスをもう
一度記録します。

キーフレームの間引き
パラメータに 1 つ以上のキーフレームが含まれる場合、または記録ボタンがオンになっているときは、新しい再生
ヘッド位置でパラメータを変更するたびにキーフレームが追加されます。プロジェクトを再生しながらアニメートする
場合は、フレームごとにキーフレームを作成します。 

アニメーションで作成されたカーブのほとんどは、キーフレームを減らしても表現できます。多くの場合、キーフレー
ムを減らせば変化率がスムーズになり、ベジェや連続的などのさまざまな補間方法を利用できます。

キーフレームを簡素化する方法は 2 通りあります。そのパラメータのアニメーションメニューにある「キーフレーム
を間引く」コマンドを使って既存のアニメーションカーブを簡素化する方法と、キーフレームを記録する前に「キー
フレームの間引き」オプションを調整する方法です。 
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既存のアニメーションカーブのキーフレームを間引く 
 1 アニメーションメニューから「キーフレームを間引く」をクリックします（「キーフレームエディタ」のパラメータリス

トの 5 番目の列をクリックします）。

「キーフレームを間引く」ダイアログが表示されます。

 2 「エラーの許容度」および「スムージング」パラメータを調整して、目的のカーブにします。

Reduce Keyframes option 
(in Keyframe Editor Animation menu) 

applied to Position X

オンザフライでアニメートする前にキーフレームの間引きを調整する
「レコーディングオプション」ダイアログを使って、「キーフレームの間引き」について調整したり、再生時のレコー
ディングを無効にしたりします。（この設定は、通常のキーフレームの設定には影響しません。）

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「マーク」＞「レコーディングオプション」と選択します（または Option ＋ A キーを押します）。

 • 記録ボタン（キャンバスの下）をダブルクリックします。

「レコーディングオプション」ダイアログが表示されます。

 2 「キーフレームの間引き」オプションを選択します：

 • オフ：間引きは適用されません。キーフレームは、パラメータが変更されるすべてのフレームで追加されます。

 • 間引き：「Motion」は単純なカーブで簡単に置き換えられるキーフレームを排除します。

 • ピークのみ：大きく値が変化するキーフレームのみが記録されます。

 • 再生中にキーフレームを記録しない：プロジェクトの再生中にキーフレームを記録しない場合は、このチェック
ボックスを選択します。

 3 「OK」をクリックします。
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再生中のアニメーションの記録を無効にする
記録ボタンが有効になっているか、パラメータに 1 つ以上のキーフレームが含まれる場合は、パラメータを調整す
るとキーフレームが追加されます。アニメーションが誤って作成されないようにするため、プロジェクトが再生されて
いないときにだけ自動キーフレーミングが起きるように制限できます。

 1 「マーク」＞「レコーディングオプション」と選択します。

「レコーディングオプション」ダイアログが表示されます。

 2 「再生中にキーフレームを記録しない」を選択します。

 3 「OK」をクリックします。
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キーイングの概要
キーイングは、一定の色または輝度を持つ背景領域から、色を残す領域を指定するアルファチャンネル（マット）を
生成して、前景の被写体を抜き出す技術です。キーイングを行うときは通常、青または緑色の背景の前で被写体を
撮影しますが、その他の色（カラーキーイング）や特定の範囲のブライトネス値（ルミナンスキーイング）に基づい
てキーを生成することもできます。 

カラーキーイング（クロマキーイングとも言います）は、テレビでニュースキャスターや番組司会者の背景にアニメー
ショングラフィックスを表示して親しみやすさを演出するためによく使われます。「Motion」でも、「キーヤー」フィ
ルタを使って同じことができます。

Green screen clip Keyed clip

重要：キーイングを使って前景の被写体を分離させるのは必ずしも簡単ではありません。最良の効果が得られるよ
う各フィルタのパラメータの使用法を習得するには、時間と忍耐が必要です。ほとんどの場合は、複数のツールを
使ってキーを抽出します。優秀なコンポジットアーティストは、通常、1 つの被写体を分離するのに、マスクを使っ
たキーイングフィルタ、マット調整フィルタ、スピルの抑制操作、ガベージマスク、ホールドアウトマスクを組み合わ
せて使います。「Motion」の「キーヤー」フィルタには、これらの操作の多くが 1 セットのパラメータにまとめら
れています。場合によっては、被写体のさまざまな領域にさまざまなキーヤー設定を適用する必要があり、複数の
キーイングフィルタやマスクを使用しなければならない場合があります。

「キーヤー」には、2 つの「Motion」のキーイングフィルタのうちの 1 つが使用されます：

 • 「キーヤー」フィルタは、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンのキーイングや、選択した範囲の色のキー
イングに使用します。

 • 「ルミナンスキーヤー」フィルタは、イメージからサンプリングした明るさの範囲に基づいてマットを生成する場合
に使用します。

「Motion」のほかの 2 つのキーイングフィルタ、「マットマジック」と「スピルの抑制」は、それぞれマット仕上げ
作業に特化しています：

これらのキーイングフィルタ、および「マットマジック」フィルタと「スピルの抑制」フィルタは、「Motion」の「ラ
イブラリ」の「キーイング」カテゴリに含まれます。詳しくは、739 ページのフィルタを使ってアルファチャンネルを
操作するを参照してください。

キーイング技術について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）で項目を選択して
ください。

キーイング
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「キーヤー」フィルタ

「キーヤー」フィルタの概要
「キーヤー」フィルタは、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンの前で撮影された被写体を想定しています。た
だし、ショット内の特定の色範囲からクロマキーを抽出する機能もあります。イメージ内でキーとなった部分は透明
になり、背後のイメージが透けて見えます。

「キーヤー」フィルタを適用するには、「Motion」のほかのフィルタと同様に、「ライブラリ」またはツールバーの
「フィルタを追加」ポップアップメニューを使用します。フィルタの適用方法について詳しくは、724 ページのフィル
タを適用する／取り除くを参照してください。

重要：キーイングフィルタとマスクを組み合わせるときは常に、キーイングしたイメージを切り取るためのマスクを
キーイングフィルタと同じイメージレイヤーに適用してください。また、キーイングフィルタを適用した後でマスクを
適用してください。

自動キーイングと手動キーイング
「キーヤー」フィルタでは、デフォルト設定でできる限りのキーイングが自動的に行われます。オブジェクトに「キー
ヤー」フィルタを適用すると、キャンバスに表示されたフレームが解析されて、緑や青の背景といった主要色が検出
されます。この主要色が、基礎となるキーの許容度（コア透明度）を決める初期サンプルになり、生成されたキー
がコンポジットの中で透明になります。 

自動的に検出された色の初期サンプルを使わずに、任意の色をキーにすることもできます。その場合は、「強度」
パラメータを 0 に設定し、「サンプルカラー」ツールを使って、キーにしたい色を含む領域を選択ボックスで囲みま
す。

「キーヤー」フィルタのコントロール
プロジェクトのビデオレイヤーやイメージレイヤーに「キーヤー」フィルタを適用した後、「フィルタ」インスペクタ
または HUD でキーイングのパラメータを変更および微調整できます。このセクションでは、「フィルタ」インスペク
タの「キーヤー」セクションにあるツールとパラメータコントロールの使いかたについて説明します。

67% resize factor



 第 13 章    キーイング 480

「キーを微調整」ツール
「キーを微調整」ツールでは、イメージ内の領域を手動でサンプリングして、生成されるキーの許容度（コア透明度）
を変更します。1 つのイメージ内またはムービークリップの 1 フレーム内の複数の領域をサンプリングできます。ク
リップまたはイメージシーケンスの複数のフレームで領域をサンプリングして、状態の変化（キーとなる背景に影響
する照明の移動など）に対応することもできます。

複数のフレームで領域をサンプリングするときは、フレーム間の差異を補完するためのキーフレームが追加されます。
（通常のキーフレームとは異なり、カラーサンプリングのためのキーフレームは、デフォルトでは「Motion」のワー
クスペースに表示されません。）変更を行うときは、「サンプルに移動」ボタンを使って、サンプリングしたフレーム
間を移動できます。「キーヤー」フィルタのキーフレームについて詳しくは、494 ページの「キーヤー」フィルタの
パラメータをアニメートするを参照してください。

「キーを微調整」ツールには 2 種類あります：

 • サンプルカラー：このツールでは、イメージ内で透明にする領域を選択します。「サンプルカラー」ツールをクリッ
クしてから、キャンバスで選択ボックスをドラッグして、キーにする色の範囲を指定します。選択ボックスを描画し
た後、ボックスのサイズを変更して、サンプリングする色調の範囲を調整し、透明にする背景色の範囲を増やし
たり減らしたりできます。選択ボックスを追加することによって、キーにする色の範囲を増やすこともできます。さ
らに、クリップのほかのフレームに「サンプルカラー」選択ボックスを追加して、照明の状態が変化しても背景
が透明に保たれるようにできます。

選択ボックスを追加するには、「レイヤー」リストで「キーヤー」フィルタを選択し、Shift キーを押したままキャ
ンバス内をドラッグします。

参考：「サンプルカラー」選択ボックスをフレームに追加すると、このフィルタを最初に適用したときに検出され
たサンプル領域にその範囲が追加されます。

 • エッジ：このツールでは、キーイングした被写体の半透明領域（髪の毛、反射、煙、動く被写体のモーションブ
ラーなど）の透明度を微調整できます。「エッジ」ツールをクリックしてから、キャンバス内をドラッグして、調整
する半透明領域の境界線と交差する線を引きます（一方の端はキーイングする前景の被写体上、もう一方の端は
透明にする背景上に置きます）。次に、このコントロール線の中央にあるスライダハンドルを調整します。マット
をぼやけさせる場合は外側にドラッグし、はっきりさせる場合は内側にドラッグします。 

「レイヤー」リストで「キーヤー」フィルタが選択されている場合は、Command キーを押したままキャンバス
内をドラッグして、「エッジ」サンプリングコントロールを作成できます。
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参考：「サンプルカラー」選択ボックスまたは「エッジ」コントロールを削除するには、ボックスまたはコントロー
ルを選択して Delete キーを押します。または、Option キーを押したまま選択ボックス内またはコントロール線
をクリックします。

その他のキーコントロール
 • 強度：このスライダを使って、「キーヤー」フィルタの自動サンプリングの許容度（コア透明度）を調整します。
デフォルト値は 100%です。値を小さくすると、サンプリングされる色範囲が狭くなり、キーイングしたイメージ
で透明になる部分が少なくなります。値を大きくすると、サンプリングされる色範囲が広くなり、キーイングした
イメージで透明になる部分が多くなります。「強度」パラメータは、髪の毛、煙、反射など、半透明の細部領域
を抜き出すのに便利です。 

重要：「強度」を 0 に設定すると、フィルタの自動サンプリングが完全に無視されるので、「キーを微調整」ツー
ルを使って色範囲を手動でサンプリングできます。

 • サンプルに移動：この左矢印ボタンと右矢印ボタンを使って、「サンプルカラー」ツールや「エッジ」ツールで手
動でサンプリングしたフレーム間を移動できます。サンプリングしたフレームに再生ヘッドがあるときは、これらの
ボタンの右側に数値カウンタが表示され、サンプリングしたフレーム範囲内での現在の位置が示されます（「3/5」
など）。

 • 表示：これらのボタンを使って、キャンバスに表示されるキーイングプレビューの 3 種類のモードを切り替えるこ
とができます。この機能は、キーを微調整するときに便利です。「表示」設定は、最終出力のレンダリング内容
に影響します。たとえば、「表示」を「マット」に設定すると、グレイスケールのマットイメージを書き出すことが
できます。これは、別のアプリケーション内でルミナンス・チャンネル・マットとして使用できます。以下の 3 つ
のボタンがあります：

Matte

OriginalComposite

 • コンポジット：左側のボタンでこれを選択すると、最終的な合成イメージがキャンバスに表示されます。キーイ
ングした前景オブジェクトが抜き出され、背景は透明になって、下にあるレイヤーが透けて見えます。

 • マット：中央のボタンでこれを選択すると、キーイング操作によって生成されるグレイスケールマット（アルファ
チャンネル）が表示されます。アルファチャンネルを直接表示することによって、生成されるマット部分が適切
であるかどうかを確認できます。マットの中で白く表示される領域は、最終的な合成イメージで不透明になり
ます。黒く表示される領域は透明になり、灰色の領域は半透明になります（灰色が明るいほど不透明に近くな
り、暗いほど透明に近くなります）。アルファチャンネルを表示すると、キー内の不要な穴や、十分に透明でな
いキー領域を簡単に見つけることができます。

 • オリジナル：右側のボタンでこれを選択すると、元のキーイングしていないイメージがキャンバスに表示されま
す。この表示は、元のイメージから色をサンプリングするときに便利です。
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 • 穴を埋める：このスライダを使って、キー内の半透明領域の不透明度を調整します。キーとなるマットのエッジは
今のままでよいが、前景の被写体内に不要な穴があり、「強度」パラメータを使って埋めようとするとエッジが崩
れてしまうような場合にこのパラメータが便利です。スライダの値を高くすると、キーイングした被写体の不透明
領域にある穴が埋められます。

 • エッジの距離：このスライダを使って、キーイングした被写体のエッジのどのくらい近くまで「穴を埋める」パラ
メータを適用するかを調整します。このパラメータを下げると、マットの不透明領域が、キーイングした被写体の
よりエッジに近い部分まで広がります。これにより、被写体のエッジ付近の半透明性を保つよりもエッジ付近の不
要な穴を埋めることを優先したり、髪の毛、煙、反射などの半透明の細部領域を抜き出したりできます。このパ
ラメータを上げると、マットの不透明領域が、被写体のエッジから離れたより内部にとどまります。これにより、イ
メージ内であまり強くキーイングされない領域の半透明性が増します。このパラメータを上げすぎると、被写体の
本来不透明な部分が不用意に透過してしまうことがあります。

 • スピルレベル：このスライダを使って、キーイングした被写体に適用するスピルの抑制量を設定します。スピルの
抑制とは、撮影時にグリーンスクリーンまたはブルースクリーンの背景に反射した緑色または青色の光を中和し、
被写体のエッジの色合いを調整するための色補正のことです。色漏れが起きると、キーイング処理で背景から前
景の被写体を抜き出すのが難しくなります。「キーヤー」フィルタを追加すると、スピルの抑制が適用されます。 

Without spill suppression With spill suppression

最終イメージで抑制される色は、イメージ内でサンプリングした部分によって決まります。「スピルの抑制」スライ
ダを使って、キーイングした被写体に適用するスピルの抑制量を制御します。たとえば、グリーンスクリーンを背
景として被写体を撮影した場合、「スピルレベル」の値を上げると、被写体に生じた不要な緑の色漏れを中和す
るために前景のイメージにマゼンタが追加されます。スピルの抑制は、「スピルの抑制」グループのコントロール
（後述）を使ってさらにカスタマイズできます。「スピルレベル」を 0 に設定すると、スピルの抑制が無効になり
ます。

 • 反転：このチェックボックスを選択すると、生成されたマットが反転して、不透明領域が透明に、透明領域が不
透明になります。

「カラー選択」コントロール
「カラー選択」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、キーイングした領域のクロマチャンネルおよびルミナンスチャ
ンネルでの許容度（コア透明度）と柔らかさ（エッジ透明度）を調整するためのコントロールが表示されます。ど
のコントロールを操作できるかは、このコントロールグループで選択する「グラフ」モード（「スクラブボックス」ま
たは「手動」）によって決まります。
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詳細コントロールは通常、自動サンプリングや「サンプルカラー」ツールと「エッジ」ツールを使ってキーの作成を
始めた後に使用します。（これらのツールを使わずに、「手動」モードで「カラー選択」コントロールを使ってキー
を作成することもできます。）「カラー選択」グループにある「クロマ」と「ルミナンス」のグラフィカルコントロー
ルを使って、キーとなるマットを定義するヒュー、サチュレーション、およびイメージの明るさの範囲を微調整でき 
ます。

詳細コントロールを調整する前の時点では、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールのグラフは、自
動または手動（「キーを微調整」ツールと「強度」スライダ）でサンプリングしたイメージの色の範囲とルミナンス
の範囲を表します。

「カラー選択」グループには、次のコントロールがあります：

 • グラフ：2 つのボタンのどちらかを選択して、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールのグラフで
キーを微調整する方法を設定します。 

 • スクラブボックス：このボタンを選択すると、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールで調整でき
る範囲が、作成しているマットの柔らかさ（エッジ透明度）に限定されます。「キーヤー」フィルタの自動サン
プリングおよびキャンバスに追加した「サンプルカラー」選択ボックスによって決まる許容度（コア透明度）は、
「スクラブボックス」モードでは手動で調整できません。（マットの許容度を上げるには、「サンプルカラー」選
択ボックスを追加するか、「強度」スライダを調整します。）

 • 手動：このボタンを選択すると、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールで、作成しているマット
の柔らかさ（エッジ透明度）と許容度（コア透明度）を調整できます。「手動」モードに切り替える前に、「強
度」スライダが 0 よりも大きい値に設定されていることを確認してください。0 に設定されていると、「クロマ」
コントロールと「ルミナンス」コントロールは使用不可になります。「手動」モードに切り替えると、「キーを微
調整」ツールと「強度」スライダが使用不可になります。ただし、これらのコントロールで作成したサンプル
は引き続きマットに適用されます。 

重要：「手動」モードに切り替えた後は、「スクラブボックス」モードに戻さないことをお勧めします。最適な結果
を得るには、最初に「スクラブボックス」モードで「サンプルカラー」ツールと「エッジ」ツールを使ってイメー
ジをキーイングします。その後、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールを使ってマットを微調整す
る必要があると感じた場合は、「手動」モードに切り替えます。ただし、「手動」モードに切り替えた後は、「ス
クラブボックス」モードに戻さないようにしてください。戻すと、追加でサンプリングした値とキーフレームした
値が予期せず組み合わされて、コントロールが難しくなることがあります。

 • クロマ：このカラー・ホイール・コントロールにある 2 つのグラフをドラッグして、キーとなるマットを定義する
ために使用されるヒューとサチュレーションの範囲を調整します。選択したモードによって、カラーホイールで操
作できるグラフが変わります。外側のグラフでは、作成しているマットの柔らかさ（エッジ透明度）を調整します。
このグラフは、「スクラブボックス」モードと「手動」モードのどちらでも操作できます。内側のグラフでは、許
容度（コア透明度）を調整します。このグラフは、「手動」モードでのみ操作できます。
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これらのグラフのいずれかの側をドラッグして、グラフの境界を広げたり縮めたりすることで、キーに影響する
ヒューとサチュレーションの範囲を調整できます。「手動」モードでは、許容度のグラフの内部をドラッグして、カ
ラーホイール内でのグラフの全体的な位置を調整することもできます。

カラーホイールの左側にある小さいグラフには、クロマロールオフの傾斜が表示されます。これは、「クロマ」コ
ントロールの影響を最も受ける領域での、マットのエッジの相対的な柔らかさを示します。「クロマロールオフ」
スライダ（後述）をドラッグして、この傾斜の形を変更できます。

「クロマ」コントロールを拡大してパンすることによって、グラフをより細かく調整できます：

 •「クロマ」コントロールを縮小／拡大する：「クロマ」コントロールを少しずつ拡大するには、Z キーを押した
ままカラーホイールをクリックします。縮小するには、Option キーと Z キーを押したままカラーホイールをク
リックします。滑らかに縮小するには、Z キーを押したままカラーホイール内を左にドラッグします。滑らかに
拡大するには、Z キーを押したままカラーホイール内を右にドラッグします。スペースバー＋ Command キー
を（この順序で）押したまま、カラーホイール内を左にドラッグして縮小するか、右にドラッグして拡大するこ
ともできます。

 •「クロマ」コントロールをパンする：「クロマ」コントロールをパンするには、H キーを押したままカラーホイー
ル内をドラッグします。スペースバーを押したまま、カラーホイール内を移動したい方向にドラッグすることも
できます。

 拡大／縮小と中心をリセットするには、「クロマ」コントロールの上にポインタを置き、Shift ＋ Z キーを押しま
す。

 • ルミナンス：このグレイスケールグラデーションにあるハンドルをドラッグして、キーとなるマットを定義するため
に使用されるルミナンスチャンネルの範囲（明るさと暗さの範囲）を調整します。上のハンドル（「手動」モード
でのみ表示されます）では、ルミナンスチャンネルがキーの許容度（コア透明度）に影響する度合いを調整しま
す。下のハンドルでは、ルミナンスチャンネルがキーの柔らかさ（エッジ透明度）に影響する度合いを調整しま
す。

「グラフ」のモードによって、操作できるハンドルが変わります。「スクラブボックス」モードでは、下の柔らかさ
のハンドルのみを操作できます。これらのハンドルでは、マットのエッジの透明度に影響する明るさと暗さの範囲
を調整します。ハンドルを使用するだけでなく、グラフの傾斜をドラッグしても、柔らかさを調整することができ
ます。

「手動」モードでは、上の許容度のハンドルも調整できます。これらのハンドルでは、マットのルミナンスチャン
ネル内のコア透明度を調整します。グラフの傾斜をドラッグすると、下のハンドル（柔らかさ）が調整されます。
すべてのハンドルを同時に調整するには、グラフのカーブ内をドラッグします。

デフォルトでは、「ルミナンス」グラフの左右の傾斜は緩い S 字カーブになります。「ルミナンスロールオフ」ス
ライダ（後述）を調整して、カーブの形を変更できます。

参考：ルミナンスの柔らかさのハンドルは、「ルミナンス」コントロールの端を越えて延ばすことができます。こ
れは、「キーヤー」フィルタの浮動小数点の精度によるものであり、正しい動作です。

 • クロマロールオフ：このスライダを使って、クロマロールオフの傾斜（「クロマ」コントロールの左にある小さい
グラフに表示されます）の線形を調整します。クロマロールオフでは、「クロマ」コントロールの影響を最も受
ける領域でのエッジ周辺のマットの柔らかさを変更できます。この値を小さくすると、グラフの傾斜がより直線状
になり、マットのエッジが柔らかくなります。この値を大きくすると、グラフの傾斜がより急勾配になり、マットの
エッジが鋭くなります。 

 • ルミナンスロールオフ：このスライダを使って、ルミナンスロールオフの傾斜（「ルミナンス」コントロールに表示
されるベル型のルミナンスカーブの両端）の線形を調整します。ルミナンスロールオフでは、「ルミナンス」コン
トロールの影響を最も受ける領域でのエッジ周辺のマットの柔らかさを変更できます。この値を小さくすると、「ル
ミナンス」コントロールの上下のハンドル間の傾斜がより直線的になり、マットのエッジが柔らかくなります。こ
の値を大きくすると、傾斜がより急勾配になり、マットのエッジが鋭くなってよりくっきりします。

 • ビデオを修正：このチェックボックスを選択すると、イメージのクロマ成分にサブピクセルのスムージングが適用
されます。これにより、4:2:0、4:1:1、または 4:2:2 のクロマサブサンプリングを使った圧縮メディアをキーイン
グするときにエッジがギザギザになるのを避けることができます。このチェックボックスはデフォルトで選択されて
いますが、サブピクセルのスムージングによってキーの質が低下する場合は選択を解除できます。
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「マットツール」コントロール
「マットツール」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、ここまでの一連のパラメータで生成される透明マットを後
処理するためのコントロールが表示されます。このグループのパラメータでは、キーとなるマットを生成するために
サンプリングされる値の範囲は変更されません。代わりに、「キーヤー」フィルタの基本コントロールと詳細コント
ロール（「カラー選択」パラメータグループ）で生成されるマットが変更されます。この方法でマットを縮小、拡大、
膨張、および浸食させることにより、合成の品質を向上させることができます。

「マットツール」グループには、次のコントロールがあります：

 • レベル：このグレイスケールグラデーションを使って、キーとなるマットのコントラストを変更します。3 つのハン
ドルをドラッグして、ブラックポイント、ホワイトポイント、およびバイアス（ブラックポイントとホワイトポイント
間のグレイ値の分布）を設定します。マットのコントラストを調整することによって、キー内の半透明領域を操作
できます。ホワイトポイントを下げると、より多くの半透明領域が不透明になり、ブラックポイントを上げると、よ
り多くの半透明領域が透明になります。「バイアス」ハンドルを右にドラッグすると、キーの半透明領域がより透
明になり、左にドラッグすると、キーの半透明領域がより不透明になります。

 • 黒、白、バイアス：「レベル」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」、「白」、「バイアス」の各パラメー
タのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「レベル」ハンドルの設定を反映しています。各ス
ライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使うと、3 つの「レベル」パラメータをキーフレームでき
ます。「黒」、「白」、「バイアス」のパラメータをキーフレームすると、ブルースクリーンまたはグリーンスクリー
ンの状態の変化に対応した、より質の高いキーを生成できます。 

 • 縮小／拡大：このスライダを使って、マットのコントラストを調整します。コントラストは、マットの半透明性とサ
イズの両方に影響します。スライダを左にドラッグすると、半透明領域がより透明になると同時に、マットが小さ
くなります。スライダを右にドラッグすると、半透明領域がより不透明になると同時に、マットが大きくなります。 

 • 膨張：このスライダを使って、キーとなるマットをぼやけさせます。エッジが一定の量だけにじんだ感じになり 
ます。

 • 浸食：このスライダを右にドラッグすると、キーの不透明部分のエッジから内側に向かって透明度が徐々に増し 
ます。 

「スピルの抑制」コントロール
「スピルの抑制」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンに光が反射し
て前景の被写体に生じた色漏れを中和するためのコントロールが表示されます。被写体のエッジ付近に生じるこの
ような光の漏れはスピルと呼ばれ、残そうとしている被写体にかぶっているために、除去するのが困難です。

「スピルの抑制」コントロールを使うと、色補正によって、前景の被写体に生じた不要な色を中和できます。「スピ
ルレベル」スライダ（前述）では、適用される抑制量を調整します。一方、このグループのコントロールでは、実
行される抑制の品質をカスタマイズできます。
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「キーヤー」フィルタを追加すると、初期のキーを生成するためにサンプリングされた主要色に基づいてビデオクリッ
プまたはイメージにスピルの抑制が適用されます。この自動的に行われるスピルの抑制では、前景の被写体に生じ
た色漏れが（青や緑ではなく）グレイになるようにキーの色のサチュレーションが下げられます。「スピルレベル」ス
ライダを 0 に設定して、スピルの抑制を実質的に無効にすると、グレイの色漏れが青または緑色（背景と同じ色）
に変わって、スピルの抑制が正しく行われて背景がグレイに中和されたことが分かります。

「スピルの抑制」グループには、次のコントロールがあります：

 • スピルコントラスト：このグレイスケールグラデーションを使って、抑制される色のコントラストを調整します。ブ
ラックポイントとホワイトポイントのハンドル（および対応するスライダ）を操作します。スピルのコントラストを
変更すると、前景の被写体の縁に見えるグレイの色漏れを減らすことができます。エッジの色漏れが暗すぎてう
まく合成できないときは、ブラックポイントのハンドル（グラデーションコントロールの左側）をドラッグすると明
るくなります。エッジの色漏れが明るすぎるときは、ホワイトポイントのハンドル（グラデーションコントロールの
右側）をドラッグすると暗くなります。「スピルレベル」スライダで中和するスピルの量に応じて、これらのコント
ロールが被写体に影響する度合いが変わります。

 • 黒、白：「スピルの抑制」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」（ブラックポイント）と「白」（ホワイト
ポイント）の各パラメータのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「スピルの抑制」ハンドル
の設定を反映しています。各スライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使うと、ブラックポイントと
ホワイトポイントのパラメータをキーフレームできます。

 • 色合い：このスライダを使って、キーイングした前景の被写体の自然色を再現します。「スピルの抑制」コント
ロールでは、青または緑のスピルを取り除くために、被写体に対するわずかな青または緑の色漏れと反射のサ
チュレーションが下げられます。「色合い」スライダを使うと、ヒューを追加することによって被写体の自然色を再
現できます。このパラメータを上げすぎると、被写体で、抑制されるヒューの補色（緑色の場合はマゼンタ、青
色の場合はオレンジ）が強くなりすぎます。

 • サチュレーション：このスライダを使って、「色合い」スライダで適用されるヒューの範囲を変更できます（「色合
い」スライダを適度なレベルで使用した場合）。

「ライトラップ」コントロール
「ライトラップ」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、キーイングした前景レイヤーとコンポジットの背景レイヤー
の色と明るさの値をブレンドするためのコントロールが表示されます。これらのコントロールを使うと、キーイングし
た被写体と環境光が相互に干渉している状態をシミュレーションして、背景光が被写体のエッジを包み込んでいるか
のように見せることができます。下の右側のイメージは「ライトラップ」が適用されています。オレンジ色の空の背
景レイヤーによる環境光が、ろうそくのエッジと女性の髪の右エッジを包み込んで（ラップして）います。

Without Light Wrap With Light Wrap

「Motion」の「ライトラップ」操作では、キーイングした前景の被写体のエッジと背景の明るさおよび暗さの値が
ブレンドされます。キーの不透明部分のエッジ周りで色が混ざった効果が出るので、キーイングによるコンポジット
の前景レイヤーと背景レイヤーをより自然になじませることができます。
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「ライトラップ」は、イメージ処理工程の中で最後に実行される操作です。つまり、フィルタ、光と影、その他の合
成エフェクトなど、ほかのすべてのイメージ操作が処理された後で、ライト・ラップ・エフェクトが追加されます。こ
のため、「ライトラップ」では、適用先オブジェクトの外観を変える可能性のあるほかの視覚エフェクトを考慮に入
れた、最も適切な結果が生み出されます。

重要：レイヤーが「ライトラップ」ブレンドモードに設定されている場合、「キーヤー」フィルタで「ライトラップ」
パラメータを 0 よりも大きくすると、「キーヤー」フィルタの「ライトラップ」パラメータが優先されます（「ブレンド
モード」は無視されます）。ただし、グループの「情報」インスペクタで設定した「ライトラップ」ブレンドモード
は、そのグループの「キーヤー」フィルタで設定した「ライトラップ」パラメータよりも優先されます。 

「ライトラップ」グループには、次のコントロールがあります：

 • 量：このスライダを使って、ライトラップを前景にどの程度広げるかを設定して、全体的なライト・ラップ・エフェ
クトを調整します。

 • 強度：このスライダを使って、キーイングした前景の被写体とラップされたエッジの値の相互干渉の明暗を決め
るガンマレベルを調整します。

 • 不透明度：このスライダを使って、ライト・ラップ・エフェクトの透明度を調整します。

 • モード：このポップアップメニューを使って、サンプリングした背景値とキーイングした被写体のエッジをブレンド
する合成モードを選択します。以下の 5 つのモードがあります：

 • 通常：背景レイヤーの明るさと暗さの値を、キーイングした前景レイヤーのエッジと均等にブレンドします。

 • 増光：前景レイヤーと背景レイヤーで重なり合うピクセルを比較して、明るい方を保持します。これは、選択
的なライト・ラップ・エフェクトを作成する場合に便利な機能です。

 • スクリーン：背景レイヤーの明るい部分を、キーイングした前景レイヤーのラップした領域の上に重ねます。こ
れは、積極的なライト・ラップ・エフェクトを作成する場合に便利な機能です。

 • オーバーレイ：背景レイヤーを、キーイングした前景レイヤーのラップした領域と結合して、重なり合う暗い部
分はより暗く、明るい部分はより明るく、色はより強くします。

 • ハードライト：色が弱められることを除き、「オーバーレイ」合成モードと同じです。

「ミックス」スライダ
このスライダを使って、キーイングしたイメージとブレンドする元のイメージの割合を設定します。100 ％に設定する
と、キーイングしたイメージだけになり、0 ％に設定すると、キーイングしていない元のイメージになります。

「キーヤー」フィルタを使う
「キーヤー」フィルタの基本的な使いかたは簡単です。基本的なキーを作成した後、「フィルタ」インスペクタまた
は HUD の「サンプルカラー」ツールと「エッジ」ツールを使って、デフォルトのカラーサンプリングを微調整でき
ます。または、「キーヤー」フィルタのデフォルトのサンプリングを無効にしてから、キーの色を手動で設定すること
もできます。

色を手動でサンプリングしてキーを作成するときは、キャンバス内をドラッグする前に必ずしも「インスペクタ」また
は HUD で「サンプルカラー」ツールや「エッジ」ツールをクリックする必要はありません。キャンバス内をドラッ
グ中に、キーボードショートカットを使って「サンプルカラー」ツールや「エッジ」ツールを選択できます。 

透明マットをさらに調整するには、「フィルタ」インスペクタの「カラー選択」コントロールと「マットツール」を使
用します。これらのコントロールを使うと、「キーヤー」フィルタを追加せずに、継ぎ目のないコンポジットを作成で
きます。
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基本的なキーを作成する

 1 プロジェクトに、背景のイメージを読み込みます。

 2 グリーンスクリーンまたはブルースクリーンの前で被写体を撮影した、前景のイメージまたはビデオクリップを読み
込みます。

この例では、グリーンスクリーンの前で演技する役者のビデオ素材を使用します。「レイヤー」リストで前景（役者と
グリーンスクリーン）レイヤーが背景レイヤーの上にあることを確認します。 

 3 キャンバスを見ながら、グリーンスクリーンが写ったフレームまで再生ヘッドを動かして、前景レイヤーに「キーヤー」
フィルタを適用します。

「キーヤー」フィルタによってフレームが解析され、イメージの主要色（青または緑）に基づいて、取り除く色が推
測されます。最適な結果を得るには、キーとなる色が最も多く表示されるフレームにフィルタを適用します。

自動推測が正しくない場合は（赤をキーにしたい場合など）、「フィルタ」インスペクタの「強度」パラメータを 0 
にしてカラーサンプリングを無効にし、「サンプルカラー」ツールを使って、キャンバスでキーにしたい色を選択ボッ
クスで囲みます。（この作業は次の手順で説明します。）

「フィルタ」インスペクタの「表示」コントロールが「コンポジット」に設定されている場合は、背景レイヤーが透
けて見えます。

参考：「キーヤー」フィルタを追加するクリップがキャンバスに表示されていない場合は、被写体が写っている最初の
フレームまたは最後のフレームのうち再生ヘッドが近くにある方のフレームに基づいて初期のキーが抽出されます。

 4 自動キーが強すぎて、キーイングした被写体の中で残したいぼやけた細部がキーアウトされる場合は、「強度」スラ
イダを左にドラッグして、キーのエッジの細部が十分に見えるまでマットの許容度（コア透明度）を下げます。

これによって、髪の毛、煙、反射などの半透明領域が透けて見えるようになります。一般的に、ぼやけた細部を残
すように微調整するときは、「マットツール」グループ内のパラメータを使って、キーの強度を下げすぎるくらいの方
が良い結果が得られます。

Strength set to 100% Strength set to 35%

ヒント：「カラー選択」コントロールを展開した状態で「強度」スライダを調整すると、「クロマ」パラメータと「ル
ミナンス」パラメータの変化を見ることができます。
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自動カラーサンプリングを無効にしてキーの色を手動で設定する

 1 「レイヤー」リストで適用済みの「キーヤー」フィルタを選択してから、「フィルタ」インスペクタまたは HUD を開
きます。

 2 「強度」スライダを 0 に設定します。 

自動カラーサンプリングが無効になり、キャンバスにグリーンスクリーンの背景が表示されます。

 3 「フィルタ」インスペクタまたは HUD で、「サンプルカラー」ツールをクリックして選択します。 

 4 キャンバスで、キーにするグリーンスクリーンの色の領域を選択ボックスで囲みます。

グリーンスクリーンの大部分が消え、「レイヤー」リストで前景レイヤーの下にあるレイヤーのイメージが代わって表
示されます。選択ボックスを必要な数だけ追加して、ほかの緑色の背景領域（グリーンスクリーンのハイライト部分
やシャドウ部分など）をサンプリングすると、さらに正確にキーイングできます。

前景の被写体のエッジがくっきりしすぎている場合は、「エッジ」ツールを使って前景のエッジをぼかします。煙、ガ
ラスの反射、影など、半透明の部分を微調整するときも「エッジ」ツールが役立ちます。
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 5 「フィルタ」インスペクタまたは HUD で、「エッジ」ツールをクリックして選択します。

 6 キャンバスで、前景の被写体のエッジと交差するように線を描きます。一方の端は前景の被写体内部に置き、もう
一方の端は背景（オレンジ色の空）に置きます。

キャンバスに「エッジ」コントロール線が表示されます。

 7 キャンバスで、「エッジ」コントロール線の中央にあるハンドルをドラッグして、キーイングした被写体のエッジの透
明度を調整します。

「表示」モードを「マット」に設定すると、「エッジ」ツールの適用結果を確認できます。（「マット」モードでは、「穴
を埋める」パラメータや「エッジの距離」パラメータの変更結果も確認できます。）

ヒント：「カラー選択」コントロールを展開した状態で中央ハンドルをドラッグすると、「クロマ」コントロールの外
側にある柔らかさのグラフおよび「ルミナンス」コントロールの下部にある柔らかさのハンドルが「エッジ」コント
ロールによってどのように変化するかを見ることができます。 

キーボードショートカットを使ってキャンバスに「サンプルカラー」コントロールと「エッジ」コントロールを追加す
る

 1 「レイヤー」リストで、調整する「キーヤー」フィルタを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「サンプルカラー」選択ボックスを作成するには、キャンバス内で Shift キーを押したまま、キーにする色の上を
ドラッグします。

 • 「エッジ」サンプリングコントロールを作成するには、Command キーを押したままキャンバス内をドラッグして、
キーイングした被写体のエッジと交差する線を描きます。

 • 「サンプルカラー」コントロールまたは「エッジ」コントロールを削除するには、Option キーを押したまま、削
除するコントロール内をクリックします。または、サンプリングコントロールをクリックして選択し、Delete キーを
押すこともできます。

「カラー選択」コントロールを使ってキーを微調整する

 1 「レイヤー」リストで「キーヤー」フィルタを選択し、「フィルタ」インスペクタで「表示」モードを「マット」に設
定します。 

「マット」モードにすると、調整がイメージの透明度にどのように影響するかを確認できます。キーイングしたイメー
ジはグレイスケールで表示されます。白い領域は最終的なマットで不透明になるピクセルを表し、黒い領域は透明
になるピクセルを表します。グレイの領域は、その濃さに応じた半透明のピクセルを表します（グレイが濃いほど透
明に近くなり、薄いほど不透明に近くなります）。

 2 「フィルタ」インスペクタの「カラー選択」行にある開閉用三角ボタンをクリックして、詳細コントロールを表示しま
す。
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 3 「グラフ」で、調整に必要なモードを選択します：

 • スクラブボックス：現在のキーにおおむね満足していて、生成されたマットのエッジの柔らかさだけを調整したい
場合は、「スクラブボックス」モード（デフォルト）のままにします。「スクラブボックス」モードでは、「クロマ」
コントロールの外側のグラフ、および「ルミナンス」コントロールの下のハンドルを調整して、マットのエッジの
透明度を増減できます。

 • 手動：マットの許容度（コア透明度）とエッジの柔らかさを大幅に変更する場合は、「手動」をクリックします。
「手動」モードでは、「クロマ」コントロールの内側と外側のグラフ、および「ルミナンス」コントロールの上と
下のハンドルを調整して、マット内のあらゆる透明度を変更できます。「手動」モードでは「強度」パラメータの
変更およびキャンバスへの「サンプルカラー」または「エッジ」コントロールの追加はできません。

「手動」モードにした後は、「スクラブボックス」モードに戻さないでください。 

参考：「カラー選択」コントロールのキーフレームについて詳しくは、494 ページの「キーヤー」フィルタのパラ
メータをアニメートするを参照してください。

 4 前の手順で選択したモードに応じて、コントロールを調整してマットを変更します： 

 • 「スクラブボックス」モードの場合は、「クロマ」コントロールの外側のグラフのいずれかの側をドラッグして、マッ
トのエッジの柔らかさ（キーのエッジ周辺の透明度）に影響するヒューとサチュレーションの範囲を調整します。 

参考：「スクラブボックス」モードでは、「ルミナンス」コントロールの下の 2 つのハンドルをドラッグして、マッ
トのエッジの柔らかさに影響する明るさと暗さの範囲を調整することもできます。

 • 「手動」モードの場合は、「クロマ」コントロールの外側のグラフのいずれかの側をドラッグして、マットのエッジ
の柔らかさに影響するヒューとサチュレーションの範囲を調整します。内側のグラフのいずれかの側をドラッグし
て、マットの許容度（コア透明度）に影響するヒューとサチュレーションの範囲を調整します。カラーホイール内
で内側のグラフを回転させて位置を変えるには、グラフの中央をドラッグします。

参考：「手動」モードでは、「ルミナンス」コントロールのいずれかのハンドルをドラッグすることもできます。「ル
ミナンス」の上の 2 つのハンドルでは、マットの許容度（コア透明度）に影響する明るさと暗さの範囲を調整で
きます。下の 2 つのハンドルでは、マットのエッジの柔らかさに影響する明るさと暗さの範囲を調整できます。
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いずれのモードでも、「クロマ」グラフまたは「ルミナンス」ハンドルを外方向に広げると、キーイングしたイメージ
の透明領域が増えます。「クロマ」グラフまたは「ルミナンス」ハンドルを内方向にドラッグすると、キーイングした
イメージの透明領域が減ります。次の例の上のイメージでは、「クロマ」コントロールの外側のグラフを使ってエッ
ジの柔らかさを上げた結果、マットにところどころ穴が空いています。下のイメージでは、エッジの柔らかさを下げ
て、これらの穴を埋めています。

Narrowing softness

Widening softness

 5 「ルミナンス」コントロールを調整していない場合は、下の左または右のハンドルをドラッグして、イメージのルミ
ナンス成分の柔らかさを調整します。

ヒント：「手動」モードでは、上下のハンドルを結ぶバーをドラッグして下のハンドルを調整できます。すべてのハン
ドルを同時に調整するには、グラフのカーブ内をドラッグします。

 6 「クロマロールオフ」スライダと「ルミナンスロールオフ」スライダをドラッグして、キーの許容度と柔らかさ間の
減衰を細かく調整します。

「マットツール」を使ってキーを微調整する

 1 「レイヤー」リストで「キーヤー」フィルタを選択し、「フィルタ」インスペクタで「表示」モードを「マット」に設
定します。 

「マット」モードにすると、調整がイメージの透明度にどのように影響するかを確認できます。キーイングしたイメー
ジはグレイスケールで表示されます。白い領域は最終的なマットで不透明になるピクセルを表し、黒い領域は透明
になるピクセルを表します。グレイの領域は、その濃さに応じた半透明のピクセルを表します（グレイが濃いほど透
明に近くなり、薄いほど不透明に近くなります）。
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 2 「フィルタ」インスペクタの「マットツール」行にある開閉用三角ボタンをクリックします。

行が展開されて、マットのコントラストを調整する「レベル」コントロールが表示されます。「縮小／拡大」スライ
ダ、「膨張」スライダ、および「浸食」スライダも表示されます。 

 3 「レベル」コントロールを使って、マットの透明度とコントラストを調整します。 

「レベル」コントロールの一般的な使いかたとしては、マットの透明度を下げるときは中央の「バイアス」ハンドル
を左にドラッグし、上げるときは右にドラッグします。マットのシャドウ部分とハイライト部分のコントラストを調整す
るときは、左の「黒」のスライダと右の「白」のスライダを使用します。 

「表示」を「マット」に設定すると、「レベル」調整の適用結果がよく分かります。この表示では、マットの白い領
域が不透明の部分、黒い領域が透明の部分を表します。グレイの領域は半透明で、グレイが濃いほど透明に近くな
ります。これを踏まえて、以下のガイドラインを参考に操作を行ってください：

 • 黒のバイアスハンドルを右にドラッグすると、グレイ領域が黒くなり、マットの透明領域が増えます。

 • 中央のバイアスハンドルを左にドラッグすると、マットのグレイ領域がより白に近付き、半透明領域が不透明にな
ることでキーの不透明領域が増えます。

 • 中央のバイアスハンドルを右にドラッグすると、マットのグレイ領域がより黒に近付き、半透明領域が透明になる
ことでキーの透明領域が増えます。

 • 白のバイアスハンドルを左にドラッグすると、グレイ領域が白くなり、マットの不透明領域が増えます。

 4 マットを内側に縮めて、マットの穴を広げるには、「縮小／拡大」スライダを左にドラッグします。マットを外側に広
げて、マットの穴を埋めるには、「縮小／拡大」スライダを右にドラッグします。

Increasing Shrink/ExpandReducing Shrink/Expand Original matte

 5  マットを全体的にぼかしてエッジを柔らかくするには、「膨張」スライダを右にドラッグします。

Original matte Softened matte
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 6 マットの元のアウトラインを半透明の外側の境界として維持しながら、エッジを内側に向かって柔らかくするには、
「浸食」スライダを右にドラッグします。

Original matte Eroded matte

「キーヤー」フィルタのパラメータをアニメートする
必要に応じて、キーイング対象の背景画面の変化に対応するために「キーヤー」フィルタのパラメータをアニメート
できます。たとえば、背景の照明が均一でなく、色の付いた背景の明るい部分から暗い部分に被写体が移動して、
それをカメラがパンする場合に、「キーヤー」フィルタのパラメータをアニメートしてこの変化に対応することができ
ます。

これには、2 つの方法があります。「キーを微調整」コントロール（「サンプルカラー」と「エッジ」）を使って複数
のフレームの背景色をサンプリングする方法と、「フィルタ」インスペクタの「アニメーション」ポップアップメニュー
とキーフレームコントロールを使って手動でキーフレームを設定する方法です。 

 • 「キーを微調整」コントロールを使ってキーフレームを作成する：キーイングするクリップに「サンプルカラー」
ボックスまたは「エッジ」コントロールを追加すると、記録ボタンが有効になっているかどうかに関係なく、「カ
ラー選択」グループの「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールに対応するキーフレームがそのフ
レームに配置されます。「スクラブボックス」モードで許容度をキーフレームする方法はこれしかありません。た
だし、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールの柔らかさは、モードに関係なく、「フィルタ」イン
スペクタのアニメーションメニューを使って手動でキーフレームできます。

 • 「手動」モードで「カラー選択」コントロールを使ってキーフレームを作成する：「手動」モードでは、キーフレー
ムコントロールまたはアニメーションメニューを使って、「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールの
あらゆる操作をキーフレームできます。また、記録ボタンを使って、「クロマ」コントロールや「ルミナンス」コ
ントロールへの変更をキーフレームすることもできます。「クロマ」パラメータまたは「ルミナンス」パラメータ
に最初のキーフレームを追加した後は、変更を行ったフレームごとに後続のキーフレームが追加されます。「カ
ラー選択」パラメータについて詳しくは、479 ページの「キーヤー」フィルタのコントロール および 487 ページ
の「キーヤー」フィルタを使う を参照してください。

「キーを微調整」ツールを使うか手動操作でキーフレームを 1 つ以上追加した後、ほかのフレームで「クロマ」コ
ントロールまたは「ルミナンス」コントロールを調整すると、記録ボタンが有効になっているかどうかに関係なく追
加のキーフレームが生成されます。

ヒント：調整を行うときにキーフレームが追加されないようにするには、「サンプルに移動」ボタン（「スクラブボッ
クス」モードのみ）、または「フィルタ」インスペクタの「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールの右
側にある「次のキーフレーム」／「前のキーフレーム」ボタン（「スクラブボックス」モードと「手動」モード）を
使って、キーフレームを追加済みのフレームに移動します。

「スクラブボックス」モードから「手動」モードに切り替えた後は、「手動」モードだけで作業してください。「手動」
モードから「スクラブボックス」モードに戻すと、追加でサンプリングした値とキーフレームした値が予期せず組み
合わされて、コントロールが難しくなることがあります。

参考：「クロマ」コントロールと「ルミナンス」コントロールのキーフレームは、「キーフレームエディタ」には表示
されません。これらは、「フィルタ」インスペクタで各パラメータの右側にあるキーフレームコントロールを使用する
ときにのみ表示されます。
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「ルミナンスキーヤー」フィルタ

「ルミナンスキーヤー」フィルタの概要
「ルミナンスキーヤー」フィルタでは、イメージの明るさの範囲を選択して、イメージまたはクリップからキーを抽出
します。通常は、前景の被写体から白い背景をキーアウトするために使用しますが、透明にする明るさの範囲を絞
り込むことによってクリエイティブなエフェクトを作ることもできます。また、黒または白の背景から、ラスタライズ
されたロゴやテキストグラフィックスを抜き出すときにも使用できます。

ルミナンスキーは、透明にする領域とは明るさの範囲が異なる被写体をキーイングするときに最も効果を発揮しま
す。たとえば、黒い背景をキーアウトする場合、前景の被写体に、背景と共にキーアウトされる可能性のある濃い
影や暗い領域が含まれているとうまく機能しません。一般的に、イメージ内にシャドウやハイライトがあると、この
フィルタで最適なキーを抽出するのが難しくなります。

「ルミナンスキーヤー」フィルタのパラメータの説明は、495 ページの「ルミナンスキーヤー」フィルタのコントロー
ルを参照してください。

「ルミナンスキーヤー」フィルタのコントロール
「ルミナンスキーヤー」フィルタのコントロールは、「キーヤー」フィルタと似ています。ただし、「ルミナンスキー
ヤー」では、イメージの色の範囲は考慮せず、明るさの範囲のみに基づいてキーが生成されるので、コントロール
はよりシンプルです。

基本コントロール
 • ルミナンス：このグレイスケールグラデーションのハンドルをドラッグして、マットの許容度と柔らかさを調整しま
す。「Motion」ではじめてイメージレイヤーに「ルマキーヤー」フィルタを適用すると、「ルミナンス」コントロー
ルに 2 つのハンドルが表示されます。右上に表示される許容度のハンドルと、左下に表示される柔らかさのハン
ドルです。上部のハンドルを左にドラッグすると、許容度のハンドルがもう 1 つ表示されます。これらの 2 つの
ハンドルによって、生成されるマットのコア透明度を決めるイメージの明るさ範囲を指定します。透明になる明る
さの範囲は、グラデーションの格子模様で示されます。グラデーションの下の 2 つのハンドルでは、キーの柔ら
かさ（エッジ透明度）を調整します。（柔らかさの 2 つ目のハンドルが表示されない場合は、許容度の 2 つのハ
ンドルを左にドラッグします。）下の柔らかさのハンドルのいずれかを上の許容度のハンドルから遠ざけるようにド
ラッグすると、キーのエッジが柔らかくなります。グラフの傾斜をドラッグしても、柔らかさのハンドルを調整する
ことができます。

 • 反転：このチェックボックスを選択すると、透明になる領域と不透明になる領域が入れ替わります。

 • ルミナンスロールオフ：このスライダを使って、「ルミナンス」コントロールの許容度のハンドルと柔らかさのハン
ドル間の減衰の線形を調整します。このパラメータでは、「ルミナンス」コントロールによる影響を最も受ける領
域でのエッジ周辺のマットの柔らかさを変更できます。「ルミナンスロールオフ」の値を小さくすると、「ルミナン
ス」コントロールの 2 つのハンドル間の傾斜がより直線的になり、マットのエッジが柔らかくなります。この値を
大きくすると、「ルミナンス」コントロールの 2 つのハンドル間の傾斜がより急勾配になり、マットのエッジが鋭く
なってよりくっきりします。
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 • 表示：これらのボタンを使って、キャンバスに表示されるキーイングプレビューの 3 種類のモードを切り替えるこ
とができます。この機能は、キーを微調整するときに便利です。

 • コンポジット：左側のボタンでこれを選択すると、最終的な合成イメージがキャンバスに表示されます。キーイ
ングした前景の被写体が抜き出され、背景は透明になって、下にあるレイヤーが透けて見えます。

 • マット：中央のボタンでこれを選択すると、キーイング操作によって生成されるグレイスケールマット（アルファ
チャンネル）が表示されます。アルファチャンネルを表示することによって、生成されるマット部分が適切であ
るかどうかを確認できます。マットの中で白く表示される領域は、最終的な合成イメージで不透明になります。
黒く表示される領域は透明になり、灰色の領域は半透明になります（灰色が明るいほど不透明に近くなり、暗
いほど透明に近くなります）。アルファチャンネルを表示すると、キー内の不要な穴や、十分に透明でないキー
領域を簡単に見つけることができます。

 • オリジナル：右側のボタンでこれを選択すると、元のキーイングしていないイメージがキャンバスに表示されま
す。

「マットツール」コントロール
「マットツール」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、ここまでの一連のパラメータで生成される透明マットを後
処理するためのコントロールが表示されます。このグループのパラメータでは、キーとなるマットを生成するために
サンプリングされる値の範囲は変更されません。代わりに、「ルミナンス」コントロールと「ルミナンスロールオフ」
コントロールで生成されるマットが変更されます。マットを縮小または拡大したり、膨張させたり、浸食させたりし
て、コンポジットの品質を向上させることができます。

 • 穴を埋める：このスライダを使って、キー内の半透明領域の不透明度を調整します。キーとなるマットのエッジは
今のままでよいが、前景の被写体内に不要な穴があり、「強度」パラメータを使って埋めようとするとエッジが崩
れてしまうような場合にこのパラメータが便利です。スライダの値を高くすると、キーイングした被写体の不透明
領域にある穴が埋められます。

 • エッジの距離：このスライダを使って、キーイングした被写体のエッジのどのくらい近くまで「穴を埋める」パラ
メータを適用するかを調整します。このパラメータを下げると、マットの不透明領域が、キーイングした被写体の
よりエッジに近い部分まで広がります。これにより、被写体のエッジ付近の半透明性を保つよりもエッジ付近の不
要な穴を埋めることを優先したり、髪の毛、煙、反射などの半透明の細部領域を抜き出したりできます。このパ
ラメータを上げると、マットの不透明領域が、被写体のエッジから離れたより内部にとどまります。これにより、イ
メージ内であまり強くキーイングされない領域の半透明性が増します。このパラメータを上げすぎると、被写体の
本来不透明な部分が不用意に透過してしまうことがあります。

 • レベル：このグレイスケールグラデーションを使って、キーとなるマットのコントラストを変更します。3 つのハン
ドルをドラッグして、ブラックポイント、ホワイトポイント、およびバイアス（ブラックポイントとホワイトポイント
間のグレイ値の分布）を設定します。マットのコントラストを調整することによって、キー内の半透明領域を操作
できます。ホワイトポイントを下げると、より多くの半透明領域が不透明になり、ブラックポイントを上げると、よ
り多くの半透明領域が透明になります。「バイアス」ハンドルを右にドラッグすると、キーの半透明領域がより透
明になり、左にドラッグすると、キーの半透明領域がより不透明になります。

 • 黒、白、バイアス：「レベル」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」、「白」、「バイアス」の各パラメー
タのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「レベル」ハンドルの設定を反映しています。各ス
ライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使うと、3 つの「レベル」パラメータをキーフレームした
り「パラメータ」ビヘイビアを適用したりできます。「黒」、「白」、「バイアス」のパラメータをキーフレームする
と、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンの状態の変化に対応した、より質の高いキーを生成できます。 

 • 縮小／拡大：このスライダを使って、マットのコントラストを調整します。コントラストは、マットの半透明性とサ
イズの両方に影響します。スライダを左にドラッグすると、半透明領域がより透明になると同時に、マットが小さ
くなります。スライダを右にドラッグすると、半透明領域がより不透明になると同時に、マットが大きくなります。 

 • 膨張：このスライダを使って、キーとなるマットをぼやけさせます。エッジが一定の量だけにじんだ感じになりま
す。

 • 浸食：このスライダを右にドラッグすると、キーとなるマットのエッジから内側に向かって透明度が徐々に増しま
す。
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「ライトラップ」コントロール
「ライトラップ」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、キーイングした前景レイヤーとコンポジットの背景レイヤー
の色と明るさの値をブレンドするためのコントロールが表示されます。これらのコントロールを使うと、キーイングし
た被写体と環境光が相互に干渉している状態をシミュレーションして、背景光が被写体のエッジを包み込んでいるか
のように見せることができます。「Motion」の「ライトラップ」操作では、キーイングした前景の被写体のエッジと
背景の明るさおよび暗さの値がブレンドされます。キーの不透明部分のエッジ周りで色が混ざった効果が出るので、
キーイングによるコンポジットの前景レイヤーと背景レイヤーをより自然になじませることができます。

「ライトラップ」は、イメージ処理工程の中で最後に実行される操作です。つまり、フィルタ、光と影、その他の合
成エフェクトなど、ほかのすべてのイメージ操作が処理された後で、ライト・ラップ・エフェクトが追加されます。こ
のため、「ライトラップ」では、適用先オブジェクトの外観を変える可能性のある視覚エフェクトを考慮に入れた、最
も適切な結果が生み出されます。

重要：「Motion」内には、選択したレイヤーまたはグループの「情報」インスペクタの「ブレンドモード」ポップ
アップメニューにも「ライトラップ」オプションがあります。レイヤーの「情報」インスペクタで設定した「ライトラッ
プ」ブレンドモードは、そのレイヤーに「キーヤー」フィルタを追加して「ライトラップ」の「量」パラメータを 0 
よりも大きい値に設定すると無視されます。（「キーヤー」フィルタの「ライトラップ」パラメータが優先されます。）
ただし、「ライトラップ」グループの「量」パラメータを 0 に設定した場合は、「ライトラップ」ブレンドモードが再
度有効になります。さらに、グループの「情報」インスペクタで設定した「ライトラップ」ブレンドモードは、その
グループの「キーヤー」フィルタで設定した「ライトラップ」パラメータよりも優先されます。 

 • 量：このスライダを使って、ライトラップを前景にどの程度広げるかを設定して、ライト・ラップ・エフェクトを調
整します。

 • 強度：このスライダを使って、キーイングした前景の被写体とラップされたエッジの値の相互干渉の明暗を決め
るガンマレベルを調整します。

 • 不透明度：このスライダを使って、ライト・ラップ・エフェクトの透明度を調整します。

 • モード：このポップアップメニューを使って、サンプリングした背景値とキーイングした被写体のエッジをブレンド
する合成モードを選択します。以下の 5 つのモードがあります：

 • 通常：背景レイヤーの明るさと暗さの値を、キーイングした前景レイヤーのエッジと均等にブレンドします。

 • 増光：前景レイヤーと背景レイヤーで重なり合うピクセルを比較して、明るい方を保持します。これは、選択
的なライト・ラップ・エフェクトを作成する場合に便利な機能です。

 • スクリーン：背景レイヤーの明るい部分を、キーイングした前景レイヤーのラップした領域の上に重ねます。こ
れは、積極的なライト・ラップ・エフェクトを作成する場合に便利な機能です。

 • オーバーレイ：背景レイヤーを、キーイングした前景レイヤーのラップした領域と結合して、重なり合う暗い部
分はより暗く、明るい部分はより明るく、色はより強くします。

 • ハードライト：「オーバーレイ」合成モードとほぼ同じですが、色は弱められます。

その他のコントロール
 • RGB を保持：このチェックボックスを選択すると、グラフィックスやテキストのなめらかさが保持されます。イメー
ジによっては、アルファチャンネルが含まれていなくても、含まれているかのようにレンダリングされることがあ
ります。典型的な例は、黒を背景とする白いテキストです。大半のイメージでは、ラスタライズされたテキストは
適切にアンチエイリアス処理されているため、「ルミナンスキーヤー」を使って RGB チャンネルをさらに変更す
るとエッジの品質が低下する可能性があります。「RGB を保持」チェックボックスを選択すると、RGB チャンネル
を変更することなくイメージに透明性が追加されるので、なめらかにアンチエイリアス処理されたテキストやグラ
フィックスの見た目が変わりません。

 • ミックス：このスライダを使って、キーイングしたイメージとブレンドする元のイメージの割合を設定します。 
100 ％に設定すると、キーイングしたイメージだけになり、0 ％に設定すると、キーイングしていない元のイメー
ジになります。
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キーイング微調整フィルタ

マットマジック
「マットマジック」フィルタでは、マットのエッジを縮小したり、ぼかしたり、縮めたりすることによって、難易度の高
いキーの精度を高めることができます。これらの機能の多くは「キーヤー」フィルタと「ルミナンスキーヤー」フィ
ルタにも含まれています。「マットマジック」は、作成するマットを別の手段で操作するための微調整フィルタと言え
ます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • シュリンク：このスライダを使って、マットのコントラストを調整します。キーとなるマットの半透明領域をより透
明にすると同時に、マットを小さくできます。

 • ぼかし：このスライダを使って、キーとなるマットをぼやけさせます。エッジが一定の量だけにじんだ感じになり
ます。

 • 浸食：このスライダを右にドラッグすると、キーの不透明部分のエッジから内側に向かって透明度が徐々に増しま
す。

 • レベル：このグレイスケールグラデーションを使って、マットまたはアルファチャンネルのコントラストを変更しま
す。3 つのハンドルをドラッグして、ブラックポイント、ホワイトポイント、およびバイアス（ブラックポイントとホ
ワイトポイント間のグレイ値の分布）を設定します。マットのコントラストを調整することによって、キー内の半透
明領域を操作できます。ホワイトポイントを下げると、より多くの半透明領域が不透明になり、ブラックポイント
を上げると、より多くの半透明領域が透明になります。「バイアス」ハンドルを右にドラッグすると、キーの半透
明領域がより透明になり、左にドラッグすると、キーの半透明領域がより不透明になります。

 • 黒、白、バイアス：「レベル」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」、「白」、「バイアス」の各パラメー
タのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「レベル」ハンドルの設定を反映しています。各ス
ライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使うと、3 つの「レベル」パラメータをキーフレームでき
ます。「黒」、「白」、「バイアス」のパラメータをキーフレームすると、ブルースクリーンまたはグリーンスクリー
ンの状態の変化に対応した、より質の高いキーを生成できます。

 • ミックス：このスライダを使って、フィルタを適用したイメージとブレンドする元のイメージの割合を設定します。
100 ％に設定すると、フィルタを適用したイメージだけになり、0 ％に設定すると、フィルタを適用していない元
のイメージになります。

スピルの抑制
ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンを背景に撮影したイメージをキーイングするときは、特定の色がスクリー
ンに反射して、前景の被写体のエッジや内部が映り込んでいることがあります。このような被写体に生じた不要な色
漏れはスピルと呼ばれ、残そうとしている前景の被写体から除去するのが困難なことがあります。 

「キーヤー」フィルタのスピル抑制コントロールでは、キーとなる色が自動的に中和されますが、「スピルの抑制」
フィルタでは、中和する色を手動で選択することによってこの問題に対処できます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • カラー：このコントロールを使って、キーイングしたイメージで抑制する色をサンプリングします。カラーホイール
をクリックして「カラー」ウインドウでヒューを選択するか、スポイトを使ってキャンバスで色をサンプリングしま
す。

 • レベル：このスライダを使って、キーイングしたイメージに適用するスピル除去量を調整します。

ヒント：通常、グリーンスクリーンのクリップは、ブルースクリーンのクリップに比べてスピルレベルを低めに設定
する方が良い結果が得られます。最初に、緑の場合は 46 ％、青の場合は 73 ％に設定してみることをお勧めし
ます。その後、コンポジットに応じてこれらの値をカスタマイズします。
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 • スピルコントラスト：このグレイスケールグラデーションを使って、抑制される色のコントラストを調整します。ブ
ラックポイントとホワイトポイントのハンドル（および対応するスライダ）を操作します。スピルのコントラストを
変更すると、前景の被写体の縁に見えるグレイの色漏れを減らすことができます。エッジの色漏れが暗すぎるとき
は、ブラックポイントのハンドル（コントロールの左側）をドラッグすると明るくなります。エッジの色漏れが明る
すぎるときは、ホワイトポイントのハンドル（コントロールの右側）をドラッグすると暗くなります。「スピルレベ
ル」スライダで中和するスピルの量に応じて、これらのコントロールが被写体に影響する度合いが変わります。

 • 黒、白：「スピルの抑制」行の開閉用三角ボタンをクリックすると、「黒」（ブラックポイント）と「白」（ホワイト
ポイント）の各パラメータのスライダが表示されます。これらのスライダは、前述の「スピルの抑制」ハンドル
の設定を反映しています。各スライダの右側にある「キーフレームを追加」ボタンを使うと、ブラックポイントと
ホワイトポイントのパラメータをキーフレームできます。

 • 色合い：このスライダを使って、キーイングした前景の被写体の自然色を再現します。「スピルの抑制」コント
ロールでは、青または緑のスピルを取り除くために、被写体に対するわずかな青または緑の色漏れと反射のサ
チュレーションが下げられます。「色合い」スライダを使うと、ヒューを追加することによって被写体の自然色を再
現できます。このパラメータを上げすぎると、被写体で、抑制されるヒューの補色（緑色の場合はマゼンタ、青
色の場合はオレンジ）が強くなりすぎます。

 • サチュレーション：このスライダを使って、「色合い」スライダで適用されるヒューの範囲を変更できます（「色合
い」スライダを適度なレベルで使用した場合）。

ヒント：これらのコントロールを使う順序としては、「色合い」を調整してから「サチュレーション」を調整するの
が最適です。

 • ミックス：このスライダを使って、フィルタを適用したイメージとブレンドする元のイメージの割合を設定します。
100 ％に設定すると、フィルタを適用したイメージだけになり、0 ％に設定すると、フィルタを適用していない元
のイメージになります。

マスクを使用してキーイング効果を高める

ガベージマスク
キーイングはほとんどの場合、多くの手順を必要とするプロセスです。キーイングフィルタを追加するのが最初の手
順であっても、対象物のエッジ周りの細部を保持する最適なキーを作成するには、通常さらに作業を行う必要があ
ります。このセクションで説明するマスクツールやアルファチャンネルフィルタを使うことで、ありきたりのキーをす
ばらしいものに変えられます。 

重要：マスクをキーイングと共に使用する場合は、キーヤーを適用してからマスクを適用します。

ショットのキーイングの 2 番目の手順では、ほとんどの場合、ガベージマスクを作成してブルースクリーンのステー
ジのエッジ、照明装置、背景に見えているテープなど、ショット内のキーイングできない不要なオブジェクトを切り取
ります。

Keyed imageOriginal image

ガベージマスクを使って、前景の細部を失わずにキーイングするのが困難な背景の一部を隠すこともできます。
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ガベージマスクを作成する

 m キーイングされたレイヤーを選択し、マスクツールを使って前景にある対象物の周りにマスクを描きます。

参考：対象物が移動している場合は、ガベージマスクをアニメートする必要があります。

デフォルトでは「マスクブレンドモード」は「追加」に設定されており、マスクの外側にあるものはすべて切り取ら
れ、マスク内の透明な領域だけが残ります。

次のイメージのように、マスク内の領域を切り取るには、「マスクブレンドモード」ポップアップメニューから「減算」
を選択します。

マスクの作成について詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

ホールドアウトマスク
キーを引いているときに、残そうとしているイメージの一部を失ってしまうことがあります。これは対象物の衣類の
カラーがキーイングする背景のカラーとほとんど同じだったり、非常に積極的なキーイング値を使う必要がある場合
に起こりえます。この例では、鳥の頭部と翼の小さな部分が、単なる青い空ではなくキーによって取り除かれていま
す。このままでは、これらの領域で背景のイメージが鳥を透過して表示されてしまいます。

Keyed image with “dirt” on the keyOriginal image

このような場合は、元のレイヤーを複製して、間違ってキーイングされている対象物の部分にマスクをかけ、キーイ
ングされたバージョンの上に合成して埋め戻すことができます。

参考：「スピル除去」フィルタでも、前景の対象物のカラーを変更することができます。「スピル除去」フィルタを
キーイングされたレイヤーに使う際は、場合によっては同じフィルタをホールドアウトマスクレイヤーに適用して、カ
ラーが合致しているか確認する必要があります。「スピル除去」フィルタについて詳しくは、498 ページのスピルの
抑制を参照してください。

ホールドアウトマスクを作成する

 1 前景の対象物をキーイングします。

「Motion」のキーイングフィルタの使いかたについて詳しくは、479 ページの「キーヤー」フィルタの概要 を参照
してください。

 2 キーイングされたレイヤーを複製します。

67% resize factor



 第 13 章    キーイング 501

 3 新たに複製したレイヤー（「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で元のレイヤーの上）で、元のキーイングフィ
ルタを削除します。

「スピル除去」フィルタを使った場合、これにより対象物のカラーが変えられている可能性があるため、これは削除
しないでください。

 4 新たに複製したレイヤーで、間違ってキーイングされた前景の領域にマスクをかけます。

キーイングされる対象物の中にマスクが完全に入っていることを確認します。

参考：対象物が移動している場合は、ホールドアウトマスクをアニメートする必要があります。

 5 必要に応じて、作成したマスクのエッジにぼかしを入れ、最初にキーイングしたオブジェクトと調和することを確認
します。

次のイメージでは、元のキーで残された「ゴミ」を削除することで、マスク内にクリーンなキーが作成されています。

 6 追加の手順として、最初にキーイングしたレイヤーと作成したホールドアウトマットを専用のグループ内にネストし
て、対象物全体を 1 つのオブジェクトとして操作可能にすることができます。

1 つの対象に複数のキーを適用する
1 つのキーイングフィルタでは、細部を維持しながら対象物全体をキーイングすることが困難な場合があります。た
とえば、均一でない照明や背景のカラーのために、対象物の髪の毛をキーイングするための最良の設定が、それ
以外の部分には使えないという場合です。そのような場合は、マスクを使って対象物のさまざまな部分を分離してか
ら、それぞれの領域に異なるキーイング設定を適用することができます。

オブジェクトを別々のキーイング領域に分割する

 1 グループを作成し、キーイングするレイヤーを新しいグループ内に配置します。

 2 別々にキーイングするイメージの各部に対して 1 つずつ複製ができるまで、キーイングするレイヤーの複製を作成し
ます。

 3 マスクツールを使用して、複製レイヤー内の対象物の各部分にマスクをかけます。

参考：マスクツールの使いかたについて詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

複製レイヤーが重なっていて、前景にギャップがないことを確認します。

参考：前景の対象物が動いていると、場合によっては重複するマスクをアニメートする必要があります。

 4 対象物の分離した部分に適切なキーイングフィルタを適用してから、各フィルタの設定を調整します。

最終的には、対象物の各部分に対して最適なキーを実現できるようになるでしょう。さらに、すべての複製を 1 つ
のグループにネストすれば、対象物を 1 つのオブジェクトとして操作し続けることができます。
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パーティクルの概要
パーティクルシステムを使えば、自動的にアニメートされる多数のオブジェクトを組み込んだ、洗練されたエフェク
トを作成できます。あらかじめ用意されているパーティクルエミッタのライブラリを使って作成済みのパーティクルシ
ステムをコンポジションに追加したり、プロジェクトのさまざまなイメージレイヤーまたはグループを使ってカスタム
のパーティクルエフェクトを作成したりできます。

パーティクルシステムは、HUD または「インスペクタ」でパラメータコントロールを調整することで変更できます。
ビヘイビア、キーフレーム、マスク、およびフィルタを追加することで、パーティクルシステムをさらに改良すること
ができます。

パーティクルシステムの作成について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でト
ピックを選択してください。

パーティクルシステムを最初から作成する詳しい手順については、以下を参照してください：

 • 538 ページの例 1：アニメーションの背景を作成する

 • 540 ページの例 2：アニメーションの魔法の粉を作成する

パーティクルシステムの仕組み
パーティクルシステムは 2 つの基本要素から成ります：

 • パーティクルエミッタ：イメージやシェイプに適用される特殊なタイプのエフェクトです。「インスペクタ」で設定
するパラメータに従って、イメージやシェイプを乗算したりアニメートしたりします。

 • パーティクルセル：パーティクルエミッタによって乗算およびアニメートされるイメージまたはシェイプです。

パーティクル
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パーティクルセルは、キャンバス内でエミッタにより生成されるパーティクルの「型」と考えられます。「Motion」で
は、イメージ、シェイプ、テキスト、ムービー、イメージシーケンスをはじめとするほとんどのレイヤーまたはグルー
プを、パーティクルセルのソースとして使うことができます。キャンバス内で作成される各パーティクルは基本的に
セルの複製で、表示中はパーティクルシステムのパラメータに従ってアニメートさせることができます。

Object prior to becoming a particle system Particle system

パーティクルシステムのセルとして使うレイヤーに応じて、そのパーティクルシステムの外観が決まります。パーティ
クルシステムに複数のセルを含めることもできるので、1 つのエミッタから数種類のパーティクルを放出させること
ができます。「パーティクルエミッタ」ライブラリ内にある高度なパーティクルプリセットの多くはこのようにして作成
されています。

Particle system based on a single cell  Particle system based on two cells

パーティクルシステムの各エレメントは「レイヤー」リストと「タイムライン」に表示されます。「レイヤー」リストに
は、エミッタとそのセルのほか、セルの作成に使った元のイメージやシェイプ（セルソースのオブジェクト）も表示
されますが、無効になっているため、キャンバスには表示されません。各セルはエミッタの下にサブレイヤーとして
表示されます（サブレイヤーの表示／非表示を切り替えるには、エミッタレイヤーの横の開閉用三角ボタンをクリッ
クします）。 

Cell (with behaviors applied)

Original object (disabled)

Emitter

エミッタとセルには、パーティクルシステムの動きを制御するための別々のパラメータが用意されています。たとえ
ば水まき用のホースがパーティクルシステムだとすると、ホースのノズルがエミッタで、水がパーティクルの流れで
す。エミッタのパラメータを変更すると、パーティクルが放出されるシェイプとパーティクルの方法が変化します。セ
ルのパラメータを変更すると、各パーティクルが影響を受けます。
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「Motion」のほかのエフェクトと同様に、パーティクルシステムのパラメータにキーフレームを設定してパーティク
ルエフェクトを時間と共に変化させることができます。たとえば、エミッタの「位置」パラメータにキーフレームを
設定することで、画面上のオブジェクトの後を追う泡のパスを作成できます。キーフレームの設定について詳しくは、
431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

エミッタがクリップ内の移動オブジェクトの後を追うようにしたり、プロジェクトの既存のトラッキングデータをエミッ
タに適用したりできます。「モーショントラッキング」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、932 ページのモー
ショントラッキングの概要を参照してください。

さらに、各セルまたはエミッタにビヘイビアを追加して、多様なエフェクトを作成することもできます（シミュレーショ
ンビヘイビアが特に効果的です）。セルにビヘイビアを適用すると、セルによって生成される各パーティクルにも適
用されます。これによって無限に近い多彩なエフェクトを作成することが可能になります。パーティクルシステムの
パラメータだけでなくセルにビヘイビアを追加すれば、通常の方法では作成できない複雑で自然な動きを簡単に作
成することができます。プロジェクトの別のオブジェクト（パーティクルシステムに含まれていないオブジェクト）に
ビヘイビアを適用することもできます。たとえば、オブジェクトに「反発」ビヘイビアを適用すると、そのオブジェク
トを中心にパーティクルが縫うように動くエフェクトが作成されます。ビヘイビアについて詳しくは、287 ページの
ビヘイビアの概要を参照してください。

参考：パーティクルシステムでは、セルとパーティクルは同じものではありません。セルは、パーティクル（キャン
バス内で生成される複数のオブジェクト）の「型」の役割を果たす（「レイヤー」リスト内の）レイヤーです。セ
ル自体は、「レイヤー」リスト内で淡色で表示される（無効化された）ソースオブジェクト（セルソース）のコピー
であるため、キャンバス内に表示されません。シェイプ、テキスト、イメージ、イメージシーケンス、クリップなど、
「Motion」内のほぼすべてのオブジェクトをセルソースとして使用できます。ソースに適用した変換はセルレイヤー
に反映され、その変換はキャンバス内で生成されるパーティクルに伝達します。たとえばセルソースとして矩形のシェ
イプを使っていてその矩形にシアーと回転を実行した場合、そのセルソースとしての矩形を使って作成したパーティ
クルにもシアーと回転が実行されます。

パーティクルシステムとレイヤーサイズ
パーティクルシステムは通常、消滅する前にキャンバスより大きくなったり、キャンバスの端からはみ出して移動す
るパーティクルを作成することができます。このため、レイヤーまたはグループのサイズがキャンバスの寸法よりも
はるかに大きくなる場合があります。キャンバスからはみ出したパーティクルは表示されません（「表示」メニューで
「表示領域をすべて表示」が有効になっている場合を除く）。ただし、プロジェクトにはそのまま残るため、処理す
ることは可能です。拡大するパーティクルを含むレイヤーにフィルタを適用する場合、またはそのようなレイヤーを
ソースオブジェクトとして使う場合は、「グループ」インスペクタにある「固定解像度」チェックボックスを選択しま
す（オブジェクトとしてグループを選択した場合のみ使用可能）。「固定解像度」パラメータにより、グループに固有
の幅と高さを設定できるため、その値を超えたオブジェクトは切り取られます。詳しくは、158 ページのグループサ
イズを制限するを参照してください。

参考：フィルタを適用したムービーをパーティクルセルのソースとして使うと、コンピュータの処理時間が長くな
ります。パフォーマンスを確保するには、フィルタを適用してシーケンスを書き出してから、そのシーケンスを再び
「Motion」に読み込み、セルソースとしてムービーを使います。
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パーティクルシステムを作成する

パーティクルシステムをプロジェクトに追加する
パーティクルシステムをプロジェクトに追加するには 2 つの基本的な方法があり、「ライブラリ」の「パーティクル
エミッタ」カテゴリからプリセットを選択する方法と、独自のイメージ、シェイプ、またはビデオクリップを使ってカス
タムのパーティクルシステムを作成する方法です。

「ライブラリ」からプリセットのパーティクルシステムを追加する
プロジェクトにパーティクルシステムを追加する最も簡単な方法は、「ライブラリ」の「パーティクルエミッタ」カテ
ゴリにあるプリセットを使うことです。さまざまな種類のパーティクルエフェクトがあり、その中から選択することが
できます。目的に近いものが見つかったらプロジェクトに追加して、後からパラメータを簡単にカスタマイズできま
す。パーティクルシステムをプロジェクトに追加する方法は、「Motion」のほかのオブジェクトの場合とまったく同
じです。

 1 「ライブラリ」で「パーティクルエミッタ」カテゴリをクリックします。

 2 「SF」、「パイロ」、「自然」などのパーティクルサブカテゴリをクリックします。

 3 「ライブラリ」スタックでパーティクルプリセットを選択します。

選択したパーティクルエミッタのアニメーションプレビューは、プレビュー領域で再生されます。

 4 使いたいパーティクルプリセットが見つかったら、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「適用」ボタンをクリックして、選択したパーティクルシステムをプロジェクトに追加します。キャンバスの中央に
追加されます。

参考：「Motion」環境設定のプロジェクトパネルで、「レイヤーの作成位置」を「プロジェクトの先頭」に設定
した場合、先頭のフレームにパーティクルシステムが追加されます。

 • パーティクルシステムを、「ライブラリ」スタックからキャンバス内の表示したい位置までドラッグします。
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 • パーティクルシステムを、「ライブラリ」スタックから「レイヤー」リストまたは「タイムライン」のグループにド
ラッグします。パーティクルシステムがキャンバスの中心に表示されます。

 • パーティクルシステムを、「ライブラリ」スタックから「タイムライン」のトラック領域にドラッグします。新しい
パーティクルを開始したいフレームまでドラッグしたら、マウスボタンを放します。

新しいパーティクルシステムのレイヤーが、すでに追加されているほかのレイヤーと合成されてプロジェクトに表示
されます。

参考：一部のエミッタは、モーションブラーが有効になっているときに最適な効果を発揮します。モーションブラー
が有効なプリセットの「ライブラリ」のエミッタとして、Jelly Bands、Light Transit、Rain Streaks、および Silly 
String があります。モーションブラーを有効にするには、キャンバスの上のステータスバーにある「レンダリング」
ポップアップメニューで「モーションブラー」を選択するか、「表示」＞「レンダリングオプション」＞「モーション
ブラー」と選択します（または Option ＋ M キーを押します）。

「ライブラリ」からパーティクルシステムを追加すると、プレビュー領域に表示されていた通りに動作します。必要に
応じて、HUD または「インスペクタ」でパーティクルシステムのエミッタパラメータを編集すると、独自の用途に
合わせることができます。パーティクルの HUD の使いかたについて詳しくは、508 ページの「エミッタ」HUD を
調整するを参照してください。パーティクルシステムのパラメータをカスタマイズする方法の全般的な説明について
は、514 ページの「エミッタ」のパラメータ および 524 ページの「セル」のパラメータ を参照してください。プロ
ジェクトに追加した後でなければ、パーティクルシステムは変更できません。

カスタムのパーティクルシステムを作成する
カスタムのパーティクルシステムを作成するには、新しいパーティクルエミッタでセルのソースとして使うレイヤーを
プロジェクトから選択する必要があります。「Motion」で作成した静止画像グラフィックス、アニメーションやビデ
オのクリップ、シェイプなど、プロジェクト内のどのレイヤーでもセルソースとして使用できます。エミッタを作成する
ときに選択したレイヤーが、パーティクルシステムの最初のセルになります。セルによってキャンバス内に生成され
る実際のパーティクルの見た目が決まります。

参考：グループをエミッタセルのソースとして使うこともできますが、コンピュータの処理のパフォーマンスが大幅に
低下する可能性があります。

 1 エミッタによって生成されるパーティクルのセルソースとして使用するレイヤーを作成します。

この例では、「ライブラリ」内にある「basic blur」イメージなど（「コンテンツ」カテゴリの「パーティクルイメー
ジ」サブカテゴリ内）、シンプルな白い円形グラデーションのイメージを使います。

 2 キャンバスで、パーティクルシステムの中心にする位置にオブジェクトを移動します。

 3 オブジェクトを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • ツールバーで「パーティクルを作成」ボタンをクリックします。

Make Particles

 • E キーを押します。
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パーティクルエミッタをプロジェクトに追加すると、以下のようになります：

 • 「レイヤー」リストにエミッタが選択された状態で表示されます。

 • エミッタの下には「パーティクル化」されるイメージを含むセルが表示されます。

 • 元のソースレイヤー（セルソース）は無効になっています。

参考：不透明度やシアーなど、元のソースレイヤーに加えられた変更は、エミッタ作成後のパーティクルにも適
用されます。

 • キャンバスにエミッタの境界ボックスが表示されます。

 • 先頭のパーティクルは、キャンバスの元のレイヤーと同じ位置に表示されます。パーティクルが選択されているよ
うに見えますが、境界ボックスがエミッタ全体を表しています。

 • 「エミッタ」HUD が表示されます。HUD が表示されない場合は、F7 キーを押します。

参考：フレームレートが 30 フレーム /秒（fps）を超えるプロジェクトの場合は、プロジェクトの先頭フレームに
（先頭のパーティクルではなく）境界ボックスだけが表示されることがあります。「Motion」ではデフォルトで
パーティクルが 1 秒につき 30 個というレートで生成されるため、すべてのフレームにパーティクルが表示される
保証はありません。

デフォルトでは、（セルが 1 つの）新規パーティクルシステムの先頭フレームには、パーティクルが 1 つありま
す。プロジェクトを再生する（スペースバーを押す）と、さらにパーティクルが生成されてエミッタの中心から放
出されます。

デフォルトでは、新規セルはフレームごとにすべての方向にパーティクルを 1 つ放出（30fps プロジェクトの場
合）し、各パーティクルは、5 秒間の表示時間中（30 fps のプロジェクトでは 150 フレーム）、1 秒ごとに 100 
ピクセルずつエミッタから遠ざかります。

参考：「パーティクルセル」インスペクタの「初期値」パラメータを使ってデフォルトのビヘイビアを変更して、先
頭のフレームで一気にパーティクルを放出させます。詳しくは、514 ページの「エミッタ」のパラメータ を参照し
てください。
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パーティクルシステムを作成したり、既存のパーティクルシステムのパラメータを変更したりすると、各パーティ
クルのパスが即座に計算されて事前に決定されます。パーティクルの数と動きはランダムに見えるかもしれませ
んが、システムのパラメータに基づいており完全に予測可能です。同じパラメータを使って同じパーティクルシス
テムを 2 回再生すれば、パーティクルの動きは正確に同じになります。一連のランダム値を新しく事前決定した
い場合は、求めている結果が得られるまで繰り返し「ランダムシード」設定を変更してみてください。

1 つのエミッタ内の複数のセル
パーティクルシステムを最初から作成する場合は、「レイヤー」リストで 1 つのエミッタ内に複数のセルを置くことが
できます。これにより、さまざまなパーティクルが重なり合う複雑なコンポジションを作成できます。

1 つのエミッタには、必要な数だけセルを追加できます。各セルには専用のパラメータがあって、そのセルからパー
ティクルをどのように作成するかを制御できます。「レイヤー」リストでセルを選択すると、そのセル専用の「パー
ティクルセル」が「インスペクタ」に表示されます。複数のセルがあるパーティクルシステムの場合は、各セルの
パラメータに従って各セルから同時にパーティクルが生成されます。

1 つのエミッタ内で複数のセルを使う例については、540 ページの例 2：アニメーションの魔法の粉を作成するを
参照してください。

追加のセルを作成するには、最初にエミッタを作成するときに複数のレイヤーを選択するか、追加のソースレイヤー
を「レイヤー」リストのエミッタにドラッグします。

参考：複数のソースを使ってパーティクルシステムを作成する場合、生成されたエミッタはキャンバス内でソースの
位置を平均化した場所に配置されます。

HUD でパーティクルエミッタを調整する

「エミッタ」HUD を調整する
エミッタを作成すると、「エミッタ」インスペクタと「パーティクルセル」インスペクタのデフォルトパラメータに従っ
てパーティクルシステムが動きます。「エミッタ」HUD で、これらのパラメータのうち最も重要なパラメータを変更
することができます。 

「パーティクルエミッタ」HUD を表示する
 m 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバスでエミッタを選択します。

HUD が表示されます。（表示されない場合は、F7 キーを押します。）

HUD を使ってシンプルなスモークエフェクトを作成する
この例では、505 ページのパーティクルシステムをプロジェクトに追加するで作成したエミッタを使います。

選択したパーティクルシステムを調整する前に、パーティクルシステムのエフェクトを完全に確認できるフレームま
で、「タイムライン」で再生ヘッドをドラッグして進めます。そうすれば、調整の結果をすぐに確認できます。
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 1 「エミッタ」HUD で「調整」スライダを左にドラッグして、パーティクルのサイズを小さくします。

これにより、個々のパーティクルが見やすくなります。

 2 エミッタの HUD で放出コントロールの外側のリング（青い矢印付きの円）をクリックして右にドラッグし、パーティ
クルが作成される領域（放出範囲）の角度を制限する狭い範囲を指定します。

ドラッグしていくと、放出範囲を決定する 2 点は、放出コントロールの中心の周囲を対称に回転します。放出範囲
が次のような右向きの角度になったら、マウスボタンを放します。（放出範囲を調整するとキャンバスでパーティクル
の位置が変化し、調整の結果をすぐに確認できます。）

 3 パーティクルを上に向かって放出させるには、放出範囲内をドラッグし、青い矢印が中心のコントロールよりいくら
か右よりの上方向を指すまで反時計回りに回転させます。外側にドラッグし続けると、矢印が長くなります。

矢印のアングルでパーティクルの放出角度を制御します。矢印の長さでパーティクルの速度を制御します。矢印が長
いほどパーティクルの動きが速くなります。

 4 エミッタの HUD で、「発生量」スライダを右側にドラッグして、エミッタで作成されるパーティクルの数を増やしま
す。
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発生量を増やすと、より多くのパーティクルが作成され、ほぼ 1 つにまとまった「スモーク」の列が形成されます。
パーティクルはエミッタから遠ざかるにつれて、さらに離れていきます。

HUD のコントロールは非常に便利ですが、「インスペクタ」の「エミッタ」パネルおよび「パーティクルセル」パ
ネルにはカスタマイズ可能なさらに多くのパラメータが用意されています。詳しくは、514 ページの「エミッタ」の
パラメータおよび 524 ページの「セル」のパラメータ を参照してください。

「エミッタ」HUD のコントロール
「エミッタ」HUD には、パーティクルシステムのサイズおよびシェイプを変更する際に必要な、頻繁に使うエミッタ
コントロールが含まれています。これらのパラメータは「エミッタ」インスペクタにあるパラメータの一部です。2D 
プロジェクトでは、「エミッタ」HUD にスライダのグループと放出コントロールがあり、「放出範囲」、「放出角度」、
「速度」の 3 つのパーティクル・システム・パラメータを視覚的に操作できます。

Emission angle 
(angle of arrows) and 
speed (length of arrows)

Emission range

「エミッタ」インスペクタで「3D」を有効にすると、「エミッタ」HUD に追加の 3D コントロールが表示されます。
3D の場合、放出コントロールは「エミッションの緯度」と「エミッションの経度」パラメータを変更します。 

Emission control 
(pointed and 
spread upward)
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エミッタと 3D 変形ツール（ツールバー内）を選択すると、「3D エミッタ」HUD が拡大して、エミッタを含むグルー
プが 2D か 3D かに関係なく、X、Y、Z 空間でエミッタを変形できる追加のコントロールが表示されます。

HUD での 3D 変形コントロールの使いかたについて詳しくは、889 ページの 3D 変形ツールの概要を参照してく
ださい。

複数のセルが含まれているパーティクルシステムの場合、エミッタの HUD のパラメータを使うと、互いに関連す
る各セルのパラメータのエフェクトを同時に変更できます。つまり、異なる調整値を持つ 2 つのセルで構成された
パーティクルシステムの場合、HUD で調整値を変更すると、両方のセルのサイズが同時に変更されます。たとえ
ば、HUD で調整を 200%増やしても両方のセルの調整は 200%に変わりませんが、元の調整値に相対してセル
のサイズが変更されます。

Original particle system Particle system scaled to 200 percent

このため、セルが複数あるエミッタでは、HUD パラメータはパーセンテージで表示されます。1 つのセルのパラ
メータを変更すると、セルパラメータが直接調整されます。

「エミッタ」HUD のコントロール
 • 発生量：作成される 1 秒当たりのパーティクルの数を指定するスライダです。

 • 表示時間：各パーティクルを画面上に表示する時間を（秒で）指定するスライダです。

 • 調整：セルの元のサイズに対する各パーティクルのサイズを指定するスライダです。

 • 放出範囲：パーティクルが放出される角度を定義するスライダです。
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 • 放出コントロール：次に説明するように、いくつかのパラメータを同時に変更できるグラフィカルなコントロール
です：

 • 放出範囲（2D のみ）：グラフィカルな放出コントロールの外側リングで 2 点をドラッグして、パーティクルを生
成する際の範囲を指定します。つまり、「放出範囲」パラメータは、パーティクルの生成時に放出する範囲を円
グラフ上の範囲によって定義します。このグラフィカルなコントロールは、「放出範囲」スライダと同じパラメー
タを制御します。

 • 放出角度（2D のみ）：青い矢印を時計回りまたは反時計回りにドラッグして、パーティクルが放出される際の
方向を（「放出範囲」コントロールで定義した角度内で）変更します。

 • 放出速度（2D のみ）：青い矢印を外側または内側にドラッグして、エミッタからどれくらいの速さでパーティク
ルを放出するかを指定します。

HUD でグラフィカルな放出コントロールをより正確に操作するには、以下の修飾キーを使います：

 • Shift キー（放出角度の調整時）：「アングル」の増分を 45 度に制限します。

 • Shift キー（放出範囲の調整時）：2D のエミッタを使って作業する場合、増分を 22.5 度に制限します。

 • Command キー：2D のエミッタを使って作業する場合、放出角度だけを調整します。

 • Option キー：2D のエミッタを使って作業する場合、放出速度だけを調整します。

 • 「エミッションの緯度」／「エミッションの経度」コントロール（3D のみ）：3D パーティクルエミッタを使ってい
る場合（「エミッタ」インスペクタで「3D」チェックボックスを選択した場合）、HUD の放出コントロールによっ
て「エミッションの緯度」と「エミッションの経度」パラメータを変更できます。

球の円心をドラッグして、パーティクルの放出方向（緯度と経度）を変更します。「エミッタ」インスペクタでは特
定の値を入力することもできます。

「放出範囲」スライダ（球の上）をドラッグして、パーティクルを生成する際の範囲を指定します。つまり、この
コントロールは 3D 空間でパーティクルを生成する際の放出範囲の円錐のサイズを定義します。
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「インスペクタ」でパーティクルエミッタとそのセルを調整する

エミッタとセルのパラメータの概要
パーティクルエミッタとパーティクルセルのパラメータは密接に関連していますが、それぞれの目的が異なります。エ
ミッタパラメータは、アニメートされるパーティクルの全体的なシェイプと方向を制御します。その他のエミッタのパ
ラメータは、エミッタ内のすべてのセルのパラメータを同時に変更します。

パーティクルセルのパラメータは、エミッタから生成された後にパーティクルのビヘイビアを制御します。詳しくは、
524 ページの「セル」のパラメータ を参照してください。

パーティクルシステムの「エミッタ」インスペクタを開くには

 1 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバスでエミッタオブジェクトを選択します。

 2 「インスペクタ」で「エミッタ」をクリックします（このパネルがまだ表示されていない場合）。

「エミッタ」インスペクタの内容は動的で、パーティクルシステム内のセルの数、使用されるエミッタシェイプ、およ
び「3D」チェックボックスが選択されているかどうかに応じて表示されるパラメータが異なります。

セルの「パーティクルセル」インスペクタを開くには

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、エミッタに含まれる任意のセルを選択します。

 2 「インスペクタ」で「パーティクルセル」をクリックします（このパネルがまだ表示されていない場合）。

セルコントロールが表示されます。

1 つのセルと複数のセルのエミッタのパラメータ
パーティクルシステムに 1 つのセルしかない場合は、エミッタのパラメータとセルのパラメータが両方とも「エミッ
タ」インスペクタに表示されます。この場合、この 1 つのインスペクタでパーティクルシステムのすべての機能を制
御できるので、「エミッタ」インスペクタと「パーティクルセル」インスペクタの両方を使わなくても済みます。
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パーティクルシステムに複数のセルがある場合は、「エミッタ」インスペクタの表示が大きく異なります。パラメータ
のリストが短くなり、セルのパラメータの大半がマスターコントロールの少数のグループ（デフォルトで非表示）に
置き換わります。

マスターコントロールを使って変更を行うと、各セルのパラメータのエフェクトがシステムのほかのセルに対して相
対的に変更されます。たとえば、パーティクルシステムに 3 つのセルがあり、「調整」の値が異なる場合は、「エ
ミッタ」インスペクタで「調整」パラメータを大きくすると、3 つのセルすべての「調整」の値に同じ率が掛けられ
ます。その結果、システムのすべてのパーティクルのサイズが拡大または縮小され、各パーティクルのほかのパー
ティクルに対する相対的なサイズは保持されます。このため、複数セルのパーティクルシステムの「マスターコント
ロール」パラメータはパーセントで表示されます。

「エミッタ」のパラメータ
「エミッタ」インスペクタの「エミッタコントロール」グループにあるパラメータによって、プロジェクト内のパーティ
クルの分散とレンダリングの方法が決まります。

これらのコントロールのいくつかは、エミッタの HUD に表示されるものと同じものですが、1 つだけ違いがありま
す：「エミッタ」HUD の放出コントロールを使った場合、1 つのグラフィカルコントロールで「範囲」、「アングル」、
「緯度（3D）」、「経度（3D）」、および「速度」の各パラメータを操作できます。一方、「エミッタ」インスペクタ
ではパラメータごとに個々のコントロールを使います。

参考：「情報」インスペクタと「エミッタ」インスペクタのエミッタパラメータにキーフレームを設定して、時間の経
過と共に値を変えることができます。ただし、個々のパーティクルのアニメーションを制御することはできません。
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「エミッタ」インスペクタの一部のパラメータは、ほかのパラメータの設定に依存します。パラメータのあらゆる組み
合わせについては、以下に説明します。

インスペクタに表示されるエミッタパラメータ
 • シェイプ：「エミッタ」インスペクタの最初のパラメータは「シェイプ」ポップアップメニューです。「3D」が無効
になっているときは、9 種類のオプションが使用可能となっています。「3D」チェックボックスが選択されている
ときは、さらに 2 種類のシェイプが使用可能となります。シェイプが異なると、生成されたパーティクルの分布
も大幅に異なります。いずれかのエミッタのシェイプを選択すると、そのシェイプに固有のさまざまなパラメータが
「エミッタ」インスペクタに表示されます。たとえば、シェイプとして「矩形」を選択すると、「調整」オプション
の「アウトライン」、「タイル状に塗りつぶす」、および「ランダムに塗りつぶす」が使用可能になります。シェイ
プとして「スパイラル」を選択すると、「調整」パラメータが隠れ、「半径」、「アームの数」、および「ツイスト」
などのパラメータが新たに使用可能となります。これらのさまざまなパラメータにより、パーティクルの分布に関
して追加のコントロールが提供されます。

さらに、「3D」チェックボックスを選択すると、すべてのエミッタシェイプで「パーティクルをレンダリング」、「エ
ミッションの緯度」、「エミッションの経度」、および「奥行きによる順序指定」の各パラメータが使用可能になり
ます。

「シェイプ」ポップアップメニューには、次の項目が含まれます：

 • 点：最もシンプルなエミッタシェイプで、新しいエミッタのデフォルトシェイプになります。パーティクルシステ
ムの放出位置を 1 つ指定します。「点」シェイプにはこれ以外のパラメータはありません。
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 • 線：パーティクルは線から放出されます。画面のコントロールと「項目を調整」ツール、または「情報」イン
スペクタを使って、行の長さと位置を指定できます。「インスペクタ」でパーティクルが放出される点に固有ナ
ンバーを設定できます。このエミッタシェイプは、広範囲にわたって流れ落ちるシート状のパーティクルを作成
する場合に便利です。「線」シェイプでは追加のパラメータが表示されます。

 • 矩形：矩形のエッジに沿って、あるいはタイル状の塗りつぶしまたはランダムな塗りつぶしのパターンに従って
パーティクルが放出されます。画面のコントロールと「項目を調整」ツールを使って、矩形のサイズと位置を
指定できます。コーナーをドラッグして幅と高さを調整します。幅と高さを個別に調整する場合は、端をドラッ
グします。「調整」での選択内容に応じて、「矩形」エミッタシェイプに追加パラメータが表示されます。以下
のイメージでは、エミッタシェイプの「調整」パラメータが「アウトライン」に設定されています。

矩形のコーナーをより正確に操作するには、画面のコントロール（および「項目を調整」ツール）と次の修飾
キーを併用します：

 • Option キー：サイズを調整するときに、アンカーポイントを固定したまま、均等に縮小／拡大されます。

 • Shift キー：比率を変えずにサイズを調整します。

 • 円：円形のエミッタからパーティクルが放出されます。アウトライン、タイル状の塗りつぶしまたはランダムな
塗りつぶしの各パターンでパーティクルを放出できます。このエミッタのシェイプは、コンポジション内の要素
をエッジから放出するパーティクルで囲む場合に便利です。（項目を調整ツールの）オンスクリーンコントロー
ルを使って、円のサイズと位置を指定できます。「調整」での選択内容に応じて、「円」エミッタシェイプに追
加パラメータが表示されます。以下のイメージでは、シェイプの「調整」パラメータが「アウトライン」に設定
されています。
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 • バースト：パーティクルはバーストパターンから放出されます。（項目を調整ツールの）オンスクリーンコント
ロールを使って、バーストのサイズと位置を指定できます。バーストシェイプでは追加のパラメータが表示され
ます。

 • スパイラル：パーティクルはスパイラルパターンから放出されます。（項目を調整ツールの）オンスクリーンコ
ントロールを使って、スパイラルのサイズと位置を指定できます。スパイラルシェイプでは追加のパラメータが
表示されます。

 • 波：パーティクルが波形から放出されます。画面のコントロールと「項目を調整」ツール、または「エミッタ」
インスペクタの「始点」パラメータと「終点」パラメータを使って、波の長さと位置を指定できます。波シェイ
プでは追加のパラメータが表示されます。
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 • ジオメトリ：スプラインオブジェクトがシェイプソースとして指定されたシェイプのエッジから、パーティクルが放
出されます。「ジオメトリ」シェイプでは追加のパラメータが表示されます。次の右図は、エミッタのソースとし
て使用されるシェイプを表します。左図は、シェイプのソースのエッジから放出されるパーティクルを表します。

パーティクルエミッタのジオメトリシェイプのソースとしてシェイプを適用するには、「シェイプ」ポップアップメ
ニューから「ジオメトリ」が選択された後で、「エミッタ」インスペクタでシェイプを「シェイプソース」ウェルに
ドラッグします。

 • イメージ：イメージによって指定された領域からパーティクルが放出されます。放出元がイメージのエッジに限
定されている場合もあります。イメージにはアルファチャンネルがあってもなくてもかまいません。ある場合は、
アルファチャンネルのシェイプを使ってエミッタのシェイプを指定することもできます。イメージシェイプでは追
加のパラメータが表示されます。次の右図は、エミッタのイメージソースとして使用されるイメージを表します。
左図は、イメージ内から放出されるパーティクルを表します。

パーティクルエミッタのイメージソースとしてイメージを適用するには、「シェイプ」ポップアップメニューから「イ
メージ」が選択された後で、「エミッタ」インスペクタでイメージを「画像ソース」ウェルにドラッグします。
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 • ボックス：このオプションは、「エミッタ」インスペクタで「3D」チェックボックスが選択されている場合に使用
可能です。3D の立方体の表面（アウトライン）に沿って、あるいはタイル状の塗りつぶしまたはランダムな塗
りつぶしのパターンに従ってパーティクルが放出されます。画面のコントロールと「項目を調整」ツールを使っ
て、矩形のサイズと位置を指定できます。手前の水平線をドラッグすれば高さを、手前の垂直線をドラッグすれ
ば幅を、後方の線をドラッグすれば奥行きをそれぞれ調整でき、手前側のコーナーをドラッグすれば高さと幅
を同時に調整できます。エミッタを再配置するには、エッジやコーナーポイントではなく、シェイプ内をドラッグ
します。選択した「調整」によっては、ボックスシェイプに追加のパラメータが表示されることもあります。以
下のイメージでは、ボックスの「調整」が「タイル状に塗りつぶす」に設定されています。

 • 球：このオプションは、「エミッタ」インスペクタで「3D」チェックボックスが選択されている場合に使用可能
です。3D の球の表面（アウトライン）に沿って、あるいはタイル状の塗りつぶしまたはランダムな塗りつぶし
のパターンに従ってパーティクルが放出されます。画面のコントロールと「項目を調整」ツールを使って、球
の半径と位置を指定できます。球のアウトラインをドラッグすれば半径を調整でき、球の内側をドラッグすれば
キャンバス内で移動できます。「球」を選択すると、「調整」パラメータを使用できるようになります。選択した
「調整」によっては、球シェイプに追加のパラメータが表示されます。

 • 調整：このポップアップメニューは、「シェイプ」ポップアップメニューで「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボック
ス」、または「球」が選択されているときに表示され、パーティクルをどのパターンで生成するかを指定します。
「調整」には以下のオプションがあります：

 • アウトライン：2D エミッタの場合は、シェイプのエッジに沿ってパーティクルを放出します。3D エミッタの場
合は、シェイプの表面に沿ってパーティクルを放出します。

 • タイル状に塗りつぶす：円、矩形、イメージ、ボックス、または球の中の、行、列、およびランク（3D のエ
ミッタの場合）のタイルパターンからエミッタを放出します。列、行、およびランクの数だけでなく、タイルの
オフセットも指定できます。

 • ランダムに塗りつぶす：円、矩形、イメージ、ボックス、または球の中から、パーティクルをランダムに放出し
ます。

 • サイズ：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「矩形」または「ボックス」を選択すると使用可
能になります。パーティクル放出元の矩形またはボックスのサイズを指定します。「サイズ」スライダは、「調整」
が「アウトライン」、「タイル状に塗りつぶす」、または「ランダムに塗りつぶす」のいずれに設定されていても使
用可能です。シェイプとして「矩形」を選択すると、「幅」および「高さ」の各パラメータが使用可能になります。
「ボックス」を選択すると、「深度」パラメータが使用可能になります。

参考：高さはプロジェクトピクセルで測定し、幅はスクエアピクセルで測定します。これは、キャンバスの右上隅
にある「表示」ポップアップメニューで「アスペクト比を補正」を選択している場合（チェックマークが付いた状
態）、数値上スクエアなシェイプが、画面でもスクエアに表示されるようにするためです。
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 • 列：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」
を選択し、さらに「調整」を「タイル状に塗りつぶす」に設定すると使用可能になります。選択したエミッタシェ
イプのグリッドの横方向のエミッタポイントの数を指定します。不規則なシェイプ（矩形以外）の場合は、シェイ
プの外側に位置するグリッドの点は無視されます。

 • 行：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」
を選択し、さらに「調整」を「タイル状に塗りつぶす」に設定すると使用可能になります。選択したエミッタシェ
イプのグリッドの縦方向のエミッタポイントの数を指定します。不規則なシェイプ（矩形以外）の場合は、シェイ
プの外側に位置するグリッドの点は無視されます。

 • ランク：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「ボックス」または「球」を選択し、さらに「調
整」を「タイル状に塗りつぶす」に設定すると使用可能になります。パーティクルが放出される選択したシェイプ
のグリッドの Z 空間にあるポイント数を指定します。

 • タイルのオフセット：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボック
ス」、または「球」を選択し、さらに「調整」を「タイル状に塗りつぶす」に設定すると使用可能になります。0 
～ 100%の値を指定すると、行が右方向にオフセットされます 0 ～ -100%の値を設定すると、行が左方向にオ
フセットされます。50 または -50%の値を設定すると、「レンガ状の」パターンが作成されます。

 • 画像ソース：このイメージウェルは、「シェイプ」ポップアップメニューで「イメージ」が選択されているときに表
示され、エミッタのシェイプを定義するために使用するオブジェクトを指定できます。 

 • シェイプソース：このイメージウェルは、「シェイプ」が「ジオメトリ」に設定されているときに表示され、エミッ
タのシェイプを定義するスプラインオブジェクトを指定できます。

 • エミッションアルファ・カットオフ：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「イメージ」を選択する
と使用可能になります。「画像ソース」オブジェクトにアルファチャンネルが含まれている場合は、このスライダを
使って、ソースイメージ上の指定のポイントでパーティクルを作成する際に必要となる不透明度の最小値を指定し
ます。たとえば 25%に設定した場合、イメージのアルファ値が不透明度 25%以上の場所にのみパーティクル
が表示されます。「エミッションアルファ・カットオフ」値が低いほど、多くのパーティクルが生成されます。この
パラメータを効果的に使うには、透明度がさまざまに異なる領域がアルファチャンネルに含まれている必要があ
ります。

 • 始点：このパラメータは、「シェイプ」を「線」または「波」に設定すると使用できるようになり、エミッタシェイ
プとして使用される線の始点を X 座標と Y 座標で定義する 2 つの値スライダで構成されます。開閉用三角ボタ
ンをクリックすると、終点の Z 位置を変更できます。キャンバスのコントロール（それと「項目を調整」ツール）
を使えば、これらの値をキャンバス上で調整することもできます。

 • 終点：このパラメータは、「シェイプ」を「線」または「波」に設定すると使用できるようになり、エミッタシェイ
プとして使用される線の終点を X 座標と Y 座標で定義する 2 つの値スライダで構成されます。開閉用三角ボタ
ンをクリックすると、終点の Z 位置を変更できます。キャンバスのコントロール（それと「項目を調整」ツール）
を使えば、これらの値をキャンバス上で調整することもできます。

 • ポイントで放出：このチェックボックスは、「シェイプ」ポップアップメニューで「線」、「矩形」（「調整」が「ア
ウトライン」または「ランダムに塗りつぶす」）、「円」（「調整」が「アウトライン」または「ランダムに塗りつ
ぶす」）、「バースト」、「スパイラル」、「波」、「ジオメトリ」、「ボックス」（「調整」が「アウトライン」）、または
「球」（「調整」が「アウトライン」）が選択されている場合に使用可能です。「ポイントで放出」チェックボックス
を選択すると、（「ポイント」パラメータでの定義に従って）パーティクル放出元のポイントの数が制限されます。
チェックボックスの選択を解除すると、パーティクルは線またはエッジの任意の位置から放出されます。「項目を
調整」ツールを選択すると、ポイントがキャンバスに表示されます。「ポイントで放出」を選択している場合、さ
らに「ポイント」と「オフセット」という 2 つのパラメータが使用できます。

 • ポイント／アームあたりのポイント数：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「線」、「矩形」（「調
整」を「アウトライン」に設定）、「円」（「調整」を「アウトライン」に設定）、「バースト」、「スパイラル」、「波」、
「ジオメトリ」、または「イメージ」を選択すると使用可能になります。パーティクルが放出されるポイントの数
を定義します。シェイプが矩形または円の場合、「パターン」ポップアップメニューで「アウトライン」が選択さ
れていると、パーティクルはシェイプのエッジに沿って均等に分布したポイントから放出されます。「項目を調整」
ツールを選択すると、ポイントがキャンバスに表示されます。

ポイントを多数使うと、コンピュータの処理パフォーマンスが遅くなります。
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 • 半径：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または
「球」を選択し、さらに「調整」を「タイル状に塗りつぶす」に設定すると使用可能になります。パーティクル
放出元のシェイプのサイズを指定します。

 • ツイスト：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「スパイラル」が選択されている場合に使用可能
です。スパイラルの回転数を指定します。デフォルト値は 0.25 です。

 • アームの数：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「バースト」または「スパイラル」が選択さ
れている場合に使用可能です。パーティクルが放出される分岐数を指定します。デフォルト値は 3 です。

Spiral emitter shape set to default Number 
of Arms and Twists 

Spiral emitter shape with Number of Arms 
set to 3 and Twists set to .70

 • 振幅：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「波」が選択されている場合に使用可能です。波の
最高到達点から最低到達点までの距離の半分を指定します。大きな値を設定すると、波の振幅が大きくなります。

 • 周波数：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「波」が選択されている場合に使用可能です。波
の数を指定します。大きな値を設定すると、波の周波数が大きくなります。

 • 位相：このダイヤルは、「シェイプ」ポップアップメニューで「波」が選択されている場合に使用可能です。パス
の始点および終点からの波のオフセットの角度を定義します。0 度（デフォルト）に設定すると、波の始まりと終
わりが波の最高点と最低点の中間になります。90 度に設定すると、波の始まりと終わりが波の最高点になりま
す。90 度に設定すると、波の始まりが波の最低点になります。180 度に設定すると、0 度に設定した場合と同
様になりますが、動きは反転されます。

 • ダンプ：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「波」が選択されている場合に使用可能です。波
の動きを段階的に消滅させる方向を指定します。「ダンプ」を正値に設定すると、波は前向きに消滅します（左
から右へ）。負値に設定すると、波は後ろ向きに消滅します（右から左へ）。

 • オフセット：このスライダは、「シェイプ」ポップアップメニューで「線」、「矩形」（「調整」を「アウトライン」に
設定）、「円」（「調整」を「アウトライン」に設定）、「バースト」、「スパイラル」、「波」、「ジオメトリ」、または
「イメージ」を選択すると使用可能になります。エミッタ自体、またはシェイプ上で生成されたパーティクルのい
ずれかをオフセットします。たとえばエミッタのシェイプが線の場合、オフセットの値を変更すると、エミッタの位
置がキャンバス内で移動します。エミッタのシェイプが矩形で、パターンがアウトラインに設定されている場合、オ
フセットの値を変更すると、パーティクルはシェイプのエッジに沿って移動します。

 • 3D：このチェックボックスを選択すると、3D のエミッタシェイプ（「ボックス」と「球」）が使用可能になります。
3D 空間ではすべてのエミッタシェイプを使うことができるため、「3D」チェックボックスを選択すると、すべて
のエミッタシェイプで追加の 3D パラメータである「パーティクルをレンダリング」、「エミッションの緯度」、およ
び「エミッションの経度」が使用可能になります。これらの追加パラメータは、「エミッタ」インスペクタおよび 
HUD に表示されます。

これらのパラメータは、「調整」の設定に関係なく、すべてのシェイプで使用可能です。

参考：「3D」チェックボックスを選択すると、パーティクルは反射を受けることができず、「情報」インスペクタの
「反射」パラメータをエミッタに使用できなくなります。さらに、「3D」チェックボックスを選択した場合、パー
ティクルが影を落としたり、照明の影響を受けたりするようにするためには、「パーティクルをレンダリング」ポッ
プアップメニューで「グローバル 3D で（高品質）」が選択されている必要があります。

HUD でその他の 3D コントロールの使いかたについて詳しくは、510 ページの「エミッタ」HUD のコントロー
ルを参照してください。
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 • 放出角度：このダイヤルは、「シェイプ」ポップアップメニューが 2D シェイプに設定されているときに表示され、
パーティクルが放出される方向を設定します。このパラメータは「放出範囲」パラメータと連携して機能します。
これは「エミッタ」HUD のグラフィカルな放出コントロール機能の 1 つに相当します。

参考：「線」、「円」、「矩形」、「スパイラル」、「バースト」、「波」などの、「点」以外のエミッタシェイプを使い、
「調整」ポップアップメニューから「アウトライン」を選択した場合、「放出角度」パラメータを 180 度に設定し
「放出範囲」パラメータを 0 度に設定すると、パーティクルがシェイプの内側から放出されます。「放出角度」パ
ラメータを 0 度に設定し、「放出範囲」パラメータを 0 度に設定すると、パーティクルがシェイプの外側から放
出されます。

 • 放出範囲：各放出ポイントの中心の周囲で、パーティクルの放出範囲の領域を制限するダイヤルです。方向は「放
出角度」で指定した値に従います。これは「エミッタ」HUD のグラフィカルな放出コントロール機能の 1 つに
相当します。

参考：「線」、「円」、「矩形」、「スパイラル」、「バースト」、または「波」（「ジオメトリ」は除く）のシェイプを使
用している場合、「放出範囲」パラメータを 0 度に設定すると、パーティクルの放出時、パーティクルはエミッタ
に対して常に垂直に維持されます。

 • パーティクルをレンダリング：「3D」チェックボックスを選択したときに表示されるポップアップメニューで、パー
ティクルの 2 つのレンダリング方法の中からいずれかを選択できます：

 • ローカル 3D で（高速）：デフォルトの設定です。パーティクルが高速でレンダリングされます。ただし、パー
ティクルグループのレイヤーまたはほかのグループのレイヤーと交差することはできません。また、パーティク
ルが影を落とすこともできません。

 • グローバル 3D で（高品質）：この設定を選択すると、パーティクルをエミッタグループのレイヤーおよびほか
のグループのレイヤーと交差させることができます。ただし、この設定を選択すると、プロジェクトの再生のパ
フォーマンスが低下します。

重要：3D パーティクルで影を落として、光や被写界深度の設定の影響を受けるようにするには、「3D」チェッ
クボックスを選択して、「パーティクルをレンダリング」ポップアップメニューから「グローバル 3D で（高品質）」
を選択する必要があります。

 • エミッションの緯度：「3D」チェックボックスを選択した場合に使用可能です。このダイヤルによってパーティクル
の放出方向を緯度で指定します。

 • エミッションの経度：「3D」チェックボックスを選択した場合に使用可能です。このダイヤルによってパーティクル
放出元の回転軸を経度で指定します。

 • 奥行きによる順序指定：このチェックボックスは「3D」チェックボックスを選択すると使用可能になります。「奥
行きによる順序指定」チェックボックスの選択を解除すると、パーティクルの分布がサイズに関係なく完全にラン
ダムになります。その結果、パーティクルが遠近法に従っていないような配置になる可能性があります。
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このチェックボックスを選択すると、プロジェクト内の各パーティクルの実際の 3D 位置に従って、パーティクルシ
ステムでパーティクルが描画されます。つまり、パーティクルはカメラに近いほど近くにあるように見え、カメラ
から遠いほど離れているように見えます。

 • レンダリングの順番：新しいパーティクルをすでに生成されているパーティクルの前面に描画するか背面に描画す
るかを指定するポップアップメニューです。次の 2 つのオプションがあります：

 • 古い順に：新しいパーティクルが古いパーティクルの前面に表示されます。

 • 新しい順に：新しいパーティクルが古いパーティクルの背面に表示されます。

 • 分散パーティクル：このチェックボックスを選択すると、複数のセルから生成されたパーティクルがミックスされま
す。チェックボックスの選択を解除すると、パーティクルを生成するセルと同じ順序でパーティクルが重ねられま
す。

参考：1 つのセルしかないパーティクルシステムの場合は、このオプションは機能しません。このオプションを無
効のままにすると、複数のセルのレンダリング速度が向上します。

 • カメラに向ける：このチェックボックスは、3D が有効になっているときに表示され、パーティクルシステムをアク
ティブなシーンカメラに向けるために使用します。カメラについて詳しくは、907 ページのカメラの概要を参照し
てください。
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「セル」のパラメータ
「インスペクタ」の「セルコントロール」グループにあるパラメータによって、エミッタから放出された後のパーティ
クルの動作が決まります。「セルコントロール」は、パーティクルシステムが選択されているときは「エミッタ」イン
スペクタの下部に表示され、パーティクルセルが選択されているときは「パーティクルセル」インスペクタに表示さ
れます。

インスペクタに表示される「セル」のパラメータ 
 • 発生量：セルの発生量を指定するスライダです。つまりこのパラメータは、このセルのパーティクルがエミッタか
ら毎秒いくつ放出されるかを指定します。値を大きくすると密集したパーティクルが放出されます。

Low birth rate particle system High birth rate particle system

 • 発生量のランダムの度合い：生成されるパーティクルの発生量の変動の量を指定するスライダです。値が 0 の
場合は変動はなく、パーティクルがエミッタから同じレートで放出されます。値が 0 より大きい場合は「発生量」
パラメータで指定された変動が適用され、「発生量のランダムの度合い」の設定の範囲内でランダムな値が加算
または減算されます。
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 • 初期値：パーティクルの初期値を指定するスライダです。このパラメータで、パーティクルエフェクトの最初のフ
レームに表示するこのセルのパーティクルの数を指定します。これによって最初に大量のパーティクルを発生さ
せ、「発生量」パラメータに基づいて徐々に均等になっていくエフェクトを作成できます。

Initial Number set to 5 (frame 3) Initial Number set to 20 (frame 3)

 • 表示時間：すべてのパーティクルの継続時間を秒単位で指定するスライダです。このパラメータによって、各パー
ティクルが表示されてから消えるまでの時間を指定します。このエフェクトは火花から飛び散った火の粉の消え方
と似ています。「表示中のカラー」パラメータまたは「表示中の不透明度」パラメータでパーティクルが表示中
にフェードアウトするように指定した場合以外は、パーティクルは表示時間が終わるとすぐに消えます。

Life set to 5 (frame 60) Life set to 2 (frame 60)

 • 表示時間のランダムの度合い：生成されるパーティクルの表示時間の変動の量を指定するスライダです。値が 0 
の場合は変動はなく、選択されたセルのすべてのパーティクルの表示時間が同じになります。値が 0 より大きい
場合は「表示時間」パラメータで指定した変動が適用され、「表示時間のランダムの度合い」の設定の範囲内
でランダムな値が加算または減算されます。

 • 速度：初期の速度を指定するスライダです。このパラメータによってエミッタから遠ざかる各パーティクルの速度
を指定します。このパラメータと「表示時間」および「発生量」パラメータが連携して、特定のフレームでのキャ
ンバスに表示されるパーティクルの数が決定されます。これは HUD のグラフィカルな放出コントロール機能の 
1 つに相当します。

 • 速度のランダムの度合い：生成されるパーティクルの速度の変動の量を指定するスライダです。値が 0 の場合は
変動はなく、選択されたセルのすべてのパーティクルが同じ速度で放出されます。値が 0 より大きい場合は「速
度」パラメータで指定された変動が適用され、「速度のランダムの度合い」の設定の範囲内であらかじめ設定さ
れたランダムな値が加算または減算されます。

 • アングルを揃える：このチェックボックスを選択すると、パーティクルは配置されたシェイプに合わせて回転しま
す。このパラメータは、「シェイプ」（「エミッタ」インスペクタ内）が「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、
および「球」に設定され、さらに「調整」が「タイル状に塗りつぶす」または「ランダムに塗りつぶす」に設
定されている場合、または「シェイプ」が「ポイント」に設定されている場合を除くすべての場合で使用可能で
す。

 • アングル：新規パーティクルが生成される場合の、回転の角度（度単位）を指定するダイヤルです。

 • アングルのランダムの度合い：生成されるパーティクルの角度の変動の量を指定するダイヤルです。

 • スピン：システムのパーティクルをアニメートするダイヤルです。最初は各パーティクルをその中心の周りで回転
させます。このコントロールは 1 秒当たりの度数で調整します。
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 • スピンのランダムの度合い：生成されるパーティクルのスピンの変動量を指定するダイヤルです。値が 0 の場合
は変動はなく、選択されたセルのすべてのパーティクルが同じレートで回転します。値が 0 より大きい場合は「ス
ピン」パラメータで指定した変動が適用され、「スピンのランダムの度合い」の設定の範囲内でランダムな値が
加算または減算されます。

 • アディティブブレンド：デフォルトでは、「通常」ブレンドモードを使ってパーティクルが合成されます。このチェッ
クボックスを選択すると、重なったパーティクルがすべて「アディティブブレンド」モードで合成されます。このブ
レンドは、すでに使用中の任意の合成方法に付加されて適用されます。その結果、重なったオブジェクトのブラ
イトネスが強調されます。このエフェクトはパーティクルシステム自体に適用されます。エミッタのブレンドモード
によって、エミッタの結果をどのようにシーンにブレンドするかが決定されます。

Additive Blend off Additive Blend on

 • カラーモード：パーティクルの色付けをするかどうかと、どのように色付けするかを指定するポップアップメニュー
です。以下の 5 つのオプションがあります：

 • オリジナル：パーティクルの元の色によって、パーティクルが生成されます。「オリジナル」を選択すると、「表
示中の不透明度」パラメータが表示されます。不透明度コントロールを調整して、パーティクル表示中のパー
ティクルの不透明度の変化をアニメートします。

グラデーションコントロールの使いかたについて詳しくは、136 ページのグラデーションエディタの作業を参照し
てください。

 • カラー化：「カラー」パラメータで指定した色を使ってパーティクルに色が付けられます。この設定を選択する
と、さらに「カラー」および「表示中の不透明度」パラメータが表示されます。
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 • カラー：「カラーモード」ポップアップメニューを「カラー化」に設定すると使用可能になるカラーコントロー
ルです。これらのコントロールを使用して、パーティクルに色付けするために使用するカラーを指定します。各
パーティクルのアルファチャンネルを変更して、不透明度を変えることもできます。このパラメータはセルオブ
ジェクトに固有のものです。「カラー」ウェルをクリックしてカラーを選択するか、スポイトを使うか、開閉用三
角ボタンを開いて「赤」、「緑」、「青」、および「不透明度」のスライダを調整します。（カラーコントロールの
使いかたについて詳しくは、131 ページの基本のカラーコントロールを参照してください。グラデーションコン
トロールの使いかたについて詳しくは、136 ページのグラデーションエディタの作業を参照してください。）

 • 表示中のカラーから選択：「表示中のカラー」グラデーションエディタで指定したカラーの範囲内で、パーティ
クルに表示時間に応じて色が付けられます。 

 • カラーの範囲から選択：「カラーの範囲」グラデーションエディタで指定したカラーの範囲内で、パーティクル
にランダムに色が付けられます。グラデーションのポイントはランダムに選択されるため、各カラーの領域の相
対的なサイズによってカラーの使用される頻度が決まります。

グラデーションコントロールの使いかたについて詳しくは、136 ページのグラデーションエディタの作業を参照し
てください。

 • イメージカラーの適用：このメニュー項目を選択すると、パーティクルが生成された位置のイメージのカラーに
基づいて、新しいパーティクルに色が付けられます。このメニュー項目は、「エミッタ」インスペクタで「シェイ
プ」ポップアップメニューが「イメージ」に設定されているときにのみ使用可能です。

 • 表示中のカラー：「表示中のカラー」グラデーションエディタは、「カラーモード」が「表示中」に設定されてい
る場合に使用でき、表示時間に従ってパーティクルに付ける色の範囲を指定します。グラデーションの左端のカ
ラーから始まって、徐々にカラーの範囲が移動し、表示時間の最後には右端のカラーが割り当てられます。グラ
デーションコントロールの使いかたについて詳しくは、136 ページのグラデーションエディタの作業を参照してく
ださい。

 • カラーの繰り返し：「カラーモード」を「表示中のカラー」に設定すると使用でき、パーティクルの表示中にグラ
デーション・カラー・パターンが繰り返される回数を指定します。

 • カラーの範囲：このグラデーションエディタは、「カラーモード」を「カラーの範囲から選択」に設定したときに
表示されます。このコントロールを使って、新規パーティクルの色付けに使用するカラーの範囲を指定します。グ
ラデーションカラーの方向は関係がなく、グラデーションに含まれるカラーの数だけが関係します。「カラーの範
囲」パラメータには「表示中のカラー」グラデーションエディタと同じコントロールがあります。
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 • 調整：セルの各パーティクルの調整を指定するスライダです。「調整」パラメータの隣に表示されている開閉用
三角ボタンをクリックすると、X と Y の調整のサブパラメータが個別に表示されます。これを使って、生成される
パーティクルの幅と高さを変更することができます。このコントロールはパーティクルの初期調整に適用されます
（「パーティクル」ビヘイビアカテゴリの「表示中の調整」ビヘイビアと比較した場合）。

Scale set to 200% Scale set to 50%

参考：イメージをパーティクルセルのソースとして使い「調整」を小さい値に設定した場合は、キャンバスの上
にある「レンダリング」ポップアップメニューまたは「表示」メニューでレンダリング品質を「最高」に設定しま
す（「表示」＞「品質」＞「最高」と選択します）。

 • 調整のランダムの度合い：生成されるパーティクルの調整の変動の量を指定するスライダです。値が 0 の場合
は変動はなく、選択されたセルのすべてのパーティクルが同じサイズで放出されます。値が 0 より大きい場合は
「調整」パラメータで指定した変動が適用され、「調整のランダムの度合い」の設定の範囲内でランダムな値が
加算または減算されます。 

 • エミッタに吸着：移動するエミッタの位置からどのくらい離れてパーティクルがエミッタの後を追うかを指定する
スライダです。0 に設定した場合は、放出されたパーティクルが独自のパスで移動するので、パーティクルがエ
ミッタのモーションパスの後を尾を引くように流れます。このパラメータを 100 に設定した場合、ほかのビヘイ
ビアが指定されていなければ、生成されたすべてのパーティクルはエミッタの動きに合わせて移動するため、エ
ミッタはパーティクルの雲に包まれて移動します。

Attach to Emitter set to 0 (zero) Attach to Emitter set to 100

 • フレームを再生：このチェックボックスは、パーティクルシステムが QuickTime ムービーから作成されたときに
表示され、再生を制御します。選択すると、パーティクルの生成に使うアニメーションまたはムービークリップの
再生がループします。選択を解除すると、「ランダム開始フレーム」パラメータまたは「ソース開始フレーム」パ
ラメータで指定した静止フレームを使ってパーティクルが生成されます。

 • ランダム開始フレーム：このチェックボックスは、パーティクルシステムが QuickTime ムービーから作成された
ときに表示され、QuickTime オブジェクトから生成されるアニメーションパーティクルに変動を適用します。選
択すると、新しく生成されるパーティクルが、異なるアニメーションフレームから開始されます。「フレームを再
生」の選択が解除されている場合は、静止フレームがランダムに選択されます。

 • ソース開始フレーム：このスライダは、パーティクルシステムが QuickTime ムービーから作成され、「ランダ
ム開始フレーム」の選択が解除された場合に使用できます。アニメーションの開始フレーム（「フレームを再生」
チェックボックスを選択した場合）、または表示する静止フレーム（「フレームを再生」チェックボックスの選択を
解除した場合）を設定するために使用します。 
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 • ホールドフレーム：このスライダは、パーティクルシステムが QuickTime ムービーから作成された場合に表示
され、再生中にソースムービーの各フレームを何回繰り返すかを設定します。「ホールドフレーム」の値を大きく
すると、ゆっくり再生されます。

 • ホールドフレームのランダムの度合い：このスライダは、パーティクルシステムが QuickTime ムービーから作
成された場合に表示され、「ホールド」するフレームの数をランダム化します。 

 • パーティクルの表示形式：このポップアップメニューを使用して、パーティクルをいくつかのプレビューモードで
表示するか、またはそのまま表示するかを選択します。複雑なパーティクルシステムを表示する場合はイメージ以
外のモードの方が効率的に再生することができ、さらにパーティクルの動きを解析することもできます。デフォル
トではこのパラメータは「イメージ」に設定されており、各パーティクルが表示される通りに再生されます。この
メニューには次の 4 つの項目があります：

 • 点：各パーティクルが 1 つのポイントで示されます。これは最も高速なプレビューモードで、システムのパー
ティクルの動きの種類と速度を表示するために役立ちます。このオプションを選択すると、「ポイントのサイズ」
パラメータが表示されます。

 • ライン：各パーティクルが 1 本のラインで示されます。パーティクルの動きのベクトルを解析するのに最適なプ
レビューモードです。線の長さはパーティクルの速度によって決まり、線の角度はパーティクルの方向と等しく
なります。
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 • ワイヤフレーム：各パーティクルが 1 つの境界ボックスで示されます。境界ボックスはシステム内の各パーティ
クルの方向を示すので、このプレビューモードは個々のパーティクルの動きを確認するのに便利です。たとえ
ば、スピンするパーティクルや複雑なモーションパスに従って動くパーティクルの回転角度を簡単に確認するこ
とができます。

 • イメージ：完全なパーティクルシステムのエフェクトを表示します。

参考：最終的なレンダリングには、「パーティクルの表示形式」ポップアップメニューで選択したものがすべて表
示されます。意図的に使えば、これによって面白いエフェクトが得られることがあります。

 • ポイントのサイズ：このスライダは、「パーティクルの表示形式」が「ポイント」に設定されている場合に表示さ
れ、ポイントの大きさを調整できます。

 • ランダムシード：パーティクルシステムはランダムに見えますが、アルゴリズムによって決められています。つま
り、各パーティクルシステムの変動は、ここに表示される数値に基づいて作成されるということです。この数値を
変更しない限り、同じパラメータ設定のパーティクルシステムは常に同じ動きで再生されます。パーティクルシス
テムの現在のランダムな動きや分布が適当でない場合は、新しい数値を入力するか「生成」をクリックしてシー
ドの数値を変更します。これにより、すべてのランダムの度合いパラメータについて、そのシステムに対して実行
されるランダム計算が変更されます。

ランダムなパーティクルシステムについて詳しくは、505 ページのパーティクルシステムをプロジェクトに追加す
るを参照してください。

 • パーティクルソース：複数のセルがあるパーティクルシステムでは、各セルを表すイメージウェルが「エミッタ」
インスペクタの下に表示されます。「パーティクルソース」の各ウェルには、そのセルを有効または無効にできる
チェックボックスがあります。
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「情報」インスペクタでパーティクルエミッタを調整する
「Motion」のほかのレイヤーと同様に、「情報」インスペクタでは、エミッタの位置、調整、ブレンドモード、ドロッ
プシャドウなどの属性を変更することができます。これらの情報は、「エミッタ」インスペクタと「パーティクルセル」
インスペクタのエミッタのパラメータとは独立しています。これらのパラメータにアクセスするには、エミッタを選択
してから、「情報」インスペクタを開きます。一部のパラメータは、3D のプロジェクトのみで使用可能です。（「情
報」インスペクタのすべてのパラメータについて詳しくは、221 ページの「情報」インスペクタでのパラメータ を参
照してください。）

参考：パーティクルセルを選択して「情報」インスペクタを開いたときに表示されるのは、タイミングコントロール
という 1 つのパラメータグループのみです。このコントロールにより、パーティクルセルのイン点とアウト点を調整
します。詳しくは、531 ページのパーティクルエミッタの「タイミング」コントロールを参照してください。

重要：「情報」インスペクタで実行する一部の操作や特定のフィルタまたはマスクを適用すると、グループがラスタ
ライズされます。パーティクルエミッタはグループに属するため、ラスタライズはパーティクルがプロジェクト内のほ
かのオブジェクトとどのように相互作用するかに影響します。詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参
照してください。

パーティクルエミッタの「タイミング」コントロール
作成したパーティクルシステムの継続時間は、作成に使った元のソースオブジェクトの継続時間に関係なく、必要に
応じて延長または短縮できます。パーティクルシステムの継続時間は、エミッタオブジェクトの継続時間によって決
定されます。「情報」インスペクタ、「タイムライン」、またはミニタイムラインでエミッタのイン点またはアウト点を
変更すると、パーティクルシステム全体の継続時間が変更されます。

デフォルトでは、システムの各セルによってエミッタの継続時間にわたってパーティクルが生成されます。生成され
たパーティクルそれぞれの継続時間は、セルの継続時間ではなくパーティクルを生成したセルの「表示時間」パラ
メータによって決定されます。

セルの継続時間によって、新しいパーティクルを生成する継続時間が制御されます。セルの継続時間を変更するに
は、「タイムライン」で継続時間の位置、またはイン点とアウト点をドラッグします。この方法で、各セルのパーティ
クルがいつ放出されるかを決めるタイミングを調整できます。

たとえば、3 種類のパーティクルの表示をずらすことによって、爆発をシミュレートするパーティクルシステムを作成
することができます。まず、密集した白の閃光を中心から放出します。0.5 秒後に、広範囲にわたって拡散するオレ
ンジ色の爆発パーティクルを放出します。その 1 秒後に、2 つのレイヤーの下から、白とオレンジのパーティクルが
徐々に消えていくに従って、熱い煙が放出されます。
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「タイムライン」またはミニタイムラインで、エミッタより前に開始するようにセルを移動できます。これによって、パー
ティクルが描画される前にパーティクルシミュレーションが開始される“プレロール”を作成することができます。

「タイムライン」でレイヤーのタイミングを調整する方法について詳しくは、247 ページの「タイムライン」の概要
を参照してください。

パーティクルシステムのグラフィックスを作成する

パーティクルセルとして使う静止画像グラフィックスを作成する
パーティクルシステムを最初から作成する場合は、まず放出するパーティクルをデザインします。「Motion」でサ
ポートされるイメージ、シェイプ、テキスト、またはムービーをセルのソースとして使うことができます。

セルソースとして静止画像を使うパーティクルシステムは、ビデオやアニメーションクリップを使うシステムよりも
ずっと高速にリアルタイムでレンダリングします。たいていは静止画像だけで印象的なパーティクルシステムを作成
できます。パーティクルとして使うグラフィックスを作成する際は、以下のガイドラインを参考にしてください：

 • グラフィックスのサイズ：パーティクルのサイズをどのくらいにするかはっきり分からない場合は、グラフィックス
を大きめにする方がいいでしょう。パーティクルのサイズを元のグラフィックスのサイズより大きくすると、不要な
アーチファクトが発生することがあります。ただし、セルソースのサイズを大きくすると、再生のパフォーマンス
が低下するので注意してください。

 • パーティクルのエッジ：現実的なパーティクルを作成するためには、グラフィックスのエッジの品質が非常に重要
です。ソフトな半透明のエッジの方が、固いはっきりしたエッジよりいいでしょう。

 • オブジェクトのカラー：デフォルトでは、セルとして使われるイメージの元のカラーを使ってパーティクルが作成
されます。必要に応じて、「エミッタ」インスペクタと「パーティクルセル」インスペクタの「カラーモード」パラ
メータを使って、放出されたパーティクルに色を付けることができます。すべてのパーティクルを 1 色にするか、
時間と共に変化するグラデーションの着色を作成するかを選択できます。パーティクルに「ライブラリ」のグラ
デーションを適用することもできます。パーティクルを 1 色にすると、パーティクルシステム全体にその色合いが
均等に適用されます。

 • アルファチャンネル：セルとして使うグラフィックスを作成する際には、定義済みのアルファチャンネルを含めるべ
きです。アルファチャンネルのあるファイルを読み込む方法について詳しくは、170 ページのアルファチャンネル
についてを参照してください。

パーティクルセルとして使うアニメーションを作成する
QuickTime ムービーは、セルとして使うことができます。たとえば、「Motion」でアニメーションを作成して 
QuickTime ムービーとしてレンダリングし、別の「Motion」プロジェクトに読み込んでセルとして使うことができ
ます。一般に、静止画像グラフィックスを作成する場合と同じガイドラインが、セルとして使うアニメーションやビデ
オクリップを作成する際にも当てはまりますが、それ以外に以下のような注意点があります。

たとえば、「情報」インスペクタで、または「リタイミング」ビヘイビアを使って、クリップのリタイミングを設定する
と、リタイミングのエフェクトはパーティクルシステム全体に適用されます。

参考：ムービーをエミッタのソースセルとして使うと、プロジェクトの再生のパフォーマンスに影響が及ぶ場合があ
ります。

パーティクルとして使うアニメーションを作成する際は、以下のガイドラインを参考にしてください：

 • クリップをループする：QuickTime クリップから作成されたパーティクルは、各パーティクルの表示時間中に何
回もループします。使用するクリップがうまくループしない場合は、ループポイントに来るたびに画面が飛びます。
非常に短いムービーを使って、パーティクルシステムの外観をランダムにすることもできます。

 • 最小限の圧縮：パーティクルとして使用する QuickTime クリップは、アニメーションコーデック、8 ビットおよ
び 10 ビット非圧縮（4:2:2）、ProRes 4444 などの高画質コーデックを使って保存するのが理想的です。ほかの
コーデックを使うこともできますが、使用する圧縮レベルによっては不要な効果を生じることがあります。

ランダム開始フレームを使うオプションがあり、クリップがキャンバス内の別のクリップとお互いに同期しないで再
生されます。クリップを再生するか再生しないかというオプションもあります。
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パーティクルシステムのオブジェクトをアニメートする

パーティクル・システム・オブジェクトのアニメートの概要
パーティクルシステムのエミッタやセルそのものにビヘイビアを追加することで、高度で自然なエフェクトを作成でき
ます。「基本モーション」、「パラメータ」、または「シミュレーション」の各ビヘイビアを使うと、エミッタをアニメー
トすることができます。キーフレームによってエミッタパラメータとセルパラメータをアニメートすることもできます。
「放出角度」または「放出範囲」などのエミッタ固有のパラメータをアニメートすると、そのエミッタから生成され
る新しいパーティクルの位置と分布がアニメートされます。すべてのアニメーションがエミッタの継続時間に対応し
て表示されます。

エミッタの「情報」インスペクタのパラメータをアニメートすると、パーティクルシステムの位置とジオメトリの分布
を時間経過と共に変化させることができます。エミッタの「位置」パラメータにキーフレームを設定すると、前のフ
レームで生成されたパーティクルに影響を及ぼすことなく、新たに放出されるパーティクルのソースを移動できま
す。これによって、尾を引くパーティクルが作成されます。

エミッタの「エミッタ」インスペクタのパラメータにキーフレームを設定すれば、新しく生成されるパーティクルのサ
イズ、速度、または表示時間を増減するなど、パーティクルシステム全体の特性を時間経過と共に変化させること
ができます。

「パーティクル」にも独自のビヘイビアカテゴリがあります。「パーティクル」ビヘイビアには、「表示中の調整」お
よび「表示中のスピン」が含まれており、これらを使うと、表示中のパーティクルの回転やサイズを変更したり、ア
ニメートしたりできます。

「モーショントラッキング」ビヘイビアを使うと、既存のトラッキングデータをエミッタに適用したり、エミッタがクリッ
プの後を追うようにしたりできます。「モーショントラッキング」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、932 ペー
ジのモーショントラッキングの概要を参照してください。

パーティクルシステムにキーフレームを設定したエミッタオブジェクトの例については、540 ページの例 2：アニメー
ションの魔法の粉を作成するを参照してください。「キーフレームエディタ」のキーフレームパラメータについて詳し
くは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

エミッタにビヘイビアを適用する
プロジェクトでエミッタをすばやく、かつ簡単に移動するには、ビヘイビアをエミッタに適用します。「モーションパ
ス」ビヘイビアと「モーションにスナップ」ビヘイビアをエミッタに吸着させると、新たに生成されるすべてのパー
ティクルのソースの位置に影響が及びます。「投射」および「スピン」によって、放出されるパーティクルの位置と
回転がそれぞれ影響を受けますが、「サブオブジェクトに適用」が選択解除されている場合はこの限りではありませ
ん。

すべての「基本モーション」ビヘイビアを使うと、個々のパーティクルが生成された後、エミッタの位置を変更して
もパーティクルは影響を受けません。つまり、ビヘイビアを使って画面上でエミッタを移動すると、パーティクルセル
パラメータに従って動くパーティクルの尾が作成されます。

参考：このエフェクトは、セルの「エミッタに吸着」パラメータ値（「エミッタ」インスペクタの「セルコントロール」
グループ）を大きくすることによって無効にできます。

エミッタにビヘイビアを適用する

 m 「ライブラリ」からキャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」のエミッタ上にビヘイビアをドラッグし

ます。

ビヘイビアがエミッタに適用され、ビヘイビアのパラメータに従って動き始めます。

参考：ビヘイビアを適用しても、すべてのケースですぐにオブジェクトに動作が加わるわけではありません。たとえ
ば、「投射」ビヘイビアをオブジェクトに適用した場合、「速度」パラメータを調整しないとオブジェクトは動きま 
せん。
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セルにビヘイビアを適用する
セルに適用されたシミュレーションビヘイビアは、次に、そのセルから生成される各パーティクルに適用されます。そ
の結果、指定したビヘイビアに従って何十ものパーティクルが動く非常に複雑なアニメーションを作成できます。セ
ルに適用したビヘイビアがエミッタの位置に影響を及ぼすことはありません。セルのパラメータビヘイビアは、パー
ティクルの作成時にのみパーティクルに影響を与えます。

セルにビヘイビアを適用する

 m 「ライブラリ」から「レイヤー」リストまたは「タイムライン」のセルにビヘイビアをドラッグします。

セルにビヘイビアが適用され、そのセルから生成されるすべてのパーティクルがビヘイビアのパラメータに従って動
き始めます。

ヒント：パーティクルセルにビヘイビアを適用したときに予期した結果が表示されない場合は、「ビヘイビア」インス
ペクタで「サブオブジェクトに適用」チェックボックスを選択／選択を解除するか、HUD または「ビヘイビア」イン
スペクタで「適用」ポップアップメニューから別のオプションを選択してみてください。これらのパラメータによって、
オブジェクト全体（パーティクルエミッタなど）とそのコンポーネント（パーティクルセルなど）のどちらにビヘイビ
アが適用され、オブジェクトが周囲のオブジェクトとどのように相互作用するのかが決まります。（「サブオブジェクト
に適用」チェックボックスは、グループ、パーティクルエミッタ、テキストなどの複数のオブジェクトを含むグループ
に「投射」ビヘイビアおよび「スピン」ビヘイビアを適用した場合にのみ、「ビヘイビア」インスペクタに表示され
ます。）

パラメータのビヘイビアをエミッタまたはセルパラメータに適用する
「Motion」のほかのオブジェクトと同様に、「エミッタ」インスペクタまたは「パーティクルセル」インスペクタ内
のパラメータに「パラメータ」ビヘイビアを適用できます。

「パラメータ」ビヘイビアをエミッタまたはセルパラメータに適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」の「パラメータ」カテゴリから「レイヤー」リストまたは「タイムライン」内のエミッタまたはセルに

ビヘイビアをドラッグします。「ビヘイビア」インスペクタまたは HUD の「適用」セクションで、「移動」ポップアッ
プメニューからオプションを選択します。

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でエミッタまたはセルを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポッ

プアップメニューから「パラメータ」ビヘイビアを選択します。「ビヘイビア」インスペクタまたは HUD の「適用」
セクションで、「移動」ポップアップメニューからオプションを選択します。

 m 「エミッタ」インスペクタまたは「パーティクルセル」インスペクタで、Control キーを押しながらパラメータをクリッ
クし、ショートカットメニューからパラメータビヘイビアを選択します。

「パーティクル」ビヘイビアをエミッタまたはセルに適用する
「ライブラリ」の「パーティクル」カテゴリには、パーティクルシステムのセルまたはエミッタ専用の 2 つのビヘイ
ビアがあります：

 • 表示中の調整：このビヘイビアを使って、システムのパーティクルを、各パーティクルの継続時間中に縮小／拡
大させることができます。1 つの主要パラメータと、選択した「増加タイプ」に応じて表示される 3 つのオプショ
ンパラメータが含まれています。

 • 表示中のスピン：このビヘイビアを使うと、各パーティクルの表示中にシステムのパーティクルをスピンできます。

「パーティクル」ビヘイビアをエミッタまたはセルに適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」の「パーティクル」カテゴリから「レイヤー」リストまたは「タイムライン」内のエミッタまたはセル

にビヘイビアをドラッグします。

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でエミッタまたはセルを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポッ

プアップメニューから「パーティクル」ビヘイビアを選択します。 
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「パーティクル」ビヘイビアのパラメータ
「表示中の調整」または「表示中のスピン」ビヘイビアを適用した後、「ビヘイビア」インスペクタでそのパラメー
タを調整することができます。

「表示中の調整」のパラメータ
この「表示中の調整」ビヘイビアには、1 つの主要パラメータと、選択した「増加タイプ」によって異なる 3 つの
オプションパラメータが含まれています：

 • 増加タイプ：このポップアップメニューからオプションを選択して、パーティクル表示中にパーティクルのサイズを
変更するのに使う方法を指定します。4 つのオプションがあります：

 • 自然な調整：パーティクルの表示中に各パーティクルのサイズをアニメートする際の開始および終了の調整を
パーセントで指定します。「自然な調整」では指数曲線を使うため、調整値を小さくすることでアニメーション
の速度を遅く、調整値を大きくすることでアニメーションの速度を速くできます。これにより、調整が一定の速
度で行われているような錯覚が生じます。「自然な調整」を選択すると、「発生時の調整」および「消滅時の
調整」の各パラメータが使用可能になります。

 • 速度：一定のレートを指定して、表示時間全体にわたってパーティクルのサイズを変更します。「レート」を選
択すると、「調整率」パラメータが使用可能になります。

 • 発生時と消滅時の値：パーティクルの表示中に各パーティクルのサイズをアニメートする際の開始および終了
の調整をパーセントで指定します。このオプションによって生成された、指定期間の特定のパーティクルに対す
る調整量に、「エミッタ」インスペクタの「セルコントロール」で定義された既存のパーティクルの調整量が乗
算されます。このオプションを選択すると、「発生時の調整」および「消滅時の調整」の各パラメータが使用
可能になります。

 • カスタム：このミニカーブエディタで、パーティクルの表示中にパーティクルのサイズをカスタマイズします。開
閉用三角ボタンをクリックすると、「インスペクタ」にミニカーブエディタが表示されます。ミニカーブエディタ
の使いかたについて詳しくは、473 ページのミニカーブエディタを参照してください。

 • 発生時の調整：パーティクル作成時の初期サイズを指定します。「増加タイプ」ポップアップメニューで「自然な
調整」または「発生時と消滅時の値」が選択されているときに、このパラメータが表示されます。 

 • 消滅時の調整：パーティクル消滅時の各パーティクルのサイズを指定します。「増加タイプ」ポップアップメニュー
で「自然な調整」または「発生時と消滅時の値」が選択されているときに、このパラメータが表示されます。

 • 調整率：各パーティクルのサイズ変更速度を指定します。正の値を指定するとパーティクルが時間と共に大きく
なり、負の値を指定すると小さくなります。「増加タイプ」ポップアップメニューで「レート」が選択されていると
きに、このパラメータが表示されます。

 • 「カスタム調整」のグループ：このグループのパラメータ（以下で説明するミニカーブエディタと 2 つのスライダ）
は、「増分タイプ」が「カスタム」に設定されているときに表示されます。このミニカーブエディタを使用すると、
パーティクルシステム内のパーティクルの調整を細かく制御できます。

 • カスタム調整：このスライダを使って、ミニカーブエディタ内の選択されたキーフレームの値を調整します。「増
加タイプ」ポップアップメニューで「カスタム」が選択されているときに、このパラメータが表示されます。

 • 表示中のカラーから選択：このスライダを使って、パーティクルの表示中に選択したキーフレームの位置を調
整します。「増加タイプ」ポップアップメニューで「カスタム」が選択されているときに、このパラメータが表示
されます。

HUD には、「増加タイプ」ポップアップメニューと、「調整率」、「発生時の調整」、「消滅時の調整」の各パラメー
タがあります。
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「表示中のスピン」のパラメータ
「表示中のスピン」ビヘイビアには、1 つの主要パラメータと、選択した「増加タイプ」によって異なる 3 つのオプ
ションのパラメータコントロールが含まれています：

 • 増加タイプ：パーティクルの表示中にパーティクルをスピンする際のメソッドを指定するポップアップメニューで
す。3 つのオプションがあります：

 • 速度：パーティクルの表示中にパーティクルがスピンする一定のレートと方向を指定します。「レート」を選択
すると、「速度」パラメータが使用可能になります。 

 • 発生時と消滅時の値：パーティクルの表示中に各パーティクルの回転をアニメートする際の開始および終了の
スピンの度合いを指定します。このオプションによって生成された、指定期間の特定のパーティクルに対するス
ピン量に、「エミッタ」インスペクタの「セルコントロール」で定義された既存のパーティクルのスピン量が加
算されます。このオプションを選択すると、「発生時のスピン」および「消滅時のスピン」の各パラメータが使
用可能になります。

 • カスタム：「増加タイプ」が「カスタム」に選択されている場合、パーティクルの表示中にパーティクルのスピ
ンをカスタマイズできるミニカーブエディタが表示されます。開閉用三角ボタンをクリックすると、「インスペク
タ」にミニカーブエディタが表示されます。ミニカーブエディタの使いかたについて詳しくは、473 ページの
ミニカーブエディタを参照してください。

 • 速度：各パーティクルのスピン速度とスピン方向を指定します。反時計回り方向で正の値を指定するとパーティク
ルのスピンは時間と共に速くなり、時計回り方向で負の値を指定するとパーティクルのスピンは時間と共に遅くな
ります。

 • 発生時のスピン：パーティクル作成時の初期スピンを指定します。

 • 消滅時のスピン：パーティクル消滅時のパーティクルのスピンを指定します。

 • 「カスタムスピン」のグループ：このグループのパラメータ（以下で説明するミニカーブエディタといくつかのそ
の他のコントロール）は、「増分タイプ」が「カスタム」に設定されているときに表示されます。このミニカーブ
エディタを使用すると、パーティクルシステム内のパーティクルのスピンを細かく制御できます。

 • カスタムスピン：このダイヤルを使って、ミニカーブエディタ内の選択されたキーフレームの値を調整します。
「増加タイプ」ポップアップメニューで「カスタム」が選択されているときに、このパラメータが表示されます。

 • 表示中のカラーから選択：このスライダを使って、パーティクルの表示中に選択したキーフレームの位置を調
整します。「増加タイプ」ポップアップメニューで「カスタム」が選択されているときに、このパラメータが表示
されます。

HUD には、「増加タイプ」ポップアップメニューと、「速度」、「発生時のスピン」、「消滅時のスピン」の各パラメー
タがあります。

参考：キーフレームを使用してエミッタまたはセルパラメータをアニメートすると、そのアニメーションを記述する
カーブが「キーフレームエディタ」に表示されます。選択したオブジェクトによって「キーフレームエディタ」にど
のカーブが表示されるかが決まります（「キーフレームエディタ」の左上隅のポップアップメニューで「アニメーショ
ン」を選択した場合）。

「キーフレームエディタ」にアニメーションされたエミッタカーブを表示する
キーフレームを使用してエミッタまたはセルパラメータをアニメートすると、そのアニメーションを記述するカーブが
「キーフレームエディタ」に表示されます。選択したオブジェクトによって「キーフレームエディタ」にどのカーブが
表示されるかが決まります（「キーフレームエディタ」の左上隅のポップアップメニューで「アニメーション」を選択
した場合）。

アニメートされたエミッタまたはセルのカーブを表示する

 m エミッタを選択すると、「位置」や「回転」（「情報」インスペクタ）、または「放出角度」や「範囲」（「エミッタ」

インスペクタ）といったエミッタのアニメーションパラメータが表示されます。

 m セルを選択すると、「発生量」や「アングル」（「パーティクルセル」インスペクタ）といったアニメーションパラメー

タが表示されます。

67% resize factor



 第 14 章    パーティクル 537

参考：アニメーションパラメータを「キーフレームエディタ」に手動で送信する場合は、パラメータのアニメーション
メニューから「キーフレームエディタで表示」を選択します。

「キーフレームエディタ」で、名前が付けられていない新規のカーブセットにパラメータが表示されます。

パーティクルシステムでマスクを使う
以下のイメージに示されているように、マスクをパーティクルエミッタのセルソースに適用することができます。セル
ソースのマスクのエフェクトは、放出されたパーティクル全体に適用されます。

Original source layer Bezier mask applied 
to source layer

Resulting particle system

エミッタオブジェクト自体にマスクを適用することもできます。

Rectangle mask (inverted) applied 
to the emitter object

マスクの操作について詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。
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フィルタをパーティクルシステムに適用する
フィルタはパーティクルシステムのエミッタに適用できますが、個々のセルに適用することはできません。（ただし、
フィルタをセルのソースに適用することはできます。）その結果、フィルタは、画面上のパターン内のすべてのエレメ
ントを含めて、パーティクルシステム全体に影響します。

Light Valve particle system default Light Valve with Bulge filter applied

パーティクルシステムの例

例 1：アニメーションの背景を作成する
この例では、1 つの静止画像を使ってアニメーションの背景を作成する方法を示します。「エミッタ」インスペクタに
あるパラメータを使って、1 つのイメージを複雑なアニメーションのテクスチャに変えることができます。

1 つのイメージからアニメーションの背景を作成する
 1 ファイルをキャンバスへドラッグします。

この例では簡単なスターグラフィックスを使います。

 2 新しいレイヤーを選択した状態で、ツールバーの「パーティクルを作成」ボタンをクリックします（または E キーを
押します）。

エミッタをプロジェクトに追加すると、以下のようになります：

 • 「レイヤー」リストにエミッタが選択された状態で表示されます。

 • エミッタの下には「パーティクル化」されるイメージを含むセルが表示されます。

 • 元のソースレイヤー（セルソース）は無効になっています。

 • キャンバスにエミッタの境界ボックスが表示されます。オンスクリーンコントロールを使ってこれを変形できます。

 • 先頭のパーティクルは、キャンバスの元のオブジェクトと同じ位置に表示されます。パーティクルが選択されてい
るように見えますが、これはエミッタの境界ボックスです。

 • 「エミッタ」HUD が表示されます。HUD が表示されない場合は、D または F7 キーを押します。
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参考：フレームレートが 30 fps を超えるプロジェクトの場合は、プロジェクトの先頭フレームに（パーティクルセル
ではなく）境界ボックスだけが表示されることがあります。パーティクルは 1 秒につき 30 個というレートで生成さ
れるため、すべてのフレームにパーティクルが表示される保証はありません。

 3 「エミッタ」インスペクタで、「シェイプ」ポップアップメニューから「円」を選択します。

 4 「調整」ポップアップメニューから「タイル状に塗りつぶす」を選択します。

 5 「エミッタ」インスペクタの「セルコントロール」で、「初期値」パラメータを 12 に設定します。

これによって、キャンバスの一部を埋める、分散したパーティクルのグループが作成されます。

 6 パーティクルを均一で抽象的なかたまりにするために、以下のパラメータを調整します：

 • 「表示時間」を 4 にします。

 • 「速度」を 140 にします。

 • 「スピン」を 60 にします。

 • 「スピンのランダムの度合い」を 15 にします。

 • 「アディティブブレンド」を選択します。

 • 「カラーモード」を「範囲から選択」にします。（または、必要に応じてプリセットのポップアップメニューから別
のグラデーションを選択します。）

 • 「調整」を 65%に設定します。

 • 「調整のランダムの度合い」を 150 にします。

 • 「ランダムシード」を 10000 にします。

 • フレーム 100 へ進みます。 

操作後のイメージは次のようになります：
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 7 フィルタをエミッタに適用します。

この例では、「クリスタル化」フィルタを追加してより抽象的なエフェクトを作成します。背景が前景のエレメントと
調和するように、カラーグラデーションを調整したり、色補正を適用してもいいでしょう。

 8 「カラーの範囲」不透明グラデーションを調整して、パーティクルが突然現れたり消えたりするのではなく、徐々に
フェードイン／フェードアウトするようにします。

ヒント：「クローンレイヤーを作成」コマンドを使ってエミッタのクローンを作成し、「リタイミング」コントロールま
たは「リタイミング」ビヘイビアを使ってユニークなアニメーションを作成することができます。たとえば、外に向
かって散らばっては消え、また散らばるといったスターバーストを作成できます。クローンの作成について詳しくは、
224 ページのクローンレイヤーを作成するを参照してください。

例 2：アニメーションの魔法の粉を作成する
この例の最初のタスクでは、2 つの異なるセルを使って、別のアニメーションレイヤーの背後でなびくパーティクル
の尾を生成するパーティクルシステムの作成方法を説明します。2 つのセルを使えば、1 つのセルを使うよりも変化
に富んだパーティクルシステムを作り出すことができます。

2 番目のタスクでは、尾を生成するパーティクルを 3D パーティクルシステムに変換する方法を説明します。 
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尾を引く 2 つのセルのパーティクルシステムを作成する
 1 1 つ目のイメージファイルをキャンバスにドラッグします。

この例では、「ライブラリ」の「コンテンツ」カテゴリの「パーティクルイメージ」サブカテゴリにある「Flare01」
というイメージを使います。これは黒い背景にレンズのフレアが映し出された小さなイメージで、アルファチャンネ
ルが含まれています。

 2 フレアオブジェクトを選択した状態で、ツールバーの「パーティクルを作成」ボタンをクリックします（または E キー
を押します）。

エミッタがプロジェクトに追加されます。ただし、再生ヘッドはまだプロジェクトの先頭フレームにあるため何も起こ
らず、パーティクルが 1 つだけ作成されます。再生ヘッドを数秒前に進めて、多数のパーティクルが作成されてい
るフレームでパーティクルシステムを表示します。プロジェクトを再生しながら、一方でパーティクルシステムに変更
を加えることもできます。

 3 さまざまなパーティクルを作成するために、作成したエミッタに追加のイメージレイヤーをドラッグします。

この例では、「ライブラリ」の「コンテンツ」フォルダにある「Spark12」ファイルを使用します。

操作後のイメージは次のようになります：

 4 それぞれのセルから生成されるパーティクルが混ざり合うようにするには、「エミッタ」インスペクタで「分散パー
ティクル」チェックボックスを選択します。

 5 「レイヤー」リストで「Flare01」セルを選択し、「パーティクルセル」インスペクタで「調整」スライダを 15% に
設定します。
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これを行うことによって、このセルから生成されるパーティクルのサイズが減少します。

 6 「レイヤー」リストで「Spark12」セルを選択し、インスペクタで「調整」スライダを 45% に設定します。

操作後のイメージは次のようになります：

参考：必要に応じて、元の「Spark12」ソースレイヤーを無効にします。

 7 以下の操作で「Spark12」セルから生成されるパーティクルの色を変更します：

 a 「カラーモード」ポップアップメニューから「カラー化」を選択します。

 b 「インスペクタ」の「カラー」部分でカラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウで明るい赤を選択します。

 c 「カラー」ウインドウを閉じます。

このセルから作成されるすべてのパーティクルが赤になります。

 8 「表示中の不透明度」コントロールを使って、このセルのパーティクルを表示中にフェードアウトさせます。

 9 スパークのパーティクルをスピンしながら遠ざかるようにするには、「スピン」パラメータ値を 60 に設定します。

 10 「レイヤー」リストでパーティクルシステムの「Flare01」セルを選択します。2 番目のセルのパラメータが「イン
スペクタ」に表示されます。

 11 手順 7 の操作に従ってパーティクルを明るい黄色にします。
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 12 このセルから生成されるパーティクルを反対の方向にスピンさせるには、「スピン」パラメータ値を -60 に設定しま
す。

 13 パーティクルの尾を作成するために、エミッタが特定のモーションパスに沿って動くようにアニメートする必要があり
ます。以下の手順に従って、パーティクルシステムのモーションパスを作成します：

 a 再生ヘッドをフレーム 1 に置きます。

 b 記録ボタンをクリックして（または A キーを押して）、アニメーションの記録をオンにします。

参考：手順 b（記録ボタンをオンにする）に代わる方法として、手順 c の後に「情報」インスペクタでエミッタ
の「位置」パラメータにキーフレームを手動で追加することもできます。その後エミッタの位置を変更すると、記
録ボタンの状況に関係なく、現在の再生ヘッド位置にキーフレームが追加されます。

 c エミッタを選択して、パーティクルシステムを画面の左下隅にドラッグします。

 d プロジェクトの最後のフレームに移動するために、end キーを押します。

 e エミッタを右上隅に向かってドラッグします。

 f 記録を無効にします（A キーを押します）。

 g 「再生」ボタンをクリックして再生を開始します。

 14 以下のイラストをガイドとして使い、「放出範囲」と「アングル」を調整して、パーティクルがエミッタに追随して表
示されるようにします。
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最終的なイメージは以下のようになります：

「エミッタ」パラメータで「発生量」、「表示時間」、および「速度」を調整すれば、最適なエフェクトを作成できま
す。

システムを 3D のパーティクルにする
 1 「エミッタ」インスペクタで、「3D」チェックボックスを選択します。

 2 プロジェクトにカメラが含まれていない場合は、ツールバーの「新規カメラ」ボタンをクリックします。

プロジェクトが 2D のプロジェクトの場合は、2D のグループを 3D に切り替えるかどうかを尋ねるダイアログが表
示されます。

 3 「3D に切り替え」をクリックします。

プロジェクトにカメラが追加され、レイヤーが 3D のレイヤーに変わります。

 4 （キャンバスの右上隅にある）3D 表示ツールから、周回ツール（中央のツール）をドラッグします。

Orbit tool

Dolly toolPan tool

カメラを回転させると、パーティクルが Z 空間に放出されていることを確認できます。
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パーティクルをほかの回転レイヤーと交差させたい場合は、「エミッタ」インスペクタの「パーティクルをレンダリン
グ」ポップアップメニューから「グローバル 3D で（高品質）」を選択します。以下の左側のイメージでは、「グロー
バル 3D で（高品質）」が選択されているため、パーティクルは 3D 空間で変形されたプロジェクト内のほかのオブ
ジェクトと交差しています。右側のイメージでは、「ローカル 3D で（高速）」が選択されているため、パーティクル
はほかのオブジェクトと交差していません。

カスタムのパーティクルエフェクトを「ライブラリ」に保存する
パーティクルシステムを作成したら、「ライブラリ」の「パーティクルエミッタ」、「よく使う項目」、または「よく使う
項目メニュー」フォルダにパーティクルプリセットとして保存して、後で使うことができます。いったんパーティクルシ
ステムを「ライブラリ」に保存すれば、ほかのパーティクルプリセットと同じように使用できるパーティクルプリセッ
トになります。

参考：整理しやすいように、「よく使う項目」または「よく使う項目メニュー」カテゴリにカスタムのパーティクルシ
ステムを保存するためのフォルダを作成することをお勧めします。

パーティクルシステムを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「パーティクルエミッタ」、「よく使う項目」、または「よく使う項目メニュー」カテゴリを選
択します。

 2 保存したいエミッタを「ライブラリ」の下部にあるスタックにドラッグします。

パーティクルプリセットを保存すると、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/
Library/」フォルダの「Particle Emitters」、「Favorites」、「Favorites Menu」サブフォルダにファイルとして
保存されます。パーティクルシステムの作成に使用したカスタムオブジェクトは、このファイルに入れられます。

作成したパーティクルプリセットをこの場所からコピーして、ほかの Motion ユーザに渡したり、自分が入手した
パーティクルプリセットをこのフォルダに置いたりできます。パーティクルプリセットのファイルをコピーする際には必
ず、パーティクルシステムに使ったグラフィックスまたはムービーファイルもコピーされていることを確認してくださ
い。

詳しくは、182 ページのカスタム要素を「ライブラリ」に保存するを参照してください。
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リプリケータの概要
エレメントの繰り返しパターンは、テレビのタイトルシーケンス、ニュースのイントロ、バンパー、コマーシャルなど、
さまざまなタイプのモーショングラフィックスのプロジェクトで広く使われています。エレメントを慎重に複製した後、
キーフレームを単調に設定していく必要があるため、この種の複雑なコラージュ制作は通常非常に時間がかかりま
す。「Motion」のリプリケータでは、万華鏡のような一連の画像を大量に設定する場合にありがちな面倒な操作の
多くを自動化して、複製を使った印象的なイメージやアニメーションを作成できます。

「Motion」では、複製したパターンのエレメントに、ビデオ、静止画像、シェイプ、テキストなどのレイヤーを含め
ることができます。たとえば、ほんの数回のマウスクリックで、単純なシェイプに基づいたスピンループを作成でき
ます。

Replicator resultReplicator source shape

リプリケータのパラメータにキーフレームを設定して、パターンのダイナミクスを時間と共に変化させることができま
す。たとえば、リプリケータの「オフセット」パラメータにキーフレームを設定することによって、画面を上下動しな
がら横切る波状のドットを作成できます。

リプリケータやそのセルにビヘイビアを追加すれば、さらに多様なエフェクトを作成することもできます（「シミュレー
ション」ビヘイビアが特に効果的です）。リプリケータまたはセルに適用されたビヘイビアは、パターンの各エレメン
トに適用できます。これにより、キーフレームを使って、アニメーションを表示するのに何時間もかかる、ほとんど
無限に近いほど多様で複雑なエフェクトを作成できます。プロジェクト内の別のオブジェクト（リプリケータパターン
に含まれていないオブジェクト）に「渦巻き」などのビヘイビアを適用し、パターンエレメントがそのオブジェクトを
周回するように動かすこともできます。

「シーケンスリプリケータ」という特殊なビヘイビアでは、画面上のエレメントのパラメータ（位置、拡大／縮小、不
透明度など）を連続したアニメーションで変化させます。詳しくは、582 ページの「シーケンスリプリケータ」ビヘ
イビアを適用するを参照してください。

リプリケータ
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リプリケータは「Motion」の 3D 機能も活用しています。リプリケータで作成されるシェイプには、最初から 3D 
のものもあれば、3D 空間のあるポイントで存在できるものもあります。また、リプリケータに適用されるビヘイビ
アによってパターンエレメントを平面から引き出すこともできます。詳しくは、594 ページの 3D 空間でリプリケータ
を使うを参照してください。

リプリケータとパーティクルシステムの違い
リプリケータとパーティクルシステムでは多くのパラメータが共通していますが、この 2 つはまったく異なるツールで
す。いずれもレイヤー（シェイプ、テキスト、イメージなど）をセルソースとして使い、それらのソースから画面上
のエレメントを生成しますが、無加工の素材からそれぞれ独自のエフェクトを生成します。パーティクルシステムで
は、時間の経過と共に変化する動的なエレメントを生成します：パーティクルは生成されて、画面上の「エミッタ」
から放出されます。パーティクルはキャンバス上を移動していき、システムのパラメータで指定した「自然法則」に
従って消滅します。 

一方、リプリケータは動的なシミュレーションではありません。リプリケータのエレメントはパーティクルのように放
出されません（リプリケータのエレメントに発生量、表示時間、速度などのパラメータはありません）。リプリケータ
は、ソースレイヤーの静的コピーのパターンを、指定したシェイプおよび配置方法で組み立てます。デフォルトでは、
リプリケータで作成した画面上のエレメントは静止状態になっていますが、リプリケータのパラメータをアニメートす
ることはできます。たとえば、単純な「スター」シェイプを画面のパターンのソースとして使い、円の外周に沿って
星を複数回複製することができます。新しいリプリケータレイヤーのいくつかのパラメータにキーフレームを設定す
ることで、円の中心を軸に回転するように星をアニメートさせ、回転しながら星の色を変化させることができます。

リプリケータの作成について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピックを選
択してください。

リプリケータの仕組み
すべてのリプリケータは、ソースレイヤーから始めます：このレイヤーは、プロジェクト内で複製されて特定のパター
ンで画面上に並べられます。ソースレイヤーを「複製」すると、2 つの新しい項目が「レイヤー」リストに表示され
ます：

 • リプリケータ：画面上のパターン全体を制御する特殊なタイプのエフェクト

 • セル：画面上のパターンの個々のエレメントを制御する、ソースレイヤーから複製されたイメージまたはシェイプ
レイヤー

リプリケータセルは、「レイヤー」リストと「タイムライン」内で、その親リプリケータの下に表示されます。このセ
ルレイヤーの名前は元のソースオブジェクトから付けられます。このソースオブジェクトは、キャンバスのコンポジショ
ンに表示されないように、「レイヤー」リストと「タイムライン」では無効になっています。

Cell

Replicated source layer
(now disabled)

Replicator
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下のイメージに示すように、「レイヤー」リストから「リプリケータ」レイヤーに別のソースレイヤーをドラッグするこ
とで、リプリケータにほかのセルを追加することができます。

「リプリケータ」レイヤー上にほかのソースレイヤーをドラッグしてマウスボタンを押したままにすると、ドロップメ
ニューが表示されます。このメニューには、オブジェクトをリプリケータセルとして、またはマスクとしてリプリケータ
に追加するオプションがあります。詳しくは、595 ページのリプリケータでマスクを使うを参照してください。

リプリケータとそのセルには、パラメータの組が別々に用意されていて、キャンバスに表示されるモザイクパターン
の外観を制御できます。リプリケータのパラメータを変更すると、画面上のパターン全体が変化します。これにより、
矩形、円、スパイラル、その他のジオメトリのレイアウトを作成することができます。セルのパラメータを変更する
と、画面上のパターンのエレメントに影響します。これにより、パターンの一部分のアングル、カラー、および調整
などの属性を変更することができます。
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「リプリケータ」パラメータは動的で、「シェイプ」ポップアップメニューで選択したレイアウトタイプに応じて、「イ
ンスペクタ」で表示されるパラメータが異なります。たとえば、パターンシェイプとして「矩形」が選択されている
場合、矩形のサイズや行と列の数といった属性を変更できる追加のパラメータが「インスペクタ」に表示されます。
「スパイラル」をシェイプとして選択した場合は、スパイラルの半径、スパイラルのツイストとアームの数、アーム
ごとのポイント（シェイプ上でエレメントを配置する位置）数などの属性を調整できるパラメータが表示されます。

さらに選択したシェイプの配置によっても、使用できるパラメータが変わります。パラメータを数個変更するだけで、
外観が大きく変わることがあります。

リプリケータを変更した後、それらを「ライブラリ」に保存して、後で利用することができます。597 ページのカス
タムリプリケータを「ライブラリ」に保存するを参照してください。

リプリケータセルのソースレイヤーについて
シェイプ、テキスト、イメージシーケンス、クリップなど、「Motion」のイメージベースのレイヤーをセルソースとし
て使ってリプリケータを作成できます。

参考：リプリケータ自体、パーティクルエミッタ、ライト、カメラ、リグからはリプリケータは作成できません。

ソースレイヤーに適用する変形はリプリケータセルにも反映されます。たとえば、回転させた矩形シェイプをリプリ
ケータのソースレイヤーとして使う場合、キャンバス内のリプリケータエレメントも回転します。ソースレイヤーにフィ
ルタを適用した場合、フィルタのエフェクトはリプリケータのパターン内のエレメントでも有効です。

参考：ムービーを複製すると、特にフィルタが適用されている場合、コンピュータの処理パフォーマンスが低下しま
す。パフォーマンスを向上させるには、フィルタを適用した状態でシーケンスを出力してから、そのシーケンスを読
み込み、ムービーをリプリケータソースとして使います。
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リプリケータを作成する

リプリケータをプロジェクトに追加する
リプリケータをプロジェクトに追加するには 2 つの基本的な方法があり、「ライブラリ」の「リプリケータ」カテゴリ
からプリセットを選択する方法と、独自のイメージ、シェイプ、またはビデオクリップを使ってカスタムのリプリケータ
を作成する方法です。複数のソースレイヤーを使うことで、リプリケータの複雑さを高めることができます。

「ライブラリ」からプリセットのリプリケータを追加する
プロジェクトにリプリケータシステムを追加する最も簡単な方法は、「ライブラリ」の「リプリケータ」カテゴリにあ
るプリセットを使うことです。

 1 リプリケータを追加するグループを選択します。

 2 「ライブラリ」で「リプリケータ」カテゴリを選択します。

「リプリケータ」カテゴリは、「マット」、「トランジション」、「背景」などのサブカテゴリに分割されています。

 3 サブカテゴリを選択し、続いて「Curved Drops」（「その他」サブカテゴリにあります）などのリプリケータオブ
ジェクトを選択します。

プレビュー領域でプレビューが再生されます。

参考：プレビューが再生されない場合は、プレビューの上にポインタを置いて「再生」ボタンをクリックしてくださ
い。

 4 リプリケータプリセットを選択してから、以下のいずれかの操作を実行します：

 • プレビュー領域の「適用」をクリックして、リプリケータをキャンバスの中央に追加します。

 • リプリケータをキャンバスにドラッグします。

 • リプリケータを「レイヤー」リストまたは「タイムライン」レイヤーリスト内のグループにドラッグします。

 • リプリケータを「タイムライン」のトラック領域またはミニタイムラインにドラッグします。ドラッグ中は、現在のフ
レーム番号がツールチップに表示されます。

プロジェクトにリプリケータプリセットが表示されます。プリセットは、「レイヤー」リストで下にあるオブジェクト
の上に合成されます。

「ライブラリ」からリプリケータプリセットを追加すると、プレビュー領域に表示されていた通りに動作します。必
要に応じて、HUD または「リプリケータ」インスペクタでリプリケータのパラメータを変更できます。プリセット
ソースを、手持ちのいずれかのイメージ、クリップ、シェイプ、テキストレイヤーに置き換えることもできます。

参考：プロジェクトに追加した後でなければ、リプリケータは変更できません。

簡単なカスタムリプリケータを作成する
プロジェクト内のレイヤーをセルのソースとして指定することで、簡単なカスタムリプリケータを作成することができ
ます。そのレイヤーにリプリケータを適用すると、非アニメーションの塗りつぶし矩形パターンが作成されます。次
に、プロジェクトのニーズに合わせて、「リプリケータ」パラメータを変更します。
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 1 リプリケータに使うオブジェクトをプロジェクトに配置します。

この例では、「ライブラリ」の「コンテンツ」フォルダから鳥のグラフィックスを使います。

 2 オブジェクトを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • ツールバーの「リプリケータ」ボタンをクリックします。

 • 「オブジェクト」＞「リプリケータを作成」と選択します（または L キーを押します）。

レイヤーのリプリケータが作成されると、次のようになります：

 • リプリケータレイヤー（「リプリケータ」というラベルが付いています）が「レイヤー」リストに表示され、選択さ
れた状態になります。

 • 元のレイヤー（鳥のシェイプ）の複製がリプリケータセルになります。

 • 元のソースレイヤー（鳥のシェイプ）が無効になります。

参考：不透明度やシアーなど、元のソースレイヤーに加えられた変更は、リプリケータ作成後のパターンに反映
されます。

 • キャンバス上で、デフォルトの矩形パターンがソースオブジェクトと同じ位置に中心を合わせて表示されます。
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 • リプリケータに対してオンスクリーンコントロールをすぐに使えるように、ツールバーで「項目を調整」ツールが
選択されます。

Adjust Item tool

「項目を調整」ツールを選択して、パターンのオンスクリーンコントロール（境界ボックス）をドラッグすると、リ
プリケータのサイズが変更されます。（境界ボックスのアウトライン上ではなく）キャンバス内をドラッグすると、リ
プリケータのオブジェクト全体の位置を変更できます。

 • 「リプリケータ」HUD が表示されます。

参考：HUD を非表示にしている場合は、D キーを押してください。

複数のソースレイヤーを使って複雑なリプリケータを作成する
1 つのリプリケータに複数のソースを追加することで、複数のエレメントを含む複雑なパターンを作成することがで
きます。各ソースはリプリケータ内のセルになり、各セルは独自のパラメータセットを持ちます。

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、リプリケータを作成するレイヤーを Shift キーを押しながらクリック
して選択します。

この例では、「ライブラリ」の「コンテンツ」フォルダから 2 つのグラフィックスを使います。

参考：リプリケータに追加するレイヤーがリスト内で連続していない場合は、Command キーを押しながらクリック
して選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ツールバーの「リプリケータ」ボタンをクリックします。

 • 「オブジェクト」＞「リプリケータを作成」と選択します（または L キーを押します）。

デフォルトの矩形リプリケータパターンのセルは、ソースレイヤーから作成されます（コンポジション用にソースレイ
ヤーの選択は解除されます）。
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複数のセルによってリプリケータパターンが作成される場合、パターン上の同じ場所にエレメントが表示されます。リ
プリケータは、ソースの位置を平均化した位置に表示されます。

パターン内のエレメントは、「レイヤー」リストおよび「タイムライン」での順番に従って重ねられます。レイヤーの
重ね順を変更するには、「レイヤー」リストで下にあるセルを上のセルの上にドラッグします。

リプリケータを変更する
プリセットのリプリケータを追加した後、またはカスタムリプリケータを作成した後、ソースイメージを置き換えたり、
セルの不透明度を調整したり、不要なセルを削除したり、リプリケータ全体を削除することで、さらに変更を加えま
す。

プリセットのリプリケータのソースイメージを置き換える
プリセットのリプリケータをプロジェクトに追加した後、ニーズにさらに合わせるためにソースイメージを置き換える
ことができます。

 1 リプリケータプリセットの置き換え用グラフィックスとして使用するファイルを「ファイルブラウザ」または「ライブラ
リ」で選択し、プロジェクトに追加します。

 2 「レイヤー」リストで、置き換えるリプリケータセルにオブジェクトをドラッグします。

参考：セルレイヤーが表示されていない場合は、リプリケータレイヤーの横にある開閉用三角ボタンをクリックしま
す。

 3 ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

元のソースオブジェクトが新規オブジェクトに置き換えられます。

複数のソースを含むリプリケータ内のエレメントの不透明度を制御する
「リプリケータセル」インスペクタでパラメータを変更することで、リプリケータの個々のエレメントの不透明度を調
整することができます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「レイヤー」リストでセルを選択し、「リプリケータセル」インスペクタの「グラデーションエディタ」で不透明タグを

調整します（または「カラーモード」を「カラー化」に変更し、「カラー」コントロールの「不透明度」パラメータ
を調整します）。

 m 元のソースレイヤー（リプリケータセルではありません）を選択し、その HUD または「情報」インスペクタで不透
明度を変更します。

リプリケータからセルを削除する
複数のセルを含むリプリケータから、セルを削除することができます。

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、削除するセルを選択し、Delete キーを押します。

元のソースレイヤーはプロジェクト内に残ります。
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リプリケータをプロジェクトから削除する
「レイヤー」リストまたは「タイムライン」からリプリケータを削除できます。

 m リプリケータを選択し、Delete キーを押します。

元のソースレイヤー（複数の場合もあり）はプロジェクト内に残ります。

HUD でリプリケータとセルを調整する

「リプリケータ」HUD と「リプリケータセル」HUD を表示する
ソースレイヤーからリプリケータを作成する場合、画面上のパターンは、「リプリケータ」インスペクタと「リプリケー
タセル」インスペクタのデフォルトのパラメータを使って作成されます。「リプリケータ」HUD と「リプリケータセ
ル」HUD で、これらのパラメータのうち最も重要なパラメータを変更することができます。

「リプリケータ」HUD を表示するには
 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、リプリケータを選択します。

HUD が表示されます。表示されない場合は、F7 キーまたは D キーを押します。

「リプリケータセル」HUD を表示するには
 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、リプリケータセルを選択します。

HUD が表示されます。表示されない場合は、F7 キーまたは D キーを押します。

「リプリケータ」HUD のコントロール
「リプリケータ」HUD には、リプリケータのシェイプや配置を変更するのに必要な、頻繁に使用されるコントロールが
あります。これらのパラメータは「リプリケータ」インスペクタにあるパラメータの一部です。また、HUD から、「情
報」インスペクタにある「不透明度」および「ブレンドモード」パラメータに簡単にアクセスすることもできます。
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リプリケータと 3D 変形ツール（ツールバー上）が選択されているときは、HUD でその他の変形パラメータが使え
るようになります。HUD の 3D 変形コントロールの使いかたについて詳しくは、889 ページの 3D 変形ツールの
概要を参照してください。

重要：「リプリケータ」HUD に表示されるコントロールは動的で、「シェイプ」ポップアップメニューと「調整」ポッ
プアップメニューで選択する項目に応じて、さまざまなコントロールが表示されます（「調整」ポップアップメニュー
自体が動的で、追加パラメータを呼び出します）。「不透明度」、「ブレンドモード」、および「シェイプ」のパラメー
タは常に「リプリケータ」HUD に表示されます。すべてのリプリケータパラメータの説明は、559 ページの「リプ
リケータ」のパラメータを参照してください。

「リプリケータ」HUD のデフォルトコントロール
 • 不透明度：リプリケータのパターンの全体的な不透明度を指定します。リプリケータに複数のセルが含まれてい
る場合、この設定はすべてのパターンエレメントに適用されます。

複数のソースが存在するリプリケータ内のエレメントの不透明度を制御する方法については、550 ページのリプ
リケータをプロジェクトに追加するを参照してください。 

 • ブレンドモード：リプリケータのブレンドモードを指定するポップアップメニューです。この設定を変更すると、「レ
イヤー」リスト内で下に合成されているレイヤーに応じてパターン全体が変更されますが、リプリケータ内で重な
り合うエレメントの相互関係には影響しません。パターン内のエレメントのブレンドに適用するには、「リプリケー
タ」インスペクタの「アディティブブレンド」を有効にします。

参考：ブレンドモードについて詳しくは、227 ページのブレンドモードの概要を参照してください。

 • シェイプ：リプリケータのシェイプを指定するポップアップメニューです。「シェイプ」オプションには、「線」、「矩
形」、「円」、「バースト」、「スパイラル」、「波」、「ジオメトリ」、「イメージ」、「ボックス」、「球」があります。

参考：「ボックス」および「球」オプションは、「リプリケータ」インスペクタで「3D」チェックボックスを選択し
た場合に使用できます。

Replicator Shape 
set to Rectangle (default)

Replicator Shape set to Circle 
(Arrangement set to Outline)

Replicator Shape set to Spiral
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 • 調整：リプリケータパターン内のエレメントのレイアウトを指定するポップアップメニューです。「シェイプ」パラ
メータをデフォルトの「矩形」設定に設定した場合、デフォルトの「調整」は「タイル状に塗りつぶす」になり
ます。「調整」パラメータは、「シェイプ」を「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」に設定し
た場合に使用できます。

Arrangement set to Tile Fill 
(default)

Arrangement set to Outline Arrangement set to Random Fill

 • 列：パターン内の縦の列数を指定するスライダです。パターンエレメントは、列に沿って点状に分布します。こ
のパラメータは、選択したシェイプが閉じたシェイプ（「矩形」、「円」、または「イメージ」など）で、「調整」で
「タイル状に塗りつぶす」が選択された場合に利用できます。これは、「調整」を「アウトライン」に設定した
場合のボックスおよび球でも利用できます。

Default number of 5 Columns and 5 Rows Columns set to 3 and Rows set to 7

 • 行：パターン内の横の行数を指定するスライダです。このパラメータは、選択したシェイプが閉じたシェイプ（「矩
形」、「円」、または「イメージ」など）で、「調整」で「タイル状に塗りつぶす」が選択された場合に利用でき
ます。これは、「調整」を「アウトライン」に設定した場合のボックスおよび球でも利用できます。

 • 開始点：エレメントが開始点からパターン上をどのように移動するかを指定するポップアップメニューです。たとえ
ば、矩形シェイプを使って開始点を「左」に設定すると、エレメントは矩形に沿って左から右に移動します。「右
上」に設定すると、エレメントはシェイプの右上隅のポイントから右下隅へエレメントが移動します。このパラメー
タは、「調整」を「タイル状に塗りつぶす」または「ランダムに塗りつぶす」に設定した場合に使用できます。
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「リプリケータセル」HUD のコントロール
「リプリケータセル」HUD には、リプリケータパターン内のエレメントの属性を変更するのに必要な、頻繁に使用
されるコントロールがあります。これらのパラメータは、「リプリケータ」インスペクタの「セルコントロール」セク
ション内（1 セルのリプリケータの場合）または「リプリケータセル」インスペクタ内（複数セルのリプリケータの
場合）にあるパラメータのサブセットです。「リプリケータセル」HUD には、「アングル」、「アングルの範囲」、「ア
ングルのランダムの度合い」、「調整」、「調整の範囲」、「調整のランダムの度合い」の各パラメータを調整するた
めのスライダがあります。リプリケータセルのパラメータについて詳しくは、570 ページの「リプリケータセル」の
パラメータを参照してください。

「インスペクタ」でリプリケータとセルを調整する

リプリケータとセルのパラメータの概要
リプリケータのパラメータと、リプリケータセルのパラメータは密接に関係していますが、それぞれの目的が異なって
います。リプリケータのパラメータは、リプリケータのパターンにおけるシェイプ全体、調整、オフセット、スタック
の順番、構成順位、およびエレメントの数を制御します。

リプリケータセルのパラメータは、リプリケータのパターン内にあるエレメントのビヘイビアとアピアランスを制御し
ます。

1 つのセル（1 つのソースレイヤー）しか含まれてないリプリケータでは、同じ「リプリケータ」インスペクタに「リ
プリケータ」コントロールと「リプリケータセル」コントロールが表示されます。この場合、これらのコントロール
を使ってリプリケータのあらゆる面を制御できます。複数のセルが含まれるリプリケータでは、各セルに独自の「リ
プリケータセル」インスペクタが用意され、そのセルに関するすべてのパラメータが表示されます。
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「リプリケータ」インスペクタを開く

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、リプリケータを選択します。

 2 「インスペクタ」で「リプリケータ」をクリックします。

リプリケータのパラメータが表示されます。

Replicator Inspector 
for replicator with 
a single cell

「リプリケータ」インスペクタの内容は動的に変化します。「シェイプ」ポップアップメニューで選択したオプションに
よっても、表示されるパラメータが異なります。また、「調整」ポップアップメニューで選択したオプションによって
も、表示されるパラメータが異なります。

「リプリケータセル」インスペクタを開く

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、リプリケータセルを選択します。

Cell selected 
in Layers list

 2 「インスペクタ」で「リプリケータセル」をクリックします。
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リプリケータセルのパラメータが表示されます。

Replicator Cell 
Inspector for replicator 
with multiple cells

「リプリケータ」のパラメータ
「リプリケータ」インスペクタにあるパラメータを使うと、選択したリプリケータで作成されるパターンのあらゆる面
を完全に制御することができます。これには、その上にパターンが作成されるシェイプと、そのシェイプに関連する
パラメータ（パターンのサイズ、パターン内でのエレメントの調整方法など）が含まれています。

インスペクタに表示されるリプリケータのパラメータ
 • シェイプ：「シェイプ」ポップアップメニューでは、画面上のリプリケータパターンの全体的なシェイプを設定しま
す。デフォルトの設定は「矩形」です。メニューから最大で 10 個のシェイプスタイルを選択して、パターンエレ
メントの分布を変更します。 

参考：「シェイプ」ポップアップメニューから選択した項目に応じて、その他のコントロールが「リプリケータ」イン
スペクタに表示されることがあります。たとえば「シェイプ」ポップアップメニューで「矩形」を選択すると、「調
整」ポップアップメニューで「アウトライン」、「タイル状に塗りつぶす」、「ランダムに塗りつぶす」が使用可能に
なります。これらの追加コントロールを使用して、選択されたシェイプをさらにカスタマイズすることができます。

「シェイプ」ポップアップメニューには、次の項目が含まれます：

 • 線：エレメントは行を基準に配置されます。「インスペクタ」で、行の上に特定の数のポイントを設定できま
す。ポイント（行の終点を含みます）ごとに 1 エレメントが配置されます。「線」シェイプではさらに、「始点」、
「終点」、「ポイント」、および「オフセット」パラメータが表示されます。
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 • 矩形：エレメントはリプリケータアウトラインに沿って矩形状に配置されるか、タイル状またはランダムに塗り
つぶされるパターンで矩形状に配置されます。「矩形」を選択すると、「調整」パラメータを使用できるように
なります。選択した「調整」に応じて、矩形シェイプに追加のパラメータが表示されます。

Rectangle shape with 
Arrangement set to Outline

Rectangle shape with 
Arrangement set to Tile Fill

Rectangle shape with 
Arrangement set to Random Fill

 • 円：エレメントはリプリケータアウトラインに沿って円状に配置されるか、タイル状またはランダムに塗りつぶさ
れるパターンで円状に配置されます。「円」を選択した場合、「調整」パラメータが使用できるようになります。
選択した「調整」に応じて、円シェイプに追加のパラメータが表示されます。次のイメージでは、円の「調整」
は「アウトライン」に設定されています。

 • バースト：エレメントはフレア状のパターンに配置されます。バーストシェイプでは「リプリケータ」インスペク
タに、「半径」、「アームの数」、「アームあたりのポイント数」、「オフセット」、および「開始点」の各追加パ
ラメータが表示されます。
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 • スパイラル：エレメントはらせん状のパターンに配置されます。スパイラルシェイプでは「リプリケータ」イン
スペクタに、「半径」、「ツイスト」、「アームの数」、「アームあたりのポイント数」、および「オフセット」の各
追加パラメータが表示されます。

 • 波：エレメントは波状に配置されます。波シェイプでは「リプリケータ」インスペクタに「始点」、「終点」、「振
幅」、「周波数」、「位相」、「ダンプ」、「ポイント」および「オフセット」の各追加パラメータが表示されます。

 • ジオメトリ：シェイプソースとして使用されたスプラインオブジェクトによって定義されたシェイプのエッジに沿っ
て、エレメントが配置されます。「ジオメトリ」シェイプでは「リプリケータ」インスペクタに、「シェイプソース」、
「ポイント」、および「オフセット」の各追加パラメータが表示されます。

Cells along the edge of the object defined 
in the Shape Source image well

Object used as the Shape Source

リプリケータシェイプとしてジオメトリ（シェイプ）を使用する方法について詳しくは、570 ページの「リプリケー
タセル」のパラメータを参照してください。

 • イメージ：エレメントは、「調整」ポップアップメニューの選択項目に従って、イメージで指定された領域内、ま
たは境界に沿って表示されます。イメージにはアルファチャンネルが含まれていてもかまいません。その場合
は、アルファチャンネルのシェイプを使ってパターンを指定することもできます。「イメージ」を選択した場合、
「調整」パラメータが使用可能になります。選択した「調整」に応じて、イメージシェイプに追加のパラメー
タが表示されます。

リプリケータシェイプとしてイメージを使用する方法について詳しくは、579 ページのイメージとジオメトリオブ
ジェクトを使うを参照してください。
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 • ボックス：このオプションは、「リプリケータ」インスペクタで「3D」チェックボックスを選択した場合に使用
できます。エレメントはリプリケータアウトラインに沿って 3D の立方体状に配置されるか、その表面上にタイ
ルまたはランダムに塗りつぶされるパターンで配置されます。画面のコントロールと「項目を調整」ツールを
使って、矩形のサイズと位置を指定できます。手前の水平線をドラッグすれば高さを、手前の垂直線をドラッグ
すれば幅を、後方の線をドラッグすれば奥行きをそれぞれ調整でき、手前側のコーナーをドラッグすれば高さ
と幅を同時に調整できます。リプリケータの位置を変えるには、リプリケータ内（ボックスの線上やコーナーで
はなく）をドラッグします。選択した「調整」によっては、ボックスシェイプに追加のパラメータが表示される
こともあります。次の図では、ボックスの「調整」は「タイル」に設定されています。

 • 球：このオプションは、「リプリケータ」インスペクタで「3D」チェックボックスを選択した場合に使用できま
す。エレメントはリプリケータアウトラインに沿って 3D の球状に配置されるか、その表面上にタイルまたはラ
ンダムに塗りつぶされるパターンで配置されます。画面のコントロールと「項目を調整」ツールを使って、円
の半径と位置を指定できます。球のアウトラインをドラッグすれば半径を調整でき、球の内側をドラッグすれば
キャンバス内で移動できます。「球」を選択すると、「調整」パラメータを使用できるようになります。選択した
「調整」によっては、球シェイプに追加のパラメータが表示されます。

 • 調整：このポップアップメニューは、「シェイプ」を「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」に
設定した場合に使用できます。選択したシェイプでのエレメントのレイアウトを指定します。「調整」には以下の
オプションがあります：

 • アウトライン：エレメントは、シェイプの端に沿って調整されます。

 • タイル状に塗りつぶす：エレメントは、円、矩形、イメージ、ボックス、または球のパターン内で、列および行
のタイル状のパターンに配置されます。列と行の数とタイルのオフセットを指定できます。

 • ランダムに塗りつぶす：エレメントは円、球、矩形、またはボックスの内側から、ランダムに配置されます。

 • サイズ：このスライダは、「シェイプ」を「矩形」または「ボックス」に設定した場合に使用できます。開閉用三
角ボタンをクリックすれば、「幅」、「高さ」、および「深度」（「ボックス」シェイプの場合）の各パラメータが表
示されます。シェイプとして円を選択すると、このパラメータは「半径」になります。

参考：リプリケータでデフォルトのカメラ設定とデフォルトの Z 位置を使用するプロジェクトでは、「高さ」はピク
セル単位ですが、「幅」はスクエアピクセル単位になります。これは、キャンバスの右上にある「表示」ポップ
アップメニューで「アスペクト比を補正」を選択した場合、シェイプが数値的に正方形に表示されるようにするた
めです。

 • シェイプソース：このイメージウェルは、「シェイプ」を「ジオメトリ」に設定した場合にのみ使用できます。この
ウェルを使って、リプリケータパターンのソースとしてシェイプオブジェクトを読み込むことができます。リプリケー
タにシェイプソースを設定するには、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」から「シェイプソース」ウェル内
にシェイプをドラッグします。

 • 画像ソース：このイメージウェルは、「シェイプ」パラメータを「イメージ」に設定した場合に使用できます。こ
のウェルを使って、リプリケータシェイプのソースとしてイメージオブジェクトを読み込むことができます。画像ソー
スを設定するには、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」から「画像ソース」ウェル内にイメージをドラッグ
します。
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 • エミッションアルファ・カットオフ：画像ソースオブジェクトにアルファチャンネルが含まれている場合、このスラ
イダによって、ソースイメージの該当するポイントにエレメントを作成するために必要な不透明度の最小値を指定
します。たとえば 25 ％に設定すると、イメージのアルファ値が 25 ％以上の不透明度となるポイントにしか、エ
レメントは表示されません。エミッションアルファ・カットオフの値が小さくなるほど、表示されるセルの数は多く
なります。このパラメータを効果的に使うには、透明度がさまざまに異なる領域がアルファチャンネルに含まれて
いる必要があります。

Shape with a feathered edge 
used as Image Source

Emission Alpha Cutoff 
set to 75%

Emission Alpha Cutoff 
set to 30%

 • 始点：このパラメータは、「シェイプ」を「線」または「波」に設定した場合に使用可能です。3 つの値スライダ
で X、Y、および Z 座標にて、エレメントが配置される線または波の 1 番目のポイントを設定します。Z 座標地
の終点を設定するスライダは、開閉用三角ボタンをクリックすれば表示されます。キャンバスのコントロール（そ
れと「項目を調整」ツール）を使えば、これらの値をキャンバス上で調整することもできます。

 • 終点：このパラメータは、「シェイプ」を「線」または「波」に設定した場合に使用可能です。2 つの値スライダ
で X、Y、および Z 座標にて、エレメントが配置される線または波の 2 番目のポイントを設定します。Z 座標地
の終点を設定するスライダは、開閉用三角ボタンをクリックすれば表示されます。キャンバスのコントロール（そ
れと「項目を調整」ツール）を使えば、これらの値をキャンバス上で調整することもできます。

 • 振幅：このスライダは、「シェイプ」を「波」に設定した場合に使用できます。このスライダで、波の最高点から
最低点までの距離の半分を指定します。大きな値を設定すると、波の振幅が大きくなります。

 • 周波数：このスライダは、「シェイプ」を「波」に設定した場合にのみ使用できます。このスライダで、波の数
を指定します。デフォルト値は 1 です。

Default Frequency value (1) Frequency value set to 2

 • 位相：このスライダは、「シェイプ」を「波」に設定した場合にのみ使用できます。ダイヤルで、パスの始点か
ら終点への波のオフセットの度合いを指定します。0 度（デフォルト）に設定すると、波の始まりと終わりが波の
最高点と最低点の中間になります。90 度に設定すると、波の始まりと終わりが波の最高点になります。-90 度に
設定すると、波の始まりが波の最低点になります。180 度に設定すると、0 度に設定した場合と同様になります
が、動きは反転されます。
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 • ダンプ：このスライダは、「シェイプ」を「波」に設定した場合にのみ使用できます。このスライダで、波の動き
を段階的に消滅させます。「ダンプ」を正値に設定すると、波は前向きに消滅します（左から右へ）。負値に設定
すると、波は後ろ向きに消滅します（右から左へ）。

 • 点：「シェイプ」を「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」に設定し、「調整」を「アウトライ
ン」または「ランダムに塗りつぶす」に設定したときに、このスライダでシェイプの端に沿って均等に分散するエ
レメントポイントの数を指定します。 

「シェイプ」を「線」または「波」に設定したときは、線または波上で均等に分散するエレメントポイントの数を
指定します。「項目を調整」ツールを選択すると、ポイントがキャンバスに表示されます。

「シェイプ」を「ジオメトリ」に設定したときは、シェイプの回りに均等に分散するエレメントポイントの数を指定
します。

 • オフセット：「シェイプ」を「線」または「波」に設定したときは、このスライダを調整すると、線または波に沿っ
てエレメントが移動します。

「シェイプ」を「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」に設定し、「調整」を「アウトライン」
に設定したときは、このスライダを調整すると、シェイプの端に沿ってエレメントが移動します。

「シェイプ」を「ジオメトリ」に設定したときは、このスライダを調整すると、シェイプの端に沿ってエレメントが
移動します。

 • ビルドスタイル：このポップアップメニューが表示されるかどうか、および表示されるオプションの内容は、「シェ
イプ」と「調整」の選択内容によって異なります。「ビルドスタイル」では、リプリケータシェイプ上にエレメント
をビルドする方法を指定します。

「矩形」、「円」、および「イメージ」のリプリケータシェイプで「調整」を「アウトライン」に設定した場合、ま
たは「ジオメトリ」シェイプでは、「ビルドスタイル」に以下のオプションが表示されます：

 • 時計回り：エレメントをシェイプ沿いに右方向に配置します。
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 • 反時計回り：エレメントをシェイプ沿いに左回りに配置します。

Build Style set to Clockwise Build Style set to Counter Clockwise

矩形およびイメージシェイプで、「調整」が「タイル状に塗りつぶす」に、「開始点」が「左上」、「右上」、「左
下」、または「右下」に設定されている場合、次の「ビルドスタイル」オプションを設定できます：

 • 全体：「開始点」パラメータで指定した方向で、パターンに沿ってエレメントをビルドします。

 • 行を基準：パターン上にエレメントを行単位でビルドします。

 • 列を基準：パターン上にエレメントを列単位でビルドします。

ボックスシェイプで、「調整」が「タイル状に塗りつぶす」に、「開始点」が「手前の左上」、「手前の右上」、「手
前の左下」、「手前の右下」、「後ろの左上」、「後ろの右上」、「後ろの左下」、または「後ろの右下」に設定され
ている場合、次の「ビルドスタイル」オプションを設定できます：

 • 全体：「開始点」パラメータで指定した方向で、パターンに沿ってエレメントをビルドします。

 • 行、列、ランクを基準：「開始点」から行、列、ランクの順に、パターン上にエレメントをビルドします。

 • 列、行、ランクを基準：「開始点」から列、行、ランクの順に、パターン上にエレメントをビルドします。

 • 行、ランク、列を基準：「開始点」から行、ランク、列の順に、パターン上にエレメントをビルドします。

 • 列、ランク、行を基準：「開始点」から列、ランク、行の順に、パターン上にエレメントをビルドします。

 • ランク、行、列を基準：「開始点」からランク、行、列の順に、パターン上にエレメントをビルドします。

 • ランク、列、行を基準：「開始点」からランク、列、行の順に、パターン上にエレメントをビルドします。

 • 半径：このスライダは、「シェイプ」を「バースト」、「スパイラル」、「円」、または「球」に設定した場合に使
用できます。選択したシェイプのサイズを指定します。

 • ツイスト：このスライダは、「シェイプ」を「スパイラル」に設定した場合にのみ使用できます。スパイラルの回
転数を指定します。デフォルト値は 0.25 です。「アームの数」を「1」に設定すると、スパイラルが 1 つ作成さ
れます。

Spiral with default parameter settings Spiral with Number of Arms set to 1

 • アームの数：このスライダは、「シェイプ」を「バースト」または「スパイラル」に設定した場合に使用できま
す。エレメントを配置する枝の数を指定します。デフォルト値は 3 です。
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 • アームあたりのポイント数：このスライダは、「シェイプ」を「バースト」または「スパイラル」に設定した場合
に使用できます。バーストまたはスパイラルの各枝に配置するエレメントポイントの数を指定します。「項目を調
整」ツールを選択すると、ポイントがキャンバスに表示されます。

 • 列：このスライダは、「シェイプ」を「矩形」、「円」、または「イメージ」に設定して「調整」を「タイル状に塗
りつぶす」に設定するか、「シェイプ」を「ボックス」または「球」に設定して「調整」を「アウトライン」また
は「タイル状に塗りつぶす」に設定した場合に使用できます。選択したリプリケータ上のグリッドの縦の列数（ま
たは横方向のエレメントポイント数）を指定します。不規則なシェイプ（矩形以外）の場合、シェイプの外側に
位置するポイントは無視されます。

 • 行：このスライダは、「調整」パラメータを「タイル状に塗りつぶす」に設定した場合に使用できます。選択し
たリプリケータ上のグリッドの横の行数（または縦方向のエレメントポイント数）を指定します。不規則なシェイプ
（矩形以外）の場合、シェイプの外側に位置するポイントは無視されます。このコントロールは、「ボックス」お
よび「球」で「調整」を「アウトライン」または「タイル状に塗りつぶす」に設定した場合にも利用できます。 

 • ランク：このスライダは、「シェイプ」を「ボックス」に設定して「調整」を「タイル状に塗りつぶす」または「ア
ウトライン」に設定するか、「シェイプ」を「球」に設定して「調整」を「タイル状に塗りつぶす」に設定した
場合に使用できます。選択したリプリケータ上のグリッドの Z 空間のポイント数を指定します。不規則なシェイプ
（矩形以外）の場合、シェイプの外側に位置するポイントは無視されます。

 • タイルのオフセット：このスライダは、「シェイプ」を「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」
に設定して、「調整」を「タイル状に塗りつぶす」に設定した場合に使用できます。エレメントがパターンからオ
フセットする量（ポイントに対する割合）を指定します。0 ～ 100%の値を指定すると、行が右方向にオフセット
されます 0 ～ -100%の値を設定すると、行が左方向にオフセットされます。50 または－ 50 ％の値を設定する
と、レンガ状のパターンが作成されます。 

Rectangle shape set to Tile Fill Tile Offset set to a value of 20%

 • 開始点：このポップアップメニューは、「シェイプ」を「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」
に設定して、「調整」を「タイル状に塗りつぶす」または「ランダムに塗りつぶす」に設定した場合に使用でき
ます。エレメントが開始点からパターン内を移動する方法を指定します。たとえば「左」に設定すると、エレメン
トは左から右にパターンを移動します。「右上」に設定すると、シェイプの右上隅のポイントから右下隅へエレメ
ントが移動します。 

Origin set to Left Origin set to Upper Right
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「開始点」ポップアップメニューには、次の項目が含まれます：

 • 左上：エレメントはパターンの左上隅に出現し、右下隅で消滅します。

 • 右上：エレメントはパターンの右上隅に出現し、左下隅で消滅します。

 • 左下：エレメントはパターンの左下隅に出現し、右上隅で消滅します。

 • 右下：エレメントはパターンの右下隅に出現し、左上隅で消滅します。

 • 中心：エレメントはパターンの中央に出現し、外側に移動します。デフォルトの「開始点」オプションです。

 • 左：エレメントはパターンの左側に出現し、右側で消滅します。

 • 右：エレメントはパターンの右側に出現し、左側で消滅します。

 • 上：エレメントはパターンの上側に出現し、下側で消滅します。

 • 下：エレメントはパターンの下側に出現し、上側で消滅します。

「シェイプ」ポップアップメニューで円または球を選択し、「調整」を「タイル状に塗りつぶす」または「ランダム
に塗りつぶす」に設定した場合、「開始点」オプションは次のようになります：

 • 中心：エレメントはパターンの中央に出現し、外側方向にビルドされます。デフォルトの「開始点」オプション
です。

 • エッジ：エレメントはパターンの端に沿って出現し、内側方向にビルドされます。

「シェイプ」ポップアップメニューでボックスを選択し、「調整」を「タイル状に塗りつぶす」または「ランダムに
塗りつぶす」に設定した場合、「開始点」オプションは次のようになります：

 • 手前の左上：エレメントはパターンの手前の左上隅に出現し、後方の右下で消滅します。

 • 手前の右上：エレメントはパターンの手前の右上隅に出現し、後方の左下で消滅します。

 • 手前の左下：エレメントはパターンの手前の左下隅に出現し、後方の右上で消滅します。

 • 手前の右下：エレメントはパターンの手万の右下隅に出現し、後方の左上で消滅します。

 • 後ろの左上：エレメントはパターンの後方の左上隅に出現し、手前の右下で消滅します。

 • 後ろの右上：エレメントはパターンの後方の右上隅に出現し、手前の左下で消滅します。

 • 後ろの左下：エレメントはパターンの後方の左下隅に出現し、手前の右上隅で消滅します。

 • 後ろの右下：エレメントはパターンの後方の右下隅に出現し、手前の左上隅で消滅します。

 • 左：エレメントはパターンの左側に出現し、右側で消滅します。パターンは各行で同一です。

 • 右：エレメントはパターンの右側に出現し、左側で消滅します。パターンは各行で同一です。

67% resize factor



 第 15 章    リプリケータ 568

 • 上：エレメントはパターンの上側に出現し、下側で消滅します。パターンは各ランクで同一です。

 • 下：エレメントはパターンの下側に出現し、上側で消滅します。パターンは各ランクで同一です。

 • 手前：エレメントはパターンの手前に出現し、後方で消滅します。パターンは各列で同一です。

 • 後方：エレメントはパターンの後方に出現し、手前で消滅します。パターンは各列で同一です。

 • 中心：エレメントはパターンの中央に出現し、外側に移動します。デフォルトの「開始点」オプションです。

 • X 軸：エレメントはパターンの X 座標軸に沿って出現し、外側に移動します。

 • Y 軸：エレメントはパターンの Y 座標軸に沿って出現し、外側に移動します。

 • Z 軸：エレメントはパターンの Z 座標軸に沿って出現し、外側に移動します。

参考：「開始点」パラメータは、「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアがどこからアニメーションを開始するかも
指定します。「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、582 ページの「シーケンスリ
プリケータ」ビヘイビアを適用するを参照してください。

 • シャッフルの順番：このチェックボックスを選択すると、エレメントが表示される順番が変わります。「シャッフル
の順番」を選択すると、「シードを複製」パラメータが使用可能になります。

Pattern with Shuffle Order disabled Pattern with Shuffle Order enabled

 • シードを複製：このパラメータは、「シェイプ」を「矩形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、または「球」に設
定して、「調整」を「ランダムに塗りつぶす」に設定した場合に使用できます。ランダムに塗りつぶすパターンを
変更します。「生成」ボタンをクリックすると、新しいランダムシード値が設定されます。
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「調整」ポップアップメニューから「ランダムに塗りつぶす」オプションを選択した場合の実行結果はランダムに
見えますが、実際はアルゴリズムによって決められています。つまりパターンのランダムな変化は、表示される値
に基づいて作成されるということです。このシードナンバーを変更しない限り、パラメータ設定とソースオブジェ
クトが同じであれば、リプリケータの表示も常に同じです。現在のランダムに塗りつぶすパターンが気に入らない
場合は、新しい値を入力するか「生成」をクリックすることで、シードナンバーを変更できます。これによって、
そのパターンに対する乱数の計算が変更されます。「シャッフルの順番」パラメータのランダム化にも、このパラ
メータが使われます。

 • 3D：このチェックボックスを選択すると、「シェイプ」ポップアップメニューに「ボックス」と「球」のシェイプが
追加されます。

 • 重ねる順番を反転：このチェックボックスを選択すると、エレメントが重なる順番が反転します。このパラメータ
の効果を確認するには、エレメントが重なっている必要があります。

Pattern with Reverse Stacking deselected: 
The element to the right overlaps the next 
cell to the left.

Pattern with Reverse Stacking selected: 
The element to the left overlaps the next 
cell to the right.

 • カメラに向ける：このチェックボックスを選択すると、カメラまたはリプリケータが回転したとき、パターンエレメ
ントがカメラに面して動くようになります。「カメラに向ける」の選択を解除すると、エレメントはリプリケータパ
ターンに前向きに面するようになり、平らに表示されます（ソースレイヤーまたはパターンエレメントが 3D 空間
で回転していない場合）。「Motion」では 2D オブジェクトしかサポートしていないので、カメラがアニメートさ
れるこのオプションは、2D オブジェクトに 3D 的な外観を与える重要な役目を果たすものとなります。

参考：リプリケータのパターンエレメントは 2D（平らの）オブジェクトであるため、左、右、上などの正投影の
カメラ表示を使っている場合、パターンエレメントは表示されません（ソースレイヤーまたはパターンエレメント
が 3D 空間で回転していない場合）。これは、正投影の表示がエレメントに対して直角であるからです。カメラの
使いかたについて詳しくは、907 ページのカメラの概要を参照してください。

Box Replicator with Face Camera turned off Box Replicator with Face Camera turned on
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「リプリケータセル」のパラメータ
これらのコントロールは、「リプリケータ」インスペクタの下部（1 セルのリプリケータの場合）、または「リプリケー
タセル」インスペクタ内に表示されます。

「インスペクタ」の「リプリケータセル」パラメータ
 • アングルを揃える：このチェックボックスを選択すると、リプリケータエレメントは配置されたシェイプに合わせて
回転します。このパラメータは、「タイル状に塗りつぶす」または「ランダムに塗りつぶす」が適用された「矩
形」、「円」、「イメージ」、「ボックス」、および「球」シェイプ以外で使用できます。

Spiral replicator with Align Angle disabled Spiral replicator with Align Angle enabled

 • アングル：リプリケータエレメントの回転（度）を指定するダイヤルです。「リプリケータ」インスペクタで「3D」
チェックボックスを選択している場合は、デフォルトのダイヤルで Z のアングルが変更されます。3 つの座標軸
（X、Y、および Z）のすべてでパターンエレメントの回転を変更するには、開閉用三角ボタンをクリックし、X、
Y、Z のダイヤルを調整します。

「3D」チェックボックスを選択した場合、「アニメート」ポップアップメニューも表示されます。

 • アニメート：「アングル」パラメータのキーフレームアニメーションのアングル補間を設定するポップアップメ
ニューです。選択肢は 2 つあります： 

 • 回転を使用：デフォルトの補間方法です。「アングル」パラメータがキーフレーム設定されている場合、パター
ンエレメントが最初の回転角度から最後の回転角度まで回転します。アニメーションに応じて、エレメントが最
終的な向き（最後のキーフレーム値）までねじりながら動きます。たとえば、X、Y、Z の「アングル」パラ
メータを、0 度から 180 度までアニメートするように設定した場合、エレメントは最後の向きに到達するまです
べての座標軸で回転することになります。

 • 方向を使用：この代替の補間方法では、アニメーションが滑らかになりますが、複数回の回転ができません。
パターンエレメントの開始の向き（最初のキーフレーム）と終了の向き（2 つ目のキーフレーム）の間で補間
されます。
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 • アングルの範囲：パターンの最後に表示されるリプリケータエレメントの回転（度）を指定するダイヤルです。パ
ターンの最後に表示されるエレメントのアングルの値は、「アングル」の値（開始）に「アングルの範囲」の値
を加えた値です。たとえば「アングル」を 0 度に設定し、「アングルの範囲」を 90 度に設定した場合、開始点
ではエレメントはまったく回転していませんが、パターンの最後では 90 度回転しています。

Line replicator (Origin set to Start Point) 
with Angle value of 0 and Angle End set to 0 

Line replicator (Origin set to Start Point) 
with Angle value of 0 and Angle End set to 90

3D プロジェクトでは、デフォルトのダイヤルを使うと Z のアングルが変更されます。3 つの座標軸（X、Y、お
よび Z）のすべてでパターンエレメントの回転を変更するには、開閉用三角ボタンをクリックし、X、Y、Z のダ
イヤルを個別に調整します。

「3D」チェックボックスを選択した場合、「アングルの範囲」に「アニメート」ポップアップメニューも表示されま
す。

 • アニメート：「アングル」パラメータのキーフレームアニメーションのアングル補間を設定するポップアップメ
ニューです。選択肢は 2 つあります：

 • 回転を使用：これはデフォルトの補間方法です。「アングルの範囲」パラメータがキーフレーム設定されてい
る場合、パターンエレメントが最初の回転角度から最後の回転角度まで回転します。アニメーションに応じて、
エレメントが最終的な向き（最後のキーフレーム値）までねじりながら動きます。たとえば、X、Y、Z の「ア
ングル」パラメータを、0 度から 180 度までアニメートするように設定した場合、エレメントは最後の向きに
到達するまですべての座標軸で回転することになります。

 • 方向を使用：この代替の補間方法では、アニメーションが滑らかになりますが、複数回の回転ができません。
パターンエレメントの開始の向き（最初のキーフレーム）と終了の向き（2 つ目のキーフレーム）の間で補間
されます。

 • アングルのランダムの度合い：リプリケータエレメントの回転の変動量を指定するダイヤルです。値 0 は変動が
ないことを意味します。つまり、すべてのエレメントには、同一の回転値が割り当てられるということです。0 よ
り大きな値を指定すると、変動が発生します。エレメントのアングルは、「アングル」パラメータと「アングルの
範囲」パラメータで指定された値に、「アングルのランダムの度合い」の範囲内のランダムな値が加算または減
算されて決まります。

「3D」プロジェクトでは、デフォルトのダイヤルまたは値スライダを使った場合でも（開閉用三角ボタンが閉じて
いる）、Z アングルが変更されます。3 つの座標軸（X、Y、および Z）のすべてでパターンエレメントの回転を
変更するには、開閉用三角ボタンをクリックし、X、Y、Z のダイヤルを調整します。

「3D」チェックボックスを選択した場合、「アニメート」ポップアップメニューも表示されます。

 • アニメート：「アングルのランダムの度合い」パラメータのキーフレームアニメーションのアングル補間を設定
するポップアップメニューです。選択肢は 2 つあります：

 • 回転を使用：これはデフォルトの補間方法です。「アングルのランダムの度合い」パラメータがキーフレーム設
定されている場合、パターンエレメントが最初の回転角度から最後の回転角度まで回転します。アニメーショ
ンに応じて、エレメントが最終的な向き（最後のキーフレーム値）までねじりながら動きます。たとえば、X、
Y、Z の「アングル」パラメータを、0 度から 180 度までアニメートするように設定した場合、エレメントは最
後の向きに到達するまですべての座標軸で回転することになります。
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 • 方向を使用：この代替の補間方法では、アニメーションが滑らかになりますが、複数回の回転ができません。
パターンエレメントの開始の向き（最初のキーフレーム）と終了の向き（2 つ目のキーフレーム）の間で補間
されます。

 • アディティブブレンド：デフォルトでは、リプリケータのエレメントは「通常」ブレンドモードを使って合成されま
す。このチェックボックスを選択すると、重なったエレメントがすべて「アディティブブレンド」モードで合成され
ます。このブレンドは、「情報」インスペクタで設定された合成方法に付加されて適用されます。その結果、重
なったオブジェクトのブライトネスが強調されます。

 • カラーモード：リプリケータを作成したエレメントのカラーの開始点を指定します。5 つのメニューオプションがあ
ります：

 • オリジナル：エレメントはソースレイヤーからのオリジナルカラーを使って作成されます。 

「不透明度グラデーション」エディタでは、パターン上のリプリケータエレメントの不透明度を変化させることがで
きます。

 • カラー化：エレメントが「カラー」パラメータで指定された色合いになります。さらに「カラー」および「不
透明グラデーション」パラメータが表示されます。
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 • パターン全体：パターン内の順序に従って、エレメントに色が付けられます。「パターン全体」を選択すると、
「カラーグラデーション」エディタが表示され、パターンのカラーと透明度の範囲を指定できます。グラデー
ションの左端のカラーから始まって、徐々にカラーの範囲が移動し、パターンの最後には右端のカラーが割り
当てられます。

徐々に変化するカラーは各エレメントには表示されず、パターンは全体として 1 色で表示されます。「グラデー
ションエディタ」の上部の「不透明度」コントロールが使用可能です。

 • カラーの範囲から選択：「カラーの範囲」グラデーションエディタで指定したカラーと透明度の範囲内で、エレ
メントにランダムに色が付けられます。グラデーションのポイントはランダムに選択されるため、各カラーの領
域の相対的なサイズによってカラーの使用される頻度が決まります。

グラデーションコントロールの使いかたについて詳しくは、136 ページのグラデーションエディタの作業を参照し
てください。

 • イメージカラーの適用：各エレメントのカラーは、エレメントポイントの位置にあるイメージのカラーに基づい
ています。使用するイメージがリプリケータシェイプでなければ、このモードは使用できません。
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 • カラー：このカラーウェルは、「カラーモード」を「カラー化」に設定した場合に使用できます。ここで、リプリ
ケータエレメントに色付けをするカラーを指定します。各エレメントの不透明度を変更することもできます。この
パラメータはセルオブジェクトに固有のものです。カラーウェルをクリックしてカラーを選択するか、開閉用三角ボ
タンを開いて「赤」、「青」、「緑」、および「不透明度」チャンネルのスライダまたは値スライダを使用します。

 • 不透明グラデーション：このグラデーションエディタは、カラーモードを「オリジナル」または「カラー化」に設
定した場合に表示されます。このコントロールを使って、パターン上のリプリケータエレメントの不透明度を変更
します。このグラデーションコントロールはグレイスケール値のみに限られており、これを使って不透明度の変化
を表します。白ではエレメントは単色で、徐々にグレイが濃くなるにつれて不透明度が小さくなり、黒で完全に
透明になります。単純な白から黒へのグラデーションは、最初は単色で徐々にフェードアウトするパターンを表し
ています。グラデーションコントロールおよび不透明グラデーションコントロールの使いかたについて詳しくは、
136 ページのグラデーションエディタの作業を参照してください。

 • カラーの繰り返し：「カラーモード」を「パターン全体」に設定すると、このパラメータを使用できるようになり
ます。スライダをドラッグして、パターン上でグラデーションが繰り返される回数を増やします。グラデーションコ
ントロールの使いかたについて詳しくは、136 ページのグラデーションエディタの作業を参照してください。

 • 調整：このスライダを使って、リプリケータエレメントのサイズを指定します。「調整」パラメータの隣にある開閉
用三角ボタンをクリックすると、X と Y の調整のサブパラメータが表示されます。このサブパラメータを使って、エ
レメントの幅と高さを個別に調整することができます。デフォルトでは、「調整」は 100 ％に設定されています。
これはリプリケータエレメントのサイズが、ソースレイヤーのサイズと同じであることを意味します。

 • 調整の範囲：このスライダを使って、パターンの最後にあるリプリケータエレメントの大きさを、「調整」との相
対値で指定します。たとえば「調整」を 100 ％に設定し、「調整の範囲」を 50 ％に設定した場合、開始点の
エレメントのサイズは 100 ％ですが、パターンの最後ではサイズが半分になります。

 • 調整のランダムの度合い：このスライダを使って、リプリケータエレメントの調整の変動量を指定します。値が 0 
の場合、変動がないことを意味します。つまり、パターン内のすべてのエレメントは同じサイズだということです。
0 より大きな値を指定すると、変動が発生します。エレメントのサイズは、「調整」パラメータで指定された値に、
「調整」と「調整の範囲」の範囲内のランダムな値が加算または減算されて決まります。「調整のランダムの度
合い」パラメータの開閉用三角ボタンを開くと、X と Y のサブパラメータが表示されます。これを使って幅と高
さの値を個別に設定できます。

Line replicator with Scale set to 100%; 
Scale End set to 50%

Scale Randomness set to 75%

 • フレームを再生：リプリケータでセルのソースとして QuickTime オブジェクトを使っている場合、このチェック
ボックスが表示されます。このチェックボックスを選択すると、各エレメントで使われるアニメーションやムービー
クリップの再生がループします。このチェックボックスの選択を解除すると、「ランダム開始フレーム」パラメータ
または「ソース開始フレーム」パラメータで指定した静止フレームでアニメーションやクリップが停止します。

 • ランダム開始フレーム：リプリケータでセルのソースとして QuickTime オブジェクトを使っている場合、この
チェックボックスが表示されます。このコントロールを使って、QuickTime アニメーションまたはムービーをソー
スオブジェクトとして使用しているエレメントを変化させます。このチェックボックスを選択すると、パターン内の
エレメントはそれぞれ異なるクリップフレームから再生を開始します。「フレームを再生」の選択が解除されてい
る場合は、静止フレームがランダムに選択されます。
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 • ソース開始フレーム：リプリケータでセルのソースとして QuickTime オブジェクトを使っている場合、このスライ
ダが表示されます。スライダで値を選択することによって、クリップの開始フレーム（「フレームを再生」チェック
ボックスを選択した場合）、または表示する静止フレーム（「フレームを再生」の選択を解除した場合）を指定し
ます。このパラメータは、「ランダム開始フレーム」の選択を解除している場合にのみ表示されます。

 • ソースフレームのオフセット：このスライダは、リプリケータでセルのソースとして QuickTime オブジェクトを使
用し、「ランダム開始フレーム」の選択を解除した場合に表示されます。「ソース開始フレーム」パラメータで選択
した開始フレームを、パターンを通してオフセットします。「開始点」では、エレメントのアニメーションが「ソー
ス開始フレーム」パラメータで指定されたフレームから再生されます。「開始点」から 1 ステップ離れるたびに、
開始フレームは指定されたオフセット量単位で順方向に送られます。

Rectangle replicator shape with Origin set 
to Top and Source Frame Offset set to 0 

When Source Frame Offset is set to 20, each 
step away from the top begins 20 frames later 
in the source video

 • ホールドフレーム：リプリケータでセルのソースとして QuickTime オブジェクトを使っている場合、このスライダ
が表示されます。再生時にソースムービーの各フレームが繰り返される回数を設定します。「ホールドフレーム」
の値を大きくすると、ゆっくり再生されます。

 • ホールドフレームのランダムの度合い：このスライダは、リプリケータでセルのソースとして QuickTime オブジェ
クトを使用している場合に表示されます。ホールドフレームの値を変動させます。

 • オブジェクトの表示形式：このポップアップメニューを使用して、リプリケータエレメントの表示をプレビューモー
ドまたは実際の表示形式に設定します。複雑なリプリケータパターンを表示する場合は、イメージモード以外の
方が効率的に再生されます。デフォルトではこのポップアップメニューは「イメージ」に設定されており、各エレ
メントが表示される通りに再生されます。以下の 4 つのオプションのいずれかを選択します：

 • 点：各エレメントは点で表示されます。これは最も高速なプレビューモードです。「ポイント」を選択すると、「ポ
イントのサイズ」スライダが表示され、ポイントのサイズを拡大して見やすくすることができます。次のイメー
ジでは、「ポイントのサイズ」が 8 に設定されています。
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 • ライン：「シミュレーション」ビヘイビアまたは「投射」（基本モーション）ビヘイビアを使ってリプリケータエ
レメントをアニメートしていなければ、このオプションは効果がありません。各パターンエレメントの動きは線
で表され、各エレメントのモーションのベクトルを解析する場合に役立ちます。線の長さはエレメントの速度に
よって決まり、線の角度は各エレメントの方向と一致します。次のイメージは、リプリケータエレメントが「渦
巻き」ビヘイビアを使ってアニメートされる様子を示しています。

参考：「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアまたはリプリケータパラメータのキーフレームによるエレメントの動
きは表示されません。

 • ワイヤフレーム：各パターンエレメントは、境界ボックスで表示されます。境界ボックスはパターン内の各エレ
メントの方向を示すため、このプレビューモードは個々のエレメントの動きを確認するのに便利です。たとえば、
スピンするエレメントや複雑なモーションパスに従って動くエレメントの回転角度を簡単に確認することができ
ます。

 • イメージ：最終レンダリングで表示される通りにエレメントを表示します。

参考：最終的なレンダリングには、「オブジェクトの表示形式」ポップアップメニューで選択したものがすべて表
示されます。 
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 • ランダムシード：「アングルのランダムの度合い」、「調整のランダムの度合い」、「カラーの範囲から選択」、「ラ
ンダム開始フレーム」、または「ホールドフレームのランダムの度合い」の各パラメータを適用した結果はランダ
ムに見えますが、アルゴリズムによって決められています。つまり、パターンのランダムな変化は、「ランダムシー
ド」フィールドに表示される数値に基づいて作成されます。このシード値を変更しない限り、パラメータ設定が
同じリプリケータは同じように表示されます。現在のランダムな調整やアングルが気に入らない場合は、フィール
ドに新しい値を入力するか「生成」をクリックしてシード値を変更します。

 • オブジェクトソース：このイメージウェルには、リプリケータのサムネールが表示されます。セルを切り替えるに
は、「レイヤー」リストから「オブジェクトソース」ウェルに新しいセルをドラッグします。

複数のセルが含まれるリプリケータでは、「リプリケータ」インスペクタの下部に各セルが個別のイメージウェル
内に表示されます。チェックボックスを使ってそのセルの有効／無効を切り替えることができます。

「情報」インスペクタでリプリケータを調整する
「Motion」のほかのレイヤーと同様に、「情報」インスペクタでは、リプリケータの位置、調整、ブレンドモード、
ドロップシャドウなどの属性を変更することができます。これらの情報は、「リプリケータ」インスペクタおよび「リプ
リケータセル」インスペクタにあるリプリケータパラメータとは独立しています。これらのインスペクタでは、リプリ
ケータのシェイプとサイズ、およびリプリケータのパターンとセルのすべての機能を制御します。「情報」インスペク
タについて詳しくは、221 ページの「情報」インスペクタでのパラメータ を参照してください。

参考：（リプリケータ自体を選択する場合とは対照的に）リプリケータセルを選択すると、「情報」インスペクタには
「タイミング」コントロールだけが表示されます。「タイミング」コントロールで、リプリケータセルのイン点とアウト
点を調整できます。

重要：「情報」インスペクタで実行する一部の操作や特定のフィルタまたはマスクを適用すると、グループがラスタ
ライズされます。リプリケータはグループに属するため、ラスタライズはリプリケータがプロジェクト内のほかのオブ
ジェクトとどのように相互作用するかに影響します。詳しくは、1024 ページのパーティクル、リプリケータ、および
ラスタライズを参照してください。

「リプリケータ」の「タイミング」コントロール
作成したリプリケータの継続時間は、パターンセルに使用されている元のソースの継続時間に関係なく必要な長さ
に設定することができます。リプリケータの継続時間は、「タイムライン」でのリプリケータトラックの継続時間によっ
て決定されます。「情報」インスペクタでリプリケータのイン点やアウト点を変更すると、「タイムライン」またはミニ
タイムラインでリプリケータの継続時間が変更されます。

ソースレイヤーの継続時間はリプリケータに適用されませんが、各セルの継続時間はそのセルから作成されたエレ
メントがプロジェクトで表示される長さに影響を与えます。セルの継続時間を変更するには、「タイムライン」でセル
のイン点とアウト点をドラッグします。この方法で、各セルタイプがいつ表示されるかを決めるタイミングを調整でき
ます。たとえば、3 種類のエレメントが別々のタイミングでアニメートされるパターンを作成するには、「タイムライ
ン」でセルをオフセットします。このイメージでは、十字形セルが最初に表示されます。1 秒後に ドロップセルが表
示されます。さらに 1 秒後に柔らかい円セルが表示されます。

ヒント：各セルの不透明度をアニメートしてフェードインさせることができます。そのためには「リプリケータ」イン
スペクタまたは「リプリケータセル」インスペクタで「不透明度」パラメータにキーフレームを設定します。

「タイムライン」でレイヤーのタイミングを調整する方法について詳しくは、247 ページの「タイムライン」の概要
を参照してください。
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リプリケータのオンスクリーンコントロールを使う
リプリケータは、画面上の変形コントロールを使って、キャンバスで変更できます。リプリケータシェイプを移動した
り、サイズ変更したりする場合は、ツールバーの「項目を調整」ツールを使います。

「項目を調整」ツールを使用する

 1 調整するリプリケータを選択します。

 2 ツールバーで、2D 変換ツールのポップアップメニューから「項目を調整」ツールを選択します。

「項目を調整」ツールを選択すると、リプリケータのオンスクリーンコントロールがキャンバスに表示されます。パター
ンのシェイプアウトラインをドラッグすると、リプリケータのシェイプのサイズが調整されます。たとえば、シェイプが
スパイラルまたは円の場合、シェイプアウトラインをドラッグすると、「半径」パラメータの値が変更されます。（直
接アウトライン上ではなく）シェイプ内部をドラッグすると、キャンバス内でのリプリケータの位置が変更されます。

When the pointer is over the 
replicator shape line, the line is 

highlighted. Dragging the shape 
outline resizes the replicator.

Dragging inside the shape 
(but not directly on the outline) 

repositions the replicator.

67% resize factor



 第 15 章    リプリケータ 579

リプリケータのシェイプが矩形の場合、境界ボックスのコーナーまたは端をドラッグすると、「サイズ」パラメータの
値が変更されます。ドラッグするハンドルに応じて、幅、高さ、または奥行き（シェイプがボックスのリプリケータの
場合）の変形を制限することができます。または角のハンドルをドラッグして、複数のサイズパラメータを同時に変
更してリプリケータを調整することもできます。

Drag the corner handles to adjust 
width and height simultaneously. 
Press Shift to adjust width and 
height uniformly.

Drag the left or right edge of the 
bounding box to adjust width.

Drag the top or bottom edge 
to adjust height.

イメージとジオメトリオブジェクトを使う
リプリケータでイメージとジオメトリオブジェクトを使うには、セルソースとして使う方法とシェイプソースとして使う
方法の 2 つがあります。セルソースとして使用する場合、イメージまたはジオメトリオブジェクトは複製されて、パ
ターン内で繰り返されるエレメント（つまり画面上のモザイク内のタイル）として使用されます。シェイプソースとし
て使用する場合は、ジオメトリオブジェクト（円シェイプやベジェシェイプなど）によってリプリケータパターンのシェ
イプが定義されます。つまり、エレメントはシェイプの端に沿って配置されます。

参考：「シェイプ」ポップアップメニューから「ジオメトリ」を選択した場合、イメージオブジェクトはシェイプソース
として使用できません。

イメージ（静止画像やクリップなど）およびジオメトリオブジェクトを「ジオメトリ」のソースとして使用して、リプリ
ケータパターンのシェイプを指定できます。次のセクションでは、シェイプソースおよびエレメントソースとしてイメー
ジおよびジオメトリオブジェクトを使用する方法について説明します。
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画面上のエレメントのソースとしてイメージを使用する

 1 エレメントを繰り返すためのソースとして使用するイメージをプロジェクトに読み込みます。

 2 イメージを選択して、以下のいずれかの操作を行います： 

 • ツールバーの「リプリケータ」ボタンをクリックします。

 • 「オブジェクト」＞「リプリケータを作成」と選択します（または L キーを押します）。

リプリケータパターンのシェイプソースとしてイメージを使用する

 1 既存のリプリケータでパターンシェイプとして使用するイメージを読み込みます。

 2 「リプリケータ」インスペクタで、「シェイプ」ポップアップメニューから「イメージ」を選択します。

画像ソースウェルは「インスペクタ」および HUD に表示されます。

Image Source well

 3 「レイヤー」リストから画像ソースウェルにイメージをドラッグします。

 4 ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

イメージのサムネールがウェルに表示されます。

参考：「レイヤー」リストでソースイメージが無効になって、プロジェクトに表示されなくなります。

 5 「調整」ポップアップメニューからオプションを選択します。

画面上のエレメントのソースとしてジオメトリシェイプを使用する

 1 エレメントを繰り返すためのソースとして使用するジオメトリオブジェクト（シェイプまたはペイントストローク）を作
成または読み込みます。

 2 ジオメトリオブジェクトを選択して、以下のいずれかの操作を行います： 

 • ツールバーの「リプリケータ」ボタンをクリックします。

 • 「オブジェクト」＞「リプリケータを作成」と選択します（または L キーを押します）。

リプリケータパターンのシェイプソースとしてジオメトリオブジェクトを使用する

 1 既存のリプリケータでパターンシェイプとして使用するシェイプを読み込みます（または描画します）。

 2 「リプリケータ」インスペクタで、「シェイプ」ポップアップメニューから「ジオメトリ」を選択します。

「インスペクタ」または HUD に「シェイプソース」ウェルが表示されます。
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 3 「レイヤー」リストからシェイプソースウェルにシェイプをドラッグします。

Shape Source well

 4 ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

ウェルにシェイプのサムネールが表示され、リプリケータのシェイプのソースとして使用されます。

参考：「レイヤー」リストでソースイメージが無効になって、プロジェクトに表示されなくなります。

リプリケータをアニメートする

リプリケータのアニメーションの概要
リプリケータおよびリプリケータセルのパラメータのほとんどは、キーフレームまたは「パラメータ」ビヘイビアを使
うことでアニメートできます。（スパイラルリプリケータの）「半径」、「ツイスト」、「オフセット」など、リプリケータ
シェイプ固有のパラメータを変えると、エレメントが作成されるパターンがアニメートされます（エレメント自体がア
ニメートされるわけではありません）。パターンのエレメントをアニメートさせるには、「リプリケータ」インスペクタ
（または「リプリケータセル」インスペクタ）の「セルコントロール」グループ内のパラメータにキーフレームを設
定します。

リプリケータのパラメータにキーフレームを設定する（または「パラメータ」ビヘイビアを使う）と、リプリケータの
すべてのエレメントを対称的にアニメートすることができます。キーフレームを作成せずにシーケンス内のエレメント
を時間の経過に合わせてアニメートするには、582 ページの「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを適用する で
説明している「シーケンスビヘイビア」を使用します。「基本モーション」または「シミュレーション」の各ビヘイビ
アを使ってリプリケータをアニメートするには、581 ページのリプリケータにビヘイビアを適用するを参照してくださ
い。

キーフレームを使って、リプリケータの「情報」インスペクタにあるパラメータをアニメートすることもできます。「情
報」インスペクタのパラメータは、リプリケータのエレメントではなく、リプリケータ全体に適用されます。

リプリケータにビヘイビアを適用する
「Motion」のすべてのレイヤーと同様に、「基本モーション」、「パラメータ」、および「シミュレーション」の各ビヘ
イビアをリプリケータに適用することができます。「基本モーション」サブカテゴリの「投射」や「スピン」、「シミュ
レーション」カテゴリの「引力」や「エッジ衝突」など、リプリケータセルに直接適用できるビヘイビアもあります。

リプリケータにビヘイビアを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」から、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」のリプリケータ上にビヘイビアをドラッ

グします。

 m 「レイヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライン」でリプリケータを選択し、「ビヘイビアを追加」ポップアッ

プメニューから項目を選択します。

リプリケータにビヘイビアが適用され、ビヘイビアのパラメータに従ってリプリケータが動き始めます。
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ビヘイビアを適用しても、すべてのケースですぐにレイヤーに動作が加わるわけではありません。たとえば、「投射」
ビヘイビアをレイヤーに適用した場合、「速度」パラメータを調整しないとオブジェクトは動きません。

ビヘイビアについて詳しくは、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。

前述のように、リプリケータは、時間の経過に合わせてシーケンス内の個々のセルをアニメートする「シーケンスリ
プリケータ」という特殊なビヘイビアを備えています。詳しくは、582 ページの「シーケンスリプリケータ」ビヘイ
ビアを適用するを参照してください。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアに「パラメータ」ビヘイビアを適用する方法について詳しくは、593 ページの
「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアと「パラメータ」ビヘイビアを使用するを参照してください。

特殊なビヘイビアに関する注意事項
「シミュレーション」ビヘイビア、「スピン」ビヘイビア、および「投射」ビヘイビアを、アニメーションパラメータが
設定されたリプリケータに適用すると、キーフレームによって作成されるアニメーションの一部が無視されます。た
とえば、「リプリケータ」インスペクタの「セルコントロール」にある「アングル」パラメータに時間の経過に合わ
せてパターンエレメントが回転するキーフレームが設定されているときに、「スピン」ビヘイビアを（「サブオブジェ
クトに適用」チェックボックスを選択して）適用した場合、エレメントは「スピン」ビヘイビアのパラメータで設定し
た回転率で回転し、リプリケータの「アングル」キーフレームは無視されます。リプリケータレイヤー全体を回転さ
せ、「アングル」キーフレームアニメーションを有効にするには、「スピン」パラメータの「サブオブジェクトに適用」
の選択を解除してください。

Spin behavior applied to replicator with
Affect Subobjects turned on (the individual 
elements spin) 

Spin behavior applied to replicator with
Affect Subobjects turned off (the entire 
replicator pattern spins)

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを適用する
「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアでは、リプリケータのエレメントを時間の経過に合わせて順番にアニメートし
ます。エレメントを個別にアニメートするには、この方法しかありません。セルパラメータにキーフレームを設定し
たり、ほかのビヘイビアを適用したりすると、パターン内のすべてのエレメントに一様に適用されます。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを使うと、「位置」、「カラー」、「調整」、「回転」、「不透明度」など、リプリ
ケータセルのパラメータを選択して適用し、リプリケータパターンの各エレメントを通じて連鎖的にこれらのパラメー
タをアニメートすることができます。

67% resize factor



 第 15 章    リプリケータ 583

シーケンスのアニメーションの開始点は、リプリケータの「開始点」または「ビルドスタイル」に基づいています。
たとえば、スパイラルリプリケータの「開始点」パラメータを「中央」に設定した場合、シーケンスのアニメーショ
ンはスパイラルの中央から始まり、外側に移動します。タイル状に塗りつぶされる矩形リプリケータの「開始点」を
「左上」に設定すると、「ビルドスタイル」は「全体」に設定され、シーケンスはパターンの左上隅のエレメントか
ら始まり、右下隅に向かって移動します。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアは、リプリケータオブジェクトにも、リプリケータのセルにも適用できます。複
数のセルを持つリプリケータの各セルに適用すると、セルごとにアニメーションを作成できます。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを作成した後、「ライブラリ」にビヘイビアを保存することができます。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアをリプリケータに適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でリプリケータを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアッ

プメニューから「リプリケータ」＞「シーケンスリプリケータ」と選択します。

 m 「ライブラリ」で「ビヘイビア」カテゴリを選択し、次に「リプリケータ」サブカテゴリを選択します。スタックから

「レイヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライン」のリプリケータに、「シーケンスリプリケータ」ビヘイビア
をドラッグします。

「シーケンスリプリケータ」コントロールが「ビヘイビア」インスペクタに表示されます。このグループの上に「パラ
メータ」ポップアップメニューが表示されます。このメニューは、ビヘイビアにパラメータを追加したり、追加したパ
ラメータを削除したりするために使用します。追加したパラメータによって、どの情報がアニメートされるかが決まり
ます。

「パラメータ」ポップアップメニューの下に、「シーケンスコントロール」パラメータが表示されます。これらのパラ
メータで、追加したパラメータを画面上のエレメントにどのように適用するかを指定します。これらのコントロール
には、アニメーションの方向、アニメーションが個々のエレメントに適用されるのか、パターン全体に適用されるの
か、パターンがアニメーションを繰り返すサイクル数などを設定するためのオプションが用意されています。

Add or Remove 
parameters

Sequence Control 
parameters
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重要：アニメーションのシーケンス処理の前に、「インスペクタ」で少なくとも 1 つのパラメータをビヘイビアに追
加し、そのパラメータの値を設定する必要があります。パラメータが追加されるまでは、HUD または「インスペク
タ」の「シーケンスコントロール」を調整しても無効です。詳しくは、584 ページの「シーケンスリプリケータ」ビ
ヘイビアにパラメータを追加するを参照してください。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアにパラメータを追加する
次の例では「回転」、「不透明度」および「調整」の各パラメータが、「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアに追
加されます。「シェイプ」が「バースト」で「開始点」が「中央」に設定されたリプリケータにそのビヘイビアが適
用されています。

Replicator source object Burst replicator pattern prior to applying 
Sequence Replicator behavior

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアにパラメータを追加して、アニメートさせる

 1 「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを選択します。

 2 「ビヘイビア」インスペクタの「パラメータ」行で、以下の操作を行います：

 a 「パラメータを追加」ポップアップメニューから「回転」を選択します。

 b 「パラメータを追加」ポップアップメニューから「不透明度」を選択します。

 c 「パラメータを追加」ポップアップメニューから「調整」を選択します。

「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上に、追加したパラメータが表示されます。これらのパラメー
タ値を設定するまで、アニメーションは行われません。

シーケンス調整のエフェクトを確認するため、プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。これらのエ
フェクトは以降のステップで有効になります。

 3 「アニメーションを記録」がオフになっている（「マーク」＞「アニメーションを記録」にチェックマークが付いてい
ないか、ツールバーの「記録」ボタンが無効になっている）ことを確認します。

 4 「回転」をアニメーションでセルがスピンする最大値（または最小値）に設定します。 

この例では、「回転」は 160 度に設定されています。各エレメントは、「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアの継
続時間中、パターンの上を 0 ～ 160 度回転します。
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参考：（セルコントロールで）エレメントがすでに回転している場合、エレメントは最初の回転値からさらに 160 度
回転します。

各エレメントの回転と表示が終わった後、次のエレメントがアニメーションを開始します。このエフェクトを滑らかに
表示するには、「スプレッド」の値を増やします。

 5 「スプレッド」の値を増やします。

この例では、「スプレッド」は 12 に設定されています。「スプレッド」の値を変更すると、より滑らかなアニメーショ
ンが作成できるだけでなく、パターンのアピアランスが大幅に変化します。

 6 エレメントの「不透明度」をアニメーションで使う最低値に設定します。 

この例では、「不透明度」は 0 に設定されています。各エレメントは、「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアの継
続時間中、パターン上で不透明度 100 ％から 0 ％まで変化してフェードアウトします。

参考：エレメントに透明度が設定されている場合、エレメントは最初の不透明度から 0 ％にフェードアウトします。

 7 「調整」の値を増やします。 

この例では、「調整」が 190 ％に設定されています。

アニメーションは追加したパラメータの最初の値から始まり、シーケンスリプリケータのパラメータで指定した値まで
変化します。アニメーションはパターンの開始点から始まり（「リプリケータ」インスペクタか HUD の「開始点」ま
たは「ビルドスタイル」パラメータで設定）、パターンの最後まで移動します。
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「シーケンスコントロール」のパラメータを調整する
シーケンスのアニメーションを作成した後、シーケンスコントロールのパラメータを使って、シーケンスがリプリケー
タのパターンを移動する方法を変更できます。次のセクションでは、前の例で使用したプロジェクトを続けて使用し
ます。

シーケンスがパターンを移動する方法を変更する

 1 「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアが選択された状態で、プロジェクトを再生して（スペースバーを押して）、シー
ケンス処理の効果を確認します。

デフォルトではシーケンス処理は「終了」に設定されています。これは、アニメーションがセルの最初の値から始ま
り、そのパラメータの「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアで設定した値まで移動することを示します。シーケンス
のアニメーションの始点は、パターンのビルドまたは開始点（「リプリケータ」インスペクタの「開始点」パラメータ
または「ビルドスタイル」パラメータで指定）に基づいています。この例では、パターンの開始点のエレメントは、
完全に不透明、調整が 100 ％、回転が 0 度の状態から始まります。シーケンスがパターンの最後に向かって移動
するにつれて、エレメントは透明になっていき（最後は完全に透明になります）、190 ％に拡大され、160 度回転し
ます。

 2 「ビヘイビア」インスペクタの「シーケンス処理」ポップアップメニューで「開始」を選択します。

アニメーションは、「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアで設定した値から、セルの最初の値まで移動します。これ
は「終了」シーケンス処理オプションとは逆の処理です。

 3 「シーケンス処理」ポップアップメニューで、「スルー」を選択します。

シーケンスはセルの最初の値から始まり、「シーケンスリプリケータ」で設定した値まで変化し、さらに最初の値ま
で戻るという完全なアニメーションを全体を通して実行します。これは、「終了」および「開始」の 2 つのシーケン
ス処理を組み合わせた場合に似ています。
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 4 「ユニットのサイズ」ポップアップメニューから「すべて」を選択します。

シーケンスのアニメーションは、リプリケータのすべてのエレメントに同時に適用されます。デフォルトは「オブジェ
クト」です。これにより、シーケンスのアニメーションは、パターンの開始点に基づいて、リプリケータのエレメント
に適用されます。

Unit Size set to All Unit Size set to Object

 5 「ループ」の値を増やします（最低でも 3 に設定します）。

デフォルトでは、シーケンスのアニメーションは全編が 1 回再生されます。「ループ」パラメータの値は、リプリケー
タオブジェクトの継続時間中、アニメーションが繰り返される回数を指定します。

 6 「終了時の状態」ポップアップメニューから「ピンポン」を選択します。

デフォルトでは、「終了時の状態」パラメータは、「ホールド」に設定されていて、シーケンスのアニメーションを 1 
サイクル実行した後、最初からもう一度サイクルを開始します。「ピンポン」に設定すると、アニメーションが順方
向に 1 回再生された後、逆方向に再生され、再び順方向に再生されるといったように再生されます。

参考：「ループ」の値が 1 以下の場合、「終了時の状態」パラメータは意味を持ちません。

「シーケンスリプリケータ」コントロール
以下のパラメータを使って、シーケンスのアニメーションを変更します。パラメータの「追加」と「削除」ポップアッ
プメニューを除き、これらのパラメータは「シーケンスリプリケータ」HUD にも表示されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • パラメータ：「パラメータ」行の「追加」および「削除」ポップアップメニューを使って、リプリケータセルのパ
ラメータを追加したり削除したりできます。項目をポップアップメニューから選択すると、「ビヘイビア」インスペ
クタの「パラメータ」行の上に追加のコントロールが表示されます。これらのコントロールを調整（またはキー
フレーム設定）して、シーケンスのアニメーションを変更できます。シーケンスのアニメーションは、これらのパ
ラメータの値の変化とセルの最初の値を基にして作成されます。「追加」ポップアップメニューの項目は以下の通
りです：

 • 回転：リプリケータエレメントの回転（度）を指定する回転ダイヤルと値スライダを追加します。

 • カラー：リプリケータエレメントに色付けできるカラーコントロールの行を追加します。カラーウェルをクリック
してカラーを選択するか、開閉用三角ボタンを開いて「赤」、「青」、および「緑」のスライダを使用します。

 • 不透明度：パターンエレメントの透明度を指定できる不透明度スライダを追加します。

 • 調整：リプリケータエレメントのサイズを指定できる調整スライダを追加します。「調整」スライダの隣にある開
閉用三角ボタンをクリックすると、X と Y の調整のサブパラメータが表示されます。このサブパラメータを使っ
て、セルの幅と高さを個別に調整することができます。デフォルトでは、「調整」は 100 ％に設定されていま
す。これはリプリケータセルのサイズが、セルパラメータで指定した元のサイズと同じであることを意味します。
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 • 位置：エレメントの元の位置からのオフセットを XY 空間で指定する 2 つの値フィールドを追加します。パラ
メータ名の隣にある開閉用三角ボタンをクリックすると、X 座標、Y 座標、および Z 座標の位置を示すサブパ
ラメータが個別に表示されます。たとえば、リプリケータパターン上でエレメントが Y 座標を上方向に移動す
るアニメーションを作成するには、「Y 座標」フィールドに正の値を入力します。次のイメージでは、「Y 座標」
は 300 に設定されています。

 • シーケンス処理：このポップアップメニューでは、パラメータの最初の値からシーケンスリプリケータのパラメータ
で設定した値までの変化に基づき、シーケンスのアニメーションがパターン内のエレメントを通してどのように移
動するかを指定します。シーケンスのアニメーションの始点は、「リプリケータ」インスペクタで選択した「開始
点」パラメータまたは「ビルドスタイル」パラメータに基づきます。たとえば、線リプリケータの「開始点」パラ
メータが「終点」に設定されている場合、シーケンスのアニメーションは行の終点から始まり、デフォルトでは行
の始点方向に移動します。シーケンスアニメーションの始点を変更するには、リプリケータコントロール（「リプリ
ケータ」インスペクタまたは HUD）でパターンの「開始点」または「ビルドスタイル」を変更します。「シーケ
ンス処理」には以下のオプションがあります：

 • 終了：アニメーションがセルの元の値から始まり、そのパラメータ用に「シーケンスリプリケータ」ビヘイビア
で設定した値まで移動することを指定します。たとえば、セルの「不透明度」の最初の値が 100 ％に設定さ
れていて、シーケンスリプリケータのパラメータで「不透明度」が 0 ％に設定されている場合、画面上のエレ
メントは開始点では完全に不透明ですが、最後には完全に透明になります。

 • 開始：アニメーションが「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアで設定した値から、セルの元の値まで移動する
ことを指定します。たとえば、セルの「不透明度」の最初の値が 100 ％に設定されていて、シーケンスリプリ
ケータのパラメータで「不透明度」が 0 ％に設定されている場合、画面上のエレメントは開始点では完全に透
明ですが、最後には完全に不透明になります。これは「シーケンス処理」ポップアップメニューの「終了」オ
プションと正反対の処理です。

 • スルー：シーケンスがセルの元の値から始まり、「シーケンスリプリケータ」で設定した値まで移動し、再び元
の値まで戻るという完全なアニメーションサイクルで実行されるということを指定します。たとえば、セルの「不
透明度」の最初の値が 100 ％に設定されていて、シーケンスリプリケータのパラメータで「不透明度」が 0 ％
に設定されている場合、画面上のエレメントは完全に不透明で始まり、透明になった後、もう一度完全に不透
明になります。

 • スルー反転：シーケンスがシーケンスリプリケータで設定した値から始まり、セルの最初の値まで移動し、さら
にシーケンスリプリケータで設定した値に戻るという、アニメーションサイクルを逆方向にスルーで実行するよ
うに指定します。たとえば、セルの「不透明度」の最初の値が 100 ％に設定されていて、シーケンスリプリ
ケータのパラメータで「不透明度」が 0 ％に設定されている場合、画面上のエレメントは完全に透明で始ま
り、不透明になった後、もう一度完全に透明になります。これは「スルー」シーケンス処理オプションと正反
対の処理です。
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 • キーフレームから：ソースレイヤーのパラメータ（アルファパラメータを除く）で作成されたアニメーションを
使用できます。また、キーフレームを設定して、「シーケンスリプリケータ」パラメータで設定した値により、ア
ニメーションがどのように動くかを指定できます。

Source parameter becomes 
available when Sequencing 
is set to From Keyframes.

 • ソース：このポップアップメニューは、「シーケンス処理」ポップアップメニューから「キーフレームから」を選択
すると使用できるようになります。「ソース」には以下のオプションがあります：

 • ソースアニメーションを使用：ソースレイヤーのパラメータにキーフレームが設定されている場合、このオプショ
ンを選択すると、それらのキーフレームで作成されるアニメーションが有効になります。

 • ソースアニメーションを無視：ソースレイヤーのパラメータにキーフレームが設定されている場合、このオプショ
ンを選択すると、それらのキーフレームで作成されるアニメーションが無視されます。

 • ユニットのサイズ：このポップアップメニューでは、シーケンスのアニメーションをリプリケータパターン全体、エ
レメント、またはキーフレーム済みの範囲のどれに適用するかを指定します。「ユニットのサイズ」には、以下の
オプションがあります：

 • オブジェクト：シーケンスのアニメーションを各エレメント上に固有のエンティティとして適用します。デフォル
トの設定は、「オブジェクト」です。

When Unit Size is set to Object, each replicator 
pattern cell is affected individually.
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 • すべて：シーケンスのアニメーションをリプリケータのすべてのエレメントに一度に適用します。

When Unit Size is set to All, every replicator 
pattern cell is affected simultaneously.

 • カスタム：シーケンスのアニメーションが一度に適用される、パターン内のエレメントをパーセント単位で指定
できます。「カスタム」オプションではキーフレームを作成することができますが、シーケンスに適用するため
であれば、このような作業をする必要はありません。次のイメージに示すように「オブジェクト」オプションと
「すべて」オプションを使うと、アニメーションのシーケンス処理を実行する場合に、パターンの「開始点」と
「ビルドスタイル」を使って実行することも、すべてのパターンエレメントに一度に実行することもできます。

Unit Size set to Object sequences 
the animation over the build of the pattern. 

Unit Size set to All sequences 
the animation over all cells simultaneously.

「カスタム」を使うと、シーケンスが適用されるエレメントの領域をパーセント単位で指定できます。

Unit Size set to Custom allows you to define 
the percentage of cells affected as the sequence 
moves through the pattern.

「ユニットのサイズ」ポップアップメニューから「カスタム」を選択すると、「開始」パラメータと「最後」パラメー
タを使用できるようになります。

 • 開始：このスライダは、「ユニットのサイズ」ポップアップメニューから「カスタム」を選択した場合に使用でき
ます。シーケンスアニメーションがリプリケータパターン上を移動するときに、シーケンスアニメーションが適用さ
れるエレメント範囲の開始オフセットを指定します。上のイメージでは、「開始」は 10 ％に設定されています。
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 • 最後：このスライダは、「ユニットのサイズ」ポップアップメニューから「カスタム」を選択した場合に使用でき
ます。シーケンスアニメーションがリプリケータパターン上を移動するときに、シーケンスアニメーションが適用さ
れるエレメント範囲の最後を指定します。デフォルトでは、「最後」は 10 ％に設定されます。上のイメージでは、
「最後」は 30 ％に設定されています。

参考：「シーケンス処理」ポップアップメニューを「カスタム」に設定すると、「ユニットのサイズ」パラメータの
「カスタム」オプションは適用されません。

 • スプレッド：このスライダを使って、アニメーションの減衰の量を制御します。エレメント間の遷移を緩やかにし
たい場合は、「スプレッド」の値を大きくします。

 • トラバース：このポップアップメニューを使って、シーケンスビヘイビアの動作を以下のいずれかに設定します：

 • 一定速度：シーケンスアニメーションは、リプリケータのパターンの開始点からパターンの最後まで、一定の速
度で移動します。シーケンスは、「開始点」や「ビルドスタイル」など、リプリケータのパラメータで指定され
た方向に移動します。

 • イーズイン：シーケンスのアニメーションはゆっくり始まり、リプリケータパターンを移動するにつれて、通常の
速度に達するまで速くなっていきます。

 • イーズアウト：シーケンスのアニメーションは通常の速度で始まり、リプリケータパターンの最後まで進むにつ
れて速度が落ちていきます。

 • イーズイン／アウト：シーケンスのアニメーションはゆっくりした速度で始まり、リプリケータパターンの継続時
間の半分までは移動と共に通常の速度へと加速し、リプリケータパターンの後半は移動と共に速度が落ちてい
きます。

 • 加速：シーケンスのアニメーションが加速します。

 • 減速：シーケンスのアニメーションが減速します。

 • カスタム：キーフレームを設定して、アニメーションがリプリケータパターンを移動していく方法を指定できます。
「トラバース」ポップアップメニューで「カスタム」が選択されている場合は、「ループ」パラメータに代わっ
て「場所」パラメータが表示されます。

 • 場所：このスライダは、「トラバース」ポップアップメニューから「カスタム」を選択した場合に表示されます。
このスライダを使って、パターン内でアニメーションが行われる位置を指定します。

「カスタム」トラバースオプションの使いかたについて詳しくは、592 ページの「シーケンスリプリケータ」のカ
スタムな「トラバース」オプションを使用するを参照してください。

 • ループ：このスライダを使って、継続時間中、アニメーションシーケンスがリプリケータパターンを移動する回数
を設定します。

参考：「トラバース」パラメータを「カスタム」に設定した場合、「ループ」は使用できません。

 • 終了時の状態：リプリケータオブジェクトの継続時間中、シーケンスアニメーションをどのように繰り返すかを設
定するポップアップメニューです。「ループ」の値が 1 以下の場合、このパラメータは意味を持ちません。「終了
時の状態」には以下のオプションがあります：

 • ホールド：シーケンスのアニメーションを 1 サイクル実行し、（シーケンス内の最後のエレメントがアニメーショ
ンを終了した後）そのアニメーションを最初からもう一度開始します。

 • ラップ：シーケンスのアニメーションを連続ループとして処理して、スプレッドがシーケンス内の最後のエレメン
トから最初のエレメントにラップするようにします。

 • ピンポン：シーケンスのアニメーションのサイクルを順方向に 1 回実行した後、アニメーションを逆方向に 1 
回実行するといったような処理を実行します。
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「シーケンスリプリケータ」のカスタムな「トラバース」オプションを使用する
「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアで「トラバース」パラメータを「カスタム」に設定すると、位置のキーフレー
ムを作成して、任意の時点でのシーケンスの位置を指定できます。リプリケータのパターンを独自の方法で移動する
シーケンスのアニメーションを作成するには、「トラバース」パラメータを使用します。次の例では、カスタムな「ト
ラバース」オプションを使ってキーフレームを作成することにより、円リプリケータシェイプの回りのエレメントのサ
イズを調整する方法について説明します。

「カスタムトラバース」パラメータを使うには

 1 リプリケータに「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを適用した後、「ビヘイビア」インスペクタで、シーケンスに
含めたいパラメータを追加します。

 2 追加するパラメータの値を設定します。 

この例では、「調整」パラメータを追加して、調整値を 200 ％に設定します。

Sequence behavior applied to replicator with 
Scale parameter set to 200%, Sequencing 
set to Through, and Spread set to 4

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアにパラメータを追加する方法について詳しくは、584 ページの「シーケンスリ
プリケータ」ビヘイビアにパラメータを追加するを参照してください。

 3 「トラバース」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

「位置」パラメータを使用できるようになります。位置スライダを使ってキーフレームを設定し、シーケンスがリプリ
ケータパターンをどのように移動していくかを指定します。

 4 A キーを押して、キーフレームの記録を有効にします。

 5 アニメーションを開始するフレームで、「場所」スライダをドラッグして（または隣接する値スライダを使って）シー
ケンスを開始する場所を設定します。

スライダをドラッグするにつれて、シーケンスがパターンエレメントを移動していきます。「位置」パラメータに表示
される値は、パターン内でのシーケンスの位置をパーセント単位で示します。0 はパターンの開始点を表し、100 ％
はパターンの最後を表します。

「インスペクタ」では、「場所」パラメータにキーフレームが追加されます。

 6 キーフレームを設定する次のフレームに移動して、場所スライダを移動します。

 7 手順 6 を繰り返して、必要なキーフレームをすべて作成します。
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 8 プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。

キーフレームの位置に対応して、アニメーションがリプリケータオブジェクトを移動していきます。この例では、円が
一定の方向に縮小／拡大するのではなく、円周が不規則に縮小／拡大します。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアと「パラメータ」ビヘイビアを使用する
「Motion」のほかのすべてのレイヤーと同じように、「シーケンスリプリケータ」パラメータに「パラメータ」ビヘ
イビアを追加して、キーフレームを設定することなく多様で複雑なエフェクトを作成することができます。

「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアに「パラメータ」ビヘイビアを適用する

 1 「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアをリプリケータに追加します。

 2 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを選択します。

 3 「ビヘイビア」インスペクタで、「パラメータ」ビヘイビアを追加したいパラメータを Control キーを押しながらク
リックし、「パラメータビヘイビアを追加」サブメニューからビヘイビアを選択します。

参考：「パラメータ」ビヘイビアを追加できるのは、「アニメーション」メニューを含むパラメータだけです。「アニ
メーション」メニューは、パラメータ行の右側にマウスを合わせると表示されます。

「パラメータ」ビヘイビアが追加され、「ビヘイビア」インスペクタで「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアの上に
表示されます。「シーケンスリプリケータ」パラメータの「アニメーション」メニューにビヘイビア・アイコンが表示
されます。

Behavior icon

参考：「リグル」または「ランダム化」パラメータビヘイビアが「シーケンスリプリケータ」パラメータに追加される
と、「サブオブジェクトに適用」チェックボックスが利用できるようになります。パターンの各エレメントで異なるラン
ダムなビヘイビアを表示するようにしたい場合は、このチェックボックスを選択します。

「パラメータ」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、327 ページの「パラメータ」ビヘイビアの概要 を参照して
ください。

67% resize factor



 第 15 章    リプリケータ 594

「キーフレームエディタ」にリプリケータのアニメーションカーブを表示する
「情報」インスペクタと「リプリケータ」インスペクタのリプリケータのパラメータにキーフレームを設定して、時間の
経過に合わせて値を変化させることができます。生成されるキーフレームのカーブを「キーフレームエディタ」で表
示するには、「キーフレームエディタ」の左上隅にあるポップアップメニューで「アニメーション」を選択します。「レ
イヤー」リストで選択したレイヤーによって、「キーフレームエディタ」に表示されるパラメータ（およびそのキーフ
レームカーブ）は異なります：

 • 「情報」インスペクタの「位置」と「回転」、「リプリケータ」インスペクタの「サイズ」または「タイルのオフ
セット」（シェイプが矩形の場合に利用可）などのリプリケータのアニメーション関連パラメータを表示するには、
リプリケータレイヤーを選択します。

 • 「リプリケータセル」インスペクタのアニメーションパラメータ（「アングル」や「調整」）を表示するには、セル
レイヤーを選択します。

詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

3D 空間でリプリケータを使う
「シェイプ」ポップアップメニューに表示されるリプリケータパターンのスタイルのうち「ボックス」と「球」の 2 つに
は、3D の情報があります。「ボックス」および「球」シェイプオプションは、「リプリケータ」インスペクタで「3D」
チェックボックスを選択した場合にのみ使用できます。「ボックス」および「球」リプリケータは 3D 空間にエレメン
トのパターンを作成します。2D の「矩形」および「円」リプリケータシェイプには列（Y 面）と行（X 面）があり
ますが、「ボックス」および「球」には、それらに加えて、リプリケータに奥行きを加える「ランク」パラメータも
あります。

Box replicator with 13 columns, 12 rows, 
and 3 ranks 

「線」および「波」リプリケータシェイプには、擬似的な 3D 情報があります。これらの始点と終点は、Z 空間に移
動できます。以下のイメージでは、Z 始点（パターンの黄色の端）が 20 に、Z 終点（パターンの赤い端）が -18 
に設定されています。
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矩形、円、ライン、波、イメージ、およびジオメトリ・リプリケータには 3D パラメータがありませんが、3D 空間で
移動および回転させることはできます。また、ビヘイビアを適用することで、平面からパターンエレメントを引き出す
こともできます。ビヘイビアを使って X 平面および Y 平面から引き出すためには、リプリケータが 3D のグループ
のメンバーである必要があります。

以下の図に、Z 空間に引き込まれるリプリケータ・パターン・エレメントの例を示します。左の図では、「バースト」
リプリケータの Z 位置が 0 に設定されていて、白い円の Z 位置が 255 に設定されています。「吸着」シミュレー
ションビヘイビアがリプリケータに適用されていて、ターゲットオブジェクトとして白い円が設定されています。プロ
ジェクトを再生すると、中央の図に示すように、リプリケータエレメントがターゲットを目指して Z 空間を移動してい
きます。右の図では、リプリケータの背後を見るためにカメラが回転しています。ビヘイビアの影響で、リプリケー
タエレメントは引き寄せエレメントを通り過ぎて、元の位置に戻ります。

リプリケータでマスクを使う
マスクは、リプリケータのソースレイヤー（画面上のエレメントの繰り返しを作成するためにリプリケータセルのソー
スとして使われるレイヤー）にもリプリケータ自体にも適用できます。

次のイメージに、リプリケータのソースレイヤーに適用したマスクを示します。

Mask applied 
to the replicator 
cell source layer

マスクがかけられたレイヤーをリプリケータセルのソースとして使う場合、そのマスクは画面に表示されるエレメント
にも反映されます。

Original source Circle mask applied to source Masked layer used 
as replicator source
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マスクは、リプリケータレイヤーにも適用できます。

Mask applied 
to replicator

リプリケータにマスクを適用すると、画面上のパターン全体がマスクされます。

Circle mask applied to the replicator

参考：マスクは 3D リプリケータには適用できませんが、3D リプリケータのセルソースとして使用されるオブジェク
トには適用できます。

マスクの操作について詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

リプリケータにフィルタを適用する
フィルタはリプリケータまたはそのソースに適用することができます。リプリケータに適用した場合、フィルタはリプ
リケータパターンのすべての要素に影響します。リプリケータのソースレイヤーに適用した場合は、レイヤーからリ
プリケータを作成したときにフィルタの効果が維持されます。リプリケータの個々のセルにフィルタを適用することは
できません。

Replicator before any filters
are applied

Circle Screen filter applied 
to the source layer for the
replicator cells

Circle Screen filter applied 
to the replicator layer

プロジェクト内でレイヤーにフィルタを適用する方法について詳しくは、723 ページのフィルタの概要を参照してくだ
さい。
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カスタムリプリケータを「ライブラリ」に保存する
気に入ったリプリケータができ上がったら、「ライブラリ」の「リプリケータ」または「よく使う項目」カテゴリにリプ
リケータプリセットとして保存して後で使うことができます。カスタムリプリケータを「ライブラリ」に保存した後は、
通常のリプリケータプリセットと同じように使用できます。

カスタムリプリケータを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「リプリケータ」、「よく使う項目」、または「よく使う項目メニュー」カテゴリを選択しま
す。

 2 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」から「ライブラリ」下部のスタックに、保存するリプリケータをドラッグし
ます。

参考：整理しやすいように、「よく使う項目」または「よく使う項目メニュー」カテゴリに、独自のリプリケータを入
れるためのフォルダを作成することもできます。

リプリケータプリセットを保存すると、「/ユーザ /ユーザ名/ライブラリ/Application Support/Motion/Library/」
フォルダの「Replicators」、「Favorites」、「Favorites Menu」サブフォルダにファイルとして保存されます。リ
プリケータの作成に使用したカスタムオブジェクトは、このファイルに入れられます。

作成したリプリケータプリセットをここからコピーして、ほかの「Motion」ユーザに渡したり、自分が入手したリプ
リケータプリセットをこのフォルダに追加したりできます。

参考：リプリケータプリセットのファイルをコピーするときは、そのリプリケータで使用しているグラフィックスファイ
ルやムービーファイルも忘れず一緒にコピーしてください。
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テキストの概要
文字デザインの流行は変わりますが、ほとんどのコマーシャル、ドキュメンタリー、テレビや映画のタイトル、放送
局のロゴ、企業のプレゼンテーション、独自のビデオプロジェクトなどでは文字とグラフィックスをバランスよく使う
ことが効果的だという基本に変わりはありません。プロジェクトで必要としているスタイルがどのようなものであって
も、「Motion」のユニークなテキスト・アニメーション・ツールを使えばすぐに目的のスタイルを作成できます。

テキストを Motion プロジェクトに追加するのは簡単です。「テキスト」ツールを選択し、キャンバス内をクリックし
て、入力を開始するだけです。テキストを作成したら、テキストスタイル、特殊エフェクトフィルタ、アニメーション
ビヘイビア、およびキーフレームを適用できます。（テキストのアニメーションについて詳しくは、660 ページのアニ
メートするテキストの概要を参照してください。）テキストは、全体を 1 つのオブジェクトとして操作することも、グ
リフ（文字）を個別に操作することもできるので、エフェクトの組み合わせは無限に考えられます。

テキストスタイルを変更して最適なグラデーションカラーや放射状グローを適用したり、ビヘイビアをカスタマイズし
たりして、テキストを編集したら、それらのビヘイビアやスタイルを別のテキストや将来のプロジェクトにも使えるよ
うに「ライブラリ」に保存できます。

テキストオブジェクトをパーティクルエミッタやリプリケータのソースセルとして使って、驚くようなグラフィックスを作
成することもできます。後でソーステキストを変更すると、リプリケータやパーティクルシステムもアップデートされま
す。ソースセルとして使われるテキストにビヘイビアまたはフィルタが適用されている場合、エフェクトはリプリケー
タまたはパーティクルシステムにも適用されます。パーティクルエミッタおよびリプリケータの使いかたについて詳し
くは、502 ページのパーティクルの概要および 546 ページのリプリケータの概要を参照してください。

「Motion」でのテキストの操作について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）で
トピックを選択してください。テキスト要素をアニメートして動的なエフェクトを作成する方法については、660 ペー
ジのアニメートするテキストの概要を参照してください。

テキスト
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テキストの環境設定を設定する
プロジェクトを開始する前に、テキスト作成の環境設定を行います。テキストの作成位置を、現在のフレーム（テキ
スト追加時に再生ヘッドが置かれているフレーム）に設定することも、プロジェクトの先頭に設定することもできま
す。デフォルトでは、現在のフレームにレイヤーが作成されます。作成されたレイヤーのデフォルトの継続時間を指
定することもできます。

レイヤーの作成と継続時間の環境設定を設定する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押します）。

 2 「プロジェクト」アイコンをクリックします。

「プロジェクト」環境設定パネルが表示されます。

 3 「静止画とレイヤー」セクションで、「デフォルトのレイヤー継続時間」環境設定を設定します。

 • プロジェクトと同じ長さのテキストを作成するには、「プロジェクト継続時間を使用」（デフォルト設定）を選択し
ます。つまり、長さが 300 フレームのプロジェクトでテキストを作成した場合、「タイムライン」でのテキストの
継続時間は 300 フレームになります。

参考：「レイヤーの作成位置」を「現在のフレーム」に設定してフレーム 50 にテキストを作成した場合、テキ
ストの継続時間はフレーム 50 からフレーム 300 までとなります。

 • 特定の継続時間のテキストを作成するには、「カスタムの継続時間を使用」を選択します。テキストフィールドに
値を入力して、ポップアップメニューから「フレーム」または「秒」を選択します。

作成したレイヤーの継続時間は、すべて入力した値となります。

 4 「レイヤーの作成位置」環境設定を行います：

 • テキストを再生ヘッドの現在の位置に作成するには、「現在のフレーム」を選択します。

 • テキストをプロジェクトの先頭に作成するには、「プロジェクトの先頭」を選択します。これを選択すると、再生
ヘッドの位置に関係なく、すべてのテキストがプロジェクトの先頭に作成されます。

テキストを作成する

キャンバスでテキストを追加する
「Motion」では、「テキスト」ツールを使ってキャンバスにテキストを作成します。ツールバーの「テキスト」ツー
ルを選択した後、キャンバス内で 1 回クリックし、挿入ポイントで入力を開始します。ほかに、「テキスト」インスペ
クタ内でテキストを入力する、テキストファイルを Motion ワークスペースにドラッグまたは読み込むという方法も
あります。プロジェクトにテキストを追加したら、フィルタを適用して特殊エフェクトを作ったり、ビヘイビアやキー
フレームを適用してテキストをアニメートしたりできます。

キャンバスでテキストを追加する

 1 「レイヤー」リストで、テキストレイヤーを追加するグループを選択します。

参考：グループを選択しない場合、テキストは最後に選択されたグループ（「レイヤー」リストでアンダーラインが
引かれたグループ）に追加されます。

 2 ツールバーで「テキスト」ツールをクリックします（または T キーを押します）。

 3 キャンバス内をクリックします。

キャンバスの挿入ポイントでカーソルが点滅します。テキストを入力する前に、空白のテキストオブジェクトがプロ
ジェクトに追加され、テキストの HUD が表示されます。
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参考：HUD が表示されない場合は、ツールバーの「HUD を表示」ボタンをクリックしてください。

Empty text layer

 4 テキストを入力します。

入力を始めると、以下の変化があります：

 • キャンバスにテキストが表示されます。

 • ミニタイムラインと「レイヤー」リスト内のテキストレイヤーには、入力した文字を使ってラベルが付けられます。

 • 同じテキストが「タイムライン」のグループとレイヤーのトラックバーに表示されます。

参考：デフォルトでは、テキストのレイアウト方法（「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにあります）
が「タイプ」に設定されます。「タイプ」レイアウトオプションでは右側に余白が作られません。そのため、長いテ
キストを入力すると、Return キーを押して手動で改行しない限り、1 行がキャンバスの端を超えて延びていきます。
「タイプ」レイアウトモードは、短いテキストを追加する場合、またはキャンバスで横方向のスクロールエフェクト
をアニメートする場合に使用します。テキストのレイアウトを変更する方法および余白を設定する方法については、
638 ページの「レイアウト」パネルの「レイアウト」コントロール を参照してください。キャンバスの端からはみ出
した項目を表示するには、「表示」＞「表示領域をすべて表示」と選択します。

 5 入力が完了したら、以下のいずれかを実行します：

 • Esc キーを押します。

 • Command ＋ Return キーを押します。

 • ツールバーで「選択／変形」ツールをクリックします。

テキストが選択され、境界ボックス付きでキャンバスに表示されます。

重要：テキストを入力した後は、Esc キーを押すか、キーボードショートカットを使わずにツールバーの別のツール
を選択してください。「テキスト」ツールを選択しているときは、キーボードショートカット（Esc キー以外）を押す
と、キャンバスにテキストが追加されます。
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テキストの文字を選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「テキスト」ツールを選択してから、キャンバスのテキストオブジェクト内をドラッグします。

ドラッグをテキストオブジェクト内で始めないと、新しいテキストオブジェクトが作成されます。

 m キャンバスで 2 つの文字の間をクリックしてから、Shift キーを押したまま右矢印キーまたは左矢印キーを押して文
字を選択します。 

 m 「選択／変形」ツールをクリックしてから、キャンバスでテキストをダブルクリックします。

単語間でカーソルを移動する

 m キャンバスで 2 つの文字の間をクリックしてから、Option ＋右矢印キーを押して単語間でカーソルを前に移動する
か、Option ＋左矢印キーを押して後ろに移動します。

単語を削除する

 m キャンバスで削除したい単語の末尾をクリックしてから、Option ＋ Delete キーを押します。

キャンバスでパラグラフテキストを追加する
「テキスト」ツールを選択した状態で、キャンバス内をクリックすると基本的なテキスト入力ができる状態になり、キャ
ンバス内をドラッグするとパラグラフスタイルのテキスト入力ができる状態になります。パラグラフテキストは余白内
に収まり、入力したテキストが余白に達すると次の行に折り返されます。パラグラフの余白を調整して、テキストの
パラグラフを好きな幅に設定できます。

プロジェクトにパラグラフテキストを追加する

 m 「テキスト」ツールが選択された状態で、キャンバス内をドラッグして適当な大きさのテキスト入力フィールドを描画

します。

マウスボタンを放すと、キャンバスにパラグラフテキストの入力フィールドが表示されます。テキストフィールドの上
にルーラが表示されます。点滅する挿入ポイントから入力を開始できます。「テキスト」インスペクタの「レイアウ
ト」パネルで、「レイアウト方法」ポップアップメニューが「パラグラフ」に設定されます。

Paragraph text entry field

余白付きのテキスト入力フィールドは、キャンバスの外部まで広げることができます。テキストがテキスト入力フィー
ルドの上端および下端を超えると、テキスト入力フィールドの右側にスクロールコントロールが表示されます。
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参考：「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「テキスト」エディタフィールドでも、パラグラフ
テキストを入力できます。詳しくは、603 ページのテキストエディタでテキストを追加するを参照してください。

テキストのサイズを変えずにテキスト余白の幅または高さを調整する
キャンバスでの作業中に、テキストのサイズを変えることなく、テキスト入力フィールドの余白を調整できます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「テキスト」ツールが選択された状態で、テキスト入力フィールドの画面上調整ハンドルをドラッグします。

参考：テキスト余白のサイズを変更するときは、「選択／変形」ツールは使わないでください。Esc キーを押すか
ツールバーでツールを選択してテキスト入力モードを終了すると、テキストの周りに標準のオブジェクト境界ボックス
が表示されます。テキスト境界ボックスの調整ハンドルをドラッグしてサイズを変更すると、境界ボックスの幅だけで
なくテキストのサイズも変更されます。

67% resize factor



 第 16 章    テキスト 603

 m 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「余白」コントロールを調整します。

Margin controls

参考：パラグラフからテキストを削除しても、パラグラフの余白は変わりません。

テキストエディタでテキストを追加する
「テキスト」ツールを選択してキャンバス内をクリックし、プロジェクトに空白のテキストオブジェクトを追加した後、
キャンバスではなくテキストエディタでテキストを入力して編集できます。テキストエディタは大量のテキストを操作
する場合に便利です。

テキストエディタでテキストを入力する

 1 「テキスト」ツールをクリックし（または T キーを押し）、キャンバス内をクリックまたはドラッグして空白のテキスト
オブジェクトを作成します。

 • キャンバス内をクリックした場合は、デフォルトのレイアウト方法である「タイプ」が有効になります。この場合、
テキストを次の行に折り返すには手動で改行を入れる（Return キーを押す）必要があります。

 • キャンバス内をドラッグした場合は、「パラグラフ」レイアウト方法が有効になります。この場合、テキストが折り
返されて 1 つのパラグラフになります。

 2 「テキスト」インスペクタで、「フォーマット」をクリックして「フォーマット」パネルを開きます。
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 3 パネルの一番下のテキストエディタ内をクリックして、入力を開始します。

Text editor

テキストエディタを使ってテキストを編集する
テキストエディタでテキストを編集したり、OS X のスペルチェック機能を使用したりすることもできます。

 1 「レイヤー」リストで、編集するテキストを選択します。

参考：ツールバーの「テキスト」ツールを選択してから、編集するテキストをキャンバス内でクリックすることもでき
ます。

選択したテキストがテキストエディタに表示されます。

 2 「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、パネルの下部にあるテキストエディタで変更を加えます。

変更がキャンバスに反映されます。

テキストエディタでスペルチェック機能を使用する
「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、以下のいずれかの操作を行います：

 m テキストエディタ内をクリックして、「編集」＞「スペルと文法」サブメニューと選択してオプションを選択します。

 m テキストエディタで Control キーを押しながらクリックし、ショートカットメニューから項目を選択します。

スペルミスが見つかった場合は、テキストエディタでそのテキストが強調表示されます。スペルチェック時に「テキ
スト」ツールが有効になっている場合は、キャンバスでそのテキストが選択されます。
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外部で作成されたテキストファイルを使う

プロジェクトにテキストファイルを追加する
Motion プロジェクトに標準テキスト（TXT）ファイルまたはリッチ・テキスト・フォーマット（RTF）ファイルを追
加できます。テキストファイルを追加した後は、「Motion」内で作成したテキストと同じように内容を編集できます。
RTF ファイルから読み込んだテキストの外観（フォント、サイズ、レイアウトなど）は維持されます（テキストの折り
返しなど、RTF ファイルで使用できるフォーマットオプションの一部は、「Motion」ではサポートされません）。TXT 
ファイルのテキストの外観は「Motion」の「テキスト」インスペクタの設定に従います。

重要：テキストファイルから読み込んだテキストに、「テキストトラッキング」、「タイプオン」、シーケンスビヘイビア
などのテキストビヘイビアを追加できます。ただし、ビヘイビアでアニメートする文字数が多いほどパフォーマンス
が低下します。

「ファイルブラウザ」からテキストファイルを追加する

 1 「ファイルブラウザ」で、使用する TXT または RTF ファイルを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ファイルを、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」にドラッグします。

 • 「ファイルブラウザ」のプレビュー領域にある「読み込む」ボタンをクリックします。

プロジェクトにテキストが追加され、編集できる状態になります。

「読み込む」コマンドを使ってプロジェクトにテキストファイルを追加する

 1 「ファイル」＞「読み込む」と選択します。

 2 「ファイルを読み込む」ダイアログで、読み込む TXT または RTF ファイルを選択してから、「読み込む」をクリッ
クします。

プロジェクトにテキストが追加され、編集できる状態になります。

TXT ファイルと RTF ファイルについて
プロジェクトに TXT ファイルを追加すると、以下のようになります：

 • テキストは「テキスト」インスペクタの設定に従ってフォーマットされます。

 • 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにある「レイアウト方法」が「パラグラフ」に設定されます。

参考：テキストのレイアウトを変更するには、「レイアウト方法」ポップアップメニューから別のオプションを選択
します。「パラグラフ」レイアウトと「スクロール」レイアウトで、ルーラとスクロールコントロールが使用可能に
なります。「クロール」レイアウトで、スクロールコントロールが使用可能になります。

 • パラグラフの余白がプロジェクトのセーフゾーンに設定されます。（セーフゾーンのオン／オフを切り替えるには
コロンキーを押します。）

プロジェクトに RTF ファイルを追加すると、以下のようになります：

 • テキストのフォーマット（フォント、スタイル、行間隔、アウトラインなどテキスト編集アプリケーションで設定さ
れるスタイル）は、プロジェクト内で維持されます。

 • キャンバスでテキストをダブルクリックすると、テキスト入力フィールドが有効になります。テキスト入力フィール
ドでは、テキストの上部に水平ルーラが表示され、テキストの右側にスクロールコントロールが表示されます。

 • 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにある「レイアウト方法」が「パラグラフ」に設定されます。

 • 元のテキストファイルの余白はプロジェクト内で維持されます。画面上のテキスト入力フィールドのサイズは、テ
キストを作成したアプリケーションで設定されていた余白によって決まります。「Motion」での余白の編集は、オ
ンスクリーンコントロールを使うか「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルを使うことで行えます。余
白の変更方法について詳しくは、606 ページの RTF ファイルの余白とタブを編集するを参照してください。「レ
イアウト」パネルについて詳しくは、637 ページのテキストの「レイアウト」パネルを参照してください。

 • 元のテキストファイルのタブはプロジェクト内で維持されます。タブは、テキスト入力フィールド上部のルーラに
黒いアイコンとして表示されます。タブは移動したり削除したりできます。
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RTF ファイルの余白とタブを編集する
ほかのアプリケーション（RTF テキストを作成したアプリケーションなど）で定義された余白とタブを「Motion」内
で変更できます。（タブの一般的な使いかたについて詳しくは、652 ページのタブを操作するを参照してください。）

余白を調整する

 1 テキストをダブルクリックして、画面上のテキスト入力フィールド、ルーラ、およびスクロールコントロールを表示し
ます。

参考：「テキスト」ツールを選択する必要があります。「選択／変形」ツールを使ってテキストボックスを調整すると、
テキストの大きさが変更されます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「テキスト」ツールが選択された状態で、テキスト入力フィールドの調整ハンドルをドラッグします。

 • 「インスペクタ」の「テキスト」タブの「レイアウト」パネルで、「左余白」、「右余白」、「上余白」、または「下
余白」の値を調整します。

タブを移動する

 1 テキストをダブルクリックして、画面上のテキスト入力フィールド、ルーラ、およびスクロールコントロールを表示し
ます。

参考：キャンバスにルーラとタブを表示するには、「テキスト」ツールを選択する必要があります。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバスで、ルーラ内のタブ（小さな黒いアイコン）をドラッグします。

 • 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「タブ」のコントロールを使ってタブの位置やレイアウトを
調整します。

タブを取り除く

 1 テキストをダブルクリックして、画面上のテキスト入力フィールド、ルーラ、およびスクロールコントロールを表示し
ます。

参考：キャンバスにルーラとタブを表示するには、「テキスト」ツールを選択する必要があります。

 2 キャンバスで、タブ（小さな黒いアイコン）をルーラの外にドラッグして、マウスボタンを放します。

ルーラおよび「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにある「タブ」のコントロールからタブが削除され
ます。

ほかのアプリケーションからテキストをコピー＆ペーストする
ほかの書類またはブラウザからテキストをコピーして Motion プロジェクトにペーストできます。ほかのアプリケー
ションから「Motion」にテキストをペーストするときは、以下のガイドラインを参考にしてください：

 • RTF テキストをペーストすると、元のフォント属性（ファミリーと書体、サイズ、色、アウトライン、ドロップシャ
ドウなど）が維持されます。

 • 純粋な黒のテキストをペーストすると、白のテキストに変換されます。

 • 白のテキストを「Motion」からコピーしたときは、黒のテキストとしてクリップボードにペーストされます。

 • 空白のテキスト入力フィールドにテキストをペーストすると、パラグラフ・フォーマット（配置、行揃え、タブな
ど）が維持されます。

 • 既存のテキスト入力フィールドにテキストをペーストすると、元のパラグラフ・フォーマットは維持されません。

 • テキスト入力フィールドにパラグラフをペーストすると、パラグラフ・フォーマット（配置、行揃え、タブなど）が
維持されます。

参考：パラグラフとは、先頭に改行を含むテキストブロックのことです。既存のテキスト入力フィールドにテキス
トをペーストすると、元のパラグラフ・フォーマットは維持されません。ただし、テキスト入力フィールドにパラグ
ラフをペーストした場合は、元のパラグラフ・フォーマットが維持されます。
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 • テキストと共にイメージをコピーした場合、「Motion」にテキストをペーストするときにイメージは取り込まれま
せん。

 • 動的に番号が設定されるリストはサポートされません。リストをペーストすると、通常のテキストになります。

プロジェクトにテキストをコピー＆ペーストする

 1 テキスト編集アプリケーションで、テキスト書類（RTF、TXT、Pages またはその他のテキストファイル）を開き 
ます。

 2 テキストを選択してコピーします。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「Motion」で、ツールバーの「テキスト」ツールを選択し、キャンバス内をクリックしてから、「編集」＞「ペー
スト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

 • 「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、テキストエディタ内をクリックしてから、「編集」＞「ペー
スト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

テキストの編集方法
「Motion」での基本的なテキスト編集方法として、オブジェクトとして編集する方法と、文字として編集する方法が
あります。

 • オブジェクトとして：作成したテキストは、プロジェクト内のオブジェクトになります。テキストオブジェクトの特徴
は「Motion」のほかのオブジェクトとほぼ同じなので、変形ツール（「選択／変形」ツール、「アンカーポイン
ト」、「歪み」、「ドロップシャドウ」、「四隅の角」、および「クロップ」）を使用してテキストオブジェクトを操作で
きます。これらの画面上のツールは、「情報」インスペクタにある「変形」コントロールのショートカットです。変
形ツールまたは「情報」インスペクタにあるパラメータを使ってテキストを変更すると、文字としてではなく、オ
ブジェクトとしてテキストに変更が適用されます。

 • テキスト文字として：テキストオブジェクトには、前述の基本的なオブジェクトパラメータ以外に、編集可能なテ
キストパラメータも含まれます。これらの特殊なテキストパラメータ（フォーマット、スタイル、レイアウトなど）
を編集するためのコントロールは、「テキスト」インスペクタ内にあります。オブジェクトの情報の中にはテキスト
パラメータと似ているものもありますが（たとえば、「情報」インスペクタの「シアー」は、「テキスト」インスペ
クタの「フォーマット」パネルにある「イタリック体」に似ています）、オブジェクトの情報とテキストのフォーマッ
トパラメータは互いに独立しています。たとえば、「インスペクタ」の「テキスト」タブにある「フォーマット」パ
ネルで「イタリック体」の値を 20 にすると、単語の各文字に「イタリック体」の値 20 が適用され、イタリック
体がシミュレーションされます。一方、「情報」インスペクタで（またはオンスクリーンコントロールを使って）「シ
アー」の値を 20 にすると、テキストの個々の文字ではなくオブジェクトに「シアー」の値 20 が適用されます。

ツールバーのテキストツール
「Motion」のツールバーには、テキスト操作に使用できるいくつかのツールが含まれています。

 • 「選択／変形」ツール：このツールを使って、テキストをオブジェクトとして選択したり変形したりします。テキス
トの入力が完了したら、「選択／変形」ツールをクリックします（または Esc キーを押します）。テキストが、キャ
ンバス内でオブジェクトとして選択されます。

参考：「選択／変換」ツールを選択しているときに既存のテキストをダブルクリックすると、テキスト編集モード
になります。テキスト編集モードのときは、ツールバーの「テキスト」ツールが強調表示されます。

 • 「テキスト」ツール：このツールを使って、テキストを作成したりテキストパラメータを編集したりします。
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空のテキストオブジェクトを作成するには、「テキスト」ツールを選択して、キャンバス内をクリックまたはドラッグし
ます。キャンバス内をクリックすると、デフォルトの「タイプ」レイアウト方法が有効になります。この場合、テキス
トを次の行に折り返すには手動で改行を入れる（Return キーを押す）必要があります。キャンバス内をドラッグす
ると、「パラグラフ」レイアウト方法が有効になります。この場合、テキストが折り返されて 1 つのパラグラフにな
ります。

既存のテキストを編集するには、「テキスト」ツールを選択してから、キャンバスでテキストをクリックします。キャ
ンバスに挿入ポイントが表示され、「テキスト」インスペクタが開きます。

 • 「グリフを変形」ツール：このツールを使って、グリフ（テキストオブジェクトの個々の文字）を選択および変形し
ます。テキストを作成した後、「選択／変形」ツールをクリックし、マウスボタンを押したままポップアップメニュー
から「グリフを変形」ツールを選択してから、キャンバス内でグリフをクリックして選択します。 

テキストグリフの編集方法について詳しくは、653 ページのテキストグリフの概要を参照してください。

フォントについて

どのフォントが使用されるか
「Motion」では、OS X システムでサポートされるインストール済みのフォントを使用できます。OS X でサポートさ
れるフォントは OpenType、Type 1（PostScript）、および TrueType です。システムでサポートされるインストー
ル済みのフォントは、Motion ライブラリの「フォント」カテゴリ、および「テキスト」インスペクタの「フォーマット」
パネルに表示されます。コンピュータ上の次のフォルダに置かれているフォントが含まれます：

 • /ライブラリ /フォント /

 • /ユーザ /＜ユーザ名＞ /ライブラリ /フォント /

フォントのインストールについては、「OS X ヘルプ」を参照してください（Finder で、「ヘルプ」＞「ヘルプセン
ター」と選択します）。

「Motion」の「ライブラリ」または「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、使用可能なフォントをプ
レビューおよび適用できます。

フォントをプレビューする
「ライブラリ」の「フォント」カテゴリでフォントを選択すると、「ライブラリ」のプレビュー領域にフォントのプレビュー
が表示されます。

「ライブラリ」でフォントをプレビューする

 1 「ライブラリ」で「フォント」カテゴリをクリックします。

 2 プレビューするフォントのサブカテゴリをクリックします。

参考：最初のサブカテゴリ「すべてのフォント」には、ほかのサブカテゴリにあるすべてのフォントが含まれています。

リスト表示の場合は、スタックにフォントのリストが表示されます。アイコン表示の場合は、次の図に示すように、ス
タックにフォントのサムネールが表示されます。

List viewIcon view
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 3 スタックで、フォントのサムネールまたは名前をクリックします。

プレビュー領域にフォントおよびフォントの名前とタイプが表示されます。

フォントリストを移動する
「ライブラリ」のフォントリストを移動する方法は、いくつかあります。

名前の最初の数文字を入力してフォントを選択する

 1 「ライブラリ」のフォントスタックで、フォント名またはサムネールをクリックします。

 2 目的のフォント名の最初の 2 文字をすばやく入力します。

該当するフォントがスタック内で強調表示されます。

参考：フォント名の 2 番目の文字をすばやく入力しないと、選択がリセットされて、入力した 2 番目の文字で名前
が始まるフォントにジャンプしてしまいます。

アルファベット順にブラウザのフォント内を移動する

 m フォントスタックの右側のスクロールバーを上下にドラッグして、フォント内を移動します。

ヒント：特定のフォントを検索するには、「ライブラリ」の下にある虫眼鏡アイコンをクリックし、検索フィールドに
フォント名を入力することもできます。検索語句を含むフォントのみがフォントスタックに表示されます。

フォントを変更する
「ライブラリ」を使ってキャンバス内のテキストのフォントを変更するには、2 つの方法があります。キャンバス内の
テキストオブジェクトにフォントをドラッグする方法と、「適用」ボタンを使用する方法です。

キャンバスにフォントをドラッグしてフォントを変更する

 1 「ライブラリ」で「フォント」カテゴリをクリックし、次にフォントのサブカテゴリをクリックします。

 2 スタックからキャンバスのテキストにフォントをドラッグします。

フォントをテキストにドラッグすると、透明なフォントのサムネールが表示され、ポインタが緑の追加ポインタ（＋）
になります。マウスボタンを放すと、テキストが選択したフォントに変更されます。
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「適用」ボタンを使ってフォントを変更する

 1 キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」で、変更するテキストを選択します。

 2 「ライブラリ」で「フォント」カテゴリをクリックし、次にフォントのサブカテゴリをクリックします。

 3 スタックでフォントをクリックします。

 4 プレビュー領域で「適用」をクリックします。

Apply button

テキストが選択したフォントに変更されます。

「テキスト」HUD

2D テキストと 3D テキストの HUD
テキストの HUD には、不透明度、タイプファミリー、カラーなど、よく調整するテキストパラメータがあります。

参考：テキストを選択しても HUD が表示されない場合は、F7 キー（または D キー）を押してテキストの HUD 
を表示してください。

テキストオブジェクトと 3D 変形ツール（ツールバー上）が選択されていると、HUD で 3D 変形ツールが使えるよ
うになります。これらのコントロールを使うと、グループが 2D なのか 3D なのかに関係なく、テキストオブジェク
トを X、Y、および Z の各次元で変形できます。
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HUD での 3D 変形ツールの使いかたについて詳しくは、893 ページの 3D 変形の HUD に表示されるコントロー
ルを参照してください。

ツールバーの 2D 変形ツールで「グリフを変形」ツールを選択しているときは、テキストの HUD で「属性」ポッ
プアップメニューと 3D 変形ツールも使用できます。「属性」メニューでは、変更するグリフ属性を指定します。グリ
フについて詳しくは、653 ページのテキストグリフの概要を参照してください。

HUD の「テキスト」コントロール
テキストオブジェクトの HUD には、次のコントロールが含まれます：

 • 不透明度：このスライダをドラッグして、テキストオブジェクト（テキストのフェース、アウトライン、グロー、お
よびドロップシャドウ）の不透明度の値を変更します。デフォルトでは、テキストの不透明度は 100 パーセントに
設定されています。これは、「情報」インスペクタにある「不透明度」パラメータと同じものです。テキストのス
タイル要素（フェース、アウトライン、グロー、ドロップシャドウ）を変更する場合は、「テキスト」インスペクタ
の「スタイル」パネルを使用します。

 • ブレンドモード：このポップアップメニューを使って、選択したテキストのブレンドモードを選択します。 

参考：テキストのブレンドモードを変更するためのコントロールは「情報」インスペクタにも用意されています。
テキストの HUD でテキストのブレンドモードを変更すると、「情報」インスペクタのブレンドモードも変更されま
す。逆の場合も同様です。

 • スタイル（ラベルなし）：このポップアップメニューを使って、プリセットのテキストスタイルまたはユーザが保存
したテキストスタイルを選択するか、現在のスタイルをプリセットとして保存します。

 • スタイル：このポップアップメニューを使って、ボールド、イタリックなどの文字スタイルを選択します。使用でき
るスタイルは、選択したフォントファミリーによって異なります。

 • 配置：これらのボタンを使って、テキストオブジェクトの横方向および縦方向の配置を設定します。

 • カラー：このカラーウェルをクリックして OS X の「カラー」ウインドウを表示し、テキストに適用する色を選択
します。Control キーを押しながらカラーウェルをクリックして、「Motion」のポップアップ・カラー・パレット
を表示し、色のスペクトラムの中をドラッグして色を選択することもできます。

 • サイズ：このスライダをドラッグして、テキストのポイントサイズを変更します。デフォルトでは、テキストは 48 
ポイントで作成されます。

参考：（HUD と「インスペクタ」に表示される）テキストの「サイズ」スライダの上限は 288 ポイントです。そ
れよりも大きいポイントサイズに設定するには、「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「サイ
ズ」フィールドに数値を入力します。

 • 文字間隔：このスライダをドラッグして、テキストの文字間隔の値を変更します。文字間隔の値が負の場合は左
に、正の場合は右にドラッグします。

参考：（HUD と「インスペクタ」に表示される）テキストの「文字間隔」スライダの上限は 100%です。それ
よりも大きい文字間隔値を設定するには、値スライダをドラッグするか、「テキスト」インスペクタの「フォーマッ
ト」パネルにある「文字間隔」フィールドに数値を入力します。

 • 行間：このスライダをドラッグして、テキストの行間を変更します。右にドラッグすると（0 よりも大きくすると）
行間が広くなり、左にドラッグすると（0 よりも小さくすると）負の行間にすることができます。

参考：「グリフを変形」ツールを選択しているときは、テキストの HUD に追加のコントロール（3D 変形ツール、
「調整基準」ポップアップメニュー、「属性」ポップアップメニューなど）が表示されます。 
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「テキスト」インスペクタ

「インスペクタ」でテキストを編集する
「テキスト」インスペクタにはテキスト固有のコントロールがあります。

「テキスト」インスペクタを表示する

 1 テキストを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「インスペクタ」と選択します。

 • HUD の「i」ボタンをクリックします。

 • Command ＋ 3 キーを押します。

 3 「インスペクタ」で「テキスト」をクリックします（このパネルがまだ表示されていない場合）。

「テキスト」インスペクタは、「フォーマット」、「スタイル」、および「レイアウト」の 3 つのサブパネルに分かれて
います。「フォーマット」パネルには、フォント、サイズ、および文字間隔など、テキストの基本があります。「スタ
イル」パネルには、フェース、アウトライン、ブラーなど、テキストを特徴付けるコントロールがあります。「レイア
ウト」パネルには、余白などのテキストレイアウトのコントロール、およびパス上のテキストを変更するためのコン
トロールがあります。

テキストパラメータをアニメートできる場合は、パラメータ行の右側にポインタを置くと「キーフレームを追加」ボ
タンとアニメーションメニューが有効になります。

Add Keyframe button

Animation menu

Both controls appear
when you move your 
mouse over that area. 

パラメータをデフォルト設定に戻す場合は（キーフレームも削除されます）、アニメーションメニューから「パラメー
タをリセット」を選択します。テキストの「フェース」コントロールまたはテキストビヘイビアの「シーケンス」コン
トロールのようなパラメータのグループをリセットするには、「インスペクタ」のリセットボタンをクリックします。 

Reset button

参考：デフォルト設定のないパラメータ（「フォーマット」パネル、「レイアウト」パネルのほとんどパラメータなど）
にリセットボタンはありません。
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テキストフォーマットを編集する

テキストの「フォーマット」パネル
「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルには、フォント、スタイル、サイズ、カーニング、および文字
の回転など、テキストの基本的なコントロールがあります。「フォーマット」のパラメータの多くは、アニメーション
（キーフレーム）することができます。613 ページの「フォーマット」パネルのテキストフォーマットコントロール お
よび 616 ページのテキストをフォーマットするを参照してください。

「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルを表示する

 m 「テキスト」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

「フォーマット」パネルのテキストフォーマットコントロール
以下のパラメータコントロールでは、テキストオブジェクトの主要なフォーマットを調整できます。これらのパラメー
タのうち、「ファミリー」、「スタイル」、「サイズ」、および「文字間隔」の各パラメータは、テキストの HUD にも
表示されます。

「基本フォーマット」のパラメータ
 • プリセット（ラベルなし）：「フォーマット」パネルの上部にあるこのポップアップメニューを使って、テキストの
フォーマット、スタイル、またはその両方を「ライブラリ」に保存するか、「ライブラリ」内のプリセット・テキス
ト・スタイルをテキストに適用します。デフォルトのメニュー項目は「標準」です。

テキストスタイルの適用および保存方法について詳しくは、635 ページのプリセットテキストスタイルを使うを参
照してください。

 • コレクション：このポップアップメニューを使って、「フォント」ポップアップメニューに表示されるフォントカテゴ
リをフィルタリングします。「すべてのフォント」に設定すると、OS X システムにインストールされたすべてのフォ
ントが「フォント」ポップアップメニューに表示されます。

 • フォント：このポップアップメニューを使って、テキストのフォントを選択します。
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 • スタイル：このポップアップメニューは「フォント」ポップアップメニューの右側にあり、ラベルはありません。こ
のポップアップメニューを使って、「Regular」、「Bold」、「Condensed」などの文字スタイルを選択します。使
用できるスタイルは、「フォント」ポップアップメニューで選択したフォントファミリーによって異なります。

 • サイズ：このスライダをドラッグして、テキストのポイントサイズを設定します。スライダで設定できる最大値は 
288 ポイントです。それよりも大きくするには、数値をクリックして、右にドラッグするか新しい値を入力します。

Drag up or right to increase 
value beyond default maximum, 

or click and type a number.

参考：オンスクリーンコントロールを使ってキャンバスでテキストを調整することもできますが、この場合はテキス
トがオブジェクトとして調整されるため、「サイズ」スライダでの文字のポイントサイズ設定には影響しません。

 • 配置：ボタンをクリックして、テキストの配置と位置揃えを設定します（左揃え、中央揃え、右揃え、最終行を左
揃えして均等配置、最終行を中央揃えして均等配置、最終行を右揃えして均等配置、すべてを均等配置）。テキ
ストオブジェクトのパラグラフごとに、テキストを選択して配置オプションを選択することによって配置を設定でき
ます。横方向の配置に加えて、縦方向の配置を適用できます。

 • 縦方向の配置：ボタンをクリックして、縦方向のテキスト配置を設定します（上揃え、中央揃え、下揃え）。テキ
ストオブジェクトのパラグラフごとに、テキストを選択して配置オプションを選択することによって配置を設定でき
ます。

 • 行間：このスライダをドラッグして、テキストの行間の距離（行間隔）をポイントサイズ単位で設定します。右に
ドラッグする（0 よりも大きくする）と行間が広くなります。左にドラッグする（0 よりも小さくする）と行間が狭
くなります。

ヒント：改行が存在する場合にテキストの行間を個別に変更するには、「テキスト」ツールでテキストを選択して、
「行間」スライダを調整します。選択したテキストを含む行の行間が変更されます。

 • 文字間隔：このスライダをドラッグして、文字の間隔を設定します。「文字間隔」では、各文字間に均等な値が
適用されます。

 • カーニング：このスライダをドラッグして、文字の間隔を調整します。

 • ベースライン：このスライダをドラッグして、文字のベースラインを調整します。ベースラインは、文字の下揃え
の位置を決める見えない横線です。

「詳細フォーマット」のパラメータ
「詳細フォーマット」コントロールは、「基本フォーマット」コントロールほど頻繁には使いません。これらは選択し
たテキストの詳細な要素に影響します。

 •  調整：このスライダをドラッグして、文字を比例的に拡大／縮小します。X または Y 方向のみに拡大／縮小する
には、開閉用三角ボタンをクリックして X および Y の拡大／縮小値を個別に設定します。下の図では、テキスト
の X 方向の調整値が 50 ％に、Y 方向の調整値が 100 ％に設定されています。

Disclosure triangle
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 • レイアウトに影響する：このチェックボックスを使って、縮小／拡大率の変更をパス上のテキストのレイアウトに
反映するかどうかを設定します。たとえば、「レイアウトに影響する」の選択を解除した場合、テキストが開いた
スプラインパス上にある（さらに「レイアウト」パネルで「折り返す」が選択されていない）ときは、拡大する
と文字がパスの長さに合わせて集まり、縮小すると文字がパスの長さいっぱいに広がります。「レイアウトに影響
する」を選択した場合は、拡大すると文字がパスを超えて広がり、縮小すると文字がその配置（左、右、または
中央）に従って集まります。

Text on a path prior to scaling Affects Layout checkbox off Affects Layout checkbox on

 • オフセット：これらの値スライダを調整して、元の位置（アンカーポイント）からのテキストのオフセットを設定し
ます。左の値スライダに値を入力するとテキストオブジェクトが X 空間にオフセットし、右の値スライダに値を入
力するとテキストオブジェクトが Y 空間にオフセットします。X、Y、および Z の各位置の値を表示するには、開
閉用三角ボタンをクリックします。

 • 回転：このダイヤルを調整して、Z 空間で文字を回転させます。開閉用三角ボタンをクリックして、個別の X、Y、
Z 回転コントロールにアクセスし、また「アニメート」ポップアップメニューにアクセスします。

 • アニメート：このポップアップメニューは、「回転」パラメータを展開すると表示されます。このポップアップメ
ニューを使って、アニメートされた 3D 回転チャンネルの補間を変更します。デフォルトでは、このパラメータは
「回転を使用」に設定されています。「アニメート」ポップアップメニューには以下のオプションがあります：

 • 回転を使用：デフォルトの補間方法で、テキスト文字が最初の回転から最後の回転まで回転します。アニメー
ションに応じて、文字が最終的な向き（最後のキーフレーム値）までねじりながら動きます。たとえば、X、Y、
および Z の各「回転」パラメータを使い、プロジェクトでのアニメーションを 0 度から 180 度の範囲に設定
すると、テキストの文字がすべての軸を中心にして回転しながら目的の方向に移動します。

 • 方向を使用：この方法は、よりスムーズな補間を目的としており、多重回転はできません。この方法では、文
字の開始時の向き（最初のキーフレーム）と終了時の向き（2 つ目のキーフレーム）の間が補間されます。

「アニメート」パラメータについて詳しくは、221 ページの「情報」インスペクタでのパラメータ を参照してくだ
さい。

参考：「アニメート」パラメータオプションが有効になるには、「回転」パラメータがキーフレーム済みである必
要があります。

 • イタリック体：このスライダをドラッグして、文字に傾きの値を追加してイタリック体をシミュレーションします。

 • 固定スペース：このチェックボックスを選択すると、文字間に固定のスペースが適用されます。

 • すべて大文字：このチェックボックスを選択すると、文字が大文字になります。

 • 変更済文字のサイズ：このスライダは、「すべて大文字」チェックボックスを選択したときに使用できます。この
スライダをドラッグして、大文字のサイズをフォントのポイントサイズに対する割合で設定します。

 • FCP で編集可能：「Final Cut Pro X」で Motion プロジェクトをテンプレートとして使う場合は、このチェック
ボックスを選択すると、「Final Cut Pro」でテキストパラメータを編集できるようなります。編集可能なパラメー
タには次のようなものがあります：

 • テキスト文字列（テキストの文字は変更できます）

 • テキストサイズ

 • テキストの文字間隔

「Final Cut Pro X」への公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参
照してください。 
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テキストエディタ
 • テキスト：テキストエディタ（影の付いた暗い領域）に文字を入力して、「インスペクタ」内でテキストを追加し
たり編集したりします。詳しくは、603 ページのテキストエディタでテキストを追加するを参照してください。

テキストをフォーマットする
以下の作業は、フォントの変更、テキスト挿入ポイントの移動、カーニングの調整など、テキストの「フォーマッ
ト」パラメータを編集するときに役立ちます。「テキスト」タブの「フォーマット」パネルのコントロールについては、
613 ページの「フォーマット」パネルのテキストフォーマットコントロール を参照してください。

キャンバスでフォントをプレビューする

 1 キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」で、テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、「フォント」ポップアップメニューを開きます。

使用できるフォントのメニューが開きます。

 3 メニューでポインタを上下にドラッグして、フォントをプレビューします。

メニュー内をドラッグすると、それに合わせてキャンバスのテキストが変わります。

 4 フォントを選択したら、マウスボタンを放します。

参考：メニュー内を上下に移動するときは、3 ボタンマウスのホイール、またはマルチタッチトラックパッドの 2 本
指のスワイプを使用することもできます。

テキスト挿入ポイントを移動する
「テキスト」ツールが選択された状態で、キャンバス内のテキストをクリックしてから、次のいずれかを実行します：

 m 右矢印キーおよび左矢印キーを使って、隣の文字に挿入ポイントを移動します。

 m テキスト行の先頭にジャンプするには、Command ＋←キーを押します。

 m テキスト行の最後にジャンプするには、Command ＋→キーを押します。

 m 単語の先頭にジャンプするには、Option ＋←キーを押します。

 m 単語の語尾にジャンプするには、Option ＋→キーを押します。

 m （単一テキストオブジェクトの）テキストの複数の行にわたって挿入ポイントを移動するには、↑キーと↓キーを使い

ます。

文字をカーニングする

 1 ツールバーで「テキスト」ツールをクリックします（または T キーを押します）。

 2 キャンバスで、マウスボタンをクリックしてカーニングする文字の間に挿入ポイントを合わせ、以下のいずれかの操
作を行います：

 • 「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、「カーニング」スライダまたは隣接する値スライダをドラッ
グして、カーニング値を設定します。

 • Option ＋ Command ＋ 右角かっこ（]）キーを押して、文字間の間隔を 1 ピクセルずつ大きくします。

 • Option ＋ Command ＋ 左角かっこ（[）キーを押して、文字間の間隔を 1 ピクセルずつ小さくします。
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テキストのスタイルを編集する

「テキストのスタイル」パネル
「テキスト」の「スタイル」パネルを使って、テキストの塗りつぶしを指定したり、テキストの不透明度、柔らかさ、
その他の属性を調整したりします。テキストは、単色の場合もあれば、イメージやカラーグラデーションの場合もあ
ります。「スタイル」パネルで、テキストにアウトライン、グローエフェクト、ドロップシャドウを適用することもでき
ます。ほとんどのスタイルパラメータをアニメートできます。

「Motion」の「ライブラリ」には作成済みのテキストスタイルが用意されています。テキストスタイルとは、テキス
トに特定の外観（赤のグローやグラデーションなど）を設定する変更済みのスタイルパラメータであり、ビヘイビア
やフィルタのようにテキストに適用されます。カスタムのテキストスタイルを作成して、スタイルを「ライブラリ」に
保存できます。詳しくは、635 ページのプリセットテキストスタイルを使うを参照してください。

「スタイル」パネルには、「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、および「ドロップシャドウ」の 4 つのコントロー
ルグループがあります。グループのヘッダの左側にあるアクティブ化チェックボックスを選択／選択解除することに
よって、そのグループのスタイルコントロールの有効／無効を切り替えることができます。（選択すると、チェックボッ
クスが青になります。）デフォルトでは、「アウトライン」、「グロー」、および「ドロップシャドウ」の選択が解除され
ています。

「テキスト」タブの「スタイル」パネルを表示する

 m 「テキスト」インスペクタで「スタイル」をクリックします。
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「スタイル」パネルの「フェース」テキストコントロール
「フェース」パラメータコントロールを使って、テキストに単色、カラーグラデーション、またはテクスチャを指定で
きます。ほとんどの「フェース」パラメータをアニメートできます。

参考：テキストの塗りつぶしは、ほかのスタイルパラメータに関係なく歪めることができます。詳しくは、656 ペー
ジのグリフの属性を調整するを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • プリセット（ラベルなし）：「フェース」コントロールの上部にあるこのポップアップメニューを使って、テキストの
フォーマット、スタイル、またはその両方を「ライブラリ」に保存するか、「ライブラリ」内のプリセット・テキス
ト・スタイルをテキストに適用します。デフォルトのメニュー項目は「標準」です。

テキストスタイルの適用および保存方法について詳しくは、635 ページのプリセットテキストスタイルを使うを参
照してください。

 • フェース：このアクティブ化チェックボックスを使って、すべての「フェース」パラメータ（塗りつぶし、カラー、
不透明度、ブラー、および四隅の角）の有効／無効を切り替えます。「フェース」はデフォルトで選択されます
（チェックボックスが青になります）。

 • 塗りつぶし：このポップアップメニューを使って、テキストの塗りつぶしを「カラー」、「グラデーション」、または
「テクスチャ」に設定します。

 • カラー／グラデーション／テクスチャ：これらのカラーコントロールを使って、テキストの塗りつぶしのカラー、グ
ラデーション、またはテクスチャを設定します。「塗りつぶし」ポップアップメニューで選択した項目に応じて内容
が切り替わります。開閉用三角ボタンをクリックすると、追加の調整パラメータが表示されます。

詳しくは、619 ページのテキストのカラーを変更する、622 ページのテキストにグラデーションを適用する、およ
び 625 ページの「スタイル」パネルの「テクスチャ」パラメータ を参照してください。

 • 不透明度：このスライダをドラッグして、塗りつぶしのオプション（「カラー」、「グラデーション」、または「テク
スチャ」）に関係なく、テキストの不透明度を設定します。

詳しくは、621 ページのテキストの不透明度を変更するを参照してください。

 • ブラー：このスライダをドラッグして、塗りつぶしのオプションに関係なく、テキストの柔らかさを設定します。

 • 四隅の角：これらの値スライダを調整して、フェース属性の位置を調整して文字を歪めます。次の図では、「フェー
ス」コントロールの「四隅の角」パラメータを変更しています（赤のアウトラインの「四隅の角」パラメータは
変更していない状態です）。

開閉用三角ボタンをクリックすると、次の値スライダが表示されます：

 • 左下：テキスト塗りつぶしを元の位置の左下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト
塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセッ
トします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。
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 • 右下：テキスト塗りつぶしを元の位置の右下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト
塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセッ
トします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 右上：テキスト塗りつぶしを元の位置の右上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト
塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセッ
トします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 左上：テキスト塗りつぶしを元の位置の左上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト
塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセッ
トします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

アウトラインのオンスクリーンコントロール
「四隅の角」パラメータは、オンスクリーンコントロールを使って調整できます。653 ページの HUD の「グリフを
変形」コントロールを参照してください。

フェース関連の作業

テキストのカラーを変更する
「カラー」ウインドウ、テキストの HUD のカラーコントロール、または「テキスト」インスペクタの「スタイル」パ
ネルにあるカラーコントロールを使って、テキストの色を変更できます。

参考：個々のカラーチャンネルを変更する場合は、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルを使用する必要
があります。

HUD でテキストの色を設定する
 1 「選択／変形」ツールでテキストを選択します。

 2 HUD が表示されない場合は、F7 キー（または D キー）を押します。

 3 カラーウェルをクリックしてから、「カラー」ウインドウでテキストカラーを選択します。

色を選択すると、それに合わせてテキストがアップデートされます。
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参考：キャンバス（またはデスクトップ上の任意の項目）から色を選択するには、「カラー」ウインドウでカラーピッ
カーをクリックし、選択する色の上にピッカーを合わせてクリックします。

Color picker

「インスペクタ」でテキストの色を設定する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、「塗りつぶし」ポップアップメニューが「カラー」に設定されて
いることを確認します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「カラー」ウェルをクリックし、「カラー」ウインドウを使ってテキストの色を設定します。

Color well

 • カラーウェルの右にある下向き矢印をクリックして（または Control キーを押しながらカラーウェルをクリックし
て）ポップアップのカラーパレットの中をクリックし、色を選択します。下のパレットの中をドラッグすると、色の
濃淡を設定できます。

Click here to select 
a grayscale color.

New color

Original color

 • カラーウェルの右にあるスポイトツールをクリックし、キャンバスで色をクリックします。
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 • 「インスペクタ」で、「カラー」の開閉用三角ボタンをクリックしてカラーチャンネルのパラメータを表示し、スラ
イダまたは値スライダを使って各カラーチャンネルを調整します。

Disclosure triangle

テキストの不透明度を変更する
テキストの不透明度はいくつかの方法で変更できます：

 • テキストオブジェクト全体の不透明度を変更するには、HUD または「情報」インスペクタの「不透明度」スライ
ダを使います。

 • 「フェース」、「グロー」、「ドロップシャドウ」、「アウトライン」など、「スタイル」パネルのパラメータの不透明度
を変更するには、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルにあるそれぞれの「不透明度」コントロール
を使います。

参考：「情報」インスペクタの「不透明度」パラメータと「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルの「不
透明度」パラメータは、別々のコントロールです。テキストオブジェクトに対して両方の値を調整すると、エフェ
クトの値は乗算されます。つまり、「情報」インスペクタで「不透明度」を 50 ％に設定し、「スタイル」パネル
で「不透明度」を 50 ％に設定した場合、最終的にテキストオブジェクトに適用される不透明度は 25 ％になり
ます。

HUD でテキストの不透明度を設定する
 1 「選択／変形」ツールでテキストを選択します。

 2 F7 キー（または D キー）を押して、HUD を表示します。

 3 「不透明度」スライダをドラッグします。

スライダをドラッグすると、それに合わせてテキストの透明度がアップデートされます。

「情報」インスペクタ（テキストの「スタイル」パネルではありません）の「透明度」パラメータがアップデートさ
れます。
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「情報」インスペクタでテキストの不透明度を設定する

 1 テキストを選択します。

 2 「情報」インスペクタを開きます。

 3 「ブレンド」コントロールで、「不透明度」スライダをドラッグするか、フィールドに不透明度の値を入力します。

HUD の「不透明度」パラメータもアップデートされます。

「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルでテキストの不透明度を設定する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」をクリックして「スタイル」パネルを開きます。

 3 「フェース」コントロールで、「不透明度」スライダをドラッグするか、フィールドに不透明度の値を入力します。

テキストの柔らかさを変更する
「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルにある「ブラー」パラメータを使うと、テキストの柔らかさを調整で
きます。

「インスペクタ」でテキストの柔らかさを調整する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」をクリックして「スタイル」パネルを開きます。

 3 「フェース」コントロールで、「ブラー」スライダをドラッグするか、値フィールドにブラーの量を入力します。

スライダをドラッグすると、それに合わせてテキストの柔らかさがアップデートされます。

1 つの文字のスタイル属性を変更する
文字（グリフ）のスタイル属性（フェースの色、アウトライン、グロー、およびドロップシャドウ）を個別に定義でき
ます。 

グリフのスタイル属性を変更する

 1 ツールバーの「テキスト」ツールを選択し、キャンバス内をドラッグして、変更するグリフを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、属性を変更します。

選択した文字だけが変更されます。

参考：「グリフを変形」ツールを使ってグリフのスタイル属性を変更することもできます。詳しくは、653 ページのテ
キストグリフの概要を参照してください。

テキストにグラデーションを適用する
「インスペクタ」では、テキストにグラデーションの塗りつぶしを適用できます。グラデーションエディタで、グラデー
ションをカスタマイズしたりアニメートしたりできます。グラデーションの操作方法については、134 ページのグラ
デーションエディタを参照してください。

「ライブラリ」のプリセット・テキスト・スタイルと同様に、「ライブラリ」のプリセットグラデーションをテキストに適
用できます。グラデーションのプリセットは「ライブラリ」の「グラデーション」カテゴリにあります。テキストに適
用した独自のグラデーションを「ライブラリ」に保存して、今後のプロジェクトで使うこともできます。
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テキストグラデーションを適用する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」をクリックして「スタイル」パネルを開きます。

 3 「塗りつぶし」のポップアップメニューから「グラデーション」を選択します。

「インスペクタ」の「カラー」コントロールがグラデーションエディタになります。デフォルトのグラデーションは白と
青（アトランティックブルー）です。

“Fill with” pop-up menu 
is set to Gradient.

キャンバスで、テキストにデフォルトのグラデーションが適用されます。

テキストにプリセットのグラデーションを適用する
「ライブラリ」にあるプリセットの（または保存されている）グラデーションをテキストに適用する方法は 2 通りあり
ます。1 つは、「インスペクタ」の「テキスト」タブにあるグラデーションプリセットのポップアップメニューを使う方
法です。もう 1 つは、「ライブラリ」からテキストにグラデーションをドラッグする方法です。プリセットのグラデー
ションをテキストオブジェクトに適用した後に、そのプリセットをグラデーションエディタで編集できます。詳しくは、
137 ページのグラデーションエディタのタグを変更するを参照してください。

「インスペクタ」の「テキスト」タブでプリセットのグラデーションを適用する

 1 テキストを選択し、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで「塗りつぶし」ポップアップメニューが「グラ
デーション」に設定されていることを確認します。

 2 「グラデーション」行の右側にあるグラデーションプリセットのポップアップメニューからプリセットを選択します。

Gradient preset 
pop-up menu

選択したグラデーションがテキストに適用されます。
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「ライブラリ」のプリセットのグラデーションを適用する

 1 「ライブラリ」で「グラデーション」カテゴリをクリックします。

 2 スタックでグラデーションを選択します。

プレビュー領域に選択したグラデーションのプレビューが表示されます。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内のテキストにグラデーションをドラッグします。

 • テキストが選択されていることを確認して、プレビュー領域にある「適用」をクリックします。

グラデーションがテキストに適用されます。
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「スタイル」パネルの「テクスチャ」パラメータ
テキストのテクスチャとして、オブジェクト（イメージ、ムービー、シェイプ、グループなど）を使用できます。

「塗りつぶし」を「テクスチャ」に設定すると、「フェース」グループに以下の「テクスチャ」パラメータが表示され
ます（開閉用三角ボタンを開くとパラメータが表示されます）：

インスペクタに表示されるパラメータ
 • イメージ：テクスチャソースを適用するには、イメージ、ムービークリップ、その他のオブジェクトをこのイメージ
ウェルにドラッグします。626 ページのテクスチャの「イメージ」ウェルを使用するを参照してください。

 • フレーム：テクスチャソースとしてムービーまたはイメージシーケンスを使う場合は、このスライダを使ってテクス
チャの開始フレームを指定します。

 • ホールドフレーム：テクスチャソースとしてムービーまたはイメージシーケンスを使う場合は、「ホールドフレー
ム」チェックボックスを選択すると、「フレーム」パラメータで指定したフレームが固定されます。選択したフレー
ムが、テキストオブジェクトの継続時間全体にわたってテクスチャとして使われます。

 • オフセット：これらの値スライダを調整して、ソーステクスチャの位置（テキストオブジェクトに対する位置）の X 
値と Y 値を指定します。イメージウェルに適用したオブジェクトがプロジェクト内に表示されている場合は、「オフ
セット」パラメータを調整してもオブジェクトの位置は変更されません。

 • ラップモード：テクスチャがオフセットされたためにテキスト内で切れて表示される場合、またはテクスチャが小
さすきて適用先のテキストを塗りつぶせない場合は、このポップアップメニューを使ってテクスチャのエッジの処
理方法を指定します。このメニューには次の 3 つの項目があります：

 • なし：ソースイメージの端を越えた部分はテクスチャが透明なままになります。これはデフォルトのモードです。

 • 繰り返し：ソースイメージの端を越えた部分にテクスチャソースが繰り返されます。

 • ミラー：ソースイメージの端を越えた部分にテクスチャソースが鏡のように反射（複製、タイリング、および交
互に反転）されて、テキストの上下左右いっぱいに表示されます。
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参考：「テクスチャ」パラメータには、ソースイメージに適用されたフィルタは反映されますが、イメージに適用され
た変形は反映されません。たとえば、ソーステクスチャとして使うイメージにグローフィルタが適用されている場合
は、テキストのテクスチャにもグローが表示されます。しかし、ソーステクスチャとして使うイメージが縮小／拡大ま
たは移動されている場合、あるいはイメージにビヘイビアが適用されている場合は、適用されるテクスチャにこれら
の変形は反映されません。

テクスチャ関連の作業

テクスチャの「イメージ」ウェルを使用する
テクスチャを適用、置き換え、および削除するときは、テクスチャの「イメージ」ウェルを使用します。

テキストにテクスチャを適用する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」をクリックして「スタイル」パネルを開きます。

 3 「塗りつぶし」のポップアップメニューから「テクスチャ」を選択します。

「カラー」（または「グラデーション」）コントロールが「テクスチャ」コントロールに置き換えられます。

Image well

“Fill with” pop-up menu 
is set to Texture.

デフォルトでは、テキストにテクスチャは適用されていません。

 4 イメージを「レイヤー」リストまたは「メディア」リストからイメージウェルにドラッグします。

イメージがウェルに表示され、テキストに適用されます。テキストをイメージで塗りつぶすと、テクスチャが各テキス
ト文字に適用されます。すべての文字に連続したテクスチャを適用する方法については、882 ページのイメージマ
スクの概要を参照してください。

重要：ウェルにイメージをドラッグするときは、クリックとドラッグを 1 回の操作で行ってください。イメージをクリッ
クしてマウスボタンを放すと、イメージが選択されて「インスペクタ」が表示されます。

テクスチャを置き換える

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、イメージを「レイヤー」リストまたは「メディア」リストからイ
メージウェルにドラッグします。

新しいイメージがウェルに表示され、テキストに適用されます。

参考：「レイヤー」リストまたは「メディア」リストでイメージ（またはムービークリップ）を置き換えるときに、この
イメージがテクスチャソースとして使われている場合、テキストのテクスチャが新しいイメージに置き換わります。
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テクスチャを取り除く
 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、以下のいずれかの操作を行います：

 m 「テクスチャ」パラメータのリセットボタンをクリックします。

Reset button

 m イメージをウェルの外にドラッグして、マウスボタンを放します。イメージが消えます。

テクスチャの位置を変更する
プロジェクトでの必要に応じて、テクスチャの位置を調整できます。

テクスチャの位置を変更する
「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルの「テクスチャ」コントロールのグループで、以下のいずれかの操
作を行います：

 m Command キーを押しながら「イメージ」ウェル内をドラッグします。

イメージがウェルの中を移動し、キャンバスのテキスト内でオフセットされます。

 m 「オフセット」値を調整します。左の値スライダは X 位置の値を示し、右の値スライダは Y 位置の値を示します。開
閉用三角ボタンをクリックして、X および Y の値スライダを表示します。

参考：「テキスト」ツールでグリフを選択するか「グリフを変形」ツールを使って、個々のグリフのテクスチャ位置
を調整することもできます。グリフの操作方法について詳しくは、653 ページのテキストグリフの概要を参照してく
ださい。

テクスチャをアニメートする
テクスチャソースのオフセット値にキーフレームを設定すると、テキストの中を移動するエレメントを作成できます。
次の例では、草原に横たわるヒョウのイメージを“leopard”というテキストのテクスチャソースとして使います。

Original text layer prior to texture Image used as texture source
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記録ボタンを使ってテクスチャのオフセットをアニメートする

 1 テキストにテクスチャを適用します。

テキストにテクスチャを適用する方法については、626 ページのテクスチャの「イメージ」ウェルを使用するを参照
してください。

 2 テクスチャのアニメーションを開始するフレームに再生ヘッドを移動します。

 3 記録を有効に（A キーを押すか、「記録」ボタンをクリック）します。

参考：記録を有効にすると、プロジェクトのオブジェクトに変更を加えた時点でキーフレームが作成されます。

 4 テクスチャを配置するには、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルの「テクスチャ」コントロールで以下の
いずれかの操作を行います：

 • Command キーを押しながら、イメージウェル内でドラッグします。

 • 「オフセット」値スライダを調整します。

テキスト内のイメージが移動し、「オフセット」パラメータのキーフレームが作成されます。

Text layer with texture applied

 5 キーフレームを設定する次のフレームに再生ヘッドを移動します。

 6 テクスチャを新しい位置に移動します。

Repositioned text layer texture

 7 記録を無効にします。

 8 フレーム 1（またはアニメーションの開始フレーム）に移動して、クリップを再生します。

テクスチャのオフセットがアニメートされます。

参考：「インスペクタ」のアニメーションメニューを使って、記録を有効にしないでキーフレームを設定することもで
きます。詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。
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手動でキーフレームを追加してテキストのオフセットをアニメートする

 1 テキストにテクスチャを適用します。

テキストにテクスチャを適用する方法については、626 ページのテクスチャの「イメージ」ウェルを使用するを参照
してください。

 2 テクスチャのアニメーションを開始するフレームに再生ヘッドを移動します。

 3 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、「オフセット」パラメータのアニメーションメニュー（ポインタ
をパラメータ行の末尾に移動すると下向き矢印が表示されます）をクリックして、「キーフレームを追加」を選択しま
す。

 4 テクスチャを配置するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • Command キーを押しながら「イメージ」ウェル内をドラッグします。

 • 「オフセット」値スライダを使って、オフセットの値を入力します。

テキスト内のイメージが移動し、「オフセット」パラメータのキーフレームが作成されます。

 5 キーフレームを設定する次のフレームに再生ヘッドを移動します。

 6 テクスチャを新しい位置に移動します。

キーフレームが追加されます。

参考：パラメータにキーフレームが追加された後、そのパラメータをさらに調整すると、記録ボタンの状況に関係
なく、現在の再生ヘッド位置にキーフレームが追加されます。

 7 フレーム 1（またはアニメーションの開始フレーム）に移動して、クリップを再生します。

テクスチャのオフセットがアニメートされます。

テクスチャソース内のビヘイビアとフィルタについて
ビヘイビアおよびフィルタが適用されたオブジェクト（イメージ、ムービー、イメージシーケンス、シェイプ、リプリ
ケータ、パーティクルシステム、グループ、またはほかのテキストオブジェクト）をテキストのテクスチャソースとし
て使うことができます。フィルタのエフェクトはテクスチャに表示されますが、アニメーションエフェクトはテクスチャ
には表示されません。

フィルタが適用されたオブジェクトをテクスチャソースとして使うときは、次のガイドラインを考慮してください：

 • フィルタのエフェクトが適用されたオブジェクトを使うときは、626 ページのテクスチャの「イメージ」ウェルを
使用するの手順に従ってください。

 • オブジェクトがイメージまたはイメージシーケンスの場合は、フィルタのエフェクトなしでオブジェクトを使うことが
できます。その場合は、「レイヤー」リストからではなく、「メディア」リストから「スタイル」パネルの「テクス
チャ」領域の「イメージ」ウェルにイメージをドラッグします。

 • フィルタのエフェクトを適用せずにオブジェクトを使うには、「レイヤー」リストでレイヤーのコピーを作成し、新
しいレイヤーからフィルタを取り除いてレイヤーをオフにします。次に、レイヤーを「レイヤー」リストからイメー
ジウェルにドラッグします。

ビヘイビアまたはアクティブな変形（回転など）が適用されたオブジェクトをテクスチャソースとして使うときは、
626 ページのテクスチャの「イメージ」ウェルを使用するの手順を使用してください。ビヘイビアまたは変形のエ
フェクトは無視されます。
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「スタイル」パネルの「アウトライン」コントロール
「アウトライン」グループのコントロールを使って、テキストのアウトラインを作成します。アウトラインの塗りつぶし、
不透明度、柔らかさ、幅、およびレイヤーの順番を変更することができます。「レイヤーの順番」以外の「アウトラ
イン」パラメータをアニメートできます。

参考：テキストのアウトラインは、ほかのスタイルパラメータに関係なく歪めることができます。詳しくは、656 ペー
ジのグリフの属性を調整するを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • アウトライン：このアクティブ化チェックボックスを使って、すべての「アウトライン」パラメータの有効／無効を
切り替えます。「アウトライン」はデフォルトで選択が解除されています。

 • 塗りつぶし：このポップアップメニューを使って、アウトラインの塗りつぶしを設定します。「フェース」コントロー
ルと同様に、アウトラインの塗りつぶしを「カラー」、「グラデーション」、または「テクスチャ」に設定できます。

アウトラインの「塗りつぶし」コントロール（「カラー」、「グラデーション」、および「テクスチャ」）は、「フェー
ス」のそれぞれのコントロールに相当します。これらのコントロールの使いかたについては、618 ページの「ス
タイル」パネルの「フェース」テキストコントロールを参照してください。

 • カラー／グラデーション／テクスチャ：これらのカラーコントロールを使って、テキストのアウトラインのカラー、
グラデーション、またはテクスチャを設定します。「塗りつぶし」ポップアップメニューで選択した項目に応じて内
容が切り替わります。開閉用三角ボタンをクリックすると、追加の調整パラメータが表示されます。

 • 不透明度：このスライダをドラッグして、テキストのアウトラインの不透明度を設定します。

 • ブラー：このスライダをドラッグして、テキストのアウトラインの柔らかさを設定します。

 • 幅：このスライダをドラッグして、テキストのアウトラインの太さを設定します。

 • レイヤーの順番：このポップアップメニューを使って、アウトラインをテキストフェースの上に描画するか下に描画
するかを設定します。

 • 四隅の角：これらの値スライダを使って、アウトラインの属性の位置を調整してアウトラインを歪めます。開閉用
三角ボタンをクリックすると、値スライダが表示されます：

 • 左下：テキストのアウトラインを元の位置の左下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキ
スト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフ
セットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 右下：テキストのアウトラインを元の位置の右下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキ
スト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフ
セットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 右上：テキストのアウトラインを元の位置の右上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキ
スト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフ
セットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 左上：テキストのアウトラインを元の位置の左上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキ
スト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフ
セットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。
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アウトラインのオンスクリーンコントロール
テキストのアウトラインは、オンスクリーンコントロールを使って調整できます。詳しくは、653 ページの HUD の
「グリフを変形」コントロールを参照してください。

アウトラインの作業

テキストアウトラインを追加する
テキストアウトラインを作成するには、「インスペクタ」の「テキスト」タブの「スタイル」パネルで「アウトライン」
チェックボックスを選択します。

テキストのアウトラインを作成する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」をクリックして「スタイル」パネルを開きます。

 3 「アウトライン」コントロールで「アウトライン」チェックボックスを選択します。

デフォルトのアウトラインの色は赤で、幅は 1 ポイントです。

ヒント：塗りつぶしなしでテキストのアウトラインを表示するには、「フェース」チェックボックスの選択を解除します。

「スタイル」パネルの「グロー」コントロール
「グロー」コントロールグループを使って、テキストの前面または背面にグローを作成できます。「レイヤーの順番」
以外の「グロー」パラメータをアニメートできます。

「グロー」アクティブ化チェックボックスを選択すると、テキストがラスタライズされます。詳しくは、1020 ページの
グループとラスタライズを参照してください。

参考：テキストのグローは、ほかのスタイルパラメータに関係なく歪めることができます。詳しくは、656 ページの
グリフの属性を調整するを参照してください。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • グロー：このアクティブ化チェックボックスを使って、このグループに含まれるグローパラメータの有効／無効を
切り替えます。デフォルトではグローは無効になっています。

 • 塗りつぶし：このポップアップメニューを使って、グローの塗りつぶしを設定します。「フェース」および「アウト
ライン」コントロールと同様に、グローの塗りつぶしを「カラー」、「グラデーション」、または「テクスチャ」に
設定できます。

 • カラー／グラデーション／テクスチャ：これらのカラーコントロールを使って、グローエフェクトのカラー、グラ
デーション、またはテクスチャを設定します。開閉用三角ボタンをクリックすると、追加の調整パラメータが表示
されます。

グローの「塗りつぶし」オプション（「カラー」、「グラデーション」、および「テクスチャ」）は、「フェース」の
それぞれのコントロールに相当します。これらのコントロールの使いかたについては、618 ページの「スタイル」
パネルの「フェース」テキストコントロールを参照してください。

 • 不透明度：このスライダをドラッグして、テキストのグローの不透明度を設定します。

 • ブラー：このスライダをドラッグして、テキストのグローの柔らかさを設定します。

 • 半径：このスライダをドラッグして、グローの円周を設定します。

 • 調整：このスライダをドラッグして、グローのサイズを設定します。

 • オフセット：これらの値スライダを調整して、グローの X 位置または Y 位置をオフセットします。

 • レイヤーの順番：このポップアップメニューを使って、グローをテキストフェースの上に描画するか下に描画する
かを指定します。

 • 四隅の角：これらの値スライダを使って、グローの属性の位置を調整してグローを歪めます。開閉用三角ボタン
をクリックすると、値スライダが表示されます：

 • 左下：テキストのグローを元の位置の左下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト塗
りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセット
します。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 右下：テキストのグローを元の位置の右下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト塗
りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセット
します。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 右上：テキストのグローを元の位置の右上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト塗
りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセット
します。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 左上：テキストのグローを元の位置の左上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテキスト塗
りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオフセット
します。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

テキストグローのオンスクリーンコントロール
テキストグローは、オンスクリーンコントロールを使って調整できます。詳しくは、653 ページの HUD の「グリフ
を変形」コントロールを参照してください。

グローの作業

テキストグローを追加する
テキストグローを作成するには、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで「グロー」のアクティブ化チェッ
クボックスを選択します。

テキストのグローを作成する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」をクリックして「スタイル」パネルを開きます。

 3 「グロー」のアクティブ化チェックボックスを選択します。
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選択すると、チェックボックスが青になります。テキストのデフォルトのグローは黄色で、「調整」と「不透明度」が 
100 ％に設定され、「半径」が 0 に設定されています。

ヒント：「フェース」パラメータアクティブ化チェックボックス（および有効なほかのパラメータ）の選択を解除する
と、テキストのグローだけが表示されます。

「スタイル」パネルの「ドロップシャドウ」コントロール
「ドロップシャドウ」コントロールを使ってテキストにドロップシャドウを作成して、シャドウの色、不透明度、テキス
トオブジェクトに対するオフセット、柔らかさ、および角度を調整できます。すべての「ドロップシャドウ」パラメー
タをアニメートできます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ドロップシャドウ：このアクティブ化チェックボックスを使って、ドロップシャドウのエフェクトの有効／無効を切り
替えます。「ドロップシャドウ」はデフォルトで選択が解除されています。

参考：「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで「平坦化」チェックボックスを選択すると、「情報」イ
ンスペクタに追加の「ドロップシャドウ」コントロールが表示されます。「情報」インスペクタの「ドロップシャド
ウ」コントロールは、「テキスト」インスペクタのコントロールからは独立しています。両方の場所でドロップシャ
ドウを有効にすると、既存のシャドウに追加されます。

 • 塗りつぶし：このポップアップメニューを使って、シャドウの塗りつぶしを設定します。「フェース」、「アウトライ
ン」、および「グロー」コントロールと同様に、シャドウの塗りつぶしを「カラー」、「グラデーション」、または
「テクスチャ」に設定できます。

 • カラー／グラデーション／テクスチャ：これらのカラーコントロールを使って、シャドウのカラー、グラデーション、
またはテクスチャを設定します。開閉用三角ボタンをクリックすると、追加の調整パラメータが表示されます。

シャドウの「塗りつぶし」オプション（「カラー」、「グラデーション」、および「テクスチャ」）は、「フェース」の
それぞれのコントロールに相当します。これらのコントロールの使いかたについては、618 ページの「スタイル」
パネルの「フェース」テキストコントロールを参照してください。

 • 不透明度：このスライダをドラッグして、テキストのシャドウの不透明度を設定します。

 • ブラー：このスライダをドラッグして、テキストのシャドウの柔らかさを設定します。

 • 調整：このスライダをドラッグして、シャドウのサイズを設定します。

 • ディスタンス：このスライダをドラッグして、テキストのシャドウのオフセットを指定します。
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 • アングル：このダイヤルを調整して、ドロップシャドウの角度（方向）を設定します。

 • 固定ソース：このチェックボックスを選択すると、カメラやテキストの動きに関係なく、光源が固定されているか
のようにドロップシャドウが適用されます。 

 • 四隅の角：これらの値スライダを使って、ドロップシャドウ属性の位置を調整します。このパラメータを使って、ア
ウトラインを歪めることができます。開閉用三角ボタンをクリックすると、値スライダが表示されます：

 • 左下：テキストのドロップシャドウを元の位置の左下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテ
キスト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオ
フセットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 右下：テキストのドロップシャドウを元の位置の右下からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテ
キスト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオ
フセットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 右上：テキストのドロップシャドウを元の位置の右上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテ
キスト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオ
フセットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

 • 左上：テキストのドロップシャドウを元の位置の左上からオフセットします。左の値スライダに値を入力するとテ
キスト塗りつぶしが X 空間でオフセットし、右の値スライダに値を入力するとテキスト塗りつぶしが Y 空間でオ
フセットします。X と Y の各位置の値を表示するには、開閉用三角ボタンをクリックします。

ドロップシャドウのオンスクリーンコントロール
テキストのドロップシャドウは、オンスクリーンコントロールを使って調整できます。詳しくは、653 ページの HUD 
の「グリフを変形」コントロールを参照してください。

ドロップシャドウの作業

ドロップシャドウを追加する
テキストのドロップシャドウを作成するには、「インスペクタ」の「テキスト」タブの「スタイル」パネルで「ドロッ
プシャドウ」チェックボックスを選択します。

ドロップシャドウを追加する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」をクリックして「スタイル」パネルを開きます。

 3 「ドロップシャドウ」パラメータの「ドロップシャドウ」チェックボックスを選択します。

デフォルトの黒のドロップシャドウがテキストに適用されます。
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プリセットテキストスタイル

プリセットテキストスタイルを使う
「Motion」の「ライブラリ」には、テキストに適用できる一連のテキストスタイルのプリセットが用意されています。
テキストスタイルは、「ライブラリ」に保存された変更済みの「スタイル」パラメータです。たとえば、「ネオン」テ
キストスタイルでは、丸みを帯びたフォントスタイルが適用され、ネオン放電管の明るい発光を模したグラデーショ
ンで縁取られます。

Neon text style applied to text layer

独自のテキストスタイルまたはフォーマット（あるいはその両方）をカスタマイズして、「ライブラリ」に保存するこ
ともできます。

「ライブラリ」からテキストスタイルを適用する

 1 「ライブラリ」で「テキストのスタイル」カテゴリを選択します。

 2 スタックからスタイルを選択します。
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 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • テキストを選択して、プレビュー領域にある「適用」ボタンをクリックします。

 • スタックからキャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内のテキストオブジェクトにスタイルをド
ラッグします。

テキストスタイルがテキストに適用されます。

「ライブラリ」を使う方法には、テキストに適用する前にスタイルをプレビューできるという利点があります。

「インスペクタ」の「テキスト」タブからテキストスタイルを適用する

 1 スタイルを適用するテキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、「プリセット」ポップアップメニューから項目を選択します。

Preset pop-up menu

テキストスタイルがテキストに適用されます。

カスタムのテキストスタイルを保存する
「スタイル」パネルのパラメータ（「グラデーション」、「グロー」など）または「フォーマット」パネルのパラメータ
（「文字間隔」、「イタリック体」など）を変更した後、作成したスタイルを「ライブラリ」の「テキストのスタイル」
カテゴリに保存できます。このカスタムスタイルは、プリセットスタイルと同じように使用および適用できます。

参考：「ライブラリ」に保存したカスタムプリセットは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/
Motion/Library/Text Styles/」フォルダに保存されます。

変更したテキストスタイルを「ライブラリ」に保存する

 1 スタイルとして保存する変更後のパラメータを含むテキストを選択します。

 2 「スタイル」パネルで「プリセット」ポップアップメニューを開いて、以下のいずれかのオプションを選択します：

 • 「フォーマット」パネルのパラメータだけを含むスタイルを保存するには、「フォーマット属性を保存」を選択しま
す。

 • 「スタイル」パネルのパラメータだけを含むスタイルを保存するには、「スタイル属性を保存」を選択します。

 • 「スタイル」および「フォーマット」パネルの両方のパラメータを含むスタイルを保存するには、「フォーマット属
性とスタイル属性をすべて保存」を選択します。
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 3 「プリセットをライブラリに保存」ダイアログで、プリセットの名前を入力します。

 4 「保存」をクリックします。

カスタムプリセットが「ライブラリ」の「テキストのスタイル」カテゴリに保存されます。「ライブラリ」でカスタムプ
リセットを区別できるように、テキスト・スタイル・アイコンの右下隅に小さなユーザバッジが表示されます。

テキストのレイアウトを編集する

テキストの「レイアウト」パネル
「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルを使って、パス上にテキストを作成したり、方向やレンダリングの
オプションを設定したり、タイプライターのようなエフェクトを追加したりできます。

「テキスト」タブの「レイアウト」パネルを表示する

 m 「テキスト」インスペクタで「レイアウト」をクリックします。
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「レイアウト」パネルの「レイアウト」コントロール
「レイアウト」コントロールを使って、テキストオブジェクトの基本的なレイアウトオプションを設定します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • レイアウト方法：このポップアップメニューを使って、テキストレイアウトを「タイプ」、「パラグラフ」、「パス」、
「スクロール」、または「クロール」に設定します。（「レイアウト方法」を「スクロール」または「クロール」に
設定した場合、「グリフを変形」ツールは使用できません。また、「フォーマット」パネルの「オフセット」、「回
転」、および「レイアウトに影響する」パラメータも使用できなくなります。）「レイアウト方法」メニューには以
下のオプションがあります：

 • タイプ：1 行のテキストを作成します。これはデフォルトの方法です。テキストを入力していくと、テキスト文字
列がキャンバスの外に伸びていきます。改行を使って複数行のテキストを入力する場合は、「レイアウト方法」
を「パラグラフ」に設定します。この設定では、余白コントロールを使用したり、タブを使ってテキストを整列
したりできます。

 • パラグラフ：「レイアウト」パネルの下部領域にある余白コントロールを使用できます。余白サイズを変更する
にはスライダを使用します。「レイアウト方法」を「パラグラフ」に設定した場合、キャンバスでテキストをダ
ブルクリックすると、テキスト入力フィールドの周りにルーラとスクロールコントロールが表示されます。パラグ
ラフのテキスト入力フィールドからテキストを削除しても、パラグラフの余白の大きさは調整されません。パラ
グラフの変更または作成方法については、601 ページのキャンバスでパラグラフテキストを追加するを参照し
てください。

 • パス：テキストをパス上に作成します。「パスオプション」パラメータグループを使用できます。パスには、開
いたスプライン、閉じたスプライン、円、矩形、波、またはシェイプを使用できます。 

 • スクロール：スクロールアニメーションの準備として、テキスト入力フィールドの余白の位置がプロジェクトの
セーフゾーンに合うように調整されます。「レイアウト方法」を「スクロール」に設定した場合、キャンバスで
テキストをダブルクリックすると、ルーラと拡張スクロールコントロールが表示されます。スクロールコントロー
ルにはテキストのプレビューが表示されます。テキストの量が多いときにテキストをスクロールするときは、ス
クロールバー内をドラッグします。「スクロール」では、テキストはアニメートされません。キーフレームまた
はビヘイビアを使ってスクロールアニメーションを作成するための準備として、テキストの位置とフォーマットが
設定されるだけです。テキストのアニメーションについて詳しくは、660 ページのアニメートするテキストの概
要を参照してください。「レイアウト方法」を「クロール」に設定すると、以下のようになります：「グリフを変
形」ツールは使用できません。「フォーマット」パネルの「オフセット」、「回転」、「レイアウトに影響する」パ
ラメータは使用できません。テキストが平坦化されるため、「平坦化」、「テキストをレンダリング」、「カメラに
向ける」パラメータは使用できません。（詳しくは、639 ページの「レイアウト」パネルの「テキストレンダリ
ング」コントロールの「平坦化」チェックボックスの説明を参照してください。）

 • クロール：クロール（ティッカータイプ）アニメーションの準備として、テキストが 1 つの文字列としてプロジェ
クトの下部に沿って（セーフゾーン内）配置されます。「レイアウト方法」を「クロール」に設定した場合、キャ
ンバスでテキストをダブルクリックすると、テキスト入力フィールドの下にスクロールコントロールが表示されま
す。「クロール」では、テキストはアニメートされません。キーフレームまたはビヘイビアを使ってアニメーショ
ンを作成するための準備として、テキストの位置とフォーマットが設定されるだけです。テキストのアニメーショ
ンについて詳しくは、660 ページのアニメートするテキストの概要を参照してください。「レイアウト方法」を
「クロール」に設定すると、以下のようになります：タブは使用できません。「グリフを変形」ツールは使用で
きません。「フォーマット」パネルの「オフセット」、「回転」、「レイアウトに影響する」パラメータは使用でき
ません。テキストは平坦化されます。そのため、「平坦化」、「テキストをレンダリング」、および「カメラに向
ける」パラメータが使用できなくなります。（詳しくは、639 ページの「レイアウト」パネルの「テキストレン
ダリング」コントロールの「平坦化」チェックボックスの説明を参照してください。）

 • 方向：このポップアップメニューを使って、文字の流れの方向を設定します。「水平」または「垂直」を選択しま
す。

 • 自動縮小：このポップアップメニューは、「レイアウト方法」を「パラグラフ」、「スクロール」、または「クロー
ル」に設定したときに使用できます。このポップアップメニューを使って、選択した文字を縦または横方向で縮小
し、テキストがテキストオブジェクトの余白内に収まるようにします。以下のいずれかのオプションを選択します：
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 • オフ：縮小は行われません。テキストオブジェクトの幅または高さを超える部分のテキストは、スクロールテキ
ストやクロールテキストでは画面の表示境界からはみ出し、パラグラフテキストでは次の行に折り返されます。

 • 左右：テキストオブジェクトの左右の余白に対して縮小が行われます。この設定は主に、スクロールするテキ
ストで使用されます。切り捨てられる文字はありません。もちろん、ほかのテキストオブジェクトにも適用でき
ます。

 • 上下：テキストオブジェクトの上下の余白に対して縮小が行われます。この設定は主に、クロールするテキス
トで使用されます。切り捨てられる文字はありません。もちろん、ほかのテキストオブジェクトにも適用できま
す。

 • すべての余白へ：テキストオブジェクトの上下左右の余白に対して縮小が行われます。

 • 余白でクロップ：このチェックボックスを選択すると、テキストオブジェクトの余白を超えたテキストがクロップさ
れます。このコントロールは「自動縮小」の有効時は無効です。

参考：「余白でクロップ」を有効にするには、「レイアウト方法」を「パラグラフ」に設定し、テキストオブジェク
トを平坦化する必要があります。テキストの平坦化について詳しくは、639 ページの「レイアウト」パネルの「テ
キストレンダリング」コントロールを参照してください。

「レイアウト」パネルの「テキストレンダリング」コントロール
「テキストレンダリング」コントロールを使って、テキストオブジェクトを 3D レイヤー内でどのように表示するかを設
定します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 平坦化：このチェックボックスを選択すると、テキスト文字が強制的に 2D 平面上に残されます。3D グループで
は、パス上のテキスト文字は直線状の配置と干渉して、ビヘイビアの影響を受ける場合があります。たとえば、シ
ミュレーションビヘイビアは平面からテキスト文字を引き寄せる場合があります。「平坦化」を選択すると、テキ
ストは引き続き 3D 空間のほかのオブジェクトと相互に作用します。ただし、カードのような平坦化されたイメー
ジとしてのみ残ります。

Unflattened text on a 3D path can weave through 
other elements in a project.

「平坦化」を選択すると、テキスト文字が 3D 空間内で動かなくなります。

Flattened text image only exists in X and Y and 
can only interact with other objects as a flat card.
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「平坦化」チェックボックスを使用する際は、次のガイドラインを考慮してください：

 • テキストが反射を受けるには、「平坦化」チェックボックスを選択する必要があります。「平坦化」チェックボッ
クスを選択していないときは、「情報」インスペクタに「反射」パラメータが表示されません。反射の使いか
たについて詳しくは、929 ページの反射の概要を参照してください。

 • ツールバーの 2D 変形ツール（選択／変形、アンカーポイント、歪み、ドロップシャドウ、四隅の角、クロッ
プ）を使用するには、「平坦化」チェックボックスを選択する必要があります。

 • テキストにマスクを適用するには、「平坦化」チェックボックスが選択されている必要があります。「平坦化」を
選択していないときは、ツールバーのマスクツールは使用できません。

参考：Z 空間で回転するテキストオブジェクトを平坦化すると、カメラから遠ざかるにつれて（Z 空間から遠ざか
るにつれて）テキストが小さくなります。詳しくは、907 ページの 3D グループの特性を参照してください。

 • テキストをレンダリング：このポップアップメニューを使って、テキストのレンダリング方法を選択します。このコン
トロールは、「平坦化」チェックボックスが選択されているとき、または「レイアウト方法」ポップアップメニュー
から「スクロール」または「クロール」が選択されているときには使用できません。このメニューには次の 2 つ
の項目があります：

 • グローバル 3D で（高品質）：テキストをテキストグループのオブジェクトおよびほかのグループのオブジェク
トと交差させることができます。カメラを操作している場合は、3D 空間のテキストが、カメラの「フィールド
の深度」の設定によって影響を受けるようにすることができます（カメラの焦点の範囲外のテキストはぼやけま
す）。このオプションを有効にすると、プロジェクトのパフォーマンスと操作性が低下することがあります。

シャドウを放つテキストが、フィールドの深度の設定によって影響を受けるようにするには、「グローバル 3D で
（高品質）」を有効にする必要があります。シャドウの使いかたについて詳しくは、922 ページのシャドウの概要
を参照してください。フィールドの深度の使いかたについて詳しくは、912 ページのフィールドの深度の概要を
参照してください。

 • ローカル 3D で（高速）：テキストをより高速にレンダリングできます。ただし、テキストグループのオブジェ 
クトまたはほかのグループのオブジェクトと交差させたり、テキストからシャドウを放ったりすることはできま 
せん。

 • カメラに向ける：このチェックボックスを選択すると、カメラを回転させたりテキストを回転させたりしても、テキ
ストの文字は常にカメラの方を向きます。このチェックボックスは、「平坦化」チェックボックスを選択したときは
使用できません（テキストをカメラに向けることと平坦化することは両立しないためです）。また、「レイアウト方
法」ポップアップメニューで「スクロール」または「クロール」を選択したときにも、この設定は使用できません
（これらのレイアウト方法ではテキストが平坦化されるためです）。

参考：テキストの文字は 2D の（平面的な）オブジェクトであるため、「左」、「右」、および「上」といった直交
的なカメラ表示を使うとテキストが表示されない場合があります（テキストオブジェクトまたは文字が 3D で回転
している場合を除く）。これは、直交的な表示がキャンバスのオブジェクトに対して直角（垂直）になっているか
らです。カメラの使いかたについて詳しくは、907 ページのカメラの概要を参照してください。

「レイアウト」パネルの「ビヘイビア」コントロール
「ビヘイビア」コントロールを使って、ビヘイビアを適用するテキストオブジェクトが、アンカーポイントの位置に基
づいてどのように扱われるかを調整します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • アンカーポイント：このポップアップメニューを使って、アンカーポイントがどのように割り当てられるか（文字単
位、単語単位、行単位、または単一オブジェクトとして）を指定します。たとえば、「テキスト」インスペクタの
「フォーマット」パネルを使用するか、またはテキスト・シーケンス・ビヘイビアを適用することでテキストを回転
する場合、割り当てたアンカーポイントのタイプによって効果が異なります。「アンカーポイント」を「すべて」に
設定した場合、テキストは 1 つのオブジェクトとして回転します。「アンカーポイント」を「文字」に設定した場
合は、各グリフが互いに関係なく回転します。アンカーポイントを視覚的に表示するには、「グリフを変形」ツー
ルでテキストを選択します。「グリフを変形」ツールについて詳しくは、653 ページのテキストグリフの概要を参
照してください。
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参考：「レイアウト」パネルで指定するアンカーポイントは、オブジェクトのアンカーポイントとは異なります。オ
ブジェクトのアンカーポイントのコントロールは、「情報」インスペクタおよびツールバーの「アンカーポイント」
ツールで使用できます。オブジェクトのアンカーポイントを調整する方法について詳しくは、215 ページの「アン
カーポイント」ツールを使用するを参照してください。

「アンカーポイント」ポップアップメニューには、次の 4 つのオプションがあります：

 • 文字：グリフごとにアンカーポイントがあるものとして各文字が回転します。

 • 単語：単語ごとにアンカーポイントがあるものとして各単語が回転します。

 • 行：行ごとにアンカーポイントがあるものとして各行が回転します。

 • すべて：すべてのテキストが 1 つのオブジェクトとして回転します。

 • 位置：これらの値スライダを調整して、「アンカーポイント」ポップアップメニューで指定したアンカーポイントの
位置を指定します。開閉用三角ボタンをクリックすると、X、Y、および Z の値スライダが個別に表示されます。ア
ンカーポイントを視覚的に表示するには、「グリフを変形」ツールでテキストを選択します。「グリフを変形」ツー
ルについて詳しくは、653 ページのテキストグリフの概要を参照してください。

「レイアウト」パネルの「タイプオン」のコントロール
「タイプオン」のコントロールを使用すると、タイプライターのようにアニメートするタイプオンエフェクトが作成され
ます。タイプオンエフェクトにキーフレームを設定して、前、後ろ、または両方向にタイプすることができます。

参考：「テキストアニメーション」ビヘイビアにも「タイプオン」がありますが、この場合はキーフレームを設定せず
に前からタイプされるエフェクトが作成されます。このビヘイビアの使いかたについて詳しくは、683 ページの「タ
イプオン」ビヘイビアを使うを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 開始：このスライダをドラッグして、タイプオンエフェクトの始点（テキストの左側から）を指定します。デフォル
トの 0 ％に設定すると、テキストがすべてタイプされます。100 ％に設定すると、テキストがすべて「消去」さ
れます。時間経過と共に 0 から 100 の値でアニメートすると、テキストが左から右に消去されていきます。100 
から 0 の値にアニメートすると、テキストが右から左にタイプされていきます。

 • 最後：このスライダをドラッグして、タイプオンエフェクトの終点（テキストの右側から）を指定します。デフォル
トの 100%に設定すると、テキストがすべてタイプされます。0%に設定すると、テキストがすべて「消去」さ
れます。時間経過と共に 100 から 0 の値にアニメートすると、テキストが右から左に消去されていきます。0 か
ら 100 の値にアニメートすると、テキストが左から右にタイプされていきます。

 • フェードイン：このチェックボックスを選択すると、テキスト文字のフェードインが有効または無効になります。
「フェードイン」の選択を解除すると、文字が突然現れます。

「レイアウト」パネルの「パスオプション」コントロール
「レイアウト」パネルのこのコントロールグループでは、テキストパスの初期のシェイプを指定したり、パスとパス
上のテキストを変更したりできます。このグループは、「レイアウト」パネルの上にある「レイアウト方法」ポップ
アップメニューを「パス」に設定した場合にのみアクティブになります。テキストパスの作成方法について詳しくは、
644 ページのパス上のテキストを変更するを参照してください。

パス上のテキストでは「グリフを変形」ツールを使用できます。詳しくは、653 ページのテキストグリフの概要を参
照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • パスシェイプ：このポップアップメニューを使って、パスのシェイプを設定します。選択したシェイプに応じて、「パ
スオプション」パラメータグループに表示されるコントロールも変わります。パラメータはこの後で説明します。こ
のメニューには 6 つのオプションがあります：

 • 開いたスプライン：デフォルトのシェイプで、パスの最初のポイントと最後のポイントによって指定する直線的
なパスです。「ベジェ」コントロールポイントまたは「B スプライン」コントロールポイントを使用できます。ポ
イントを追加するには、パス上を、Option キーを押しながらクリック（またはダブルクリック）します。
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 • 閉じたスプライン：最初のポイントと最後のポイントが同じ場所にある閉じたパスです。「ベジェ」コントロー
ルポイントまたは「B スプライン」コントロールポイントを使用できます。ポイントを追加するには、パス上を、
Option キーを押しながらクリック（またはダブルクリック）します。

 • 円：「閉じたスプライン」の簡略化バージョンで、X 半径または Y 半径を調整することにより、円または楕円
を作成できます。

 • 矩形：幅と高さを調整することによって正方形または長方形を作成できる閉じたパスです。

 • 波：パスの最初のポイントと最後のポイントによって指定する波形のパス（正弦波）です。「終点」、「振幅」、
「周波数」、「位相」、および「ダンプ」の各パラメータによって制御します。

 • ジオメトリ：オブジェクトがシェイプまたはマスクのエッジに沿って移動するシェイプパスです。テキストパスの
ソースとして、アニメートされたシェイプ（「シェイプを反復」ビヘイビアを適用した円シェイプなど）を使用で
きます。

 • パスタイプ：このポップアップメニューは、「パスシェイプ」を「開いたスプライン」または「閉じたスプライン」
に設定したときに使用できます。このポップアップメニューを使って、パスのシェイプの操作方法を選択します。こ
のメニューには 2 つの選択肢があります：

 • ベジェ：ベジェハンドルをドラッグしてキーフレームカーブを操作できます。ベジェカーブの作成および調整に
ついて詳しくは、833 ページのベジェのコントロールポイントを編集するを参照してください。

 • B スプライン：B スプラインポイントをドラッグしてキーフレームカーブを操作できます。B スプラインの操作に
はポイントを使います。接線ハンドルはありません。また、ポイントそのものがシェイプの表面に配置されるこ
ともありません。その代わり、B スプラインの各コントロールポイントはシェイプの表面からオフセットした位置
にあり、シェイプのその部分を磁石のように自らの方向に引き寄せてカーブを形成します。B スプラインは非常
に滑らかです。デフォルトでは、B スプラインのシェイプには鋭角がありませんが、必要であれば鋭角のカーブ
を作成することができます。B スプラインカーブの操作について詳しくは、835 ページの B スプラインのコント
ロールポイントを編集するを参照してください。

 • 半径：このスライダは、「パスシェイプ」を「円」に設定したときに使用できます。このスライダをドラッグして、
パスの円のサイズを変更できます。開閉用三角ボタンをクリックして、X 半径と Y 半径を調整します。

参考：「テキスト」ツールが選択されている場合は、オンスクリーンコントロールポイントを使って円のサイズを
変更することもできます。Shift キーを押して、X 半径と Y 半径を均等にサイズ変更します。

 • サイズ：このスライダは、「パスシェイプ」を「矩形」に設定したときに使用できます。このスライダをドラッグし
て、パスの矩形のサイズを変更できます。開閉用三角ボタンをクリックして、X の縮小／拡大値と Y の縮小／拡
大値を調整します。

参考：「テキスト」ツールが選択されている場合は、オンスクリーンコントロールポイントを使って矩形のサイズ
を変更することもできます。X と Y 方向を均等に変更する場合は、Shift キーを押しながらドラッグします。

 • 始点：これらの値スライダは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「波」を選択したときに使用できます。こ
れらの値スライダを調整して、パスの波の始点の位置を設定します。左の値スライダで始点の X 軸を設定します。
右の値スライダで始点の Y 軸を設定します。始点は、波のオンスクリーンコントロール（「テキスト」ツールを選
択するとデフォルトでアクティブになっています）を使って調整することもできます。

 • 終点：これらの値スライダは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「波」を選択したときに使用できます。こ
れらの値スライダを調整して、パスの終点の位置を設定します。左の値スライダで終点の X 軸を設定します。右
の値スライダで終点の Y 軸を設定します。終点は、波のオンスクリーンコントロール（「テキスト」ツールを選択
するとデフォルトでアクティブになっています）を使って調整することもできます。

 • 振幅：このスライダは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「波」を選択したときに使用できます。このス
ライダをドラッグして、波の最高到達点から最低到達点までの距離の半分を指定します。大きな値を設定すると、
波の振幅が大きくなります。

 • 周波数：このスライダは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「波」を選択したときに使用できます。この
スライダをドラッグして、波の数を設定します。大きな値を設定すると、波の周波数が大きくなります。
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 • 位相：このダイヤルは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「波」を選択したときに使用できます。このダ
イヤルを調整して、パスの始点および終点からの波のオフセットの割合を指定します。0 ％（デフォルト）に設定
すると、波の始まりと終わりが波の最高点と最低点の中間になります。90 ％に設定すると、波の始まりと終わり
が波の最高点になります。－ 90 ％に設定すると、波の始まりが波の最低点になります。180 ％に設定すると、
0 ％に設定した場合と同様になりますが、波の動きは反転されます。

 • ダンプ：この値スライダは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「波」を選択したときに使用できます。こ
の値スライダを調整して、波を徐々に消滅させます。正の値に設定すると、波が前方向（左から右）に消滅しま
す。負の値に設定すると、波が後方向（右から左）に消滅します。

 • シェイプソース：このイメージウェルは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「ジオメトリ」を選択したときに
使用できます。このウェルを使って、モーションパスのソースとして使用するオブジェクト（シェイプまたはマスク）
を指定します。

 • 対象：このポップアップメニューは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「ジオメトリ」を選択したときに使
用できます。このポップアップメニューを使って、モーションパスのシェイプソースとして使用するプロジェクト内
のオブジェクトを選択します。

 • シェイプに吸着：このチェックボックスは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「ジオメトリ」を選択したとき
に使用できます。このチェックボックスを選択すると、モーションパスがソースシェイプの元の位置でソースシェイ
プに従います。「シェイプに吸着」の選択を解除すると、モーションパスをソースシェイプからオフセットできます
（キャンバスでシェイプオブジェクトを新しい位置にドラッグします）。テキストパスのソースシェイプとしてスプラ
インオブジェクトを使用する方法については、647 ページのパスのソースにジオメトリを使うを参照してください。

参考：「シェイプに吸着」を選択すると、シェイプオブジェクトを別の場所にドラッグできなくなります。

 • パスのオフセット：このスライダをドラッグして、パス上でのテキストの開始位置を設定します。この値をアニメー
トして、パスに沿ってテキストを移動させることができます。0 ％にすると、先頭のテキスト文字がパスの左端に
置かれ、100 ％にすると、先頭の文字がパスの右端に置かれます。

 • 折り返す：このチェックボックスは、「パスシェイプ」を「開いたスプライン」または「波」（開いたパスシェイプ）
に設定したときに使用できます。このチェックボックスを選択すると、パスの終点からパスの始点にテキストがラッ
プされます。「折り返し」はデフォルトで有効になります。

 • 内側パス：このチェックボックスを選択すると、ループパスでテキストのベースラインが移動して、テキストがルー
プの内側に表示されます。

 • パスに揃える：このチェックボックスを選択すると、テキストの向きがパスのシェイプに揃えられます。このチェッ
クボックスの選択を解除すると、パスのシェイプとは関係なく文字が垂直に揃えられます。

 • コントロールポイント：これらの値スライダは、「パスシェイプ」ポップアップメニューで「開いたスプライン」ま
たは「閉じたスプライン」を選択したときに使用できます。これらの値スライダを調整して、コントロールポイン
トの X 座標、Y 座標、および Z 座標を調整します。

テキストパス関連の作業

テキストをパス上に配置する
パス上にテキストを配置するには、テキストオブジェクトを作成し、「レイアウト方法」を「パス」に設定してから、
「パスオプション」パラメータを使ってパス上のテキストを変更します。 

パス上にテキストを作成する

 1 パス上に配置するテキストを選択します。

 2 「インスペクタ」の「テキスト」タブの「レイアウト」パネルで、「レイアウト方法」ポップアップメニューからパス
を選択します。

「パスオプション」パラメータが使用可能になります。

 3 「テキスト」ツールを選択して（または T キーを押して）、キャンバスでテキストをクリックします。

手順 3 は重要です。テキストパスを表示または編集するには「テキスト」ツールを選択する必要があります。
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テキストの下にパスが表示されます。デフォルトのパスシェイプは「開いたスプライン」に設定されており、パスに
は 3 つのコントロールポイントが含まれています。

パス上のテキストを変更する
パス上にテキストを作成した後で、パスを変更／延長したり、コントロールポイントを追加／削除したり、パス上で
テキストをアニメートしたりできます。648 ページのパス上のテキストをアニメートするを参照してください。

パス上のテキストに対しても、テキストの文字またはフォントの変更、文字間隔、カーニングなどの編集を行うこと
ができます。また、パス上のテキストに対して「テキスト」タブの「スタイル」のパラメータを変更することもでき
ます。

参考：テキストパスを表示および編集するには、「テキスト」ツールを選択する必要があります。 

キャンバスでテキストパスを調整する

 m 「テキスト」ツールを選択した状態で、パスのコントロールポイントをドラッグしてパスのシェイプを変更します。

キャンバスでテキストパスを延長する
パス上のテキストに文字を追加すると、デフォルトのパスでは長さが足りなくなる場合があります。以下のイメージを
見てください。左のイメージはパス上に配置された元のテキストです。右のイメージはテキスト追加後の状態です。
文字が追加された右のイメージでは、パスがテキストよりも短くなっています。パスは、キャンバス内でドラッグする
ことで延長できます。

Initial text on path Additional text added
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 m 「テキスト」ツールを選択した状態で、最後のコントロールポイントをテキストの末尾の方向にドラッグします。

ヒント：ドラッグ中に Shift キーを押すと、パスを直線状に延長できます。 

パスを延長した後、コントロールポイントを追加して、延長したパスのシェイプを調整できます。

キャンバスでテキストパスのコントロールポイントを追加または変更する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Option キーを押しながらパスをクリックするか、パスをダブルクリックしてコントロールポイントを追加します。

コントロールポイントを追加できるのは、「開いたスプライン」と「閉じたスプライン」のパスのみです。

 m コントロールポイントを取り除くには、ポイントを選択して Delete キーを押します。 

Control キーを押しながらポイントをクリックし、次にショートカットメニューから「ポイントを削除」を選択して削
除することもできます。

 m 直線状のポイントを作成するには、Control キーを押しながらポイントをクリックし、ショートカットメニューから「直
線状」を選択します。

 m スムーズな（ベジェ）ポイントを作成するには、Control キーを押しながらポイントをクリックし、ショートカットメ
ニューから「スムーズ」を選択します。

「パスタイプ」を「B スプライン」に設定すると、ショートカットメニューで「きわめてスムーズ」オプションが使用
可能になります。

 m ポイントをロックするには、Control キーを押しながらポイントをクリックし、ショートカットメニューから「ポイント
をロック」を選択します。

ロックされているポイントは編集できません。

 m ポイントのロックを解除するには、Control キーを押しながらポイントをクリックし、ショートカットメニューから「ポ
イントをロック解除」を選択します。

テキストのパスは、シェイプのコントロールポイントと同様の方法で変更します。詳しくは、811 ページのシェイプ、
マスク、およびペイントストロークの概要を参照してください。

参考：パスのコントロールポイントをクリックして、マウスボタンを押すと、（ポイントがパスに描画される順序に基づ
く）ポイント番号と X、Y、および Z 座標軸がステータスバーに表示されます。パスのコントロールポイントは、「テ
キスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにも番号で表示されます。

3D 空間のテキストパスを変更する
スプライン・テキスト・パスを操作して、3D 空間内を移動できます。 

3D 空間でテキストパスを調整する
 1 プロジェクトにカメラがない場合は、以下のいずれかを実行してカメラを追加します：

 • ツールバーの「カメラを作成」ボタンをクリックします。

 • 「オブジェクト」＞「新規カメラ」と選択します（または、Option ＋ Command ＋ C キーを押します）。

参考：プロジェクトグループの中に 3D に設定されているグループが 1 つもない場合は、2D のグループを 3D 
のグループに切り替えるかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。「3D に切り替え」をクリックすると、カメ
ラをグループに適用できます。

67% resize factor



 第 16 章    テキスト 646

 2 デフォルトのカメラ表示（「アクティブカメラ」）を「上」に変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバスの左上隅に表示される「アクティブカメラ」をクリックしてカメラメニューを開き、「上」を選択します。

 • 「表示」＞「3D 表示」＞「上」と選択します。

カメラがパス上のテキストに対して（Y 軸を中心に）垂直に動くため、テキストが表示されなくなります。テキス
トのパスおよびそのポイントは表示されたままです。（キャンバスに表示された黄色のワイヤフレームカメラのア
イコンは、手順 1 で追加した「アクティブカメラ」を表します。）

テキストのパスのオンスクリーンコントロールは、すべてのカメラ表示で使用可能です。この例では、「上」表示
を使います。

 3 「テキスト」ツールとテキストレイヤーを選択した状態で、コントロールポイントをドラッグして、X、Y、または Z 
空間でテキストパスを調整します。

3D 空間でパス上のテキストを操作できるのは、「パスシェイプ」が「開いたスプライン」または「閉じたスプライ
ン」に設定されている場合のみです。

Text on a path in 3D Top view. The right and left 
control points are set to positive Z values.

パスの選択範囲が解除されている場合は、「レイヤー」のリストからテキストレイヤーを選択し直します。「開いたス
プライン」または「閉じたスプライン」のコントロールポイントについて位置の値を入力するには、「レイアウト」パ
ネルの「パスオプション」グループにある「コントロールポイント」の開閉用三角ボタンをクリックします。最初の
値スライダは X 値を、2 番目の値スライダは Y 値を、3 番目の値スライダは Z 値を示します。

 4 カメラ表示を変更するには、キャンバスの左上隅にあるカメラメニューから別のカメラ表示を選択します。

Text on a path in Right camera view.

 5 カメラ表示をリセットするには、以下のいずれかの操作を行います：

 • カメラメニューから「アクティブカメラ」を選択します。

 • 「表示」＞「3D 表示」＞「アクティブ」と選択します。
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ヒント：3D プロジェクトでテキスト（特にカメラの近くを移動するテキスト）を操作する場合は、書き出す前に
「レンダリング品質」を「最高」に設定してください（「表示」＞「品質」＞「最高」と選択）。「最高」モー
ドではプロジェクトのパフォーマンスと操作性が大幅に低下するので、作業中は「レンダリング品質」を「標準」
に設定することをお勧めします。「書き出しオプション」ダイアログで書き出し時の「レンダリング品質」を設定
することもできます：「書き出す」を選択し、「オプション」をクリックして、「レンダリング品質」ポップアップメ
ニューで「最高」を選択します。書き出しをカスタマイズするには、「現在のプロジェクトおよびキャンバス設定
を使用」チェックボックスの選択を解除します。

グループまたはレイヤーを分離して 3D パス上のテキストを変更する
3D パス上のテキストを操作する場合、テキストの向きおよびカメラからの距離によってはテキストが読みづらくなる
ことがあります。テキストを編集するときは、「レイヤー」リスト（または「タイムライン」）の「分離」ボタンまたは
「オブジェクト」メニューの「分離」コマンドを使って、テキストオブジェクトを元の向きにスナップできます。

参考：「分離」コマンドは、選択されたオブジェクトに対してのみ使用できます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「レイヤー」リスト（または「タイムライン」）で「分離」ボタンをクリックします。

Isolate button

 m Control キーを押しながらレイヤーまたはグループをクリックし、ショートカットメニューから「分離」を選択します。

 m 「オブジェクト」＞「分離」と選択します。

 m 再度「分離」ボタンをクリックして、前の表示に戻ります。

参考：カメラの「分離」ボタンをクリックすると、そのカメラの表示がアクティブになります。

パスのソースにジオメトリを使う
以下のセクションでは、テキストのパスのソースとしてシェイプを使う方法について説明します。

テキストパスのソースにジオメトリを使う

 1 パスのソースとして使うシェイプを読み込みます（または描画します）。
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 2 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、テキストの「レイアウト方法」を「パス」に設定し、「パス
シェイプ」ポップアップメニューから「ジオメトリ」を選択します。

Path Shape set 
to Geometry

「インスペクタ」に「シェイプソース」ウェルが表示されます。

 3 「レイヤー」リストからシェイプソースウェルにシェイプをドラッグします。

 4 ポインタがカーブポインタになったら、マウスボタンを放します。

ウェルにシェイプのサムネールが表示され、そのシェイプがテキストのパスのソースシェイプとして使われます。

参考：「レイヤー」リストでソースシェイプを無効にすると、ソースシェイプがプロジェクトに表示されなくなります。

テキストのパスのシェイプに対して別のジオメトリソースを選択する

 m 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「シェイプソース」イメージウェルの横にある「対象」ポップ

アップメニューをクリックして、テキストパスのシェイプソースとして使うオブジェクトを選択します。プロジェクト内の
すべてのシェイプまたはマスクがリストに表示されます。

パス上のテキストをアニメートする
テキストをアニメートして、テキストパス上を移動させることができます。

パス上のテキストをアニメートする

 1 テキストを移動させるパスを作成します。

 2 アニメーションを開始したいフレームに移動して、記録を有効にします（A キーを押します）。

 3 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「パスのオフセット」スライダまたは値スライダをパス上のテ
キストを移動したい量に調整します。
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「パスのオフセット」パラメータにキーフレームが追加されます。

This icon indicates 
a keyframe is present 
at the current playhead 
position.

正の値の場合はテキストが右方向に移動し、負の値の場合は左方向に移動します。値スライダに 100 ％より大き
い値、または 0 ％より小さい値を入力することができます。100 ％より大きい値を入力するとテキストがパスを越え
て右方向に移動し、0 ％より小さい値を入力するとテキストがパスを越えて左方向に移動します。以下のイメージで
は、「パスのオフセット」を 105 ％に設定したので、テキストオブジェクトがテキストパスの右端を完全に越えてい
ます。

 4 次のキーフレームを設定したいフレームに移動します。

 5 「パスのオフセット」スライダまたは値スライダを調整して、テキストをパス上に再配置します。

 6 プロジェクトを再生して、テキストがテキストパスに沿って移動することを確認します。

 7 記録を無効にします。

「レイアウト」パネルの「余白」コントロール
「余白」コントロール（「レイアウト方法」が「パラグラフ」、「スクロール」、または「クロール」に設定されている
ときに表示されます）を使用して、テキスト余白のサイズと位置を設定します。

「Motion」にテキストファイルを読み込んだ場合、その余白とタブ情報が Motion プロジェクトで維持されます。読
み込んだテキストの「レイアウト方法」（「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネル）は「パラグラフ」に設
定されます。デフォルトでは、「Motion」内で作成したテキストは「タイプ」に設定され、改行しない限り 1 行の
文字列になります。「Motion」内で作成したテキストでタブを使って列を作成したり余白を入れたりするには、「レ
イアウト方法」（「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネル）を「パラグラフ」または「スクロール」に設定
する必要があります。 
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テキストの余白を作成および調整するにはいくつかの方法があります。たとえば、オンスクリーンコントロールを使
う方法や「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルを使う方法があります。テキストの余白は、テキストの
作成前でも作成後でも設定することができます。

Layout Method is 
set to Paragraph.

Margin controls

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 左余白／右余白／上余白／下余白：これらのスライダは、「レイアウト方法」を「パラグラフ」、「スクロール」、
または「クロール」に設定したときに使用できます。これらのスライダをドラッグして、キャンバス内のテキスト
の余白を定義します。
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「レイアウト」パネルの「タブ」コントロール
「Motion」のパラグラフ・フォーマット・テキストには、テキスト内の語句の間隔を調整するためのタブを無制限
に挿入できます。デフォルトでは、「Motion」で作成したテキストにタブは含まれていないので、「レイアウト」パ
ネルの「タブ」セクションにコントロールは表示されません。タブの追加、移動、および削除はキャンバスで行うこ
とができます。タブは、「インスペクタ」で値を変更することによっても移動できます。リッチ・テキスト・フォーマッ
ト（RTF）ファイルを読み込んだ場合、その RTF ファイル内のタブは Motion プロジェクトで維持され、「レイアウ
ト」パネルの「タブ」セクションに表示されます。 

Tabs

インスペクタに表示されるパラメータ
 • タブ 0、1、2...：パラグラフに設定されたタブがリスト表示され、それぞれのタイプと位置が示されます。

 •「タブタイプ」ポップアップメニュー（ラベルなし）：このポップアップメニューを使って、タブを「左揃え」、「中
央揃え」、「右揃え」、または「小数点揃え」に設定します。

 • タブ値スライダ（ラベルなし）：この値スライダを使って、タブの位置を調整します。

キャンバスでタブを追加、移動、および削除することもできます。詳しくは、652 ページのタブを操作するを参照
してください。

余白およびタブ関連の作業

テキストの余白を作成する
「インスペクタ」の「テキスト」タブの「レイアウト」パネルにある余白のコントロールを使うか、またはキャンバス
にテキスト境界ボックスを描画してカスタムの余白を作成することができます。

「テキスト」ツールを使ってテキストボックスを作成する方法については、601 ページのキャンバスでパラグラフテキ
ストを追加するを参照してください。
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「インスペクタ」でテキストの余白を作成する

 1 「テキスト」ツールを選択し、キャンバス内をクリックして、テキストを入力します。

「テキスト」ツールでキャンバス内をドラッグせずにクリックすると、レイアウトが「タイプ」に設定された空白のテ
キストオブジェクトが作成されます。

 2 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「レイアウト方法」を「パラグラフ」に設定します。

 3 「左余白」、「右余白」、「上余白」、「下余白」の各スライダで余白の値を設定します。

 4 Esc キーを押すか、「選択／変形」ツールを選択してテキスト境界ボックスを選択し、テキスト編集モードを終了し
ます。

タブを操作する
Motion プロジェクトに RTF ファイルを読み込んだ場合、RTF ファイルで定義されたタブが維持されます。Motion 
プロジェクトで作成されたテキストにタブを追加したり変更したりできます。改行によって分離されたテキスト行ごと
に異なるタブを設定できます。タブは、キャンバス内、および「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルに
表示されます。 

タブを追加する

 1 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「レイアウト方法」ポップアップメニューで「パラグラフ」（ま
たは「スクロール」）が選択されていることを確認します。

 2 キャンバスでテキストオブジェクトをダブルクリックし、パラグラフのオンスクリーンコントロールを有効にします。

 3 キャンバス内のテキスト入力フィールドの上部にあるルーラで、次のいずれかの操作を行います：

 • クリックして左揃えタブを追加します。

 • ダブルクリックして中央揃えタブを追加します。

 • Control キーを押しながらクリックし、ショートカットメニューからタブのオプションを選択します。以下のオプショ
ンがあります：

 • 左揃えタブを作成

 • 中央揃えタブを作成

 • 右揃えタブを作成

 • 小数点揃えタブを作成

追加したタブは、ルーラ内に黒いアイコンとして表示されます。 

Decimal tab

Right tab Center tabLeft tab

キャンバスでタブのタイプを変更する

 m ルーラ内のタブのアイコンをダブルクリックします。

タブのタイプが、右揃え、中央揃え、左揃え、小数点揃えの順に切り替わります。

「インスペクタ」でタブのタイプを変更する

 m 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルの「タブ」セクションで、タブのタイプのポップアップメニューから

オプションを選択します。

キャンバスのルーラ内にあるタブのアイコンがアップデートされます。
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タブを移動する

 1 キャンバスでテキストをダブルクリックして、テキストボックス、ルーラ、およびスクロールコントロールを表示しま
す。

参考：キャンバスにルーラとタブを表示するには、「テキスト」ツールを選択する必要があります。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバスで、ルーラ内のタブ（小さな黒いアイコン）をドラッグします。

 • 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「タブ」のコントロールを使ってタブの位置やレイアウトを
調整します。

影響するテキストの位置がタブに合わせて変更されます。

タブを取り除く

 1 キャンバスでテキストをダブルクリックして、パラグラフのオンスクリーンコントロールを表示します。

参考：キャンバスにルーラとタブを表示するには、「テキスト」ツールを選択する必要があります。

 2 キャンバスで、タブ（小さな黒いアイコン）をルーラの外にドラッグして、マウスボタンを放します。

ルーラおよび「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにある「タブ」のコントロールからタブが削除され
ます。

テキストグリフ

テキストグリフの概要
グリフとは、テキストオブジェクトを構成する個々の文字のことです。「グリフを変形」ツールを使用すると、個々の
文字を単語、行、またはパラグラフに関係なく変更できます。位置、回転、縮小／拡大、フェース（カラーまたは
塗りつぶし）、アウトライン、グロー、ドロップシャドウなどのテキスト属性を変更またはアニメートできます。

文字を変更するだけでなく、文字に影響を与えずにスタイル属性を変形することもできます。たとえば、特定の文字
で、フェースやアウトラインを変えることなくドロップシャドウやグローを歪めることができます。オンスクリーンコン
トロール、または「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルにある「四隅の角」パラメータを使って、このよ
うな変形を適用できます。

「グリフを変形」ツールを選択し、テキストの HUD で「属性」を「グリフを変形」に設定すると、変形オンスクリー
ンコントロールが表示されます。これらのコントロールは、3D 変形のオンスクリーンコントロールと同じものです。
これらのコントロールの使いかたについて詳しくは、890 ページの 3D のオンスクリーンコントロールを使うを参照
してください。

「属性」パラメータは、「シーケンステキスト」ビヘイビアでも使用できます。この場合、グリフのエフェクトを各文
字に順番に適用できます。詳しくは、663 ページの「シーケンステキスト」ビヘイビアを使う を参照してください。

HUD の「グリフを変形」コントロール
「グリフを変形」ツールを選択すると、テキストの HUD で追加のコントロールを使用できます。HUD には、テキ
ストのパラメータに加えて、3D 変形ツール、「調整基準」ポップアップメニュー、および「属性」ポップアップメ
ニューが表示されます。

 • 属性：このポップアップメニューを使って、変更するグリフ属性を指定します。5 つのメニューオプションがありま
す：

 • グリフを変形：グリフを縮小／拡大、移動、または回転するためのオンスクリーンコントロールが表示されま
す。

 • フェース：グリフのフェース（カラー塗りつぶし）を歪めることができるオンスクリーンコントロールが表示され
ます。

 • アウトライン：グリフのアウトラインを歪めることができるオンスクリーンコントロールが表示されます。

67% resize factor



 第 16 章    テキスト 654

 • グロー：グリフのグローを歪めることができるオンスクリーンコントロールが表示されます。

 • ドロップシャドウ：グリフのドロップシャドウを歪めることができるオンスクリーンコントロールが表示されます。

「調整基準」ポップアップメニューについて詳しくは、893 ページの 3D 変形の HUD に表示されるコントロールを
参照してください。 

グリフのオンスクリーンコントロールを表示する
「グリフを変形」ツールで使用できるオンスクリーンコントロールには 2 つのモードがあります。HUD の「属性」
ポップアップメニューから「グリフを変形」を選択すると、グリフの拡大／縮小、位置、回転をテキストオブジェクト
の残りの文字に影響を与えることなく調整できます。「属性」ポップアップメニューから「フェース」、「アウトライン」、
「グロー」、または「ドロップシャドウ」を選択した場合は、特定のグリフの選択した属性を歪めることができます。
そのグリフのほかの属性や、テキストオブジェクト内のほかの文字は影響を受けません。

「グリフを変形」ツールがグリフモードのときのオンスクリーンコントロールは、3D オンスクリーンコントロールと同
じです。このツールを使ってオブジェクトを移動、回転、または縮小／拡大する方法について詳しくは、890 ページ
の 3D のオンスクリーンコントロールを使うを参照してください。

画面上グリフ変形コントロールを表示する

 1 変更するグリフが含まれるテキストオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーで、2D 変形ツール・ポップアップ・メニューから「グリフを変形」ツールを選択します。

グリフを選択しなかった場合は、テキストの最初のグリフが選択されます。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • グリフを拡大／縮小、回転、または移動するには、テキストの HUD にある「属性」ポップアップメニューから
「グリフを変形」を選択します。

 • テキストのスタイル属性を歪めるには、テキストの HUD にある「属性」ポップアップメニューから「フェース」、
「アウトライン」、「グロー」、または「ドロップシャドウ」を選択します。

参考：HUD が表示されない場合は、「ウインドウ」＞「HUD を表示」と選択します（または F7 キーを押します）。

「グリフを変形」ツールで文字を選択する
「グリフを変形」ツールでは、1 つのテキストグリフまたは複数のテキストグリフを選択できます。複数のグリフを選
択した場合は、Shift キーを押しながら最後に選択したグリフに変形ツールが表示されます。これを「フォーカスさ
れたグリフ」と言います。選択したほかの文字の周りにはボックスが表示されます。フォーカスされたグリフに適用
した変形は、選択したすべてのグリフ（フォーカスされていないものを含む）に適用されます。 

参考：「グリフを変形」ツールを使ってグリフのスタイル属性（フェース、アウトライン、グロー、ドロップシャドウ）
を歪める場合は、一度に 1 つのグリフしか選択できません。

すべてのグリフを選択する

 1 変更するグリフが含まれるテキストオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツールを選択します。

HUD の「属性」ポップアップメニューが「グリフを変形」に設定されていることを確認します。1 つのグリフが選
択されます。

 3 「編集」＞「すべてを選択」と選択します（または、Command ＋ A キーを押します）。

すべてのグリフが選択され、「グリフを変形」ツールが選択された状態のままになります。
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複数のグリフを選択する

 1 変更するグリフが含まれるテキストオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツールを選択します。

テキストの最初のグリフが選択されます。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • Shift キーを押しながら、編集対象に含めるほかのグリフを選択します。

 • 編集対象に含めるほかのグリフをドラッグして選択します。

 • Command キーを押しながら、編集対象に含める連続していないグリフをクリックして選択します。

オンスクリーンコントロールは、フォーカスされた（最後に選択した）グリフの周りだけに表示されますが、オンス
クリーンコントロールを調整するときに、ボックスで囲まれたすべてのグリフに適用されます。

選択した複数のグリフの選択を解除する

 m 「編集」＞「すべての選択を解除」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ A キーを押します）。

グリフの選択が解除され、「グリフを変形」ツールがツールバーで選択された状態のままになります。

別のテキストオブジェクトのグリフを選択する

 m 「グリフを変形」ツールを選択した状態で、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、変更するテキストレイヤー

をクリックします。新しいテキストオブジェクトでグリフを選択しなかった場合は、最初のグリフがアクティブになりま
す。グリフを選択した場合は、最後に選択したグリフがアクティブになります。

グリフの位置、回転、または拡大／縮小をリセットする
テキストオブジェクト全体を移動、回転、または拡大／縮小したときは、「情報」インスペクタに変更内容が反映さ
れます。一方、グリフを変形したときは、「インスペクタ」の「テキスト」タブの「フォーマット」パネルに変更内
容が反映されます。

回転したグリフをリセットする

 1 グリフを選択していない場合は、ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツールを選択し、1 つのグリ
フを選択するか、Shift キーを使って複数のグリフを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、「回転」パラメータのアニメーションメニューをクリックし、
「パラメータをリセット」を選択します。

グリフの回転が元の角度に戻ります。
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移動したグリフをリセットする

 1 グリフを選択していない場合は、ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツールを選択し、1 つのグリ
フを選択するか、Shift キーを使って複数のグリフを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、「オフセット」パラメータのアニメーションメニュー・アイコ
ンをクリックし、「パラメータをリセット」を選択します。

縮小／拡大したグリフをリセットする

 1 グリフを選択していない場合は、ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツールを選択し、1 つのグリ
フを選択するか、Shift キーを使って複数のグリフを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルで、Control キーを押しながら「調整」パラメータをクリック
し、「パラメータをリセット」を選択します。

グリフの属性を調整する
グリフのスタイル属性を調整するためのオンスクリーンコントロールは、歪みオンスクリーンコントロールと似ていま
す。「テキスト」インスペクタでグリフの属性を歪めることもできます。

キャンバスでグリフのスタイル属性を歪める

 1 変更するグリフが含まれるテキストオブジェクトを選択して、ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツー
ルを選択します。

 2 テキストの HUD にある「属性」ポップアップメニューから、変更する属性（「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、
または「ドロップシャドウを変形」）を選択します。

テキストの HUD が表示されない場合は、「ウインドウ」＞「HUD を表示」と選択します（または F7 キーを押し
ます）。

グリフが、ハンドルが 8 個の境界ボックスで囲まれています。歪めるための四隅の角ハンドルと、境界ボックスの四
辺の中央にある 4 つのシアー調整ハンドルです。

Corner handle

Shearing handle

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • スタイル属性のシアーを調整するには、シアー調整ハンドルをドラッグします。

 • スタイル属性を歪めるには、隅のハンドルをドラッグします。

調整した属性のパラメータは、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで選択されます。このパラメータ
は、テキストオブジェクト内で変更したグリフに対してのみ有効になります。
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「インスペクタ」でグリフのスタイル属性を歪める

 1 変更するグリフが含まれるテキストオブジェクトを選択して、ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツー
ルを選択します。

 2 テキストの HUD にある「属性」ポップアップメニューから、変更する属性（「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、
または「ドロップシャドウを変形」）を選択します。

HUD が表示されない場合は、「ウインドウ」＞「HUD を表示」と選択します（または F7 キーを押します）。 

 3 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、変更する属性の「四隅の角」の開閉用三角ボタンをクリックし
てから、「左下」、「右下」、「右上」、または「左上」値スライダを使って属性を歪めます。 

歪んだグリフの 1 つの属性をリセットする
 m 「グリフを変形」ツールを使ってグリフを選択し、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで「四隅の角」パ

ラメータのリセットボタンをクリックします。

歪んだグリフの複数の属性をリセットする

 1 変更するグリフが含まれるテキストオブジェクトを選択して、ツールバーの 2D 変形ツールから「グリフを変形」ツー
ルを選択します。

 2 特定のグリフを選択するか、Shift キーを押しながら複数のグリフを選択します。

 3 テキストの HUD で、「属性」ポップアップメニューから「グリフを変形」を選択します。

HUD が表示されない場合は、「ウインドウ」＞「HUD を表示」と選択します（または F7 キーを押します）。

 4 Shift キーを押しながら、リセットするグリフを選択します。

 5 「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで、「四隅の角」パラメータのリセットボタンをクリックします。

グリフをアニメートする
「グリフを変形」ツールを使って、テキストの文字やそのスタイル属性をアニメートできます。 

詳しくは、690 ページの「グリフを変形」ツールを使ってアニメートする を参照してください。 

テキストを検索する／置換する

テキストを検索／置換する方法
「検索と置換」ウインドウで、Motion プロジェクト内の語句や文字列を検索したり変更したりできます。選択したテ
キストオブジェクト内またはすべてのテキストオブジェクト内を検索できます。このツールは、クレジットロールなど、
長い形式のテキストオブジェクトを変更するときに便利です。

「検索と置換」ツールを使う

 1 「編集」＞「検索と置換」と選択します（または Command ＋ F キーを押します）。

「検索と置換」ウインドウが表示されます。

 2 「検索文字列」フィールドに検索するテキストを入力します。「置換文字列」フィールドには置換後のテキストを入
力します。 

 3 「検索する場所」ポップアップメニューからオプションを選択します：

 • 選択したテキストで検索するには、「選択したテキストオブジェクト」を選択します。

 • すべてのテキストを検索するには、「プロジェクト内のすべてのテキストオブジェクト」を選択します。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「検索文字列」テキストを検索するには、Return キーを押します。

 • 次に出現する検索文字列を検索するには、もう一度 Return キーを押すか「次へ」をクリックします。
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参考：テキストの先頭からテキストの末尾に達した後も検索を続ける場合は、「検索を繰り返す」チェックボック
スが選択されている必要があります。

 • 前に出現する検索文字列を検索するには、「前へ」をクリックします。

 5 以下のいずれかの操作を行います：

 • 現在選択している部分を置換するには、「置き換える」をクリックします。

 • すべての「検索文字列」テキストを置換するには、「すべて置き換える」をクリックします。

 • 現在選択している部分を置換し、すぐに次の検索テキストを検索するには、「置き換えて検索」をクリックします。

参考：「検索と置換」ウインドウで実行した操作を取り消すには、キャンバス内をクリックしてアクティブにしてから、
「編集」＞「取り消す - テキスト置換」と選択します（または Command ＋ Z キーを押します）。

「検索と置換」ウインドウのオプション
「検索と置換」ウインドウには、次のコントロールがあります：

 • 検索文字列：検索するテキストをこのフィールドに入力します。

 • 置換文字列：検索と置換の操作を実行する場合に、置換後のテキストをこのフィールドに入力します。

 • 検索する場所：このポップアップメニューを使って、実行する検索操作の種類を指定します。次の 2 つのオプショ
ンがあります：

 • 選択したテキストオブジェクト：選択したテキストオブジェクト上でのみ、検索または検索と置換の操作を実行
します。

 • プロジェクト内のすべてのテキストオブジェクト：プロジェクト内のすべてのテキストオブジェクト上で、検索ま
たは検索と置換の操作を実行します。

 • 大文字／小文字を区別：「検索文字列」フィールドに入力した語句と大文字／小文字まで一致する語句を検索す
る場合に、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスの選択を解除すると、大文字／小文字の区
別は無視されます。

 • 完全一致：完全一致で検索する場合に、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスの選択を解除
すると、指定したテキストが含まれる語句が検索されます。

 • 検索を繰り返す：テキストの先頭からテキストの末尾に達した後も検索を続ける場合に、このチェックボックスを
選択します。「検索する場所」ポップアップメニューから「選択したテキストオブジェクト」が選択されていると、
選択したテキストオブジェクトの先頭に戻って検索を続けます。「検索する場所」ポップアップメニューから「プロ
ジェクト内のすべてのテキストオブジェクト」が選択されていると、プロジェクト内の最初のテキストオブジェクト
に戻って検索を続けます。

 • すべて置き換える：「検索文字列」フィールドのテキストが見つかったすべての個所を「置換文字列」フィールド
のテキストで置き換える場合に、このボタンをクリックします。「置換文字列」テキストがない場合は、このボタ
ンは無効です。 

 • 置き換える：キャンバスまたは「テキスト」インスペクタで選択されたテキストを「置換文字列」フィールドのテ
キストで置き換える場合に、このボタンをクリックします。選択されたテキストがない場合は、このボタンは無効
です。 

 • 置き換えて検索：キャンバスまたは「テキスト」インスペクタで選択されたテキストを「置換文字列」フィールド
のテキストで置き換え、続けて「検索文字列」フィールドのテキストを検索する場合に、このボタンをクリックし
ます。選択されたテキストがない場合は、このボタンは無効です。

 • 前へ／次へ：「検索文字列」フィールドに入力したテキストと一致する個所を先頭または末尾に向かって検索する
場合に、これらのボタンを使います。
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テキストにフィルタを適用する
「Motion」のほかのオブジェクトと同じ方法で、フィルタをテキストに適用できます。このセクションでは、フィルタ
をテキストに適用する方法を簡単に説明します。

テキストにフィルタを適用すると、テキストが平坦化されます。「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、
「平坦化」チェックボックスが選択され、このパラメータが使用不可になります。テキストが平坦化されるときは、
フィルタがローカル空間内のテキストに適用されます。つまり、「フラット」がテキストに適用されます。

Flattened text with applied Twirl filter

参考：フィルタを適用するときに「平坦化」チェックボックスの選択を解除するには、「レイヤー」リストでフィルタ
の選択を解除するか削除し、テキストを選択してから、「テキスト」インスペクタの「レイヤー」パネルで「平坦化」
チェックボックスの選択を解除します。フィルタを選択してオンに戻すと、テキストは再び平坦化されます。（「平坦
化」チェックボックスが選択され、パラメータが無効になります。）

テキストにフィルタを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」でフィルタを選択し、それをキャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内のテキストに

ドラッグします。

 m テキストを選択して、ツールバーの「フィルタを追加」ポップアップメニューからフィルタを選択します。

テキストの HUD がフィルタの HUD に切り替わります。

参考：詳しくは、723 ページのフィルタの概要を参照してください。
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アニメートするテキストの概要
ビヘイビア、またはキーフレーム、あるいはその両方を使って、テキストをアニメートできます。標準的なビヘイビ
アタイプ（「基本モーション」、「パラメータ」、または「シミュレーション」）はすべて、テキストに適用できます。さ
らに、「Motion」には、テキスト固有のパラメータに値範囲を適用することでアニメーションを作成できる、テキス
ト専用のビヘイビアが用意されています。 

「基本モーション」、「パラメータ」、および「シミュレーション」ビヘイビアについて詳しくは、287 ページのビヘイ
ビアの概要を参照してください。

テキストビヘイビアを使うことで、キーフレームを駆使しなくても、テキスト操作をすばやく手軽に試すことができま
す。ビヘイビアの HUD を使えば、適用したビヘイビアの速度を調整し、キャンバスでアニメーションの変化をその
場で確認することができます。詳細なコントロールが必要な場合は、「インスペクタ」でビヘイビアのすべてのパラ
メータを使用できます。テキストのタイミングと位置を具体的に指定する必要があるプロジェクトでは、ビヘイビア
を使ってエフェクトをテストして、何をしたいかが分かった後にキーフレームを作成することもできます。さらに、適
用したテキストビヘイビアから「キーフレームに変換」コマンドを使用してキーフレームを作成することもできます。
この方法を使えば、テキストビヘイビアによって作成されたアニメーションを微調整することができます。

ビヘイビアを使わずにテキストをアニメートすることもできます。従来のキーフレームを使ったり、キーフレームとビ
ヘイビアの両方を組み合わせたりしてテキストをアニメートしてください。

参考：キーフレームとビヘイビアを組み合わせると、予期しない結果になる場合があります。ビヘイビアとキーフ
レームを組み合わせる方法について詳しくは、305 ページのビヘイビアとキーフレームの結合の概要を参照してく
ださい。

テキスト全体をアニメートすることも、個々の文字（グリフ）をアニメートすることもできます。テキストの位置、縮
小／拡大、回転、文字間隔などのフォーマットパラメータ、およびアウトライン、グロー、ドロップシャドウなどのス
タイル属性をアニメートできます。パス上のテキストをアニメートしたり、テキストをイメージマスクのソースまたは
リプリケータセルのソースとして使用したりすることもできます。

テキストをアニメートするためのさまざまな方法について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にある
サイドバー）で項目を選択してください。

アニメートするテキスト
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「テキストアニメーション」ビヘイビア

テキストビヘイビアの種類
「Motion」のテキストビヘイビアは、2 つの基本カテゴリに分けられます。「テキストアニメーション」ビヘイビアと
「テキストシーケンス」ビヘイビアです。 

 • 「テキストアニメーション」のビヘイビアでは、クロール、スクロール、文字間隔のアニメーション、および「タイ
プオン」エフェクトを作成できます。このグループにはさらに、「シーケンステキスト」という強力なビヘイビアも
含まれています。このビヘイビアを使うと、テキストのスタイル属性やフォーマット属性を各文字に順番に適用し
ていくカスタムアニメーションを作成できます。スタイル属性には、フェース（塗りつぶしの色）、グロー、ドロッ
プシャドウ、およびアウトラインが含まれます。フォーマット属性には、位置、不透明度、縮小／拡大、回転、文
字間隔などが含まれます。シーケンスは、テキストの左から右に、または右から左に適用できます。シーケンス
の方向に合わせてカスタムアニメーションを作成することもできます。シーケンスは、1 文字単位、1 語単位、テ
キストオブジェクト単位などで適用できます。

次の図のシーケンスでは、イメージの上にあるテキストが、「シーケンステキスト」ビヘイビアの「調整」、「ブ
ラー」、および「不透明度」パラメータを使ってアニメートされています。下のテキストは、「フェードイン／フェー
ドアウト」ビヘイビアと「テキストトラッキング」ビヘイビアを使ってアニメートされています。

 • 「テキストシーケンス」ビヘイビアは、「シーケンステキスト」ビヘイビアのプリセット版です（パラメータがすでに
選択されてアニメートされます）。「テキストシーケンス」ビヘイビアには、「基本」、「連続」、「エネルギッシュ」、
「グロー」、「ハイライター」、および「繊細」があります。テキストオブジェクトには、各「テキストシーケンス」
ビヘイビア固有のプリセット・アニメーション・エフェクトが適用されます。ただし、パラメータを追加、削除、ま
たは変更することでエフェクトをカスタマイズできます。

参考：ほとんどの「テキストシーケンス」ビヘイビアには明確な開始と終了がありますが（フェードイン／アウト、
ブラーイン／アウトなど）、「連続」グループのビヘイビアには開始と終了がありません。

変更したテキストビヘイビアを「ライブラリ」に保存できます。詳しくは、688 ページの変更したテキストビヘイビ
アをライブラリに保存するを参照してください。

「テキスト」ビヘイビアを適用する
テキストビヘイビアは、「Motion」のほかのビヘイビアと同様に、「ライブラリ」またはツールバーの「ビヘイビア
を追加」ポップアップメニューで適用できます。ほかのビヘイビアと同様に、ビヘイビアをテキストに適用する前に、
「ライブラリ」にビヘイビアのプレビューが表示されます。「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューを使うと、1 
つまたは複数のテキストオブジェクトにビヘイビアを適用できます。

「ライブラリ」からテキストビヘイビアを適用する

 1 プロジェクトにテキストオブジェクトを作成します。
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 2 「ライブラリ」で「ビヘイビア」カテゴリを選択し、「テキストアニメーション」または「テキストシーケンス」サブ
カテゴリを選択します。

Text Animation 
behavior subcategory

Text Sequence 
behavior subcategory

Stack

 3 スタックでテキストビヘイビアを選択します。

プレビュー領域にアニメーションのプレビューが再生されます。プレビューはビヘイビアのデフォルトのアニメーショ
ンであり、実際のビヘイビアは変更できます。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」にあるテキストオブジェクトへ、ビヘイビアをドラッグし
ます。

 • プレビュー領域の「適用」ボタンをクリックします。

「テキスト」HUD が「テキストビヘイビア」HUD に切り替わります。
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「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューからテキストビヘイビアを適用する

 1 ビヘイビアを適用する 1 つまたは複数のテキストオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから、「テキストアニメーション」または「テキストシーケ
ンス」ビヘイビアを選択します。

「シーケンステキスト」ビヘイビア

「シーケンステキスト」ビヘイビアを使う
「シーケンステキスト」ビヘイビアを使うと、テキストの属性（縮小／拡大、位置、色、不透明度、グローなど）を
各文字に順番に適用するアニメーションを作成できます。たとえば、テキストの文字が縮小、フェードイン、および
回転しながら垂直に落下するシーケンスを作成することができます。

「シーケンステキスト」ビヘイビアを適用して有効にする手順は、大きく 2 つに分けられます。まず、「シーケンステ
キスト」ビヘイビアをテキストオブジェクトに追加します。次に、「ビヘイビア」インスペクタを使用するか、オンス
クリーンコントロールでテキストオブジェクトを操作して、アニメートするテキストパラメータを割り当てます。テキス
トパラメータをビヘイビアにリンクしたら、「ビヘイビア」インスペクタにある「シーケンステキスト」のコントロー
ルを使ってアニメーションの方向、速度、ループ回数、その他の品質を調整できます。 

ヒント：「グリフを変形」ツールを使用することで、適用した「シーケンステキスト」ビヘイビアの作用に関係なく、
テキストの各文字を個別に変更できます。「グリフを変形」ツールの使いかたについては、653 ページのテキストグ
リフの概要を参照してください。 

「シーケンステキスト」ビヘイビアを適用する

 m アニメートするテキストオブジェクトを選択して、「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「テキストアニメー

ション」＞「シーケンステキスト」と選択します。

ビヘイビアが適用され、テキストの最初の文字が「項目を調整」ツールで選択されます。

重要：「項目を調整」ツールでオンスクリーンコントロールを使ってシーケンスを作成する場合を除き、テキストをア
ニメートするには、まず「インスペクタ」でビヘイビアに 1 つ以上のパラメータを追加する必要があります。HUD 
で行った調整は、パラメータを追加するまで反映されません。

「インスペクタ」を使ってシーケンスアニメーションを作成する

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、適用した「シーケンステキスト」ビヘイビアを選択します。

「ビヘイビア」インスペクタが表示されます。
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「シーケンステキスト」のコントロールの上部には、「追加」ポップアップメニューと「取り除く」ポップアップメニュー
があります。これらを使って、シーケンスするテキストパラメータを選択したり、追加したパラメータを削除したりし
ます。その下には、シーケンスの「コントロール」パラメータグループがあります。ここには、アニメーションの方
向や速度を設定するオプションや、文字、単語、またはテキストオブジェクトのどの単位でアニメーションを適用す
るかを設定するオプションなどが含まれます。

ここでは簡単な例として、不透明度、縮小／拡大、およびグローの縮小／拡大をシーケンスします。

 2 「パラメータ」行で「追加」ポップアップメニューから「フォーマット」＞「不透明度」と選択します。

「ビヘイビア」インスペクタの「追加」および「取り除く」メニューの上に、「不透明度」パラメータが追加されま
す。

 3 「不透明度」を 0 に設定し、プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。 

デフォルトでは「シーケンス処理」パラメータが「開始」に設定されているため、不透明度のシーケンスは、ビヘ
イビアに設定した値（0 ％）から開始し、テキストの元の値（100 ％）で終了します。

 4 「シーケンス処理」ポップアップメニューで「終了」を選択します。
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この状態でプロジェクトを先頭から再生すると、不透明度がテキストの元の値（100 ％）から徐々にビヘイビアに設
定した値（0 ％）まで変化します。

 5 「追加」ポップアップメニューから「フォーマット」＞「調整」と選択し、同じメニューでさらに「グロー」＞「調
整」と選択します。

「ビヘイビア」インスペクタに「調整」パラメータと「グロー」の「調整」パラメータが追加されます。

 6 「調整」を 250 ％に設定し、「グロー」の「調整」を 250 ％に設定してから、「コントロール」グループの「スプ
レッド」を 4 に設定します。

不透明度のシーケンスは、元の値から開始し、ビヘイビアに設定した値で終了します。スプレッドの値を大きくする
と、文字間のシーケンスの遷移が緩やかになります。

参考：「シーケンステキスト」ビヘイビアでスタイルのエフェクト（「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、および
「ドロップシャドウ」）を作成しても、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルにあるパラメータ（「フェース」、
「アウトライン」、「グロー」、および「ドロップシャドウ」）は影響を受けませんが、「スタイル」パネルで行った変
更はシーケンステキストに反映されます。たとえば、「シーケンステキスト」ビヘイビアに「グロー」を追加した後
に、「スタイル」パネルで「グロー」チェックボックスを選択すると、グローの外観が変わることがあります。これは、
「スタイル」パネルの「グロー」設定がシーケンスビヘイビアに加算されるためです（グローの明るさやブラーが
強くなることがあります）。次の図は、「スタイル」パネルでグローを拡大してオフセットした例です。

以上の例で使ったオプションは、「シーケンステキスト」ビヘイビアで利用できるオプションのほんの一部にすぎませ
ん。ビヘイビアのパラメータを使えば、無限に近い種類のシーケンスを作成できます。シーケンスの動作は、テキ
ストが動く速度や、文字、単語、または行のいずれの単位で動くのかを設定できます。また、シーケンスの方向を
変えたり、継続時間内でのループ回数を指定したりすることもできます。さらに、ビヘイビアに設定した値にずれや
ランダム性を加えることもできます。これらのコントロールについて詳しくは、672 ページの「シーケンステキスト」
のコントロールを参照してください。
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オンスクリーンコントロールを使ってシーケンスアニメーションを作成する

 1 「シーケンステキスト」ビヘイビアを適用し、「項目を調整」ツールで最初の文字（グリフ）を選択した状態で、以
下のいずれかの操作を行います：

 • テキストの位置をシーケンスするには、キャンバス内で文字を新しい位置にドラッグします。

「ビヘイビア」インスペクタで、「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上に、「フォーマット」カテゴ
リの「位置」パラメータが追加されます。「位置」パラメータの値は、「インスペクタ」で「位置」の値スライダ
を使って変更できるほか、キャンバスでテキストオブジェクトのグリフをドラッグすることでも変更できます。

Position parameter 
is added.

 • テキストの回転をシーケンスするには、キャンバスで選択されているグリフを回転させます。回転コントロールを
表示するには、Command キーを押したままにします。変形のオンスクリーンコントロールの使いかたについて
詳しくは、890 ページの 3D のオンスクリーンコントロールを使うを参照してください。

この例では、テキストを Y 軸に沿って回転させています。「ビヘイビア」インスペクタで、「追加」および「取り
除く」ポップアップメニューの上に、「フォーマット」カテゴリの「回転」パラメータが追加されます。 
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 • テキストの縮小／拡大をシーケンスするには、キャンバスで選択されているグリフの調整ハンドルをドラッグして
縮小／拡大します。（縦横比を変えずに縮小／拡大するには、Shift キーを押しながらキャンバスで調整ハンドル
をドラッグします。）

「ビヘイビア」インスペクタで、「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上に、「フォーマット」カテゴ
リの「調整」パラメータが追加されます。

 2 プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。

デフォルトでは、「ビヘイビア」インスペクタの「コントロール」セクションで、「シーケンス処理」ポップアップメ
ニューが「開始」に設定されます。この状態で再生すると、プロジェクト内のテキストは、「位置」パラメータの値
の位置から移動を開始し、元の値の位置（キャンバス内でドラッグする前のテキストの位置）で終了します。

「シーケンステキスト」のパラメータについて詳しくは、672 ページの「シーケンステキスト」のコントロール を参
照してください。

参考：「シーケンステキスト」ビヘイビアを使用するときは、「グリフを変形」ツールではなく「項目を調整」ツー
ルでグリフが選択されます。「グリフを変形」ツールについて詳しくは、653 ページのテキストグリフの概要を参照
してください。

「項目を調整」ツールでグリフを選択しているときは、「タイムライン」の一部の領域が強調表示されます。この領
域は、選択しているグリフがシーケンスビヘイビアの影響を受ける時間を示します。 

Highlighted area indicates 
the animated locaton (in time) 
of the selected glyph

シーケンスビヘイビアからパラメータを取り除く

 m 「ビヘイビア」インスペクタの「パラメータ」行で、「取り除く」ポップアップメニューからパラメータを選択します。

ビヘイビアからパラメータが取り除かれます。
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テキストユニット間の遷移を緩やかにする

 m 「ビヘイビア」インスペクタで、「スプレッド」スライダを右にドラッグします（または、値スライダをクリックし、数

値を入力して、Return キーを押します）。

Spread value set to 0 Spread value set to 11

「シーケンステキスト」ビヘイビアと「テキストのスタイル」パネルを併用する
シーケンスアニメーションに設定するパラメータは、「シーケンステキスト」ビヘイビアで割り当てます。「テキスト」
インスペクタの「スタイル」パネルで変更した属性（「フェース」、「グロー」、「アウトライン」、または「ドロップシャ
ドウ」）はシーケンスされません。そのため、シーケンスアニメーションで変化しないようにパラメータを変更すると
きは、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルで変更します。たとえば、テキストのグローが縮小／拡大お
よびフェードし、テキストのアウトラインは変化しないシーケンスを作成できます。この場合、「シーケンステキスト」
ビヘイビアで「グロー」＞「調整」および「グロー」＞「不透明度」を設定し、「テキスト」インスペクタの「ス
タイル」パネルで「アウトライン」パラメータを設定します。 

参考：「シーケンステキスト」ビヘイビアで設定するパラメータは「スタイル」パネルで設定するパラメータとは独
立しているので、「スタイル」パネルでパラメータのチェックボックスを選択すると、特定の属性の外観が変わること
があります。たとえば、テキストのグローをアニメートするシーケンスを作成した後に、「テキスト」インスペクタの
「スタイル」パネルで「グロー」チェックボックスを選択すると、エフェクトが加算されます。つまり、「シーケンス
テキスト」ビヘイビアで作成したグローに「スタイル」パネルのグローが追加されます。

「シーケンステキスト」ビヘイビアと「スタイル」パネルを併用する

 1 テキストオブジェクトを選択した状態で、「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルを開きます。

 2 「フェース」コントロールで、テキストの色を白以外の色に変更します。 

カラーコントロールの使いかたについて詳しくは、131 ページの基本のカラーコントロールを参照してください。

 3 「アウトライン」チェックボックスを選択し、「アウトライン」のいくつかのパラメータを変更します。

 4 ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから、「テキストアニメーション」＞「シーケンステキスト」
と選択します。

 5 「ビヘイビア」インスペクタで、「追加」ポップアップメニューから「フェース」＞「カラー」と選択します。

テキストがデフォルトの白に変わります。「シーケンス処理」ポップアップメニューがデフォルトの「開始」に設定さ
れているときは、「シーケンステキスト」ビヘイビアに設定した値から開始し、テキストの元の値で終了します。ここ
では、「シーケンステキスト」ビヘイビアの適用前に「スタイル」パネルで設定したテキストの色が元の色に該当し
ます。

 6 プロジェクトを再生します。

テキストの色が、「シーケンステキスト」ビヘイビアに設定した色からテキストの元の色に順番に変わっていきます。
アウトラインはシーケンスされません。 
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「シーケンス処理」の「キーフレームから」オプションを使用する
「シーケンス処理」ポップアップメニューから「キーフレームから」を選択すると、パラメータをキーフレームするこ
とによってシーケンスを作成できます。以下の例では、位置のシーケンスを作成します。

「キーフレームから」シーケンス処理オプションを使ってアニメーションを作成する

 1 アニメートするテキストオブジェクトを選択して、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「テ
キストアニメーション」＞「シーケンステキスト」と選択します。

 2 「ビヘイビア」インスペクタで、「シーケンス処理」ポップアップメニューから「キーフレームから」を選択します。

 3 アニメーションを開始するフレームに再生ヘッドをドラッグしてから、記録ボタンをクリックして（または A キーを押
して）キーフレームの記録をオンにします。

キーフレームの記録を有効にすると、「インスペクタ」内で、アニメートできるパラメータの値が赤になります。

参考：初期キーフレームを手動で追加して、パラメータをアニメートすることもできます。パラメータにキーフレーム
を追加した後、そのパラメータをさらに調整すると、記録ボタンの状況に関係なく、現在の再生ヘッド位置にキーフ
レームが追加されます。詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。 

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビヘイビア」インスペクタで、「追加」ポップアップメニューから「フォーマット」＞「位置」と選択し、「位置」
の値スライダでテキストの開始（または終了）位置を設定します。

 • キャンバスで、選択されている文字を開始（または終了）位置にドラッグします。

「位置」パラメータにキーフレームが追加されます。

 5 位置キーフレームを設定する次のフレームに移動して、次のいずれかの操作を行います：

 • 「ビヘイビア」インスペクタで、「位置」の値を入力します。

 • キャンバスで、選択されているテキストを新しい位置にドラッグします。

2 つ目の位置キーフレームが作成されます。

 6 手順 5 を繰り返して、必要なキーフレームをすべて追加します。

下の図では、編集可能なアニメーションパスがキャンバスに表示されています。アニメーションパスは、「シーケンス
処理」ポップアップメニューから「キーフレームから」を選択したときにのみ表示されます。
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アニメーションパスの操作方法について詳しくは、437 ページのキャンバスでアニメーションパスを操作するを参照
してください。

参考：「シーケンス処理」パラメータをほかのオプション（「スルー反転」、「終了」など）に変更してから「キーフ
レームから」に戻した場合、キーフレームが設定されたアニメーションパスは維持されます。

スタイル属性の歪みをシーケンスする
「インスペクタ」でスライダや値スライダを使用する方法以外に、オンスクリーンコントロールを使って「四隅の角」
パラメータをシーケンスできます。このパラメータを使うと、テキストの「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、
および「ドロップシャドウ」パラメータを歪ませるエフェクトを作成できます。以下の簡単な例では、テキストの「グ
ロー」、「アウトライン」、および「ドロップシャドウ」パラメータをシーケンスします。

テキストのグローエフェクトの歪みをシーケンスする

 1 アニメートするテキストオブジェクトを選択して、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「テ
キストアニメーション」＞「シーケンステキスト」と選択します。

 2 「ビヘイビア」インスペクタの「パラメータ」行で、「追加」ポップアップメニューから「グロー」＞「四隅の角」
と選択します。

「インスペクタ」で、「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上にシーケンスの「グロー」の「四隅の
角」パラメータが追加されます。この「四隅の角」パラメータのオンスクリーンコントロールを使ってテキストの周
囲でグローを引っ張ることによって、テキストのグロー属性を歪ませることができます。

 3 「ビヘイビア」インスペクタの下部領域で、「属性」ポップアップメニューから「グロー」を選択します。

Set Attribute 
to Glow
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オンスクリーンコントロールが表示されます。それらをドラッグして属性を歪ませます。

Shearing handles

Distort handles

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • グローを歪ませるには、歪みハンドルをドラッグします。

参考：文字によっては、キャンバス内でドラッグしても変化がないように見えることがあります。プロジェクトを再
生すれば、すべての文字に変更が適用されていることが分かります。

 • グローのシアーを調整するには、シアー調整ハンドルをドラッグします。

「ビヘイビア」インスペクタで「四隅の角」パラメータの値スライダを使うこともできます。「四隅の角」の開閉
用三角ボタンをクリックして、「左下」、「右下」、「右上」、および「左上」コントロールをそれぞれ表示します。 

 5 プロジェクトを再生します。

「シーケンステキスト」ビヘイビアのパラメータ設定に従って、テキストのグローの歪みがシーケンスされます。

次の作業では、前の作業と同様の手順で（ただし「追加」ポップアップメニューは使わずに）、テキストのフェース、
グロー、アウトライン、またはドロップシャドウを歪ませるワークフローを紹介します。
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「追加」ポップアップメニューを使わずにテキストのグローエフェクトの歪みをシーケンスする

 1 適用した「シーケンステキスト」ビヘイビアを選択し、「ビヘイビア」インスペクタの下のほうにある「属性」ポッ
プアップメニューから「グロー」を選択します。

テキスト属性を歪ませるためのオンスクリーンコントロールが表示されます。オンスクリーンコントロールを調整する
まで、「インスペクタ」で「追加」ポップアップメニューの上にパラメータは追加されません。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • グローのシアーを調整するには、シアー調整ハンドルをドラッグします。

 • グローを歪ませるには、隅のハンドルをドラッグします。

ハンドルを調整すると、「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上にシーケンスの「四隅の角」パラ
メータが追加されます。

参考：「ビヘイビア」インスペクタで「四隅の角」パラメータの値スライダを調整することもできます。「四隅の
角」の開閉用三角ボタンをクリックして、「左下」、「右下」、「右上」、および「左上」コントロールを表示しま
す。 

 3 プロジェクトを再生します。

「シーケンステキスト」ビヘイビアのパラメータ設定に従って、テキストのグローの歪みがシーケンスされます。

「シーケンステキスト」のコントロール
「シーケンステキスト」ビヘイビアの「ビヘイビア」インスペクタには、次のパラメータコントロールがあります。

パラメータ選択のコントロール
 • パラメータ（「追加」および「取り除く」）：「追加」および「取り除く」ポップアップメニューを使って、シーケン
スにテキストのフォーマットおよびスタイルのパラメータを追加したり取り除いたりすることができます。パラメー
タを選択すると、「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上にそのパラメータのコントロールが表示
されます。「追加」ポップアップメニューには「フォーマット」、「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、および
「ドロップシャドウ」の 5 つの項目があり、さらに各項目にサブメニュー項目があります。

 • フォーマット：サブメニューから 8 つのフォーマットパラメータのいずれかを選択します。「位置」、「不透明度」、
「調整」、「回転」、「文字間隔」、「ベースライン」、「イタリック体」、「文字のオフセット」があります。「文字
のオフセット」以外のパラメータは、「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルにもあります。（テキ
ストのフォーマットパラメータについて詳しくは、613 ページのテキストの「フォーマット」パネルを参照してく
ださい。） 

「文字のオフセット」オプションを選択すると、文字をアルファベット順または数字順でオフセットできます。オ
フセットの量は、パラメータに設定する値によって決まります。次の図では、「文字のオフセット」と「位置」を
シーケンスしています。「文字のオフセット」の値は 3 です。オフセット値の文字が順に変わって、元の語である
「o∂set 123」になります。

「追加」ポップアップメニューから「フォーマット」＞「文字のオフセット」と選択すると、「ビヘイビア」インスペ
クタに「文字セット」ポップアップメニューが表示されます。このメニューには 2 つのオプションがあります。「大
文字／小文字と桁数を保持」と「完全な Unicode」です。「大文字／小文字と桁数を保持」を選択すると、オ
フセットした文字で、元のテキストの大文字は大文字に、小文字は小文字に、数字は数字に保たれます。たとえ
ば、このオプションを選択すると、大文字は大文字のまま、各文字の文字位置だけが循環します。
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参考：オンスクリーンコントロールを使ってテキストユニットの縮小／拡大、位置、または回転を操作すると、「シー
ケンステキスト」ビヘイビアに「フォーマット」のパラメータが追加されます。オンスクリーンコントロールを使っ
てテキストのシーケンスを設定する方法について詳しくは、669 ページの「シーケンス処理」の「キーフレーム
から」オプションを使用するを参照してください。

 • フェース：シーケンスできる 4 つのフェースパラメータのいずれかを選択します。「カラー」、「不透明度」、「ブ
ラー」、「四隅の角」があります。フェースのパラメータについて詳しくは、618 ページの「スタイル」パネル
の「フェース」テキストコントロールを参照してください。

 • アウトライン：シーケンスできる 6 つのアウトラインパラメータのいずれかを選択します。「カラー」、「不透明
度」、「ブラー」、「幅」、「レイヤーの順番」、「四隅の角」があります。テキストアウトラインのパラメータにつ
いて詳しくは、630 ページの「スタイル」パネルの「アウトライン」コントロール を参照してください。

 • グロー：シーケンスできる 8 つのグローパラメータのいずれかを選択します。「カラー」、「不透明度」、「ブ
ラー」、「半径」、「調整」、「オフセット」、「レイヤーの順番」、「四隅の角」があります。テキストグローのパラ
メータについて詳しくは、631 ページの「スタイル」パネルの「グロー」コントロール を参照してください。

 • ドロップシャドウ：シーケンスできる 7 つのドロップシャドウ・パラメータのいずれかを選択します。「カラー」、
「不透明度」、「ブラー」、「調整」、「ディスタンス」、「アングル」、「四隅の角」があります。テキスト・ドロッ
プシャドウのパラメータについて詳しくは、633 ページの「スタイル」パネルの「ドロップシャドウ」コントロー
ルを参照してください。

「シーケンス処理」のコントロール
これらのパラメータを使って、シーケンス処理がどのように起きるかを制御します。シーケンス処理の方向、範囲、
速度や、シーケンス処理がテキストオブジェクトの末尾に達したときに何が起きるかを指定します。

 • シーケンス処理：このポップアップメニューを使って、シーケンスアニメーションがテキストユニット単位でどのよ
うに動くかを設定します。（テキストユニットは、文字、単語、行、またはテキストオブジェクト全体のいずれか
で、後述の「アニメート」ポップアップメニューで設定します。）「シーケンス処理」ポップアップメニューには 5 
つの項目があります：

 • 終了：アニメーションは、元のパラメータ値から開始して、シーケンスビヘイビアに設定した値まで動きます。
たとえば、不透明度の元の値が 100 ％で、「シーケンテキスト」パラメータで不透明度を 0 ％に設定した場
合、テキストユニットは開始時点では完全に不透明で、最終的に完全に透明になります。

 • 開始：アニメーションは、シーケンスビヘイビアに設定した値から、元のパラメータ値まで動きます。たとえば、
不透明度の元の値が 100 ％で、「シーケンテキスト」パラメータで不透明度を 0 ％に設定した場合、テキスト
ユニットは開始時点では完全に透明で、最終的に完全に不透明になります。これは「シーケンス処理」ポップ
アップメニューの「終了」オプションと正反対の処理です。

 • スルー：シーケンスは、元のパラメータ値から開始して、シーケンスビヘイビアに設定した値まで動いてから、元
のパラメータ値に戻るというアニメーションサイクル全体を経過します。たとえば、不透明度の元の値が 100 ％
で、「シーケンテキスト」パラメータで不透明度を 0 ％に設定した場合、テキストユニットは開始時点では完全
に不透明で、透明になった後、再び完全に不透明になります。

 • スルー反転：シーケンスは、シーケンスビヘイビアに設定した値から開始して、元のパラメータ値に変化した
後、シーケンスビヘイビアに設定した値に戻るという逆方向のアニメーションサイクルを経過します。たとえば、
不透明度の元の値が 100 ％で、「シーケンテキスト」パラメータで不透明度を 0 ％に設定した場合、テキス
トユニットは開始時点では完全に透明で、不透明になった後、再び完全に透明になります。これは「スルー」
シーケンス処理オプションと正反対の処理です。

 • カスタム：キーフレームを使って、「シーケンステキスト」パラメータに設定した値をアニメーションがどのよう
に動くかを設定できます。「シーケンス処理」パラメータから「カスタム」を選択すると、「ずれ」コントロール
（後述）の「最小」パラメータと「最大」パラメータが「量」パラメータに置き換わり、「解決」ポップアップ
メニューが表示されます。 

 • アニメート：このポップアップメニューを使って、アニメーションのシーケンスの単位を、「文字」、「文字（スペー
スなし）」、「単語」、「行」、「すべて」、または「カスタム」（キーフレームの範囲）に設定します。

 • 文字：テキストの文字単位（スペースを含む）でアニメーションをシーケンスします。
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 • 文字（スペースなし）：「文字」設定と同様に文字単位でシーケンスしますが、スペースは文字として扱いませ
ん（無視されます）。

 • 単語：単語単位でアニメーションをシーケンスします。

 • 行：テキストの行単位でアニメーションをシーケンスします。

 • すべて：テキストオブジェクト全体としてアニメーションをシーケンスします。

 • カスタム：シーケンスするテキストユニットのサイズをカスタマイズできます。「アニメート」ポップアップメニュー
から「カスタム」を選択すると、「開始」パラメータと「最後」パラメータが表示されます。これらのパラメー
タを使って選択範囲のサイズを指定します。

 • 開始：「アニメート」を「カスタム」に設定したときに表示されます。このスライダをドラッグして、シーケンスす
る選択範囲の開始点を指定します。

 • 最後：「アニメート」を「カスタム」に設定したときに表示されます。このスライダをドラッグして、シーケンスす
る選択範囲の終了点を指定します。

 • 選択：これらのコントロールを使って、「アニメート」ポップアップメニューで定義したアニメーションの影響を受
ける文字の範囲を設定します。

 • 範囲：「開始位置」および「終了位置」パラメータと合わせて使用します。このポップアップメニューを使って、
テキストのシーケンスの範囲を、「すべて」（デフォルト設定）、「文字」、「単語中の文字」、「行中の文字」、「単
語」、「行中の単語」、または「行」に設定できます。

 • 開始位置：シーケンスアニメーションの範囲の開始位置を設定します。

簡単な例で説明します。複数行のテキストオブジェクトで「アニメート」を「文字」に設定した場合は、シーケ
ンスは 1 文字ずつ適用され、1 行ずつ処理されます。「範囲」パラメータを「行中の文字」に設定し、「開始位
置」を「1」に設定した場合は、各行の最初の文字はアニメートされず、残りの文字がアニメートされます（「終
了位置」パラメータを、テキスト中の一番長い行の文字数に設定した場合）。

 • 終了位置：シーケンスアニメーションの範囲の終了位置を設定します。

 • 反転：アニメーションを反転させます。簡単な例で説明します。行の各単語の最初の文字をフェードインするよ
うに設定したとします。「反転」を選択すると、各単語の最初の文字は完全に表示され、残りの文字がフェー
ドインします。

 • 逆方向：アニメーションを逆転させます。簡単な例で説明します。行の各単語の最初の文字をフェードインする
ように設定したとします。「逆方向」を選択すると、各単語の最後の文字がフェードインします。

 • スプレッド：このスライダをドラッグして、シーケンスの開始および終了時の減衰の量を制御します。テキストユ
ニット間の遷移を緩やかにしたい場合は、「スプレッド」の値を大きくします。

 • 方向：このポップアップメニューを使って、シーケンス処理の方向を設定します。

 • 前から後ろへ：文字の方向（通常は左から右）にシーケンスします。

 • 後ろから前へ：逆方向（通常は右から左）にシーケンスします。

 • 中央から端へ：テキストの中央から外側に向かってシーケンスします。

 • 端から中央へ：テキストの外端から内側に向かってシーケンスします。

 • ランダム：シーケンスの方向をランダム化します。「方向」ポップアップメニューから「ランダム」を選択する
と、「ランダムシード」パラメータが表示されます。

 • ランダムシード：「方向」を「ランダム」に設定したときに表示されます。このボタンを使って新しい数字を入力
するか「生成」ボタンをクリックすることによって、シーケンスの方向の現在のランダム性（シード値）を変更し
ます。

 • 速度：このポップアップメニューを使って、シーケンスビヘイビアの動作を「一定」、「イーズイン」、「イーズアウ
ト」、「イーズイン／アウト」、「加速」、「減速」、または「カスタム」に設定します。
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参考：デフォルトでは、シーケンスアニメーションの継続時間は、アニメーションが適用されているテキストオブ
ジェクトの継続時間と同じになります。ミニタイムラインまたは「タイムライン」でビヘイビアのバーを調整するこ
とによって、ビヘイビアの速度を変えることができます。詳しくは、687 ページの「テキストシーケンス」ビヘイ
ビアの速度を変更するを参照してください。

 • 一定：シーケンスアニメーションがテキストオブジェクトの一方の端から他方の端まで一定の速度で移動しま
す。シーケンスは「方向」ポップアップメニューで指定した方向に移動します。

 • イーズイン：シーケンスアニメーションがゆっくり始まり、テキスト上を進むにつれて速くなり、通常の速度で
終わります。

 • イーズアウト：シーケンスのアニメーションが通常の速度で開始され、テキストの最後に向かって進むに従って
減速します。

 • イーズイン／アウト：シーケンスのアニメーションがゆっくりとした速度で開始され、テキストの継続時間の半
分までは移動と共に通常の速度まで加速し、テキストの最後に向かう後半の移動は、移動と共に減速します。

 • 加速：シーケンスアニメーションがテキスト上を進むにつれて加速していきます。

 • 減速：シーケンスアニメーションがテキスト上を進むにつれて減速していきます。

 • カスタム：選択範囲（アニメーション）がテキストを移動する方法をキーフレーム化できます。「速度」ポップ
アップメニューから「カスタム」を選択すると、「カスタム速度」パラメータが表示されます。

 • カスタム速度：「速度」を「カスタム」に設定したときに表示されます。このスライダをドラッグしてテキスト内で
アニメーションが行われる位置を定義することによって、シーケンス処理の完了をキーフレームします。

 • ループ：このスライダをドラッグして、継続時間中にアニメーションシーケンスがテキストを移動する回数を設定
します。

 • 速度を適用：このポップアップメニューを使って、複数回のループにわたるシーケンス処理の速度を制御します。
このメニューには 3 つのオプションがあります。

 • ループごとに 1 回：「速度」ポップアップメニューで選択した設定をループごとに 1 回適用します。たとえば、
「速度」を「加速」に設定した場合、シーケンスアニメーションの速度が各ループ内でテキスト上を進むにつ
れて加速していきます。

 • 継続時間全体：「速度」ポップアップメニューで選択した設定をビヘイビア全体に 1 回適用します。たとえば、
「速度」を「加速」に設定した場合は、ループ回数に関係なく、シーケンスアニメーションの速度がビヘイビ
ア継続時間全体でテキスト上を進むにつれて加速していきます。

 • オブジェクトごと：「速度」ポップアップメニューで選択した設定を各ループ内でオブジェクトごとに 1 回適用し
ます。たとえば、「速度」を「加速」に設定した場合、シーケンスアニメーションの速度が各ループ内でテキ
ストオブジェクトごとに加速していきます。

 • 終了時の状態：このポップアップメニューを使って、シーケンスアニメーションの終了時にアニメーションを適用す
る方法を指定します。3 つのオプションがあります：

 • ホールド：シーケンスのアニメーションを 1 サイクル実行し、（シーケンス内の最後のテキストユニットがアニ
メーションを終了した後）そのアニメーションを最初からもう一度開始します。

 • ラップ：シーケンスアニメーションを一続きのループとして取り扱い、シーケンス内の最後のテキストユニット
に到達したら最初のテキストユニットに戻します。

 • ピンポン：シーケンスのアニメーションのサイクルを順方向に 1 回実行した後、アニメーションを逆方向に 1 
回実行するといったような処理を実行します。

 • 終点のオフセット：このスライダをドラッグして、シーケンスビヘイビアのエフェクト終了点をオフセットします。デ
フォルトでは、シーケンスアニメーションはビヘイビアの最後まで実行されます。たとえば、テキストオブジェクト
（またはプロジェクト）の最後から 60 フレーム前でシーケンスを停止するには、「終点のオフセット」スライダ
を 60 までドラッグするか、隣接する値スライダに 60 を入力します。「タイムライン」でビヘイビアの終了点をト
リムする代わりに、このスライダを使ってエフェクトを停止すると、オブジェクトの残りの継続時間中、エフェクト
が最後の状態のままになります。ビヘイビアの終了点をトリムすると、テキストが元の設定にリセットされます。
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「ずれ」のコントロール
このコントロールグループを使うと、シーケンスに割り当てた属性をテキスト上でランダム化できます。たとえば、縮
小／拡大シーケンスにずれを加えると、元の「調整」値から、シーケンスビヘイビアで設定した「調整」値に変化
するのではなく、縮小／拡大率がランダム化されます。ランダム化の度数は、これらのスライダを使って制御します。
シーケンスを「終了」、「開始」、「スルー」、または「スルー反転」に設定すると、「ずれ」の数値がランダム性に
どのように影響するかを確認しやすくなります。次の図は、Y 位置をオフセットするシーケンスアニメーションの例で
す。ずれ（度数）に低い値を適用すると、テキストが滑らかでゆっくりとした波に乗っているかのように、テキスト
ラインに沿って非常に滑らかにランダム化されます。

ずれを大きくすると、テキストラインに対する動きがよりランダムになります。テキストが非常に細かく激しい波に
乗っているかのように、文字が Y 軸上でよりランダムにオフセットします。

「シーケンス処理」ポップアップメニューから「カスタム」を選択した場合にも、原則は同じで、ずれに低い値を適
用するとテキストが滑らかなパスを描いてアニメーションからオフセットされ、高い値を設定するとよりランダムにな
ります。 

参考：「ずれ」パラメータは感度が高いので、アニメーションを滑らかにするには値を低くしてください。

 • ずれ：このスライダをドラッグして、シーケンスに割り当てられた属性の値をテキスト上で変動させます。たとえ
ば、不透明度のシーケンスにずれを加えると、元の「調整」の値からシーケンスビヘイビアに設定済みの「調
整」の値に正確に変化するのではなく、不透明度がランダム化されます。

 • 最小：このスライダをドラッグして、シーケンスするパラメータ値のずれの下限を設定します。たとえば、テキス
トの縮小／拡大をアニメートするシーケンスで「最小」を 25 ％に設定した場合、テキストユニットが縮小する最
小サイズは、ビヘイビアに設定した「調整」値の 25 ％になります。

参考：「シーケンス処理」ポップアップメニューから「カスタム」を選択した場合は、「最小」および「最大」パ
ラメータの代わりに「量」パラメータが表示されます。

 • 最大：このスライダをドラッグして、シーケンスするパラメータ値のずれの上限を設定します。たとえば、テキス
トの縮小／拡大をアニメートするシーケンスで「最大」を 75 ％に設定した場合、テキストユニットが拡大する最
大サイズは、ビヘイビアに設定した「調整」値の 75 ％になります。

参考：「シーケンス処理」ポップアップメニューから「カスタム」を選択した場合は、「最大」および「最小」ス
ライダの代わりに「量」スライダが表示されます。

67% resize factor



 第 17 章    アニメートするテキスト 677

 • 量：「シーケンス処理」ポップアップメニューから「カスタム」を選択したときに表示されます。このスライダをド
ラッグして、アニメートするパラメータがそのアニメーション値から変動できる最大量を指定します。たとえば次
の図は、正の Y 方向に動く、グリフのカスタムアニメーションの例です。「量」を 50 に設定すると、グリフはア
ニメーションパスの左右 50 ピクセル以内で変動します。太い赤線はアニメーションパスを示し、細い赤線はラン
ダムなパスを示します。

 • ノイズ量：このスライダをドラッグして、ランダムなずれの追加オーバーレイを調整します。「ノイズ量」の値を大
きくすると、影響を受けるパラメータに、より不規則な変化が生じます。

 • シード：「生成」ボタンをクリックすると、「ずれ」パラメータのランダム性を決める初期ランダムシードが生成さ
れます。「生成」をクリックした後、そのランダム性による結果を変更するには、もう一度ボタンをクリックするか、
フィールドに値を入力します。

 • 解決：「シーケンス処理」を「カスタム」に設定したときに表示されます。このポップアップメニューを使って、ビ
ヘイビアで定義された値を、ビヘイビアの開始または終了、あるいは開始と終了の両方に戻します。値を戻さな
いオプションもあります。このパラメータの効果を出すには、「ずれ」を 0 より大きい値に設定する必要がありま
す。 

 • 始点：ずれを適用した場合に、ビヘイビアの最初のフレームで、「シーケンステキスト」ビヘイビアでビヘイビ
アの開始時点と終了時点に設定した値（「ビヘイビア」インスペクタの「追加」および「取り除く」ポップアッ
プメニューの上）に戻します。次の図では、テキストの位置をシーケンスしています。「解決」は「始点」に
設定されています。

 • 終点：ずれを適用した場合に、ビヘイビアの最後のフレームで、「シーケンステキスト」ビヘイビアでビヘイビ
アの開始時点と終了時点に設定した値（「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上）に戻します。
次の図では、テキストの位置をシーケンスしています。「解決」は「終点」に設定されています。

 • 両方：ずれを適用した場合に、ビヘイビアの最初と最後のフレームで、「シーケンステキスト」ビヘイビアでビ
ヘイビアの開始時点と終了時点に設定した値（「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上）に戻し
ます。
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 • どちらでもない：ずれを適用した場合に、ビヘイビアの最初と最後のどちらのフレームでも、「シーケンステキ
スト」ビヘイビアでビヘイビアの開始時点と終了時点に設定した値（「追加」および「取り除く」ポップアップ
メニューの上）に戻しません。次の図では、テキストの位置をシーケンスしています。「解決」は「どちらでも
ない」に設定されています。

 • 属性：このポップアップメニューを使って、属性の歪みをシーケンスします。5 つのメニューオプションがあります：

 • グリフを変形：テキストオブジェクトの文字を選択して直接操作するための、グリフのオンスクリーンコントロー
ルが表示されます。画面上グリフツールを使ってシーケンスを設定する方法について詳しくは、669 ページの
「シーケンス処理」の「キーフレームから」オプションを使用するを参照してください。

 • フェース：文字のフェース（カラー塗りつぶし）の形、サイズ、および位置を変更するための、オンスクリーン
コントロールが表示されます。

 • アウトライン：文字のアウトラインの形、サイズ、および位置を変更するための、オンスクリーンコントロール
が表示されます。

 • グロー：文字のグローの形、サイズ、および位置を変更するための、オンスクリーンコントロールが表示され
ます。

 • ドロップシャドウ：文字のドロップシャドウの形、サイズ、および位置を変更するための、オンスクリーンコント
ロールが表示されます。 

テキスト属性の歪みをシーケンスする方法について詳しくは、670 ページのスタイル属性の歪みをシーケンスす
るを参照してください。

 • 位置タイプ：このポップアップメニューを使って、属性をテキストから均等にオフセットするか（「絶対」）、文字の
サイズに基づいてオフセットするか（「相対」）を指定します。

 • 絶対：グローやシャドウなどの属性をテキストオブジェクトからオフセットするときに、「絶対」を選択すると文
字のサイズに関係なく均等にオフセットされます。次の図では、「位置タイプ」ポップアップメニューから「絶
対」が選択されているため、黄色のグローが白いテキストから均等にオフセットされています。
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 • 相対：グローやシャドウなどの属性をテキストオブジェクトからオフセットするときに、「相対」を選択すると文
字のサイズに応じてオフセットされます。次の図では、「位置タイプ」ポップアップメニューから「相対」が選
択されているため、文字のサイズに基づいて黄色のグローが白いテキストからオフセットされています。

「テキストをスクロール」ビヘイビア

「テキストをスクロール」ビヘイビアを使う
「テキストをスクロール」ビヘイビアを使うと、スクロールまたはクロールするテキストを作成できます。「テキスト
をスクロール」はシェイプやイメージなどのほかのオブジェクトにも適用できるので、調和感のあるクレジットやプロ
ローグなどを作成できます。

読み込んだテキスト（RTF または TXT ファイル）または「Motion」内で作成したテキストに「テキストをスクロー
ル」ビヘイビアを適用すると、「ビヘイビア」インスペクタで「スクロール方向」がデフォルトで「垂直」に設定さ
れ、「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで「レイアウト方法」が「スクロール」に設定されます。「ス
クロール方向」を「水平」に設定すると、「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで「レイアウト方法」が
「クロール」に設定されます。「テキストをスクロール」ビヘイビアがテキストに適用されて有効になっているとき
は、「ビヘイビア」インスペクタで「レイアウトの書き換えを許可」チェックボックスを選択した場合を除いて、「レ
イアウト方法」パラメータは変更できません。

参考：レイアウト方法が「スクロール」または「クロール」のときに、「グリフを変形」ツールは使用できません。

垂直スクロールを作成する

 1 アニメートするオブジェクトに「テキストアニメーション」ビヘイビアカテゴリの「テキストをスクロール」ビヘイビ
アを適用します。

テキストビヘイビアの適用方法については、661 ページの「テキスト」ビヘイビアを適用する を参照してください。

デフォルトで「スクロール方向」が「垂直」に設定され、「オフスクリーンを開始」チェックボックスが選択される
ので、オブジェクトがスクロールを開始するためにキャンバスより下に移動します。スクロールの方向、位置、およ
び速度は「インスペクタ」または HUD で変更できます。

 2 再生ボタンをクリックします。

オブジェクトがキャンバス内を上方向にスクロールします。

 3 テキストを編集する場合は、キャンバス内でテキストをダブルクリックします。

テキストのスクロールが停止し、テキストの上端にルーラが表示されて、スクロールコントロールがテキストの右端
に表示されます。再生を続けるには、Esc キーを押すか、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」のレイヤーリス
トの空白の領域をクリックして、テキストの選択を解除します。スクロールコントロールについて詳しくは、638 ペー
ジの「レイアウト」パネルの「レイアウト」コントロール を参照してください。

 4 スクロールをカスタマイズする場合は、「ビヘイビア」インスペクタでパラメータを調整します。

「テキストをスクロール」ビヘイビアのパラメータについて詳しくは、680 ページの「テキストをスクロール」のコ
ントロールを参照してください。
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水平スクロールを作成する

 1 アニメートするオブジェクトに「テキストアニメーション」ビヘイビアカテゴリの「テキストをスクロール」ビヘイビ
アを適用します。

テキストビヘイビアの適用方法については、661 ページの「テキスト」ビヘイビアを適用する を参照してください。

 2 「スクロールテキスト」HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「スクロール方向」ポップアップメニューから
「水平」を選択します。

デフォルトで「オフスクリーンを開始」チェックボックスが選択されるので、オブジェクトがクロールを開始するため
にキャンバスの右端に移動します。テキストが 1 行に配置され、「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで
「レイアウト方法」が「クロール」に設定されます。スクロールの方向、位置、および速度を「インスペクタ」ま
たは HUD で変更します。

 3 再生ボタンをクリックします。

オブジェクトがキャンバス内を左方向にクロールします。

 4 テキストを編集する場合は、キャンバス内でテキストをダブルクリックします。

スクロールが停止し、スクロールコントロールがテキストの下端に表示されます。再生を続けるには、Esc キーを押
すか、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」のレイヤーリストの空白の領域をクリックして、テキストの選択を
解除します。スクロールコントロールについて詳しくは、638 ページの「レイアウト」パネルの「レイアウト」コン
トロールを参照してください。

 5 スクロールをカスタマイズする場合は、「ビヘイビア」インスペクタでパラメータを調整します。

「テキストをスクロール」ビヘイビアのパラメータについて詳しくは、680 ページの「テキストをスクロール」のコ
ントロールを参照してください。

「タイムライン」でスクロールの速度を変更する
「タイムライン」で、以下のいずれかの操作を行います：

 m スクロールの速度を上げるときは、ビヘイビアバーを左にドラッグします。

 m スクロールの速度を下げるときは、ビヘイビアバーを右にドラッグします。

「タイムライン」でのビヘイビアの調整について詳しくは、301 ページのビヘイビアのタイミングの概要を参照してく
ださい。

「テキストをスクロール」のコントロール
スクロールの方向、速度、および位置を調整するときは、「ビヘイビア」インスペクタのパラメータを使用します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • スクロール方向：このポップアップメニューを使って、テキストスクロールの方向を「水平」または「垂直」に
設定します。

 • 速度コントロール：このポップアップメニューを使って、スクロールまたはクロールの速度を設定します。3 つの
オプションがあります：

 • 自動：「タイムライン」でのビヘイビアの長さによってスクロールの速度が決まります。つまり、ビヘイビアの
長さによって、オブジェクトがキャンバス上をスクロールまたはクロールするのにかかる時間が決まります。デ
フォルトでは、適用した「テキストをスクロール」ビヘイビアの継続時間は、適用先のオブジェクトまたはグ
ループと同じになります。

 • 固定：「スクロールレート」パラメータの値（ピクセル／秒）によってスクロールの速度が決まります。

 • カスタム：スクロールするオブジェクトの開始位置と終了位置を指定します（現在の位置からのオフセットで指
定します）。

 • スクロールレート乗算：「速度コントロール」を「自動」に設定したときに表示されます。このスライダを使って、
スクロールのレートを乗算します。値スライダ（スライダの右にある数値フィールド）には、スライダで調整可能
な範囲を超えた量を入力できます。
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 • スクロールレート：「速度コントロール」を「固定」に設定したときに表示されます。このスライダを使って、ス
クロールの速度をピクセル／秒単位で設定します。

 • フリッカーを軽減：このポップアップメニューを使ってスクロール速度を変更することで、インターレース方式また
はプログレッシブ方式ディスプレイのちらつきを軽減します。「スクロール方向」を「垂直」に設定し、「速度コ
ントロール」を「自動」または「カスタム」に設定した場合は、「なし」、「プログレッシブ」、または「インター
レース」を選択できます。「スクロール方向」を「水平」に設定し、「速度コントロール」を「自動」または「カ
スタム」に設定した場合は、「いいえ」または「はい」を選択できます。

 • なし：このオプションは、「スクロール方向」を「垂直」に設定したときに表示されます。スクロールの速度
は変更されません。

 • プログレッシブ：このオプションは、「スクロール方向」を「垂直」に設定したときに表示されます。プログレッ
シブ方式のディスプレイ（LCD テレビなど）でのちらつきを抑えます。「プログレッシブ」設定では、インター
レース方式のディスプレイ（CRT テレビなど）でのちらつき抑制は保証されません。

 • インターレース：このオプションは、「スクロール方向」を「垂直」に設定したときに表示されます。プログ
レッシブ方式のディスプレイ（LCD テレビなど）またはインターレース方式のディスプレイ（CRT テレビなど）
でのちらつきを抑えます。

参考：インターレース方式のディスプレイでちらつきを抑えるための最小速度は 2 ピクセル／フレームで、プログ
レッシブ方式のディスプレイでちらつきを抑えるための最小速度は 1 ピクセル／フレームであるため、「インター
レース」オプションの方がスクロール速度が速いことがあります。

 • いいえ：このオプションは、「スクロール方向」を「水平」に設定したときに表示されます。インターレース方
式またはプログレッシブ方式のディスプレイでちらつきを軽減するためのスクロール速度の変更を行いません。

 • はい：このオプションは、「スクロール方向」を「水平」に設定したときに表示されます。インターレース方式
またはプログレッシブ方式のディスプレイでちらつきを軽減するためにスクロール速度を変更します。

 • レイアウトの書き換えを許可：テキストレイアウトを手動で変更することを許可する場合は、このチェックボックス
を選択します。たとえば、読み込んだ RTF テキストを水平スクロールする場合、テキストは 1 行に配置されます。
「レイアウトの書き換えを許可」チェックボックスを選択すると、テキストはパラグラフ形式のままになります。

参考：このパラメータは、「テキストをスクロール」ビヘイビアをテキストオブジェクトに適用したときにのみ表示
されます。

 • オフスクリーンを開始：このチェックボックスを選択すると、スクロールを開始するためにテキストがキャンバス外
に移動します。 
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「テキストトラッキング」ビヘイビア

「テキストトラッキング」ビヘイビアを使う
「テキストトラッキング」ビヘイビアは、「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「文字間隔」 
パラメータに変化のレートを適用します。「文字間隔」を使うと、テキストの各文字間に均等なスペースが適用され
ます。

「テキストトラッキング」ビヘイビアを使う

 m （「テキストアニメーション」サブカテゴリの）「テキストトラッキング」ビヘイビアをテキストに適用します。

プロジェクトを再生すると、「テキストトラッキング」ビヘイビアの「速度」パラメータに設定された速度に基づいて
文字が広がっていきます。

参考：「テキスト」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「文字間隔」パラメータと同様に、「テキストトラッ
キング」ビヘイビアもテキストの「配置」の設定に従います。たとえば、テキストの中心から外側に向かって文字
間隔を設定するには、テキストの「配置」を「中央揃え」に設定する必要があります。このパラメータは、テキス
トの HUD または「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにあります。

「テキストトラッキング」のパラメータを使って、文字間隔の速度と終点のオフセットを変更できます。「テキストトラッ
キング」HUD と「ビヘイビア」インスペクタには、「テキストトラッキング」ビヘイビアの同じパラメータが表示さ
れます。

「テキストトラッキング」のコントロール
「テキストトラッキング」のパラメータを使って、文字間隔アニメーションの速度と終点のオフセットを制御できます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 速度：このスライダをドラッグして、文字間隔値の変更速度を制御します。レートを大きくすると、文字間隔値が
大きくなります。

 • 終点のオフセット：このスライダをドラッグして、「文字間隔」パラメータのエフェクト終了点をオフセットします。
デフォルトでは、テキストの継続時間が終了するまでテキスト文字に文字間隔が適用されます。たとえば、文字間
隔アニメーションをテキストオブジェクト（またはプロジェクト）の最後から 60 フレーム前で停止するには、「終
点のオフセット」スライダを 60 までドラッグするか、値スライダで 60 を指定します。

参考：文字間隔のビヘイビアのエフェクトを、テキストオブジェクト（またはプロジェクト）の最後よりも前で停止
する場合は、ミニタイムラインまたは「タイムライン」で「文字間隔」ビヘイビアの継続時間を変更するのでは
なく、「終点のオフセット」パラメータを使ってください。ビヘイビアの最後をトリムすると、ビヘイビアの最後で
テキストがデフォルトの文字間隔値に急速に戻ります。
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「タイプオン」ビヘイビア

「タイプオン」ビヘイビアを使う
「タイプオン」ビヘイビアを使うと、文字がタイプされていくエフェクトを作成できます。

「タイプオン」ビヘイビアを適用する

 m （「テキストアニメーション」サブカテゴリの）「タイプオン」ビヘイビアをテキストオブジェクトに適用します。

デフォルトでは文字が突然現れます。柔らかいフェードインエフェクトを作成するには、「タイプオン」HUD または
「ビヘイビア」インスペクタで「フェードイン」を有効にします。

「タイプオン」ビヘイビアは、テキストオブジェクトの継続時間に適用されます。エフェクトのタイミングは、ミニタイ
ムラインまたは「タイムライン」で「タイプオン」ビヘイビアのタイムバーのサイズを変更することで、変更できます
（開始を遅くしたり停止を早めたりできます）。

タイプオンエフェクトの速度を上げる

 1 「タイプオン」ビヘイビアを選択します。

ミニタイムラインと「タイムライン」で「タイプオン」ビヘイビアのバーが選択されます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「タイムライン」またはミニタイムラインで、「タイプオン」のバーの右端を左方向、つまりアニメーションを終了す
るフレームまでドラッグします。新しいアウト点のドラッグ中は、ツールヒントにビヘイビアの継続時間と差分（変
更量）が表示されます。

 • 新しいアウト点を設定したいフレームまで再生ヘッドをドラッグし、「マーク」＞「アウト点をマーク」と選択しま
す（または O キーを押します）。

再生ヘッドが新しいビヘイビア継続時間バーの最後に達するときに、タイプオンエフェクトが完了します。

参考：テキストオブジェクトの継続時間を越えてビヘイビアを延長して、タイプオンエフェクトの速度を遅くすること
もできます。

タイプオンテキストの表示を徐々に大きくしていくには

 m 「ビヘイビア」インスペクタまたは HUD で、「フェードイン」チェックボックスを選択します。

「タイプオン」のコントロール
「タイプオン」ビヘイビアのパラメータは「フェードイン」だけです。

 • フェードイン：このチェックボックスを選択すると、テキストの各文字がデフォルトのエフェクトで突然現れるので
はなく、だんだんと現れます。

参考：「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルにある「タイプオン」パラメータグループでも、同様の
アニメーションを作成できます。詳しくは、638 ページの「レイアウト」パネルの「レイアウト」コントロール を
参照してください。
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プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビア

プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビアの概要
前に述べたように、「テキストシーケンス」ビヘイビアは、「テキストアニメーション」サブカテゴリの「シーケンス
テキスト」ビヘイビアをカスタマイズしたプリセット版です。（「シーケンステキスト」ビヘイビアの詳細は、663 ペー
ジの「シーケンステキスト」ビヘイビアを使う を参照してください。）「テキストシーケンス」ビヘイビアのサブカテ
ゴリに含まれるビヘイビアは定義済みですが、値を変更したり、ほかのパラメータを追加したり、既存のパラメー
タを削除したりできます。たとえば、「基本」グループの「Awaken In」ビヘイビアでは、デフォルトでテキストの
「不透明度」、「調整」、および「回転」の値（「フォーマット」パラメータ）がアニメートします。このビヘイビアに
「位置」などのパラメータを追加することができます。

「テキストシーケンス」ビヘイビアは、ほかのビヘイビアと同じ方法でテキストオブジェクトに適用できます。ただし、
「テキストシーケンス」ビヘイビアと「Motion」のほかのビヘイビアには 1 つだけ大きな違いがあります。テキス
トに追加した「テキストシーケンス」ビヘイビアの継続時間がテキストの継続時間よりも短いという点です。それで
も、ビヘイビアのデフォルトの継続時間を変更して、アニメーションのエフェクトを遅くしたり速くしたりすることは
できます。

ほかのビヘイビアと同様に、変更したビヘイビアをカスタムビヘイビアとして「ライブラリ」に保存できます。詳しく
は、688 ページの変更したテキストビヘイビアをライブラリに保存するを参照してください。

「ライブラリ」スタックで「テキストシーケンス」ビヘイビアをクリックすると、プレビュー領域でプリセットアニメー
ションが再生されます。

プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビアをカスタマイズする
このセクションでは、「グロー」グループの「Flare In」ビヘイビアを例に使って、「テキストシーケンス」ビヘイビ
アを変更する方法について説明します。

以下の手順は、テキストの先頭のフレームから開始します。

「Flare In」ビヘイビアを変更する
 1 アニメートするテキストオブジェクトを選択して、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「テ

キスト（グロー）」＞「Flare In」と選択します。

最初のフレームではテキストは表示されません。これは、フェースの不透明度とグローの不透明度が 0 ％から  
100 ％になるようにアニメートされるためです。

 2 再生をクリックします（またはスペースバーを押します）。

文字が 0 ％の不透明度から 100 ％にフェードインし、輪郭が値 10 のブラーからはっきりとしていきます。テキスト
が表示されるときに、エフェクトにグローがかかります。 
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 3 「Flare In」ビヘイビアを選択します。

「ビヘイビア」インスペクタが表示され、「追加」および「取り除く」ポップアップメニューの上に、アニメーション
の作成に使用されているテキストパラメータが表示されます。シーケンスの「コントロール」は、デフォルトでは閉
じています。

「Flare In」HUD にはシーケンスの「コントロール」のほとんどが表示されますが、「追加」および「取り除く」
ポップアップメニュー（およびそれによって追加または取り除かれるパラメータ）は表示されません。

 4 「パラメータ」行で「追加」ポップアップメニューから「フォーマット」＞「回転」と選択します。

シーケンスに「回転」パラメータが追加されます。

Rotation parameter 
is added. 
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ヒント：プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビアの多くはキーフレームされているため、カスタマイズすると
きはどこがキーフレームされているかを確認することをお勧めします。「タイムライン」で、「キーフレームを表示／
隠す」ボタンをクリックします。ビヘイビアのバーにキーフレームが表示されます。

Show Keyframes button

Keyframes

 5 再生ヘッドを 1 フレーム目に移動し、記録ボタンをクリックしてキーフレームの記録をオンにします。

 6 「ビヘイビア」インスペクタで、「回転」ダイヤルを 90 に設定します。

 7 プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。

「回転」パラメータを設定したキーフレームは 1 つだけなので、テキストは 90 度回転した状態のままになります。

 8 再生ヘッドを 30 フレーム目に移動し、「回転」を 0 に設定します。

2 つ目のキーフレーム値を設定したので、シーケンスがアニメートされます。 

参考：キーフレームは「キーフレームエディタ」で編集できます。詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要
を参照してください。

 9 再生ヘッドを 1 フレーム目に戻し、プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。

プロジェクトを再生すると、テキストが 90 度から 0 度に回転します。

「テキスト」インスペクタの「スタイル」パネルにある「グロー」コントロールを使うと、テキストグローの色やそ
の他の属性を変更できます。
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「テキストシーケンス」ビヘイビアのデフォルト設定を変更する 
「テキストシーケンス」ビヘイビアでは、グローの色（黄色）や配置（左）など、デフォルトのテキスト設定が使用さ
れます。「インスペクタ」を使ってこれらの設定を変更できます。 

「テキスト」タブの「スタイル」パネルでプリセットのシーケンスビヘイビアにデフォルト設定されたグローの色を変更
する

 1 「テキストシーケンス」ビヘイビアを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「スタイル」パネルを開きます。

プリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビアを使用している場合、デフォルトでは「グロー」は選択されません。た
だし、「カラー」ウェルを使用することはできます。

 3 「グロー」チェックボックスが選択されていない状態で、「グロー」コントロールの「カラー」ウェルで色を選択します。

重要：「グロー」チェックボックスを選択すると、エフェクトが加算されます。つまり、「スタイル」パネルで設定した値
が、シーケンスビヘイビアの値に加算されます。これにより、プリセットの外観が変わることがあります。

「ビヘイビア」インスペクタでプリセットのシーケンスビヘイビアにデフォルト設定されたグローの色を変更する

 1 「テキストシーケンス」ビヘイビアを選択します。

 2 「ビヘイビア」インスペクタの「パラメータ」行の「追加」ポップアップメニューをクリックして、「グロー」＞「カラー」
と選択します。

ビヘイビアの「グロー」パラメータに「カラー」パラメータが追加されます。

 3 「カラー」コントロールを使ってグローの色を変更します。

「テキスト」タブの「フォーマット」パネルでプリセットのシーケンスビヘイビアにデフォルト設定されたテキストの配置
を変更する

 1 テキストを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタで、「フォーマット」パネルを開きます。

 3 「配置」ポップアップメニューから「中央揃え」を選択します。

「テキストシーケンス」ビヘイビアの速度を変更する
テキストオブジェクトに「テキストアニメーション」グループのビヘイビアを追加した場合、ビヘイビアの継続時間は
テキストオブジェクトの継続時間と同じになります。一方、「テキストシーケンス」グループのほとんどのビヘイビアは、
テキストオブジェクトの継続時間よりもずっと短い時間に設定されています。 

たとえば、「Awaken In」ビヘイビアを選択すると、ビヘイビアの継続時間が適用先のテキストオブジェクトの継続時
間よりも短くなります。これはミニタイムラインまたは「タイムライン」で確認できます。

ビヘイビアの継続時間を変更することによって、アニメーションの速度を変えることができます。
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シーケンスアニメーションの速度を下げる

 1 シーケンスビヘイビアを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ミニタイムラインまたは「タイムライン」で、ビヘイビアのバーの右端をアニメーションを終了するフレームまで
右にドラッグします（ビヘイビアを延長します）。

Drag edge of behavior bar 
to change its duration.

 • 新しいアウト点を設定するフレームに移動し、「マーク」＞「アウト点をマーク」と選択します（または O キーを
押します）。

シーケンスアニメーションの速度を上げる

 1 シーケンスビヘイビアを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ミニタイムラインまたは「タイムライン」で、ビヘイビアのバーの右端をアニメーションを終了するフレームまで
左にドラッグします（ビヘイビアを短縮します）。

 • 新しいアウト点を設定するフレームに移動し、「マーク」＞「アウト点をマーク」と選択します（または O キーを
押します）。

変更したテキストビヘイビアをライブラリに保存する
ビヘイビア、フィルタ、ジェネレータなどを変更したときと同様に、変更したテキストビヘイビアを「ライブラリ」に
保存することができます。

変更したビヘイビアをライブラリに保存する

 1 保存するビヘイビアを選択します。

参考：ビヘイビアを見つけやすいように名前を変更できます。

 2 「ライブラリ」で、「テキストシーケンス」サブカテゴリや「よく使う項目」カテゴリなど、ビヘイビアを保存する場
所を選択します。

 3 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」から、ビヘイビアをライブラリスタックにドラッグし、スタックウインドウ
上に緑の追加ポインタ（＋）が表示されたら、マウスボタンを放します。

ビヘイビアが「ライブラリ」に保存されます。カスタムビヘイビアには、ビヘイビア・アイコンの右下端にユーザア
イコンが表示されます。

詳しくは、182 ページのカスタム要素を「ライブラリ」に保存するおよび 183 ページの「ライブラリ」のフォルダと
ファイルを管理するを参照してください。
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ビヘイビアを使ってテキストを 3D でアニメートする
テキストに固有の 3D パラメータが含まれていなくても、テキストオブジェクトを 3D 空間に移動して回転させるこ
とができます。「シミュレーション」ビヘイビアも、それぞれの X 平面および Y 平面から Z 空間に移動するテキス
ト文字に影響を及ぼします。ビヘイビアを使って X 平面および Y 平面から引き出すためには、テキストが 3D のグ
ループのメンバーである必要があります。さらに、スプラインパス上のテキストも 3D 空間で操作できます。

たとえば、「周回」ビヘイビアをテキストオブジェクトに適用して、Z 空間でオフセットされるターゲットオブジェクト
を割り当てることができます。「サブオブジェクトに適用」を選択し、「周回」ビヘイビアで 3 つの軸（X、Y、およ
び Z）をすべて有効にすると、テキスト文字が X、Y、および Z の各空間のターゲットオブジェクトの周りを回転し
ます。

「テキスト」タブの「レイアウト」パネルで「カメラに向ける」チェックボックスを選択すると、カメラまたはテキス
トが回転したときに、テキスト文字がアクティブにカメラの方を向きます。

ヒント：3D プロジェクトで特にカメラの近くを移動するテキストを操作する場合、書き出す前に「表示」ポップアッ
プメニューまたは「表示」プルダウンメニューの「レンダリング品質」を「最高」に設定してください（「表示」＞
「レンダリング品質」＞「最高」と選択）。プロジェクトでの作業時は「標準」に設定してください。「最高」モー
ドを使うと、プロジェクトの応答速度が大幅に遅くなります。「書き出しオプション」ダイアログで書き出し時の「レ
ンダリング品質」を設定することもできます：「書き出す」を選択し、「オプション」をクリックして、「レンダリング
品質」ポップアップメニューで「最高」を選択します。書き出しをカスタマイズするには、「現在のプロジェクトおよ
びキャンバス設定を使用」チェックボックスの選択を解除します。

「Motion」の 3D エフェクトについて詳しくは、888 ページの 3D 合成の概要を参照してください。

キーフレームでテキストをアニメートする
ほとんどのテキストパラメータにキーフレームを作成することができます。「Motion」のほかのすべてのオブジェク
トと同様、キーフレームを作成する方法には、キャンバスのトランスポートコントロールにある記録ボタンを有効に
する方法と、「インスペクタ」でパラメータにキーフレームを手動で追加する方法の 2 つがあります。

キーフレームとビヘイビア
どちらのテキストアニメーション方法（キーフレームまたはビヘイビア）を使うかは、プロジェクトによって異なり、
具体的には必要なタイミングによって異なります。一般に、プロジェクトの特定の時点で特定の動作が起こるように
する必要がある場合は、キーフレームを使います。たとえば、テキストがフレーム 1 では透明に、フレーム 60 で
は完全に不透明に、フレーム 90 では再度透明に、フレーム 120 では再度不透明になるようにする場合は、キーフ
レームを使います。キーフレームを使うと、特定のフレームで、オブジェクトのパラメータに特定の値を適用できま
す。

もっとおおまかなエフェクトでよい場合は、ビヘイビアを使います。たとえば、フレーム 1 ではテキストが完全に透明
で、フレーム 60 ～ 90 で不透明になり、フレーム 120 までに透明になるようにする場合は、「フェードイン／フェー
ドアウト」ビヘイビアを使います。ビヘイビアによって、オブジェクトのパラメータに適用される値の範囲が生成さ
れます。

「Motion」のすべてのオブジェクトでは、キーフレームとビヘイビアを組み合わせて使うことができます。たとえば、
テキストの不透明度をキーフレームした場合、「文字間隔」ビヘイビアを適用してテキストをアニメートしたり、「文
字間隔」パラメータをキーフレームしたりできます。ただし、テキストの「不透明度」パラメータをキーフレームし
て「フェードイン／フェードアウト」ビヘイビアをテキストに適用すると、予期しない結果になることがあります。詳
しくは、305 ページのビヘイビアとキーフレームの結合の概要を参照してください。
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「グリフを変形」ツールを使ってアニメートする
「グリフを変形」ツールを使って、文字をテキストオブジェクトとは別にアニメートできます。

「グリフを変形」ツールを使って文字をアニメートする

 1 変更するグリフが含まれるテキストオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーで、2D 変形ツール・ポップアップ・メニューから「グリフを変形」ツールを選択します。

「グリフを変形」ツールを選択すると、キャンバス内でグリフ変形ハンドルが有効になり、「テキスト」HUD に追加
のコントロールが表示されます。 

 3 「テキスト」HUD で、「属性」ポップアップメニューが「グリフ」に設定されていることを確認します。

「グリフ」を選択すると、文字の位置、回転、縮小／拡大を変更してアニメートできます。「属性」ポップアップメ
ニューからその他のオプションを選択して、文字の「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、「ドロップシャドウ」パ
ラメータを変更するための変形ハンドルを有効にすることもできます。 

 4 アニメーションを開始するフレームに再生ヘッドを移動し、記録ボタンをクリックして（または A キーを押して）キー
フレームの記録を有効にします。

 5 キャンバスで、各グリフをアニメーションシーケンスでのそれぞれの開始位置にドラッグします。

 6 アニメーションを終了するフレームに移動して、各グリフを終了位置にドラッグします。

キーフレームされたグリフには、編集可能なアニメーションパスが作成されます。キャンバス内でコントロールポイ
ントを追加したり取り除いたりすることで、パスのシェイプを変更できます。アニメーションパスの操作方法について
詳しくは、437 ページのキャンバスでアニメーションパスを操作するを参照してください。

 7 再生ヘッドを先頭のフレームに戻し、プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。

グリフが開始位置から終了位置までアニメートします。

参考：「属性」ポップアップメニューのその他のオプション（「フェース」、「アウトライン」、「グロー」、および「ド
ロップシャドウを変形」）も、「グリフを変形」オプションと同じ方法でアニメートできます。
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テキストビヘイビア以外のビヘイビアをテキストに追加する
「Motion」のほかのオブジェクトと同じ方法で、テキスト以外のビヘイビアをテキストに適用できます。このセクショ
ンでは、ビヘイビアをテキストに追加する方法を簡単に説明します。

テキストに適用したビヘイビアは、そのパラメータの設定に応じて、テキストオブジェクト全体に影響するか、個々
のテキスト文字に影響するかが変わります。たとえば、円形のパス上にあるテキストのフレーズに「スピン」ビヘイ
ビアを適用すると、フレーズ全体がそのアンカーポイントの周囲を回転します。個々のテキスト文字を回転させるに
は、「スピン」パラメータの「サブオブジェクトに適用」チェックボックスを選択します。 

Spin behavior applied to text on a path with 
Affect Subobjects turned on (the individual 
text characters spin) 

Spin behavior applied to text on a path with 
Affect Subobjects turned off (the text layer 
as a whole spins)

テキストにビヘイビアを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」でビヘイビアを選択し、それをキャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内のテキスト

にドラッグします。

 m テキストを選択してから、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから項目を選択します。

テキストの HUD がビヘイビアの HUD に切り替わり、「ビヘイビア」インスペクタが表示されます。

参考：テキストビヘイビアの適用方法について詳しくは、661 ページのテキストビヘイビアの種類および 684 ペー
ジのプリセットの「テキストシーケンス」ビヘイビアの概要を参照してください。その他のビヘイビアについて詳し
くは、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。
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ジェネレータの概要
ジェネレータは「ライブラリ」にあるオブジェクトで、これをプロジェクトに追加して、色、バー、ストライプ、ノイ
ズ、グラデーションなどのグラフィック処理をすばやく作成できます。アニメーションのパターンを作成できるジェネ
レータもあります。ただし、ほとんどのジェネレータではデフォルトで静止画像のパターンイメージが作成されます。
これらはビヘイビアやキーフレームを使ってアニメートできます。

「ライブラリ」にあるジェネレータには、「ジェネレータ」と「テキストジェネレータ」の 2 つのカテゴリがあります。

 • ジェネレータ：「チェッカーボード」ジェネレータなどの静止したイメージや、「雲」ジェネレータのようにデフォル
トでアニメートされるイメージ。静止したジェネレータは、デフォルトではアニメートされませんが、パラメータに
キーフレームを設定すれば、アニメーションのパターンを作成できます。

 • テキストジェネレータ：アニメートするテキスト処理。

ジェネレータをそのまま使うことも、設定を変更して別のエフェクトを作成することもできます。「Motion」のほか
のオブジェクトと同様に、ジェネレータも移動、回転、複製、コピー＆ペースト、およびアニメートすることができま
す。「レイヤー」リストでジェネレータの順序を変えたり、ブレンドモードを変更したりすることもできます。また、ほ
かのオブジェクト同様に、ジェネレータにビヘイビアを適用したり、ジェネレータの個々のパラメータにパラメータビ
ヘイビアを適用したりすることも可能です。さらに、ジェネレータにフィルタを適用することや、ジェネレータをパー
ティクルセルまたはリプリケータセルのソースとして使用することもできます。変更したジェネレータは、後で使うた
めに「ライブラリ」に保存できます。 

ジェネレータの操作について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピックを選
択してください。

ジェネレータを追加する
ジェネレータもほかのファイルと同様に、「ライブラリ」からプロジェクトにドラッグして追加できます。また、ツール
バーの「ジェネレータを追加」ポップアップメニューからジェネレータを適用することもできます。ジェネレータを追
加すると、「レイヤー」リスト（および「タイムライン」）のレイヤーになり、キャンバスに表示されます。デフォルト
でプロジェクトと同じ継続時間とサイズにジェネレータが設定されます。たとえば、NTSC D1 プロジェクトで作業し
ているときにジェネレータを追加すると、ジェネレータが 720 × 486（.90）ピクセルのアスペクト比になります。

参考：ジェネレータの継続時間は「Motion」の環境設定にある「プロジェクト」の設定によって異なります。「レ
イヤーの作成位置」が「プロジェクトの先頭」に設定されている場合は、ジェネレータを追加したときの再生ヘッド
の位置には関係なく、プロジェクトの先頭のフレームからジェネレータが開始します。「現在のフレーム」に設定さ
れている場合は、再生ヘッドがあるフレームからジェネレータが開始します。

ジェネレータをプロジェクトに追加する

 1 「ライブラリ」で「ジェネレータ」カテゴリをクリックします。

 2 スタックで「ジェネレータ」をクリックします。

プレビュー領域にジェネレータのプレビューが表示されます。「雲」のようにジェネレータがアニメートされる場合は、
アニメーションがプレビュー領域で再生されます。

 3 ジェネレータをプロジェクトにドラッグします。

ジェネレータ
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ほかのオブジェクトと同様に、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」にジェネレータをドラッグし
てプロジェクトに追加できます。ジェネレータとその HUD がプロジェクトに表示されます。（HUD が現れない場合
は、F7 キーを押します。）HUD には、「インスペクタ」の「ジェネレータ」パネルにあるコントロールの一部が表
示されます。

参考：プロジェクトに追加したジェネレータは、「メディア」リストには追加されません。「メディア」リストには、
「Motion」に読み込んだメディアファイル（イメージシーケンス、ビデオファイル、Photoshop ファイル、オー
ディオファイルなど）だけが表示されます。

別の方法として、ツールバーで「新規カメラ」および「新規ライト」ボタンの右側にある「ジェネレータを追加」
ポップアップメニューをクリックし、サブメニューから項目を選択することによって、プロジェクトにジェネレータを追
加できます。ツールバーの「ジェネレータを追加」ポップアップメニューを使うとすばやく作業できますが、プロジェ
クトに追加する前にジェネレータをプレビューすることはできません。 

ジェネレータを変更する
ジェネレータは、HUD で、インスペクタで、またはオンスクリーン変形コントロールを使って変更できます。キーフ
レームまたはビヘイビアでジェネレータパラメータをアニメートしたり、ジェネレータをパーティクルシステムのベー
スとして使用したりすることもできます。カスタマイズしたジェネレータは、後で使うために「ライブラリ」に保存で
きます。

HUD でジェネレータを変更する
ここでは、「チェッカーボード」ジェネレータを例に、HUD を使ってジェネレータを編集する方法について説明しま
す。

 1 「チェッカーボード」ジェネレータをプロジェクトに追加します。

参考：プロジェクトにジェネレータを追加する方法について詳しくは、692 ページのジェネレータを追加するを参照
してください。

デフォルトの「チェッカーボード」ジェネレータがキャンバス、「レイヤー」リスト、および「タイムライン」に表示さ
れ、HUD が表示されます。「チェッカーボード」ジェネレータの HUD には、「不透明度」、「ブレンドモード」、「高
さ」、「カラー」、「サイズ」（チェッカーの）および「コントラスト」など、チェッカーボードの編集やアニメーション
のためのコントロールが用意されています。「チェッカーボード」のパラメータの中で HUD に表示されないものは、
「中心」と「ピクセルアスペクト比」だけです（これらは「ジェネレータ」インスペクタに表示されます）。

 2 HUD で「カラー 1」のカラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウから色を選択します。

HUD が表示されない場合は、「ウインドウ」＞「HUD を表示」と選択します（または F7 キーを押します）。

「カラー 1」が新しい色に置き換わります。

 3 「カラー 2」のカラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウから色を選択します。
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「カラー 2」が新しい色に置き換わります。

 4 「サイズ」スライダをドラッグして正方形のサイズを変更します。

デフォルトではチェッカーのサイズは 80 です。スライダを左にドラッグするとチェッカーが小さくなり、右にドラッグ
すると大きくなります。チェッカーのサイズではなくジェネレータのサイズを変更するには、「幅」および「高さ」パ
ラメータを調整します。

参考：オブジェクトの標準的な縮小／拡大方法として、変形のオンスクリーンコントロールまたは「情報」インスペ
クタの「調整」パラメータを使うこともできます。ただし、これらの方法でジェネレータを縮小／拡大すると、チェッ
カーのサイズが変わるほか、システムにかかる負荷が大きくなります。

 5 「コントラスト」スライダをドラッグして、「カラー 1」と「カラー 2」間のコントラストを調整します。

チェッカーボードのパターンは変化しませんが、「コントラスト」パラメータを調整すると、さまざまなテクスチャを作
成できます。

オンスクリーンコントロールを使ってジェネレータを変更する
「変形」、「アンカーポイント」、「ドロップシャドウ」などのオンスクリーン変形コントロールを使ってジェネレータを変
更できます。これらのツールを使用してジェネレータに加えた変更は、「情報」インスペクタに反映されます。「項目
を調整」ツールは、ジェネレータパラメータ（通常は「中心」パラメータや「オフセット」パラメータ）を直接変更
する唯一のツールです。このような 変更は、「ジェネレータ」の「インスペクタ」に反映されます。変形ツールにつ
いて詳しくは、210 ページのキャンバスでのレイヤーの移動の概要を参照してください。

 1 変更するジェネレータを選択します。

 2 ツールバーの 2D 変形ツール・ポップアップ・メニューを開き、「項目を調整」ツール（リストの最後のツール）を
選択します。 

キャンバスの中央に、中心点を操作するためのコントロールが表示されます。

参考：ジェネレータにオンスクリーンコントロールがない場合、「項目を調整」ツールは使用できません。
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 3 コントロールを新しい位置にドラッグします。

それに応じて「ジェネレータ」インスペクタの「オフセット」または「中心」パラメータが調整されます。

キーフレームを使ってジェネレータをアニメートする
ほとんどのジェネレータでは静止画像が作成されますが、ジェネレータのパラメータをアニメートして時間経過に従っ
て動くテクスチャを作成できます。ここでは、「ジェネレータ」インスペクタを使って、先の例で取り上げた「チェッ
カーボード」ジェネレータをアニメートします。

 1 アニメーションを開始するフレームに再生ヘッドを移動します。

 2 A キーを押してキーフレームアニメーションの記録をオンにします。

 3 ジェネレータを選択して、「ジェネレータ」インスペクタで初期パラメータ値を設定します。

 a 「サイズ」スライダをドラッグして開始のチェッカーサイズを設定します。

 b 「カラー」ウェルをクリックして開始の色を選択します。

 c 「コントラスト」スライダをドラッグして開始のコントラスト値を設定します。

 d 「中心」パラメータ値のスライダをドラッグして、開始の中心値を設定します。

「中心」パラメータの左側の値スライダはチェッカーの X 位置を、右側の値スライダは Y 位置を制御します。チェッ
カーを横方向にアニメートするには、左側の値スライダを使います。チェッカーを縦方向にアニメートするには、
右側の値スライダを使います。 

 4 次のキーフレームを作成するフレームに再生ヘッドを移動します。

 5 「ジェネレータ」インスペクタで、ジェネレータのサイズ、カラー、およびコントラストのパラメータ値を変更します。

 6 プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。

ジェネレータのアニメーションパラメータによって、テクスチャが動きながら変化します。結果に満足できたら、A 
キーをもう一度押してキーフレームの記録をオフにします。
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ビヘイビアを使ってジェネレータをアニメートする
「Motion」のほかのオブジェクトと同様に、「基本モーション」、「パラメータ」、または「シミュレーション」の各ビ
ヘイビアをジェネレータに適用することができます。以下の作業では、「スター」ジェネレータの不透明度をランダム
化して、瞬く星を作成します。

 1 「スター」ジェネレータをプロジェクトに追加して、「ジェネレータ」インスペクタを表示します。

 2 「ジェネレータ」インスペクタで、「スパイク不透明度」のパラメータ行にポインタを移動します。

パラメータ行の右側に「アニメーション」メニュー（逆三角形）が表示されます。

 3 「スパイク不透明度」パラメータの「アニメーション」メニューをクリックし、「パラメータビヘイビアを追加」サブ
メニューから「ランダム化」を選択します。

パラメータビヘイビアの「ランダム化」が「スパイク不透明度」パラメータに適用され、「ランダム化」パラメータ
を調整できるように「ビヘイビア」インスペクタが表示されます。 

 4 「ビヘイビア」インスペクタで、「量」スライダを右にドラッグしてランダム化エフェクトを増量します。 
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 5 トランスポートコントロール（キャンバスの下）で、「再生」ボタンをクリックします（またはスペースバーを押しま
す）。

パラメータビヘイビアの「ランダム化」が「スター」のスパイクの不透明度に適用されたので、星が瞬いているよう
に見えます。「パラメータ」ビヘイビアをジェネレータのパラメータに適用すると、「ジェネレータ」インスペクタで、
影響を受けるパラメータの行にビヘイビア・アイコン（歯車の印）が表示されます。この例では、「スパイク不透明
度」のパラメータ行にビヘイビア・アイコンが表示されます。

The gear icon indicates 
that the parameter is being 
controlled by a behavior.

 6 瞬きのエフェクトを大きくしたり小さくしたりするには、「ランダム化」パラメータ（「ビヘイビア」インスペクタにあ
ります）を調整します。「ジェネレータ」インスペクタから「ランダム化」パラメータにジャンプするには、Control 
キーを押しながら「スパイク不透明度」のパラメータ名をクリックして、ショートカットメニューから「ランダム化」
を選択します。

「ランダム化」ビヘイビアなどの「パラメータ」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、340 ページのランダム化
を参照してください。

ジェネレータをパーティクルセルのソースとして使用する
ほかのオブジェクトと同様に、ジェネレータもパーティクルセルのソースとして使うことができます。次の例では「ソ
フトグラデーション」ジェネレータを使います。パーティクルシステムの柔軟性を向上させ、コンピュータの処理負
荷を下げるには、「ジェネレータ」インスペクタでジェネレータを小さくします。
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 1 「ソフトグラデーション」ジェネレータをプロジェクトに追加します。

 2 HUD または「ジェネレータ」インスペクタで「半径」の値を小さくします。 

この例では「半径」の値を 40 に設定しています。

 3 「幅」と「高さ」の値を小さくします。 

グラデーションのサイズと境界ボックスが縮小されます。

 4 グラデーションを選択したまま、以下のいずれかの操作を行います：

 • E キーを押します。

 • ツールバーで「パーティクルを作成」ボタンをクリックします。
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エミッタをプロジェクトに追加すると、新しいエミッタオブジェクトが「レイヤー」リストで選択され、ジェネレータオ
ブジェクト（「ソフトグラデーション」）の複製が新しいパーティクルシステムのエミッタセルになり、元のソースオブ
ジェクト（「ソフトグラデーション」ジェネレータオブジェクト）が無効になります。

キャンバスにエミッタの境界ボックスが表示されます。この境界ボックスは、オンスクリーンコントロールまたは「イ
ンスペクタ」のコントロールを使って変形できます。パーティクルはキャンバスの元のオブジェクトと同じ位置に表示
されます。パーティクルが選択されているように見えますが、エミッタの境界ボックスが選択されています。

 5 スペースバーを押してプロジェクトを再生します。

ソフトグラデーションのパーティクルが放出されます。
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「エミッタ」インスペクタまたは HUD でパーティクルの色、エミッタのシェイプ、調整、放出角度、発生量などを変
更できます。パーティクルの操作について詳しくは、502 ページのパーティクルの概要を参照してください。

Modified particles using the Soft Gradient 
generator as a particle cell source

カスタマイズしたジェネレータを「ライブラリ」に保存する
ジェネレータのパラメータを変更またはアニメートした後で、ジェネレータを「ライブラリ」に保存できます。整理し
やすいように、「ライブラリ」に保存するオブジェクトには分かりやすいタイトルを付けてください。

 1 変更したジェネレータの名前を変更するには、「レイヤー」リストでジェネレータ名をダブルクリックします。

 2 新しいジェネレータ名を入力して、Return キーを押します。

 3 「ライブラリ」で「ジェネレータ」カテゴリに移動します。

参考：「お気に入り」などの別のカテゴリに変更したジェネレータを保存することもできます。

 4 「レイヤー」リストから、変更したジェネレータを「ライブラリ」スタックにドラッグします。

変更したジェネレータが「ジェネレータ」カテゴリに保存され、アルファベット順にスタックに表示されます。「ライ
ブラリ」に保存したカスタム項目は、アイコンの右下隅のユーザバッジで識別できます。

Customized generator 
saved in Library
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デフォルトでは、「ライブラリ」の「ジェネレータ」カテゴリに保存したジェネレータは、ユーザフォルダ（/ユーザ
/ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/Library/Generators/）に保存されます。カスタムのプ
リセット、テンプレート、レイアウト、ビヘイビア、フィルタ、または「ライブラリ」のコンテンツをほかのユーザと
共有するには、ほかのユーザがそのファイルを自分のホームフォルダにコピーする必要があります。

すべてのジェネレータに共通するパラメータ
すべてのジェネレータは、「ジェネレータ」インスペクタにリセットボタンと「幅」、「高さ」、「ピクセルのアスペクト
比」のコントロールが用意されています。各タイプのジェネレータ固有のコントロールについては、この章で紹介し
ます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • リセット：ジェネレータをデフォルト設定に戻すカーブした矢印ボタン。

Reset button

 • 幅：ジェネレータの幅をピクセル単位で設定するスライダです。値の範囲は、1 から現在のプロジェクトの幅まで
です。

 • 高さ：ジェネレータの高さをピクセル単位で設定するスライダです。値の範囲は、1 から現在のプロジェクトの高
さまでです。

 • ピクセルのアスペクト比：ジェネレータによって描かれるピクセルのアスペクト比を設定するポップアップメニュー
です。値は以下のいずれかのメニューオプションから選択します：「正方形」、「NTSC D1/DV」、「NTSC D1/DV 
アナモフィック」、「PAL D1/DV」、「PAL D1/DV アナモフィック」、「アナモフィック 2:1」、「D4/D16」、「D4/
D16 アナモフィック」、「HD（960x720、1440x1080）」、「HD（1280x1080）」、または「カスタム」。「カス
タム」以外の値を選択した場合は、その値に対応するピクセルのアスペクト比がポップアップメニューの横の値
フィールドに表示されます。値フィールドに入力できる値の範囲は 0 ～ 10000 です。その値が現在の値に対応
していない場合（たとえば、アナモフィック 2:1 に対して 2 など）は、「カスタム」がポップアップメニューに表
示されます。

HUD のコントロール
ジェネレータの HUD には通常、「ジェネレータ」インスペクタにある全コントロールの中の一部が含まれます。さら
に HUD では「不透明度」と「ブレンドモード」のパラメータがあります。

重要：HUD の「不透明度」パラメータは、「情報」インスペクタにある「不透明度」コントロールと同じです。こ
のスライダはジェネレータの全体的な透明度を設定します。一部のジェネレータでは、「ジェネレータ」インスペクタ
に別個の不透明度コントロールがあります。これは「情報」パネルにある類似する名前のコントロールとは独立し
ています。
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イメージジェネレータ

イメージジェネレータの概要
イメージジェネレータでは、星、渦巻き、色の光、レンズフレアなどのアニメートされたグラフィックスや静的なグラ
フィックスを、プロジェクトにすばやく追加できます。イメージジェネレータのカテゴリには、「ライブラリ」でジェネ
レータというラベルが付けられています。

各イメージジェネレータの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるリストを参照
してください。

網目
「網目」ジェネレータは、水面のシミュレーションをアニメートします。「網目」のパターンのサイズ、速度、屈折、
ブライトネス、カラーを変更したり、アニメートしたりできます。「網目」ジェネレータは、プロジェクトへ光のパター
ンを追加するために使ったり、イメージマップのソースオブジェクトとして使ったりすることができます。

Default Caustics generator Modified Caustics generator over an image

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サイズ：パターンのシェイプとスペースのサイズを設定するスライダ。

 • 速度：光のパターンの動きの速さを設定するスライダ。

 • 屈折：光のシェイプの屈折を設定するスライダ。

 • 明度：光のシェイプの明度を設定するスライダ。

 • カラー：光のシェイプの色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、「青」
の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

セルラー
「セルラー」ジェネレータは、動く細胞を顕微鏡で見たときのようなアニメーションのパターンを作成します。細胞の
色、サイズ、速度を変更できます。

Default Cellular generator Modified Cellular generator
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • サイズ：パターンに含まれる細胞のサイズを設定するスライダ。値の範囲は、3 ～ 64 です。

 • 速度：細胞の動きの速さを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 2 です。

 • グラデーション：細胞に使用するカラーのグラデーションを設定するコントロール。グラデーションの使いかたに
ついて詳しくは、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。

チェッカーボード
「チェッカーボード」ジェネレータは、静止画像のチェッカーボードパターンを作成します。チェッカーボードの四角
形のコントラスト、色、サイズ、および位置を編集したり、これらにキーフレームを設定したりすることができます。

Default Checkerboard generator Modified Checkerboard generator

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ジェネレータの中心を設定する値スライダ。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーンコント
ロールを使用してこのパラメータを調整することもできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを
参照してください。）

 • カラー 1：チェッカーボードの 1 番目の色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、
「緑」、「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • カラー 2：チェッカーボードの 2 番目の色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、
「緑」、「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • サイズ：チェッカーボードの四角形のサイズを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 800 です。

 • コントラスト：2 種類の四角形間のコントラストを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。

67% resize factor



 第 18 章    ジェネレータ 704

雲
「雲」ジェネレータは、雲のパターンをアニメートします。雲のレイヤーの色、調整、速度、および強度を変更した
り、アニメートしたりできます。

Normal Clouds Turbulent Clouds

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 左右に縮小／拡大：ジェネレータを横方向に縮小／拡大することで雲のパターンをズームイン／ズームアウトする
スライダ。数値が大きいほどズームレベルが高くなります。

 • 上下に縮小／拡大：ジェネレータを縦方向に縮小／拡大することで雲のパターンをズームイン／ズームアウトする
スライダ。数値が大きいほどズームレベルが高くなります。

 • 速度：雲の動きの速さを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 2 です。

 • グラデーション：雲に使用するカラーのグラデーションを設定するコントロール。グラデーションの使いかたにつ
いて詳しくは、133 ページのグラデーションプリセットのポップアップメニューを参照してください。

 • 方法：雲を生成するときに使用するアルゴリズムを設定するポップアップメニュー。設定できる値は「通常」（デ
フォルト）または「乱流」です。

 • オフセット：雲の中心の座標を設定する値スライダ。座標はオブジェクトの中心（座標の原点）を元に算出され
ます。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーンコントロールを使用してこのパラメータを調整するこ
ともできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを参照してください。）

 • 第 1 レイヤーの強度：雲の最初のレイヤーの強度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • 第 2 レイヤーの強度：雲の 2 番目のレイヤーの強度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • 第 3 レイヤーの強度：雲の 3 番目のレイヤーの強度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • 第 4 レイヤーの強度：雲の 4 番目のレイヤーの強度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

単色
「単色」ジェネレータは、1 色のオブジェクトを作成します。単色の色を調整したり、色にキーフレームを設定して
色が変化するアニメーションのテクスチャを作成したりできます。

Default Color Solid generator Modified Color Solid generator
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参考：色で塗りつぶした小さなボックスやシェイプを作成してアニメートするには、「単色」ジェネレータを作成して
マスクするよりはシェイプツールを使ってベクトルのシェイプを描画する方が簡単です。プロセッサのパフォーマンス
もワークフローもその方が効率的です。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • カラー：カラーを設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、「青」の各スライ
ダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

同心円シェイプ
「同心円シェイプ」ジェネレータは、シェイプの繰り返しパターンを作成します。

Concentric Shape Circles Concentric Shape Polygons

インスペクタに表示されるパラメータ
 • シェイプ：シェイプのタイプを設定するポップアップメニュー。選択肢は 2 つあります：

 • 円：同心円を作成します。

 • ポリゴン：3 辺以上ある同心ポリゴンを作成します。

 • サイド数：「シェイプ」ポップアップメニューで「ポリゴン」が選択されているときに表示されるスライダ。ポリゴ
ンシェイプの辺の数を指定します。ポリゴンには少なくとも 3 辺が必要です。

 • 回転：「シェイプ」ポップアップメニューで「ポリゴン」が選択されているときに表示されるダイヤル。ポリゴン
シェイプの方向を指定します。

 • 中心：キャンバスにおけるジェネレータの中心を設定する値スライダ。左側の値スライダが X 軸、右側の値スラ
イダが Y 軸を表します。X および Y のコントロールに個別にアクセスするには、開閉用三角ボタンをクリックしま
す。

 • 内側のカットオフ：ジェネレータの中心の停止領域を定義するスライダ。0 よりも大きい値を設定すると、ジェネ
レータの中央に穴が作成され、値を大きくすると穴が大きくなります。プロジェクトでジェネレータの下で合成さ
れたオブジェクトは、カットオフ領域に表示されます。 

 • 周囲のカットオフ：ジェネレータの周囲の停止領域を定義するスライダ。値が低いほど、ジェネレータの外側の
エッジがカットオフされます。プロジェクトでジェネレータの下で合成されたオブジェクトは、カットオフ領域に表
示されます。 

 • カラータイプ：カラータイプを指定するポップアップメニュー。選択肢は 2 つあります：

 • 2 カラー：2 カラーによる同心円シェイプを作成します。「カラータイプ」ポップアップメニューから「2 カラー」
を選択すると、「カラー 1」、「カラー 2」、「コントラスト」の各パラメータが使用できるようになります。

 • グラデーション：「インスペクタ」にグラデーションパラメータ（グラデーションエディタと「グラデーション処
理」ポップアップメニュー）を追加します。グラデーションエディタについて詳しくは、134 ページのグラデー
ションエディタを参照してください。

 • カラー 1：「カラータイプ」ポップアップメニューから「2 カラー」を選択すると表示されるカラーコントロール。
ジェネレータの 1 番目のカラーを設定します。デフォルト設定を使用した場合、このカラーは同心円シェイプの中
央に現れます。
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 • カラー 2：「カラータイプ」ポップアップメニューから「2 カラー」を選択すると表示されるカラーコントロール。
ジェネレータの ２ 番目のカラーを設定します。 

 • グラデーション処理：「カラータイプ」ポップアップメニューから「グラデーション」を選択したときに利用できる
ポップアップメニューです。シェイプの端（「中心」パラメータとグラデーションの右端のカラータグで指定されま
す）を超えた領域でグラデーションをクランプ、繰り返し、またはミラーするかどうかを指定します。以下の 3 つ
の選択肢があります：

 • 終点へクランプ：グラデーションをエッジ（「中心」パラメータとグラデーションの右端のカラータグで定義され
ます）に制限します。

 • 鏡像：グラデーションをエッジ（「中心」パラメータとグラデーションの右端のカラータグで定義されます）から
ミラーします。

 • 繰り返し：グラデーションをエッジ（「中心」パラメータとグラデーションの右端のカラータグで定義されます）
から繰り返します。

 • 幅：同心円シェイプの幅を設定するスライダ。

 • コントラスト：「カラータイプ」ポップアップメニューから「2 カラー」を選択すると表示されるスライダ。2 つの
カラーの間のトランジションを制御します。値 1 はカラー間のコントラストが最も高くなり、低い値になるほどコ
ントラストが弱くなり、シェイプがぼやけます。

 • 位相：カラーまたはグラデーションを順番に切り替えるスライダ。

ヒント：「位相」パラメータをアニメートして催眠効果を作成します。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。

グラデーション
「グラデーション」ジェネレータでは、最初は直線状のグラデーションが作成されます。グラデーションのタイプを直
線状から放射状に変更したり、グラデーションの色を追加および削除したり、グラデーションの始点と終点を変更し
たりすることができます。変更したグラデーションを「ライブラリ」の「グラデーション」カテゴリに保存して、シェ
イプ、テキストオブジェクト、またはパーティクルセルに適用することができます。また、グラデーションコントロー
ルにキーフレームを設定すれば、色が変化するという動きのあるグラデーションが作成されます。

Default Gradient generator Modified Gradient generator
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • グラデーション：カラーグラデーションを設定するコントロール。グラデーションの使いかたについて詳しくは、

134 ページのグラデーションエディタを参照してください。 

 • 終了時の状態：「グラデーション」エディタの「タイプ」ポップアップメニューから「放射状」を選択すると表示さ
れるポップアップメニュー。終了時の状態を指定します。（「タイプ」ポップアップメニューについては、133 ペー
ジの基本のグラデーションコントロールを参照してください。）「終了時の状態」ポップアップメニューの選択肢は 
2 つあります：

 • 最終タグを維持：グラデーションエディタで定義した最後の色を、グラデーションの範囲（「開始」および「終
了」パラメータで定義されます）を超えてキャンバスの端まで延長します。

 • 透明タグ：「開始」および「終了」パラメータで定義される場所がグラデーションの端になります。透明が作成
されると、プロジェクトでグラデーションの下にあるオブジェクトがグラデーションの端を超えて表示されます。 

グリッド
2 色の線からなるグリッドパターンを作成します。デフォルトでは、黒の背景に白の線のグリッドが作成されます。「イ
ンスペクタ」のコントロールを使えば、グリッドのカラーや幅をカスタマイズしたり、グラフ用紙の罫線を追加したり
することができます。

Default Grid generator Modified Grid generator (brown lines over 
a blue background that is set to .23 opacity, 
over a butterfly image)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • オフセット：グリッドの中心の座標を設定する値スライダ。座標はオブジェクトの中心（座標の原点）を元に算出
されます。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーンコントロールでこのパラメータを変更することも
できます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを参照してください。）

 • 線のカラー：グリッド線の色を設定するカラーコントロール。

 • BG のカラー：グリッドの背景のカラーを設定するカラーコントロール。

 • BG の不透明度：背景の不透明度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • ぼかし：グリッド線のぼかしまたはシャープネスを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • 線の幅：グリッド線の幅を設定するスライダ。

 • 自動調整：グリッドの背景の幅と高さの値を丸め、グリッドの端に位置する列や行に欠けが生じないようにする
チェックボックス。

 • BG の幅：背景の幅、またはそれぞれの線の間のスペースを設定するスライダ。

 • BG の高さ：背景の高さ、またはそれぞれの線の間のスペースを設定するスライダ。

 • グラフ用紙の線：既存のグリッド上にグリッドパターンを重ねるチェックボックス。このオプションを選択すると、「グ
ラフ線のカラー」コントロールと「グラフ線の数」コントロールが使用可能になります。

 • グラフ線のカラー：「グラフ用紙の線」チェックボックスが選択されている場合に表示されるカラーコントロール。
「グラフ用紙」の線のカラーを設定します。
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 • グラフ線の数：「グラフ用紙の線」チェックボックスが選択されている場合に表示されるスライダ。グリッド線がグ
ラフ罫線と重なる頻度を設定します。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。

レンズフレア
「レンズフレア」ジェネレータは、レンズの方を向いた明るい光源からの光が、カメラのレンズ部分に含まれる、複
数の部品によって屈折させられる結果、生じるものです。シミュレートしたレンズフレアを適用します。

Original image Lens Flare applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：レンズフレアの中心の位置を設定する値スライダ。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーン
コントロールでこのパラメータを変更することもできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを参
照してください。）

 • サイズ：レンズフレアの輪の半径を設定するスライダ。

 • 強度：レンズフレアの強度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 4 です。

 • 減衰：レンズフレアの減衰速度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 10 です。

 • カラー：レンズフレアの色を選択するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、「青」
の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • 周囲のカラー：レンズフレアの周囲の色を選択するカラーコントロール。

 • リングのカラー：レンズフレアの輪の色を選択するカラーコントロール。

 • 光線のカラー：レンズフレアの中の光線の色を選択するカラーコントロール。

 • 光線の強度：光線の強度を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • 光線の数：レンズフレアの中の光線の筋の本数を設定するスライダ。値の範囲は、1 ～ 100 です。

 • 光線のノイズ周波数：光線に含まれるノイズの周波数を設定するスライダ。値の範囲は、1 ～ 100 です。

 • 光線のノイズレベル：レンズフレアの光線に含まれるノイズのレベルを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 20 
です。

 • リングの半径：レンズフレアの輪の半径を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • リングの幅：リングの幅を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 です。

 • グロー減衰：レンズフレアが輝きを失う速さを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 20 です。

 • 光線マップ：レンズフレアの光線に使うよう選んだマップのサムネールを表示する、イメージのウェルです。イメー
ジウェルの使いかたについて詳しくは、130 ページのソースウェルを参照してください。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。

67% resize factor



 第 18 章    ジェネレータ 709

ベール
「ベール」ジェネレータは、3D 空間を優雅に舞うアニメーションの薄い紙を作成します。速度、始点と終点、オフ
セット、ブライトネス、カラーを変更したり、アニメートしたりできます。キャンバスの境界よりもさらにアニメーショ
ンの範囲を広げるには、「インスペクタ」の「幅」および「高さ」パラメータの値を大きくします。

Default Membrane generator Modified Membrane generator 
(composited over a gradient)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 速度：紙の動きの速さを設定するスライダ。

 • 始点 1 ～ 4：紙の波の始点を設定するスライダ。これらのコントロールをいろいろな組み合わせで試し、波の
シェイプを作り出してください。

 • 終点 1 ～ 4：紙の波の終点を設定するスライダ。これらのコントロールをいろいろな組み合わせで試し、波の
シェイプを作り出してください。

 • オフセット：紙の中心の座標を設定するスライダ。座標はオブジェクトの中心（座標の原点）を元に算出されま
す。

 • ブライトネス：紙の明るさを設定するスライダ。

 • カラー：ベールの色を選択するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、「青」の各
スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

ノイズ
「ノイズ」ジェネレータは、色付きの静止画像パターンを作成します。アニメーションのノイズを作成するには、「ノ
イズ」HUD または「インスペクタ」で「ランダムシード」パラメータにキーフレームを設定します。アニメーション
の「ノイズ」ジェネレータにフィルタを適用すれば、ユニークなテクスチャを作成することができます。次の右側の
イメージでは、アニメーション表示の「ノイズ」ジェネレータに「ディストーション」系の「ストライプ」フィルタを
適用し、躍動的な電光タイプのテクスチャを作成しています。

Default Noise generator Modified generator with applied Stripes filter
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • ランダムシード：異なるノイズ値を設定するスライダ。この値を時間経過に基づいて変化させると、ノイズパター
ンが連続的に変化します。「ランダムシード」パラメータを確認して使う簡単な方法としては、「ランプ」ビヘイビ
ア（パラメータビヘイビアのカテゴリにあります）と組み合わせ、このビヘイビアを使って「ランダムシード」の
値を極小から極大に徐々に変化させます。

単色光線
「単色光線」ジェネレータは、色の変化に基づいた光線パターンを作成します。色、変動の度合い、分割の数、パ
ターンの回転を選択することができます。

One Color Ray generator One Color Ray generator modified

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 色空間：色空間を設定するポップアップメニューです。NTSC で作業している場合は、通常は、YIQ を使います。

PAL で作業している場合は、YUV を使います。

 • オフセット：光線パターンの中心の座標を設定する値スライダ。座標はオブジェクトの中心（座標の原点）を元
に算出されます。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーンコントロールでこのパラメータを変更する
こともできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを参照してください。）

 • カラー：ベースの色を選択するカラーコントロール。

 • カラーのずれ：各色がお互いにどの程度異なるかを設定するスライダ。

 • ディビジョン：光線パターンの分割の数を設定するスライダ。

 • 回転：中心点からの全体のパターンの回転を設定するダイヤル。

 • シャープネス：光線のエッジの強さを指定するスライダ。値の範囲は、0.25 ～ 1 です。

 • 波状：光線を歪めて波にするスライダ。値の範囲は、-10 ～ 10 です。

 • 周波数：「波状」が 0 以外の値に設定されているときの、光線の波の数を指定するスライダ。

 • 位相：「波状」が 0 以外の値に設定されているときの、光線の始点および終点からの波のオフセットを指定する
スライダ。（この値をアニメートして、興味深いエフェクトを作ることができます。）

 • 内側のカットオフ：ジェネレータの中心の停止領域を定義するスライダ。0 よりも大きい値を設定すると、ジェネ
レータの中央に穴が作成され、値を大きくすると穴が大きくなります。プロジェクトでジェネレータの下で合成さ
れたオブジェクトは、カットオフ領域に表示されます。

 • 周囲のカットオフ：ジェネレータの周囲の停止領域を定義するスライダ。値が低いほど、ジェネレータの外側の
エッジがカットオフされます。プロジェクトでジェネレータの下で合成されたオブジェクトは、カットオフ領域に表
示されます。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。
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Op Art 1
「Op Art」ジェネレータには 3 種類あり、背景と前景の感覚を錯覚させるような効果を作成できます。「Op Art」
ジェネレータは、シンプルなシェイプの繰り返しを使って数学的なパターンを作成します。静止画像パターンの中に
は動いているように錯覚するものもありますが、「Op Art」のパラメータにキーフレームを設定して動くモアレパター
ンを作成することもできます。

Default Op Art 1 generator Modified Op Art 1 generator at 50% opacity over 
blue rectangle

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 線の太さ：パターン内の線の太さを設定するスライダ。

 • カラー 1：パターンの最初の色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • カラー 2：パターンの 2 番目の色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • コントラスト：線と背景の間の分割部分の、鮮明さまたはぼかし具合を設定するスライダ。

 • 波長 1：上下の波の出現頻度を設定するスライダ。

 • 波長 2：左右の波の出現頻度を設定するスライダ。

 • 波高：波の振幅を設定するスライダ。

 • 丸み：波のシェイプを設定するスライダ。

Op Art 2
このジェネレータは、シンプルなシェイプの繰り返しを使って数学的なパターンを作成します。静止画像パターンの
中には動いているように錯覚するものもありますが、「Op Art」のパラメータにキーフレームを設定して動くモアレ
パターンを作成することもできます。

Default Op Art 2 generator Modified Op Art 2 generator (composited over 
a second image with Blend Mode set to Soft 
Light in the Properties Inspector)
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 調整：表示されるドットの密度を設定するスライダ。

 • 角度：ドット行の角度を設定するダイヤル。

 • ドットカラー：ドットの色を設定するカラーコントロール。

 • 背景のカラー：背景の色を設定するカラーコントロール。カラーコントロールの使いかたについて詳しくは、
131 ページの基本のカラーコントロールを参照してください。

 • コントラスト：ドットと背景の間の分割部分の、鮮明さまたはぼかし具合を設定するスライダ。

 • ドットサイズ：ドットサイズを設定するスライダ。

 • 圧縮：仮想の紙の折り畳み角度（浅いか深いか）を設定するスライダ。

Op Art 3
このジェネレータは、シンプルなシェイプの繰り返しを使って数学的なパターンを作成します。静止画像パターンの
中には動いているように錯覚するものもありますが、「Op Art」のパラメータにキーフレームを設定して動くモアレ
パターンを作成することもできます。

Default Op Art 3 generator Modified Op Art 3 generator 
(with Random Tile filter)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 線の太さ：パターン内の線の太さを設定するスライダ。

 • カラー 1：ジェネレータの最初の色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • カラー 2：ジェネレータの 2 番目の色を設定するスライダ。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、「青」、
および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。カラーコントロールの使いかたに
ついて詳しくは、131 ページの基本のカラーコントロールを参照してください。

 • コントラスト：線と背景の間の分割部分の、鮮明さまたはぼかし具合を設定するスライダ。

 • 波長：波の周波数を設定するスライダ。

 • 波高：波の高さを設定するスライダ。

 • ゆがみ：波パターンの回転を設定するスライダ。

 • 丸み：波のシェイプを設定するスライダ。
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ソフトグラデーション
「ソフトグラデーション」ジェネレータは、ソフトエッジな放射状のグラデーションを作成します。グラデーションには
アルファチャンネルが含まれているので、ジェネレータをプロジェクトの別のイメージ上に配置することができます。
ソフトグラデーションの色、サイズ、および位置を変更したり、これらにキーフレームを設定したりできます。

Default Soft Gradient generator Modified Soft Gradient generator over image 
(yellow radial gradient in upper-left corner)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：グラデーションの中心の位置を設定する値スライダ。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリー
ンコントロールでこのパラメータを変更することもできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを
参照してください。）

 • カラー：グラデーションの色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、「青」
の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • 半径：グラデーションの円の半径を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1000 です。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。

スパイラル
このジェネレータは、円状に繰り返しスパイラルパターンを作成します。

Spiral default Modified Spiral
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • タイプ：モダンとクラシックのどちらのスパイラルを作成するのかを指定するポップアップメニューです。このメ
ニューには次の 2 つの項目があります：

 • モダン（リニア）：モダンなスパイラルパターンを作成します。色の渦巻きが一定の間隔を保ちつつスパイラル
の中心に向かいます。「モダン」を選択すると、「調整」パラメータが使用可能になります。

 • クラシック（指数）：クラシックなスパイラルパターンを作成します。色の渦巻きがだんだん細くなりつつスパイ
ラルの中心に向かいます。「クラシック」を選択すると、「タイトネス」パラメータが使用可能になります。

 • 中心：キャンバスにおけるジェネレータの中心を設定する値スライダ。左側の値スライダが X 軸、右側の値スラ
イダが Y 軸を表します。X および Y のコントロールに個別にアクセスするには、開閉用三角ボタンをクリックしま
す。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーンコントロールでこのパラメータを変更することもできま
す。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを参照してください。）

 • カラータイプ：スパイラルが 2 カラーとグラデーション塗りつぶしのどちらであるかを指定するポップアップメ
ニュー。

 • 2 カラー：2 カラーによるスパイラルを作成します。「カラータイプ」ポップアップメニューから「2 カラー」を
選択すると、「カラー 1」、「カラー 2」、「コントラスト」の各パラメータが使用できるようになります。

 • グラデーション：スパイラルに色を追加して、色の間に柔らかなトランジションを作成できます。スパイラルの
色は、グラデーションエディタで指定します。カスタムグラデーションを作成することも、スパイラルにプリセッ
トのグラデーションを適用することもできます。グラデーションエディタの使いかたについて詳しくは、137 ペー
ジのグラデーションエディタのタグを変更するを参照してください。

 • カラー 1：「カラータイプ」ポップアップメニューから「2 カラー」を選択すると表示されるカラーコントロール。
スパイラルの 1 番目のカラーを設定します。
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 • カラー 2：「カラータイプ」ポップアップメニューから「2 カラー」を選択すると表示されるカラーコントロール。
スパイラルの 2 番目のカラーを設定します。

 • グラデーション：「カラータイプ」ポップアップメニューから「グラデーション」を選択すると表示されるグラデー
ションコントロール。「ライブラリ」からグラデーションを選択できます。

 • 調整：「タイプ」ポップアップメニューで「モダン」が選択されているときに表示されるスライダ。スパイラルの
アームのサイズを指定します。

 • タイトネス：「タイプ」ポップアップメニューで「クラシック」が選択されているときに表示されるスライダ。スパ
イラルの曲がり具合を指定します。「タイトネス」の値が低いほど、スパイラルは緩やかになります。

 • コントラスト：2 色の間のトランジションを制御するスライダ。値 1 はカラー間のコントラストが最も高くなり、低
い値になるほどコントラストが弱くなり、スパイラルがぼやけます。「カラータイプ」ポップアップから「グラデー
ション」を選択すると、「コントラスト」パラメータを使用できません。

 • 回転：スパイラルをその中心の周りで回転させるダイヤル。（「回転」パラメータをアニメートして催眠効果を作
成します。）

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。

スター
「スター」ジェネレータは、輝く星のシェイプ（アルファチャンネルを含む）を作成します。スパイクの調整、幅、角
度、イプシロン（星のスパイクのサイズを微調整）、不透明度、および星の位置、色、半径を変更したり、これらに
キーフレームを設定したりすることができます。

Default Star generator Multiple modified Star generators over gradient

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：スターの中心の位置を設定する値スライダ。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーンコント
ロールでこのパラメータを変更することもできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを参照して
ください。）

 • カラー：スターの周囲の光輪の色を選択するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • 半径：スターの中心にある円の半径を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 300 です。

 • スパイクの調整：スタースパイクのサイズを設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 100 です。

 • スパイク角度：スタースパイクの角度を設定するダイヤル。

 • スパイク不透明度：スタースパイクの不透明度を設定するダイヤル。値の範囲は、-8 ～ 0 です。

 • スパイク幅：スタースパイクの幅を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 50 です。

 • イプシロン：スタースパイクの強度を微調整するスライダ。値の範囲は、－ 2 ～ 0 です。
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 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。

ストライプ
「ストライプ」ジェネレータは、デフォルトで 2 色が交互に繰り返される縦の帯を作成します。ストライプの位置、色、
サイズ、およびコントラストを変更したり、これらにキーフレームを設定したりできます。「中心」パラメータをアニ
メートすることで、ストライプを画面上で連続的に動かすことができます。

Default Stripes generator Modified Stripes generator 
used as animated background

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ストライプパターンの中心の位置を設定する値スライダ。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスク
リーンコントロールでこのパラメータを変更することもできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更す
るを参照してください。）

 • カラー 1：1 番目のストライプの色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • カラー 2：2 番目のストライプの色を設定するカラーコントロール。開閉用三角ボタンをクリックして「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • サイズ：各ストライプの幅を設定するスライダ。

 • コントラスト：各ストライプのエッジ部分の鮮明さまたはぼかし具合を設定するスライダ。値の範囲は、0 ～ 1 で
す。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。
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2 色光線
「2 色光線」ジェネレータは、2 色が交互に繰り返される光線パターンを作成します。色、分割の数、パターンの回
転を選択することができます。

Default Two Color Ray generator Two Color Ray generator modified

インスペクタに表示されるパラメータ
 • オフセット：光線パターンの中心の座標を設定する値スライダ。座標はオブジェクトの中心（座標の原点）を元
に算出されます。（「項目を調整」ツールを使用すれば、オンスクリーンコントロールでこのパラメータを変更する
こともできます。詳しくは、693 ページのジェネレータを変更するを参照してください。）

 • カラー 1：「2 色光線」の基準となる色を設定するカラーコントロール。

 • カラー 2：「2 色光線」の対になる色を設定するカラーコントロール。

 • ディビジョン：光線パターンの分割の数を設定するスライダ。

 • 回転：中心点からの全体のパターンの回転を設定するダイヤル。

 • コントラスト：光線の分割の鮮明さまたはぼかし具合を設定するスライダ。

 • 波状：光線を波にするスライダ。正の値または負の値によって、光線の波ができます。値の範囲は、-10 ～ 10 
です。

 • 周波数：「波状」を 0 以外の値に設定したときの光線の波の数を指定するスライダ。

 • 位相：「波状」が 0 以外の値に設定されているときの、光線の始点および終点からの波のオフセットを指定する
スライダ。

 • 内側のカットオフ：ジェネレータの中心の停止領域を定義するスライダ。0 よりも大きい値を設定すると、ジェネ
レータの中央に穴が作成され、値を大きくすると穴が大きくなります。プロジェクトでジェネレータの下で合成さ
れたオブジェクトは、カットオフ領域に表示されます。

 • 周囲のカットオフ：ジェネレータの周囲の停止領域を定義するスライダ。値が低いほど、ジェネレータの外側の
エッジがカットオフされます。プロジェクトでジェネレータの下で合成されたオブジェクトは、カットオフ領域に表
示されます。

 • OSC を公開：このチェックボックスを選択すると、ジェネレータをテンプレートの一部として「Final Cut Pro X」
に送信したときに、「Final Cut Pro」でオンスクリーンコントロールにアクセスできるようになります。オンスク
リーンコントロールとその他のパラメータの公開について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプ
レートの概要を参照してください。
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テキストジェネレータ

テキストジェネレータの概要
テキストジェネレータは、テキスト文字を使用して、タイムコード、日時、カウントダウンアニメーションなど、テキ
ストおよび数字ベースのアニメーションを作成します。各テキストジェネレータの「インスペクタ」には、「フォーマッ
ト」、「スタイル」、「レイアウト」、および「ジェネレータ」の 4 つのパネルがあります。

最初の 3 つのパネル（「フォーマット」、「スタイル」、「レイアウト」）は、フォント、サイズ、色、アウトライン、グ
ロー、ドロップシャドウなどの標準テキスト属性を制御します。これらのパネルは、標準テキストレイヤーの「テキ
スト」インスペクタにあるものとほぼ同じですが、例外が 2 つあります：「テキストジェネレータ」インスペクタには
「テキスト」エディタ（カスタムテキストを入力できるフィールド）と「FCP で編集可能」チェックボックスがありま
せん。また「テキスト」ツールおよび「グリフを変形」ツールは、「テキスト」ジェネレータでテキストを変更する
ときに使用できません。「フォーマット」、「スタイル」、および「レイアウト」パネルについては、612 ページの「イ
ンスペクタ」でテキストを編集するを参照してください。

各テキストジェネレータの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるリストを参照
してください。

ファイル
「ファイル」ジェネレータは、テキストファイルの内容を表示します。ソース・テキスト・ファイルで指定されている
テキストの外観（フォント、太さ、サイズなど）は無視され、インスペクタでの設定が優先されます。テキストファ
イルは、標準テキスト（TXT）形式でなければなりません。

「ファイル」ジェネレータでは、テキストの各行が画面上に表示され、しばらくとどまってから、次の行が表示される
前に消えます。テキストの表示方法は、インスペクタのコントロールを使って制御できます。ソースファイルのテキス
トがすべて表示されるまでにかかる時間は、「タイムライン」でのジェネレータバーの継続時間によって決まります。 

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ブラウズ：ブラウザウインドウを開くボタン。テキストソースとして使用する標準テキスト（TXT）ファイルを選択
できます。

 • 速度：テキストが画面で出現および消失する動作を設定するポップアップメニュー。いくつかのオプションから選
択します：

 • 一定：テキストはテキストファイルの最初の語句または行から最後の語句または行まで、一定速度で出現およ
び消失します。

 • イーズイン：テキストは低速で出現します。

 • イーズアウト：テキストは低速で消失します。

 • イーズイン／アウト：テキストは低速で出現および消失します。

 • 加速：テキストは速度を上げながら出現および消失します。

 • 減速：テキストは速度を下げながら出現および消失します。

 • カスタム：次に説明する「カスタム速度」スライダを使用してキーフレームを 0 ～ 100 パーセントの間で設定
することで、テキストの出現と消失の速度を定義します。つまり、テキストが時間の経過に合わせて出現およ
び消失する速度を設定します。

 • カスタム速度：「速度」ポップアップメニューから「カスタム」を選択すると表示されるスライダ。テキストの出
現と消失のタイミングを指定するキーフレームを設定できます。0 パーセントではテキストはまったく表示されず、
100 パーセントではファイル内のテキストの末尾（最後の行または語句）が表示されます。 

 • ランダム：このチェックボックスを選択すると、テキスト行が表示される順番がランダムになります。

 • ランダムシード：シードの数値を変更できるコントロール（テキストフィールドに新しい数値を入力するか、「生
成」をクリックします）。これによって、乱数の計算が変更され、別の順番でテキストが表示されます。
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数字
「数字」テキストジェネレータは、「インスペクタ」での設定に基づいて、ランダムな数字を表示します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • アニメート：このチェックボックスを選択すると、プロジェクトの再生に合わせて数字をアニメートできます。選択
解除すると、静止した数字が表示されます。

 • 開始：ジェネレータの最初の数字を設定するスライダ。スライダの値の範囲は 0 ～ 100 です。負の数字または 
100 よりも大きい数字を指定する場合は、値スライダ（このスライダの右側）を使用してください。デフォルトの
値は、プロジェクトによります。たとえば「数字」ジェネレータを 300 フレームのデフォルトプロジェクトに追加
すると、「開始」の値は 1 で、「最後」の値は 300 になります。

ヒント：「リンク」パラメータビヘイビアを使用すれば、プロジェクトで使用しているパラメータの値を表示するよ
うに数字を設定することができます。ある場合には、数字は拡大縮小されて表示されます。ある場合には、別
の形式（パーセントなど）に変換されて表示されます。たとえば、「リンク」ビヘイビアを使ってポイントライトの
「減衰」パラメータの値にリンクすると、数字は係数 .1 で拡大縮小され、「強度」パラメータがパーセンテージ
として表示されます。リンクされたパラメータの値は、「ビヘイビア」インスペクタの「調整」スライダを使用し
て調整およびオフセットすることができます。数字を別の形式に変換するには、「数字」ジェネレータの「フォー
マット」ポップアップメニューを使用します。「リンク」ビヘイビアについて詳しくは、331 ページのリンクを参照
してください。

 • 最後：ジェネレータの最後の数字を設定するスライダ。スライダの値の範囲は 0 ～ 100 です。負の数字または 
100 よりも大きい数字を指定する場合は、値スライダ（このスライダの右側）を使用してください。デフォルトの
値は、プロジェクトによります。たとえば「数字」ジェネレータを 300 フレームのデフォルトプロジェクトに追加
すると、「開始」の値は 0 で、「最後」の値は 300 になります。「最後」の値を 200 に設定した場合、300 フ
レームの間に 0 ～ 200 の範囲が数えられます。

 • フォーマット：表示される数字の形式を指定するポップアップメニューです。選択肢は 7 つあります：

 • 数値：ジェネレータで数値が使用されます。

 • 通貨：ジェネレータで通貨が使用されます。デフォルトは米国ドルです。別の通貨に変更するには、「地域」ポッ
プアップメニューからオプションを選択します。

 • パーセント：ジェネレータでパーセント表示が使用されます。

 • 科学表記：ジェネレータで科学表記の数字が使用されます。

 • 漢字：ジェネレータで数字が漢数字または各地域の言語で書き出されます。

 • バイナリ：ジェネレータで 2 進数による記数法が使用されます。2 進数では、2 つの記号（0 と 1）を使用し
て数値を表します。

 • 16 進数：ジェネレータで 16 進数が使用されます。この記数法では 16 個の記号を使用します。記号 0 ～ 9 
は数字の 0 ～ 9 を表し、文字 A ～ F は 10 ～ 15 を表します。

ヒント：「16 進数」または「バイナリ」形式を使用する場合、ジェネレータですべての文字を変更させるには、
非常に大きい数値を入力する必要があります。たとえばデフォルトの「開始」値として 1、「最後」値として 300 
が使用される場合（300 フレームのデフォルトプロジェクト）、「16 進数」形式では最後の 2 ～ 3 桁だけがアニ
メートされます。
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 4,294,967,296 のような数字を使用するのであれば、ほぼすべての文字がアニメートされます。

 • 小数点以下の桁数：「フォーマット」ポップアップメニューから「数値」、「通貨」、「パーセント」、「科学表記」を
選択したときに表示されるスライダ。小数点以下の桁数を設定します。 

 • 大文字にする：「フォーマット」ポップアップメニューから「漢字」を選択した場合にのみ表示されるチェックボッ
クス。語頭を大文字で表示します。

 • 最小桁数：「フォーマット」ポップアップメニューから「数値」を選択したときに表示されるスライダ。ジェネレー
タで使用される最小桁数を定義します。デフォルト値は 1 です。

 • 1,000 の位の区切り記号：「フォーマット」ポップアップメニューから「数値」、「通貨」、「パーセント」を選択
したときに表示されるチェックボックス。カンマなどの文字を表示して 1,000 の位で区切ります（「地域」ポップ
アップメニューでの選択内容に基づきます）。

 • ランダム：このチェックボックスを選択すると、数字がランダムに表示されます。

 • ランダムシード：現在のランダムな数字カウントが気に入らない場合に、「ランダムシード」の数字を変更するコ
ントロール。テキストフィールドに新しい数字を入力するか、「生成」をクリックします。これによって、乱数の計
算が変更され、別の数字が表示されます。

 • ランダム・ホールドフレーム：各数字が画面上に表示される長さ（フレーム数）を指定するスライダ。たとえば
「ランダム」が選択されている場合、「ランダム・ホールドフレーム」が 20 に設定されると、数字が 20 フレー
ム間表示され、次に、その次の数字が表示されて 20 フレーム間ホールドされるという動作が繰り返されます。

 • 地域：数値形式を別の地域の数値形式に変更するコントロール。デフォルトでは、現在のシステムの地域が使用
されます。「現在」ボタンをクリックすると、現在のシステムの地域がジェネレータの地域として設定されます。別
の地域を選択するには「地域」ポップアップメニューをクリックします。

参考：選択した地域はジェネレータに保存されます。別の地域が設定されたコンピュータで開いても、ジェネレー
タでは保存済みの地域が維持されます。

日時
「日時」テキストジェネレータは、「インスペクタ」での設定に基づいて、日付と時刻を表示します。開始と最後の値
を定義することで、カウントダウンやカウントアップのアニメーションを作成できます。時間の単位や日時の形式を指
定することもできます。デフォルトの日時はコンピュータのシステム時計に基づき、ジェネレータがプロジェクトに追
加された時刻が使用されます。「インスペクタ」で手動で値を入力するか「現在時刻を設定」ボタンをクリックすれ
ば、この値を変更することができます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • アニメート：プロジェクトの再生に合わせて日時をアニメートできるチェックボックス。カウントダウンやカウント
アップなどのアニメーションは、「開始」フィールドおよび「最後」フィールドに設定した値に基づきます。「アニ
メート」の選択を解除すると、静止した情報が表示されます。

 • 開始：「アニメート」チェックボックスを選択すると表示されるフィールド。ジェネレータの開始日時を指定します。
キーフレームを使うと、このパラメータをアニメートできます。

 • 最後：「アニメート」チェックボックスを選択すると表示されるフィールド。ジェネレータの終了日時を指定します。
キーフレームを使うと、このパラメータをアニメートできます。

 • 値：ジェネレータに表示される日時を指定するフィールド。「値」は、「アニメート」チェックボックスが選択され
ている場合は使用できません。キーフレームを使うと、このパラメータをアニメートできます。

 • 現在時刻を設定：ジェネレータに現在時刻を読み込むボタン。

 • 時間単位：ジェネレータで使用される時間の単位を「秒」、「分」、「時」、「日」、「月」、または「年」に設定す
るポップアップメニューです。

 • 時間フォーマット：ジェネレータで使用される時間のフォーマットを設定するポップアップメニューです。4 つのオ
プションから選択します：
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 • なし：ジェネレータに時刻を表示しません。（「日付形式」ポップアップメニューから「なし」以外のオプション
を選択すると、ジェネレータに日付が表示されます。）

 • 短：時と分で時間を表示します。 

 • 標準：時、分、秒で時間を表示します。

 • 長：時、分、秒、およびタイムゾーンで時間を表示します。

 • 日付形式：ジェネレータで使用される日付のフォーマットを設定するポップアップメニュー。5 つのオプションから
選択します：

 • なし：ジェネレータに日付を表示しません。（「時間フォーマット」ポップアップメニューから「なし」以外のオ
プションを選択すると、ジェネレータに時間が表示されます。）

 • 短：月、日、年はすべて数字を使用して表示します。

 • 標準：ピリオドなしの 3 文字に短縮された月と、日、年を表示します。

 • 長：省略なしのスペルによる月と、日、年を表示します。
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 • 全て：曜日、省略なしのスペルによる月、日、年を表示します。

 • 地域：数値形式を別の地域の数値形式に変更するコントロール。デフォルトでは、現在のシステムの地域が使用
されます。「現在」ボタンをクリックすると、現在のシステムの地域がジェネレータの地域として設定されます。別
の地域を選択するには「地域」ポップアップメニューをクリックします。

 • 内余白：このチェックボックスを選択すると、1 桁の時間または日付の前に 0 が 1 つ追加されます。

タイムコード
「タイムコード」テキストジェネレータは、現在のプロジェクトまたは「インスペクタ」での設定に基づいて、タイム
コードを表示します。特定のタイムコード値、現在のタイムコードに対するオフセット、タイムコードの形式、および
タイムコードベースを指定できます。テキストの色と、背景の色および不透明度もカスタマイズできます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 現在のタイムコード：このチェックボックスを選択すると、プロジェクトの現在のタイムコードがジェネレータに表
示される値として読み込まれます。

 • 値：「現在のタイムコード」チェックボックスの選択が解除されているときに表示されるフィールド。表示されるタ
イムコード値を設定します。キーフレームを使うと、このパラメータをアニメートできます。

 • オフセット：「現在のタイムコード」チェックボックスが選択されているときに表示されるフィールド。現在のタイ
ムコードに対するオフセット値を指定します。キーフレームを使うと、このパラメータをアニメートできます。

 • フォーマット：タイムコードの形式を設定するポップアップメニュー。以下の 3 つの選択肢があります：

 • HMSF：タイムコードは時、分、秒、フレームの形式で表示されます。

 • HMS：タイムコードは時、分、秒の形式で表示されます。

 • フレーム：フレーム番号が表示されます。

 • タイムコードベース：ジェネレータのタイムコードを現在のプロジェクトのフレームレートに設定するポップアップ
メニュー。メニューの選択肢は、23.976、24、25、29.97、29.97 ドロップ、30、50、59.94、59.94 ドロッ
プ、または 60 です。

 • ラベル：ラベルを指定するフィールド。「ラベル」フィールドに入力したテキストは、キャンバスに表示されるタイ
ムコードの接頭辞として追加されます。

 • 背景のカラー：タイムコードウインドウの背景色を設定するカラーコントロール。デフォルトでは、背景色は黒で
す。「赤」、「緑」、「青」、および「不透明度」スライダにアクセスするには、開閉用三角ボタンをクリックします。
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フィルタの概要
フィルタは、「Motion」でイメージやビデオクリップの外観を変更するために使われる特殊エフェクトです。フィルタ
を適用することで、芸術的効果（ブラー、歪み、グロー、様式化された外観）を取り入れたり、イメージの補正（カ
ラーバランス、インターレース除去、シャープネス）を行ったり、洗練された合成エフェクト（緑色の画面のキーイ
ング）を作成したりできます。キーイングフィルタの詳細は、478 ページのキーイングの概要を参照してください。

「ライブラリ」には、フィルタのカテゴリが五十音順に表示されます。

前のバージョンの「Motion」で作成されたプロジェクトを開くときに、利用できなくなったフィルタやメディアが含
まれている場合は、見つからないまたは廃止された項目の一覧が含まれる警告メッセージが表示されます。以前の
バージョンの「Motion」のフィルタについては、そのバージョンのユーザーズマニュアルを参照してください。

さまざまな他社製 FXPlug フィルタやエフェクトが提供されています。他社製品をインストールした場合は、「フィル
タ」リストに追加エフェクトとして表示されます（通常は、固有の名前が付いた専用のカテゴリとして）。

フィルタの適用と変更の方法、および各フィルタの説明については、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあ
るサイドバー）でトピックを選択してください。

フィルタ
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フィルタをブラウズする／プレビューする
フィルタは「ライブラリ」の「フィルタ」カテゴリに表示され、さらに機能ごとのサブカテゴリに分類されます（「色
補正」、「ブラー」、「タイリング」など）。スタックでフィルタを選択すると、そのフィルタのプレビューと簡単な説明
が、「ライブラリ」のプレビュー領域に表示されます。

フィルタをブラウズする

 1 「ライブラリ」のサイドバーで「フィルタ」カテゴリをクリックします。

サブカテゴリのリストがサイドバーの右半分に現れます。

 2 フィルタのサブカテゴリの 1 つをクリックします。

そのサブカテゴリに含まれるフィルタの一覧が、スタックに現れます。

 3 スタックの中のフィルタを 1 つクリックして選択します。

フィルタのプレビューと短い説明が、「ライブラリ」上部のプレビュー領域に表示されます。

フィルタを適用する／取り除く
フィルタは、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内のイメージレイヤー（静止画、ビデオクリッ
プ、シェイプなど）に適用できます。適用したフィルタは、「レイヤー」リストで、その適用先レイヤー（またはレイ
ヤーを含むフォルダ）の下にネストされて表示されます。 

重要：一部のフィルタはグループをラスタライズすることもあります。グループをラスタライズするとビットマップイ
メージに変換されます。2D グループは、どのフィルタを適用した場合でもラスタライズされます。3D グループの場
合は、特定のフィルタを適用したときにラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1026 ページのフィ
ルタとラスタライズを参照してください。

フィルタを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m フィルタを「ライブラリ」スタックから、キャンバス、「レイヤー」リスト、「タイムライン」内のオブジェクトまでドラッ

グします。

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でオブジェクトまたはフォルダを 1 つ選択して、「ライブラ
リ」からフィルタを 1 つ選択し、プレビュー領域にある「適用」をクリックします。
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 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内でオブジェクトを選択し、ツールバーの「フィルタを追加」

ポップアップメニューからオプションを選択します。

フィルタがイメージレイヤーに適用されます。

参考：「ライブラリ」にあるフィルタを「レイヤー」リスト内の別のエフェクトオブジェクト（ビヘイビアまたは別のフィ
ルタ）に適用することはできますが、フィルタが影響を及ぼすのはエフェクトオブジェクトではなく、親のイメージレイ
ヤーです。 

1 つのオブジェクトに複数のフィルタを適用する
1 つのオブジェクトに複数のフィルタが適用されている場合、それらのフィルタには累積エフェクトが含まれています。
「レイヤー」リストと「タイムライン」では、複数のフィルタが適用先のオブジェクトの下にネストして表示されます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m フィルタを適用するイメージレイヤーまたはフォルダを選択し、「ライブラリ」で、フィルタが隣接している場合は Shift 
キーを押しながら選択し、隣接していない場合は Command キーを押しながら選択してから、「適用」をクリックし
ます。

 m 「ライブラリ」で、Shift キーを押しながらフィルタを選択（隣接している場合）するか、Command キーを押しなが
ら選択（隣接していない場合）してから、フィルタを「レイヤー」リスト、キャンバス、または「タイムライン」内のイ
メージレイヤーまたはフォルダにドラッグします。

フィルタは選択された順序でイメージレイヤーに適用されます。たとえば、「エコー」、「ブライトネス」、「ベベル」を
この順序で選択してからオブジェクトに適用すると、「レイヤー」リストでのスタック順は、「ベベル」、その下に「ブラ
イトネス」、その下に「エコー」になります。フィルタのスタック順により、適用の順序が決まり、それが合成エフェク
トの結果に影響します。フィルタの順序の管理について詳しくは、729 ページのフィルタを並べ替えるを参照してくだ
さい。

「レイヤー」リストまたは「タイムライン」からフィルタを削除する

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」内のオブジェクトに適用されているフィルタを選択し、以下のいずれかの操

作を行います：

 • 「編集」＞「削除」と選択します（または Delete キーを押します）。

 • 「編集」＞「カット」と選択します（または Command ＋ X キーを押します）。

 • Control キーを押しながらフィルタをクリックし、ショートカットメニューの「カット」または「削除」を選択します。

プロジェクトからフィルタが削除されます。

「フィルタ」インスペクタからフィルタを削除する

 m 「フィルタ」インスペクタでフィルタを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「削除」と選択します（または Delete キーを押します）。

 • 「編集」＞「カット」と選択します（または Command ＋ X キーを押します）。
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フィルタのパフォーマンスに関する注意事項
複雑な動きのグラフィックスが含まれている大きなプロジェクトでは、複数のフィルタを適用するとコンピュータのパ
フォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。スムーズに再生するために、いくつかの推奨事項を利用して、
フィルタを最大限に活用することができます：

 • 1 つのフィルタが複数のレイヤーに影響する場合は、同じフィルタを何度も適用するのではなく、ターゲットとな
るレイヤーを 1 つのグループに入れて、そのグループにフィルタを適用します。

 • 非常に大きな 2D グループ（拡大するパーティクルシステムを含むグループなど）にフィルタを適用する場合は、
「グループ」インスペクタにある「固定解像度」チェックボックスを選択します。「固定解像度」が有効になって
いる場合は、グループ内のレイヤーのうち、キャンバスを越えて広がるレイヤーが切り取られて、コンピュータ上
の処理の負荷が少なくなります。詳しくは、158 ページのグループサイズを制限するを参照してください。

テキスト、2D グループ、および 3D グループにフィルタを適用したときの影響は、それぞれ異なります。詳しくは、
906 ページの 2D グループの特性および 907 ページの 3D グループの特性を参照してください。

フィルタとクロップ
「Motion」では、通常、フィルタの後にクロップが適用されます。クロップの後にフィルタを適用するには、メディ
アレベルでイメージをクロップするか、グループレベルでフィルタを適用します。

メディアレベルでイメージをクロップする

 1 プロジェクトパネルの「メディア」リストで、イメージまたはクリップを選択します。

 2 「メディア」インスペクタで、「クロップ」の開閉用三角ボタンをクリックし、スライダを使ってイメージをクロップし
ます。

 3 「レイヤー」リストでレイヤーを選択して、フィルタを適用します。

グループレベルでフィルタを適用する

 1 「レイヤー」リストで、クロップ済みのレイヤーを選択し、「オブジェクト」＞「グループ」と選択します（または 
Shift ＋ Command ＋ G キーを押します）。

 2 新しく作成されたグループにフィルタを適用します。

フィルタを調整する

フィルタの調整の概要
オブジェクトに適用したフィルタは、「Motion」のプロジェクトウインドウ内の以下の場所に表示されて、調整する
ことができます：

 • 「レイヤー」リスト内の、フィルタが適用されたオブジェクトの下。フィルタを選択したり、エフェクトのオン／オ
フを切り替えたり、変更されないようにロックしたりできます

 • 「タイムライン」のレイヤーリスト内の、フィルタが適用されたオブジェクトの下。フィルタを選択したり、エフェ
クトのオン／オフを切り替えたり、変更されないようにロックしたりできます 

 • 「タイムライン」のトラック領域内の、フィルタが適用されたオブジェクトの青いバーの下に、紫色のバーとして。
このバーをスリップしたりトリムしたりして、フィルタを選択したりタイミングを変更したりできます

 • キャンバス内。フィルタのオンスクリーンコントロールを操作できます（利用可能な場所で） 
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 • 「フィルタ」インスペクタの上部。スライダやその他のコントロールを使って、フィルタのエフェクトのオン／オフ
を切り替えたり、そのすべてのパラメータを調整したりできます 

 • HUD。スライダやその他のコントロールを使って、多数のフィルタパラメータを調整できます

「フィルタ」インスペクタまたは HUD で適用されたフィルタを変更する
 1 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「フィルタ」インスペクタでフィルタを選択します。

 2 「フィルタ」インスペクタまたは HUD でパラメータを調整します。

フィルタを有効にする／名称変更する／ロックする
「レイヤー」リストと「タイムライン」では、3 つの基本的なコントロールがフィルタごとに表示されます： 

Activation checkbox Name

Lock icon

 • アクティブ化チェックボックス：フィルタのオン／オフを切り替えます。選択を解除したフィルタはレンダリングさ
れません。

 • 名前：フィルタの名前を表示します。名前をカスタマイズするには、名前をダブルクリックして入力します。

 • ロック：フィルタをロックまたはロック解除します。ロックされたフィルタは調整できません。

フィルタをコピーする／ペーストする／移動する／複製する
フィルタはイメージレイヤー（静止画像、ビデオクリップ、シェイプなど）を変更するため、適用されたフィルタはそ
のターゲットのレイヤー（またはフォルダ）に接続され、「レイヤー」リスト内でその下にネストされます。フィルタ
は「Motion」のほかのオブジェクトと同様にコピー、ペースト、および移動できますが、フィルタは、イメージレ
イヤーまたはイメージレイヤーを含むフォルダに適用する必要があります。「レイヤー」リストや「タイムライン」で
フィルタをカットまたはコピーした場合、コピーはそのフィルタの全パラメータが現在の状態で保存されます。

フィルタをコピーする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「インスペクタ」でフィルタを選択してから、「編集」＞「コピー」と

選択します（または Command ＋ C キーを押します）。
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 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、Control キーを押しながらフィルタをクリックしてから、ショートカッ
トメニューで「コピー」を選択します。

フィルタをペーストする
以下のいずれかの操作を行います：

 m フィルタを適用するイメージレイヤーまたはフォルダを選択してから、「編集」＞「ペースト」と選択します（または 
Command ＋ V キーを押します）。

 m Control キーを押しながらフィルタを適用するイメージレイヤーまたはフォルダをクリックしてから、ショートカットメ
ニューで「ペースト」を選択します。

フィルタは、イメージレイヤーやフォルダにそのままのパラメータ設定で適用されます。

参考：フィルタをペーストする場合、再生ヘッドがある位置にはペーストされません。フィルタを再生ヘッド位置に
移動するには、Shift キーを押しながらペーストしたオブジェクトを「タイムライン」またはミニタイムライン内でド
ラッグします。再生ヘッド位置に近付くと、フィルタがその位置にスナップされます。

フィルタを移動する

 1 フィルタをその位置から別のイメージレイヤーまたはグループ上にドラッグします。

Original location

 2 レイヤーまたはグループが強調表示されたら、マウスボタンを放します。

The destination 
is highlighted.
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フィルタを複製する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Option キーを押しながら、フィルタをその位置から別のイメージレイヤーまたはグループ上にドラッグします。

The pointer changes 
to indicate duplication.

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

複製には名前に「のコピー」が付いて表示されます。「複製」コマンド（またはキーボードショートカット）を使用
した場合、複製は元のフィルタの上に表示されます。複製を別のレイヤーまたはグループにドラッグします。複製を
その場所に置いたままにすると、フィルタは現在のイメージレイヤーに 2 回適用されます。

フィルタを並べ替える
1 つのイメージレイヤー（またはフォルダ）に複数のフィルタを適用した場合、それらのフィルタは、「タイムライン」
と「レイヤー」リストに、「ライブラリ」で選択した順序でイメージレイヤーの下にネストされて表示されます。フィ
ルタの適用順序を変えることで、それらの作用を変えることができます。

フィルタによっては、適用する順番次第で見栄えが良くなるものもあります。たとえば、「ぼかし」フィルタの後に
「色補正」フィルタを適用することはまずありません。色補正は、フィルタが適用された元のイメージの変形ではな
く、元のイメージに適用した場合に最も効果的に機能します。同じことが、クロマキーイング操作や、自然に生じた
カラー情報を必要とするほかのすべてのエフェクトの処理に当てはまります。

フィルタを並べ替える
以下のいずれかの操作を行います：

 m リスト内でフィルタ名またはアイコンを上下にドラッグします。

位置インジケータにフィルタの新しい位置が示されます。

The Circle Blur 
filter moves above 
the Echo filter.
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 m 「フィルタ」インスペクタでフィルタ名を上下にドラッグします。

フィルタの順序が変更されます。

フィルタのタイミングを変更する
「Motion」では、フィルタのタイミングコンポーネントは、「タイムライン」とミニタイムラインに紫色のバーとして
表示されます。フィルタのタイムバーは、ほかの継続時間バーと同様に、「タイムライン」のトラックでトリムしたり
移動（スリップ）したりして、適用したエフェクトのタイミングを調整できます。

オブジェクトにフィルタを適用すると、フィルタの継続時間は、デフォルトでは適用先のオブジェクトの長さに合わせ
られます。以下の図では、紫色のバーがフィルタを表しています。 

フィルタを適用した後、その継続時間を変更して、特定の量の時間だけターゲットのイメージに影響を与えることが
できます。たとえば、オブジェクトに「ブラー（円）」フィルタを適用すると、オブジェクトの継続時間全体でオブジェ
クトがぼかされます。しかし、「ブラー（円）」フィルタバーのイン点およびアウト点を変更すると、そのオブジェクト
にブラーが適用される時間が変わります。

「タイムライン」でフィルタをトリムする

 1 「タイムライン」のトラック領域で、トリムするフィルタバーのイン点またはアウト点（左端または右端）にポインタ
を置きます。

 2 ポインタがトリムポインタになったら、イン点またはアウト点をドラッグしてフィルタの継続時間を変更します。

Changing a filter’s Out point

ドラッグ中、新しいイン点またはアウト点がツールチップに表示されます。変更量を表すデルタ値も表示されます。

フィルタの継続時間を変更するほか、「タイムライン」のトラック領域で、適用先のレイヤーを基準にフィルタバーの
位置をスリップすることもできます。バーの位置をスリップすることによって、フィルタのエフェクト適用を開始するフ
レームを指定できます。

「タイムライン」でフィルタをスリップする

 m フィルタバーを左右にドラッグして、イン点（およびアウト点）を新しいフレームに移動します。

フィルタは移動しますが、継続時間は変わりません。ドラッグの最中、新しいイン点とアウト点が、変化量（デルタ）
と共に表示されます。
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ミニタイムラインでフィルタをトリムまたはスリップする

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、トリムするフィルタを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • フィルタをトリムするには、ミニタイムライン内でフィルタバーのイン点またはアウト点（右端または左端）にポイ
ンタを置いて、ポインタがトリムポインタに変わったらドラッグします。

 • フィルタをスリップするには、ミニタイムラインでフィルタバーを左右にドラッグして、「タイムライン」での位置を
変更します。

フィルタのオンスクリーンコントロールを調整する
多くのフィルタに、パラメータを視覚的に操作できるオンスクリーンコントロールが用意されています。キャンバス内
でこれらのコントロールをドラッグして変更すると、「インスペクタ」で関連するパラメータがアップデートされます。

フィルタのオンスクリーンコントロールを表示する

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、フィルタを選択します。

 2 選択できない場合は、ツールバーのポップアップメニューから「項目を調整」ツールを選択します。

 「項目を調整」ツールを選択できない場合、選択したフィルタにオンスクリーンコントロールはありません。

オンスクリーンコントロールはキャンバスに表示されます。

参考：多くのフィルタのオンスクリーンコントロールで、複数のパラメータが調整されます。一度に 1 つのパラメー
タを変更するには、「フィルタ」インスペクタまたは HUD を使用します。 
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オンスクリーンコントロールのタイプ
一部のオンスクリーンコントロール（「中心」など）は、多くのフィルタに共通です。ただし、固有のオンスクリーン
コントロールがあるフィルタもあります。コントロールのタイプの例を紹介します。オンスクリーンコントロールの機
能がよく分からない場合は、「フィルタ」インスペクタが表示されているときにキャンバス内でオンスクリーンコント
ロールをドラッグして、どのパラメータが変化するかを確認してください。

 • 中心：これは、最も一般的なフィルタのオンスクリーンコントロールです。円の中心をドラッグすると、フィルタの
「中心」パラメータの位置が変わります。

Light Rays filter Center 
onscreen control

 • 適応量：このオンスクリーンコントロールは、フィルタによって表示が異なります。「ブラー（ズーム）」フィルタ
で、小さい円形のハンドル（「中心」オンスクリーンコントロールの上にあります）をドラッグすると、「適応量」
パラメータが調整されます。

Zoom Blur filter Amount 
onscreen control

「プリズム」フィルタでは、矢印ハンドルを内側または外側にドラッグすると「適応量」パラメータが調整されま
す。（矢印を弧を描くようにドラッグすると、「角度」パラメータが調整されます。）
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 • 角度：このオンスクリーンコントロールも、フィルタによって表示が異なります。「ページめくり」フィルタでは、
中央の円形のハンドルをドラッグすると、「角度」パラメータが調整されます。

Kaleidotile filter Angle 
onscreen control

「カレイドタイル」フィルタでは、コーナーハンドルをドラッグすると、「角度」パラメータが調整されます。

 • 回転／渦：このオンスクリーンコントロールにはさまざまな表示があります。「ページめくり」フィルタでは、外
側の矢印ハンドルをドラッグすると、「回転」パラメータが調整されます。「スクレイプ」、「ストライプ」、および
「ターゲット」フィルタでは、小さい外側のハンドルをドラッグすると、「回転」パラメータが調整されます。

Scrape filter Rotation 
onscreen control

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 734

 • 半径／太さ／サイズ／減衰：このオンスクリーンコントロールにはさまざまな表示があります。「ディスクワープ」
フィルタと「ブラー（円）」フィルタでは、大きいリングを内側と外側にドラッグすると、「半径」パラメータが調整
されます。「ドロップレット」フィルタと「リング状レンズ」フィルタでは、内側のリングをドラッグすると、「半径」
パラメータと「太さ」パラメータが同時に調整されます。内側と外側のリングの間の領域でドラッグすると、「半
径」パラメータが調整されます。外側のリングをドラッグすると、「太さ」パラメータが調整されます。

Ring Lens filter Thickness 
onscreen control

「ビネット」フィルタでは、内側のリングをドラッグすると「サイズ」パラメータが調整されます。外側のリングを
ドラッグすると、「減衰」パラメータが調整されます。内側と外側のリングの間の領域でドラッグすると、両方のパ
ラメータが同時に調整されます。

 • セグメントの角度／オフセットの角度：このオンスクリーンコントロールには複数の表示があります。「万華鏡」
フィルタでは、外側のハンドルをドラッグすると、「セグメントの角度」パラメータが調整されます。中心と外側の
ハンドルの間にある中央のハンドルをドラッグすると、「オフセットの角度」パラメータが調整されます。

Kaleidoscope filter Offset 
Angle onscreen control
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フィルタのパラメータをアニメートする
「Motion」のいくつかのフィルタ（「不良フィルム」、「画質の悪いテレビ」、「オーバードライブ」など）ではアニ
メーションが行われますが、ほとんどのフィルタではアニメーションは行われません。ただし、キーフレームを使って
パラメータを時間と共に変化させることによって、フィルタのアニメーションを簡単に作成できます。

記録を使ってフィルタのパラメータをアニメートする

 1 アニメートするフィルタを選択します。

 2 記録ボタンをクリックして（または A キーを押して）、記録を有効にします。

 3 キーフレームを追加するフレームに再生ヘッドを移動します。

 4 「フィルタ」インスペクタまたは HUD で、パラメータを新しい値に変更します。

パラメータ値を変更すると、キーフレームが追加されます。

 5 キーフレームを追加する次のフレームに移動します。

 6 手順 3 ～ 5 を繰り返し、作業を完了します。

「再生」ボタンをクリックして（またはスペースバーを押して）、結果を表示します。

記録とオンスクリーンコントロールを使ってフィルタパラメータをアニメートする

 1 アニメートするフィルタを選択します。

フィルタにオンスクリーンコントロールがある場合は、「項目を調整」ツールを選択すると、オンスクリーンコントロー
ルが「インスペクタ」に表示されます。

 2 記録ボタンをクリックして（または A キーを押して）、記録を有効にします。

 3 キーフレームを追加するフレームに再生ヘッドを移動します。

 4 キャンバスで、オンスクリーンコントロールを調整します。

オンスクリーンコントロールを使ってパラメータ値を変更すると、キーフレームが追加されます。

 5 キーフレームを追加する次のフレームに移動します。

 6 手順 3 ～ 5 を繰り返し、作業を完了します。

「再生」ボタンをクリックして（またはスペースバーを押して）、結果を表示します。

「キーフレームを追加」ボタンまたはアニメーションメニューを使ってフィルタパラメータをアニメートする

 1 アニメートするフィルタを選択します。

 2 キーフレームを追加するフレームに再生ヘッドを移動します。

 3 「フィルタ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • アニメートするパラメータ行の右側にポインタを置きます。「キーフレームを追加」ボタンが表示されたらクリック
します。

 • ポインタをパラメータ行の右端に置き、下向きの矢印をクリックしてアニメーションポップアップメニューを開いて、
メニューから「キーフレームを追加」を選択します。

Click to show the 
Animation pop-up menu
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 • Control キーを押しながらパラメータ名をクリックしてから、ショートカットメニューで「キーフレームを追加」を
選択します。

Adding a keyframe in the Animation menu

キーフレームが現在のフレームに追加されます。

 4 「インスペクタ」または HUD で、またはオンスクリーンコントロールを使って（使用可能な場合）、パラメータ値を
調整します。

 5 キーフレームを追加する次のフレームに移動します。

 6 手順 3 ～ 5 を繰り返し、作業を完了します。

「再生」ボタンをクリックして（またはスペースバーを押して）、結果を表示します。

参考：キーフレームを追加してから、パラメータの値を調整します。

キーフレームとアニメーションメニューの使いかたについて詳しくは、441 ページのアニメーションメニューを参照し
てください。

フィルタのパラメータにビヘイビアを適用する
パラメータビヘイビアを使えば、簡単に、フィルタのパラメータをアニメートすることができます。たとえば、「ブラー
（円）」フィルタを適用したオブジェクトがあれば、そのオブジェクトに適用されるブラーの量を、時間に沿ってラン
ダム化することができます。

パラメータビヘイビアをフィルタパラメータに適用する

 1 フィルタが適用されているオブジェクトを選択します。

 2 「フィルタ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • 「アニメーション」ポップアップメニュー（パラメータ行の右側）で「パラメータビヘイビアを追加」を選択してか
ら、サブメニューからビヘイビアを選択します。
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 • Control キーを押しながらパラメータ名をクリックし、ショートカットメニューで「パラメータビヘイビアを追加」
を選択してから、サブメニューからビヘイビアを選択します。

パラメータ行にビヘイビア・アイコン（歯車の印）が表示され、「インスペクタ」で「ビヘイビア」パネルが開きま
す。

Behavior icon

詳しくは、327 ページの「パラメータ」ビヘイビアの概要 を参照してください。

フィルタパラメータとオンスクリーンコントロールを公開する
「Motion 5」で、「Final Cut Pro X」で使用するエフェクトテンプレートを作成する場合は、「Final Cut Pro」の
クリップに適用したときに、特殊エフェクト、タイトル、トランジション、またはジェネレータでどのパラメータコント
ロールが使用可能になるかを選択できます。たとえば、「スクレイプ」フィルタを使って「Final Cut エフェクト」テ
ンプレートを作成した場合、「Final Cut Pro」に「回転」コントロールを書き出して、「量」スライダや「ミックス」
スライダは書き出さないようにすることができます。このように、「Final Cut Pro」でエフェクトの変更可能な範囲
を制限するには、公開するパラメータを絞ります。オンスクリーンコントロールなどの特定のフィルタコントロールは、
Final Cut テンプレートに簡単に公開することができます。これには、「Motion」のアニメーションメニューの「公
開」コマンドを使います。

公開と Final Cut Pro X テンプレートについて詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概
要を参照してください。 

Final Cut テンプレートにフィルタパラメータを公開する
 1 開いている Final Cut テンプレートプロジェクトで、フィルタを選択します。

 2 「フィルタ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • アニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右端で動かしたときに表示される下向きの三角形）をクリッ
クしてから、ポップアップメニューから「公開」を選択します。
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 • Control キーを押しながらパラメータ名をクリックしてから、ショートカットメニューで「公開」を選択します。

重要：フィルタ名行（青色のアクティブ化チェックボックスのある行）で「公開」を選択すると、フィルタのオン
／オフのチェックボックスは公開されますが、フィルタのパラメータコントロール（スライダやダイヤルなど）は公
開されません。フィルタのチェックボックスを公開することにより、「Final Cut Pro X」で公開されたすべてのパ
ラメータのオン／オフを同時に切り替えることができます。

フィルタのオンスクリーンコントロールを公開する

 1 開いているテンプレートプロジェクトで、フィルタを選択します。

 2 「フィルタ」インスペクタで、「OSC を公開」チェックボックスを選択します。

テンプレート内で公開するように設定されたパラメータを確認する

 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトをクリックします。

 2 「プロジェクト」インスペクタで、「公開」をクリックします。

公開するように設定されたすべてのパラメータ（すべてのオブジェクトタイプ）が、「公開」パネルに表示されます。

参考：公開されたフィルタのオンスクリーンコントロールは「公開」パネルには表示されません。

「フィルタ」インスペクタ内のフィルタパラメータを公開中止する

 m 「フィルタ」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • アニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右端に移動したときに表示される下向きの三角形）をクリッ
クしてから、ポップアップメニューから「公開中止」を選択します。

 • Control キーを押しながらパラメータ名をクリックしてから、ショートカットメニューで「公開中止」を選択します。

「公開」パネル内のフィルタパラメータを公開中止する

 1 「レイヤー」リストで「プロジェクト」オブジェクトをクリックします。

 2 「プロジェクト」インスペクタで「公開」をクリックしてから、以下のいずれかの操作を行います：

 • アニメーションメニュー（ポインタをパラメータ行の右端に移動したときに表示される下向きの三角形）をクリッ
クしてから、ポップアップメニューから「公開中止」を選択します。

 • Control キーを押しながらパラメータ名をクリックしてから、ショートカットメニューで「公開中止」を選択します。
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フィルタを使ってアルファチャンネルを操作する
フィルタを使用してレイヤーのアルファチャンネルを操作したり、さらには置き換えたりすることができます。たとえ
ば、「キーイング」フィルタはレイヤー内の色や輝度の値に基づいてアルファチャンネルを生成することで、透明部
を作り出します。「キーイング」フィルタは一般的にアルファチャンネル情報のないレイヤーに使用し、適用されるレ
イヤーに新しいアルファチャンネルが追加されます。キーイングフィルタの使いかたについて詳しくは、478 ページ
のキーイングの概要を参照してください。

キーイング効果を向上させるプロセス、つまりシェイプまたはイメージマスクを使って、作成したアルファチャンネ
ルをカスタマイズするには、特別なフィルタを使用する必要があります。どのようなフィルタでも、シェイプマスクや
イメージマスクに適用してそのマスクのエフェクトを修正できますが、このセクションで説明する各フィルタは、レイ
ヤーのアルファチャンネル全体を修正し、それにはそのレイヤーに適用されているすべてのマスクやほかのフィルタ
の総計も含まれます。

たとえば、キーイングフィルタを適用している場合、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」ではそのレイヤーに
対するマスクが 1 つも表示されていなくても、以下のフィルタを使用してアルファチャンネルの結果を修正すること
ができます。

 • ブラー（チャンネル）：このフィルタ（「フィルタ」ライブラリの「ブラー」カテゴリにあります）では、アルファ
チャンネルに対して選択的にブラーを入れることができます。水平方向と垂直方向のブラーを個別に設定でき 
ます。

Original (color channel) Original (alpha channel)

Channel Blur (color channel) Channel Blur (alpha channel)

 • マットマジック：このフィルタ（「フィルタ」ライブラリの「キーイング」サブカテゴリにあります）では、アルファ
チャンネルのさまざまな属性（シュリンク、ぼかし、縮小）を操作することで、アルファチャンネルを微調整でき
ます。詳しくは、498 ページのマットマジックを参照してください。
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「ぼかし」フィルタ

「ぼかし」フィルタの概要
「ぼかし」フィルタを使用すると、被写体の被写界深度が原因で発生する現実世界のぼかしをシミュレートできます。
デザイン的な効果を作り出すためにも使用できます。

それぞれの「ぼかし」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるフィ
ルタのリストを参照してください。

ブラー（チャンネル）
オブジェクトの各カラーチャンネルのブラーを制御できます。「ブラー（チャンネル）」は、オブジェクトの赤、緑、青、
およびアルファの各カラーチャンネルに対して選択的に適用できます。チャンネルを個別にぼかすと、特定のチャン
ネルのシャープさを保ちつつ、ほかのチャンネルを柔らかくすることによって、特殊な輝きのエフェクトを作り出すこ
とができます。

Original image Channel Blur filter applied 
(Amount = 250, Blur Red on)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：ブラーの適用範囲を設定します。

 • 赤：赤チャンネルのブラーを設定します。

 • 緑：緑チャンネルのブラーを設定します。

 • 青：青チャンネルのブラーを設定します。

 • アルファ：アルファチャンネルのブラーを設定します。

 • 横：横方向のブラーの最大量をパーセントで設定します。これは、「適応量」パラメータとの比率です。

 • 垂直：縦方向のブラーの最大量をパーセントで設定します。

 • クロップ：イメージの元の枠線からはみ出した部分を切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。
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ブラー（円）
ぼかしのエフェクトの中心を決める中心点と、エフェクトの及ぶ部分のサイズを決める半径とで指定される、円形の
ぼかしを、イメージの中に作り出します。エフェクトの及ぶ領域内でのぼかしの量も、調整することができます。

このフィルタは、イメージの中の限られた領域をぼかすのに便利です。イメージの中でぼかす領域を、より繊細に制
御したい場合は、「ブラー（複合）」フィルタを使用してください。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Circle Blur filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ブラーエフェクトの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャ
ンバスで値が調整されます。

 • 適応量：ブラーの量を設定します。

 • 半径：ブラーの範囲を決める円の半径を設定します。オンスクリーンコントロールの外側の円をドラッグすると、
キャンバスで「半径」値が調整されます。

 • クロップ：イメージの元の枠線からはみ出した部分を切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ブラー（複合）
指定したマップイメージの、指定したチャンネルを使って、オブジェクトをぼかします。マップイメージには、どのよ
うなシェイプ、テキストオブジェクト、静止画像、またはムービーファイルでも使うことができます。赤、緑、青、ア
ルファ、およびルミナンスのチャンネルを選択して、ぼかしのシェイプを作成することができます。

ヒント：イメージの特定の部分をぼかすには、このフィルタを使います。たとえば、ベジェシェイプや B スプライン
シェイプでぼかすイメージの被写体をトレースしてから、このシェイプを「ブラーマップ」イメージとして割り当てま
す。その「ルミナンス」または「アルファ」チャンネルを使ってブラー領域を定義してから、「レイヤー」リストまた
は「タイムライン」で元のシェイプオブジェクトをオフにすると、ブラーのソースが隠されます。詳しくは、821 ペー
ジのシェイプの塗りつぶし、アウトライン、およびぼかしを編集するを参照してください。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Map image Compound Blur filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：ブラーの範囲を設定します。

 • ブラーマップ：現在のマップのサムネールを表示します。ブラーマップとして使用するオブジェクト（イメージ、シェ
イプ、テキストなど）を追加するには、オブジェクトを「ブラーマップ」ウェルにドラッグします。

参考：ソースオブジェクトを「レイヤー」リスト内のフィルタにドラッグすることによって、ブラーマップを適用ま
たは置換することもできます。

 • マップチャンネル：ブラーするチャンネルを設定します。赤、緑、青、アルファ、またはルミナンスチャンネルに
ブラーが適用されます。

 • マップを反転：ブラーマップを反転させるかどうかを設定します。

 • マップを拡張：マップイメージを伸張（または圧縮）することで、フィルタが適用されているイメージにマップイ
メージを正確に重ねます。

 • 横：横方向のブラーの最大量をパーセントで設定します。

 • 垂直：縦方向のブラーの最大量をパーセントで設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

焦点ぼけ
実際のカメラレンズで発生する焦点ぼけエフェクトをシミュレートします。「焦点ぼけ」はイメージをぼかすフィルタで
すが、イメージの明るい領域で絞りを調整している実際のレンズのような効果を作り出します。ぼかしのシェイプは
カスタマイズできます。

ヒント：ビデオ素材、または、カメラで撮影した静止画像に合うよう、1 枚のイメージをぼかしたい場合に、このフィ
ルタを使います。たとえば、青いスクリーンの前に立っている女性に対してキーイングを行い、女性の後ろに背景の
イメージを置いて、女性が山を背にして谷間に立っているように見せたい場合、「ブラー（ガウス）」ではなく、この
「焦点ぼけ」のフィルタを使えば、山並みが遠くにあるように見える、現実的な被写界深度のエフェクトを作り出す
ことができます。

Original image Defocus filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：焦点ぼけの範囲を設定します。

 • ゲイン：ルミナンスの強い部分に適用するゲインの量を設定します。

 • シェイプ：レンズの絞りの形を「円」または「ポリゴン」に設定します。

 • サイド：「シェイプ」ポップアップメニューを「ポリゴン」に設定している場合に、レンズの絞り羽根の枚数を設定
します。

 • 回転：「シェイプ」を「ポリゴン」に設定している場合に、レンズの絞りの多角形が回転する角度を設定します。

 • アスペクト比：レンズの絞りのアスペクト比を設定します。

 • クロップ：オブジェクトの元の境界でブラーを切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。
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ブラー（方向）
オブジェクトを、特定の方向に沿ってぼかします。このフィルタは、ぼかした筋のようなエフェクトを作り出します。

参考：プロジェクトで使うフィルタが増えるほど、「Motion」のパフォーマンスに与える影響が大きくなります。

Original image Directional Blur filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：ブラーの範囲を設定します。矢印のオンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスでブラー
の量（および角度）が調整されます。

 • 角度：動きの方向の角度を設定します。矢印のオンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスでブラー
の角度（および量）が調整されます。

 • クロップ：オブジェクトの元の境界でブラーを切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ブラー（ガウス）
緩やかなブラーエフェクトを作成します。「ブラー（ガウス）」は、ブラーエフェクトとして適用できるものの中で最
も緩やかなもので、頻繁に使われるブラーエフェクトです。デフォルトでは、このフィルタはイメージに均一に作用
しますが、縦横のぼかしの量を、個別に制御することができます。

「ブラー（ガウス）」は、ほとんどのモーショングラフィックスのタスクに関連があり、アニメートすることで焦点の制
御によるさまざまなエフェクトを得ることができます。しかし、カメラの焦点のシミュレーションを、より正確に行う
には、「焦点ぼけ」フィルタの方が適しています。「焦点ぼけ」フィルタについて詳しくは、742 ページの焦点ぼけ
を参照してください。

Original image Gaussian Blur filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：ブラーの範囲を設定します。

 • 横：横方向に適用する「適応量」をパーセントで設定します。

 • 垂直：縦方向に適用する「適応量」をパーセントで設定します。
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 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

ブラー（グラデーション）
2 つの点の間にブラー（グラデーション）を作成します。「ポイント 1」は、ぼかしの開始する場所で、イメージが
最もシャープになる点です。「ポイント 2」は、ぼかしの終了する場所で、「適応量」パラメータで設定する値に応じ
て、イメージのぼかしが最も強くなる点です。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Gradient Blur filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ポイント 1：グラデーションの開始点の位置を設定します。「ポイント 1」オンスクリーンコントロール（左下のポ
イント）をドラッグすると、キャンバスでブラーの開始点の X 位置と Y 位置が調整されます。

 • ポイント 2：グラデーションの終了点の位置を設定します。「ポイント 2」オンスクリーンコントロール（右上のポ
イント）をドラッグすると、キャンバスでブラーの終了点の X 位置と Y 位置が調整されます。

 • 適応量：ブラーの範囲を設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

プリズム
プリズムを通して見たようにイメージをぼかして屈折させ、虹のようなエフェクトを生み出します。

Original image Prism filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：ブラーの範囲を設定します。矢印のオンスクリーンコントロールを内側や外側にドラッグすると、キャン
バスでブラーの量（および角度）が調整されます。

 • 角度：屈折の角度を設定します。矢印のオンスクリーンコントロールを弧を描くようにドラッグすると、キャンバス
でブラーの角度が調整されます。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかして屈折させたイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ブラー（放射）
ある点を中心に回転するようなブラーを作り出します。モーションブラーと似たような効果があり、イメージがすばや
くスピンしているように見えます。

Original image Radial Blur filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：放射状のブラーの中心位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバ
スで値が調整されます。

 • 角度：ブラーの回転角を設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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ソフトフォーカス
1 つのフィルタだけで、あるオブジェクトを複製し、画面の「ブレンドモード」を適用して元のオブジェクトと合成し
て、重なったオブジェクトをぼかした場合と同じエフェクトを作り出します。「強度」パラメータによって、ぼかしたイ
メージを元のイメージにどの程度加えるかを制御します。

Original image Soft Focus filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：ブラーの範囲を設定します。

 • 強度：ぼかしによる合成の、不透明度の量を設定します。

 • 横：横方向のブラーの最大量をパーセントで設定します。

 • 垂直：縦方向のブラーの最大量をパーセントで設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

ブラー（可変）
円形の部分の内外にブラーを適用して、オートフォーカスの中抜けのエフェクトを作り出します。円の内径を外径よ
りも大きくした場合は、その円の内側にブラーが適用されます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Variable Blur filter applied (outside of circle)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：円の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値が調
整されます。

 • 適応量：ブラーの量をパーセントで設定します。

 • 内径：円の内径を設定します。

 • 外径：円の外径を設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。
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 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ブラー（ズーム）
ある点に向けてカメラの速いズームイン動作をシミュレートしたブラーを作り出します。3D グループはこのフィルタ
によってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照して
ください。

Original image Zoom Blur filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 外観：ブラー処理のタイプを設定します。このポップアップメニューには次の 2 つのオプションがあります：

 • 可変：ブラーがイメージの端に向かって増加します。高いブラー値を使用すると、このオプションは高速になり
ます。

 • 均一：ブラーがイメージの中心から外側に向けて一定になります。

 • 適応量：ブラーの範囲を設定します。小さい円（「中心」オンスクリーンコントロールの上にあります）をドラッ
グすると、キャンバスでブラーの量が調整されます。

 • 渦巻き：渦巻きの量と方向を設定します。正の値と負の値は渦巻きの方向に影響します。

 • 中心：ブラーの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値
が調整されます。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとぼかしたイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

「境界」フィルタ

「境界」フィルタの概要
「境界」フィルタを使用すると、作品の中のオブジェクトに、さまざまな方法で縁取りを加えることができます。

それぞれの「境界」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるフィル
タのリストを参照してください。
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ベベル
元のイメージの上に重ねて、ベベルのある枠をスーパーインポーズし、イメージのエッジの周囲に、ベベルのある
枠線を作り出します。シミュレーションによる反射光の向きや、ベベル部分の不透明度を調整することができ、さま
ざまなエフェクトを生み出します。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Bevel filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 光の角度：光源がベベルに当たる角度を設定します。

 • ベベル幅：オブジェクトの領域に対するベベル部分の幅の比率をパーセントで設定します。

 • 不透明度：ベベル部分の不透明度を 0（透明）～ 1.0（不透明）までの範囲で設定します。

 • 光のカラー：ベベル枠線部分に当たる光源の色を選びます。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、
表示される「赤」、「緑」、および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶことができます。

 • ミックス：元のイメージとベベルイメージをブレンドする割合を設定します。

基本枠線
イメージのエッジの周囲に、幅を変えることのできる単色の境界線を作成します。3D グループはこのフィルタによっ
てラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してくださ
い。

Original image Simple Border filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 幅：枠線の太さを設定します。

 • カラー：枠線の色を選びます。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、表示される「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを使って枠線の色を正確に選ぶことができます。

 • 枠線の配置：イメージ上の枠線を描画する位置を設定します。このポップアップメニューには次の 3 つのオプショ
ンがあります：

 • 内側：イメージの内側のエッジに沿って枠線を配置します。
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 • オーバーラップ：イメージの内側と外側のエッジの上の中心に枠線を配置します。

 • 外側：イメージの外側のエッジに沿って枠線を描画します。

 • ミックス：元のイメージと枠線イメージをブレンドする割合を設定します。

ワイドスクリーン
上下でオブジェクトをマスクして「レターボックス」にし、ビデオや映画でのさまざまなアスペクト比のシミュレーショ
ンを行います。このフィルタはイメージをマスクするため、オブジェクトの背景に表示されるのは、プロジェクトの背
景の色、またはマスクされたオブジェクトの下にあるコンポジット内のオブジェクトです。マスクされたイメージに縁
を追加して、縁のカラーとサイズをカスタマイズすることができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参
照してください。 

参考：「ワイドスクリーン」フィルタは、フィルタが適用先のオブジェクトをマスクするので、オブジェクトはクロップ
されず、元の形状を維持します。

Original image Widescreen filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • アスペクト比：マスクのアスペクト比を設定します。値は、「1.66:1」、「1.70:1」、「1.78:1」、「1.85:1」、「2.35:1」、
「2.55:1」、および「3.00:1」です。

 • オフセット：オブジェクトの Y 軸方向の中央に対する、マスクの相対位置を設定します。値の範囲は、-1.0（オブ
ジェクトの下端）～ 1.0（オブジェクトの上端）です（0 はオブジェクトの中央）。

 • 縁のサイズ：枠線の太さを設定します。

参考：枠線はアスペクト比マスクでは効果がありません。マスクにより作成されるイメージのエッジにフレームが
追加されます。

 • 縁のカラー：枠線の色を選びます。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、表示される「赤」、「緑」、
「青」、および「不透明度」の各スライダを使って枠線の色を正確に選ぶことができます。

 • ミックス：元のイメージとレターボックスイメージをブレンドする割合を設定します。

「色補正」フィルタ

「色補正」フィルタの概要
「色補正」カテゴリのフィルタは、さまざまな用途に使うことができます。たとえば、イメージをセピア色にして雰囲
気を変えることができます。さらに、コントラスト、カラー、ガンマ、またはブライトネスに関する問題を修正するこ
ともできます。

それぞれの「色補正」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるフィ
ルタのリストを参照してください。

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 750

ブライトネス
イメージの明るさを指定した量だけ一様に増減します。

これは、不適当な露出のイメージを補正する場合に最初に使用するフィルタのように思われますが、「ブライトネス」
はイメージ内のすべてを一度に明るくしたり暗くしたりします。つまり、イメージの「ブライトネス」を上げると、影
の部分も含めて、あらゆる部分が明るくなってしまいます。結果として、明るくなったイメージは、色あせて見える
ことがあります。

ただし、このフィルタは、シェイプ、マスク、パーティクルシステム、およびジェネレータの、エッジやエフェクトを
修正する場合に便利です。

露出の補正には、「ガンマ」フィルタが適しています。詳しくは、758 ページのガンマを参照してください。

Original image Brightness filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ブライトネス：オブジェクトに適用するブライトネスの乗数を設定します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

チャンネルミキサー
赤、緑、青、およびアルファのチャンネルを互いにミックスさせます。「チャンネルミキサー」フィルタのメインパラ
メータは、「赤の出力」、「緑の出力」、「青の出力」、および「アルファ出力」という 4 つの部分に分かれていて、
それぞれで個々のチャンネルを操作します。各セクションでは、赤、緑、青、アルファのチャンネルへ加える（また
は減じる）カラーチャンネルの値を調整できます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 赤－赤：赤の出力値に加える赤の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 1.0 です。この場合、赤のチャン
ネルは変更されません。この値を大きくすると、赤の入力値に「赤 -赤」の値を乗算した量だけ、赤の出力値
が増加します。

 • 赤－緑：赤の出力値に加える緑の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、赤のチャンネ
ルは変更されません。この値を大きくすると、緑の入力値に「赤 -緑」の値を乗算した量だけ、赤の出力値が
増加します。

 • 赤－青：赤の出力値に加える青の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、赤のチャンネ
ルは変更されません。この値を大きくすると、青の入力値に「赤 -青」の値を乗算した量だけ、赤の出力値が
増加します。

 • 赤－アルファ：赤のチャンネルに加えるアルファの入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場
合、赤のチャンネルは変更されません。この値を大きくすると、アルファの入力値に「赤 -アルファ」の値を乗
算した量だけ、赤の値が増加します。

 • 緑－赤：緑の出力値に加える赤の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、緑のチャンネ
ルは変更されません。この値を大きくすると、赤の入力値に「緑 -赤」の値を乗算した量だけ、緑の出力値が
増加します。
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 • 緑－緑：緑の出力値に加える緑の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 1.0 です。この場合、緑のチャン
ネルは変更されません。この値を大きくすると、緑の入力値に「緑 -緑」の値を乗算した量だけ、緑の出力値
が増加します。

 • 緑－青：緑の出力値に加える青の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、緑のチャンネ
ルは変更されません。この値を大きくすると、青の入力値に「緑 -青」の値を乗算した量だけ、緑の出力値が
増加します。

 • 緑－アルファ：緑のチャンネルに加えるアルファの入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場
合、緑のチャンネルは変更されません。この値を大きくすると、アルファの入力値に「緑 -アルファ」の値を乗
算した量だけ、緑の値が増加します。

 • 青－赤：青の出力値に加える赤の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、青のチャンネ
ルは変更されません。この値を大きくすると、赤の入力値に「青 -赤」の値を乗算した量だけ、青の出力値が
増加します。

 • 青－緑：青の出力値に加える緑の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、青のチャンネ
ルは変更されません。この値を大きくすると、緑の入力値に「青 -緑」の値を乗算した量だけ、青の出力値が
増加します。

 • 青－青：青の出力値に加える青の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 1.0 です。この場合、青のチャン
ネルは変更されません。この値を大きくすると、青の入力値に「青 -青」の値を乗算した量だけ、青の出力値
が増加します。

 • 青－アルファ：青のチャンネルに加えるアルファの入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場
合、青のチャンネルは変更されません。この値を大きくすると、アルファの入力値に「青 -アルファ」の値を乗
算した量だけ、青の値が増加します。

 • アルファ－赤：アルファの出力値に加える赤の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、
アルファのチャンネルは変更されません。この値を大きくすると、赤の入力値に「アルファ - 赤」の値を乗算し
た量だけ、非透明アルファ値を持つピクセルの出力値が増加します。

 • アルファ－緑：アルファの出力値に加える緑の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、
アルファのチャンネルは変更されません。この値を大きくすると、緑の入力値に「アルファ -緑」の値を乗算し
た量だけ、非透明アルファ値を持つピクセルの出力値が増加します。

 • アルファ－青：アルファの出力値に加える青の入力値の量を設定します。デフォルトの値は 0 です。この場合、
アルファのチャンネルは変更されません。この値を大きくすると、青の入力値に「アルファ -青」の値を乗算し
た量だけ、非透明アルファ値を持つピクセルの出力値が増加します。

 • アルファ－アルファ：アルファチャンネルの出力値に加えるアルファの入力値の量を設定します。デフォルトの値
は 1.0 です。この場合、アルファのチャンネルは変更されません。この値を大きくすると、アルファチャンネルの
ピクセルにさらにアルファが加わります。値を 1 より大きくしても、ほかのアルファパラメータに設定された負の
値でアルファの量が減っていない限り、何も変わりません。

 • モノクロ：フィルタを単色モードに設定します。モノクロモードでは、3 つのカラーチャンネルすべてが「赤」コ
ントロールの影響を受けます。

 • モノクロ > 1 を許可：単色のチャンネルに 1 より大きい値を設定できるようにします。デフォルトでは、このチェッ
クボックスは選択されています。カラーの値は通常は 0 と 1 の間ですが、プロジェクトのビット深度がチャンネル
あたり 16 ビットに設定されているため、1 を上回るか 0 を下回ることができます。このチェックボックスの選択
を解除した場合は、それぞれの「赤」カラー出力コントロールがリンクされます。いずれかを移動すると、合計
値が 1.0 に維持されるようにほかが調整されます。このパラメータを有効にするには、フィルタが単色モードに
なっている必要があります。

 • アルファを含める：モノラル計算にアルファチャンネルを含めるかどうかを設定します。このパラメータを有効に
するには、フィルタが単色モードになっている必要があります。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。
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カラーバランス
カラーバランスは、イメージを構成する赤、緑、青チャンネルの相対的な強度を照会します。たとえば、青みがかっ
たイメージでは、青チャンネルが強く、緑および赤チャンネルが弱いです。

「カラーバランス」フィルタでは、イメージの 3 つのカラーチャンネルすべての相対的なバランスを一度に調整でき
ます。たとえば、青の色合いを減らして、よりオレンジ色がかった温かいイメージを生み出すには、青チャンネルを
低くして赤および緑チャンネルを高くします。

カラーバランスは色温度（イメージの光質）に関係しています。たとえば、日光は通常はタングステン光よりも青み
がかった色で、タングステン光はオレンジがかった色です。プロの映画やビデオの制作では、通常は撮影の前にカ
メラのホワイトバランスを調整して、イメージの中の白が中間色の白（3 つのカラーチャンネルのバランスが均等）
になるようにしています。ただし、フィルムストック、光学フィルタ、デジタルホワイトバランスの設定は、イメージ
の色合いを変える可能性があります。

参考：イメージの照明の色温度によってカラーチャンネルのバランスが崩れた状態は、色かぶりと呼ばれます。

「カラーバランス」フィルタを使って、イメージの 3 つのカラーチャンネルを調整することで、色かぶりを取り除いた
り起こしたりできます。「カラーバランス」フィルタの使いかたをいくつか紹介します： 

 • 照明の問題を解決する。たとえば、オレンジが強すぎるイメージを調整して、中間色に近付けます。

 • 2 つのイメージの色合いを一致させる。たとえば、前景の緑色スクリーンのクリップ内の俳優の光質を背景イメー
ジの照明に一致させます。

 • クリエイティブな目的で使用するイメージの色をスタイライズする。たとえば、タイトルシーケンスのために、2 人
の俳優がダンスしているイメージから高コントラストの青みがかったシルエットを作ります。
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「カラーバランス」フィルタは、イメージの 3 つのカラーチャンネルの強度バランスを全体的に再調整するだけのも
のではありません。イメージの 3 つの色調ゾーン（シャドウ、中間色調、ハイライト）の色のバランスを再調整する
こともできます。それらの名前が付いた 3 つのカラーコントロールにより、イメージの色調の各ゾーンでカラーバラ
ンスを調整することができます。

ゾーンを調整するには、対応するカラーウェルをクリックして、Mac OS の「カラー」ウインドウを開いて、カラー
ホイールの中でドラッグします。イメージはドラッグに合わせてアップデートされます。特定のヒューの方向にドラッグ
すると、イメージのカラーバランスが再調整されて、そのヒューの色合いになります。カラーホイールの端に近付け
るほど、イメージの色合いが強くなります。

ヒント：色を調整するために、スライダ、Web セーフカラー、虫眼鏡ピッカーなど、OS X の「カラー」ウインドウ
にあるコントロールを使用できます。また、色を上部にあるカラーバーから下部の白い空の色見本にドラッグするこ
とで、よく使う色合いを保存することができます。空でない色見本をクリックすると、その色が選択されます。

イメージのシャドウ、中間色調、およびハイライトへの調整は、かなりの部分が重なり合っています。たとえば、シャ
ドウを調整すると、イメージの最も暗い部分に最も大きく影響しますが、その効果は中間色と暗い方のハイライトに
も影響します。これによって、調整がイメージの元の色とシームレスにブレンドされます。 

「カラーバランス」フィルタの使いかたの例については、754 ページの「カラーバランス」フィルタを使って 2 つの
合成されたレイヤーを一致させるを参照してください。

参考：「カラー」ウインドウのカラー・ホイール・パネルにある縦の明度スライダでも、コントラストを少し調整でき
ますが、イメージの全体的な明るさと暗さを調整するには、「コントラスト」または「レベル」フィルタを使うことを
お勧めします。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • シャドウ：イメージの最も暗い領域のカラーチャンネルを調整します。カラーウェルをクリックすると「カラー」ウ
インドウが開きます。そこで、イメージの最も暗い部分のカラーバランスを調整します。スポイトを使うと、イメー
ジのカラーバランスを調整するためのカラーをキャンバス内でサンプリングできます。開閉用三角ボタンをクリッ
クすると、赤、緑、および青チャンネルスライダが表示されます。数値の範囲は 0（カラーなし）～ 0.5（カラー
変更なし）～ 1.0（カラー最大）です。

 • 赤：赤のカラーチャンネルの暗部に適用するカラーのゲインを調整します。
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 • 緑：緑のカラーチャンネルの暗部に適用するカラーのゲインを調整します。

 • 青：青のカラーチャンネルの暗部に適用するカラーのゲインを調整します。

 • 中間色調：イメージの中間色調の領域のカラーチャンネルを調整します。カラーウェルをクリックすると「カラー」
ウインドウが開きます。そこで、シャドウとハイライトの間のカラーバランスを調整します。スポイトを使うと、イ
メージのカラーバランスを調整するためのカラーをキャンバス内でサンプリングできます。開閉用三角ボタンをク
リックすると、赤、緑、および青チャンネルスライダが表示されます。数値の範囲は 0（カラーなし）～ 0.5（カ
ラー変更なし）～ 1.0（カラー最大）です。

 • 赤：赤のカラーチャンネルの中間色調に適用するカラーのゲインを調整します。

 • 緑：緑のカラーチャンネルの中間色調に適用するカラーのゲインを調整します。

 • 青：青のカラーチャンネルの中間色調に適用するカラーのゲインを調整します。

 • ハイライト：イメージの最も明るい領域のカラーチャンネルを調整します。カラーウェルをクリックすると「カラー」
ウインドウが開きます。そこで、イメージの最も明るい部分のカラーバランスを調整します。スポイトを使うと、イ
メージのカラーバランスを調整するためのカラーをキャンバス内でサンプリングできます。開閉用三角ボタンをク
リックすると、赤、緑、および青チャンネルスライダが表示されます。数値の範囲は 0（カラーなし）～ 0.5（カ
ラー変更なし）～ 1.0（カラー最大）です。

 • 赤：赤のカラーチャンネルの明部の範囲に適用するカラーのゲインを調整します。

 • 緑：緑のカラーチャンネルの明部の範囲に適用するカラーのゲインを調整します。

 • 青：青のカラーチャンネルの明部の範囲に適用するカラーのゲインを調整します。

 • クリップカラー値：クリッピングのオン／オフを切り替えます。クリッピングは、色補正によってカラー値が許容さ
れている数値の範囲を超えるのを防ぎます。クリッピングでは、ビデオに出力されるクリップ内の違法な信号レベ
ルを防ぐことができます。このポップアップメニューには 4 つのオプションがあります：

 • なし：クリッピングは行われません。

 • 白：最大値 1 を超えるカラーチャンネルは、1 にクリップされます。

 • 黒：最小値 0 を下回るカラーチャンネルは、0 にクリップされます。

 • 黒と白：すべてのカラーチャンネルは、最小値 0 と最大値 1 にクリップされます。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

「カラーバランス」フィルタを使って 2 つの合成されたレイヤーを一致させる
この例は、「カラーバランス」フィルタを使って緑色スクリーン前景イメージの色をどのようにして背景プレートに一
致させるかを示しています。緑色スクリーンのクリップは、「キーイング」フィルタを使って背景レイヤーと合成され
ています。（「キーイング」フィルタの使いかたについて詳しくは、479 ページの「キーヤー」フィルタの概要 を参
照してください。）背景レイヤーは、「焦点ぼけ」フィルタと「コントラスト」フィルタを使って、（被写界深度を浅く
することで）暗い雰囲気でぼかすようにあらかじめ変更されています。

キーイング自体は成功していますが、女性を照らしている照明が背景を照らしている照明と完全には一致していませ
ん。

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 755

これは「カラーバランス」フィルタを使って補正できます。

「カラーバランス」フィルタを使って前景の被写体を背景のイメージに一致させる

 1 「ライブラリ」を開き、「フィルタ」カテゴリをクリックしてから、「色補正」カテゴリをクリックして、スタック内の色
補正フィルタを表示します。

 2 「カラーバランス」フィルタを、スタックから、「レイヤー」リストのコンポジットの最上位レイヤー（キーイングされ
た前景レイヤー）の上にドラッグします。

「カラーバランス」フィルタが「レイヤー」リストの「キーイング」フィルタの上に表示されます。

 3 「フィルタ」インスペクタで、「カラーバランス」コントロールの「ハイライト」カラーウェルをクリックします。

あるイメージと別のイメージの色温度を一致させる必要があるときは、ハイライトから始めることをお勧めします。

 4 OS X の「カラー」ウインドウで、カラーホイールの中心からオレンジ色（この例では背景レイヤーの照明の主要な
色）に向かってドラッグします。

カラーホイールでドラッグすると、キャンバス内のハイライトの色が変化して、前景イメージの最も明るいハイライト
の色が最も大きく変化します。中間色にはあまり影響はなく、シャドウはまったく影響されません。

After Color BalanceBefore

前景レイヤーのハイライトの色が、背景の同じハイライトの色と一致したら、この調整を止めます。

ヒント：「ハイライト」カラーコントロールのスポイトツールを使って、背景レイヤーのハイライト色をサンプリングす
ることもできます。（スポイトをクリックしてから、背景内の色をクリックします。）この方が調整は簡単ですが、最適
な色をサンプリングして自然な感じで一致させるのが難しいこともあります。
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減色
イメージの中の多種多様な色を、2 色、3 色、または 4 色の内から選んで、減色します。このフィルタは、「減色」
パラメータで選んだ代替色の数に応じて、イメージの中のすべての色を、使用可能な「マッチカラー」パラメータ
ごとに、ある範囲の色へと仕分けします。その上で、減色対象の色範囲をそれぞれ、あらかじめ選択した「置き換
え」の色で代替します。

2 色を選択した場合は、オブジェクトのカラー情報が、選択した 2 色に減らされ、3 色を選択した場合はカラー情
報が 3 色に減らされる、などとなります。

Original image Color Reduce filter (with defaults) applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • なめらかさ：減色する各領域間の、色の変化のなめらかさを設定します。値の範囲は、0（強いエッジ）～ 1（滑
らかなブレンド）です。

 • 減色：減色したオブジェクトでの色の数を選択します。「4 色」、「3 色」、または「2 色」から選びます。

 • マッチカラー 1：減色の解釈に用いる、最初の色を選びます。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開で
き、表示される「赤」、「緑」、および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶことができます。

 • 置き換え：「マッチカラー 1」で選択した色の代わりに使う色を選びます。

 • マッチカラー 2：減色の解釈に用いる 2 番目の色を選びます。

 • 置き換え：「マッチカラー 2」で選択した色の代わりに使う色を選びます。

 • マッチカラー 3：減色の解釈に用いる 3 番目の色を選びます。このパラメータは、「減色」が「3 色」または「4 
色」に設定されているときにのみ使います。

 • 置き換え：「マッチカラー 3」で選択した色の代わりに使う色を選びます。このパラメータは、「減色」が「3 色」
または「4 色」に設定されているときにのみ使います。

 • マッチカラー 4：減色の解釈に用いる 4 番目の色を選びます。このパラメータは、「減色」が「4 色」に設定さ
れているときにのみ使います。

 • 置き換え：「マッチカラー 4」で選択した色の代わりに使う色を選びます。このパラメータは、「減色」が「4 色」
に設定されているときにのみ使います。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。
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カラー化
イメージの中の白や黒の部分を、選択した色に置き換えます。イメージの中の白黒以外のすべての色は、選択した 
2 色の中間の範囲にリマップされます。

イメージの中の黒い部分を、白い部分よりも明るい色にリマップすると、カラー化による面白いネガのエフェクトを
得ることができます。

Original image Colorize filter (with defaults) applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 黒のリマップ：黒にマップする色を設定します。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、「赤」、「緑」、
および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶことができます。

 • 白のリマップ：白にマップする色を設定します。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、「赤」、「緑」、
および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶことができます。

 • 強度：カラー化の強度を設定します。値の範囲は、0（カラー化なし）～ 1.00 です。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

コントラスト
イメージの最も明るい部分と最も暗い部分の差を調整します。

Original image Contrast filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • コントラスト：オブジェクトに適用するコントラストの量を設定します。

 • ピボット：コントラストを調整する中心点を設定します。コントラスト調整点は、コントラストが 0 に設定されてい
る場合に表示されるレベルです。

 • スムーズコントラスト：コントラストの変化の最小値と最大値の両方における減衰を滑らかにします。

 • ルミナンスのみに適用：このチェックボックスを選択すると、コントラストが上昇したときにイメージのオーバーサ
チュレーションを防止できます。
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 • クリップカラー値：クリッピングのオン／オフを切り替えます。クリッピングは、色補正によってカラー値が許容さ
れている数値の範囲を超えるのを防ぎます。クリッピングでは、ビデオに出力されるクリップ内の違法な信号レベ
ルを防ぐことができます。このポップアップメニューには 4 つのオプションがあります：

 • なし：クリッピングは行われません。

 • 白：最大値 1 を超えるカラーチャンネルは、1 にクリップされます。

 • 黒：最小値 0 を下回るカラーチャンネルは、0 にクリップされます。

 • 黒と白：すべてのカラーチャンネルは、最小値 0 と最大値 1 にクリップされます。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

ガンマ
イメージの中間色調の部分での、白や黒の点は調整せずに、ブライトネスの相対的な配分を調整します。結果とし
ては、イメージの中の、ブライトネスが中くらいの領域は、明るく、または暗くなり、ハイライトや影の部分は、変
化なく見えます。そのため、色あせは生じません。

これは、露出に問題のあるイメージを補正する場合に大変便利なフィルタの 1 つで、「ブライトネス」フィルタを試
す前に、まず使ってみるべきフィルタです。

Original image Gamma filter applied

ヒント：以前のバージョンの「Motion」で作成したプロジェクトを開くと、以前のガンマ調整が失われることがあ
ります。「ガンマ」フィルタを使うと、エフェクトが再現されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ガンマ：ガンマ補正を設定します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

グラデーション着色
各ピクセルのカラー値を使ってグラデーションからのカラー値の適用を決定します。

Original image Gradient Colorize filter applied 
(using Rainbow gradient)
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • グラデーション：オブジェクトに適用するグラデーションプリセットを選択します。カスタムグラデーションを編集す
るのにも使用します。

グラデーションエディタの使いかたについて詳しくは、136 ページのグラデーションエディタの作業を参照してく
ださい。

 • オフセット：カラーの適用を定義するためにカラーホイールがオフセットされる量を度数で設定します。初期値は 
0 度です。

 • 繰り返し：グラデーションの繰り返し回数を範囲内で設定します。

 • 繰り返し方法：グラデーションを繰り返す際にグラデーションをマップする方法を設定します。設定できる値は、
「鏡像」（デフォルト）または「ラップ」です。このパラメータは、「繰り返し」が 1 より大きな数に設定されて
いる場合にフィルタに影響します。

 • マップチャンネル：イメージをカラー化する方法を決定するのに使うチャンネルを設定します。値を「ルミナンス」
（デフォルト）、「赤」、「緑」、「青」、または「アルファ」から選択します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

ヒュー／サチュレーション
イメージの「ヒュー」、「サチュレーション」、および「値」の各レベルを調整するコントロールがあります。「ヒュー」
コントロールでは、イメージの色の値が、角度によって表されます。「ヒュー」の角度を変更すると、色がイメージ
全体で均一にリマップされ、放送用モニタでヒューや位相のノブを回すのと同じ効果を得ることができます。

「サチュレーション」スライダは、イメージの色の強度を制御するもので、値を上げると色が鮮やかになり、下げる
とまったく色のないグレイスケールのイメージになります。値スライダでは、サチュレーションを下げたイメージの白
い部分や黒い部分を含め、イメージ内のすべての色の全体的な明るさや暗さを調整します。

Original image Hue/Saturation filter applied 
(Saturation set to –1)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ヒュー：カラーホイールのゼロ点を決めるのに使う調整角を設定します。

 • サチュレーション：オブジェクトの色のサチュレーションを設定します。範囲は、－ 1.0（カラー情報なし）～ 3.0 
です（0.0 はカラー調整なし）。

 • 値：オブジェクトに適用する強度の調整を設定します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

レベル
中間色調を調整するための「ガンマ」コントロールと併せて、イメージの白い点や黒い点を一度にリマップするため
の、各種コントロールがあります。「ヒストグラム」ではイメージを解析することができ、調整の内容を判断する際に
役立ちます。

このフィルタでの強力なオプションは、オブジェクトの、赤、緑、青、およびアルファの各チャンネルを個別に調整
できることです。

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 760

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ヒストグラム：オブジェクトの解析を表示します。デフォルトでは、RGB チャンネルが選択されます。ポップアッ
プメニューを使用して、「赤」、「緑」、「青」、および「アルファ」チャンネルを表示するよう選択できます。

開閉用三角ボタンをクリックすると、「RGB」、「赤」、「緑」、「青」、および「不透明度」パラメータグループが
表示されます。グループパラメータの開閉用三角ボタンをクリックすると、以下のスライダが表示されます：

 • ブラックイン：黒のイン点を設定します。設定値よりも下の値は、黒と見なされます。

 • ブラックアウト：出力に表示されるブライトネスの最低値を設定します。ほかの値は「ブラックアウト」値と「ブ
ラックイン」値の間で調整します。

 • ホワイトイン：白のイン点を設定します。設定値よりも上の値は出力されません。

 • ホワイトアウト：出力に表示されるブライトネスの最大値を設定します。ほかの値は「ブラックアウト」値と「ブ
ラックイン」値の間で調整します。

 • ガンマ：ガンマ補正の量を設定します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

ネガティブ
イメージの色と明るさを反転します。このフィルタは、スキャンしたネガのイメージをポジに変える場合に、使うこと
ができます。

Original image Negative filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

OpenEXR トーンマッピング
OpenEXR イメージにトーンマッピングを適用して、イメージをモニタに表示できるようにイメージのダイナミックレ
ンジを狭くします。「露出」、「カブリ除去」、「ニーポイント（低）」、および「ニーポイント（高）」の各パラメータ
を使用して、高ダイナミックレンジのイメージのピクセルをより狭いダイナミックレンジにマッピングする方法を制御
できます。

ヒント：推奨されるワークフローは、「OpenEXR トーンマッピング」フィルタをコンポジットの結果に適用すること
です。つまり、OpenEXR イメージにほかのフィルタを適用したり、イメージをプロジェクト内のほかのイメージとブ
レンドしたりした後で、「OpenEXR トーンマッピング」フィルタを適用します。

参考：Motion 5.0.2 以降に読み込まれた OpenEXR ファイルは、高ダイナミックレンジのイメージとして保持され、
イメージを特に変更しない限り、「Motion」の旧バージョンで表示した場合よりも明るく表示されます。バージョン 
5.0.2 より前の「Motion」では、読み込まれた OpenEXR イメージにトーンマッピングが強制的に適用されていま
した。Motion 5.0.2 以降では、OpenEXR イメージを含む古いプロジェクトを開くと「OpenEXR トーンマッピン
グ」フィルタが自動的にイメージに適用されるため、プロジェクトの元の外観は保持されます。

ヒント：OpenEXR ファイルとして書き出すイメージのフル・ダイナミック・レンジを保持するには、書き出す前に
「OpenEXR トーンマッピング」フィルタを無効にしてください。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 露出：表示されるイメージを明るくするか暗くして、イメージのレンジの最大値または最小値で細部を見やすくし
ます。

 • カブリ除去：イメージ内の「カブリ」の除去を試みます。録画中に、カメラの迷光によりイメージのカブリが発生
し、不要な光が現れることがあります。

 • ニーポイント（低）：イメージに表示される白および中間のグレイの最小値を設定します。「ニーポイント（低）」
と「ニーポイント（高）」の間の値は圧縮されるため、クリッピングを発生させずに、より広いレンジのピクセル
値を表示できます。

 • ニーポイント（高）：イメージに表示される白および中間のグレイの最大値を設定します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

セピア
オブジェクトをセピアトーンで色付けします。白と黒のポイントが濃淡のセピアカラーにリマップされます。色付けの
量は調整することができ、元の色とセピア色とを微妙に混ぜることも、イメージを完全に色付けすることもできます。

このフィルタでは、古い時代の西洋を演出できます。

Original image Sepia filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：オブジェクトに適用するセピア調の強さを設定します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

しきい値
イメージの中のすべての色を 2 色に減らし、オプションで、イメージの中に保持する中間色調の範囲を制限します。
このフィルタを適用すると、デフォルトではコントラストが非常に強い白黒イメージになりますが、白と黒を任意のカ
ラーに指定して調整することもできます。

Original image Threshold filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • しきい値：色を置き換える際の、選択領域のしきい値を設定します。しきい値により、オブジェクトのどの領域が
明るく、どの領域が暗いと見なされるかが決まります。

 • なめらかさ：置き換えに使われる色の間の変化のなめらかさを設定します。

 • 暗いカラー：オブジェクトの中で、暗いと判断された領域に使うカラーを設定します。カラーコントロールは開閉
用三角ボタンで展開でき、表示される「赤」、「緑」、および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶことが
できます。

 • 明るいカラー：オブジェクトの中で、明るいと判断された領域に使うカラーを設定します。カラーコントロールは
開閉用三角ボタンで展開でき、表示される「赤」、「緑」、および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶこ
とができます。

 • アルファの補正：半透明ピクセルを正しくレンダリングします。フィルタを適用したイメージのエッジにアーチファ
クトが見られる場合は、この設定を有効にします。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

色合い
イメージを単色で色付けします。イメージの中の影やハイライトの部分には、あまり影響がありませんが、あらゆる
中間色調の部分では、「強度」パラメータの値が大きくなるにつれ、しだいに色付けが強くなります。

Original image Tint filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • カラー：オブジェクトの色付けに使う色を選びます。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、表示さ
れる「赤」、「緑」、および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶことができます。

 • 強度：オブジェクトに適用される色合いの量を設定します。

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

YIQ 調整
YIQ 色空間で色補正を行います。YIQ 色空間の定義は、以前 NTSC 放送信号を表すのに使われていました。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • Y：Y カラーチャンネルの強度を設定します。（Y は輝度成分／グレイスケールの情報を表します。）

 • I：I カラーチャンネルの位相を設定します。（I は色相成分／クロマの情報を表します。）

 • Q：Q カラーチャンネルの位相を設定します。（Q は彩度成分／クロマの情報を表します。） 

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。
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YUV 調整
YUV（Y’CBCR）色空間で色補正を行います。YUV 色空間の定義は、NTSC および PAL 放送信号を表すのに使
われています。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • Y：Y カラーチャンネルの強度を設定します。（Y は輝度成分／明度の情報を表します。）

 • U：U カラーチャンネルの位相を設定します。（U はクロマ／カラーの情報を表します。）

 • V：V カラーチャンネルの位相を設定します。（V はクロマ／カラーの情報を表します。）

 • ミックス：元のイメージと色補正したイメージをブレンドする割合を設定します。

「ディストーション」フィルタ

「ディストーション」フィルタの概要
「ディストーション」フィルタを使用すると、オブジェクトをさまざまな方向に歪めたり、ねじったり、引っ張ったりし
て、シェイプを変更できます。

それぞれの「ディストーション」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）に
あるフィルタのリストを参照してください。

ブラックホール
イメージの一部を特定の中心点に向けて吸い込むように消滅させ、さらに、上、下、および両側面を内側に曲げて、
イメージを歪ませます。「量」パラメータの値を大きくすると、各サイドの曲がり具合が大きくなり、イメージが中心
点に向けて消滅する割合も大きくなります。「ポーク」フィルタにも同じような効果がありますが、こちらのフィルタ
ではイメージが消滅しません。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Black Hole filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：「ブラックホール」の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャ
ンバスで値が調整されます。

 • 量：オブジェクトを引き寄せる力の強さを設定します。デフォルト値の範囲は、0（引力なし）～ 3000（オブジェ
クト全体がブラックホールに引き込まれる）です。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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バルジ
あたかも何かに後ろから押されて外側に膨らんでいるかのように、イメージを変形します。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Bulge filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：膨らみの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値
が調整されます。

 • 量：膨らみの程度を設定します。

 • 調整：突き出す方向と比率を設定します。値を低くするとイメージが手前側に突き出して見え、高くすると後方側
に突き出して見えます。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

バンプマップ
凹凸のパターンを決めるソースのオブジェクトを用いて、あるオブジェクトを変形するもので、変位の程度を制御す
るパラメータがあります。ソースのオブジェクトとしては、どんなイメージ、ムービー、またはシェイプでも使うこと
ができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Bump Map filter applied

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 765

インスペクタに表示されるパラメータ
 • マップイメージ：選択したマップのサムネールを表示します。マップイメージを追加したり、現在のマップイメージ
を置き換えたりするには、オブジェクト（イメージ、シェイプ、テキストなど）をウェルにドラッグします。「マップ
イメージ」ウェルにオブジェクトを追加する方法については、130 ページのソースウェルを参照してください。

 • コントロール：マップコントロールを、次の 2 つの設定のいずれかに設定します：

 • 方向と量：マップの凹凸の角度と量をオフセットします。

 • 水平方向と垂直方向に縮小／拡大：マップを 1 つの座標軸（X または Y）でオフセットします。

 • 方向：「コントロール」ポップアップメニューが「方向と量」に設定されている場合は、バンプマップの凹凸の角
度を設定します。

 • 適応量：「コントロール」ポップアップメニューが「方向と量」に設定されている場合は、バンプマップの凹凸の
程度を設定します。正の値では押し上げられ、負の値では押し下げられます。

 • 左右に縮小／拡大：「コントロール」ポップアップメニューが「水平方向と垂直方向に縮小／拡大」に設定され
ているときに、マップオブジェクトの横方向の縮小／拡大率を設定します。

 • 上下に縮小／拡大：「コントロール」ポップアップメニューが「水平方向と垂直方向に縮小／拡大」に設定され
ているときに、マップオブジェクトの縦方向の縮小／拡大率を設定します。

 • エッジのくり返し：オブジェクトのエッジを繰り返すかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

ディスクワープ
イメージの中の、円形の領域の周辺で、イメージを外側に引き伸ばします。円の半径が大きくなるにつれて、イメー
ジが外側へ押し曲げられる歪みの程度が、強くなります。処理後の円盤の色は、その中心位置のピクセルの色の値
によって決まります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Disc Warp filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：円盤の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値が
調整されます。

 • 半径：円盤のサイズを設定します。オンスクリーンコントロールの外側の円をドラッグすると、キャンバスで「半
径」値が調整されます。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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ドロップレット
水たまりの水面に水滴が落ちたようなエフェクトをシミュレーションするもので、イメージは波紋に置き換えられま
す。このフィルタは、自動的にはアニメートされませんが、「太さ」パラメータをアニメートすることにより、中心か
ら波紋が広がるようなエフェクトを作り出すことができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Droplet filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ドロップレットエフェクトの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、
キャンバスで値が調整されます。

 • 半径：ドロップレットエフェクトの半径を設定します。オンスクリーンコントロールの内側の円をドラッグすると、
キャンバスで「半径」値が調整されます。内側と外側の円の間をドラッグすると、「半径」パラメータと「太さ」
パラメータが同時に調整されます。

 • 太さ：ドロップレットの波紋の幅を設定します。オンスクリーンコントロールの外側の円をドラッグすると、キャン
バスで「レンズの厚み」値が調整されます。内側と外側の円の間をドラッグすると、「太さ」パラメータと「半径」
パラメータが同時に調整されます。

 • 高さ：ドロップレットの波紋の高さを設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

地震
地震で揺れているように位置を調整して、アニメーションによる変位をオブジェクトに作り出します。3D グループは
このフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライ
ズを参照してください。

Original image Earthquake filter applied (using three layers)
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • ねじれ：変位におけるオブジェクトの回転量を設定します。

 • 横揺れ：横方向のイメージの最大変位量を設定します。

 • 縦揺れ：縦方向のイメージの最大変位量を設定します。

 • レイヤー：元のオブジェクトのコピーが重ねられる数を設定します。値を大きくするほど、モーションブラーの効
果が出ます。

 • 震源：地震の中心位置を設定します。ここを中心にしてツイストが発生します。「中心」オンスクリーンコントロー
ルをドラッグすると、キャンバスで「震源」値が調整されます。

 • ランダムシード：フィルタで変更されるフレームを決めるために使用するランダムシードの値を設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

魚眼
魚眼レンズを通して見たかのように、オブジェクトを歪めます。結果は、樽型歪曲という、超広角の歪みのエフェク
トになります。「魚眼」フィルタを使って「適応量」を適当に負の値にすると、広角レンズで撮影したイメージに生
じる樽型歪曲のエフェクトが得られます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Fisheye filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 半径：魚眼レンズエフェクトの半径を設定します。

 • 適応量：歪みの量と性質を設定します。値を低くすると凹面に歪み、高くすると凸面に歪みます。

 • 中心：魚眼エフェクトの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャン
バスで値が調整されます。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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上下／左右反転
イメージを、上下、左右、または上下左右に、反転します。3D グループはこのフィルタによってラスタライズされ
ます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

Original image Flop filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 上下／左右反転：オブジェクトの反転方向（「左右」、「上下」、または「上下／左右」）を設定します。

 • ミックス：元のイメージと反転したイメージをブレンドする割合を設定します。

びっくりハウス
遊園地のびっくりハウスにあるような、不自然な形の鏡によって生じる、像の歪みのシミュレーションを行います。
3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Fun House filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：びっくりハウスの鏡の、中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、
キャンバスで値が調整されます。

 • 幅：びっくりハウスの鏡の幅を設定します。

 • 量：びっくりハウスの鏡の歪みの程度を設定します。

 • 角度：びっくりハウスの鏡の、据え付けの角度を設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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ガラスブロック
オブジェクトを一連のタイルに切り分け、各タイルの中を部分的なイメージでオフセットして、模様のような複製のエ
フェクトを作り出します。タイルの数や、各タイルがオフセットされる量を、調整することができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Glass Block filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ガラスブロックエフェクトの起点の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグする
と、キャンバスで値が調整されます。

 • 調整：複製された部分の縮尺を設定します。

 • 角度：複製した部分を抽出する際のオフセット角を設定します。

 • タイルサイズ：ガラスブロックのサイズを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ガラスディストーション
シミュレーションによって、ガラスの破片を通して見たように、オブジェクトを変形するエフェクトを作り出します。イ
メージウェルでは、ガラスの模様として使うオブジェクトを割り当てることができ、そのオブジェクトには、どのよう
なイメージ、ムービー、またはシェイプでも使うことができます。その他のパラメータでは、歪みの大きさや量を制
御できます。

「ガラスディストーション」のフィルタを最初に適用した時点では、「入力を歪める」ウェルに真っ黒のイメージが適
用されているかのような動作になり、結果として、対象のオブジェクトは変形されません。
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3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Glass Distortion filter applied 
(using diamond image)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ガラスディストーションの並びの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグ
すると、キャンバスで値が調整されます。

 • 入力を歪める：選択したイメージマップのサムネールを表示します。「入力を歪める」ウェルにオブジェクトを追
加する方法については、130 ページのソースウェルを参照してください。

 • フィット：マップイメージの相対的な大きさを設定します。

 • X 方向：マップイメージの水平方向の縮小／拡大を設定します（「合わせる」チェックボックスの選択が解除され
ている場合）。

 • Y 方向：マップイメージの垂直方向の縮小／拡大を設定します（「合わせる」チェックボックスの選択が解除され
ている場合）。

 • 量：オフセットの量を設定します。

 • 柔らかさ：マップイメージに適用するブラーの度合いを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

複眼
六角形のディストーションパターンでイメージを敷き詰め、昆虫の視点を模倣します。3D グループはこのフィルタに
よってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してく
ださい。

Original image Insect Eye filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • サイズ：六角形のサイズをピクセル単位で設定します。

 • 屈折：それぞれの六角形に適用するディストーションの量を設定します。

 • 境界のサイズ：六角形の境界の幅をピクセル単位で設定します。

 • 境界のカラー：六角形の境界の色を選びます。開閉用三角ボタンを使って「赤」、「緑」、および「青」の各スラ
イダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

鏡像
イメージを縦に半分に分割し、半分を反転して、反射の像を作り出します。分割の中心点と反射の角度を、調整す
ることができます。このフィルタは、1980 年代のミュージックビデオで用いられていた魅力的な表現を再現するの
に最適です。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Mirror filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：鏡像の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値が
調整されます。

 • 角度：鏡像の向きの角度を設定します。

 • 縁のピクセルを繰り返す：「中心」または「角度」、あるいはその両方のパラメータが中心からオフセットされて
いるときは、縁のピクセルが繰り返されてシェイプの残りの部分が埋められます。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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ページめくり
ページがキャンバスの左上隅から右下隅にめくられるように、イメージをアニメートします。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Page Curl filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 方向：ページめくりのアニメーションを「開く」または「閉じる」に設定します。 

 • 角度：ページめくりの角度を指定します。または、「角度」オンスクリーンコントロール（中心の円と矢印の間に
ある小さい円）と「回転」コントロール（矢印）を使用することで、ページめくりの方向が設定されます。たと
えば、「角度」値が 180 度の場合、ページめくりはイメージの右端で始まります。 

 • 回転：ページめくりの回転を指定します。または、「回転」オンスクリーンコントロール（中心の円と矢印の間に
ある小さい円）と「角度」コントロール（矢印）を使用することで、ページめくりの方向が設定されます。たと
えば、「角度」を 180 度に設定し、「回転」を 130 度に設定すると、ページめくりはイメージの右上隅で始まり
ます。

 • 半径：ページめくりのサイズを指定します。値が大きいほど、ページめくりがゆっくりになります。

 • フェードアウト：ページめくりアニメーションに対するイメージの透明度を定義します。1 に設定すると、イメージ
はアニメーション全体を通して不透明です。100 に設定すると、イメージはアニメーションの最後まで透明です。

 • シャドウ：イメージのめくれる部分の下に表示される影の暗さを制御します。

 • ハイライト色：ページの背面のハイライト色を指定します。

 • 背景色：ページの背面の色と不透明度を指定します。

 • アニメート：ページめくりエフェクトのアニメーションのオン／オフを切り替えます。

 • パーセント：「アニメーション」チェックボックスの選択が解除されているときに、静止画像のページめくりの量を
定義します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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ポーク
上、下、両側面を内側に曲げることによってイメージを歪ませ、特定の中心点でオブジェクトをキャンバスに押し出
すように見せます。「量」パラメータの値が大きいほど、サイドが内側に大きく曲がるようになります。「ブラックホー
ル」フィルタにも同じような効果がありますが、こちらのフィルタではイメージの一部が中心で消えます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Poke filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：突いた跡の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバス
で値が調整されます。

 • 半径：ポークエフェクトの半径を設定します。値が高いほど、表示されるイメージが小さくなります。「調整」に 
0 より大きい値を設定しなければ、「半径」パラメータは効果を現しません。

 • 調整：歪みの大きさを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

極座標
イメージを直交座標から極座標に、またはその逆に変換します。

Original image Polar filter applied
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ヒント：「ストライプ」ジェネレータや「チェッカーボード」ジェネレータなど、横線や縦線が含まれるオブジェクトに
使用すると効果的です。「ラインスクリーン」フィルタやその他の関連フィルタを追加することによって、どんなイメー
ジでも同様の効果を作り出せます。 

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：極座標から直交座標または直交座標から極座標への歪みの中心点を設定します。「中心」オンスクリーン
コントロールをドラッグすると、キャンバスで値が調整されます。

 • 極座標から直交座標に：イメージに極座標から直交座標への歪みを適用します。このチェックボックスの選択を
解除すると、直交座標から極座標への歪みが適用されます。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

屈折
イメージにガラスのようなディストーションエフェクトを生み出します。オプションで等高マップを指定できます。3D 
グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループと
ラスタライズを参照してください。

Original image Refraction filter applied (using a height map)
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 柔らかさ：屈折させたエッジに適用する柔らかさの程度を設定します。

 • 屈折：イメージを歪ませる量を設定します。

 • 等高マップ：選択した等高マップのサムネールを表示します。等高マップは、イメージを屈折させる際のエッジを
規定します。「等高マップ」ウェルにオブジェクトを追加する方法については、130 ページのソースウェルを参照
してください。

 • マップチャンネル：イメージを屈折させる方法を決定するのに使うチャンネルを設定します。等高マップがある場
合、チャンネルは等高マップから選択されます。ない場合はソースオブジェクトから選択されます。値を「ルミナ
ンス」（デフォルト）、「赤」、「緑」、「青」、または「アルファ」から選択します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

リング状レンズ
イメージの上に輪の形をした歪みを作り出して、ドーナツのような膨らみを作ります。3D グループはこのフィルタに
よってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してく
ださい。

Original image Ring Lens filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：レンズの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値
が調整されます。

 • 半径：リングの半径を設定します。オンスクリーンコントロールの内側の円をドラッグすると、キャンバスで「半
径」値が調整されます。内側と外側の円の間をドラッグすると、「半径」パラメータと「太さ」パラメータが同時
に調整されます。

 • 太さ：リングの厚みを半径に対する比率としてパーセントで設定します。値の範囲は、0（厚みなし）～ 1.00（リ
ング状レンズ中央の穴なし）です。オンスクリーンコントロールの外側の円をドラッグすると、キャンバスで「レン
ズの厚み」値が調整されます。内側と外側の円の間をドラッグすると、「太さ」パラメータと「半径」パラメータ
が同時に調整されます。

 • 屈折：レンズの屈折の強さを設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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波紋
オブジェクトの表面で、波紋をアニメートします。このフィルタでは、自動的にアニメーションが行われ、適用先のイ
メージの表面に、波立つようなエフェクトが作り出されます。波高を調整して、波紋のエフェクトを増減することが
できます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Ripple filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：エフェクトの起点の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバス
で値が調整されます。

 • 波高：波の間隔を設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

スクレイプ
「回転」パラメータに指定した角度で、イメージが擦り付けたように変形されます。「スクレイプ」のエフェクトは、
中心点から始まり、オブジェクトのエッジまで続きます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Scrape filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：スクレイプの中心位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで
値が調整されます。

 • 回転：スクレイプの回転角を設定します。キャンバスで「回転」の値を調整するには、オンスクリーンコントロー
ルの外側のハンドルをドラッグします。

 • 量：スクレイプ範囲に広がるピクセル数のしだいに変化する量を設定します。値の範囲は、0（非常に緩やか）
～ 200（ハードエッジ）です。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

球
シミュレーションによって、イメージで球体を包んだようなエフェクトを作り出します。このフィルタを使用すると、マッ
プのイメージを地球の形に変えることができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Sphere filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：球の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値が調
整されます。

 • 半径：球の半径を設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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スターバースト
オブジェクトの中心から、単色の光線を放射します。色は、選択した中心点の周辺でのピクセル値から引き出され、
色の種類の数は、「半径」パラメータによって決まります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Starburst filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：スターバーストの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャン
バスで値が調整されます。

 • 半径：光線の色を決めるための、ピクセル抽出部分の半径を設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ストライプ
イメージを一連の縦縞模様に変えます。生成される縞模様の角度を、「角度」パラメータで変更することができます。
ストライプカラーは、「角度」パラメータで指定した角度で中心点を通るラインに沿ったピクセル値から導き出され
ます。色の配分は「オフセット」パラメータによって決まります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Stripes filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ストライプエフェクトの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、
キャンバスで値が調整されます。

 • 角度：縞模様の角度を設定します。オンスクリーンコントロールの外側のハンドルをドラッグすると、キャンバスで
「角度」値が調整されます。

 • オフセット：ピクセルカラー値の抽出の際の、ピクセル抽出の角度を設定します。
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 • ミックス：元のイメージと縞模様のイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ターゲット
「中心」の値で決まる点から外側に向かって、同心円状の帯を描きます。「ターゲット」の色は、選択した中心点の
周辺でのピクセル値から引き出され、色の配分は、「角度」パラメータによって決まります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Target filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ターゲットの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバス
で値が調整されます。

 • 角度：ターゲットの同心円の帯のピクセルを選択するのに使用する線の角度を設定します。オンスクリーンコント
ロールの外側のハンドルをドラッグすると、キャンバスで「角度」値が調整されます。

 • クロップ：イメージの元の枠線からはみ出した部分を切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

渦巻き
フォークでスパゲッティを巻き取るように、イメージをくるくると回します。イメージは、左右から中心に向かって、引
き伸ばされて渦を描くように見えます。渦巻きの量は、「渦」パラメータによって決まります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Twirl filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：渦の半径を設定します。値を大きくすると、イメージに与える影響が大きくなります。値の範囲は、0（イ
メージに与える影響なし）～ 1.00（イメージに与える影響の量が最大）です。オンスクリーンコントロールの外
側の円をドラッグすると、キャンバスで量が調整されます。

 • 渦：ねじれの量を設定します。オンスクリーンコントロールのハンドルをドラッグすると、キャンバスで「渦」値
が調整されます。

 • 中心：渦の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値が調
整されます。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと渦巻状のイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

水中
イメージに歪んだアニメーションを適用して、水を通して見た眺めをシミュレーションします。3D グループはこのフィ
ルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照
してください。

Original image Underwater filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サイズ：水中の波紋のサイズを設定します。値が小さいほど、水のシミュレーションに現れる波紋が多くなります。

 • 速度：歪みをアニメートする速度を設定します。

 • 屈折：イメージを歪ませる量を設定します。

 • エッジのくり返し：オブジェクトのエッジを繰り返すかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

波
イメージを歪めて、波打つ様子をシミュレーションします。「波」フィルタは自動的にはアニメートされませんが、「オ
フセット」パラメータをアニメートすることにより、波打つようなエフェクトを作り出すことができます。

パラメータのアニメーションについて詳しくは、327 ページの「パラメータ」ビヘイビアの概要を参照してください。 
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3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Wave filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 波高：波の振幅を設定します。

 • 波長：波の長さを設定します。

 • オフセット：波のオフセットを設定します。

 • 垂直：波が、縦に進むか、横に進むかを設定します。

 • エッジのくり返し：オブジェクトのエッジを繰り返すかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージと歪んだイメージをブレンドする割合を設定します。

「グロー」フィルタ

「グロー」フィルタの概要
「グロー」フィルタは、ブライトネスやカラーのエフェクトに、ブラーを組み合わせたものです。結果は、元のイメー
ジの上に重ねて自動的に再合成され、さまざまな様子になります。「グロー」は、フィルムでの各種エフェクトをシ
ミュレーションする際に、映像素材をさらに抽象化するための方法として使用して、作品中の要素を際立たせるため
のアクセントとして使用したりできます。

それぞれの「グロー」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるフィ
ルタのリストを参照してください。

オーラ
イメージの中の輪郭が明瞭な領域の周囲に、明るい、または暗い光のぼけを加えます。結果得ることのできる「グ
ロー」は、ソラリゼーションがかかったように見え、下地になっているイメージには輪郭ができて、「グロー」のエ
フェクトを通して見えます。

Original image Aura filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 内径：オーラの開始点から内側への広がりの量を設定します。

 • 外径：オーラの開始点から外側への広がりの量を設定します。

 • ブライトネス：オーラの明るさを設定します。

 • クロップ：オブジェクトの元の境界でオーラを切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

ブルーム
極端な露出過多によってフィルム上にハイライト部分が生じたようなエフェクトを、シミュレーションによって作り出
します。特定のしきい値を超えるハイライト部分をにじませ、さらに明るくしてから元のイメージと再合成します。イ
メージ内の上記の影響が及ばない部分には、この「グロー」のエフェクトとの間で相互作用がありますが、細部の
状態は保持されます。

Original image Bloom filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：ブルームの量を設定します。

 • ブライトネス：ブルームの明るさを設定します。

 • しきい値：ブルームが発生する、ルミナンスのしきい値を設定します。

 • 横：横方向のブルームの距離を設定します。

 • 垂直：縦方向のブルームの距離を設定します。

 • クロップ：オブジェクトの元の境界でブルームを切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

眩惑
イメージのハイライトの部分に、星形に輝くアクセントを付け加えます。また、カスタマイズにより、微妙なハイライ
トから色とりどりの風変わりな閃光まで、さまざまな光のエフェクトを作り出すことができます。

Original image Dazzle filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 量：輝きからのスパイクの半径を設定します。

 • 角度：スパイクの回転角を設定します。

 • 明度：グローの明度の量を設定します。

 • しきい値：グローが発生する、ルミナンスのしきい値を設定します。

 • スパイク数：グローから伸びる突起の数を設定します。

 • クロップ：グローが適用されたオブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

グルーム
ほのかな暗い輝きを作成します。イメージは暗くなり、微細な領域はならされて、より大雑把に色が付けられた部
分へと変化します。不気味なエフェクトです。

Original image Gloom filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 半径：グルーム部分の半径を設定します。

 • 量：グルームの量を設定します。値の範囲は、0（グルームなし）～ 2（最大のグルーム）です。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

グロー
基本的なグローエフェクトを作成します。カテゴリ中、最も基本的なグローのフィルタで、カスタマイズすることに
よって、さまざまなエフェクトを作成できます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 半径：グロー部分の半径を設定します。

 • 不透明度：グロー部分の不透明度を設定します。

 • しきい値：グローが発生する、ルミナンスのしきい値を設定します。

 • 柔らかさ：グローに適用する柔らかさの程度を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 784

光線
グローエフェクトを得るためには、「ブラー（ガウス）」ではなく「ブラー（ズーム）」を使います。指定した位置か
らオブジェクト全体に光線を放つエフェクトになります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Light Rays filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適応量：光線エフェクトの量を設定します。値を大きくすると、光線の長さが伸びます。

 • 中心：光源の中心点の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値
が調整されます。

 • グロー：光線の明るさの乗数を設定します。

 • 伸張：ソースオブジェクトの境界の外側に延びる光線の距離を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

周囲のグロー
イメージのアルファチャンネルに輝きを加えます。結果として、イメージの内側には影響を与えず、イメージの周辺
が輝きます。

Original image Outer Glow filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 半径：グローのサイズを設定します。

 • 明度：グローの明るさを設定します。

 • 内側のカラー：グローの内側の色を選びます。開閉用三角ボタンを使って「赤」、「緑」、および「青」の各スラ
イダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • 周囲のカラー：グローの周囲の色を選びます。

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 785

 • 範囲：グローの色の間のグラデーション位置を設定します。

 • 横：横方向のグローの量を設定します。

 • 垂直：縦方向のグローの量を設定します。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

オーバードライブ
元のイメージの一部をたくさん複製して色付けし、輝きを加えて合成することにより、アニメートされるグローエフェ
クトを作り出します。微細な部分は失われ、イメージのハイライト部分は強調されます。内側のグローおよび周囲の
グローの色はカスタマイズできます。

Original image Overdrive filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 強度：サンプル数を設定します。

 • サイズ：エフェクトの範囲を設定します。

 • 回転：数多くのオフセットの回転角を設定します。

 • 内側のグロー：輝きの内側の部分の色を選びます。開閉用三角ボタンを使って「赤」、「緑」、および「青」の
各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • 周囲のグロー：輝きの外側の部分の色を選びます。開閉用三角ボタンを使って「赤」、「緑」、および「青」の
各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • クロップ：オブジェクトを元の境界で切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

「シャープ」フィルタ

「シャープ」フィルタの概要
「シャープ」フィルタは、イメージの中のエッジ部分を強調する、コントラストの強いオーバーレイを作り出すことに
よって、イメージを鮮明にします。

それぞれの「シャープ」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるフィ
ルタのリストを参照してください。

シャープ
イメージの中の、エッジ部分周辺の色のコントラストを強調して、イメージを鮮明にします。
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3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Sharpen filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 強度：エフェクトの範囲を設定します。

 • 量：シャープにするためのコントラストを調整します。

 • ミックス：元のイメージとシャープなイメージをブレンドする割合を設定します。

アンシャープマスク
シャープネスに似たエフェクトを作成しますが、画質改善のための、より多くのオプションがあり、イメージを鮮明に
する度合いを制御することができます。3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズに
ついて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

Original image Unsharp Mask filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 半径：マスクのエフェクトの範囲を設定します。

 • 適応量：オブジェクトのエッジをシャープにする際の乗数の大きさを設定します。

 • しきい値：コントラストが強い範囲にあると判定されるルミナンスの差異のしきい値を、0 ～ 1 の範囲で設定し
ます。

 • 横：アンシャープマスクの横方向の幅を設定します。

 • 垂直：アンシャープマスクの縦方向の伸縮を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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「表現手法」フィルタ

「表現手法」フィルタの概要
イメージを歪めて変形するディストーションフィルタとは異なり、「表現手法」フィルタは、フィルム、テレビ、印刷
物など、さまざまなメディアをシミュレートします。

それぞれの「表現手法」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にある
フィルタのリストを参照してください。

ノイズを追加
選択したタイプのオーバーレイノイズをイメージに加えます。3D グループはこのフィルタによってラスタライズされ
ます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

Original image Add Noise filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 量：イメージに加えるノイズの量を設定します。

 • タイプ：イメージに加えるノイズのタイプを設定します。値は、「ピンクノイズ（テレビの雑音）」、「ホワイトノイズ
（一定）」、「ガウスノイズ（フィルムグレイン）」、および「ブルーノイズ（バンディングの軽減）」です。

 • モノクロ：加えるノイズをモノクロにするかカラーにするかを設定します。

 • ブレンドモード：イメージにノイズを加えるのに使うブレンドモードを設定します。ブレンドモードについては、
228 ページのブレンドモードの仕組みを参照してください。

 • 自動アニメーション：ノイズを自動的にアニメートするかどうかを設定します。

 • ランダムシード：ノイズの配置を生成するのに使うシードを設定します。このパラメータは、「自動アニメート」の
選択を解除した場合にのみ表示されます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

不良フィルム
古くなったり傷みがあったりするフィルムや再生装置をシミュレートします。このフィルタでは、アニメーションが行
われます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Bad Film filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • フォーカス量：投影レンズのピントのぼけ具合をシミュレートするためにイメージに適用するブラーの量を設定し
ます。 

 • フォーカスのずれ：「フォーカス量」パラメータで設定した量を変動させます。たとえば、「フォーカス量」を 3 に
設定し、「フォーカスのずれ」を 1 に設定すると、「フォーカス量」は 2 ～ 4 の間で変動します。 

 • ブライトネスの量：イメージの明るさを変えることによって、露出アンダーのフッテージやムラのある投影ランプ
をシミュレートします。

 • ブライトネスのずれ：「ブライトネスの量」パラメータで設定した量を変動させます。たとえば、「ブライトネスの
量」を 2.5 に設定し、「ブライトネスのずれ」を 2 に設定すると、「ブライトネス量」は 0.5 ～ 4.5 の間で変動
します。

 • サチュレーション量：エフェクトを調整して、年数が経過したフィルムをシミュレートします。値を 0 より低くする
とサチュレーションが低下し、色あせたフィルムのようになります。– 100 にするとサチュレーションが 0 になり、
白黒フィルムのようになります。0 より高くすると、オーバーサチュレーションになります。

 • サチュレーションのずれ：「サチュレーション量」パラメータで設定した量を変動させます。たとえば、「サチュレー
ション量」を－ 20 に設定し、「サチュレーションのずれ」を 10 に設定すると、「サチュレーション量」は－ 30 
～－ 10 の間で変動します。

 • 傷：フィルムに付いた傷をシミュレートします。値が高いほど、傷が増えます。

 • 傷のカラー：フィルムの傷の色を設定します。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、表示される
「赤」、「緑」、「青」、および「不透明度」の各スライダを使って正確に色を選ぶことができます。

 • 糸くず：フィルムに付いた糸くずをシミュレートします。値が高いほど、糸くずが増えます。

 • ほこり：フィルムに付いたほこりや汚れをシミュレートします。値が高いほど、汚れが増えます。

ヒント：糸くず、ほこり、および傷は不規則に現れるため、すべてのフレームに表示されるとは限りません。これ
らのスライダを調整してもエフェクトを確認できない場合は、クリップを再生してショット全体を通してエフェクト
を確認してください。

 • ジッター量：年配の人に高校生の頃を思い出させるような、ゲートに問題のある映写機を通した映像をシミュレー
トします。ジッターの量を増やすと、フィルムの横揺れが激しくなります。

 • ジッターのずれ：「ジッター量」パラメータで設定した量を変動させます。たとえば、「ジッター量」を 0.25 に設
定し、「ジッターのずれ」を 0.05 に設定すると、「ジッター量」は 0.2 ～ 0.3 の間で変動します。

 • フィルムグレイン：さまざまな種類のフィルムをシミュレートするためのグレインの量を設定します。

 • 変化の頻度：ずれに関するパラメータに設定した値を再計算する頻度（フレーム単位）を設定します。たとえば、
「変化の頻度」を 30 に設定し、「ジッター量」と「ジッターのずれ」を 0 よりも大きい値に設定した場合、ジッ
ターのパラメータが 30 フレームごとに再計算されて、ランダム性が増します。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を生成できます。このビヘイビアのほかのパラメータに基づい
て、一連の値を新しくランダムに生成するためにこの数値が使われます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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画質の悪いテレビ
映りの良くないアナログテレビをシミュレーションしたもので、ビデオ領域の走査線、ノイズ、ロールを誇張したよ
うな効果を与えます。3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、
1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

Original image Bad TV filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 波状：ビデオ領域に適用する横のオフセットの量を設定します。

 • ロール：イメージに適用する縦のオフセットの量を設定します。イメージ全体は表示されますが、イメージはロー
ルラインで分割され、シーンの見えない部分がロールラインに沿って表示されます。

 • 雑音：イメージに加えられるノイズの量を設定します。

 • 色の同期：イメージに適用する横の RGB チャンネルオフセットの量を設定します。

 • サチュレーション向上：イメージに適用されるカラーサチュレーションの量を設定します。負の値ではサチュレー
ションが少なくなり、正の値では追加されます。

 • 走査線のブライトネス：イメージに適用したビデオ走査線のブライトネスを設定します。

 • 走査線の割合：イメージに適用したビデオ走査線の幅を設定します。

 • 走査線の数：イメージに加える走査線の量を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

円形スクリーン
イメージをコントラストの強いグレイスケールに減色してから、その結果を同心円状のパターンで覆い、エッチング
の網掛けの手法をシミュレートします。イメージは、円形のパターンの太さを変えて表示することができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Circle Screen filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：円形スクリーンの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャン
バスで値が調整されます。

 • 調整：円形スクリーンの大きさを設定します。

 • コントラスト：コントラストのレベルを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

円
イメージに楕円形のファセットを追加して、モザイク状の外観にします。各ファセットは、それぞれの中心からカラー
サンプルを取り込みます。ほかのモザイクフィルタとは異なり、ファセットのエッジが噛み合わないので、ファセット
の隙間でエフェクトが適用されていない部分は元のイメージがそのままの状態で表示されます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Circles filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サイズ：ファセットのサイズを設定します。

 • 減衰：ファセットのエッジで行われるアルファブレンドの量を設定します。

 • 反転：ファセットを楕円形にするか、楕円形カットアウトのタイルにするかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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カラーエンボス
イメージ内のコントラストの強いエッジの部分を、イメージの中で使われている色を暗くした色でなぞります。それに
よって、元のイメージの色を保ちつつ、オブジェクトがキャンバスに刻印されたように見えます。「方向」と「レリー
フ」の量とを調整することができます。

Original image Color Emboss filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 方向：オフセットエンボスの方向の角度を設定します。

 • レリーフ：オフセットの量を設定します。

 • クロップ：イメージの元の枠線からはみ出した部分を切り取るかどうかを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

結晶化
シミュレーションによって、不規則なファセット（切り子面）の模様が連続して刻まれたガラスを通して、イメージを
見たようなエフェクトを作り出します。モザイク状のファセットによって、イメージは結晶化したような見えかたにな
ります。このフィルタでは、自動的にアニメーションが行われ、「速度」パラメータの値に応じて、ファセットがずれ
たり方向を変えたりするように見えます。ファセットが移動しないようにするには、「速度」を 0（ゼロ）に設定しま
す。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Crystallize filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サイズ：ファセットのサイズを設定します。

 • 速度：ファセットのアニメーションの速度を設定します。

 • スムーズ：ファセットの色を、置き換えられる領域の平均値と、ファセットの中央から取り出したサンプルのどち
らに基づいて決めるかを設定します。

 • ぼかし：ファセットのエッジに適用するぼかしの量を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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エッジ
イメージのルミナンスを解析して、ブライトネスの領域間のコントラストを強くすることで、エッジを目立たせるエフェ
クトを作り出します。検出されたエッジがなぞられ、その他のあらゆる細部は、黒色に置き換えられます。細部が除
去される量は、「強度」パラメータの値によって決まります。結果得ることのできるハイライトの色は、元のイメージ
の色を強めて変色したものになります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Edges filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 強度：エッジの強度を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

押し出し
手前側と後方側を作成して間隔を空け、それらがつながるようにエッジを押し出すことによって、オブジェクトの奥行
きをシミュレーションします。

参考：このフィルタは奥行きをシミュレートするだけで、「押し出し」フィルタを適用したオブジェクトが「Motion」
の 3D 成分と相互に作用することはありません。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Extrude filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 角度：オブジェクトが押し出される角度を設定します。オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバス
で値が調整されます。

 • ディスタンス：オブジェクトが押し出される距離を設定します。オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャ
ンバスで値が調整されます。

 • クリッピング：押し出しがクリップされる距離を設定します。
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 • 後方側のサイズ：後方のオブジェクトのサイズを、元のサイズとの比で設定します。

 • 表面のブライトネス：オブジェクトの表面に適用するブライトネスレベルを設定します。

 • 手前側のブライトネス：オブジェクトの手前側に適用するブライトネスレベルを設定します。

 • 後方側のブライトネス：オブジェクトの後方側に適用するブライトネスレベルを設定します。

 • 押し出しのスタイル：オブジェクトのサイドを押し出すときに使う方法を選択します。「陰影」または「グラデー
ション」を選択できます。「陰影」を選択すると、オブジェクトのエッジのピクセルのカラー値が押し出しに沿って
使われます。「グラデーション」を選択すると、グラデーションプリセットまたはカスタムグラデーションが使用で
きます。

 • グラデーション：オブジェクトに適用するグラデーションプリセットを選択します。カスタムグラデーションを編集す
るのに使うこともできます。グラデーションは「押し出しのスタイル」が「グラデーション」に設定されていると
きにのみ、適用されます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ハーフトーン
印刷に使うハーフトーンスクリーン技法のシミュレーションによって、イメージを白黒に減色するもので、イメージの
影やハイライトが、大小の点のパターンで再現されます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Halftone filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ハーフトーンの点の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャ
ンバスで値が調整されます。

 • 角度：点の配列の角度を設定します。

 • 調整：ハーフトーンの点の大きさを設定します。

 • コントラスト：最も明るい点と最も暗い点との間のコントラストの強さを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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線刻スクリーン
ハーフトーンのペン描きによる陰影画法のシミュレーションを用いて、イメージを白黒に減色するもので、イメージ
の影やハイライトが、細かい平行線による陰影のパターンで再現されます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Hatched Screen filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：線刻スクリーンの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャン
バスで値が調整されます。

 • 角度：線刻スクリーンの角度を設定します。

 • 調整：線刻スクリーンの大きさを設定します。

 • ゆがみ：線刻スクリーンの歪みの度合いを設定します。

 • ストレッチ：線刻スクリーンの伸長の度合いを設定します。

 • コントラスト：明るい領域と暗い領域との間のコントラストの相対的な強さを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ハイパス
イメージの中の細かい領域を強調し、結果得られたイメージの色にスタイライズを施して、サイケデリックな誇張
を生み出すものです。3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、
1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

Original image Highpass filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 半径：処理される細部の、分散の範囲を設定します。値の範囲は、0（色の全域）～ 100（最も微細な部分の
み）です。

 • 適応量：強調の度合いを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

凹凸
光沢感とバンプマップのエフェクトを与え、くぼんで見える部分と平らに見える部分とを作り出します。3D グループ
はこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタラ
イズを参照してください。

Original image Indent filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 柔らかさ：平坦域と隆起域の境目の柔らかさを設定します。

 • ブライトネス：オブジェクトのブライトネスレベルを設定します。

 • アンビエント：オブジェクトに当たるアンビエントライトの量を設定します。

 • ハイライト部分のブライトネス：オブジェクトのハイライト部分に適用されるブライトネスの量を設定します。

 • ハイライト部分のシャープネス：オブジェクトのハイライト部分に適用されるシャープネスの量を設定します。

 • 光の方向：環境光がオブジェクトに当たる角度を度数で設定します。

 • 深度：平坦域と隆起域の境目の深度を設定します。

 • 等高マップ：選択した等高マップのサムネールを表示します。等高マップがある場合は、等高マップを使って
オブジェクトの平坦域と隆起域を決定します。「等高マップ」ウェルにオブジェクトを追加する方法については、
130 ページのソースウェルを参照してください。

 • マップチャンネル：イメージの平坦域と隆起域を決定するのに使用するオブジェクトからチャンネルを設定します。
等高マップがある場合、チャンネルは等高マップから選択されます。ない場合、値は「ルミナンス」（デフォルト）、
「赤」、「緑」、「青」、または「アルファ」です。

 • 伸ばして合わせる：フィルタを適用したオブジェクトのサイズに合わせて、等高マップをストレッチさせるかどうか
を設定します。

 • 等高マップの X スケール：等高マップの幅を決めるのに使うスケールを設定します。このパラメータは、「伸ばし
て合わせる」チェックボックスの選択を解除すると、使用できるようになります。

 • 等高マップの Y スケール：等高マップの高さを決めるのに使うスケールを設定します。このパラメータは、「伸ば
して合わせる」チェックボックスの選択を解除すると、使用できるようになります。

 • 等高マップの X オフセット：等高マップを横方向に配置するのに使うオフセットの量を設定します。このパラメー
タは、「伸ばして合わせる」チェックボックスの選択を解除すると、使用できるようになります。

 • 等高マップの Y オフセット：等高マップを縦方向に配置するのに使うオフセットの量を設定します。このパラメー
タは、「伸ばして合わせる」チェックボックスの選択を解除すると、使用できるようになります。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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線画
オブジェクト内のブライトネスの異なる領域間でコントラストの強い境界のエッジを検出し、そのエッジをなぞって、
イメージ内のその他の細部を「紙のカラー」パラメータで指定した色に減色します。結果作り出される輪郭の色も
調整することができます。紙に描いた線画のようなエフェクトが得られます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Line Art filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • しきい値：エッジ検出のしきい値を設定します。

 • なめらかさ：線と背景との間の変化のなめらかさを設定します。

 • 紙のカラー：用紙の色を設定します。カラーコントロールは開閉用三角ボタンで展開でき、表示される「赤」、
「緑」、および「青」の各スライダを使って正確に色を選ぶことができます。

 • 紙の不透明度：紙の不透明度を設定します。

 • インクカラー：線画に使うインクの色を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

ラインスクリーン
イメージをコントラストの強いグレイスケールに減色してから、直線のパターンでイメージを覆い、エッチングの網掛
けの手法をシミュレートします。イメージは、平行線のパターンの太さを変えて表示することができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Line Screen filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ラインスクリーンの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャ
ンバスで値が調整されます。

 • 角度：ラインスクリーンの角度を設定します。

 • 調整：ラインスクリーンの大きさを設定します。
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 • ゆがみ：ラインスクリーンの歪みの度合いを設定します。

 • ストレッチ：ラインスクリーンを引き伸ばす量を設定します。

 • コントラスト：明るい領域と暗い領域との間のコントラストの相対的な強さを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

縮小／拡大
指定した範囲内のピクセルのカラー値について最大値と最小値を選択し、イメージを柔らかにパターン化します。そ
の結果、オブジェクトの明るい、または暗い領域が、柔らかなブロック状の部分へと、しぼんだり膨らんだりします。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image MinMax filter applied (dark areas dilated)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • モード：エフェクトのモードを設定します。「最小」および「最大」のモードが使えます。

 • 半径：エフェクトの範囲を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

ノイズディゾルブ
「ノイズディゾルブ」フィルタは、オブジェクトにノイズのパターンを加えることで、オブジェクトを薄れさせます。「ディ
ゾルブ量」パラメータの値を大きくすると、イメージは、しだいに侵食されていきます。ノイズのある領域ではアル
ファチャンネルがゼロに設定されているため、「ディゾルブ量」が大きくなるにつれて、背景のイメージが現れてき
ます。

Original image Noise Dissolve filter applied 
(Dissolve Amount = 50%)
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • ディゾルブ量：ノイズによってディゾルブをかけられるピクセルの割合をパーセントで設定します。

 • ランダムシード：ノイズを配置する際、シードに使う数を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

ピクセル化
オブジェクトから取り出した色を使って、イメージをブロック状のモザイクにします。ブロックの大きさを、増減する
ことができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Pixellate filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：ピクセル化エフェクトの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、
キャンバスで値が調整されます。

 • 調整：ピクセル化の大きさを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ポスタライズ
イメージに含まれる色の数を、カラーチャンネル当たりで設定した数に減らします。この数の設定は、「レベル」パ
ラメータを使って行います。

Original image Posterize filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • レベル：ポスタライズの段階の数を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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レリーフ
オブジェクトや等高マップのカラー値を使って等高頂点を計算し、3D 等高マップのアピアランスを作成します。

参考：このフィルタは奥行きをシミュレートするだけで、「レリーフ」フィルタを適用したオブジェクトは「Motion」
の 3D アスペクトと相互に作用しません。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Relief filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 手前：等高マップの手前の中心点の位置を設定することにより、等高頂点が投射される方向を決定します。値は
座標で表されます。内側または外側のオンスクリーンコントロールをドラッグすると、この値が調整されます。

 • 手前側のサイズ：手前のオブジェクトのサイズを、元のサイズとの比で設定します。

 • 後方：等高マップの後方の中心点の位置を設定することにより、等高頂点が投射される方向を決定します。値は
座標で表されます。内側または外側のオンスクリーンコントロールをドラッグすると、この値が調整されます。

 • 後方側のサイズ：後方のオブジェクトのサイズを、元のサイズとの比で設定します。

 • ファジーネス：等高頂点に適用するファジーネスの量を設定します。の値が高くなるほど、等高頂点のエッジは
柔らかくなります。

 • 等高マップ：選択した等高マップのサムネールを表示します。等高マップがある場合、等高頂点を計算するのに
使われます。「等高マップ」ウェルにオブジェクトを追加する方法については、130 ページのソースウェルを参照
してください。

 • マップチャンネル：等高頂点を計算するのに使うチャンネルを設定します。等高マップがある場合、チャンネル
は等高マップから選択され、ない場合はソースオブジェクトから選択されます。値を「ルミナンス」（デフォルト）、
「赤」、「緑」、「青」、または「アルファ」から選択します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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スリットスキャン
SF 映画の「スターゲート」のようなイメージを作り出すのに使われるスリットスキャン処理をシミュレーションして、
飛び去るようなアニメーションエフェクトを作り出します。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Slit Scan filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：スリットの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで
値が調整されます。

 • 回転：スリットの回転角を設定します。

 • 速度：シミュレーションの速度を設定します。

 • 遠近：オブジェクトに対する遠近法の角度を設定します。

 • グロー：スリット部分の輝きの強さを設定します。

 • グローカラー：スリット部分の輝きの色を選びます。開閉用三角ボタンを使って「赤」、「緑」、および「青」の
各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • オフセット：スリットの上と下の要素間のオフセット量を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

スリットトンネル
SF 映画の「ワープトンネル」のようなイメージに使われる円形のスリットスキャンを用いてシミュレーションを行い
ます。このフィルタでは、自動的にアニメーションが行われ、飛んでいくようなエフェクトを作り出します。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Slit Tunnel filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：トンネルの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで
値が調整されます。

 • 回転：オブジェクトが動いている間の回転角を設定します。

 • 速度：シミュレーションの速度を設定します。

 • 遠近：オブジェクトに対する遠近法の角度を設定します。

 • グロー：トンネルの最後のグローの量を設定します。

 • グローカラー：トンネルの最後のグローの色を選択します。開閉用三角ボタンを使って「赤」、「緑」、および「青」
の各スライダを表示し、色を正確に選ぶことができます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

テクスチャスクリーン
「マップイメージ」パラメータで指定したソースのオブジェクトを使って、対象を覆います。ソースのイメージには、ど
んなイメージ、ムービー、またはシェイプも利用できます。デフォルトでは、「テクスチャスクリーン」は「マップイ
メージ」ウェルに黒のイメージが適用されているかのようになり、サチュレーションが低下して色あせた印象になり
ます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Texture Screen filter applied 
(using a circle image)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • マップイメージ：スクリーンを生成するために選んだマップのサムネールを表示します。「マップイメージ」ウェル
にオブジェクトを追加する方法については、130 ページのソースウェルを参照してください。

 • 中心：テクスチャスクリーンの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、
キャンバスで値が調整されます。

 • 角度：テクスチャスクリーンを配置する角度を設定します。

 • ゆがみ：マップイメージに適用される歪みの程度を設定します。

 • ストレッチ：マップイメージに適用される伸長の度合いを設定します。

 • 調整：マップイメージに適用される調整を設定します。 

 • コントラスト：スクリーンがイメージに与えるコントラストの強さを設定します。

 • しきい値：ルミナンスマップの明るさを決める背景イメージの明るさのしきい値を設定します。

 • ノイズコントラスト：ノイズに加えられるコントラストの量を設定します。

 • ノイズ量：ノイズの量を設定します。
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 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ビネット
一部のカメラレンズを通して見られる、イメージの光量が減少し、周辺部でぼやけるエフェクトの特性をシミュレート
します。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Vignette filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • サイズ：ビネットのサイズを設定します。サイズを大きくすると、ビネットの影響を受けるオブジェクトの領域が増
えます。オンスクリーンコントロールの内側のリングをドラッグすると、この値が調整されます。内側と外側のリン
グの中心をドラッグすると、「サイズ」および「減衰」値が同時に調整されます。

 • 減衰：ビネットの枠線に適用するぼかし入れの量を設定します。減衰量を上げると、ビネットのエッジは柔らかく
なります。オンスクリーンコントロールの外側のリングをドラッグすると、この値が調整されます。内側と外側のリ
ングの中心をドラッグすると、「サイズ」および「減衰」値が同時に調整されます。

 • 中心：ビネットの中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで
値が調整されます。

 • ブラー量：ビネットによって影響を受けるイメージの部分に適用されるブラーの度合いを設定します。

 • 減光：ビネットによって影響を受けるイメージの部分が暗くなる量を設定します。

 • サチュレーション：ビネットによって影響を受けるイメージの部分に適用されるカラーサチュレーションの量を設定
します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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ウェービースクリーン
イメージをコントラストの強いグレイスケールに減色してから、折れ線のパターンで結果のイメージを覆い、エッチ
ングの網掛けの手法をシミュレートします。イメージは、さまざまな厚さのジグザグ線のパターンで表示されます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Wavy Screen filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 波高：波の振幅を設定します。

 • 波長：波長を設定します。

 • 調整：波の大きさを設定します。

 • コントラスト：スクリーンのコントラストを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

「タイリング」フィルタ

「タイリング」フィルタの概要
「タイリング」フィルタは、モザイク状に並べられたシェイプを使って、単純なものから複雑なものまでのジオメトリッ
クな模様を作り出します。

それぞれの「タイリング」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にある
フィルタのリストを参照してください。

万華鏡
万華鏡を通してイメージを見た状態のエフェクトをシミュレーションします。自動的にはアニメートされませんが、「オ
フセットの角度」パラメータをアニメートすることにより、万華鏡を回してイメージパターンを回転させるようなエフェ
クトのシミュレーションを行うことができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Kaleidoscope filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：万華鏡の中心の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバスで値
が調整されます。

 • セグメントの角度：各三角形タイルの頂点での角度を設定します。オンスクリーンコントロールの外側のハンドル
をドラッグすると、この値が調整されます。

 • オフセットの角度：万華鏡全体の回転を設定します。値の範囲は、0 ～ 360 です。オンスクリーンコントロール
の内側のハンドル（中心と外側のハンドルの間）をドラッグすると、この値が調整されます。

 • 部分セグメント：部分セグメントを万華鏡の半径に合わせるかどうかを設定します。「部分セグメント」の選択を
解除すると、万華鏡の半径方向に同じサイズのファセット（切り子面）をマップするためにセグメントが変形され
ることがあります。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

カレイドタイル
長方形のファセットを持つ万華鏡でのぞいた状態をシミュレートします。このフィルタは自動的にはアニメートされ
ませんが、「角度」パラメータをアニメートすることにより、万華鏡を回してイメージパターンを回転させるようなエ
フェクトのシミュレーションを行うことができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Kaleidotile filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：カレイドタイルエフェクトの起点を設定します。オンスクリーンコントロール（ボックス）の中心をドラッグ
すると、キャンバスでこの値が調整されます。

 • 幅：カレイドタイルエフェクトの反射像の小面の幅を設定します。オンスクリーンコントロールの右または左の中
心のハンドルをドラッグすると、この値が調整されます。コーナーハンドルをドラッグすると、「幅」および「高さ」
パラメータが同時に調整されます。

 • 高さ：反射像の各小面の高さを設定します。オンスクリーンコントロールの上または下の中心のハンドルをドラッ
グすると、この値が調整されます。コーナーハンドルをドラッグすると、「高さ」および「幅」パラメータが同時
に調整されます。

 • 角度：反射像の小面の回転角を設定します。コーナーハンドルを弧を描くようにドラッグすると、この値が調整さ
れます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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オフセット
オブジェクトをタイルとして扱い、横および縦の起点をオフセットしながらも、オブジェクト全体を表示します。3D グ
ループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラ
スタライズを参照してください。

Original image Offset filter applied (Mix = 50%)

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 横オフセット：オブジェクトの横方向でのオフセットを設定します。

 • 縦オフセット：オブジェクトの縦方向でのオフセットを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

平行四辺形タイル
平行四辺形のファセットを持つ万華鏡でのぞいた状態をシミュレートします。このフィルタは自動的にはアニメートさ
れませんが、「角度」パラメータをアニメートすることにより、万華鏡を回してイメージパターンを回転させるような
エフェクトのシミュレーションを行うことができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Parallelogram Tile filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：平行四辺形タイルのエフェクトの起点の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグ
すると、キャンバスで値が調整されます。

 • 角度：反射像の小面の回転角を設定します。

 • 鋭角：平行四辺形の 2 辺がなす鋭角を設定します。

 • タイルサイズ：反射像の小面のサイズを設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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変形タイル
イメージを無限にタイルし、シミュレーションによる 3 次元空間の格子の上にマップします。「変形タイル」を使うと、
遠くまで広がっていくビデオの壁が無限に繰り返されます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Perspective Tile filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 左上：格子の左上隅の位置を設定します。オンスクリーンコントロールのハンドルをドラッグすると、右と左のタ
イル値が調整されます。

 • 右上：格子の右上隅の位置を設定します。

 • 右下：格子の右下隅の位置を設定します。

 • 左下：格子の左下隅の位置を設定します。

参考：オンスクリーンコントロールのハンドルをドラッグすると、「左上」、「右上」、「右下」、「左下」値が調整さ
れます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

ランダムタイル
円形パネルにイメージを不規則なパターンでタイル状に並べます。3D グループはこのフィルタによってラスタライズ
されます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

Original image Random Tile filter applied
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：タイルが生成されるオブジェクトの中心点を設定します。値は座標で表されます。「中心」オンスクリーン
コントロールをドラッグすると、キャンバスで値が調整されます。

 • 半径：各タイルの半径を設定します。

 • ぼかし：各タイルのエッジに適用するぼかしの量を設定します。

 • シード：タイルを配置したり重ねたりする際にシードとして使う数を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

タイル
イメージをタイル状に並べます。タイルの数は、「調整」パラメータの値によって決まります。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Tile filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：タイルのエフェクトの起点の位置を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャ
ンバスで値が調整されます。

 • ゆがみ：タイルに適用する歪みの程度を設定します。

 • 調整：タイルの調整の度合いを設定します。

 • ストレッチ：縦方向に引き伸ばす量を設定します。 

 • 角度：タイルの回転角を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。
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三角タイル
イメージを三角形のパネルでタイル状に並べます。効果としては、「万華鏡」フィルタに似ています。このフィルタ
は自動的にはアニメートされませんが、「角度」パラメータをアニメートすることにより、万華鏡を回してイメージパ
ターンを回転させるようなエフェクトのシミュレーションを行うことができます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

Original image Triangle Tile filter applied

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 中心：タイルのエフェクトの起点を設定します。「中心」オンスクリーンコントロールをドラッグすると、キャンバ
スで値が調整されます。

 • 角度：三角形の回転角を設定します。

 • タイルサイズ：三角形のサイズを設定します。 

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

 • OSC を公開：「Final Cut Pro X」にフィルタのオンスクリーンコントロールを公開します。「Final Cut Pro」で
使うコンテンツの作成について詳しくは、378 ページの「Final Cut Pro X」のテンプレートの概要 を参照して
ください。

「時間」フィルタ

「時間」フィルタの概要
ほかのフィルタはオブジェクトを 2 次元や 3 次元で処理しますが、「時間」フィルタはオブジェクトを時間的に処理
します。「時間」フィルタは、通常、動きのある撮影素材を編集するために使われます。

それぞれの「時間」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるフィル
タのリストを参照してください。

エコー
フレームを繰り返すことで、オブジェクトの動きに視覚的なエコーのエフェクトをかけます。結果として、イメージの
中の動きのある領域が軌跡の筋を残します。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ディレイ：エコー間のディレイの量を設定します。値の範囲は、0.1 ～ 1 です。値 0.1 はゼロフレームのエコー、
値 1 は 60 フレームのエコーを表します。

 • 数：エコーの数を設定します。

 • ディケイ：エコーが減衰するのに要する時間の長さを設定します。

 • 適応量：各エコーの相対的な不透明度を設定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

67% resize factor



 第 19 章    フィルタ 809

スクラブ
クリップでバーチャル再生ヘッドを動かします。「タイムライン」上で操作することなくそのクリップのタイミングを変
更できます。さらに、このフィルタでは、オフセットのパラメータをアニメートすることもでき、面白い効果が得られ
ます。「スクラブ」フィルタをクリップに追加し、次に「ランダム化」ビヘイビアの「オフセットの開始」パラメータ
を「現在のフレーム」に設定して、「フレーム」オフセットに適用してみてください。また、最初のフレームにオフ
セットを設定してから、「フレームのオフセット」を使って目的のフレームを検索することで、ホールドフレームを作
成することもできます。

重要：「スクラブ」はクリップオーディオには影響しません。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • フレームのオフセット：バーチャル再生ヘッドのオフセットを設定します。

 • オフセットの開始：バーチャル再生ヘッドのオフセット位置を設定します。値は、「最初のフレーム」または「現
在のフレーム」です。

 • フレームの合成：フレーム間の合成のオン／オフを切り替えます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

ストロボ
設定した継続時間だけフレームを保持して、イメージにストロボのエフェクトを加えます。その結果、動くイメージ
が、再生中、コマ落ちのように見えます。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ストロボレート：1 秒当たりの再生フレーム数を制御します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

軌跡
オブジェクトの動きに沿って、明るい軌跡または暗い軌跡を描きます。このフィルタは、動くイメージにのみ有効で
す。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 継続時間：軌跡の継続時間を設定します。

 • エコー：オブジェクトに追従する軌跡の数を設定します。

 • ディケイ：軌跡を時間の経過と共に減衰させるか、あるいは継続時間が終わると同時に消滅させるかを設定しま
す。

 • 軌跡：軌跡の値タイプを設定します。「明るい」または「暗い」に設定できます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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ワイドタイム
現在のフレームの前後のフレームを持続し、イメージの動きを時間に沿って引き伸ばします。 

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 継続時間：現在フレームと混ぜ合わせる前後のフレームの数を設定します。

 • ディケイ：加えられたフレームが保持される時間の長さを設定します。

 • 適応量：重ねて表示される遅延オブジェクトの不透明度を設定します。値の範囲は、0（低下なし）～ 1.0（透
明）です。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

「ビデオ」フィルタ

「ビデオ」フィルタの概要
「ビデオ」フィルタは、実用的な性質のもので、プロジェクトを放送用として出力する準備に役立てることができます。

それぞれの「ビデオ」フィルタの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるフィ
ルタのリストを参照してください。

ブロードキャストセーフ
イメージのルミナンスやクロミナンスの範囲を、放送法上の制限範囲に収まるように抑えます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ビデオタイプ：イメージのデータにフィルタをかける際のルールを設定します。値は、「NTSC」または「PAL」
です。

 • 補正方法：イメージに適用される補正のタイプ（「ルミナンスの減衰」または「サチュレーションの減衰」）を設
定します。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。

インターレース除去
いくつかの方法のうちの 1 つを使って、インターレースの施されたオブジェクトからインターレースを除去します。 

ヒント：「インターレース除去」フィルタの使用時にプログレッシブスキャンのクリップを作成するためには、「メディ
ア」インスペクタの「フィールドの順番」ポップアップメニューを必ず「なし」に設定してください。

3D グループはこのフィルタによってラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグルー
プとラスタライズを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 優先フィールド：優先フィールドを選択します。値は、「上位」または「下位」です。

 • 方法：オブジェクトに適用するインターレースを設定します。このポップアップメニューには次の 3 つのオプショ
ンがあります：

 • 複製：非優先フィールドが省かれ、優先フィールドのデータが複製されて、なくなったラインを埋めます。

 • 補間：非優先フィールドが省かれ、隣接した走査線の組ごとに平均を取ることで新しいフィールドが作成され、
新しい走査線になります。

 • ブレンド：非優先フィールドが省かれ、省かれた走査線と、優先フィールドの隣接した走査線の組とで平均を
取ることで、新しい走査線が作成されます。

 • ミックス：元のイメージとフィルタを適用したイメージをブレンドする割合を設定します。
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シェイプ、マスク、およびペイントストロークの概要
シェイプ、マスク、ペイントストロークは、「Motion」で作成するベクトルベースのオブジェクトです。

シェイプ
シェイプは主に、作品内に視覚的なエレメントを作成するために使用します。単一のシェイプを作品内の背景やカ
ラーのグラフィックスに使用したり、複数のシェイプを組み合わせてより複雑なイラストを作成したりできます。シェ
イプは、「Motion」で作成される点を除き、ほかのレイヤーと同様にキャンバスでポイントを 1 つ 1 つクリックす
ることで操作し、プロジェクトファイルに格納されます。シェイプ内の各コントロールポイントは何らかのコーナー
またはカーブを定義し、シェイプを構成する実際のスプラインによって、これらのコントロールポイントが点と点を
線で結ぶ描画のように結合されます。どのようなシェイプでも、そのコントロールポイントを移動または編集するか、
「シェイプ」ビヘイビアを適用することで、編集またはアニメートすることができます。以下のイラストはそれぞれ、
「Motion」で作成したシェイプで構成されています。

Character drawn in Motion using Bezier tool Replicator using Bezier shape

シェイプ用に設計された特殊なカテゴリのビヘイビアを使えば、シェイプベースのイラストをアニメートできます。
「シェイプ」ビヘイビアを使えば、シェイプのコントロールポイントの位置を反復したり、シェイプを動いているほか
のオブジェクトやビデオクリップをトラッキングしたり、時間の経過に合わせてシェイプを描画（「なぞり描き」）した
り、シェイプのエッジのランダム化や「リグル」を行うことができます。詳しくは、853 ページの「シェイプ」ビヘ
イビアの概要を参照してください。「Motion」のすべてのレイヤーと同様に、「基本モーション」、「パラメータ」、
および「シミュレーション」の各ビヘイビアをシェイプに適用することもできます。また、シェイプのコントロールポ
イントにキーフレームを設定することもできます。詳しくは、865 ページの「シェイプアニメーション」パラメータに
キーフレームを設定するを参照してください。

シェイプ、マスク、およびペイントストロー
ク
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マスク
マスクは特殊なタイプのシェイプであり、レイヤー内に透明な領域を作成するために使用します。シェイプは単独で
レイヤーとして機能しますが、マスクにエフェクトを与えるにはレイヤーに割り当てる必要があります。たとえばある
写真の中の前景にある対象物を分離させる場合、マスクを作成して背景を切り取ることができます。

Masked layerMaskOriginal layer

「シェイプ」ビヘイビアと標準的なビヘイビアをマスクに適用して、時間の経過と共に変化するアニメーションの透
明の複雑な領域を作成できます。また、ほかのすべてのシェイプと同様に、マスクのコントロールポイントにキーフ
レームを設定することができます。

ペイントストローク
シェイプと同様に、ペイントストロークは作品内に視覚的なエレメントを作成するために使用します。ただし、従来
のシェイプがポイントを 1 つずつ作成するのに対し、ペイントストロークは 1 回の連続的な動作で描画します。キャ
ンバスに描画して新規のペイントストロークを作成することもできますが、既存のシェイプをペイントストロークに変
換することもできます。スタイラスペンとグラフィックタブレットを使えば、ペイントストロークを流動的な手法で描画
することができます。（マウスやマルチタッチ対応のデバイスを使ってペイントストロークを描画することもできます。）
作成したペイントストロークは、1 つのまとまったオブジェクトとして操作したり、その構成部品を時間の経過と共に
アニメートして、「描画」エフェクトを作り出すことができます。 

Paint stroke with applied Sequence Paint behavior

参考：ペイントストローク機能は、リタッチツールでもロトスコープツールでもなく、デザインおよびグラフィックツー
ルです。

ペイントストロークはほかのすべてのシェイプと同じパラメータを共有しますが、ペイントブラシの外観を変更した
り、パーティクルのようなアニメーションエフェクトを作り出すことができる特殊なパラメータもあります。さらに、ペ
イントストロークには、「シーケンスペイント」と呼ばれる特別なビヘイビアがあります。このビヘイビアでは、不透
明度、回転、調整などの特定のストロークパラメータを時間の経過に伴ってアニメーション表示することができます。
詳しくは、858 ページのシーケンスペイントを参照してください。

シェイプ、マスク、またはペイントストロークに関する具体的な情報については、「ヘルプ」の目次（このウインドウ
の左側にあるサイドバー）でトピックを選択してください。
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単純なシェイプを描く
「矩形」ツール、「円」ツール、および「ライン」ツールを使って、単純なシェイプを作成できます。

矩形シェイプを描く

 1 ツールバーで「矩形」ツールを選択します（または R キーを押します）。

「矩形ツール」HUD が表示されます。シェイプを描画する前にシェイプの色や丸みを変更するには、この HUD の
コントロールを使います。シェイプのアウトラインを作成するには、「アウトライン」チェックボックスを選択します。
「幅」スライダでは、アウトラインの幅を調整できます。シェイプを描画するまで「レイヤー」リストには「矩形」
シェイプレイヤーは表示されません。

参考：アウトラインは、シェイプを描いた後に追加または編集することができます。

 2 キャンバス内をクリックして矩形の最初のコーナーを決定し、矩形が適当なサイズになるまでドラッグし、マウスのボ
タンを放して描画を終了します。

正方形を作るには、Shift キーを押しながらドラッグします。中心を基点に長方形を描画するには、Option キーを
押しながらドラッグします。

 3 シェイプを作成したら、Esc キーを押してシェイプ描画モードを終了し、「選択／変形」ツールを有効にします。

「シェイプ」HUD が表示されます。

角丸四角形のシェイプを描く

 1 上記の手順で矩形のシェイプを作成します。

 2  以下のいずれかの操作を行います：

 • シェイプの左上隅にある丸みハンドルをドラッグします。

Roundness handle

 • HUD で、「丸み」スライダを調整します。

参考：矩形を描画する前に「シェイプ」HUD で「丸み」の値を設定することもできます。

 •  「インスペクタ」で「ジオメトリ」パネルを開き、「丸み」スライダを調整します。
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円シェイプを描く

 1 ツールバーの「シェイプツール」ポップアップメニューから「円」ツールを選択します（または C キーを押します）。

「円ツール」HUD が表示されます。シェイプを描画する前にシェイプの色を変更するには、この HUD のカラーコン
トロールを使います。シェイプのアウトラインを作成するには、「アウトライン」チェックボックスを選択します。「幅」
スライダでは、アウトラインの幅を調整できます。 

 2 キャンバス内をクリックして、円を定義する境界ボックスの始点を決め、円が適当なサイズになるまでドラッグし、マ
ウスのボタンを放して描画を終了します。

完全に対称な円を作るには、Shift キーを押しながらドラッグします。中心を基点に円を描画するには、Option キー
を押しながらドラッグします。

ヒント：「シェイプ」インスペクタの「ジオメトリ」パネルで円の「シェイプのタイプ」を B スプラインに変更すると、
さまざまな方法で円を操作することができます。

 3 シェイプを作成したら、Esc キーを押して「選択／変形」ツールを有効にします。

「シェイプ」HUD が表示されます。

ラインを描く

 1 ツールバーの「シェイプツール」ポップアップメニューから「ライン」ツールを選択します。

「ラインツール」HUD が表示されます。ラインを描画する前にラインの色と幅を変更するには、HUD のコントロー
ルを使います。

 2 キャンバス内をクリックしてラインの始点を定め、マウスボタンを押したままにします。

 3  ラインが目的の長さになるまでドラッグしてから、マウスボタンを放します。

Shift キーを押しながらドラッグすると、ラインが 45 度ずつ動きます。

重要：ラインは実際にはアウトラインであるため、「インスペクタ」のすべての「アウトライン」パラメータが適用さ
れます。

 4 シェイプを作成したら、Esc キーを押して「選択／変形」ツールを有効にします。

「シェイプ」HUD が表示されます。
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ライブラリからシェイプを追加する
「ライブラリ」の「シェイプ」カテゴリには、プロジェクトに追加できる描画済みのシェイプが用意されています。「ラ
イブラリ」からシェイプを追加した後で、そのシェイプを編集できます。

「ライブラリ」からプロジェクトにシェイプを追加する

 1 「ライブラリ」で「シェイプ」カテゴリを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • シェイプを選択して、プレビュー領域の「適用」をクリックします。

 • 「ライブラリ」からキャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」にシェイプをドラッグします。

プロジェクトにシェイプが追加され、編集できる状態になります。シェイプの編集方法については、821 ページのシェ
イプの塗りつぶし、アウトライン、およびぼかしを編集するを参照してください。

複雑なスプラインのシェイプとマスクを描く

ベジェシェイプと B スプラインシェイプの概要
「Motion」では、スプラインを使って複雑なシェイプを描画できます。スプラインは、カスタマイズした複雑なシェ
イプを作成できる、ベクトルベースのカーブです。「Motion」では、ベジェスプラインと B スプラインという 2 つの
スプライン描画手法を利用できます。ベジェスプラインと B スプラインは、どのようなタスクでも、シェイプやマスク
のどちらでも、相互に置き換えて使うことができます。デフォルトのスプラインのシェイプタイプはベジェです。

ベジェスプラインは、イラスト用のシェイプを描画するのに適しています。ベジェスプラインの操作に使用するコント
ロールは、ほかの多くの描画および合成用アプリケーションで使われるものと似ているので、使用されたことがある
かもしれません。ベジェコントロールは、精密で細かいシェイプの作成に有効です。接線ハンドルを使うと、シェイ
プの湾曲をコントロールポイントのどちら側でも調整でき、これによりシェイプの表面が決まります。

Bezier control point

Tangent handles
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B スプラインでもシェイプを描画できますが、ベジェコントロールとは違って、B スプラインはポイントのみを使用して
操作し、接線ハンドルはありません。さらに、ポイント自体はシェイプの表面には置かれません。その代わり、B ス
プラインの各コントロールポイントはシェイプの表面からオフセットした位置にあり、シェイプのその部分を磁石のよ
うに自らの方向に引き寄せてカーブを形成します。B スプラインの複数のポイントの効果を組み合わせることで、さ
まざまなカーブを作り出すことができます。B スプラインは非常に滑らかです。デフォルトでは、B スプラインのシェ
イプには鋭角がありませんが、必要であれば鋭角のカーブを作成することができます。

B-Spline control point

B スプラインのコントロールはとても単純であるため、アニメーションや操作が簡単にできます。特定のタスクにど
のツールを使用するかは、ほとんど個人の好みによります。

参考：「ベジェ」ツールと「B スプライン」ツールを使って描画したシェイプは、シェイプの「アウトライン」チェック
ボックスを選択し、「インスペクタ」で別のブラシタイプを選択することによってペイントストロークに変換できます。
詳しくは、822 ページのペイントストロークの概要を参照してください。

ベジェのシェイプとマスクを描く
このセクションでは、ベジェシェイプを描画する方法を説明します。これらの方法は、ベジェシェイプとマスクの両方
のツールに適用されます。このセクションではシェイプの描きかたを中心に説明します。マスクの描画について詳し
くは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

ベジェシェイプを描く

 1 ツールバーのポップアップメニューから「ベジェ」ツールを選択します（または B キーを押します）。

参考：「ベジェマスク」ツールは、ツールバーのマスク・ツール・ポップアップ・メニューにあります。
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「ベジェツール」HUD が表示されます。（表示されない場合は、F7 キーを押します。）シェイプを描画する前にシェイ
プの色を変更するには、この HUD のカラーコントロールを使います。シェイプのアウトラインを作成するには、「ア
ウトライン」チェックボックスを選択します。「幅」スライダでは、アウトラインの幅を調整できます。シェイプを作成
すると、「シェイプ」HUD が表示されます。

参考：アウトラインは、シェイプを描いた後に追加または編集することができます。

 2 キャンバス内をクリックして、最初のポイントを描きます。

 3 ポイントを追加してさらにシェイプを定義するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • クリックして直線状のコーナーポイントを作ります。

 • クリックしてからドラッグして、曲線状のベジェポイントを作り、適当な形状になるよう調整します。

カーブポイントを作る際にその接線を 45 度の角度に抑えるには、Shift キーを押しながら操作します。より細かく
確認できるように拡大するには Command ＋アクサンシルコンフレクス（^）キー、縮小するには Command ＋
ハイフン記号（-）キーを押します。スペースバーを押しながらキャンバス内でドラッグするとスクロールできます。マ
ルチタッチのトラックパッドを使用している場合は、さらに簡単です。ピンチオープンまたはピンチクローズを使用し
てズームイン／ズームアウトしてから、2 本指のスワイプを使ってスクロールできます。

 4 シェイプを完成させるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 描いた最初のポイントをクリックして、閉じたシェイプを作成します。

 • C キーを押してシェイプを閉じ、最初に作成したポイントを最後のポイントに結合します。

 • キャンバス内のどこかをダブルクリックして、開いたシェイプの最後のポイントを作成します。
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 • Return キーを押して、開いたシェイプの最後のポイントを作成します。

参考：シェイプを閉じる前に Esc キーを押すことで、すべての操作をキャンセルし、シェイプを削除することができ
ます。

シェイプを閉じるとすぐに、「ポイントを編集」ツールが選択された状態の「シェイプ」HUD が表示されます。この
ツールを使って、作成したシェイプを編集することができます。

B スプラインのシェイプとマスクを描く
このセクションでは、B スプラインシェイプを描画する方法を説明します。これらの方法は、B スプラインのシェイプ
ツールとマスクツールの両方に適用されますがこのセクションではシェイプの描画を中心に説明します。マスクの描
画について詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

B スプラインシェイプを描く
 1 ツールバーのポップアップメニューから「B スプライン」ツールを選択します（または B キーを押します）。

参考：「ベジェ」ツールが選択された場合は、B キーをもう 1 回押すと「B スプライン」ツールが選択されます。「テ
キスト」ツールなど、別のツールが選択されているときは、B キーを 2 回押すと「B スプライン」ツールが選択さ
れます。「B スプラインマスク」ツールは、ツールバーのマスク・ポップアップ・メニューにあります。

「B スプラインツール」HUD が表示されます。（表示されない場合は、F7 キーを押します。）シェイプを描画する前
にシェイプの色を変更するには、この HUD のカラーコントロールを使います。シェイプのアウトラインを作成する
には、「アウトライン」チェックボックスを選択します。「幅」スライダでは、アウトラインの幅を調整できます。シェ
イプを作成すると、「シェイプ」HUD が表示されます。

 2 キャンバス内をクリックして、最初のポイントを描きます。
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 3 クリックを続けて追加のポイントを描き、必要な形状を定義します。

シェイプの描画中、シェイプを完成させる前に、作成済みのコントロールポイントを移動したり調整したりできます。
最初に作成したもの以外は、どのコントロールポイントも調整可能です。最初のポイントは、クリックするとシェイプ
が閉じるためです。カーブポイントを作る際にその接線を 45 度の角度に抑えるには、Shift キーを押しながら操作
します。新しい B スプラインコントロールポイントを作成する場合は、以下の点を忘れないようにしてください：

 • 描画するコントロールポイントは、離れた位置からカーブの形状に影響を与えます。カーブの表面上に直接置か
れるわけではありません。

 • 描くカーブが細密であるほど、作成するポイントが増えます。ただし、必要とする細部を作成する際に使用するポ
イント数は最小限にとどめることを強くお勧めします。シェイプのポイント数が多すぎると、後から編集が困難に
なる場合があります。

 • 多くの場合、最初にコントロールポイントのおおまかなグループを作り、これを後から調整して、必要とする精密
なカーブを作成する方が簡単です。

 4 シェイプを完成させる準備ができたら、以下のいずれかの操作を行います：

 • 描いた最初のポイントをクリックして、閉じたシェイプを作成します。

 • C キーを押してシェイプを閉じ、最初に作成したポイントを最後のポイントに結合します。

 • Return キーを押して、最後に作ったポイントで開いたシェイプを完成させます。

 • キャンバス内のどこかをダブルクリックして、開いたシェイプの最後のポイントを定義します。

参考：Esc キーを押せば、すべての操作をキャンセルして、シェイプを削除することができます。

シェイプを閉じるとすぐに、「ポイントを編集」ツールが選択された状態の「シェイプ」HUD が表示されます。この
ツールを使って、作成したシェイプを編集することができます。 

B スプラインのコントロールポイントのなめらかさを変更する
B スプラインパス上の各コントロールポイントは、その付近でのシェイプの湾曲に影響します。デフォルトではこれら
のカーブは非常に丸みを帯びていますが、コントロールの重みハンドルを調整することによって、丸みの角度を調整
したり、鋭角の頂点を作成したりできます。

 1 B スプラインを使ってシェイプを作成します。

 2 「ポイントを編集」ツールを選択した状態で、Command キーを押しながらコントロールポイントをドラッグします。

重みハンドルが表示されます。

 3 重みハンドルをドラッグして、コントロールポイントから離すとパスの角度が鋭くなり、コントロールポイントに近付
けるとパスの角度が緩やかになります。 
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「フリーハンドマスク」ツールを使ってマスクを描く
「ペイントストローク」ツールと同様に、「フリーハンドマスク」ツールでは、ベジェや B スプラインシェイプのように
ポイントごとにシェイプを描くのではなく、1 回の操作でマスクのシェイプを作成することができます。最適な結果を
得るために、「フリーハンドマスク」ツールを使うときはスタイラスペンとタブレットを使用してください。マスクの描
画について詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

フリーハンドのマスクを描く

 1 マスクをかけるレイヤーを選択し、ツールバーのマスク・ポップアップ・メニューから「フリーハンドマスク」ツール
を選択します。

「フリーハンドマスクツール」HUD が表示されます。

 2 「フリーハンドマスクツール」HUD のコントロールを調整します。

 • マスクを描画する前にマスクのブレンドモードを変更するには、「マスクブレンドモード」ポップアップメニューか
ら項目を選択します。

 • 「フェザー」スライダを調整してマスクにぼかしを入れます。正の値にするとぼかしが外側に広がり、負の値では
シェイプの内側にぼかしが入ります。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • マウスを使っている場合は、キャンバス内をクリックし、マウスボタンを放さないようにします。

 • タブレットを使っている場合は、タブレット上のスタイラスペンにタッチして、キャンバス内でマスクの描画を開始
します。

マスクしているレイヤーの周りに線を描画します。マスクを閉じるには、マスク始点で線を終了します。ポインタが
始点上に置かれると、小さい円が表示されます。

参考：始点でマスクを閉じないと、マウスボタンを放したときにマスクが閉じます。

A small circle indicates 
target to close mask. 

マスクが完了します。

 4 コントロールポイントを編集してマスクを微調整できます。

コントロールポイントの編集方法について詳しくは、830 ページのコントロールポイントを移動してシェイプを調整
するを参照してください。

67% resize factor



 第 20 章    シェイプ、マスク、およびペイントストローク 821

シェイプの塗りつぶし、アウトライン、およびぼかしを編集する
「ベジェ」または「B スプライン」シェイプツールまたは基本のシェイプツールを使ってシェイプを描画したら、塗り
つぶし、アウトライン、ぼかしを必要に応じて調整できます。

シェイプのアウトラインを編集する

 1 シェイプを選択してから、「シェイプ」インスペクタを開きます。

 2 シェイプのアウトラインを操作するには、「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで必要に応じて以下の操作
を行います：

 • シェイプのアウトラインのオンとオフを切り替えるには、「アウトライン」チェックボックスをクリックします。選択
すると、チェックボックスが青になります。

 • アウトラインの色を変更するには、「アウトライン」コントロールの「ブラシカラー」パラメータを調整します。

 • アウトラインの幅を変更するには、「幅」スライダをドラッグします。

参考：「シェイプ」HUD を使って、「アウトライン」のオン／オフを切り替えたり、アウトラインの色、丸み、幅
を変更したりすることもできます。

 • アウトラインの鋭角コーナーの描きかたを変えるには、「ジョイント」ポップアップメニューから項目を選択します。

 • アウトラインの始点の先端と終点の先端のシェイプを変更するには、「始点の先端」または「終点の先端」ポッ
プアップメニューから項目を選択します。

 • アウトラインをシェイプの塗りつぶしの上下どちらに表示するかを変えるには、「順番」ポップアップメニューから
コマンドを選択します。

 • アウトラインをデフォルトの単色から編集可能なペイントストロークに変更するには、「ブラシタイプ」を「エアー
ブラシ」または「イメージ」に設定します。詳しくは、837 ページの「シェイプ」インスペクタ を参照してくださ
い。

 3 アウトラインの丸みを変更するには、「シェイプ」インスペクタの「ジオメトリ」パネル（または「シェイプ」HUD）
で「丸み」スライダを調整します。

シェイプの塗りつぶしを編集する

 1 シェイプを選択します。

 2 「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで、必要に応じて以下の操作を行います：

 • シェイプの塗りつぶしのオンとオフを切り替えるには、「塗りつぶし」チェックボックスをクリックします。

 • シェイプの塗りつぶしモードを単色からグラデーションに変更するには、「塗りつぶしモード」ポップアップメニュー
から項目を選択します。

 • シェイプの塗りつぶしモードが単色に設定されている場合は、「塗りのカラー」コントロールを使って色を選択す
ることができます。

 • シェイプの塗りつぶしモードがグラデーションに設定されている場合は、グラデーションプリセットのポップアップ
メニューからグラデーションを選択するか、「グラデーション」パラメータの開閉用三角ボタンをクリックしてグラ
デーションエディタを表示し、独自のカスタムグラデーションを作成することができます。グラデーションエディタ
の使いかたについて詳しくは、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。

Filled shape Empty shape

67% resize factor



 第 20 章    シェイプ、マスク、およびペイントストローク 822

シェイプにぼかしを入れる

 1 シェイプを選択します。

 2 シェイプのアウトラインが表示されている場合は、「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで「アウトライン」
チェックボックスの選択を解除します。

 3 HUD または「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルにある「フェザー」スライダを調整します。

正の値にするとぼかしが外側に広がり、負の値ではシェイプの内側にぼかしが入ります。

 4 必要に応じて、「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで「減衰」パラメータを調整して、ぼかしの入り方
の緩急を制御することもできます。

Feathered inFeathered out

参考：ぼかしを入れることができるシェイプは、アウトラインがオフになっているものだけです。

ペイントストロークを描く

ペイントストロークの概要
ポイントを 1 つずつ描画するベジェや B スプラインのシェイプとは異なり、ペイントストロークは通常は 1 回の連続
的な動作で作成します。ペイントストロークは、技術的にはシェイプツールを使って作成するアウトラインのみのシェ
イプです。「レイヤー」リストおよび「タイムライン」では、アウトラインのみのシェイプはペイントブラシのアイコン
によって示されます。シェイプの塗りつぶしを有効にすると、このアイコンがシェイプのアイコンに変わります。 

参考：ペイントストローク機能は、リタッチツールでもロトスコープツールでもなく、デザインおよびグラフィックツー
ルです。

ペイントストロークを作成するには以下の 2 通りの方法があります：

 • ツールバーの「ペイントストローク」ツールを選択し、スタイラスペンとタブレット（またはマウスかマルチタッチ
対応のデバイス）を使ってキャンバスにストロークを描きます。

 • キャンバスでシェイプ（ペイントストローク、ライン、矩形、または円）を作成し、「シェイプ」インスペクタの「ス
タイル」パネルで「アウトライン」チェックボックスを選択して、「ブラシタイプ」ポップアップメニューから「エ
アーブラシ」または「イメージ」を選択します。

シェイプを編集可能なペイントストロークに変換する方法について詳しくは、826 ページのシェイプアウトラインをペ
イントストロークに変換するを参照してください。

「ペイントストローク」ツールで作成するシェイプのアウトラインは塗り付けで構成されています。塗り付けはベクトル
やイメージの集まりで、これらを組み合わせてペイントストロークのアウトラインを作成します。塗り付けはパーティ
クルシステムのパーティクルに似ていますが、キャンバスにまき散らされるのではなく、ペイントストロークのスプラ
インに沿って配置されます。デフォルトの「エアーブラシ」ペイントストロークは円形の塗り付けで構成されます。ま
た、イメージを塗り付けのソースとして使うこともできます。デフォルトでは、塗り付けの間隔はペイントストローク
のスプラインにぴったりと沿って、分断のない実線を形成します。ただし、「インスペクタ」で「間隔」の値を大きく
すると、塗り付けはストロークのアウトラインに沿った別の部分として表示されます。間隔以外にも、ストロークの作
成後に「インスペクタ」で塗り付けの色、不透明度、サイズ、角度を変更することができます。詳しくは、842 ペー
ジの「ストローク」パネル を参照してください。
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「基本モーション」、「シミュレーション」、「パラメータ」の各ビヘイビアを適用するか、「シェイプ」ビヘイビアという
特殊なカテゴリのビヘイビア（ストロークの長さにわたるエフェクトをシーケンス処理するビヘイビアなど）を適する
ことで、ペイントストロークをアニメートできます。「シェイプ」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、853 ページ
の「シェイプ」ビヘイビアの概要 を参照してください。ペイントストロークにキーフレームを設定することもできます。

参考：ストロークのシェイプ（コントロールポイントで定義）と開いた／閉じた状態は、キャンバスまたは「インス
ペクタ」で変更できます。ストロークはシェイプの一種なので、821 ページのシェイプの塗りつぶし、アウトライン、
およびぼかしを編集するで説明した方法を使ってほかのシェイプと同様に編集することができます。

ツールバーの「ペイントストローク」ツールを選択すると、キャンバスでストロークを描画する前に、「ペイントスト
ロークツール」HUD でストロークの色やその他の属性を定義できます。目的のエフェクトに応じて、「ペイントスト
ローク」ツールでスタイラスペンとタブレットを使うとさらに良い効果を得ることができます。多くのスタイルおよび
ブラシでは、グラフィックタブレットを使ってストロークを作成するときに適用される筆圧と速度を利用します。筆圧
とペン速度は、幅、不透明度、間隔などのさまざまなストロークパラメータに適用できます。たとえば、「ペイントス
トロークツール」HUD で「筆圧」ポップアップメニューから「幅」を選択すると、筆圧を強くしたときにストロー
クの幅が広くなります。

「なぞり描き」パラメータを使うと、時間の経過と共に描画されるようにストロークを記録することができます。この
場合、ストロークには「なぞり描き」シェイプビヘイビアが適用され、ストロークの描画にかかった時間とストロー
クの各セクションが作成された速度が設定値として使われます。これらの設定はストロークの作成後に変更すること
ができます。「なぞり描き」ビヘイビアはまた、ペイントストロークが作成された後にも適用できます。「なぞり描き」
ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、862 ページのなぞり描きを参照してください。

ペイントストロークを作成する
ペイントストロークを作成し、HUD のコントロールを使ってストローク属性をプレビューします。

ペイントストロークを作成する

 1 「ペイントストローク」ツールを選択します（または P キーを押します）。

「ペイントストロークツール」HUD が表示されます。（表示されない場合は、F7 キーを押します。）

重要：ほかの描画ツールの HUD と同様に、「ペイントストロークツール」HUD は「ペイントストローク」ツール
の選択後、キャンバスでストロークを作成する前にだけ利用できます。「ペイントストロークツール」HUD では、ス
トロークを描画する前に、スタイラスペンの筆圧と速度の影響を受ける属性を設定できます。
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 2 以下のように HUD でペイントストロークのスタイルを定義します：

 a 「シェイプのスタイル」のプリセットのポップアップメニューからオプションを選択します。

 b 「ブラシのカラー」と「幅」の設定を変更します。

プリセットを使用しない場合は、基本的な単色ストロークが作成されます。その場合も、「インスペクタ」を使っ
てプリセットをストロークに適用できます。プリセットよりも、この HUD で設定されたストロークの幅と色が優先
されます。

参考：選択したスタイルに応じて「筆圧」と「ペンの速度」パラメータが有効になります。これらのパラメータは、
単色のブラシタイプの場合は使用できません。

 3 時間の経過と共に描画されるストロークを作成する場合は、「なぞり描き」チェックボックスを選択します。

「なぞり描き」チェックボックスを選択すると、「なぞり描き」ビヘイビアがストロークに適用されます。ほかのビヘ
イビアと同様に、このビヘイビアのパラメータは HUD または「インスペクタ」で変更することができます。「なぞり
描き」ビヘイビアの使いかたについて詳しくは、862 ページのなぞり描きを参照してください。

 4 キャンバスでストロークを描画してから、S または Esc キーを押して「選択／変形」ツールを有効にします。

「ペイントストロークツール」HUD が「シェイプ」HUD に置き換わり、ほかのシェイプの HUD と同一の基本パラ
メータが表示されます。そのため、ストロークの描画後に、そのペイントストロークと塗り付けに固有のパラメータ
を変更するには、「インスペクタ」を使用する必要があります。

「ペイントストロークツール」HUD でペイントストロークをプレビューする
「ペイントストロークツール」HUD の下の部分には、ペイントストロークのエフェクトのプレビューを表示するスケッ
チ領域があります。

 1 ツールバーで「ペイントストローク」ツールを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ペイントストロークツール」HUD でブラシのスタイルを選択してから、スケッチ領域にストロークを描画してペ
イントストロークのプレビューを表示します。

 • 「なぞり描き」チェックボックスを選択し、スケッチ領域にストロークを描いた後、「再生」ボタンをクリックして、
なぞり描きのストロークのプレビューを表示します。

 • 「シェイプのスタイル」ポップアップメニューからプリセットを選択して、スケッチ領域の既存のストロークに適用
します。

プリセットがアニメーションのストロークの場合、ストロークは自動的にスケッチ領域に描画されます。「再生」ボ
タンを押すと、ストロークのアニメーションがもう一度表示されます。 

重要：一部の操作および一部のフィルタまたはマスクを適用することによって、グループがラスタライズされます。
ペイントストロークはすべてグループで存在しているため、これは、プロジェクト内でのストロークとほかのオブ
ジェクトとの相互関係に影響します。詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

HUD の「ペイントストローク」ツールのコントロール
「ペイントストロークツール」HUD は、ツールバーで「ペイントストローク」ツールを選択した後、ストロークを描
画する前に表示されます。この HUD には、ストロークの色と幅を指定するコントロール、ペンの筆圧と速度の影響
を受けるストローク属性（不透明度や幅など）を指定するコントロール、ストロークを時間の経過と共に描画するた
めのチェックボックス、「スムージング」コントロール、プリセットのブラシスタイルに簡単にアクセスできる「シェイ
プのスタイル」ポップアップメニュー、およびそれらのブラシスタイルをプレビュー表示するためのスケッチ領域があ
ります。

HUD のコントロール
 • ブラシカラー：ブラシの色を設定するカラーコントロールです。これらのコントロールの使いかたについて詳しく
は、131 ページの基本のカラーコントロールを参照してください。

 • 幅：ペイントストロークの幅を決定するスライダです。
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 • 筆圧：ストロークを作成する前に、筆圧の影響を受けるストローク属性を設定するポップアップメニューです。こ
のパラメータは、単色ブラシタイプの場合、使用できません。筆圧の違いが記録されるのは、スタイラスペンと
タブレットを使って描画したストロークのみです。以下のいずれかを選択します：

 • なし：筆圧は無視されます。

 • 幅：筆圧が高いほど、ストロークの幅が広くなります。ストロークの作成後に塗り付けの幅を調整するには、「ス
タイル」パネルおよび「ストローク」パネルにある幅コントロールとブラシ調整コントロールを使います。

 • 不透明度：筆圧が高いほど、ストロークの不透明度が増します。ストロークの作成後に塗り付けの不透明度を
調整するには、「スタイル」パネルまたは「ストローク」パネルの不透明度コントロールを使います。

 • 間隔：筆圧が高いほど、ストロークの塗り付けの間隔が大きくなります。ストロークの作成後に塗り付けの間
隔を調整するには、「スタイル」パネルまたは「ストローク」パネルの間隔コントロールを使います。

 • 角度：筆圧が高いほど、ストロークの塗り付けのアングルが大きくなります。ストロークの作成後に塗り付けの
アングルを調整するには、「ストローク」パネルのアングルコントロールを使います。

 • ジッタ：筆圧が高いほど、ストロークのジッタの量が多くなります。ジッタは、ペイントの塗り付けの位置をラン
ダム化して、パーティクルに似たアピアランスを持たせます。ストロークの作成後に塗り付けのジッタを調整す
るには、「ストローク」パネルのジッタコントロールを使います。

参考：筆圧が不透明度と間隔に影響するようにするなど、単一のストローク上で複数のパラメータに影響するよ
う指定できます。ストロークを作成する前に「不透明度」などのオプションを選択します。ストロークを作成した
ら、ペンのシェイプビヘイビアをストロークに適用してから「間隔」などの別のパラメータにその動作を適用しま
す。ペンのシェイプビヘイビアについて詳しくは、853 ページの「シェイプ」ビヘイビアの概要 を参照してくださ
い。

 • ペンの速度：「ペイントストローク」ツールでストロークを描画するときに記録される速度が、ストロークの幅、不
透明度、間隔、アングル、またはジッタを設定するポップアップメニューです。これらの設定は、スタイラスペン
とグラフィックタブレット、またはマウスを使って作成したペイントストロークに適用できます。このパラメータは、
単色ブラシタイプの場合、使用できません。以下のいずれかを選択します：

 • なし：ペンの速度は無視されます。

 • 幅：ペンを動かす速度は速いほど、ストロークの幅が狭くなり、ペンを動かす速度が遅いほど、ストロークの
幅が広くなります。ストロークの作成後に塗り付けの幅を調整するには、「スタイル」パネルおよび「ストロー
ク」パネルにある幅コントロールとブラシ調整コントロールを使います。

 • 不透明度：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークの不透明度が小さくなります。ストロークの作成後に塗
り付けの不透明度を調整するには、「スタイル」パネルまたは「ストローク」パネルの不透明度コントロール
を使います。

 • 間隔：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークの塗り付けの間隔が大きくなります。ストロークの作成後に
塗り付けの間隔を調整するには、「スタイル」パネルまたは「ストローク」パネルの間隔コントロールを使いま
す。

 • 角度：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークの塗り付けの角度が大きくなります。ストロークの作成後に
塗り付けのアングルを調整するには、「ストローク」パネルのアングルコントロールを使います。

 • ジッタ：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークのジッタの量が多くなります。ジッタは、塗り付けがパーティ
クルによく似たアピアランスを持つように、ペイント塗り付けの位置をランダム化します。ストロークの作成後
に塗り付けのジッタを調整するには、「ストローク」パネルのジッタコントロールを使います。

 • なぞり描き：このチェックボックスを選択すると、時間の経過と共にキャンバスにストロークを「描画」できます。
詳しくは、862 ページのなぞり描きを参照してください。

 • スムージング：このチェックボックスを選択すると、コントロールポイントの数を減らした、より滑らかなストロー
クが作成されます。スムージングをオンにして描画したペイントストロークは、ベジェシェイプとして作成されま
す。スムージングをオフにして描画したペイントストロークは、直線状のシェイプとして作成されます。
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 • シェイプのスタイル：選択したシェイプに対してプリセットのシェイプのスタイル（「ライブラリ」からのもの）を指
定するポップアップメニューです。また、このポップアップメニューを使って、どのようなカスタムのシェイプスタイ
ルでもライブラリに保存することができます。このリストには、「ライブラリ」に保存したすべてのストローク（シェ
イプ）のプリセットも表示されます。

 • スケッチ領域：「ペイントストロークツール」HUD の現在の設定でブラシスタイルを使用するときに、そのプレ
ビューを確認できる空白のフィールドです。

シェイプアウトラインをペイントストロークに変換する
「インスペクタ」で「ブラシタイプ」を変更することにより、シェイプのアウトラインをペイントストロークに変換でき
ます。シェイプのアウトラインに別のブラシタイプを割り当てると、ペイントストロークのパラメータが使用可能にな
ります。ペイントストロークのブラシパラメータを変更およびアニメートしたり、「シーケンスペイント」ビヘイビアを
適用したりすることができます。

既存のシェイプを編集可能なペイントストロークに変換する

 1 既存のシェイプを選択します。

 2 「シェイプ」HUD または「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで、「アウトライン」チェックボックスを選
択します。

目的の「アウトライン」パラメータを変更します。この例では、アウトラインの幅が広くなり、色がオレンジになって
います。

Default circle shape with Outline 
checkbox deselected 

Circle shape with Outline checkbox selected

 3 シェイプを塗りつぶしたくない場合は、「シェイプ」HUD または「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで
「塗りつぶし」チェックボックスの選択を解除します。

参考：シェイプの塗りつぶしオプションを有効のままにするには、「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで
「ブラシタイプ」ポップアップメニューから「単色」を選択する必要があります。
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「塗りつぶし」の選択を解除すると、「レイヤー」リストのシェイプのアイコンがペイントストロークのアイコンになり
ます。

Paint stroke icon

 4 「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで、「ブラシタイプ」ポップアップメニューから「エアーブラシ」を
選択します。

「ブラシタイプ」を「エアーブラシ」（または「イメージ」）に変更すると、以下のようになります：

 • 柔らかなブラシタイプを使用しているため、ストロークが柔らかに表示されます。ペイントストロークは塗り付け
で構成されており、ブラシタイプがその塗り付けのソースとなります。ブラシプロファイルを変更することで、ブラ
シ内の不透明度をさまざまに変化させることができます。ブラシプロファイルにはカスタム不透明グラデーション
を適用できます。

 • 「ストローク」パネルが使用可能になります。「ストローク」パネルで、「ストロークのカラーモード」や「ブラシ
調整」のパラメータを設定したり、さまざまなオプションを調整したりできます。

 • 「詳細」パネルが使用可能になります。「詳細」パネルには、ペイントストロークの塗り付けをパーティクルのよう
にアニメートすることができる「ダイナミクス」コントロールの単一のグループが表示されます。「ダイナミクス」
について詳しくは、849 ページの「詳細」パネル を参照してください。

参考：ツールバーの「ペイントストローク」ツールを使ってペイントストロークを作成した場合は、「詳細」パネ
ルにさらにスタイラスペンパラメータも表示されます。

 5 「シェイプ」インスペクタにある「スタイル」、「ストローク」、「詳細」の各パネルのコントロールを使って、ペイン
トストロークを変更またはアニメートできます。

これらのパラメータについて詳しくは、837 ページの「シェイプ」インスペクタ 、842 ページの「ストローク」パネ
ル、および 849 ページの「詳細」パネル を参照してください。次の例では、「スタイル」パネルで「アディティブブ
レンド」パラメータが有効になっています。さらに、「ストローク」パネルで「オーバーストロークにカラーを指定」、
「間隔のオーバーストローク」、「幅のオーバーストローク」、「ブラシ調整」、「ブラシ調整のランダムの度合い」パ
ラメータが変更されています。
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コントロールポイントを編集する

コントロールポイントの編集の概要
複雑なシェイプ、マスク、およびペイントストロークは、コントロールポイントで作られるベジェスプラインと B スプ
ラインによって定義されます。コントロールポイントは、点と点を線で結ぶ方式でスプラインに沿って置かれ、スプラ
インの形状と湾曲を決定します。スプラインは、そのコントロールポイントをドラッグして、コントロールポイントごと
にある接線ハンドルを調整することで変更できます。複数のコントロールポイントを同時に変形することができます。
コントロールポイントは、追加、削除、ロックすることができます。また、ダイナミックガイドとスナップを使って、コ
ントロールポイントをほかのコントロールポイントやほかのオブジェクトに合わせることができます。このセクション
では、コントロールポイントのさまざまな編集方法について説明します。 

コントロールポイントを表示する
シェイプのコントロールポイントを表示して、キャンバスでポイントごとの編集を可能にするにはいくつかの方法があ
ります。

シェイプのコントロールポイントを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」内でシェイプを選択し、ツールバーの 2D ツール・ポップ
アップ・メニューから「ポイントを編集」を選択します。

 m ツールバーの 2D ツール・ポップアップ・メニューから「ポイントを編集」ツールを選択してから、キャンバス「レ
イヤー」リスト、または「タイムライン」でシェイプを選択します。

 m キャンバス内でシェイプをダブルクリックします。

 m Control キーを押しながらキャンバスでシェイプをクリックし、ショートカットメニューから「ポイントを編集」を選択
します。

参考：シェイプのコントロールポイントとスプラインを表示するには、「表示」プルダウンメニュー（または「表示」
ポップアップメニュー）で「オーバーレイ」が有効になっている必要があります。また、「表示」＞「オーバーレイ」
サブメニュー（または「表示」ポップアップメニュー）で「ハンドル」が選択解除されている場合、シェイプのベジェ
または B スプラインのコントロールポイントは、編集時表示されません。シェイプを編集する場合は、「表示」プル
ダウンメニューまたは「表示」ポップアップメニューで「ハンドル」が有効になっていることを確かめてください。

シェイプのコントロールポイントが表示されたら、コントロールポイントを選択して編集します。シェイプのコントロー
ルポイントの編集中に、コントロールポイント調整モードのまま別のシェイプを選択できます。これにより、複数の
シェイプのコントロールポイントをすばやく変更することができます。
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コントロールポイントを選択する／選択解除する
ここでは、キャンバスでコントロールポイントを選択する／選択解除する手順について説明します。以下の手順では、
2D ツール・ポップアップ・メニューにある「ポイントを編集」ツールを使用します。 

コントロールポイントを選択する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 任意のコントロールポイントをクリックします。

 m 選択ボックスを複数のコントロールポイント上にドラッグします。

 m Shift キーを押しながら選択されていないコントロールポイントをクリックし、選択に加えます。

 m Shift キーを押しながら、選択ボックスを選択されていないコントロールポイントの周りにドラッグし、選択に加えま
す。

参考：「ポイントを編集」モードで、ポインタをコントロールポイントに合わせると、情報ウインドウが表示されてコ
ントロールポイント名が分かります。コントロールポイントをドラッグすると、情報ウインドウにポイントの名前と座標
が表示されます。「Motion」環境設定ウインドウの「一般」パネルを開いて「ツールヒントを表示」の選択を解除
すると、この情報を表示しないように設定できます。

シェイプ上のすべてのコントロールポイントを選択する

 m キャンバスでシェイプを選択した状態で、「編集」＞「すべてを選択」と選択します（または Command ＋ A キー
を押します）。

コントロールポイントの選択を解除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Shift キーを押しながら、選択したポイントをクリックします。

 m Shift キーを押しながら、選択したポイント上に選択ボックスをドラッグします。

シェイプ上のすべてのコントロールポイントの選択を解除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 選択したシェイプの外側の、キャンバスの任意の場所をクリックします。

 m 「編集」＞「すべての選択を解除」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ A キーを押します）。

コントロールポイント番号が表示される情報ウインドウを表示する
デフォルトでは、シェイプのコントロールポイントには、キャンバスで作成された順に番号が付けられています。

 m 「表示」ポップアップメニューで「ツール情報を表示」を有効にしてから、ポインタをコントロールポイントに合わせ

ます。

情報ウインドウには、数字が付いたコントロールポイントの名前（「コントロールポイント 1」など）が表示されま
す。

参考：シェイプのコントロールポイントは、「シェイプ」インスペクタの「ジオメトリ」パネルにも番号順に一覧表示
されます。
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コントロールポイントを移動してシェイプを調整する
コントロールポイントによりシェイプが定義されるため、コントロールポイントを移動してシェイプを変更することが
できます。以下の手順では、2D ツール・ポップアップ・メニューにある「ポイントを編集」ツールを使用します。

ヒント：複数の異なるシェイプの複数のコントロールポイントを一度に選択することで、それらを同時に変更するこ
ともできます。

コントロールポイントを移動する

 m キャンバスのシェイプ上でコントロールポイントを選択し、それらを新しい位置にドラッグします。

選択したコントロールポイントをドラッグする際、変形に応じてシェイプの残り部分が伸縮したり曲がったりします。 

Moving all three points simultaneouslyThree shape control points selected

 m Command ＋→、Command ＋←、Command ＋↑、または Command ＋↓キーを押して、ポイントを 1 
ピクセルずつ移動します（Shift ＋ Command ＋矢印キーを押すと 10 ピクセルずつ移動します）。

選択したコントロールポイントの移動を制限する

 1 コントロールポイントを選択します。

 2 Shift キーを押しながら、選択したポイントを水平方向、垂直方向、または対角線方向にドラッグします。

重要：選択したポイントは移動のみ可能です。コーナーピンを適用することはできません。ポイントを回転または縮
小／拡大するには、「コントロールポイントを変形」コマンドを使用する必要があります。831 ページの複数のコン
トロールポイントを変形するを参照してください。

シェイプのエッジを修正する
2 つのコントロールポイント間のラインを選択して、シェイプのほかの部分に影響を与えずにそのエッジだけをドラッ
グすることもできます。 

シェイプのエッジを移動する

 1 「ポイントを編集」ツールが選択されている状態で、シェイプオブジェクトのいずれかのエッジをクリックします。

ラインの両端のコントロールポイントが選択されます。

 2 ラインセグメントをドラッグします。

Selected line 
segment
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2 つのポイント間の距離を保ったままラインを自由に移動できます。Shift キーを押したまま移動すると、水平方向、
垂直方向、または対角線方向に移動を制限できます。

 3 選択を解除するには、選択部分以外の場所をクリックするか、ツールバーで別のツールを選択します。

複数のコントロールポイントを変形する
「コントロールポイントを変形」コマンドを使って、複数のコントロールポイントを 1 つのオブジェクトのように縮小
／拡大および回転できます。選択されているポイントと選択されていないポイントの間のラインは、動いて調整され
ます。 

複数のコントロールポイントを変形する

 1 「ポイントを編集」ツールが選択されている状態で、変更するポイントを囲むように選択ボックスをドラッグします。

 2 「編集」＞「コントロールポイントを変形」と選択するか、Shift ＋ Command ＋ T キーを押します。

選択したポイントを囲む変形ボックスが表示されます。

参考：「コントロールポイントを変形」は、同じスプライン上の 2 つ以上のポイントを選択しているときにのみ使用
可能です。

 3 1 つのオブジェクトの操作と同様に、アンカーポイントを縮小／拡大、または回転したり、オフセットしたり、ポイン
トをまとめて移動したりします。

 4 選択を解除するには、選択部分以外の場所をクリックするか、別のツールに切り替えます。

コントロールポイントを追加する／削除する
必要なシェイプを作るのに十分なコントロールポイントが作成されていない場合、既存のシェイプにコントロールポ
イントを追加することができます。また、開いたシェイプを拡張したり、閉じたりすることもできます。

選択したシェイプにコントロールポイントを追加する

 1 「ポイントを編集」ツールを選びます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • シェイプのエッジをダブルクリックするか、Option キーを押しながらクリックして、新規のコントロールポイント
を追加します。

参考：B スプラインのシェイプにコントロールポイントを追加するには、シェイプ自体のエッジではなく、B スプラ
インのフレームのエッジをダブルクリックするか、または Option キーを押しながらクリックします。

 • Control キーを押しながらシェイプのエッジをクリックし、ショートカットメニューから「ポイントを追加」を選択
します。

開いたシェイプの最後にコントロールポイントを追加する

 1 「ポイントを編集」ツールで、開いたシェイプを選択します。

 2 Option キーを押しながら、シェイプの外側の任意の場所をクリックして、シェイプの最後にコントロールポイントを
追加します。

 3 シェイプの最初のポイントをクリックすると、シェイプが閉じます（または、最初のポイント上にポインタを置いて C 
キーを押します）。

閉じたシェイプは塗りつぶされません。

開いたシェイプを閉じる
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ポイントを編集」ツールが選択されている状態で、シェイプの最初のポイントをクリックすると、シェイプが閉じます

（または C キーを押します）。

閉じたシェイプは塗りつぶされません。

 m Control キーを押しながらコントロールポイントをクリックし、ショートカットメニューから「閉じたカーブ」を選択
します。
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 m 「シェイプ」インスペクタの「ジオメトリ」パネルを表示し、「閉じたシェイプ」チェックボックスを選択します。

もう一度シェイプを開くには、「閉じたシェイプ」チェックボックスの選択を解除します。

閉じたシェイプから開いたシェイプを作成する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押しながらシェイプのポイントをクリックし、ショートカットメニューから「開いたカーブ」を選択し
ます。

ポイントの前のセグメント（時計回りの方向）がシェイプから取り除かれます。これにより、選択したポイントがコン
トロールポイント 1 になり、残りのポイントの名前がそれに応じて変更されます。閉じたシェイプが最初に塗りつぶ
されていた場合、「塗りつぶし」チェックボックスは選択されたままです。塗りつぶしを無効にするには、HUD また
は「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで「塗りつぶし」チェックボックスの選択を解除します。

 m シェイプを選択して、「シェイプ」インスペクタにある「ジオメトリ」パネルで「閉じたシェイプ」チェックボックスの

選択を解除します。

参考：最初に描かれたポイントの前のスプラインが取り除かれます。シェイプの始点（最初に描かれたポイント）を
変更するには、Control キーを押しながらポイントをクリックして、ショートカットメニューから「始点を設定」を選
択します。

シェイプからコントロールポイントを削除する
シェイプに必要以上のコントロールポイントがある場合は、編集しやすいようにポイントを削除することができます。
後でシェイプをアニメートする場合は、これが役立ちます。

 1 「ポイントを編集」ツールで、シェイプを選択します。

 2 削除するポイントを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「削除」と選択します。

 • Control キーを押しながら選択したポイントをクリックし、ショートカットメニューから「ポイントを削除」を選択
します。

 • Delete キーを押します。

削除されたポイントに応じて、シェイプが変化します。閉じたシェイプからポイントを取り除いた場合は、そのシェイ
プは閉じたままになります。

After deleting pointBefore deleting point

警告：「キーフレームエディタ」内で、キーフレームが設定されたシェイプ・アニメーション・パラメータが存在す
るシェイプからポイントを削除すると、そのコントロールポイントはアニメーション全体から取り除かれます。
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コントロールポイントをロックする
シェイプ内のコントロールポイントをロックしてその場に固定すると、誤って変更してしまうのを避けることができま
す。ポイントがロックされていても、シェイプは移動が可能です。

ポイントをロックする／ロック解除する

 1 「ポイントを編集」ツールを選択して、シェイプを選択します。

 2 Control キーを押しながらコントロールポイントをクリックし、ショートカットメニューから「ポイントをロック」を選
択します。

そのポイントがロック解除されていれば、ロックされます。ポイントがロックされている場合は、ショートカットメニュー
に「ポイントをロック解除」が表示され、ロックが解除されます。

Locked points appear gray with 
a black dot in the middle of the point.

ベジェのコントロールポイントを編集する
ベジェシェイプの調整は、ほかの多くのアプリケーションの場合と同様の方法で行います。ベジェコントロールポイン
トはカーブを修正するのに幅広く使われており、必要とするどのようなシェイプでも簡単に描画することができます。
ベジェシェイプ内の各ポイントは、鋭いコーナーからカーブに切り替えることができます。 

参考：以下の手順では、2D 変形ツールのポップアップメニューにある「ポイントを編集」ツールを使用します。

コーナーとカーブの間でコントロールポイントを変換する
以下のいずれかの操作を行います：

 m Command キーを押しながらカーブポイントをクリックして、コーナー（直線状）ポイントに切り替えます。

 m Command キーを押しながらコーナーポイントをドラッグしてカーブ（ベジェ）ポイントに切り替え、調整可能な接
線ハンドルを作成します。

 m 選択したポイントを Control キーを押しながらクリックし、ショートカットメニューから「直線状」、「スムーズ」、「き
わめてスムーズ」（B スプラインの場合）のいずれかを選択して、コントロールポイントのタイプを変更します。

コントロールポイントの接線ハンドルを使ってベジェカーブを調整する
カーブのベジェコントロールポイントには 2 つの接線ハンドルがあり、それを使用してコントロールポイントのどち
ら側でもシェイプの湾曲を調整することができます。これらのハンドルをさまざまな形に調整することで、対称およ
び非対称のカーブを作成することが可能です。デフォルトではこれらの接線ハンドルは相互に対して 180 度の角度
で固定されていますが、それぞれの接線ハンドルを独立して調整できるように変更が可能です。

以下のいずれかの操作を行います：
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 m 接線ハンドルをドラッグしてその長さを調整します。デフォルトでは、向かい合う接線は 180 度にロックされており、
一方の接線を調整するともう一方も調整されます。ただし、それぞれの接線の長さは、個別に調整することができ
ます。

 m Option キーを押しながらいずれかの接線をドラッグして、向かい合う接線の関係を解除します。この関係が解除さ
れると、片方の接線を調整してももう一方には影響を与えず、どちらの接線も自由に回転させることができます。

 m Control キーを押しながらハンドルのポイントをクリックし、ショートカットメニューから「分割ハンドル」を選択し
て、向かい合うハンドルの関係を解除します。

 m 関係が解除された接線を Option キーを押しながらドラッグするか、または Control キーを押しながらハンドルの
ポイントをクリックしてショートカットメニューから「リンクハンドル」を選択することで、接線の角度を再度ロックし
ます。これで移動および回転するときに接線の関係が維持されます。

また、Option ＋ Command キーを押しながらハンドルのポイントをドラッグすることで、移動および回転するとき
に接線の関係を解除したままにすることができます。

 m Control キーを押しながらハンドルのポイントをクリックし、ショートカットメニューから「ハンドルを揃える」を選
択して、接線を 180 度の角度に揃えます。

接線の動きを 45 度の角度に抑えるには、Shift キーを押しながら調整します。複数のコントロールポイントのハン
ドルを同時に変更するには、Shift キーを押しながらポイント（同じスプライン上）を選択し、接線を調整します。
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重要：「記録」（自動キーフレーミング）が有効の場合は、カーブ調整にキーフレームが設定され、アニメーション
シェイプに変化が生じます。また、「シェイプ」インスペクタの「ジオメトリ」パネルで「コントロールポイント」パラ
メータにキーフレームを追加すると、記録ボタンの状況に関係なく、カーブの調整にキーフレームが追加されます。

B スプラインのコントロールポイントを編集する
B スプラインシェイプ内のコントロールポイントの位置の編集は、ベジェシェイプの編集と同様に行います。実際、コ
ントロールポイントの選択、移動、追加、削除、およびロックの方法は、ほとんど同じです。この 2 つのシェイプ編
集における主な違いは、カーブの操作と調整方法にあります。

最も簡単な（通常は最も速い）B スプラインカーブの操作方法としては、B スプラインポイントを動かし、ポイント
を互いに接近させたり離したりします。B スプラインポイントを互いに接近させると、より鋭角のカーブが形成され
ます。互いの距離が離れている B スプラインポイントは、鈍角のカーブを形成します。

Sharper curve (B-Spline points are closer)Shallow curve

B スプラインの各コントロールポイントは、シェイプのある部分に張力を加え、自らの方向に引っ張ります。このた
め、シェイプのカーブを操作するには、シェイプを引っ張る方向にそのコントロールポイントを動かします。たとえ
ば、下の図の S カーブを形成する各コントロールポイントが、それぞれ影響を与えるカーブの方向にオフセットして
いる様子に注目してください。

参考：B スプラインのコントロールポイントを囲んでいる B スプラインフレームの線を表示および非表示にするには、
「表示」＞「オーバーレイ」＞「ライン」と選択します。

デフォルトでは、B スプラインのシェイプにはコーナーがありません。ただし、B スプラインの各コントロールポイン
トの湾曲の度合いを調整して、コントロールポイントを減らして鋭角のカーブを作成することができます。（必要に応
じて、1 つのポイントでコーナーを作成することもできます。）

B スプラインのポイントの湾曲を調整するための最も簡単な方法は、Command キーを押しながらコントロールポ
イントをドラッグすることです。また、3 つのプリセットの湾曲度を切り替えることもできます。

B スプライン・コントロール・ポイントの湾曲を調整する
 1 Command キーを押しながら選択した B スプライン・コントロール・ポイントをドラッグして、その湾曲の度合い

を徐々に大きくします。 

湾曲を調整中であることを示すハンドルが表示されます。
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 2 必要に応じて以下の操作を行います：

 • ポイントから離すようにドラッグすると、カーブは徐々に鋭くなります。

 • ポイントに近付けるようにドラッグすると、カーブは徐々に緩くなります。

Very smooth B-Spline point Smooth B-Spline point Linear B-Spline point

参考：ハンドルが表示されたら、Command キーを使わずにカーブを変更できます。

 • Command キーを押しながらハンドルをクリックすると、徐々に鋭くなる 3 つの湾曲の度合いが切り替わりま
す。

また、Control キーを押しながら B スプラインポイントをクリックして、ショートカットメニューから「きわめてス
ムーズ」、「スムーズ」、または「直線状」を選択することもできます。

ダイナミックガイドとスナップを使う
キャンバスのダイナミックガイドとコントロールポイントのスナップ機能を使えば、選択したポイントをほかのオブジェ
クトと簡単に揃えることができます。スナップ機能を無効にして、手動による微妙なシェイプの調整を可能にするに
は、次の手順に従います：

 • N キーを押すと、スナップ機能がオフになります。もう一度 N キーを押すと、スナップ機能がオンに戻ります。

 • 選択したコントロールポイントの移動を開始して、Command キーを押しながらポイントをドラッグすると、ス
ナップが無効になります。

参考：Command キーを押してから、コントロールポイントをドラッグすると、調整可能な接線ハンドルが作成
されます。Command キーを押したまま、カーブポイントをクリックすると、ポイントがコーナーポイントに変わ
ります。ベジェカーブのコントロールポイントの編集方法について詳しくは、833 ページのベジェのコントロール
ポイントを編集するを参照してください。

「Motion」環境設定で、コントロールポイントをオブジェクトの中心、エッジ、または中心とエッジの両方のどこに
スナップするかを指定できます。詳しくは、55 ページのキャンバスの概要を参照してください。

シェイプでコントロールポイントのスナップ機能を使う

 1 キャンバスの右側上にある「表示」ポップアップメニューで、「ダイナミックガイド」項目にチェックマークが付いて
いることを確認します。

 2 メニューバーで「表示」＞「スナップ」と選択し、スナップ機能が有効になっていることを確認します。

 有効な場合、メニュー項目の横にチェックマークが表示されます。
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 3 編集するシェイプを選択し、ツールバーの 2D 変形ツール・ポップアップ・メニューから「ポイントを編集」ツール
を選択します。

参考：キャンバス内で、Control キーを押しながらシェイプをクリックしてショートカットメニューから「ポイントを編
集」を選択することもできます。

 4 キャンバス内で、コントロールポイントをドラッグします。

選択したコントロールポイントの位置が、元のシェイプのエッジや中心、ほかのオブジェクトのエッジや中心、また
はキャンバスの中心と揃うと、黄色のガイドが現れます。

Control point snapping to left boundary of shapeOriginal shape

「シェイプ」のパラメータ

「シェイプ」インスペクタ
キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でシェイプを選択すると、「インスペクタ」に「シェイプ」
が表示されます。この「インスペクタ」には、「スタイル」、「ストローク」、「詳細」、および「ジオメトリ」パネル
が表示されます。これらのパネルには、シェイプの塗りつぶしとアウトライン、ペイントストロークのアピアランスと
動的なアニメーション、コントロールポイントのジオメトリ、およびその他の高度なシェイプ属性を設定するパラメー
タが含まれています。これらのコントロールの一部は「シェイプ」HUD にも表示されます。

「スタイル」パネル
「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルには、アウトラインやペイントストロークのブラシタイプの変更など、
シェイプの塗りつぶしおよびアウトラインを変更するためのコントロールが含まれています。これらのパラメータは
「塗りつぶし」と「アウトライン」という 2 つの主なコントロールのカテゴリに分類されます。「スタイル」パネル
は、すべてのシェイプおよびペイントストロークに表示されます。
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「シェイプのスタイル」ポップアップメニュー
このポップアップメニューを使って、選択したシェイプに対してプリセットのシェイプのスタイル（「ライブラリ」の「シェ
イプのスタイル」カテゴリからのもの）を適用します。プリセットのスタイルに加えて、「ライブラリ」に保存したカ
スタムスタイルもこのリストに表示されます。

塗りつぶしコントロール
シェイプの塗りつぶしのカスタムカラー、透明度、およびぼかしの属性を設定するには、このパラメータのグループ
を調整します。アクティブ化チェックボックスでは、選択したシェイプの塗りつぶしパラメータのオン／オフを切り替
えます。デフォルトでは、新しい閉じたシェイプではこのチェックボックスが選択されます（青色で強調表示されてい
ます）。

 • 塗りつぶしモード：シェイプの塗りつぶしかたを設定するポップアップメニューです。次の 2 つのオプションがあ
ります：

 • カラー：「塗りのカラー」コントロールと「塗りの不透明度」コントロールをアクティブにします。

 • グラデーション：グラデーションエディタとグラデーションプリセットのポップアップメニューをアクティブにしま
す。

 • 塗りのカラー：「塗りつぶしモード」を「カラー」に設定したときに使用可能なカラーコントロールです。シェイ
プの塗りつぶしの色を選択できます。カラーコントロールの使いかたについて詳しくは、131 ページの基本のカ
ラーコントロールを参照してください。

 • 塗りの不透明度：「塗りつぶしモード」を「カラー」に設定したときに表示されるスライダです。塗りつぶしの不
透明度を調整できます（「アウトライン」パラメータを有効にしていても、アウトラインには適用されません）。

 • グラデーションプリセットのポップアップメニュー（ラベルなし）：「塗りつぶしモード」が「グラデーション」に
設定されているときに使用できるポップアップメニューです。選択したシェイプに対してプリセットのグラデーショ
ン（「ライブラリ」の「グラデーション」カテゴリからのもの）を適用します。プリセットのグラデーションに加え
て、「ライブラリ」に保存したカスタムグラデーションもこのリストに表示されます。

 • グラデーションエディタ：「塗りつぶしモード」が「グラデーション」に設定されているときに使用できる、標準
のグラデーションエディタです。カスタムのカラーグラデーションと不透明度グラデーションを設定します。左側に
ある開閉用三角ボタンをクリックすると、すべてのグラデーションコントロールが表示されます。グラデーションエ
ディタの使いかたについて詳しくは、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。「グラデーション
エディタ」のコントロールは、1 点を除き、テキスト用のグラデーションコントロールと同じです：テキストのグラ
デーションパラメータには、グラデーションの角度を制御するダイヤルが含まれています。ただし、シェイプのグ
ラデーションパラメータは「開始」と「最後」のコントロールポイントを使用し、これらは「インスペクタ」また
はキャンバスのコントロールから使用できます。

 • フェザー：シェイプのエッジをぼかすスライダです。「フェザー」の値が正の場合はシェイプのエッジがエッジから
外側に向かってぼかしが入ります。「フェザー」の値が負の場合は、シェイプのエッジがエッジから内側に向かっ
てぼかしが入ります。

参考：「アウトライン」チェックボックスが選択されているときには、オブジェクトをぼかすことはできません。

 • 減衰：ぼかしの入り方の緩急を制御するスライダです。値を高くすると、ぼかしがさらに内側に押し込まれ、ぼ
かしエフェクトのエッジの透明度が上がります。値を低くすると、ぼかしエフェクトの中核部分がさらに外側に押
し出され、ぼかしエフェクトのエッジの透明度が下がります。

参考：「アウトライン」チェックボックスが選択されているときには、減衰を調整することはできません。
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「アウトライン」コントロール
このグループのパラメータを使って、シェイプのアウトライン属性を設定します。アクティブ化チェックボックスでは、
選択したシェイプのアウトラインパラメータのオン／オフを切り替えます。デフォルトでは、このチェックボックスは、
閉じたシェイプに対しては選択が解除され、開いたシェイプとペイントストロークに対しては選択されます。「アウト
ライン」チェックボックスを選択すると、「ブラシタイプ」、「ブラシカラー」、「ブラシの不透明度」、「幅」、「最初の
点のオフセット」、「最後の点のオフセット」、「順番」、およびその他のコントロールが有効になります。

 • ブラシタイプ：単色ブラシ、エアーブラシ、イメージブラシのどれを使ってアウトラインを描くかを設定するポップ
アップメニューです。

Solid brush type Airbrush brush type Image brush type

 • 単色：シェイプのスプラインまたはペイントストロークに沿って単色のアウトラインを作成します。デフォルトの
設定です。 

 • エアーブラシ：塗り付けと呼ばれる編集可能なブラシストロークから構成されるアウトラインを作成します。塗
り付けは、線が単色で表示されるように互いに近接して配置することも、大きく間隔を空けて配置することもで
きます。「ブラシタイプ」を「エアーブラシ」に設定すると、「シェイプ」インスペクタで「ストローク」パネル
および「詳細」パネルが使用可能になります。

 • イメージ：レイヤーを塗り付けのソースとして使用できるようになります。「ブラシタイプ」を「イメージ」に設
定すると、「シェイプ」インスペクタで「ストローク」パネルおよび「詳細」パネルが使用可能になります。

 • ブラシカラー：アウトラインまたはペイント塗り付けで使用する色を選択できるカラーコントロールです。これらの
カラーコントロールは、シェイプの「塗りのカラー」コントロール（および「Motion」で使用されるすべてのカ
ラーコントロール）と同じです。

参考：「ストロークのカラーモード」（「ストローク」パネル内）が「オーバーストロークにカラーを指定」または
「カラーの範囲から選択」に設定されている場合、「ブラシのカラー」は使用できません。

 • ブラシの不透明度：「ブラシタイプ」の設定とは関係なく、ストローク全体の不透明度を指定するスライダです。

参考：「ストロークのカラーモード」（「ストローク」パネル内）が「オーバーストロークにカラーを指定」または
「カラーの範囲から選択」に設定されている場合、「ブラシカラー」および「ブラシの不透明度」パラメータは
使用できません。「ストロークのカラーモード」（「ストローク」パネル内）が「ブラシのカラーを使用」に設定さ
れている場合は、「ストローク」パネルで、不透明度がストロークの表示中に変化するように調整できます。「不
透明度のオーバーストローク」パラメータの使いかたについて詳しくは、842 ページの「ストローク」パネル を
参照してください。

「ブラシの不透明度」コントロールでは、シェイプとそのアウトラインに対して異なる不透明度値を定義します。

Outline opacity set to 100% Outline opacity set to 50%
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 • ブラシのソース：「ブラシタイプ」に「イメージ」を選択した場合に使用できるイメージウェルです。イメージをアウ
トラインのブラシソースとして設定できます。「レイヤー」リスト内のイメージ、イメージシーケンス、QuickTime 
ムービー、テキストオブジェクト、またはシェイプを、「ブラシソース」イメージウェルにドラッグします。

参考：ブラシソースがムービーまたはイメージシーケンスの場合は、「アウトライン」グループのコントロールに追
加のパラメータが表示されます。詳しくは、841 ページの「スタイル」パネルのムービーコントロール を参照して
ください。

 • ブラシプロファイル：「ブラシタイプ」に「エアーブラシ」を選択した場合に使用できるグラデーションエディタで
す。ブラシ内にさまざまなレベルの不透明度を設定します。ブラシプロファイルは標準の「グラデーションエディタ」
と同じ不透明度コントロールを使います。詳しくは、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。デ
フォルトの「ブラシプロファイル」のグラデーションでは柔らかなエアブラシが作成されます。

「ブラシプロファイル」の不透明グラデーションを変更して、新しいブラシの外観を作り出します。

 • 幅：シェイプのアウトラインの幅またはペイントストロークの塗り付けの幅を変更するためのスライダです。ペイン
トストロークで幅を調整すると、塗り付けの間隔を維持したまま、塗り付けのサイズが変更されます。 

参考：「ペイントストロークツール」HUD で「筆圧」パラメータを使って、ストロークの作成時に変化を付けた場
合、「幅」パラメータを調整すると、ストロークの幅に均等に影響します。

 • 幅を保持：このチェックボックスを選択すると、シェイプを縮小／拡大したときに、定義済みのアウトライン／スト
ロークの幅が維持されます。このオプションは、「ブラシタイプ」に「単色」を選択した場合にのみ使用できます。

 • ジョイント：「ブラシタイプ」に「単色」を選択した場合に使用できるポップアップメニューです。シェイプのアウト
ライン上の鋭いコーナーの描きかたを設定します。3 つのオプションがあります：

 • 正方形：すべてのコーナーが四角くなります。

 • 丸み：すべてのコーナーが丸くなります。

 • ベベル：すべてのコーナーが一定角度で切り取られます。

 • 始点の先端：「ブラシタイプ」に「単色」を選択した場合に使用できるポップアップメニューです。開いたアウトラ
インの始点の先端の形状（アウトラインのエッジの形状）を選択できます。以下の 5 つのオプションがあります：

 • なし：ストロークはコントロールポイントで終わります。

 • 正方形：キャップは四角くなります。

 • 丸み：キャップは丸くなります。

 • ベベル：キャップは一定角度で切り取られます。

 • 矢印：先端はカスタマイズ可能な矢印になります。「始点の先端」または「終点の先端」ポップアップメニュー
から「矢印」を選択した場合は、「矢印の長さ」と「矢印の幅」スライダが表示されます。
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 • 終点の先端：ポップアップメニューから、アウトラインの終点の先端の形状を選択できます。このオプションは、
「ブラシタイプ」に「単色」を選択した場合にのみ使用できます。

以下の 5 つのオプションがあります：

 • なし：ストロークはコントロールポイントで終わります。

 • 正方形：キャップは四角くなります。

 • 丸み：キャップは丸くなります。

 • ベベル：キャップは一定角度で切り取られます。

 • 矢印：先端はカスタマイズ可能な矢印になります。「始点の先端」または「終点の先端」ポップアップメニュー
から「矢印」を選択した場合は、「矢印の長さ」と「矢印の幅」スライダが表示されます。

 • 間隔：「ブラシタイプ」に「エアーブラシ」または「イメージ」を選択した場合に使用できるスライダです。塗り
付けの間隔を定義します。低い数値にすると、より明瞭なラインになり、高い値にすると、塗り付け間の距離が
大きくなります。

 • アディティブブレンド：「ブラシタイプ」に「エアーブラシ」または「イメージ」を選択した場合に使用できるチェッ
クボックスです。「アディティブブレンド」モードを使って重なっているすべての塗り付けを 1 つに合成します。デ
フォルトでは、塗り付けは「通常」ブレンドモードで合成されます。「アディティブブレンド」モードは、すでに使
われている任意の合成方法に付加されて適用されます。

 • 重ねる順番を反転：「ブラシタイプ」に「エアーブラシ」または「イメージ」を選択した場合に使用できるチェッ
クボックスです。塗り付けを重ねる順番を反転させます。このパラメータの効果を確認するには、塗り付けが重
なっている必要があります。

 • 最初の点のオフセット：アウトラインの始点をオフセットおよびアニメートすることができるスライダです。これ
は、時間の経過と共に地図全体にラインを描くなどのエフェクトに非常に役立ちます。また、シェイプの「なぞり
描き」ビヘイビアを使って、時間の経過と共にストロークまたはアウトラインを描くこともできます。（詳しくは、
862 ページのなぞり描きを参照してください。）

 • 最後の点のオフセット：アウトラインの終点をオフセットおよびアニメートすることができるスライダです。

 • 順番：シェイプの塗りのカラーまたはグラデーションの上下どちらにアウトラインを描くかを設定するポップアップ
メニューです。このエフェクトはアウトラインの幅を太くすると、より明確になります。このメニューには次の 2 つ
の項目があります：

 • 塗りの上：アウトラインが、シェイプの選択した塗りつぶしの上に表示されます。

 • 塗りの下：アウトラインが、シェイプの選択した塗りつぶしの下に隠れます。

「スタイル」パネルのムービーコントロール
「ブラシのソース」が複数のフレームで構成されるオブジェクト（QuickTime ムービーやイメージシーケンスなど）
の場合は、「スタイル」パネルに追加の設定が表示されます。

「スタイル」パネルのムービーのパラメータ
 • フレームを再生：「ブラシソース」のムービーやイメージシーケンスの再生を制御するチェックボックスです。この
チェックボックスを選択すると、クリップの再生がループします。「フレームを再生」チェックボックスの選択を解除
すると、ペイントの塗り付けには、「ランダム開始フレーム」パラメータまたは「ソース開始フレーム」パラメー
タのいずれかによって指定された静止フレームが使用されます。

 • ランダム開始フレーム：「ブラシソース」パラメータに複数のフレームで構成されるムービーやイメージシーケンス
が含まれているときに、イメージのブラシストロークにさまざまな変化を加えるチェックボックスです。このチェッ
クボックスを選択すると、塗り付けごとにソースクリップ内のフレームがランダムに選択されます。「フレームを再
生」チェックボックスを選択した場合はこのランダムフレームからアニメーションが開始され、選択しなかった場
合は静止フレームになります。ランダムのパターンは、「ストローク」パネルにある「ランダムシード」ボタンを
使って調整できます。
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 • ソース開始フレーム：ペイントの塗り付けでソースクリップの再生を開始するフレームを定義するミニカーブエ
ディタです。ミニカーブエディタの使いかたについて詳しくは、473 ページのミニカーブエディタを参照してくだ
さい。「ソース開始フレーム」のデフォルトのキーフレーム値は 0 です。すべての塗り付けの開始フレームを変
更することもできますが、カーブを作成してストロークに沿って開始フレームを変化させる（塗り付けごとに異な
る開始フレームを使う）こともできます。たとえば、「ソース開始フレーム」が 50 の場合は、各塗り付けの再生
が 50 フレームで開始されます。50 で開始して 250 で終了するアニメーションカーブを作成した場合は、クリッ
プの再生が進むほど後のフレームから再生が開始されます。

参考：再生を開始するためには「フレームを再生」チェックボックスを選択する必要があります。「フレームを再
生」の選択を解除しいている場合でも、表示される静止フレームをストロークに沿って変えることができます。こ
のパラメータは、「ランダム開始フレーム」を選択していないときにのみ表示されます。

「ソース開始フレーム」の開閉用三角ボタンをクリックすると、「ストロークの長さ」および「ソース開始フレーム」
サブパラメータが表示されます：

 • ソース開始フレームのオーバーストローク：ミニカーブエディタ内の選択されたキーフレームの値を調整するス
ライダです。

 • ストロークの長さ：選択されたキーフレームの値を調整するスライダです。「ストロークの長さ」はミニカーブ
エディタのグラフに水平方向にマップされ、ストロークの長さにわたって開始フレーム値（キーフレーム）の変
更位置を視覚的に表現します。

 • ホールドフレーム：再生時にソースムービーの各フレームが繰り返される回数を設定するスライダです。「ホール
ドフレーム」の値を大きくすると、ゆっくり再生されます。

 • ホールドフレームのランダムの度合い：ホールドするフレーム数を調整するスライダです。

「ストローク」パネル
エアーブラシやイメージのペイントストロークを作成すると、「ストローク」パネルで一連のペイントストロークのコン
トロールを使用できるようになります。これらのコントロールは、パーティクルシステムやリプリケータのコントロー
ルと同じです。これらを使って、「ストロークのカラーモード」や「ブラシ調整」パラメータを設定したり、「不透明
度」、「間隔」、「幅」、「アングルのオーバーストローク」の各パラメータを調整できます。

「ストローク」パネルは、「スタイル」パネルの「ブラシタイプ」ポップアップメニューが「エアーブラシ」または「イ
メージ」に設定されているときにのみ使用可能です。
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ストロークコントロール
 • ストロークのカラーモード：ストロークの長さ全体に対する色の適用方法を指定するポップアップメニューです。3 
つのオプションがあります：

 • ブラシのカラーを使用：「スタイル」パネルの「ブラシカラー」パラメータで定義されているブラシの色を使い
ます。ストロークはその長さにわたって単色になります。「ストロークのカラーモード」ポップアップメニューか
ら「ブラシのカラーを使用」を選択すると、「不透明度のオーバーストローク」コントロールが表示されます。

 • オーバーストロークにカラーを指定：ペイントストローク上の位置に基づいて塗り付けに色が付けられます。こ
のオプションを選択すると、「オーバーストロークにカラーを指定」コントロールが表示されます。

 • カラーの範囲から選択：グラデーションエディタで指定したカラーの範囲内で、塗り付けにランダムに色が付け
られます。グラデーションのポイントはランダムに選択されるため、各カラーの領域の相対的なサイズによって
カラーの使用される頻度が決まります。

 • 不透明度のオーバーストローク：「ストロークのカラーモード」を「ブラシのカラーを使用」に設定した場合に表
示される不透明度グラデーションエディタです。このグラデーションコントロールを使って、ストローク上の位置を
基準に塗り付けの不透明度を変更します。このグラデーションコントロールはグレイスケール値のみに限られてお
り、これを使って不透明度の変化を表します。白では塗り付けは単色で、徐々にグレイが濃くなるにつれて不透
明度が小さくなり、黒で完全に透明になります。単純な白から黒へのグラデーションの場合、ストロークの開始
時は単色ですが、長さ全体にわたって徐々にフェードアウトして最後に消えます。グラデーションエディタの使い
かたについては、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。

 • オーバーストロークにカラーを指定：ストロークのカラーの範囲を指定するグラデーションエディタです。グラデー
ションの左端のカラーから始まって、徐々にカラーの範囲が移動し、ストロークの最後には右端のカラーが割り
当てられます。徐々に変化するカラーは塗り付けごとに表示されるのではなく、ストロークは全体として 1 色で表
示されます。グラデーションエディタの上部に「不透明度」バーが表示されます。グラデーションエディタの使い
かたについては、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。

 • カラーの範囲：「ストロークのカラーモード」を「カラーの範囲から選択」に設定すると表示されるグラデーショ
ンエディタです。これを使って、ストロークのペイント塗り付けをランダムに色付けするカラーの範囲を指定しま
す。グラデーションカラーの方向は関係がなく、グラデーションに含まれるカラーの数だけが関係します。「カラー
の範囲」パラメータには「オーバーストロークにカラーを指定」パラメータと同じコントロールがあります。グラ
デーションエディタの使いかたについては、134 ページのグラデーションエディタを参照してください。

 • カラーの繰り返し：「ストロークのカラーモード」ポップアップメニューから「オーバーストロークにカラーを指定」
を選択したときに使用できるスライダです。ストロークでグラデーションが繰り返される回数を増やします。

 • 間隔のオーバーストローク：ストロークの長さにわたって塗り付けの間隔をカスタマイズできるミニカーブエディ
タです。ストロークに沿って徐々に塗り付けの間隔が大きくなっていくカーブを作成したり、ストロークに沿って
塗り付けの間隔が変化するカーブを作成したりできます。「間隔のオーバーストローク」および「ストロークの長
さ」パラメータに変更を加えるには、グラフ内のキーフレームを選択するか追加します。
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次の図では、「間隔のオーバーストローク」のミニカーブエディタがデフォルト値の 100 ％に設定されています。
この場合、「スタイル」パネルの「間隔」パラメータで設定された値に基づいて塗り付けが均等に分散されます。
ミニカーブエディタの使いかたについて詳しくは、473 ページのミニカーブエディタを参照してください。

次の図では、ストロークの始点で値を高くし、ストロークの終点で 100 ％になるように、「間隔のオーバースト
ローク」のミニカーブエディタでカーブが調整されています。ストロークの最初では塗り付けの間隔がより離れ、
ストロークの最後では間隔がより近付いています。

「間隔のオーバーストローク」ミニカーブエディタにある 2 つの追加のコントロールを使えば、グラフ内のカーブ
の選択したポイントの値を微調整できます：

 • 間隔のオーバーストローク：選択したキーフレームで塗り付けの間隔を調整するスライダです。このパラメータ
を大きくすると、ストロークの塗り付けの間隔が広くなります。

 • ストロークの長さ：選択したキーフレームに対して「間隔のオーバーストローク」が適用されているストローク
内の塗り付けの範囲を指定するスライダです。 

 • 固定ブラシ塗り付け：このチェックボックスを選択すると、ビヘイビアまたはキーフレームのアニメーションによ
る、時間の経過に伴うストロークのシェイプの変化に関係なく、塗り付けの数と間隔が一定に保たれます。この
パラメータの効果は、1 つのフレームでペイントストロークを編集しているときには見ることができません。

 • 塗り付けのアンカー位置：「固定ブラシ塗り付け」チェックボックスを選択していないときに使用可能なポップアッ
プメニューです。ペイントストロークの長さが変更されたときに、ペイントストロークに対して塗り付けがどのよう
に追加または削除されるかを定義します。「固定ブラシ塗り付け」チェックボックスを選択した場合、塗り付けは
ペイントストロークの最初と最後に固定されます。次の 2 つのオプションがあります：

 • 開始：ペイントストロークの長さが変更されたときに、ペイントストロークの始点で塗り付けを追加または削除
します。ストロークの最初の塗り付けは固定されたままです。

 • 開始と終了：ペイントストロークの長さが変更されたときに、ペイントストロークの始点と終点で塗り付けを追
加または削除します。ストロークの最初と最後の塗り付けは固定されたままです。
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参考：シェイプのコントロールポイントを変更するか、「幅」や「間隔」パラメータ（「スタイル」パネル内）、ま
たは「間隔のオーバーストローク」や「幅のオーバーストローク」パラメータ（「ストローク」パネル内）を調
整すると、塗り付けの間隔に影響します。これは、塗り付けの幅が大きくなると間隔がより広くなるためです。

 • 幅のオーバーストローク：ストロークの長さにわたって塗り付けの幅をカスタマイズできるミニカーブエディタで
す。ストロークの長さにわたって徐々に塗り付けの幅が大きくなっていくカーブを作成したり、ストロークの長さ
にわたって塗り付けの幅が変化するカーブを作成したりできます。「幅のオーバーストローク」および「ストロー
クの長さ」パラメータに変更を加えるには、グラフ内のキーフレームを選択するか追加します。塗り付け幅の開
始値は、「スタイル」パネルの「幅」パラメータに設定されている値に従います。ミニカーブエディタの使いか
たについて詳しくは、473 ページのミニカーブエディタを参照してください。

「幅のオーバーストローク」ミニカーブエディタにある 2 つの追加のコントロールを使えば、グラフ内のカーブの
選択したポイントの値を微調整できます：

 • 幅のオーバーストローク：選択されたキーフレームで塗り付けの幅を調整するスライダです。

 • ストロークの長さ：選択したキーフレームに対して「幅のオーバーストローク」が適用されているストローク内
の塗り付けの範囲を指定するスライダです。

「幅のオーバーストローク」パラメータは、キャンバスで選択したペイントストローク上で調整することができます。
詳しくは、848 ページの「幅のオーバーストローク」オンスクリーンコントロールを使う を参照してください。

 • ブラシ調整：ブラシ（塗り付けのソース）のサイズを調整するスライダです。開閉用三角ボタンをクリックして、X 
または Y 方向の調整値を個別に調整します。デフォルトでは、調整は 100 ％に設定されています。これは塗り
付けのサイズが、ソースブラシのサイズと同じであることを意味します。「スタイル」パネルの「幅」パラメータ
とは異なり、「ブラシ調整」では塗り付けのサイズだけが調整され、塗り付けの間隔は維持されません。

 • ブラシ調整のランダムの度合い：ストロークのブラシの調整における変動量を指定するスライダです。値が 0 の
場合、変動がないことを意味します。つまり、ストローク内のすべての塗り付けは同じサイズだということです。
0 より大きな値を指定すると、変動が発生します。個々の塗り付けの調整は、調整パラメータによって指定され、
「ブラシ調整」、「幅のオーバーストローク」、「幅」（「スタイル」パネル内）パラメータの範囲内に収まるランダ
ムな値が加算または減算されます。開閉用三角ボタンをクリックして、X または Y 方向の値を個別に調整します。

 • ブラシアングルを揃える：このチェックボックスを選択すると、ストロークの塗り付けは配置されたシェイプに合わ
せて回転します。

 • ブラシアングル：ストロークの塗り付けの回転（度）を指定するダイヤルです。デフォルトのダイヤルまたは値ス
ライダを使うと、Z 方向の角度が変更されます。「ローカル 3D」チェックボックスを選択した場合は、「ブラシア
ングルのランダムの度合い」の詳細コントロールが表示されます。開閉用三角ボタンをクリックすると、X、Y、Z 
回転のダイヤルと「アニメート」ポップアップメニューが表示されます。

 • アニメート：「ローカル 3D」チェックボックスを選択したときに使用できるポップアップメニューです。アニメー
トされた 3D 回転チャンネルの補間を変更できます。「ブラシアングル」の開閉用三角ボタンをクリックすると、
「アニメート」パラメータが表示されます。デフォルトでは、「アニメート」は「回転を使用」に設定されてい
ます。

 • 回転を使用：塗り付けが最初の回転から最後の回転まで回転します。アニメーションに応じて、エレメントが最
終的な向き（最後のキーフレーム値）まで複数回回転します。たとえば、X、Y、Z の「アングル」パラメー
タを、0 度から 180 度までアニメートするように設定した場合、エレメントは最後の向きに到達するまですべて
の座標軸で回転することになります。

67% resize factor



 第 20 章    シェイプ、マスク、およびペイントストローク 846

 • 方向を使用：塗り付けはより滑らかに回転しますが、複数回の回転はできません。このオプションでは、塗り
付けの開始時の向き（最初のキーフレーム）と終了時の向き（2 つ目のキーフレーム）の間が補間されます。

 • アングルのオーバーストローク：ストロークの長さにわたって塗り付けの Z 回転をカスタマイズできるミニカーブ
エディタです（単位：度）。ストロークの長さにわたって徐々に塗り付けのアングルが大きくなっていくカーブを作
成したり、ストロークの長さにわたって塗り付けのアングルが変化するカーブを作成したりできます。「アングル
のオーバーストローク」および「ストロークの長さ」コントロール（グラフの下で使用できます）を使って変更を
行うには、グラフでキーフレームを選択または追加します：

 • アングルのオーバーストローク：選択されたキーフレームで塗り付けの角度を調整するダイヤルです。

 • ストロークの長さ：選択したキーフレームに対して「アングルのオーバーストローク」が適用されているスト
ローク内の塗り付けの範囲を指定するスライダです。

 • ブラシアングルのランダムの度合い：ストロークの塗り付けの回転における変動量を指定するダイヤルです。値 
0 は変動がないことを意味します。つまり、すべての塗り付けには、同一の回転値が割り当てられるということ
です。0 より大きな値を指定すると、変動が発生します。個々の塗り付けのアングルは、「ブラシアングル」パラ
メータと「アングルのオーバーストローク」パラメータで指定され、「ブラシアングルのランダムの度合い」の範
囲内に収まるランダムな値が加算または減算されます。デフォルトのダイヤルを使うと、Z 方向の角度が変更され
ます。塗り付けの回転を X、Y、Z 空間で変更する場合や、「アニメート」パラメータを使用する場合は、「ロー
カル 3D」チェックボックスを選択して開閉用三角ボタンをクリックします。

 • アニメート：「ローカル 3D」チェックボックスを選択したときに使用できるポップアップメニューです。アニメー
トされた 3D 回転チャンネルの補間を変更できます。「ブラシアングルのランダムの度合い」の開閉用三角ボ
タンをクリックすると、「アニメート」パラメータが表示されます。デフォルトでは、「アニメート」は「回転を
使用」に設定されています。

 • 回転を使用：塗り付けが最初の回転から最後の回転まで回転します。アニメーションに応じて、エレメントが最
終的な向き（最後のキーフレーム値）まで複数回回転します。たとえば、X、Y、Z の「アングル」パラメー
タを、0 度から 180 度までアニメートするように設定した場合、エレメントは最後の向きに到達するまですべて
の座標軸で回転することになります。

 • 方向を使用：塗り付けはより滑らかに回転しますが、複数回の回転はできません。このオプションでは、塗り
付けの開始時の向き（最初のキーフレーム）と終了時の向き（2 つ目のキーフレーム）の間が補間されます。

 • ローカル 3D：「Motion」の 3D ワークスペースを利用できるチェックボックスです。「ローカル 3D」チェック
ボックスを選択すると、以下が使用可能になります：

 •「カメラに向ける」チェックボックスを選択した場合、カメラまたはストロークが回転／アニメートされるときに
ペイント塗り付けがアクティブにカメラに対向します。

 •「塗り付けの前後の順序」チェックボックスを選択しない場合、ペイントストローク（またはカメラ）が X 空間
または Y 空間で回転するときに、塗り付けの順番が矛盾のないまま維持されます。このチェックボックスを選
択した場合は、ストロークが 180 度回転するたびに塗り付けの前後が入れ替わります。つまり、このチェック
ボックスを選択すると、プロジェクト内での各塗り付けの実際の 3D 位置に応じてストロークの塗り付けが描画
されます。カメラに近い塗り付けほど近くにあるように見え、カメラから離れた塗り付けほど遠くにあるように
見えます。

 •「詳細」パネルで「ダイナミクス」チェックボックスを選択した場合、ペイントストロークはエミッタと同様に動
作します。つまり塗り付けがパーティクルになります。「ローカル 3D」チェックボックスを選択した場合、塗り
付けは 3D 空間でアニメートされます。「ローカル 3D」チェックボックスの選択を解除した場合、パーティクル
は X 空間と Y 空間でのみアニメートされます。「ダイナミクス」について詳しくは、849 ページの「詳細」パ
ネルを参照してください。

 •「詳細」パネルで「ダイナミクス」を選択した場合、一部の「シミュレーション」ビヘイビアが適用されると、
塗り付けが平面から浮き出ます。たとえば、ペイントストロークに「吸着」ビヘイビアが適用され（「サブオブ
ジェクトに適用」チェックボックスが選択されている状態）、ターゲットのレイヤーが Z 空間の別の場所にある
とすると、塗り付けは Z 空間に引き込まれ、ターゲットのレイヤーの方向へ移動します。ビヘイビアによって X 
と Y の平面から浮き出るには、ペイントストロークが 3D グループのメンバーである必要があります。
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3D 空間でペイントストロークを操作するときは、以下のガイドラインを参考にしてください：

 • 2D プロジェクトであっても、3D 空間でペイントストロークの一般情報を調整できます。たとえば、「情報」イ
ンスペクタの「位置」、「調整」、「回転」、および「アンカーポイント」コントロールを使って Z パラメータを
変更することができます。

 • ペイントストロークを反射させるには（「情報」インスペクタで設定します）、「ローカル 3D」の選択を解除す
る必要があります。

 • ペイントストロークがシャドウを放つには（「情報」インスペクタで設定します）、「ローカル 3D」の選択を解
除する必要があります。

 • ライティングをペイントストロークに反映させるには、「ローカル 3D」の選択を解除する必要があります。

重要：「ローカル 3D」チェックボックスを選択しても、ペイントストロークは「グローバル」3D の世界とは交差
しません。つまり、ペイントストロークは 3D 空間に存在できますが、同じグループ内に存在するオブジェクトや
ほかのグループ内のオブジェクトと交差しないことを意味します。3D ペイントストロークは、レイヤーの順番に
従ってプロジェクト内の残りのオブジェクトと合成されます。

 • カメラに向ける：「ローカル 3D」チェックボックスを選択した場合に使用できるチェックボックスです。カメラを回
転したとき、またはペイントストロークを回転またはアニメートしたときに、ストロークの塗り付けを強制的に実
行します。「カメラに向ける」チェックボックスの選択を解除した場合、塗り付けはストローク内で正方向に向き、
平坦に表示されます（ソースレイヤーまたはペイント塗り付けが 3D 空間で回転している場合を除く）。

ペイントソースの塗り付けは 2D（平坦な）オブジェクトであるため、「左」、「右」、「上」などの直交するカメラ
ビューを使っている場合は、塗り付けは表示されません（ソースレイヤーまたは塗り付けが 3D 空間で回転して
いる場合を除く）。これは、正投影の表示が塗り付けに対して直角であるからです。カメラの使いかたについて
詳しくは、907 ページのカメラの概要を参照してください。

 • 塗り付けの前後の順序：「ローカル 3D」チェックボックスを選択した場合に使用できるチェックボックスです。ペ
イントストロークが X 空間または Y 空間で回転するときに、ペイントの塗り付けの順序が矛盾のないまま維持さ
れます。「塗り付けの前後の順序」を選択しなかった場合は、ストロークが 180 度回転するたびに塗り付けの前
後が入れ替わります。

 • ジッタ：ペイント塗り付けを分散することができるスライダです。値が高いほど、より多量の塗り付けが分散され
て、ストロークのコントロールポイントに対して平行で垂直になります。塗り付けがパーティクルのように動作す
るようにジッタをキーフレームでアニメートすることができます。開閉用三角ボタンをクリックすると、X および Y 
の各スライダが表示されます： 

 • X：コントロールポイントでストロークのカーブに並行に塗り付けを移動させます。

 • Y：コントロールポイントでストロークのカーブに垂直に塗り付けを移動させます。

 • ジッタのオーバーストローク：ストロークの長さにわたって塗り付けのばらつきをカスタマイズできるミニカーブエ
ディタです。ストロークの長さにわたって徐々に塗り付けのジッタが増えていくカーブを作成したり、ストロークの
長さにわたって塗り付けのジッタが変化するカーブを作成したりできます。「ジッタのオーバーストローク」および
「ストロークの長さ」コントロール（グラフの下で使用できます）を使って変更を行うには、グラフでキーフレー
ムを選択または追加します：

 • ジッタのオーバーストローク：カーブに沿った特定のポイントで、X 座標軸と Y 座標軸に沿って塗り付けがどの
くらい動くかを調整するスライダです。開閉用三角ボタンをクリックすると、ジッタのエフェクトをカスタマイズ
するために、X 座標軸と Y 座標軸の各スライダが表示されます。ストローク上の特定のキーフレームで塗り付
けがストロークカーブの水平方向にどのくらい動くかを調整するときは、「X」スライダをドラッグします。スト
ローク上の特定のキーフレームで塗り付けがストロークカーブの垂直方向にどのくらい動くかを調整するとき
は、「Y」スライダをドラッグします。カーブ上の特定のキーフレームで塗り付けが両方向にどのくらい動くかを
調整するときは、「ジッタのオーバーストローク」パラメータを使います（赤いカーブと緑のカーブが同時に調
整されます）。 
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 • ストロークの長さ：選択したキーフレームに対して「ジッタのオーバーストローク」が適用されているストロー
ク内の塗り付けの範囲を指定するスライダです。

 • ランダムシード：「ジッタ」、「ブラシアングルのランダムの度合い」、「ブラシ調整のランダムの度合い」の各パラ
メータ（「ストローク」パネル内）、および「表示時間」、「速度」、「スピンのランダムの度合い」の各パラメータ
（「詳細」パネル内）によって変わるコントロールです。現在のランダムな塗り付けの分布が気に入らない場合
は、値フィールドに新しい値を入力するか「生成」をクリックすることで、シードナンバーを変更できます。この
パラメータは、「ジッタ」の値が 1 以上でなければ効果を現しません。

「幅のオーバーストローク」オンスクリーンコントロールを使う
「幅のオーバーストローク」コントロールは、通常は「シェイプ」インスペクタの「ストローク」パネル（選択した
シェイプの「アウトライン」の「ブラシタイプ」が「エアーブラシ」に設定されている場合のみ使用できます）で設
定します。ただし、ストローク内の各キーフレームに表示される編集可能なコントロールをドラッグすることによって、
キャンバスで「幅のオーバーストローク」のキーフレーム値を調整することもできます。 

「幅のオーバーストローク」オンスクリーンコントロールを使う

 1 キャンバスで、Control キーを押しながらペイントストロークをクリックし、ショートカットメニューから「ストローク」
を選択します。

赤いスプライン上の各キーフレームに小さなコントロールポイント（＋）が表示されます。

 2 調整するキーフレームを表すコントロールポイントをクリックします。

コントロールポイントの両側にコントロールハンドルが表示されます。

 3 塗り付けの幅を増やすにはポイントから離すようにドラッグし、塗り付けの幅を減らすにはポイントに向かってドラッ
グします。

 4 幅キーフレームの位置を変更するには、コントロールポイントを左または右にドラッグしてストロークに沿って移動し
ます。（キーフレームは重なり合うようにドラッグできます。）

画面上で調整を行うとミニカーブエディタがアップデートされます。
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 5 幅キーフレームを追加するには、赤いスプライン上をダブルクリックするか、Option キーを押しながらクリックしま
す。

 6 幅キーフレームを削除するには、キーフレームを選択して Delete キーを押します。

「詳細」パネル
「シェイプ」インスペクタの「詳細」パネルには、ペイントストロークの塗り付けをパーティクルのようにアニメート
する「ダイナミクス」のコントロールが含まれています。パーティクルとは異なり、塗り付けの「発生」は 1 回だけ
です。しかし、パーティクルと同様に時間の経過と共に消滅させることができます。動的な塗り付けは、「放出角度」、
「表示時間」、「速度」、「スピン」など、複数のコントロールをパーティクルと共有します。「ダイナミクス」チェッ
クボックスが選択されていない場合、塗り付けは消滅せず、アニメートされません。「詳細」パネルは、「スタイル」
パネルで「ブラシタイプ」ポップアップメニューが「エアーブラシ」または「イメージ」に設定されている場合以外
は使用できません。

参考：「ダイナミクス」のパラメータはデフォルトではアニメートされますが、「パラメータ」ビヘイビアを「ダイナミ
クス」のパラメータにキーフレームを設定するか適用することで、アニメーションをカスタマイズできます。

「詳細」パネルには、「ダイナミクス」のコントロールのほか、筆圧とペンの速度を調整するためのコントロールも
あります。

「ダイナミクス」のコントロール
アクティブ化チェックボックスを選択し、このグループのパラメータを調整して、パーティクルのようなペイントスト
ロークの塗り付けをアニメートします。「ダイナミクス」行の右側にある「表示」ボタンをクリックすると、「ダイナミ
クス」のコントロールが表示されます：

参考：ペイントストロークに「シミュレーション」ビヘイビアを適用する場合、ビヘイビアで「サブオブジェクトに適
用」パラメータが表示されるのは、ペイントストロークに対して「ダイナミクス」チェックボックスが選択されている
場合だけです。 

 • 放出角度：ペイントの塗り付けが動く方向を設定するためのダイヤルと値スライダです。このパラメータは「放出
範囲」パラメータと連携して機能します。

 • 放出範囲：塗り付けが動く領域を、「放出角度」の方向へ制限するためのダイヤルと値スライダです。「放出範
囲」パラメータを 0 度に設定すると、塗り付けがペイントストロークに対して垂直になります。

 • 表示時間：各塗り付けの継続時間（秒単位）を定義するスライダです。各塗り付けが消えるまでの時間を示しま
す。これは、火花から飛び散った火の粉の消えかたと似ています。

 • 表示時間のランダムの度合い：ペイント塗り付けの表示時間の変動量を指定するスライダと隣接する値スライダ
です。値が 0 の場合は変動はなく、選択されたストロークのすべての塗り付けの表示時間が同じになります。値
が 0 より大きい場合は「表示時間」パラメータで指定した変動が適用され、「表示時間のランダムの度合い」の
値の範囲内でランダムな値が加算または減算されます。

 • 速度：最初の速度を指定するスライダで、各塗り付けがストロークからどれだけの速さで離れるかを決定します。

 • 速度のランダムの度合い：ペイント塗り付けの速度の変動の量を指定するスライダです。値が 0 の場合は変動は
なく、選択されたストロークのすべての塗り付けが同じ速度で移動します。値が 0 より大きい場合は「速度」パ
ラメータで指定された変動が適用され、「速度のランダムの度合い」の値の範囲内であらかじめ設定されたラン
ダムな値が加算または減算されます。

 • スピン：ペイントストロークの塗り付けをアニメートするダイヤルです。最初に個々の塗り付けをその中心の周り
で回転させます。このコントロールは 1 秒当たりの度数で調整します。

 • スピンのランダムの度合い：ペイント塗り付けのスピンの変動の量を指定するダイヤルです。値が 0 の場合は変
動はなく、選択されたストロークのすべての塗り付けが同じレートで回転します。値が 0 より大きい場合は「ス
ピン」パラメータで指定した変動が適用され、「スピンのランダムの度合い」の値の範囲内でランダムな値が加
算または減算されます。
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筆圧とペンの速度のコントロール
「筆圧」コントロールでは、ストローク作成時のタブレットに対するスタイラスペンの筆圧に基づいて、ペイントスト
ロークの幅、不透明度、間隔、アングル、またはジッタを調整できます。「ペンの速度」コントロールでは、ストロー
ク作成時のタブレットに対するスタイラスペンの速度に基づいて、ペイントストロークの幅、不透明度、間隔、アン
グル、またはジッタを調整できます。これらのコントロールは、ツールバーの「ペイントストローク」ツールを使っ
てペイントストロークを作成した場合、または「シェイプのスタイル」ポップアップメニューから既存のペイントスト
ロークにシェイプのスタイルを適用した場合に表示されます。

参考：筆圧の違いが記録されるのは、スタイラスペンとタブレットを使って描画したストロークのみです。ストローク
の作成前に「ペイントストロークツール」HUD を使うか、作成後に「詳細」パネルでこのパラメータを有効にする
ことによって、スタイラスペンの筆圧がストロークにどのように影響するかを選択できます。

これらのコントロールは、「筆圧を適用」（「シェイプ」ビヘイビア）および「ペン速度を適用」（「シェイプ」ビヘイ
ビア）パラメータと同じものです。詳しくは、853 ページの「シェイプ」ビヘイビアの概要 を参照してください。「イ
ンスペクタ」のパラメータとこれらのシェイプビヘイビアを組み合わせることで、同じ筆圧と速度のデータを使って複
数のストロークパラメータ（「不透明度」、「幅」、「ジッタ」など）に影響を与えることができます。

「ジオメトリ」パネル
「シェイプ」インスペクタの「ジオメトリ」パネルには、シェイプのタイプを変更したり、シェイプを開いたり閉じた
り、値スライダを使ってシェイプのコントロールポイントの位置を個別に調整したりすることができるコントロールが
あります。「ジオメトリ」パネルのコントロールは、「スタイル」パネルの「ブラシタイプ」ポップアップメニューでど
の項目を選択しているかに関係なく、すべてのシェイプで使用できます。シェイプのタイプはいつでも変更すること
ができます。シェイプのタイプを変更すると、その形状が変わります。たとえば 1 セットのコントロールポイントで作
られるシェイプは、選択したシェイプタイプによって、以下の 3 種類になります。

Linear shape B-Spline shape Bezier shape

ジオメトリコントロール
 • シェイプのタイプ：シェイプの定義に使用するコントロールポイントのタイプを設定するポップアップメニューです。
たとえば、最初にベジェシェイプを作成していた場合、このメニューから「B スプライン」を選択して、ベジェの
各コントロールポイントを B スプラインのコントロールポイントに変更することができます。シェイプのタイプを変
更してもコントロールポイントは動きませんが、シェイプは時として大きく変化します。3 つのオプションがありま
す：

 • 直線状：すべてのコントロールポイントが明確な角度で結合され、結果として多角形のシェイプが作られます。
直線状シェイプのコントロールポイントは、そのエッジ上に直接置かれます。

 • ベジェ：ベジェカーブと明確な角度を混在させてコントロールポイントとし、あらゆる種類のシェイプを作成で
きます。ベジェシェイプのコントロールポイントは、そのエッジ上に直接置かれます。

 • B スプライン：コントロールポイントはすべて B スプラインのポイントであり、それぞれ湾曲の度合いが異なり
ます。B スプラインのコントロールポイントは、シェイプの内側、外側、またはシェイプのエッジにあり、B ス
プラインフレームによって結ばれています。

参考：B スプラインフレームの表示／非表示を切り替えるには、「表示」＞「オーバーレイ」＞「ライン」と選
択します。
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 • 閉じたシェイプ：このチェックボックスを選択すると、開いたシェイプの最初と最後のポイントが結合されます。キャ
ンバスで閉じたシェイプを選択すると、このチェックボックスが選択されます。このチェックボックスの選択を解除
すると、最初と最後のポイント間が切断され、オブジェクトが開いたシェイプに変換されます。

 • 丸み：シェイプのコーナーの丸みを調整するスライダです。このコントロールを使って、角丸四角形を作成したり、
シェイプのエッジを滑らかにしたりします。

 • スケールを保持：「丸み」の設定を絶対値として適用するか、シェイプ全体のサイズに対する相対値として適用す
るかを指定するチェックボックスです。このパラメータを有効にすると、オブジェクトを縮小／拡大しても湾曲のお
およその割合は変わりません。無効にすると、シェイプ全体のサイズの変化と共に湾曲の割合が変化します。

 • コントロールポイント：シェイプ内の各コントロールポイントの位置パラメータを変更するためのスライダのある、
選択したシェイプを構成するコントロールポイントの番号の付いたリストです。「コントロールポイント」のリスト
には、すべてのポイントに影響する 1 つのアニメーションメニュー（「コントロールポイント」の見出し行の右側
にあります）も表示され、これを使って、キーフレームを追加したり、シェイプのアニメーションをリセットしたり、
「キーフレームエディタ」にアニメーションカーブを表示したりできます。アニメーションメニューの使いかたに
ついて詳しくは、441 ページのアニメーションメニューを参照してください。

HUD の「シェイプ」コントロール
シェイプまたはペイントストロークを作成および選択すると、「シェイプ」HUD が表示されます。 

参考：ほかのすべてのレイヤーと同様に、「情報」インスペクタでシェイプ（およびそのアウトライン）の全体的な
不透明度を調整できます。

この HUD には、標準の「不透明度」、「ブレンドモード」、および「ドロップシャドウ」コントロールと共に追加の
パラメータが表示されます。標準のパラメータについて詳しくは、221 ページの「情報」インスペクタでのパラメー
タを参照してください。

HUD のコントロール
 • 塗りつぶし：このチェックボックスを選択すると、シェイプの塗りつぶしが有効になります。隣接するカラーコント
ロールを使って、塗りのカラーを選択します。 

 • アウトライン：このチェックボックスを選択すると、シェイプのアウトラインがオンになります。隣接するカラーコン
トロールを使って、アウトラインカラーを選択します。

 • 幅：シェイプのアウトラインの幅をピクセル単位で設定するスライダです。

 • フェザー：シェイプのエッジをぼかすスライダです。「フェザー」の値が正の場合はシェイプのエッジがエッジから
外側に向かってぼかしが入ります。「フェザー」の値が負の場合は、シェイプのエッジが内側に向かってぼかしが
入ります。

参考：「アウトライン」チェックボックスが選択されているときには、シェイプをぼかすことはできません。
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 • 丸み：シェイプのコーナーの丸みを制御するスライダです。このコントロールを使って、角丸四角形を作成したり、
シェイプのエッジを滑らかにしたりします。

 • シェイプのスタイル：選択したシェイプに対してプリセットのシェイプのスタイル（「ライブラリ」からのもの）を
適用するポップアップメニューです。

シェイプをレイヤーとして編集する
シェイプまたはペイントストロークは、作成した後はレイヤーになります。シェイプとペイントストロークのレイヤーは
「Motion」のほかのレイヤーのほとんどの特性を共有するため、それらをほかのレイヤーと同じように変更します。
シェイプとペイントストロークをレイヤーとして変更するには、以下のツールと方法を使用します：

 • 変形ツール：ツールバーから変形ツール（「選択／変形」、「アンカーポイント」、「ドロップシャドウ」、または「ク
ロップ」）を選択して、画面上の変形を有効にして、選択したシェイプレイヤーを変更します。 

 • 「情報」インスペクタの「変形」コントロール：画面上の変形ツールは、「情報」インスペクタにあるコントロー
ルと同じ名前のコントロールのショートカットです。特定の値を設定したり、変形を微調整したりする場合は、「情
報」インスペクタを使用します。「情報」インスペクタおよび画面上の変形ツールについて詳しくは、221 ページ
の「情報」インスペクタでのパラメータ を参照してください。

 • 「情報」インスペクタの「不透明度」、「ブレンドモード」、および「不透明度を保持」の各コントロール：これら
のコントロールを使用して、シェイプの全体の透明度を変更します。オブジェクトのブレンドパラメータの使いか
たについて詳しくは、227 ページのブレンドモードの概要を参照してください。

Shapes with multiple blend modes

 • マスク：ツールバーのマスク描画ツールを使って、シェイプの内側に穴を開けるマスクを作成します。「Motion」
で別のレイヤーを使って透明な領域を定義して、シェイプにイメージマスクを適用することもできます。マスクお
よびイメージマスクの使いかたについて詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

Original shape Shape with mask set to Subtract
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 • フィルタ：シェイプにフィルタを適用して、特定の外観を作成します。シェイプにフィルタを適用すると、操作を実
行するため、フィルタはシェイプをベクトルベースのオブジェクトからビットマップオブジェクトに変更しますが、引
き続きシェイプの編集は可能です。フィルタは個々のシェイプにも、または複数のシェイプが含まれるグループに
も適用することができます。フィルタを使用することにより、「シェイプ」インスペクタに用意されているオプショ
ンを使用した場合よりも詳細にシェイプをスタイライズできます。さらに、フィルタを「シェイプ」インスペクタの
各パラメータと合わせて使用することで、シェイプを再編集できるようにしたまま、シェイプの外観をカスタマイズ
することができます。フィルタの使いかたの詳細は、723 ページのフィルタの概要を参照してください。

Original shape Shape with filter applied

重要：フィルタを適用したシェイプは、オブジェクトの変形コントロールを使用してサイズをスムーズに拡大でき
なくなります。これは、フィルタによってシェイプが、ベクトルベースのオブジェクトからビットマップオブジェクト
に変えられるためです。その結果、シェイプの調整は、ほかのビットマップオブジェクトと同じように行うことにな
り、過度に拡大するとアーチファクトが生じます。

 • ビヘイビアとキーフレーム：ビヘイビアとキーフレームの両方を使ってシェイプをアニメートします。シェイプには、
シェイプの個々のコントロールポイントを反復、ランダム化、またはリグルしたり、シェイプのアウトラインを時間
の経過と共に描いたり、シェイプのコントロールポイントにトラッキングデータを適用したりできる、独自の特殊な
カテゴリの「シェイプ」ビヘイビアがあります。詳しくは、853 ページの「シェイプ」ビヘイビアの概要 を参照し
てください。「基本モーション」と「シミュレーション」ビヘイビアでは、「位置」、「回転」、「調整」など、シェイ
プの複数のパラメータをアニメートできます。「基本モーション」、「パラメータ」、および「シミュレーション」ビ
ヘイビアの使いかたについて詳しくは、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。パラメータのキー
フレームアニメーションは「キーフレームエディタ」に保存されます。

重要：一部の操作および一部のフィルタまたはマスクを適用することによって、グループがラスタライズされます。グ
ループをラスタライズするとビットマップイメージに変換されます。すべてのシェイプ（マスク、シェイプ、ペイントス
トローク）のレイヤーはグループで存在しているため、これは、プロジェクト内でのシェイプとほかのオブジェクトと
の相互関係に影響します。詳しくは、1023 ページのシェイプとラスタライズを参照してください。

「シェイプ」ビヘイビア

「シェイプ」ビヘイビアの概要
標準的なビヘイビアはシェイプレイヤーに適用できますが、シェイプ専用に特殊なカテゴリのビヘイビアが設計され
ています。そのパラメータは、「ライブラリ」の「ビヘイビア」セクションの「シェイプ」カテゴリとツールバーの「ビ
ヘイビアを追加」ポップアップメニューで使用できます。「シェイプ」ビヘイビアを適用して、シェイプ、マスク、ペイ
ントストロークをリグルまたは反復させたり、シェイプのコントロールポイントにランダム化した動きを加えたり、筆
圧をさまざまなペイントストロークの特性にマップしたりします。「筆圧を適用」、「ペン速度を適用」、「ペンチルト
を適用」、「シーケンスペイント」など、いくつかの「シェイプ」ビヘイビアは、ペイントストロークでの使用を目的
としています。以下のセクションで、すべての「シェイプ」ビヘイビアについて説明します。

「シェイプ」ビヘイビアは、ほかのレイヤーと同様に適用します。
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「シェイプ」ビヘイビアを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」の「ビヘイビア」セクションの「シェイプ」カテゴリから、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タ

イムライン」内のシェイプ、マスク、またはペイントストロークに、ビヘイビアをドラッグします。

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でシェイプ、マスク、またはペイントストロークを 1 つ選択
して、「ライブラリ」で「シェイプ」ビヘイビアを 1 つ選択して、プレビュー領域にある「適用」をクリックします。

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でシェイプ、マスク、またはペイントストロークを 1 つ選択
して、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「シェイプ」ビヘイビアを選択します。

「シェイプ」ビヘイビアは、シェイプ、マスク、またはペイントストロークに適用されます。

それぞれの「シェイプ」ビヘイビアの説明は、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にあるビ
ヘイビアのリストを参照してください。

筆圧を適用
このビヘイビアは、スタイラスペンとタブレットを使って作成したペイントストロークに適用する目的で設計されたもの
です。ストロークを作成したら、このビヘイビアを使って、ストロークの作成時におけるタブレット上でのスタイラスペ
ンの筆圧に従ってペイントストロークの幅、不透明度、間隔、アングル、またはジッタに影響を与えることができます。

参考：これらのパラメータは、「シェイプ」インスペクタの「詳細」パネルにある「筆圧」パラメータと同じものです。
「詳細」パネルのパラメータとこのシェイプビヘイビアのどちらを使っても、ペイントストロークに筆圧データを適用で
きます。「詳細」パネルの「筆圧」パラメータと「筆圧を適用」シェイプビヘイビアを組み合わせて使用することで、
同じ筆圧データを使って複数のストロークパラメータ（「不透明度」、「幅」、「ジッタ」など）に影響を与えることがで
きます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：ペイントストロークが筆圧からどのような影響を受けるかを設定するポップアップメニューです。以下の 5 つ
のオプションがあります：

 • 幅：筆圧はストロークの幅に影響します。筆圧が高いほど、ストロークの幅が広くなります。

 • 不透明度：筆圧はストロークの不透明度に影響します。筆圧が高いほど、ストロークの不透明度が増します。

 • 間隔：筆圧が高いほど、ストロークの塗り付けの間隔が大きくなります。

 • アングル：筆圧が高いほど、ストロークの塗り付けのアングルが大きくなります。

 • ジッタ：筆圧が高いほど、ストロークのジッタの量が多くなります。ジッタは、塗り付けがパーティクルによく似た
アピアランスを持つように、ペイント塗り付けの位置をランダム化します。

 • 最小圧：筆圧感度の最小しきい値を調整するスライダです。最小値よりも小さい圧力値は 0 にリマップされます。
「不透明度」と「幅」の場合、これらリマップされた値は表示されません。「間隔」、「アングル」、「ジッタ」の場
合、値は変更されません。最小圧と最大圧をグラフにプロットした場合、「最小圧」は最小値、つまり 0 を表しま
す。最小値と最大値の間のグラフ領域が出力値にリマップされます。

 • 最大圧：筆圧感度の最大しきい値を調整するスライダです。最大値よりも大きい圧力値は 1 にリマップされます。
「不透明度」、「幅」、「間隔」、「アングル」、および「ジッタ」では、これらの値で効果が最大になります。最小圧
と最大圧をグラフにプロットした場合、「最大圧」は最大値、つまり 1 を表します。最小値と最大値の間のグラフ領
域が出力値にリマップされます。

 • 調整：エフェクトの強度を設定するスライダです。「調整」スライダでは、最小筆圧（0）と最大筆圧（1）の間に
マップされた値に、このスライダ（または隣接する値スライダ）で指定された値を乗算した値に基づき塗り付けの
出力範囲を定義します。それから、この量がパラメータ（幅、不透明度など）に乗算（「幅」、「不透明度」、「間
隔」、「ジッタ」の場合）または加算（「アングル」の場合）されて適用されます。このコントロールは、「ストロー
ク」パネルの「調整」パラメータから独立しています。

 • 反転：ビヘイビアで作成されたストロークの属性を反転するチェックボックスです。たとえば、筆圧がストロークの
不透明度に影響するように設定されている場合、このチェックボックスを選択すると、ストロークの透明な領域がよ
り不透明に、不透明な領域がより透明になります。
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ペン速度を適用
スタイラスペンまたはマウスを使ってペイントストロークを作成するときは、このビヘイビアを使って、ペンストロー
クの速度に基づきペイントストロークの幅、不透明度、間隔、アングル、またはジッタを制御します。（「ペン速度を
適用」ビヘイビアは、マウスを使って作成したペイントストロークにも適用されます。）HUD 内のパラメータは「イ
ンスペクタ」のパラメータと同じものです。

参考：「ペイントストロークツール」HUD では、ストロークの作成前に、スタイラスペンの速度がストロークにどの
ような影響を与えるかを選択できます。「ペンの速度」ビヘイビアを使うと、同じ筆圧データを使ってストロークの
複数のパラメータ（「不透明度」、「幅」、「ジッタ」など）に影響を与えます。「ペンの速度」パラメータは「シェイ
プ」インスペクタの「詳細」パネルにも表示されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：ペイントストロークがペン速度からどのような影響を受けるかを設定するポップアップメニューです。以下
の 5 つのオプションがあります：

 • 幅：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークの幅が狭くなり、ペンを動かす速度が遅いほど、ストロークの
幅が広くなります。

 • 不透明度：ペンの速度はストロークの不透明度に影響します。ペンを動かす速度が速いほど、ストロークの不
透明度が小さくなります。

 • 間隔：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークの塗り付けの間隔が大きくなります。

 • 角度：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークの塗り付けのアングルが大きくなります。

 • ジッタ：ペンを動かす速度が速いほど、ストロークのジッタの量が多くなります。ジッタは、塗り付けがパーティ
クルによく似たアピアランスを持つように、ペイント塗り付けの位置をランダム化します。

 • 最小速度：ペン速度感度の最小しきい値を調整するスライダです。最小値よりも小さい速度値は 0 にリマップさ
れます。「不透明度」と「幅」の場合、これらの値は表示されません。「間隔」、「アングル」、「ジッタ」の場合、
値は変更されません。最小速度と最大速度をグラフにプロットした場合、「最小速度」は最小値、つまり 0 を表
します。最小値と最大値の間のグラフ領域が出力値にリマップされます。

 • 最大速度：ペン速度感度の最大しきい値を調整するスライダです。最大値よりも大きい速度値は 1 にリマップさ
れます。「不透明度」、「幅」、「間隔」、「アングル」、および「ジッタ」では、これらの値で効果が最大になりま
す。最小速度と最大速度をグラフにプロットした場合、「最大速度」は最大値、つまり 1 を表します。最小値と
最大値の間のグラフ領域が出力値にリマップされます。

 • 調整：エフェクトの強度を指定するスライダです。「調整」スライダでは、最小速度（0）と最大速度（1）の間
にマップされた値に、このスライダ（または隣接する値スライダ）で指定された値を乗算した値に基づき塗り付
けの出力範囲を定義します。それから、この量がチャンネル（幅、不透明度など）に乗算（「幅」、「不透明度」、
「間隔」、「ジッタ」の場合）または加算（「アングル」の場合）されて適用されます。このコントロールは、「ス
トローク」パネルの「調整」パラメータから独立しています。

 • 反転：ビヘイビアで作成されたストロークの属性を反転するチェックボックスです。たとえば、ペンの速度がスト
ロークの幅に影響するように設定されている場合に、このチェックボックスを選択すると、ストロークの幅が狭い
部分が幅広に、幅広の部分が狭くなります。

ペンチルトを適用
スタイラスペンを使って「ペイントストローク」ツールでペイントストロークを作成するときは、このビヘイビアを使っ
て、ストローク作成時のペンのチルトに基づきペイントストロークの幅、不透明度、間隔、アングル、またはジッタ
を制御します。

参考：「ペンチルトを適用」シェイプビヘイビアを組み合わせて使用することで、同じチルトデータを使って複数のス
トロークパラメータ（「不透明度」、「幅」、「ジッタ」など）に影響を与えることができます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 適用：描画するときのペンのチルトからペイントストロークがどのような影響を受けるかを設定するポップアップメ
ニューです。以下の 5 つのオプションがあります：
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 • 幅：スタイラスペンのチルトはストロークの幅に影響します。チルトが大きいほど、ストロークの幅が広くなり
ます。

 • 不透明度：スタイラスペンのチルトはストロークの不透明度に影響します。チルトが大きいほど、ストロークの
不透明度が増します。

 • 間隔：スタイラスペンのチルトが大きいほど、ストロークの塗り付けの間隔が大きくなります。

 • 角度：スタイラスペンのチルトが大きいほど、ストロークのアングルの値が大きくなります。

 • ジッタ：スタイラスペンのチルトが大きいほど、ストロークのジッタの量が多くなります。ジッタは、塗り付けが
パーティクルによく似たアピアランスを持つように、ペイント塗り付けの位置をランダム化します。

 • チルトを計算：スタイラスペンのチルトがストロークにどのように影響するかを設定するポップアップメニューで
す。ペンチルトは X と Y の 2 つの軸で測定されます。X はスタイラスペンの左右のチルト（タブレットの右側ま
たは左側の方向）を表し、Y はスタイラスペンの上下のチルト（タブレットの上側または下側の方向）を表しま
す。5 つのメニューオプションがあります：

 • 絶対：いずれの軸からも最大チルトを取得します。

 • X のみ：X 軸のチルトのみを測定します。

 • Y のみ：Y 軸のチルトのみを測定します。

 • 座標軸：以下に説明する「チルトの軸」パラメータを使用可能にします。

 • 極座標：アングルと同様にスタイラスペンのチルトを使います。上から見ると、スタイラスペンは特定の方向に
向いています。このアングルは極値を表します。

 • チルトの軸：「チルトを計算」が「座標軸」に設定されている場合に使用できるダイヤルおよび値スライダです。
チルトを測定する軸を指定します。

 • 最小チルト：チルト感度の最小しきい値を調整します。最小値よりも小さいチルト値は 0 にリマップされます。「不
透明度」と「幅」の場合、これらリマップされた値は表示されません。「間隔」、「アングル」、「ジッタ」の場合、
値は変更されません。最小チルトと最大チルトをグラフにプロットした場合、「最小チルト」は最小値、つまり 0 
を表します。最小値と最大値の間のグラフ領域が出力値にリマップされます。

 • 最大チルト：チルト感度の最大しきい値を調整するスライダです。最大値よりも大きいチルト値は 1 にリマップさ
れます。「不透明度」、「幅」、「間隔」、「アングル」、および「ジッタ」では、これらの値で効果が最大になりま
す。最小チルトと最大チルトをグラフにプロットした場合、「最大チルト」は最大値、つまり 1 を表します。最小
値と最大値の間のグラフ領域が出力値にリマップされます。

 • 調整：エフェクトの強度を指定するスライダです。「調整」スライダでは、最小チルト（0）と最大チルト（1）の
間にマップされた値に、このスライダ（または隣接する値スライダ）で指定された値を乗算した値に基づき塗り
付けの出力範囲を定義します。それから、この量がパラメータ（幅、不透明度など）に乗算（「幅」、「不透明
度」、「間隔」、「ジッタ」の場合）または加算（「アングル」の場合）されて適用されます。このコントロールは、
「ストローク」パネルの「調整」パラメータから独立しています。

 • 反転：ビヘイビアで作成されたストロークの属性を反転するチェックボックスです。たとえば、ペンのチルトがス
トロークの幅に影響するように設定されている場合に、このチェックボックスを選択すると、ストロークの幅が狭
い部分がより幅広に、幅広の部分が狭くなります。

シェイプを反復
「シェイプを反復」ビヘイビアは、シェイプのコントロールポイントに対して 2 つの値を交互に適用することで、その
シェイプをアニメートします。1 分当たりの反復回数のほか、大きい値と小さい値をどのくらい離すかを、カスタマ
イズすることができます。このビヘイビアは、キーフレームで作り出すには時間がかかる流動的な（ヨガのような）
シェイプの動きを作るのに役立ちます。

「シェイプを反復」ビヘイビアがシェイプに適用されると、デフォルトでシェイプのすべてのコントロールポイントが影
響を受けます。「レイヤー」リストでこのビヘイビアが選択されているときは、シェイプビヘイビアの青いスプライン
上に、影響を受けるコントロールポイントが白で強調表示されます。コントロールポイントを無効にするには、コン
トロールポイントをクリックします。無効になったポイントは青で表示されます。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 波形：反復の波形を設定するポップアップメニューです。オプションは「サイン」（デフォルト）、「矩形」、「のこぎ
り波」、および「三角波」です。波形について詳しくは、336 ページの反復を参照してください。

 • 位相：ビヘイビアで、指定した反復の開始点を調整するスライダです。このコントロールを使って、複数のシェイ
プに位相だけが異なる「反復」ビヘイビアを適用することで、すべてが違って見えるようにすることができます。

 • 振幅：コントロールポイントの反復範囲の最大値を調整するスライダです。コントロールポイントは、振幅値と振
幅値を負にした値との間を行き来します。値を大きくすると、毎回の反復の始点から終点にかけて大きく振れるこ
とになります。

 • 速度：反復の速度を、反復回数／分で調整するスライダです。値を大きくすると、反復が速くなります。

 • 位相を互い違いにする：各コントロールポイントのモーションを、隣接するコントロールポイントから 180 度の位
相でオフセットするチェックボックスです。

 • 反復の基準：各頂点の反復をポイントから生成するか、垂直線から生成するかを設定するポップアップメニューで
す。次の 2 つのオプションがあります：

 • 開始点：各頂点の反復がポイントから生成されます。オンスクリーンコントロールを使う（シェイプの中心にあ
る小さな青い円をドラッグする）か、「インスペクタ」で X と Y の「開始点」パラメータを使ってポイントの位
置を変更できます。

 • 線：各頂点の反復がラインから生成されます。オンスクリーンコントロールを使用する（青い点線の端をドラッ
グする）か、「インスペクタ」で「開始」と「最後」の座標を使用することで、線の位置を変更できます。

シェイプをランダム化
「シェイプをランダム化」ビヘイビアでは、シェイプの各ポイントにランダムなオフセットを適用することによって、シェ
イプのコントロールポイントをアニメートします。このビヘイビアは、シェイプに対して高速で変化に富んだエフェクト
を作り出すのに便利です。

「シェイプをランダム化」ビヘイビアがシェイプに適用されると、デフォルトでシェイプのすべてのコントロールポイン
トが影響を受けます。「レイヤー」リストでビヘイビアが選択されている場合、影響を受けるコントロールポイントが
中心に白のドットのある青になり、青のシェイプ・ビヘイビア・スプライン上に並びます。コントロールポイントを無
効にするには、コントロールポイントをクリックします。無効にされたポイントは、中心に暗いドットのある濃い青に
なります。

The darker blue control 
point is disabled and is not 
affected by the behavior.

The lighter blue control 
point with the white dot 
is enabled and is affected 
by the behavior. 

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 量／乗算：「適用モード」が「追加」、「減算」、または「追加と減算」に設定されている場合は、このパラメー
タが「量」になり、「適用モード」が「乗算」に設定されている場合は、「乗算」になります。このパラメータに
よって、ランダム化ビヘイビアを生成する最大値が決まります。

 • 適用：ビヘイビアが適用されるのは、シェイプのコントロールポイントまたは接線ハンドルのいすれか、もしくは
その両方であるかを指定するポップアップメニューです。

 • 点：シェイプのコントロールポイントがランダム化され、ビヘイビアの継続時間中にそれらの位置が変化します。

 • 接線：シェイプのコントロールポイントの接線ハンドル（コントロールポイント自体ではない）がランダム化され
ます。コントロールポイントは固定の位置にとどまり、ポイント間のカーブがアニメートされます。

 • ポイントと接線：コントロールポイントとハンドルの両方がアニメートされます。
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 • 適用モード：このビヘイビアが生成する値と、同じ適用先のパラメータに作用しているほかのビヘイビアやキー
フレームとの結合方法を決めるためのポップアップメニューです。これによって、適用先の頂点の既存の値をラン
ダム化ビヘイビアを使って、さまざまな方法で変更することができます。4 つのオプションがあります：

 • 追加：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキーフレー
ムに加算されます。

 • 減算：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキーフレー
ムから減算されます。

 • 乗算：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキーフレー
ムに乗算されます。

 • 追加と減算：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキー
フレームに加算されてから減算されます。

 • 周波数：1 秒当たりのランダムな変化の回数を調整するためのスライダです。値を大きくすると変化が速くなり、
値を小さくすると変化が遅くなります。

 • ノイズ量：設定した「周波数」にランダムな変数を重ね合わせるスライダです。「ノイズ量」の値を大きくすると、
影響を受けるパラメータに、より不規則な変化が生じます。

 • リンク：このビヘイビアを、X、Y、Z の値から成る 2 次元パラメータ（「歪み」など）または 3 次元パラメータ
（「位置」や「回転」など）に適用した場合に使用できるチェックボックスです。X と Y の頂点に適用される変
形を同じにしたい場合に、このチェックボックスを選択します。たとえば、X を ＋ 10 変化させると、Y も同じよ
うに ＋ 10 変化します。

 • アングルを保持：接線ハンドルを平坦（のまま）にし、カーブの連続性を維持するチェックボックスです。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を選択するボタンです。このビヘイビアのほかのパラメータに
基づいて、一連の値を新しくランダムに生成するためにこの数値が使われます。

シーケンスペイント
「シーケンスペイント」ビヘイビアでは、ペイントストロークの個々の塗り付けを時間の経過に合わせて順番にアニ
メートします。塗り付けを個別にアニメートするには、この方法しかありません。ストロークパラメータにキーフレー
ムを設定したり、ほかのビヘイビアを適用したりすると、ストローク内のすべての塗り付けに一様に適用されます。

「シーケンスペイント」ビヘイビアは、「シーケンステキスト」および「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアと非常
によく似ており、テキストレイヤーの文字またはリプリケータパターンのエレメントを使ってシーケンス内の「回転」、
「カラー」、「不透明度」、「調整」、および「位置」パラメータをアニメートできます。「シーケンスペイント」ビヘ
イビアでは、そのパラメータのリストに「幅」を追加することにより、ペイントストロークの塗り付けを使ったシーケ
ンスアニメーションの作成を可能にしています。

シーケンスビヘイビアの使用例については、582 ページの「シーケンスリプリケータ」ビヘイビアを適用する を参照
してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • シーケンスペイント：シーケンス処理の選択／選択解除を切り替えるアクティブ化チェックボックスです。アニメー
ションのシーケンス処理の前に、「インスペクタ」で少なくとも 1 つのパラメータをビヘイビアに追加し、そのパ
ラメータの値を設定する必要があります。「インスペクタ」または HUD で行った調整は、パラメータを追加する
まで反映されません。
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 • パラメータ：シーケンスにパラメータを追加したり削除する「追加」および「取り除く」ポップアップメニューです。
パラメータを追加すると、「ビヘイビア」インスペクタに追加のコントロールが表示されます。これらのコントロー
ルを調整して、塗り付けの最初の値と変更した値の差に基づいてシーケンスのアニメーションを作成します。6 つ
のメニューオプションとその関連コントロールがあります：

 • 回転：ストロークの塗り付けの回転（度）を指定します。ダイヤルを回すか、値スライダを使って指定できます。
「回転」パラメータの隣にある開閉用三角ボタンをクリックすると、X 座標、Y 座標、および Z 座標の回転コン
トロールが個別に表示されます。

 • カラー：ストロークの塗り付けを色付けするカラーを指定します。カラーウェルをクリックしてカラーを選択する
か、開閉用三角ボタンを開いて「赤」、「青」、および「緑」のスライダを使用します。

 • 不透明度：ストロークの塗り付けの不透明度を指定します。スライダを使って新しい値を設定します。

 • 調整：ストロークの塗り付けのサイズを指定します。「調整」パラメータの隣にある開閉用三角ボタンをクリック
すると、塗り付けの幅と高さを個別に調整できる X と Y の調整のサブパラメータが表示されます。デフォルトで
は、「調整」は 100 ％に設定されています。これはストロークの塗り付けのサイズが、ストロークパラメータで
定義した元のサイズと同じであることを意味します。

 • 幅：塗り付けの幅を指定します。「調整」と異なり、「幅」を調整すると、塗り付けの間隔を維持したまま、塗
り付けのサイズが変更されます。スライダを使って新しい値を設定します。

 • 位置：塗り付けの元の位置からのオフセットを指定します。「位置」パラメータの隣にある開閉用三角ボタンを
クリックすると、X 座標、Y 座標、および Z 座標の位置を示すサブパラメータが個別に表示されます。たとえ
ば、ペイントストローク上で塗り付けが Y 座標を上方向に移動するアニメーションを作成するには、「Y」の位置
フィールドに正の値を入力します。

 • シーケンス処理：シーケンスのアニメーション（パラメータの元の値からシーケンスペイントのパラメータで設定し
た値に変化）がストロークの各塗り付け上をどのように移動するかを指定するポップアップメニューです。シーケン
スのアニメーションの始点は、ペイントストロークの最初のコントロールポイントに対応しています。（シェイプの
始点を変更するには、シェイプを選択してから、ツールバーの 2D ツール・ショートカット・メニューから「ポイン
トを編集」ツールを選択します。その後、Control キーを押しながらコントロールポイントをクリックし、ショート
カットメニューから「始点を設定」を選択します。）以下の 5 つのオプションがあります：

 • 終了：アニメーションが塗り付けの最初の値から始まり、「シーケンスペイント」ビヘイビアで該当するパラメー
タに設定した値まで移動するように指定します。たとえば、ストロークの不透明度の最初の値が 100 ％に設定
されていて、「シーケンスペイント」パラメータで不透明度が 0 ％に設定されている場合、開始点の塗り付けは
完全に不透明ですが、最後には完全に透明になります。

 • 開始：アニメーションが「シーケンスペイント」ビヘイビアで設定した値からストロークの最初の値まで移動する
ように指定します。たとえば、ストロークの不透明度の最初の値が 100 ％に設定されていて、「シーケンスペイ
ント」パラメータで不透明度が 0 ％に設定されている場合、開始点の塗り付けは完全に透明ですが、最後には
完全に不透明になります。これは「終了」シーケンス処理オプションとは逆の処理です。

 • スルー：シーケンスがストロークの最初の値から始まって「シーケンスペイント」ビヘイビアで設定した値まで移
動し、さらにストロークの最初の値まで戻るという完全なアニメーションをスルーで実行することを指定します。
たとえば、ストロークの塗り付けの不透明度の最初の値が 100 ％に設定されていて、「シーケンスペイント」パ
ラメータで不透明度が 0 ％に設定されている場合、開始点の塗り付けは完全に不透明で、透明になった後、も
う一度完全に不透明になります。

 • スルー反転：シーケンスが「シーケンスペイント」ビヘイビアで設定した値から始まり、ストロークの最初の値
まで移動し、さらに「シーケンスペイント」ビヘイビアで設定した値に戻るという、アニメーションサイクルを逆
方向にスルーで実行するように指定します。たとえば、ストロークの不透明度の最初の値が 100 ％に設定され
ていて、「シーケンスペイント」パラメータで不透明度が 0 ％に設定されている場合、開始点の塗り付けは完全
に透明で、不透明になった後、もう一度完全に透明になります。これは「スルー」オプションと正反対の処理
です。 

 • カスタム：キーフレームを設定して、ストロークに対して「シーケンスペイント」パラメータで設定した値により、
アニメーションがどのように移動するかを指定できます。各塗り付けは同じ値のシーケンスを実行します。「カス
タム」を選択した場合、エフェクトを表現するには、追加したパラメータをアニメートする必要があります。
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 • ユニットのサイズ：シーケンスのアニメーションが、ストローク全体、個々の塗り付け、またはカスタム範囲のど
れに適用されるかを指定するポップアップメニューです。

 • 塗り付け：シーケンスのアニメーションを各塗り付け上に固有のエンティティとして適用します。デフォルトの設
定は、「塗り付け」です。

 • すべて：シーケンスのアニメーションをストロークのすべての塗り付けに一度に適用します。

 • カスタム：シーケンスのアニメーションが一度に適用される、ストローク上の塗り付けをパーセント単位で指定
できます。「カスタム」オプションではキーフレームを作成することができますが、シーケンスに適用するためで
あれば、このような作業をする必要はありません。「カスタム」を使って、シーケンスが適用される塗り付けの
領域を指定します。

 • 開始：「ユニットのサイズ」が「カスタム」に設定されている場合に使用できるスライダです。アニメーションが
適用されるストローク上の塗り付けの始点を設定します。

 • 最後：「ユニットのサイズ」が「カスタム」に設定されている場合に使用できるスライダです。アニメーションが
適用されるストローク上の塗り付けの終点を設定します。

 • スプレッド：このスライダを大きくすると、塗り付け間の遷移を緩やかになります。（このパラメータは、「ユニッ
トのサイズ」を「すべて」に設定した場合には使用できません。）

 • トラバース：シーケンスビヘイビアの動作を以下のいずれかに設定するポップアップメニューです：

 • 一定速度：アニメーションは、ペイントストロークの開始点からストロークの最後まで、一定の速度で移動しま
す。

 • イーズイン：シーケンスのアニメーションはゆっくり始まり、ペイントストロークを移動するにつれて、通常の速
度に達するまで速くなっていきます。

 • イーズアウト：シーケンスのアニメーションは通常の速度で始まり、ペイントストロークの最後まで進むにつれ
て速度が落ちていきます。

 • イーズイン／アウト：シーケンスのアニメーションはゆっくりした速度で始まり、ストロークの半分までは移動と
共に通常の速度へと加速し、ペイントストロークの後半は移動と共に速度が落ちていきます。

 • 加速：シーケンスのアニメーションが加速します。

 • 減速：シーケンスのアニメーションが減速します。

 • カスタム：キーフレームを設定して、アニメーションがペイントストロークを移動していく方法を指定できます。
「トラバース」ポップアップメニューで「カスタム」を選択した場合、「ループ」パラメータに代わって「位置」
パラメータが表示されます。

 • ループ：継続時間中、アニメーションシーケンスがペイントストロークを移動する回数を設定するスライダです。

参考：「トラバース」パラメータを「カスタム」に設定した場合、「ループ」は使用できません。

 • 場所：「トラバース」ポップアップメニューから「カスタム」を選択したときにのみ使用できるスライダです。スト
ローク内でアニメーションが行われる位置を定義します。

「カスタム」トラバースオプションの使いかたについて詳しくは、592 ページの「シーケンスリプリケータ」のカ
スタムな「トラバース」オプションを使用するを参照してください。

 • 終了時の状態：シーケンスのビヘイビアの継続時間中、シーケンスのアニメーションをどのように繰り返すかを指
定するポップアップメニューです。「ループ」の値が 1 以下の場合、このパラメータは意味を持ちません。「終了
時の状態」には以下のオプションがあります：

 • ホールド：シーケンスのアニメーションを 1 サイクル実行し、（シーケンス内の最後の塗り付けがアニメーショ
ンを終了した後）そのアニメーションを最初からもう一度開始します。

 • ラップ：シーケンスのアニメーションを連続ループとして処理して、スプレッドがシーケンス内の最後の塗り付
けから最初の塗り付けにラップするようにします。

 • ピンポン：シーケンスのアニメーションのサイクルを順方向に 1 回実行した後、アニメーションを逆方向に 1 
回実行するといったような処理を実行します。
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ポイントをトラック
このビヘイビアを使うと、シェイプまたはマスクのコントロールポイントを、移動しているクリップまたはアニメートさ
れたオブジェクトまでトラッキングするか、既存のトラッキングデータをシェイプまたはマスクに適用することができま
す。「ポイントをトラック」ビヘイビアの使いかたについては、935 ページのポイントをトラックを参照してください。

シェイプをリグル
このビヘイビアは、「ランダム化」ビヘイビアと同じように作用しますがエフェクトが遅くなります。

「シェイプをリグル」ビヘイビアがシェイプに適用されると、デフォルトでシェイプのすべてのコントロールポイントが
影響を受けます。「レイヤー」リストでこのビヘイビアが選択されているときは、シェイプビヘイビアの青いスプライ
ン上に、影響を受けるコントロールポイントが白で強調表示されます。コントロールポイントを無効にするには、コ
ントロールポイントをクリックします。無効になったポイントは青で表示されます。 

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 量／乗算：「リグル」ビヘイビアによって生成される最大値を定義するスライダです。「適用モード」が「追加」、
「減算」、または「追加と減算」に設定されている場合、このスライダには「量」のラベルが付けられ、「適用
モード」が「乗算」に設定されている場合、このスライダには「乗算」のラベルが付けられます。

 • 適用：ビヘイビアが適用されるのは、シェイプのコントロールポイントまたは接線ハンドルのいすれか、もしくは
その両方であるかを指定するポップアップメニューです。

 • 点：シェイプのコントロールポイントがリグルされ、ビヘイビアの継続時間中にそれらの位置が変化します。

 • 接線：コントロールポイントの接線ハンドル（コントロールポイント自体ではない）がリグルされます。コント
ロールポイントは固定の位置にとどまり、ポイント間のカーブがアニメートされます。

 • ポイントと接線：コントロールポイントと接線ハンドルの両方がアニメートされます。

 • 適用モード：このビヘイビアが生成する値と、同じ適用先のパラメータに作用しているほかのビヘイビアやキー
フレームとの結合方法を決めるためのポップアップメニューです。これによって、適用先の頂点の既存の値を「リ
グル」ビヘイビアを使って、さまざまな方法で変更することができます。4 つのオプションがあります：

 • 追加：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキーフレー
ムに加算されます。

 • 減算：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキーフレー
ムから減算されます。

 • 乗算：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキーフレー
ムに乗算されます。

 • 追加と減算：このビヘイビアによって生成される値が、同じパラメータに影響するほかのビヘイビアおよびキー
フレームに加算されてから減算されます。

 • 周波数：1 秒当たりのランダムな変化の回数を設定するスライダです。値を大きくすると変化が速くなり、値を小
さくすると変化が遅くなります。

 • リグルのオフセット：同じ「リグル」ビヘイビアを複数のシェイプに適用する場合に、一連のランダムな値をオフ
セットするスライダです。各シェイプに適用する「リグル」ビヘイビアをそれぞれでオフセットすることで、同期し
た動きにならないようにすることができます。

 • ノイズ量：このスライダでは、設定した「周波数」にランダムな変動を重ね合わせます。「ノイズ量」の値を大き
くすると、影響を受ける頂点に、より不規則な変化が生じます。
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 • リンク：このビヘイビアを、X、Y、Z の値から成る 2 次元パラメータ（「歪み」など）または 3 次元パラメータ
（「位置」や「回転」など）に適用した場合に使用できるチェックボックスです。このチェックボックスを選択する
と、ビヘイビアのエフェクトでそれぞれの値の比率が維持されます。

 • アングルを保持：接線ハンドルを平坦（のまま）にし、カーブの連続性を維持するチェックボックスです。

 • ランダムシード：新しい「ランダムシード」の数値を生成するボタンです。このビヘイビアのほかのパラメータに
基づいて、一連の値を新しくランダムに生成するためにこの数値が使われます。

なぞり描き
「なぞり描き」ビヘイビアを使うと、時間の経過と共にキャンバスにペイントストロークまたはアウトラインを簡単に
描画することができます。「なぞり描き」では、手書きのテキストのエフェクトを作成したり、よくある連続旅行地図
のエフェクトを作成したり、手描きでスケッチしたようなアルファマスクによる遷移を作成したり、ビジネスプレゼン
テーション用のアニメーションのグラフを描画したり、モニタのバーンインを避けるグラフィックスを作成したりでき
ます。「なぞり描き」ビヘイビアは、「ペイントストローク」ツールで作成されたペイントストロークに適用すること
も、既存のシェイプに追加することもできます。時間の経過に伴う描画、消去、描画と消去、反対に描画などを行
うには、アニメーションエフェクトを設定します。

アウトラインの付いた塗りつぶしシェイプに「なぞり描き」を適用した場合は、シェイプのアウトラインだけが描画
されます。

参考：「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルで「最初の点のオフセット」と「最後の点のオフセット」パ
ラメータを手動でアニメートすることで、「なぞり描き」ビヘイビアと同じエフェクトが得られます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • シェイプのアウトライン：ストロークを描画するか、消去するか、または描画して消去するかを設定するポップアッ
プメニューです。以下の 4 つのメニュー項目のいずれかを選択します：

 • 描く：ビヘイビアの継続時間中にストロークが描画されます。

 • 消す：ビヘイビアの開始時点でストロークが完全に描画されており、ビヘイビアの継続時間中にこのストロー
クを消去します。

 • 描いて消す：ビヘイビアの継続時間中に、ストロークが描画され、その後消去されます。

 • 消して描く：ビヘイビアの開始時点でストロークが完全に描画されており、消去されてから、再び描画されま
す。

 • ストロークの長さ：描画または消去するストロークの長さをパーセントで指定するスライダです。値が 100 ％の
場合は、「最初の点のオフセット」および「最後の点のオフセット」で規定されているストロークの長さ全体が使
われます。「ストロークの長さ」が 50 ％に設定されている場合、ストロークの 50 ％の描画が完了すると、（スト
ロークの最初の部分から）消去が開始され、ビヘイビアの継続時間中は常にストロークの半分の長さだけが表
示されるようになります。

 • ストロークのオフセット：シェイプ上でストロークが開始される位置をオフセットするスライダです。値は、シェイ
プに定義された始点からの位置をシェイプの全長に対するパーセントで表します。

 • 方向：ストロークが描画される方向を設定するポップアップメニューです。次の 2 つのオプションがあります：

 • 正方向：ストロークが正方向に描画されます。

 • 逆方向：ストロークが逆方向に描画されます。

 • 速度：ストロークの始点から終点までの描画速度を指定できるポップアップメニューです。以下の 9 つのオプショ
ンがあります：

 • 一定：ストロークは、ストロークの始点から終点まで一定の速度で描画されます。

 • イーズイン：ストロークの描画は、始点では低速で、その後一定の速度に達するとストロークの終点まで、そ
の速度を保ちます。

 • イーズアウト：ストロークの描画は、始点から一定の速度であり、その後、徐々に減速して、ストロークの終
点で停止します。
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 • イーズイン／アウト：ストロークの描画は、ストロークの始点から徐々に加速していって、その後、徐々に減速
し、ストロークの終点で停止します。

 • 加速：ストロークは加速しながら描画されます。

 • 減速：ストロークは減速しながら描画されます。

 • 自然：ストロークがパスに沿って描画される速度は、パスのシェイプによって決定されます。たとえば、ストロー
クのシェイプが U 字型のカーブの場合、ストロークは U の低点に向かって移動するときに高速に描画され、U 
の端に向かって上に移動するときに減速します。

 • 記録：このオプションは、ストロークの描画にかかった時間が記録されている場合にのみ表示されます。つま
り、シェイプがペイントストロークに変換された場合、このパラメータは表示されません。（スタイラスペンまた
はマウスを使って）ツールバーの「ペイントストローク」ツールでペイントストロークを作成した場合は、この
オプションが表示されます。

 • カスタム：ストロークの速度のキーフレームを 0 ～ 100 ％の間で設定することによって、パスに沿ってストロー
クを描画できます。つまり、ストロークのどの部分を時間軸上のパスに沿って描画するかを指定します。

 • カスタム速度：「速度」を「カスタム」に設定した場合に使用できるようになるスライダです。「キーフレームエ
ディタ」で「カスタム速度」の速度カーブを変更できます。たとえば、カスタム値にキーフレームを設定して、ス
トロークをパスの特定のパーセントまで描いたら、戻し、また進めるという移動をアニメーションの最後まで繰り
返すことができます。

 • 終点のオフセット：ビヘイビアの最後を定義済みのアウト点から内側にオフセットして、最後の値を保持するスラ
イダです。つまり、表示されるペイントストロークをストロークのパスの終点からオフセットします。

「なぞり描き」ペイントストロークを作成する
複数のフレームにわたって描かれるペイントストロークを作成するには、「ペイントストロークツール」HUD で「な
ぞり描き」チェックボックスを選択します。ストロークを作成すると、「ビヘイビア」インスペクタに詳細パラメータが
表示されます。

時間の経過に伴ってストロークをペイントする

 1 ツールバーで、「ペイントストローク」ツールをクリックします（または P キーを押します）。

「ペイントストロークツール」HUD が表示されます。HUD が表示されない場合は、F7 キーまたは D キーを押し
ます。

 2 「ツール」HUD で、「なぞり描き」チェックボックスを選択して、ほかに必要なストローク設定があれば選択しま
す。

 3 キャンバスでストロークを作成します。

 4 ストロークを描き終えたら、Esc キーを押してペイントモードを終了します。

「ペイントストロークツール」HUD に代わって、「シェイプ」HUD が表示されます。「レイヤー」リストで、ストロー
クに「なぞり描き」シェイプビヘイビアが適用されます。「なぞり描き」パラメータを変更するには、ビヘイビアを
選択し、HUD または「ビヘイビア」インスペクタを使います。

ストロークが「ペイント」される速度（ストロークの描画にかかった時間を含む）は、ストロークの時間の範囲（フ
レーム）にわたってマップされます。ストロークの描画速度が速いほど、「なぞり描き」ビヘイビアの継続時間が短
くなります。

参考：「Motion」環境設定のプロジェクトパネルにある「レイヤーの作成位置」オプションが「現在のフレーム」
に設定されている場合、ペイントストロークは現在の再生ヘッドの位置で作成されます。「プロジェクトの先頭」に
設定されている場合、ストロークはフレーム 1 で作成されます。

 5 プロジェクトを再生します。 

ストロークが、プロジェクトの再生に合わせてペイントされていきます。

 6 ストロークがペイントされる速度を変更するには、「タイムライン」またはミニタイムラインでビヘイビアの継続時間
を調整します。
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追加のパラメータを変更することもできます。たとえば、ストロークの描画速度をカスタマイズしたり、ストロークを
一定の割合だけ描画したり、オフセットしたり、逆の順序で描画したりできます。「なぞり描き」ビヘイビアで使用
可能なこれらのパラメータについては、前述の通りです。

既存のシェイプを使って「なぞり描き」ストロークを作成する
既存のシェイプに「なぞり描き」ビヘイビアを適用して、シェイプのアウトラインを時間の経過と共に描くことができ
ます。「なぞり描き」ビヘイビアはアウトラインのみに影響するため、「シェイプ」パラメータの「アウトライン」が
有効になっている必要があります。

参考：既存のシェイプに「なぞり描き」ビヘイビアを追加すると、ビヘイビアの継続時間は適用先シェイプの継続時
間と同じになります。

 1 使用するシェイプを選択し、HUD または「シェイプ」インスペクタでそのシェイプの「アウトライン」チェックボック
スを選択します。

参考：「塗りつぶし」チェックボックスを選択されたままにすることもできますが、「なぞり描き」ビヘイビアの影響
を受けるのはアウトラインに限られます。

 2 ツールバーで「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「シェイプ」＞「なぞり描き」と選択します。

「レイヤー」リストに「なぞり描き」ビヘイビアが表示されます。再生ヘッドがシェイプの先頭にある場合は、シェイ
プの表示が消え、パスのみが表示されます。

 3 プロジェクトを再生します（スペースバーを押します）。

アウトラインがビヘイビアの長さにわたって描画されます。

 4 ストロークがペイントされる速度を調整するには、「タイムライン」またはミニタイムラインでビヘイビアの継続時間
を調整します。

 5 ストロークの情報を調整するには、「シェイプ」インスペクタを使います。 

詳しくは、842 ページの「ストローク」パネル を参照してください。
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「シェイプアニメーション」パラメータにキーフレームを設定する
シェイプのアニメーションチャンネルにキーフレームを設定して、そのコントロールポイントのコレクションに対する
調整をアニメートすることもできます。個々のコントロールポイントの変更は、キャンバス、または「シェイプ」イン
スペクタの「ジオメトリ」パネルで行います。このパラメータに追加したキーフレームは、同時にすべてのシェイプ
のコントロールポイントに影響します。

Shape Animation 
parameter keyframes

Shape Animation 
parameter

A series of corresponding keyframed shape changes

シェイプのコントロールポイントにキーフレームを設定する

 1 「ポイントを編集」ツール（2D ツール・ポップアップ・メニューにあります）を使って、アニメートするシェイプを
選択します。

キャンバスにシェイプのコントロールポイントが表示されます。下の例では、選択したシェイプは口のイラストの下唇
です。
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 2 キャンバスの下のトランスポートコントロールでキーフレームの記録をオンにします（または A キーを押します）。

 3 シェイプを変更するフレームに再生ヘッドを移動し、そのシェイプのコントロールポイントに適当な変更を加えます。

「キーフレームエディタ」に（「キーフレームを表示／隠す」ボタンがオンの場合は「タイムライン」でも）、新しい
フレームで行ったそれぞれの調整に対してキーフレームが表示されます。

参考：既存のキーフレーム上に再生ヘッドがある状態でシェイプを調整すると、そのキーフレームでシェイプが調整
されます。

 4 引き続きフレームを先に進めて変更を加えます。

新しいフレームでシェイプに変更を加えるたびに、そのシェイプの「シェイプアニメーション」パラメータにキーフ
レームが作成されます。

 5 シェイプのアニメーションが完了したら、記録を無効にします。

アニメートされたシェイプオブジェクトは、キーフレームが設定された各シェイプ間で補間されます。期待通りの補
間が得られない場合は、キーフレームを追加してコントロールポイントが適当なパスをたどるよう強制できます。

Interpolated shapeFirst keyframe Second keyframe

シェイプ・アニメーション・キーフレームのタイミングを「キーフレームエディタ」内で作成、削除、および編集する
こともできます。単純化のため、編集されたコントロールポイントの数に関係なく、シェイプに加える変更はそれぞ
れ単一のキーフレームとして記録されます。「シェイプアニメーション」パラメータでは、キーフレームは「直線状」
の補間にのみ設定できます。それ以外の形態のキーフレーム補間は使用できません。

シェイプおよびマスクをアニメートするためのプロセスは、どちらも同じです。マスクアニメーションの例について
は、876 ページのアニメーションやロトスコープ用のマスクのシェイプにキーフレームを設定するを参照してくださ
い。キーフレームの全般的な説明については、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。
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シェイプとシェイプのスタイルを保存する
「Motion」のほかのオブジェクトと同様に、カスタムのシェイプとシェイプのスタイル（カスタムのグラデーション塗
りつぶしやアウトラインなど）を「ライブラリ」に保存できます。カスタマイズしたビヘイビアやフィルタなどの独自
のカスタムオブジェクトやスタイル、またはプロジェクトグループ全体で、Motion ライブラリを補強することができ
ます。「ライブラリ」に保存したコンテンツは、「Motion」のあらゆるプロジェクトで使用できます。

カスタムシェイプ（マスクなど）を「ライブラリ」の「シェイプ」、「よく使う項目」、または「よく使う項目メニュー」
カテゴリに保存することができます。カスタムのシェイプスタイルは、「シェイプのスタイル」ポップアップメニューに
よって保存しますが、「シェイプのスタイル」カテゴリに保存されます。「ライブラリ」カテゴリやサブカテゴリに独自
のフォルダを作成してエフェクトをうまくまとめることができます。「ライブラリ」に保存した、カスタマイズした各シェ
イプやシェイプのスタイルは、「Application Support」ディレクトリの「Motion」フォルダに個別のファイルとし
て保存されます。たとえば、「ライブラリ」の「シェイプ」カテゴリに「red heart」という名前で保存したカスタム
のシェイプは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/Library/Shapes/」フォルダ
にあります。「ライブラリ」内に保存された項目は、Finder では「.molo」拡張子（「Motion Library object」）
が付いたファイルになります。これらの項目を、Finder から開くことはできません。

カスタムのシェイプを「ライブラリ」からキャンバスにドラッグすると、マウスボタンを放した位置にシェイプの中心
が配置されます。「プレビュー」領域で「適用」ボタンを使ってシェイプを追加した場合は、シェイプはキャンバスの
中心に追加されます。

「1 ファイルで全部」オプションを使って保存したシェイプをキャンバスにドラッグすると、マウスボタンを放した位置
にシェイプはドロップされ、最初に「ライブラリ」に保存したときの配列に従って配置されます。「プレビュー」領域
で「適用」ボタンを使ってシェイプを追加した場合は、シェイプはキャンバスの中心に追加されます。

「ライブラリ」からカスタムマスクをプロジェクトにドラッグする場合、マスクは保存した位置（カスタムマスクをドロッ
プしたイメージまたはフッテージに関連した位置）を保持します。

シェイプを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または「シェイプ」のカテゴリを選択します。

 2 保存したいシェイプを「レイヤー」リストまたは「タイムライン」から「ライブラリ」下部のスタックにドラッグしま
す。

「よく使う項目メニュー」カテゴリに保存されたシェイプは、「よく使う項目」メニューによってプロジェクトに追加で
きます。

保存されたカスタムのシェイプは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/Library/
Shapes/」フォルダにあり、「ライブラリ」の「シェイプ」カテゴリに表示されます。 

複数のシェイプを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または「シェイプ」のカテゴリを選択します。

 2 「レイヤー」リストで、保存するシェイプを選択し、それをスタックへドラッグしてマウスボタンを押したままにしま
す。

 3 ドロップメニューが表示されたら、「1 ファイルで全部」または「複数ファイル」を選択します。

「1 ファイルで全部」を選択すると、シェイプがまとめて保存され、「ライブラリ」に 1 つの項目としてリスト表示さ
れます。「複数ファイル」を選択すると、シェイプが個々のオブジェクトとして「ライブラリ」に保存されます。

 4 ファイルの名前を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • Control キーを押しながらアイコンをクリックし、ショートカットメニューから「名称変更」を選択して内容を示す
名前を入力します。

 • アイコンを選択し、現在の名前をクリックして、内容を示す新しい名前を入力します。

参考：Control キーを押しながらアイコンをクリックすると、「説明を編集」オプションを利用できるようになります。
これは、「ライブラリ」に保存した項目についての独自の注釈を入力するための手軽なツールです。「説明を編集」
を選択してからテキストフィールドに注釈を入力し、「OK」をクリックします。

67% resize factor



 第 20 章    シェイプ、マスク、およびペイントストローク 868

シェイプのスタイルを「ライブラリ」に保存する

 1 シェイプを選択した状態で、「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネル（または「シェイプ」HUD）で「シェ
イプのスタイル」ポップアップメニューから「シェイプのスタイルを保存」を選択します。

 2 「プリセットをライブラリに保存」ダイアログでスタイルの名前を入力し、「保存」をクリックします（または Return 
キーを押します）。

デフォルトでは、カスタムのスタイルは「ライブラリ」の「シェイプのスタイル」カテゴリの「すべて」サブカテゴリ
に保存されます。プリセットを既存のサブカテゴリに移動するか、独自のフォルダを作成してカスタムのスタイルをま
とめることができます（以下を参照）。

「ライブラリ」スタックでそのスタイルを選択すると、「プレビュー」パネルにプレビューが表示されます。新しいスタ
イルは「シェイプ」インスペクタの「スタイル」パネルの中で「シェイプのスタイル」ポップアップメニューに表示さ
れます。

保存されたカスタムのシェイプのスタイルは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Motion/
Library/Shape Styles/」フォルダにあり、「ライブラリ」の「シェイプのスタイル」カテゴリに表示されます。

「ライブラリ」のカテゴリにフォルダを作成する

 1 「ライブラリ」を開き、「シェイプ」、「シェイプのスタイル」、「よく使う項目」、または「よく使う項目メニュー」カテ
ゴリを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • ウインドウの一番下にある「新規フォルダ」ボタン（＋）をクリックします。

 • Control キーを押しながら「ライブラリ」スタックの空いている部分（「ライブラリ」の下の方の枠）をクリック
し、ショートカットメニューで「新規フォルダ」を選択します。

参考：空の領域にアクセスするのにスタックウインドウを拡張するか、アイコン表示を使う必要があるかもしれま
せん。

新しい名称未設定フォルダが「ライブラリ」スタックに表示されます。「ライブラリ」サイドバーには新しいフォル
ダは表示されません。

 3 フォルダの名前をダブルクリックし、新しい名前を入力した後、Return キーを押します。

シェイプまたはシェイプのスタイルを「ライブラリ」カテゴリ内のカスタムフォルダに移動する

 m シェイプを「ライブラリ」サイドバーの新規フォルダにドラッグします。

カスタムのプリセットが新規フォルダと、「すべて」サブカテゴリに追加されます。

カスタムのシェイプ、シェイプのスタイル、フォルダを削除する

 m Control キーを押しながらカスタム項目をクリックし、ショートカットメニューから「ゴミ箱に入れる」を選択します。

参考：Finder からフォルダを削除することもできます。フォルダは、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ/Application 
Support/Motion/Library/」に保存されています。

重要：カスタムオブジェクトやフォルダを削除する操作は、取り消すことができません。

67% resize factor



 第 20 章    シェイプ、マスク、およびペイントストローク 869

シェイプ間でスタイルをコピーする
シェイプの塗りつぶしやアウトラインを変更した後で、そのシェイプスタイルをプロジェクト内の別のシェイプに適用
できます。

シェイプのスタイルを別のシェイプに適用する

 1 「レイヤー」リストで、スタイルが設定されているシェイプオブジェクトを別のシェイプオブジェクト上にドラッグし、
マウスボタンを押したまま少し待ちます。

ドロップメニューが表示されます。

 2 「シェイプにスタイルをコピー」を選択します。

シェイプの塗りつぶしとアウトラインがもう一方のシェイプにコピーされます。シェイプスタイルを「ライブラリ」に
保存する方法について詳しくは、867 ページのシェイプとシェイプのスタイルを保存するを参照してください。

マスクと透明度

マスクと透明度の概要
マスクを作成してレイヤー内に透明部を定義する場合、そのレイヤーのアルファチャンネルとして使用するシェイプ
を描画します。レイヤーのアルファチャンネルはグレイスケールチャンネルであるため、マスクはグレイスケールオブ
ジェクトです。白は単色の領域を定義し、グレイが濃くなるにつれて領域の不透明度が低くなり、黒は完全に透明
な領域を定義します。「表示」＞「チャンネル」＞「アルファ」と選択してキャンバスにアルファチャンネルだけが
表示されるようにすると、グレイスケールのアルファチャンネルを直接見ることができます。

Masked object Object alpha channel

アルファチャンネルが存在するレイヤーにマスクを適用することができ、そのレイヤーの元のアルファチャンネルに対
して追加、減算、交差、または置き換えが可能です。

マスクツールを使うと、レイヤーまたはグループにマスクをかける場合に使用するさまざまなシェイプを作成できま
す。使用できるマスクツールは以下の 5 種類ですが、これらはこの章ですでに説明した 5 つのシェイプ描画ツール
に類似しています：

 • 「矩形マスク」ツール

 • 「円マスク」ツール

 • 「フリーハンドマスク」ツール（「ペイントストローク」ツールと同様に使用される）

 • 「ベジェマスク」ツール

 • 「B スプラインマスク」ツール

参考：また、イメージマスクを使ってレイヤーにマスクをかけることもできます。詳しくは、882 ページのイメージ
マスクの概要を参照してください。
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重要：マスクは、平坦化されていない 3D グループには適用できません。（3D グループを平坦化するには、「グ
ループ」インスペクタの「平坦化」チェックボックスを選択します。）マスクは 3D グループ内のレイヤーに適用でき
ます。3D 空間で操作されているレイヤーにマスクを追加するには、「分離」ボタンを使います。マスクは 3D 空間
では操作することができません。たとえば、マスクの「位置」パラメータには、X と Y の位置のパラメータのみが
含まれ、Z 位置のパラメータは含まれません。「回転」パラメータには Z のみが含まれ、X や Y は含まれません。
詳しくは、871 ページの 3D プロジェクト内のオブジェクトにマスクをかけるを参照してください。

これらのツールを使ったマスクの描画および編集は、シェイプの描画および編集と同様の操作です。主な違いとし
て、シェイプの描画がプロジェクト内に新しいレイヤーを作るのに対して、マスクはプロジェクト内のほかのレイヤー
の上に描画される必要があります。描画したマスクは、「レイヤー」リストおよび「タイムライン」で、そのマスクの
作成対象となった特定のレイヤーまたはグループ内にネストされます。レイヤーにマスクをかけると、そのレイヤー
の名前の右にマスクアイコンが表示されます。このアイコンをクリックしてマスクの表示／非表示を切り替えます。

Click the mask 
icon to turn mask 
display on or off.

参考：1 つのレイヤーに対して作成されたマスクはほかのレイヤーにコピーまたは移動できます。

重要：マスクが 2D グループまたはフラット化された 3D グループに適用されると、そのグループがラスタライズさ
れます。詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

マスクを作成する
マスクは Motion プロジェクトのどのレイヤー上にも作成できます。

レイヤーにマスクをかける

 1 キャンバスまたは「レイヤー」リストでレイヤーを選択します。

 2 ツールバーのポップアップメニューからマスク描画ツール（「矩形マスク」ツール、「円マスク」ツール、「フリーハ
ンドマスク」ツール、「ベジェマスク」ツール、または「B スプラインマスク」ツール）を選択します。

参考：レイヤーを選択していないと、マスクツールは使用できません。

 3 レイヤーにマスクをかけるためのシェイプの描画を始めます。
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下の例ではベジェマスクを使用しています。シェイプの描画および編集方法について詳しくは、815 ページのベジェ
シェイプと B スプラインシェイプの概要を参照してください。

 4 描画し終わったら、以下のいずれかの操作を行ってマスクを完成します：

 • 最初のポイントをクリックしてマスクを閉じます。

 • C キーを押してマスクを閉じ、最初に作成したポイントを最後のポイントに結合します。

 • ダブルクリックしてマスクを閉じ、最初に作成したポイントを最後のポイントに結合します。

 • Return キーを押してマスクを閉じ、最初に作成したポイントを最後のポイントに結合します。

 • 「フリーハンドマスク」ツールを使っている場合は、マスクの終点をマスクの始点のターゲットの円に結合します。
マスクの始点に到達するまでにスタイラスペンを持ち上げるか、マウスボタンを放した場合、マスクのシェイプは
閉じます。

参考：通常のシェイプとは違い、マスクは必ず閉じた状態になります。

マスクの描画が完了するとすぐにそのエフェクトが現れ、作成したマスクは「レイヤー」リストおよび「タイムライ
ン」中、適用したレイヤーの下にネストされて表示されます。

1 つのレイヤーに複数のマスクを作成できます。マスクを追加するには、オブジェクトを再度選択して上記の手順に
従います。デフォルトでは、新規のマスクはすべて「加算」ブレンドモードに設定されます。「インスペクタ」内の
「マスクブレンドモード」パラメータを変更し、マスクを組み合わせてさまざまなエフェクトを得ることができます。
複数のマスクを組み合わせて使う方法について詳しくは、873 ページの複数のマスクを組み合わせるを参照してく
ださい。

3D プロジェクト内のオブジェクトにマスクをかける
3D プロジェクトで作業している場合、レイヤーが変形されたか、カメラが回転された後にレイヤーにマスクをかける
ことがあります。「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で分離ボタンを使うか、「オブジェクト」メニューの「分
離」コマンドを使って、変形されたオブジェクトを即座に「作業ビュー」に切り替えることができます。カメラがプロ
ジェクトに追加されると、プロジェクト内の任意のレイヤー、グループ、またはカメラに対して「分離」オプションが
使用可能になります。

参考：マスクは、3D グループ内のレイヤーに適用できますが、3D グループ自体に適用することはできません（「グ
ループ」インスペクタで「平坦化」チェックボックスを選択した場合を除きます）。「平坦化」チェックボックスにつ
いて詳しくは、879 ページの「インスペクタ」のマスクコントロール を参照してください。
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レイヤーを分離する

 1 3D プロジェクトで、マスクをかけるレイヤーを選択します。 

この例では、中央のヒョウのイメージが、マスクをかけるレイヤーとなります。

「レイヤー」リストのレイヤー名の右に「分離」ボタンが表示されます。

参考：「分離」オプションにアクセスするには、プロジェクトにカメラが含まれている必要があります。

 2 「分離」ボタンをクリックするか、「オブジェクト」＞「分離」と選択します。

Inactive Isolate button

参考：Control キーを押しながらレイヤーまたはグループをクリックし、次にショートカットメニューから「分離」を
選択することもできます。

レイヤーが「作業ビュー」に切り替わり、元の方向でレイヤーにマスクをかけることができます。

 3 前の表示に戻るには（レイヤーを分離する前の表示）、もう一度「分離」ボタンをクリックします。

Active Isolate button

参考：カメラの「分離」ボタンをクリックすると、そのカメラの表示がアクティブになります。
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複数のマスクを組み合わせる
1 つのマスクだけでは、必要なマスクのシェイプを作成するのが不可能なことがあります。たとえば、内部に穴が開
いているものにマスクをかける場合、少なくとも 2 つのマスクが必要です。すなわち 1 つはオブジェクト全体にマス
クをかけるために「追加」に設定したマスクで、もう 1 つはオブジェクト内に必要な穴を開けるために「減算」に
設定したマスクです。下の例で、ダイバーの腕と足の間の空間にマスクをかけるには、「減算」に設定した 3 つの
重複するマスクを作成するのが唯一の方法です。

Original object Three overlapping masks Result

また、複雑なオブジェクトにマスクをかけるのに、複数のマスクを使用した方が便利な場合もあります。これに該当
するのは、オブジェクトをロトスコープして、マスクをアニメートする場合です。下の例では、「追加」に設定した 4 
つのマスクで犬の頭部にマスクをかけています（頭に 1 つ、左右の耳に 1 つずつ、そして口にもう 1 つ）。こうす
ることで、特にマスクをアニメートしてロトスコープを行う場合など、後から調整するのが容易になります。

Original object Four overlapping masks Result

どのような理由でも、「インスペクタ」で各マスクのマスクブレンドモードを調整して任意の組み合わせを作ることで、
いずれのオブジェクトに対しても複数のマスクを簡単に組み合わせることができます。

各マスクのブレンドモードによって、レイヤーに以前から存在するアルファチャンネルに対して、マスクを追加するの
か、減算するのか、または置き換えるのかが決まります。また、マスクの相互の関係にも、ブレンドモードが影響
します。最後に、レイヤーに適用されたすべてのマスクが、指定のブレンドモードによって組み合わされ、そのレイ
ヤーの最終的なアルファチャンネルが作られます。マスクブレンドモードはいつでも変更できます。

ブレンドモードの動作は、各マスクが「レイヤー」リストに表示される順番によっても決まります。特に「置き換え」
モードと「交差」モードがこれに該当します。たとえば、「交差」モードに設定したマスクは、これと重なり合わな
いレイヤーのほかのすべての領域をマスクします。「交差」に設定したマスクは、その下にネストされたすべてのマ
スクに影響を与えます。その上に追加されたマスクは、この作用を受けません。同様に、「置き換え」モードに設定
したマスクは、その下のすべてのマスク（存在する場合はイメージオブジェクトの組み込みのアルファチャンネルを
含む）をオフにします。

マスクブレンドモードについて詳しくは、879 ページの「インスペクタ」のマスクコントロール を参照してください。
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マスクをぼかす
マスクを調整する最も簡単な方法として、そのエッジをぼかす方法があります。マスクに数ピクセルのぼかしを入れ
ることで、マスクをかけたオブジェクトを背景とよりシームレスにブレンドすることが可能になります。マスクにより
大きなぼかしを入れると、さまざまなデザインの目的のために、徐々にぼかしが入るエッジが作成されます。

マスクのエッジから、外側または内側にぼかしを入れることができます。マスクにぼかしを入れる方向は、マスクを
かける対象物によって決まります。対象物をロトスコープする場合は、最良の結果を得るために、内側と外側にぼか
しを入れたマスクの組み合わせが必要になる場合があります。

マスクのエッジにぼかしを入れる

 1 マスクを選びます。

 2 「マスク」インスペクタで以下のいずれかの操作を行います：

 • マスクの外側に向けてぼかしを入れるには、「フェザー」値スライダを右にドラッグして、正の値にします。

Feathered out (alpha channel)Feathered out (color channel)

 • マスクの内側に向けてぼかしを入れるには、「フェザー」値スライダを左にドラッグして、負の値にします。

Feathered in (alpha channel)Feathered in (color channel)
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マスクにフィルタを適用する
シェイプと同様にマスクにもフィルタを適用することができ、適用後も引き続き編集が可能です。これは、マスクで
作成したアルファチャンネルをさらに操作するための非常に有効な方法です。たとえば「結晶化」フィルタをマスク
に適用して、結晶の面に似たスタイライズしたギザギザのエッジを追加することができます。

Original mask (color channel) Original mask (alpha channel)

Crystallize filter applied to alpha channel 
(color channel view) 

Crystallize filter applied to alpha channel 
(alpha channel view)

マスクにフィルタを適用する際、マスクは単なるグレイスケールのイメージであることを意識するとよいでしょう。上
の例では、クリスタル化フィルタによってグレイスケールのマスクイメージにパターンが作られ、その結果、波状の
半透明パターンが形成されています。

マスクにフィルタを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」からフィルタを「レイヤー」リストまたは「タイムライン」内のマスク上にドラッグします。

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でマスクを選択し、ツールバーの「フィルタを追加」ポップアップメニュー

からフィルタを選択します。

フィルタが、適用先のマスクレイヤーの下にネストされて表示されます。
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マスクにビヘイビアを適用する
ビヘイビアをマスクに適用することができます。マスクにビヘイビアを適用すると、ほかのレイヤーと同じようにマス
クがアニメートされます。ただし、マスクはレイヤー内の透明度にのみ影響を与え、レイヤーの位置、回転、縮小／
拡大などには影響しないので、結果的には「トラベリングマット」と同じような効果になります。つまり、適用された
レイヤー内でマスクが移動し、それに伴ってイメージのさまざまな領域が表示されたり、非表示になったりします。

マスクにビヘイビアを適用する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ライブラリ」からビヘイビアを「レイヤー」リストまたは「タイムライン」内のマスク上にドラッグします。

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でマスクを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニュー

からフィルタを選択します。

ビヘイビアが、適用先のマスクの下にネストされて表示されます。

アニメーションやロトスコープ用のマスクのシェイプにキーフレームを設定する
マスクのアニメーションパラメータにキーフレームを設定して、その形状を時間と共に変化させることができます。た
とえば、減算マスクをアニメートして前景にあるオブジェクト内の穴の形状を変え、背景にあるほかのレイヤーはその
まま表示させることができます。

より一般的なアニメーションマスクの用途として、前景の対象物のロトスコープがあります。ロトスコープとは、前景
の対象物を背景から分離するために手動でトレースするプロセスです。そのエフェクトは、ブルースクリーンまたはグ
リーンスクリーンのエフェクトに似ています。わざわざそれを行う理由は何でしょうか？さまざまな状況で、ショットに
計画性がないと、キーイングが実際的でなかったり不可能であったりすることがあります。キーイングが可能なショッ
トであっても、ガベージマットまたはホールドアウトマットを作成してエフェクトの品質を向上するために、手動による
ロトスコープが必要な場合がよくあります。（マスクを使ってガベージおよびホールドアウトマット（マスク）を作成す
る方法について詳しくは、499 ページのガベージマスクおよび 500 ページのホールドアウトマスクを参照してくださ
い。）

マスクアニメーションはすべて「シェイプアニメーション」チャンネルに格納されています。アニメートされたマスクで
は、「Motion」内のキーフレームが設定されたほかのパラメータと同じモーションブラーがかけられることを覚えて
おいてください。たとえば、レイヤーの位置をアニメートして非常に速く移動させる場合、モーションブラーを有効に
するとレイヤーはぼやけます。レイヤーのマスクをアニメートして同様に速く移動させると、マスクのエッジもぼやけ
ます。アニメートされたマスクのブラーは、前景の対象物に存在するすべてのブラーと合致させる必要があるため、
これは重要な点です。
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以下の例は、切り離したオブジェクトとその背景に別々のエフェクトを適用するために、マスクを使ってクリップ内の
オブジェクトを切り離す方法を示しています。

Original image

Masked image

Composited image (Mask allows 
different effects to be applied to 
the background image and the 
foreground image.)

マスクをアニメートして対象物をロトスコープする

 1 「表示」＞「解像度」＞「最大」と選択して、キャンバスが最大解像度で表示されていることを確認します。

重要：キャンバスの解像度が最大に設定されていないと、オブジェクトやイメージのアウトラインが若干ずれる可能
性があります。結果として、最大より低い解像度での対象物をトレースするために作成されたマスクは、正確ではな
くなる可能性があります。

 2 マスクのアニメーションを開始する最初のフレームに移動し、対象を正確に分離するマスクを描きます。

 3 最初のマスクの描画が完了したら、トランスポートコントロールの「記録」ボタンをクリックします（または A キー
を押します）。

Active Record button

 4 マスクの形状を変更する「タイムライン」の最初のフレームに移動し、そのコントロールポイントに適当な変更を加
えます。
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移動している対象をロトスコープする場合、クリップを再生してその方向と速度を調べ、マスクをどのようにアニメー
トする必要があるかを把握するとよいでしょう。対象またはカメラの停止、方向の変更や、速度の変更のフレームを
示すマーカーを配置すると便利です。これらは、キーフレームが設定されたマスクを変更する最初のパスの候補とな
ります。これらの変化に注意することで、速度や方向が大きく変化するところで最初にキーフレームが設定されたマ
スクのシェイプを調整することにより、キーフレーム設定の量を減らすことができます。アニメートされたマスクは、
キーフレームが設定されているシェイプを 1 つずつ変えるように補間されるので、作業の一部は「Motion」により
行われます。（詳しくは、879 ページのロトスコープのヒントを参照してください。）

参考：マスクが選択解除されている場合は、そのマスクを「レイヤー」リストで選択して、そのコントロールポイン
トがキャンバス内で見えるようにする必要があります。マスクが見えるように、「レイヤー」リストのマスクを表示／
隠すボタンを必ず選択するようにします。

 5 引き続き再生ヘッドを移動して変更を加えます。

大雑把な方法としては、キーフレームが設定された任意の 2 つのマスクシェイプ間の中間のフレームに移動して、
新しく調整を行います。マスクが対象物の動きを正確にたどるようになるまで、すべての 2 つのキーフレーム間の
中間点で形状変更のキーフレーム設定を続けます。不規則な形状のオブジェクトや複雑な動きをするオブジェクトで
は、大量のキーフレームを追加する必要のある場合がよくあります。ロトスコープは短時間でできる作業ではありま
せん。

再生ヘッドを新しいフレームに移動してマスクのシェイプに変化を加えるたびに、そのシェイプの「シェイプアニメー
ション」チャンネルにキーフレームが作成されます。既存のキーフレーム上に直接再生ヘッドを移動すると、キーフ
レームを作らずにそのポイントでマスクの形状を変更することになります。

参考：ほかのレイヤーと同様に、マスクも変形が可能です。アニメーション記録が有効な状態で、マスクのアンカー
ポイントの移動、回転、縮小／拡大、または変更を行うと、「キーフレームエディタ」内の追加のチャンネルにキー
フレームが追加されます。

マスクのシェイプ・アニメーション・キーフレームのタイミングを、「キーフレームエディタ」内で作成、削除、およ
び編集することもできます。単純化のため、編集されたコントロールポイントの数に関係なく、マスクに加える変
更はそれぞれ単一のキーフレームとして記録されます。「シェイプアニメーション」パラメータでは、キーフレームは
「一定」にのみ設定できます。それ以外の形式のキーフレーム補間は使えません。

マスクおよびシェイプをアニメートするためのプロセスは、どちらも同じです。シェイプアニメーションの例について
は、865 ページの「シェイプアニメーション」パラメータにキーフレームを設定するを参照してください。キーフレー
ムの全般的な説明については、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

 6 マスクのアニメーションが完了したら、記録を無効にします（A キーを押します）。
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ロトスコープのヒント
イメージのロトスコープを開始するには、マスクをかける対象内の細部が最もよく見えているフレームを探し、これ
を開始フレームとするのが良い方法です。たとえば歩いている人物にマスクをかける場合、その人物の手足がスト
ライドの中間で伸びているフレームを選びます。これにより、最初のコントロールポイントの数を指定することができ
ます。マスク内で必要な細部のレベルを実現する上で、わずかなコントロールポイントを使用するだけで、アニメー
ションがはるかに容易になります。

対象全体を必ずしも 1 つのマスクでロトスコープする必要はありません。「Motion」では、1 つのオブジェクトに
複数のマスクを適用できるので、対象のさまざまな部分を別々のマスクでロトスコープすることができます。これに
より作業がとても簡単になります。たとえば、室内を歩きながら何かを運んでいる人物をロトスコープする場合、形
状があまり変わらない上半身に 1 つのマスクを使い、歩くときに形状が大きく変わる両足に、もう 2 つのマスクを
使ってもかまいません。

ロトスコープ中にキャンバスでイメージをパンするには、スペースバーを押します。これで、マスクの選択や進捗を
維持したまま、キャンバスでパンできます。

また、「ポイントをトラック」ビヘイビアを使って、トラッキングデータをシェイプまたはマスクに適用することもでき
ます。「ポイントをトラック」ビヘイビアについて詳しくは、935 ページのポイントをトラックを参照してください。

「インスペクタ」のマスクコントロール
選択したマスクのパラメータは、「マスク」インスペクタに表示されます。これらのコントロールを使用して、マスク
の描画、各マスクのオブジェクト上での動作、およびマスクどうしの組み合わせを調整することができます。「マス
ク」インスペクタでは、値スライダを使ってマスクのコントロールポイントの位置を微調整することもできます。

コントロールポイントのパラメータを除いて、「マスク」HUD にも「インスペクタ」と同じパラメータが表示されま
す。

「マスク」インスペクタに表示されるパラメータ
 • シェイプのタイプ：マスクの定義に使用するコントロールポイントのタイプを設定するポップアップメニューです。
たとえば、最初にベジェマスクを作成していた場合、このメニューから B スプラインを選択して、マスクの描画を
変更することができます。シェイプのタイプを変更すると、コントロールポイントが元の座標に固定されたままで
あっても、マスクの形状が大きく変わることがあります。3 つのオプションがあります：

 • 直線状：マスクのすべてのコントロールポイントが明確な角度で結合され、結果として多角形のマスクが作ら
れます。直線状マスクのコントロールポイントは、そのエッジ上に直接置かれます。

 • ベジェ：ベジェカーブと明確な角度を混在させてコントロールポイントとし、あらゆる種類のマスクを作成でき
ます。ベジェマスクのコントロールポイントは、そのエッジ上に直接置かれます。

 • B スプライン：コントロールポイントはすべて B スプラインのポイントであり、それぞれ湾曲の度合いが異なり
ます。B スプラインのコントロールポイントは、マスク表面の外側にありますが、B スプラインフレームによっ
て結ばれています。

参考：キャンバスの上にある「表示」ポップアップメニューの「ライン」をオフにすると、B スプラインフレーム
を非表示にすることができます。

 • マスクブレンドモード：マスクと、適用先のレイヤーのアルファチャンネルとの相互作用を決定する、ポップアッ
プメニューです。レイヤーに複数のマスクがある場合、各マスクに異なるマスクブレンドモードを適用することが
できます。その場合、選択したモードによって各マスクは、レイヤーのアルファチャンネルに追加、またはそこか
ら減算されます。最終的なアルファチャンネルは、適用されたすべてのマスクが組み合わされた結果になります。
このポップアップメニューには、4 つのオプションがあります：
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 • 加算：マスクのシェイプの外側の領域からすべてのピクセルを削除します。新規の各マスクは透明度が増して、
下地になっているイメージがより透過的に表示されるようになります。「加算」ブレンドモード（新規マスクの
デフォルト）は、ほかのマスクが切り取っているイメージの領域を追加し直す場合や、1 つのイメージ内で交差
しない複数の領域をマスクするときに便利です。次の例では、矩形と円のマスクの両方によってマスクのシェイ
プの外側の領域が削除され、下地になっている黒のキャンバスが表示されています。

レイヤーにアルファチャンネルが含まれている場合、「加算」モードに設定されたマスクによって表示されるのは、
最初のアルファチャンネルでマスクされているセクションだけになります。

Original alpha channel of butterfly clip Circle mask set to default. Add mode applied 
to butterfly clip.

参考：マスクをかけたレイヤーの残りの部分を表示して、それをトレースして次のマスクを作成できるようにする
には、「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で最初のマスクをオフにします。最初のマスクのアウトラインは
表示されたままですが、レイヤーの透明度には影響しません。

 • 減算：マスクのシェイプの内側の領域のすべてのピクセルを削除して、イメージに穴を開けます。次の例では、
矩形と円のマスクによって青のグラデーションオブジェクトを通して穴が開けられて、下地になっている黒のキャ
ンバスが表示されています。
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 • 置き換える：イメージオブジェクトのアルファチャンネルと、「レイヤー」リスト内でこのマスクの下に表示され
るほかのマスクをすべて置き換えます。下の例では円マスクが矩形マスクの上に来ますが、これは、円マスクが
「レイヤー」リストで矩形マスクの上に表示され、「置き換え」に設定されているためです。詳しくは、873 ペー
ジの複数のマスクを組み合わせるを参照してください。

 • 交差：マスクが重なっている領域内のピクセルだけを表示します。下の例では、矩形および円マスクの重なっ
ている領域だけが表示されています。

もう 1 つの例では、アルファチャンネルを含む TIFF ファイルを読み込んで、アルファ情報を失うことなくその一
部を切り取る場合、「交差」ブレンドモードを使用する必要があります。またキーイングフィルタが適用されたレ
イヤーに対しても同様です。

Intersecting mask cropping unwanted 
opaque areas

Original alpha channel from key

 • マスクを反転：マスクを反転させるチェックボックスです。そのマスクの単色と透明な領域は入れ替わります。こ
れは、既存のマスクの単色と透明な領域を逆にする必要がある場合に便利です。

ヒント：まず前景の対象物にマスクをかけ、レイヤーとそのマスクを複製して、複製したレイヤーのマスクを反転
させることで、イメージの前景と背景に異なるフィルタとエフェクトを適用することができます。そして、背景に適
用したエフェクトを前景から完全に分離することも、その逆も可能です。マスクの不透明度は、「情報」インスペ
クタで調整することができます。

 • 丸み：マスクのコーナーの丸みを制御するスライダです。角丸四角形のマスクを作成するときや、マスクのエッジ
を滑らかにしたいときに便利です。
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 • スケールを保持：「丸み」の設定を絶対値として適用するか、マスク全体のサイズに対する相対値として適用する
かを指定するチェックボックスです。このチェックボックスを選択すると、オブジェクトを縮小／拡大しても湾曲のお
およその割合は変わりません。このチェックボックスを無効にすると、マスク全体のサイズの変化と共に湾曲の割合
が変化します。

 • ぼかし：マスクのエッジをぼかすスライダです。フェザーの値が正の場合はマスクのエッジがエッジから外側に向
かってぼかしが入ります。フェザーの値が負の場合は、マスクのエッジがエッジから内側に向かってぼかしが入りま
す。マスクのエッジをぼかすことで、マスクをかけたオブジェクトと背景とのブレンドを容易に行うことができ、ロト
スコープの粗い効果が緩和されます。

 • 減衰：ぼかしの入り方の緩急を制御するスライダです。値を高くすると、ぼかしがさらに内側に押し込まれ、ぼか
しエフェクトのエッジの透明度が上がります。値を低くすると、ぼかしエフェクトの中核部分がさらに外側に押し出
され、ぼかしエフェクトのエッジの透明度が下がります。

 • マスクカラー：選択したマスクがキャンバス内でどの色で表示されるかを制御するポップアップメニューです。この
設定は、最終出力には影響しません。マスクの色を変更すると、どのマスクがどのオブジェクトにかかっているかを
見分けるのに便利です。

 • コントロールポイント：開閉用三角ボタンをクリックすると表示されるリストです。マスクのコントロールポイントの
位置パラメータが表示されます。コントロールポイントの位置を調整するには、値スライダを使います。左側の値ス
ライダが X 軸、右側の値スライダが Y 軸を表します。

イメージマスク

イメージマスクの概要
レイヤーに透明部を作成するもう 1 つの方法として、イメージマスクを使用します。イメージマスクはシェイプ、テキ
スト、ムービー、静止画像など、別のイメージレイヤーのアルファチャンネルに基づいて、レイヤーに透明部を作りま
す。

Text layer Image layers Layers masked by text layer

参考：マスクとイメージマスクは一緒に使用できます。

イメージマスクの利点は、描画やアニメーションの必要がない点です。その代わり、別のレイヤーに透明部を作るの
に、実質的にどのようなイメージまたはムービークリップでも使用することができます。デフォルトでは、アニメートさ
れたイメージマスクがムービークリップで作成されますが、1 つのフレームのみを使用するためにイメージマスクを設
定することもできます。またイメージマスクを使用して、ほかのアプリケーションで作成されたマスクを割り当てること
もできます。たとえば、別のアプリケーションで作成され、QuickTime ムービーとして Motion プロジェクトに書き
出された、アニメートされたマスクを読み込んで、イメージマスクとして使うことができます。

レイヤーをイメージマスクとして使う場合、「イメージマスク」インスペクタの「ソースチャンネル」ポップアップメニュー
で、透明部の作成にそのレイヤーのどのカラーチャンネルを適用するかを選択できます。以下の項目があります：

 • 赤

 • 緑

 • 青

 • アルファ

 • ルミナンス
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アルファチャンネルは基本的に 8 ビットのグレイスケールイメージなので、いずれの単色チャンネルもイメージマス
クとして使うことができます。また別のレイヤーのアルファチャンネルを使用することもできます。「ルミナンス」で
は、イメージの赤、緑、および青の各チャンネルから集約した輝度により、透明部を作ることができます。これらの
オプションに対してはすべて、カラーは無視されます。

フィルタとイメージマスク
シェイプマスクと同じように、イメージマスクにもフィルタを追加して透明度効果をさらに操作することができます。
ブライトネス、コントラスト、ガンマなどの色補正フィルタを使用してマスクのコントラストを操作し、細部を強調し
たり弱めたりして必要な透明効果を作り出すことで、作成したマスクを改良できる場合があります。イメージマスク
にフィルタをかける効果は、シェイプマスクにフィルタをかける場合と同様です。詳しくは、875 ページのマスクに
フィルタを適用するを参照してください。

ビヘイビアとイメージマスク
イメージマスクにもビヘイビアを適用して、アニメーションの透明エフェクトを作り出すことができます。詳しくは、
876 ページのマスクにビヘイビアを適用するを参照してください。

イメージマスクをレイヤーに適用する
イメージマスクの割り当ては、2 つのプロセスに分かれます。最初に、レイヤーの下に空白のイメージマスクを作成
します。次に、透明部を作るのに使用するイメージを割り当てます。

イメージマスクをレイヤーに追加する

 1 マスクをかけるレイヤーを選択します。

 2 「オブジェクト」＞「イメージマスクを追加」と選択します（または Shift ＋ Command ＋ M キーを押します）。

「レイヤー」リストと「タイムライン」のレイヤーの下に、イメージマスクが表示されます。

Image mask

 3 イメージマスクを選択した状態で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「イメージマスク」インスペクタを開き、マスクとして使うレイヤーを「マスクソース」ウェルにドラッグします。

Mask Source well

 • HUD を開いて（HUD が表示されていない場合は D キーまたは F7 キーを押します）、マスクとして使用するレ
イヤーを「マスクソース」ウェルにドラッグします。

重要：クリックしたらマウスボタンを放さずに、レイヤーがイメージウェルに正しくドロップされるまでドラッグして
ください。ソースとして使うレイヤーを選択して、マウスボタンを放すと、選択が解除されてしまいます。

この例では、テキストをマスクレイヤーとして使用しています。
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 4 「イメージマスク」インスペクタの「ソースチャンネル」ポップアップメニューから透明部の作成に使用するチャンネ
ル、および必要な透明部を作成するためのほかのオプションを選択します。

「インスペクタ」の「イメージマスク」コントロール
レイヤーにイメージマスクを追加すると、「イメージマスク」インスペクタで以下のパラメータが使用できるようにな
ります。

「イメージマスク」HUD には、「マスクソース」、「ソースチャンネル」、「マスクブレンドモード」、「マスクを反転」、
「ステンシル」、および「ストレッチ」パラメータが表示されます。これらのコントロール、および「インスペクタ」
の追加のパラメータについては以下で解説します。

「イメージマスク」インスペクタに表示されるパラメータ
 • マスクソース：レイヤーにマスクをかけるために使用するレイヤー（シェイプ、テキスト、イメージ、ムービー、
パーティクルエミッタ、番号付きのイメージシーケンスなど）を割り当てるイメージウェルです。

 • フレーム：ムービーやイメージシーケンスを割り当てられたイメージとして使用するときに使用できるスライダで
す。再生を開始するフレームを設定します。

 • ホールドフレーム：ムービーやイメージシーケンスを割り当てられたイメージとして使う場合に使用できるチェック
ボックスです。「フレーム」パラメータで指定したフレームがフリーズされます。そのフレームは、マスクをかけた
レイヤーの合計の継続時間用のマスクとして使用します。

 • オフセット：マスクの位置の X 値と Y 値を、マスクをかけるレイヤーに対してオフセットする値スライダです。レ
イヤーにマスクをかける部分を変更できます。

 • ラップモード：イメージマスクが割り当て対象のレイヤーよりも小さい場合に、イメージマスクが影響する領域を
広げるポップアップメニューです。3 つのオプションがあります：

 • なし：オブジェクトはそのまま使用されます。

 • 繰り返し：イメージの幅と高さがすべて埋まるまで、オブジェクトが複製およびタイルされます。

 • ミラー：イメージの幅と高さがすべて埋まるまで、レイヤーが複製、タイル、および反転されます。イメージに
よっては、より円滑な繰り返しが作成できます。

 • ソースチャンネル：割り当てたイメージのどのチャンネルを使用してマスクを作るかを設定するポップアップメ
ニューです。選択肢は 5 つあります：

 • 赤：グレイスケールマスクとして、赤のチャンネルを使用します。

 • 緑：グレイスケールマスクとして、緑のチャンネルを使用します。

 • 青：グレイスケールマスクとして、青のチャンネルを使用します。

 • アルファ：マスクレイヤーから、アルファチャンネルを使用します。

 • ルミナンス：赤、緑、および青のチャンネルから輝度を集めて、グレイスケールマスクとして使用します。
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 • マスクブレンドモード：イメージマスクと、適用先のレイヤーのアルファチャンネルとの相互作用を決定する、ポッ
プアップメニューです。レイヤーに複数のイメージマスクがある場合、各マスクに異なるマスクブレンドモードを
適用することができます。その場合、選択したモードによって各マスクは、レイヤーのアルファチャンネルに追加、
またはそこから減算されます。最終的なアルファチャンネルは、適用されたすべてのイメージマスクが組み合わ
された結果になります。これらのモードは、シェイプマスクに使用できるマスクブレンドモードと同じです。以下
の 4 つの項目があります：

 • 加算：アルファチャンネルにマスクを追加します（デフォルトの設定）。ほかのマスクが切り取っているイメージ
の領域を追加し直すのに便利です。

 • 減算：アルファチャンネルから、マスクを減算します。レイヤーの中に穴を開けたり、ほかのマスクの影響を
受けないイメージの追加領域にマスクをかけたりするのに便利です。

 • 置き換える：レイヤーの元のアルファチャンネルと、「レイヤー」リスト内の現在のマスクの下に表示される同じ
レイヤーに適用されたほかのすべてのマスクを、現在のマスクと置き換えます。マスクを追加することもでき、
そのブレンドモードも自由に設定できます。

 • 交差：マスク自体と重ならないレイヤーの領域をすべてマスクで覆います（ただし、レイヤーの元のアルファ
チャンネルを置き換えません）。これには、同じレイヤーに適用されている、「レイヤー」リスト内の交差マスク
の下にネストして表示されるほかのマスクも含まれます。

 • マスクを反転：マスクを反転させるチェックボックスです。そのマスクの単色と透明な領域は入れ替わります。こ
れは、既存のマスクの単色と透明な領域を逆にする必要がある場合に便利です。

 • ステンシル：レイヤーの幾何学的変形を保持するチェックボックスです。「調整」、「位置」、「回転」、その他のパ
ラメータで変形したマスクを作成する場合は、このチェックボックスを選択して変更されたレイヤーを使用します。

 • ストレッチ：「ステンシル」の選択が解除されているときに使用できるチェックボックスです。マスクがイメージの
境界まで引き伸ばされますが、マスクの中心はレイヤーの中心点のままです。

シェイプとマスクとを変換する
マスクとシェイプは、役割は違っても作成方法はほとんど同じであるため、シェイプを作成した後でそれをマスクとし
て使いたくなったり、逆にマスクをシェイプとして使いたくなったりすることがあるかもしれません。シェイプをマス
クに、またはマスクをシェイプに変更するには、「レイヤー」リストでオブジェクトの位置を変更するか、「オブジェク
ト」メニューを使用します。

参考：3D ペイントストローク、3D パーティクルシステムまたはリプリケータ、3D テキストオブジェクト、および平
坦化されていない 3D グループにはマスクを適用できません。シェイプをこれらのオブジェクトのマスクに変換する
には、オブジェクトを平坦化する必要があります。

シェイプをマスクに変換するときは、マスクの適用対象となるオブジェクトのタイプによって方法が異なります。シェ
イプをマスクに変換する必要があるときは、以下の点を考慮に入れてください：

 • シェイプをマスクに変換し、それを縮小／拡大されたオブジェクトに適用すると、マスクも縮小／拡大されます。
これによって予期しない結果になることがあります。予期しない結果になるのを防ぐには、オブジェクトの大きさ
を 100 ％ に戻しておくか、オブジェクトを新しいグループに入れてからマスクをそのグループに適用してくださ
い。

 • 3D で操作されていたシェイプをマスクに変換すると、予期しない結果になることがあります。3D オブジェクトへ
のマスク適用について詳しくは、871 ページの 3D プロジェクト内のオブジェクトにマスクをかけるを参照してく
ださい。

 • 変形された（拡大／縮小、回転、またはアンカーポイントが調整された）シェイプをマスクに変換する場合、変
形は保持されません。
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シェイプをイメージのマスクに変換する

 1 いずれかのシェイプツールを使ってシェイプを作成します（またはペイントストロークを描画します）。

参考：「ライブラリ」の「シェイプ」カテゴリからプリセットのシェイプを追加することもできます。

 2 「レイヤー」リストで、シェイプオブジェクトをマスクの適用先レイヤー上にドラッグします。

シェイプがマスクに変換されます。マスクの適用先レイヤーがキャンバスの中央にない場合は、マスクの位置が多少
ずれることがあります。これは、シェイプの親グループの中心に対する元の位置によって、変換後のマスクの位置が
決まるためです。

シェイプをグループのマスクに変換する

 1 いずれかのシェイプツールを使ってシェイプを作成します（またはペイントストロークを描画します）。

 2 「レイヤー」リストで、シェイプをグループレイヤー上にドラッグし、マウスボタンを押したまま少し待ちます。ドロッ
プメニューが表示されたら、「グループにマスクを移動」を選択します。 

シェイプを、内包しているグループのマスクに変換する

 1 いずれかのシェイプツールを使ってシェイプを作成します（またはペイントストロークを描画します）。

 2 「レイヤー」リストで、シェイプオブジェクトを選択し、以下のいずれかの操作を行います： 

 • シェイプをグループレイヤー上にドラッグし、マウスボタンを押したまま少し待ちます。ドロップメニューが表示され
たら、「グループにマスクを移動」を選択します。

 • 「オブジェクト」＞「マスクに変換」と選択します。

シェイプを別のシェイプのマスクに変換する

 1 いずれかのシェイプツールを使ってシェイプを作成します（またはペイントストロークを描画します）。

 2 「レイヤー」リストで、シェイプオブジェクトを別のシェイプオブジェクト上にドラッグし、マウスボタンを押したまま少
し待ちます。

ドロップメニューが表示されます。

 3 「シェイプにマスクを追加」を選択します。

シェイプが別のシェイプのマスクに変換されます。

参考：スプラインのマスクは 3D ペイントストロークには適用できません。ドロップメニューが表示されるようにするに
は、「シェイプ」インスペクタの「ストローク」パネルで「ローカル 3D」チェックボックスの選択を解除する必要があ
ります。

シェイプをパーティクルエミッタまたはリプリケータのマスクに変換する

 1 いずれかのシェイプツールを使ってシェイプを作成します（またはペイントストロークを描画します）。

 2 「レイヤー」リストで、シェイプオブジェクトをエミッタまたはリプリケータ上にドラッグし、マウスボタンを押したまま
少し待ちます。

ドロップメニューが表示されます。

 3 「エミッタにマスクを追加」または「リプリケータにマスクを追加」を選択します。

シェイプがパーティクルエミッタまたはリプリケータのマスクに変換されます。

参考：ドロップメニューが表示されるようにするには、「エミッタ」インスペクタまたは「リプリケータ」インスペクタで
「3D」チェックボックスの選択を解除する必要があります。

シェイプをテキストのマスクに変換する

 1 「レイヤー」リストで、マスクをかけるレイヤーを選択します。

 2 「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで、「平坦化」チェックボックスが選択されていることを確認します。

 3 いずれかのシェイプツールを使ってシェイプを作成します（またはペイントストロークを描画します）。

 4 「レイヤー」リストで、シェイプオブジェクトをテキストレイヤー上にドラッグします。
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マスクをシェイプに変換する

 m 「レイヤー」リストでマスクを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オブジェクト」＞「シェイプに変換」と選択します。

シェイプがグループの一番下に移動します。

 • 「レイヤー」リストでマスクを 2 つのオブジェクトの間にドラッグします。

 • マスクをグループレイヤー上にドラッグし、マウスボタンを押したまま少し待ちます。ドロップメニューが表示され
たら、「グループにシェイプを移動」を選択します。

67% resize factor
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3D 合成の概要
「Motion」には、オブジェクトを本物の 3 次元空間に表示するプロジェクトを作成するための堅牢なツールセット
があります。3D 環境内のオブジェクトが相互に交差および作用するように、それらのオブジェクトを調整できます。
カメラと照明を使用したり、フィールドの深度、シャドウ、反射などの関連エフェクトを適用したりすることもできま
す。

現実世界の座標
3D 合成は、モーショングラフィックスの世界にいくつもの新たな概念を導入します。これらの概念は、はじめは手
ごわく見えるかもしれません。しかし、私達は実際に 3 次元の世界で暮らしているので、「Motion」の「キャンバ
ス」で操作するバーチャル 3D 空間も直感的に理解できるでしょう。

現実世界では、どんなオブジェクトでも簡単な座標系を使ってその位置を特定することができます。たとえば、部屋
の中のコンピュータの位置は、ドアから横方向に 1.2 メートル、床から上方向に 90 センチ、窓の前方 1.5 メートル
のところにあると説明できます。座標系では、オブジェクトの位置を示すのに使われる 3 つの数字は、座標軸上の
値になります。各軸の値が 0 になる地点が交わる位置は、原点と呼ばれます。ここで紹介している例では、X=1.2、
Y=0.9、Z=1.5 になります。

座標とオブジェクトの空間内での位置
「Motion」内のオブジェクトの位置も、これらの値で示すことができます。「Motion」で使用される座標系では、
キャンバスの中央が 0, 0, 0 に定義されます。オブジェクトを左に移動すると X の値から減算され、右に移動すると 
X の値に加算されます。オブジェクトを上に移動すると Y の値に加算され、下に移動すると Y の値から減算されま
す。オブジェクトを前方に移動すると Z の値に加算され、奥に移動すると Z の値から減算されます。2D シーンと 
3D シーンの大きな違いは、3D シーンでは視点を変えることができるため、オブジェクトを上に移動したからといっ
て、必ずしも Y の値が増えるわけではない点です。

参考：新規プロジェクトでは、キャンバスは Z 軸がまっすぐユーザの方を向いている状態になっています。この向き
では、XY 軸の向きが通常の 2 次元のものと同じになっていて、それぞれキャンバスの左から右（X）、そして上か
ら下（Y）にわたっています。

3D の原則
3 次元環境についての説明や表示には、一般的に使用される規則があります。

 • オブジェクトの動きは、軸に沿う。

 • オブジェクトの回転は、軸を中心とする。

3D 合成
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 • 各軸は、次のように色分けされる：X は赤、Y は緑、Z は青。

 • 正の値の回転は、軸の周囲を反時計回りに回転する。

Motion プロジェクトへの 3D の組み込みについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイ
ドバー）でトピックを選択してください。

3D 変形ツール

3D 変形ツールの概要
「Motion」では、2D と 3D プロジェクトファイルに本質的な違いはありません。いつでもグループやレイヤーを 
3D 空間で操作できるように切り替えることができます。この切り替えに際しては準備を行う必要はなく、実際、2D 
空間と 3D 空間を行き来しながらオブジェクトを操作することもできます。このセクションでは、キャンバス内でオブ
ジェクトを移動するために使用するツールについて説明します。

上の図の写真は、シーンに読み込んだばかりのもので、シーンの原点に位置しています。このイメージを 3D 変形
ツール（ツールバーの 2D 変形ツールの右にあります）を使って移動します。

ヒント：2D の「選択／変形」ツールが有効になっている（かつ、キャンバスでオブジェクトが選択されている）と
きに Tab キーを押すと、3D 変形ツールを選択できます。Tab キーをもう一度押すと、さまざまな 2D 変形ツール
に順番に切り替わります。
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3D 変形ツールを使用する
 m ツールバーで 3D 変形ツールを選択します（または Q キーを押します）。

3D 変形ツールを選択すると、ただちに 2 つの変化があります。オンスクリーンコントロールが変化し、オブジェク
トの HUD に追加の 3D 変形コントロールが表示されます。

Choose an axis type.

Drag to move along 
X and Y axes.

Drag to move along 
Z axis.

Drag to move along 
X and Z axes.

3D のオンスクリーンコントロールを使う
3D 変形ツールを選択すると、キャンバス内のイメージの中央付近に 3 つのカラーの矢印が表示されます。各矢印
は、3 つの座標軸を表したものになっています。デフォルトでは、Z 軸はまっすぐユーザの方を向いているので、青
い Z 軸の矢印は、その先端のみ表示されています。矢印をドラッグすると、イメージが軸に沿って移動します。

Z-axis drag handle

X-axis drag handle

Y-axis drag handle

オンスクリーンコントロールを使ってオブジェクトを移動する

 1 移動するオブジェクトを選択します。

 2 カラー矢印をドラッグします。
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ドラッグ中は、アクティブになっている矢印が黄色になり、キャンバスの上にあるステータスバーにオブジェクトの現
在の座標とオブジェクトの移動距離が表示されます。座標は X、Y、Z の形式で表示されます。

3 つのカラー矢印の近くには、3 つの小さな円があります。 

Y-axis rotation handle

X-axis rotation handle

Z-axis rotation handle

これらは、回転ハンドルです。円の上にポインタを置くと、その軸で回転するためのリングが表示されます。

 • 赤い輪は X 軸を中心とした回転を示します。

 • 緑の輪は Y 軸を中心とした回転を示します。

 • 青の輪は Z 軸を中心とした回転を示します。

オンスクリーンコントロールを使って、オブジェクトを特定の座標軸を中心に回転させる

 1 回転させるオブジェクトを選択します。

 2 回転に使う軸の回転ハンドル（小さな円）の上にポインタを移動します。

回転用のリングが表示されます。
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 3 リングをドラッグしてオブジェクトを回転させます。

ステータスバーには、その時点での回転値とオブジェクトの回転量が表示されます。

オンスクリーンコントロールを使って、オブジェクトをすべての座標軸を中心に回転させる

 1 回転させるオブジェクトを選択します。

 2 回転ハンドルの上にポインタを置き、Command キーを押したままにします。

3 つのすべての回転リングが表示されます。

 3 Command キーを押したままの状態で、リングの内側をドラッグしてオブジェクトを回転させます。

ステータスバーには、回転の絶対値と、回転の差分（変更量）が表示されます。

重要：2D の「選択／変形」ツールを使用してオブジェクトを回転させると、オブジェクトは Z 軸を中心として回転
します。ただし、3D 変形ツールを使用してオブジェクトを回転させると、X 軸、Y 軸、または Z 軸を中心としてオ
ブジェクトを回転させることができます。

Rotation using 3D Transform tool around Z-axis Rotation using 2D Select/Transform tool

3D 変形オンスクリーンコントロールのサブセットを表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m カンマ（,）キーを押すと、軸を表す矢印のみが表示されます（回転ハンドルと調整ハンドルは表示されません）。

 m ピリオド（.）キーを押すと、回転ハンドルのみが表示されます（軸を表す矢印と調整ハンドルは表示されません）。

 m スラッシュ（/）キーを押すと、調整ハンドルのみが表示されます（軸を表す矢印と回転ハンドルは表示されません）。

キーを 2 回押すと、表示がデフォルトに戻り、3 つすべてのコントロールが表示されます。
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3D 変形の HUD に表示されるコントロール
3D 空間のオブジェクトを変形するには、オンスクリーンコントロールに加えて、HUD に表示される一連のグラフィ
カル変形コントロールを使用することもできます。 

Choose an axis type.

Drag to move along 
X and Y axes.

Drag to move along 
Z axis.

Drag to move along 
X and Z axes.

HUD のコントロール
 • 移動：HUD の「移動」セクションにある 3 つのコントロールでは、選択したオブジェクトを 1 つの座標軸また
は同時に複数の座標軸に沿ってドラッグできます。四角形のコントロール領域のいずれかの内側をドラッグする
と、キャンバス内のオブジェクトの対応パラメータ値が変化します。

 • Z 軸方向の移動：ここをドラッグすると、選択したオブジェクトが Z 軸に沿って移動します。右にドラッグする
と Z の値が減り（オブジェクトが遠ざかり）、左にドラッグすると Z 値が増えます（オブジェクトが近付きます）。
Command キーを押しながらドラッグすると、移動と同時にオブジェクトが縮小／拡大され、カメラとの相対
的サイズを維持します。

 • X および Y 軸方向の移動：ここをドラッグすると、オブジェクトが X 軸と Y 軸に沿って移動します。左右にド
ラッグすると、X の値が加算または減算されます。上下にドラッグすると、Y の値が加算または減算されます。
このコントロールでの操作は、キャンバス内で 2D オブジェクトをドラッグするのと同じです。Command キー
を押しながらドラッグすれば、ドラッグを開始したときの方向に動きが制限されます。

 • X および Z 軸方向の移動：ここをドラッグすると、オブジェクトが X 軸と Z 軸に沿って移動します。左右にド
ラッグすると、X の値が加算または減算されます。上下にドラッグすると、Z の値が加算または減算されます。
Command キーを押しながらドラッグすれば、ドラッグを開始したときの方向に動きが制限されます。

ヒント：「インスペクタ」での操作同様、HUD で Shift キーを押しながらドラッグすれば、変化が大きくなります。
また、Option キーを押しながらドラッグすれば、変化が小さくなります。

 • 回転と調整：HUD にあるその他の 2 つのドラッグコントロールでは、キャンバス内で選択したオブジェクトの回
転と調整ができます：

 • XYZ 軸方向の回転：この四角形のコントロール領域をドラッグすると、オブジェクトがすべての軸を中心に回
転します。原点を始点に、上下にドラッグすれば、オブジェクトが X 軸を中心に回転します。左右にドラッグす
ると、オブジェクトが Y 軸を中心に回転します。 

Z 軸のみを中心に回転させるには、Command キーを押しながらドラッグします。

 • 調整：この四角形のコントロール領域をドラッグすると、キャンバス内で選択したオブジェクトが均等に縮小／拡
大されます。右または上（あるいはその両方）にドラッグすると、「調整」の値が上がります。左または下（あ
るいはその両方）にドラッグすると、「調整」の値が下がります。 

最初にドラッグした方向と一致する軸のみを基準に縮小／拡大するには、Command キーを押しながらドラッグ
します。

 • 調整基準：HUD の「移動」、「回転」、「調整」コントロールの下にあるポップアップメニューで、変形で使用す
る相対座標空間を設定できます。「調整基準」ポップアップメニューには、次の 3 つのオプションがあります：

 • ローカル軸：デフォルト設定のこのオプションでは、変形のオンスクリーンコントロールの向きが、オブジェク
トのローカル軸と同じになります。
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 • ワールド軸：このオプションでは、変形のオンスクリーンコントロールの向きが、キャンバスの 3D グリッドの
軸と同じになります。

 • 表示軸：このオプションでは、変形のオンスクリーンコントロールの向きが、現行表示の表示スペースと同じに
なります。Z 軸は、表示の視線に揃えられます。表示について詳しくは、897 ページの 3D ワークスペースと
各種表示の概要を参照してください。

相対座標
相対座標の概念を理解するために、地球、月、太陽などの衛星のシステムに置き換えて考えてみることにしましょ
う。月の親は地球で、その地球の親は太陽です。通常、これらの天体について語るとき、月の位置は地球（月の
親）の位置と相対的に表され、地球の位置は太陽（地球の親）と相対的に表されます。「Motion」でも、オブジェ
クトの位置と方向は、常にその親と相対的に表されます。

「Motion」プロジェクトにグループを追加すると、そのグループは、その親の原点座標に作成されます。ルート階
層のグループ（「レイヤー」リストで別のグループ内にネストされていないグループ）の場合、プロジェクトそのもの
が親になります。既存のグループに追加したオブジェクトの位置は、その親であるグループと相対的に表されます。

Group position set to 100,100,100

上の例では、グループの位置が、X、Y、Z 座標でそれぞれ 100、100、100 になっています。つまり、このグルー
プは、親の原点よりすべての軸で 100 ピクセルずつ離れた場所にあるということになります（この場合の親は、プ
ロジェクトそのものになります）。グループ内に配置されているイメージの位置は 0, 0, 0 になっています。なぜな
ら、イメージの位置は、その親であるグループと相対的になっているからです。このイメージは、親の原点を共有
し、ワールド座標から見れば 100、100、100 の位置にあります。

このイメージを 50、50、50 の位置に移動し、グループの原点からすべての軸方向に 50 ピクセルずつずらした場
所に配置します。下のイメージで、ヤマアラシがキャンバスの表示領域からはみ出していることが分かります。この
とき、イメージのワールド座標との相対位置は 150、150、150 になりますが、「インスペクタ」の「位置」では位
置が常に親と相対的に表されるので、その値は 50、50、50 になります。

Object position set to 50, 50, 50
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回転の値も、オブジェクトの親と相対的に表されます。

Group rotation set to 45°

Object rotation set to -90°

重要：ワールド軸や表示軸を使った変形は、HUD とオンスクリーンコントロールのみに限定されるものであり、「イ
ンスペクタ」内でのすべての変更は、オブジェクトの親の空間と相対的に行われます。

レイヤーの順番と深度
2D の合成では、「レイヤー」リストはレイヤーの順番、つまりキャンバス内でオブジェクトがどのような順番で重ね
られるかを示します。「レイヤー」リストの上の方に表示されているオブジェクトは、それより下に表示されているオ
ブジェクトよりもキャンバス内で前方に表示されます。

重要：2D グループの子もレイヤー順で合成されます。 

次の例では、「レイヤー」リストで青の A グループが赤の B グループの上になっており、キャンバスで青のオブジェ
クトが赤のオブジェクトの上に表示されます。
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「レイヤー」リストで A グループを B グループの下に移動すると、B グループが A グループの上に描かれます。

「レイヤー」リストには、オブジェクトの親子（従属）関係も表示されています。「レイヤー」リスト内では、親子関
係は、インデント表示と開閉用三角ボタンを使って表示されています。

Children of Blue A group

Parent of A and 
Blue box layers

Children of Red B group

Parent of B and 
Red Box layers

3D 空間内のオブジェクトの場合、その順番を定義するものは「レイヤー」リストだけではありません。深度の並
べ替えかたによっては、「レイヤー」リストの一番下にあるオブジェクトが、現行のカメラとの相対的な位置の関係
で、キャンバス上では一番前方に表示されるということもあります。深度を調整する最も一般的な方法としては、レ
イヤーまたはグループの Z 位置を変更するという方法があります。

重要：デフォルトでは、3D グループの子は、深度の順番で合成されます。

上の 3D グループでは、オブジェクトが深度の順番に従って合成されていますが、各オブジェクトの「レイヤー」リ
スト内での位置は、3D 空間内でのカメラとの相対的な位置とは連動していません。
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この例では、「Blue A」グループが「レイヤー」リストでは「Red A」グループよりも上に位置していますが、キャ
ンバス内では深度の順番によって「Red A」グループより後方に表示されています。同じことが、「Blue B」グルー
プと「Red B」グループの関係にも言えます。

2D グループ内での 3D 変形
たとえ 2D グループ内にあっても、3D 変形はすべてのオブジェクトに対して行うことができます。オブジェクトを任
意の軸で回転させたり、任意の軸に沿って移動させたりすることができます。ただし、2D グループ内では、オブジェ
クトの順番に深度は考慮されません。3D 空間で位置が重なっていても、オブジェクトが互いに交差することはあり
ません。

下の例では、グループ A とグループ B が 3D 空間で同じ位置にあります。しかし、レイヤーの順序に従うため、グ
ループ A はグループ B と交差しません。

親グループを 3D に変換した場合は、下の例のようにグループ A とグループ B は交差します。

参考：2 つのグループが共面（同じ平面上）にある場合、オブジェクトの親が 2D グループと 3D グループのどち
らかに関係なく、レイヤーの順番で合成されます。2D 合成では、すべてのオブジェクトが共面になります。

3D ワークスペースと各種表示

3D ワークスペースと各種表示の概要
3D ワークスペースでは、すべてのものがカメラの視点から見えます。3D ワークスペースで使われているデフォルト
の表示は、リファレンスカメラの表示で、オブジェクトの配置やアニメーション化を補佐するものとして使用すること
はできますが、レンダリング出力用には使用できません。いずれかのカメラ表示からレンダリングするには、シーン
カメラを作成する必要があります。カメラについて詳しくは、907 ページのカメラの概要を参照してください。

表示レイアウトはいくつか用意されており、各レイアウトにはビューポートが配置されています。各ビューポートに
は、カメラの視点から見たシーンが表示されています。リファレンスカメラの表示には、特定のデフォルト位置と方
向が設定されています。
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リファレンスカメラには、次の 2 種類があります：

 • 正射

 • 遠近

正射カメラでは、X、Y、Z のいずれかのワールド軸の 1 つに沿った直線的な視界でシーンを表示します。デフォル
トの正射カメラは、「レイヤー」リスト、「タイムライン」、およびキャンバスには表示されません。前方と後方のカメ
ラの視界は、Z 軸に沿って直線的です。上と下のカメラの視界は、Y 軸に沿って直線的です。左と右のカメラの視
界は、X 軸に沿って直線的です。

Orthogonal camera view with no rotation

正射カメラでは、遠近感は示されません。一方の遠近カメラ（およびプロジェクトに追加するシーンカメラ）では、
実世界のカメラと同じように、表示を歪めます。

Object rotated in orthogonal camera view Object rotated in perspective camera view

カメラ表示とカメラコントロールを使用するには、プロジェクトにシーンカメラを追加します。

Motion プロジェクトにシーンカメラを追加する
 1 「オブジェクト」＞「新規カメラ」と選択するか、Option ＋ Command ＋ C キーを押すか、ツールバーの「新

規カメラ」ボタンをクリックします。

カメラオブジェクトが「レイヤー」リスト、「タイムライン」、およびキャンバスに追加されます（キャンバス内ではワ
イヤフレームアイコンで表示されます）。ツールバーで 3D 変形ツールがアクティブになり、カメラの HUD が表示
され（表示されていない場合は F7 キーを押してください）、「インスペクタ」に「カメラ」パネルが追加されます。

既存の 3D グループが含まれていないプロジェクトにカメラを追加した場合、次のダイアログが表示されます：
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 2 「2D を維持」または「3D に切り替え」をクリックします。

プロジェクトにカメラを追加すると、キャンバスの左上隅にカメラメニューが追加されます。

3D キャンバスのオーバーレイ
キャンバスに表示できる 3D オーバーレイは 6 つあります： 

 • 「カメラ」ポップアップメニューには、アクティブなカメラ表示のリストが表示されます。

 • 3D 表示ツールでは、リファレンスカメラとシーンカメラをコントロールします。

 • 挿入表示では、異なるカメラの視点でシーンを表示できます。

 • 3D グリッドは、3D ワールドのグラウンド面を表しています。

 • 3D コンパスでは、3D 空間でのキャンバスの表示を変更できます。

 • 3D シーンアイコンでは、カメラ、ライト、エッジオン線を画面に表示できます。

3D Compass 3D scene icons (camera, light) Inset view

Camera menu 3D grid 3D View tools

これらのオーバーレイの表示／非表示を切り替えることができます。
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3D オーバーレイを表示する／隠す
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「表示」＞「3D オーバーレイ」と選択し、表示または非表示にする 3D オーバーレイの種類を選択します。

 m ステータスバーの「表示」ポップアップメニューから、表示または非表示にする 3D オーバーレイの種類を選択し 
ます。

「カメラ」ポップアップメニュー
キャンバスの左上に表示されるカメラ・ポップアップ・メニューには、アクティブなカメラ表示がリストされます。リ
ファレンスカメラとシーンカメラのリストから選択します。このメニューには、表示関連のコマンドもいくつか含まれ
ています。

カメラ・ポップアップ・メニューは 3 つのセクションに分かれています：

 • 一番上のセクションでは、アクティブカメラや、プロジェクトに追加したシーンカメラを選択できます。1 つのシー
ンに複数のカメラが含まれている場合は、「タイムライン」の現在のフレームで、「レイヤー」リストの一番上に
あるカメラがアクティブカメラになります。シーンカメラについて詳しくは、907 ページのカメラの概要を参照し
てください。

 • 中央のセクションでは、デフォルトのリファレンスカメラを選択できます。「遠近」、「前方」、「後方」、「左」、「右」、
「上」、または「下」があります。

参考：「左」、「右」、「上」、「下」のカメラ表示は直交する表示です。これらの表示をアニメーション表示したり、
書き出したりすることはできません。

 • 一番下のセクションには、よく使用される 5 つのコマンド、「表示をリセット」、「選択＜カメラの名前＞」、「オブ
ジェクトを表示に合わせる」、「フレームオブジェクト」、「オブジェクトに焦点を合わせる」がリストされています。
これらのコマンドについて詳しくは、105 ページの「表示」メニュー の「3D 表示」のセクションを参照してくだ
さい。

3D 表示ツール
3D 表示ツールでは、リファレンスカメラとシーンカメラをコントロールします。

シーンカメラがアクティブなときは、3D 表示ツールの左側にシーンカメラのインジケータが表示されます。

重要：ユーザが作成したシーンカメラがアクティブのときは、「3D 表示」ツールの左にグレイのシーン・カメラ・ア
イコンが表示されます。シーンカメラは、特定のカメラ表示のレンダリングに使用します。このアイコンは、「3D 表
示」ツールを使用するときに、プロジェクトの出力に影響するシーンカメラを動かしていることを知らせるためのも
のです（ボタンやコントロールではありません）。

Orbit

Pan Dolly

Scene camera

3D 表示ツールは 3 つあります：

 • パン：このボックス内をドラッグして、カメラを現行表示と相対的に X 軸と Y 軸に沿って移動させます。

 • 周回：このボックス内をドラッグして、選択されているシーンオブジェクトの周囲でカメラを周回させます。何も
選択されていない場合、カメラは焦平面の周囲を周回します。カメラの焦平面について詳しくは、909 ページの
「カメラ」のコントロールを参照してください。周回は、X、Y、Z の位置の値と、X と Y の回転の値に影響し
ます。

参考：周回コントロールを使って正射リファレンスカメラを変更した場合、カメラメニューの表示名の横にアスタ
リスク（*）が表示され、その表示が真の正射ではなくなったことが示されます。

 • ドリー：このボックス内をドラッグして、カメラをドリーさせ、現行表示と相対的に Z 軸に沿って移動させます。
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ヒント：3D 表示ツールをダブルクリックすれば、ツールによって適用されたすべてのパラメータがリセットされ 
ます。

「インスペクタ」での操作同様、3D 表示ツールで Shift キーを押しながらドラッグすれば、変化が大きくなりま
す。また、Option キーを押しながらドラッグすれば、変化が小さくなります。

パン、周回、ドリーの各ツールは、キーボードコマンドや 3 ボタンマウスなどで使うこともできます：

 • パン：Option キーとマウスの右ボタンを押しながら、キャンバス内をドラッグします。

 • 周回：Command キーとマウスの右ボタンを押しながら、キャンバス内をドラッグします。

 • ドリー：Command キー＋ Option キー＋マウスの右ボタンを押しながら、キャンバス内をドラッグします。
キャンバスの左下角にある 3D コンパスは、方位を示すものとして、または、ショートカットデバイスとして機能しま
す。これにはアクティブとパッシブの 2 つのモードがあり、ポインタがコンパス上に位置しているかどうかで切り替わ
ります。パッシブモードでは、3 つのワールド座標軸（X、Y、Z）の向きを示しています。コンパスがアクティブモー
ドのときは、リファレンス（正射と遠近）カメラを有効にするための色分けされたショートカットとして機能します。

3D Compass 
in active state

3D Compass 
in passive state

3D コンパスを使ってリファレンスカメラ表示を選択する
 1 コンパス上にポインタを位置させます。

コンパスがアクティブモードになり、各リファレンスカメラ表示を表すラベル付きのアイコンが表示されます。

 2 アクティブにするカメラを表しているアイコンをクリックします。

キャンバス内の表示が、選択したリファレンスカメラ表示のものにアップデートされます。

3D コンパスを使ってシーンカメラ表示を選択する
 1 3D コンパス上にポインタを置きます。

コンパスがアクティブになります。

 2 Control キーを押しながら 3D コンパスをクリックし、ショートカットメニューからシーンカメラを選択します。

キャンバス内の表示が、選択したシーンカメラの表示に変わります。

参考：3D コンパスのショートカットメニューでは、リファレンスカメラ表示を選択することもできます。

挿入表示
3D プロジェクト内でオブジェクトを移動すると、キャンバスの右下角に、別のカメラの視点からのシーンを表示する
挿入表示が表示されます。アクティブカメラを通してシーンを表示している場合、挿入表示には、遠近カメラの視点
からのシーンが表示されます。それ以外のカメラを通してシーンを表示している場合は、アクティブカメラから見た
シーンが表示されます。挿入表示は、正射表示に加えた変更の結果を確認するために利用できます。
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挿入表示のサイズと、キャンバス内に表示されるタイミングについては、「Motion」環境設定で設定することがで
きます。

3D グリッド
3D グリッドは、3D ワールドのグラウンド面を表しています。グラウンド面とは、その名前通り、シーンのグラウンド
となる、Y が 0 の面のことを指します。グラウンド面は、上と下、つまりプラス Y 値とマイナス Y 値の境目となりま
す。その中心は 0,0,0 になっています。

3D シーンアイコン
3D シーンアイコンは、カメラ、ライト、エッジオン線を画面上に表示させるためのものです。エッジオン線は、オブ
ジェクトの縁がカメラの方に向いているときに描かれる線です。通常、この状態のオブジェクトは見えません。キャ
ンバスでエッジオン線を選択できるため、通常では見えないオブジェクトも操作できます。 

参考：書き出したイメージまたはムービークリップでは、3D シーンアイコンは表示されません。

Camera

Edge-on line indicator

Camera’s 
angle of view

Light

ヒント：カメラのシーンアイコンをダブルクリックすれば、それが選択され、現行表示がそのカメラの表示に切り替
わります。
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ビューポートレイアウト
3D 空間でのオブジェクトの配置やアニメートをやりやすくするために、キャンバス内で複数のビューポートウインド
ウをアクティブにしておくことができます。ステータスバーの 3D 表示ツールのすぐ上にあるポップアップメニュー
で、7 種類のビューポートレイアウトの中から使いたいものを選択できます。 

各レイアウトは、ポップアップメニュー内でアイコンによって表されています：

 • 1 つ：デフォルト設定で、キャンバス内に 1 つのビューポートウインドウが表示されています。

 • 2 つ（横並び）：キャンバス内に 2 つのビューポートウインドウを横に並べた状態で表示します。

 • 2 つ（縦並び）：キャンバス内に 2 つのビューポートウインドウを縦に並べた状態で表示します。

 • 3 つ（下に大ウインドウ）：3 つのビューポートウインドウを表示します。上に 2 つのウインドウを横並びにし、下
に大きなウインドウを表示します。

 • 3 つ（右に大ウインドウ）：3 つのビューポートウインドウを表示します。左に 2 つのウインドウを縦並びにし、右
に大きなウインドウを表示します。

 • 4 つ（右に大ウインドウ）：4 つのビューポートウインドウを表示します。左に 3 つのウインドウを縦並びにし、右
に大きなウインドウを表示します。

 • 4 つ：同じサイズの 4 つのビューポートウインドウを表示します。
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複数のビューポートを使って作業しているときは、最後にクリックしたものがアクティブな表示になります。アクティ
ブなビューポートは、黄色の枠線で示されます。オンスクリーンコントロールが表示されるのは、アクティブなビュー
ポートだけです。

The lower-left view is active.

参考：キャンバスのアクティブなビューポートは、アクティブカメラとは異なります。詳しくは、907 ページのカメラ
の概要を参照してください。

2D グループと 3D グループの交差

2D グループと 3D グループの交差の概要
2D グループと 3D グループには共通する特性が数多くありますが、グループやその子がプロジェクト内のほかのオ
ブジェクトとどのように動作および相互作用するかは大きく異なります。2D グループと 3D グループのいずれも互
いの親や子になることができ、グループタイプの混在に関する制限はありません。グループタイプはいつでも変更で
きます。

グループの 2D/3D タイプを切り替える
 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で、タイプを切り替えるグループを選択し、以下のいずれかの操作を行

います：

 • 「オブジェクト」＞「3D グループ」と選択します（または、Control ＋ D キーを押します）。

67% resize factor



 第 21 章    3D 合成 905

 • 「レイヤー」リストの右側にある 2D/3D アイコンをクリックします。

3D group icon

2D group icon

 • 「グループ」インスペクタの「タイプ」ポップアップメニューから「2D」または「3D」を選択します。

重要：一部の操作および一部のフィルタまたはマスクを適用することによって、グループがラスタライズされます。グ
ループをラスタライズするとビットマップイメージに変換されます。ラスタライズが 2D／ 3D グループに与える影響
はそれぞれ異なります。詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してください。

ルート階層での動作
プロジェクトのルート階層での 2D グループの動作は、3D グループ内にネストされているときと異なります。（ルー
ト階層グループについて詳しくは、894 ページの相対座標を参照してください。）ルート階層にある 2D グループ
は、カメラがアニメートした場合でもロックされています。「レイヤー」リストで上にある 2D グループは前方にレン
ダリングされ、下の方にある 2D グループは後方にレンダリングされます。隣り合うルート階層の 3D グループは、
深度の順番を基準に相互作用します。

上の例では、2D の「Foreground」レイヤーにある 2 つのグレイのボールが、シーン内のその他のどのオブジェ
クトよりも前方に合成されます。また、2D の「Background」レイヤーは、シーン内のその他のどのオブジェクト
よりも後方に合成されます。「Group A」と「Group B」は、3D グループなので交差していますが、同じルート
階層にある 2D グループとは交差しません。
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「グループ」インスペクタ
グループを選択すると、「インスペクタ」に「グループ」パネルが表示されます。「グループ」パネルには、2D モー
ドと 3D のモードを切り替えるための「タイプ」ポップアップメニューがあります。2D グループと 3D グループとで
は使用可能なパラメータが異なります。

「タイプ」パラメータを「3D」に設定した場合、「平坦化」と「レイヤーの順番」パラメータも利用できるようにな
ります。「平坦化」チェックボックスを選択すると、3D グループ内の要素が 2 次元平面にフラット化されます。「レ
イヤーの順番」チェックボックスを選択すると、グループの子が深度の順番（Z 軸に沿った位置）ではなく、「レイ
ヤー」リスト内の順番で並べ替えられます。詳しくは、895 ページのレイヤーの順番と深度を参照してください。

「タイプ」パラメータを「2D」に設定した場合、手動でグループのサイズを定義できる「固定解像度」パラメータ
が利用できるようになります。デフォルトでは、「固定解像度」は無効で、グループのサイズはそのグループ内のレ
イヤーにより決まります。詳しくは、158 ページのグループサイズを制限するを参照してください。

参考：「固定解像度」チェックボックスを選択すると、グループがアンカーポイントを中心に「固定幅」と「固定高
さ」パラメータで指定されたサイズにクロップされます。

2D グループの特性
2D グループは、以下の特性を持っています：

 • 子はレイヤーの順番で合成されます。

 • フィルタはローカル空間内で（つまりイメージに対してフラットに）グループに適用されます。

Checkerboard in 2D group 
with Twirl filter applied

 • ライトが使用されているときは、グループは 1 つのオブジェクトとしてライティングされます。子オブジェクトが個
別にライティングされることはありません。

参考：ルート階層にある 2D グループは、ライトの影響を受けません。

 • 2D グループはフラットであるため、「クロップ」、「ドロップシャドウ」、「四隅の角」パラメータがあります。

 • 固定解像度を設定することができます。
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3D グループの特性
3D グループは、以下の特性を持っています：

 • ネストされている子は、深度の順番（Z 軸に沿った位置による）で合成されます。

 • フィルタは、表示空間内でグループに適用されます。つまり、フィルタはグループを表示しているカメラのレンズ
に適用された状態でグループに適用されることになります。

Checkerboard in 3D group with Twirl filter applied from three different angles

 • ライトが使用されているときは、グループの子が個別にライティングされます。

 • 3D グループの場合は、「平坦化」パラメータが有効になっているときに限り「クロップ」、「ドロップシャドウ」、
「四隅の角」パラメータが利用できるようになります。

2D グループおよび平坦化された 3D グループ内のオブジェクトを操作する
「分離」コマンドを使って、アクティブな表示を 2D グループまたは平坦化されている 3D グループの軸に揃えるこ
ともできます。そのようにすることで、グループ内のオブジェクトも調整しやすくなります。「分離」コマンドについ
て詳しくは、911 ページのキャンバスでオブジェクトを分離するを参照してください。

プロジェクト内でオブジェクトを見つけられなくなったときは、そのオブジェクトの位置を 0, 0, 0 に設定します。平
坦化しているグループでは、そのオブジェクトは中央に位置します。

平坦化されたグループ（2D グループと平坦化された 3D グループを含む）内で、オブジェクトを Z 軸に沿って移
動すると、オブジェクトはカメラに近付いたり遠ざかったりするように見えるのではなく、大きくなったり小さくなった
りするように見えます。

カメラ

カメラの概要
3D モードでは、キャンバス内に見えるものは、すべてカメラの視点で写し出されたものであり、カメラは、デフォ
ルトのリファレンスカメラか、ユーザが作成したシーンカメラのいずれかになります。シーンをさまざまな視点から見
るためのカメラを作成できます。シーン内には、カメラを配置できるだけでなく、カメラをアニメートすることも、ビ
ヘイビアを適用することもできます。複数のカメラを作成しておけば、時間の経過に応じてアクティブなカメラを切り
替えることで、プロジェクト内に異なるアングルの「カット」をはさむこともできます。

参考：3D プロジェクトで作業しているときは、さまざまな視点からプロジェクトのレイアウトを検証できるようにカ
メラを配置すると便利です。1 つの遠近カメラを頻繁に移動するのではなく、シーンカメラを追加すれば、空間的な
ブックマークとして使用することができます。ただし、これらのカメラを書き出しに使うことはほぼないため、レンダ
リングの前に必ずこれらを無効にしてください。

ユーザが作成するシーンカメラは、出力時のレンダリングに使用されるものとなります。シーンカメラは、キャンバ
ス内ではワイヤフレームのカメラアイコンで表示され、「レイヤー」リストや「タイムライン」にもオブジェクトとして
表示されます。
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Motion プロジェクトにシーンカメラを追加する
 1 「オブジェクト」＞「新規カメラ」と選択するか、Option ＋ Command ＋ C キーを押すか、ツールバーの「新

規カメラ」ボタンをクリックします。

カメラオブジェクトが「レイヤー」リスト、「タイムライン」、およびキャンバスに追加されます（キャンバス内ではワ
イヤフレームアイコンで表示されます）。ツールバーで 3D 変形ツールがアクティブになり、カメラの HUD が表示
され（表示されていない場合は F7 キーを押してください）、「インスペクタ」に「カメラ」パネルが追加されます。

既存の 3D グループが含まれていないプロジェクトにカメラを追加した場合、次のダイアログが表示されます：

 2 「2D を維持」または「3D に切り替え」をクリックします。

プロジェクトにカメラを追加すると、キャンバスの左上隅にカメラメニューが追加されます。

1 つのシーンに複数のカメラが含まれている場合は、「タイムライン」の現在のフレームで、「レイヤー」リストの一
番上にあるカメラが、アクティブカメラになります。アクティブカメラは、書き出しに使用するデフォルトカメラにな
りますが、どのシーンカメラでも書き出すことができます。（アクティブカメラは、アクティブな表示とは異なります。
アクティブな表示とは、複数のビューポートを使って作業しているときに、最後にクリックしたビューポートのことで
す。）

Camera 3 is active 
at playhead position.
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参考：キャンバス上にオブジェクトをドラッグ＆ドロップすると、そのオブジェクトは、現行カメラの焦平面にあるシー
ンに追加されます。一方、「レイヤー」リストにドラッグするか、「ファイルブラウザ」のプレビュー領域にある「適
用」ボタンをクリックして追加したオブジェクトは、0, 0, 0 の位置に配置されます。

「カメラ」のコントロール
シーンカメラの特性は、「カメラ」インスペクタ（およびカメラ HUD）で変更できます。 

「カメラ」インスペクタを開くには、キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でカメラを選択し、「イ
ンスペクタ」で「カメラ」をクリックします。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • カメラタイプ：使用するカメラのタイプを設定するポップアップメニューです。次の 2 つのオプションがあります： 

 • フレーミング：カメラの原点を焦平面に設定します。カメラの焦平面とは、カメラのローカル Z 軸（または視
線）に沿った焦点距離と同じ位置にあり、ローカル Z 軸に対して垂直に交わる面のことです。

 • 表示ポイント：カメラの原点を投影の中心に設定します。

Framing 
camera

Camera’s focal plane

Camera’s 
angle of view

Viewpoint camera origin

Framing camera origin

Camera’s angle of view

Viewpoint 
camera

ヒント：フレーミングカメラの原点の位置は、周回する動きを出すのに便利です。カメラを回転すると周回します。
ビューポートカメラを回転すると旋回（水平方向の場合はパン、垂直方向の場合はチルト）します。

 • 表示アングル：カメラの表示アングルを設定するスライダで、これは、カメラから見た角度を指定するものです。
値の範囲は 0 ～ 180 度です。

参考：フレーミングカメラで「表示アングル」パラメータをアニメートすると、結果は、逆ドリーのエフェクトとな
ります。逆ドリーでは、カメラが移動する方向と逆の方向にズームインします。一方、表示ポイントカメラの「表
示アングル」パラメータをアニメートすると、通常のカメラによるズーム効果が得られます。

Angle of View = 45° Angle of View = 80°

Framing camera

 • 近距離面：カメラからオブジェクトが見え始める距離を設定するスライダです。この距離より近くにあるオブジェク
トは、このカメラの視点ではレンダリングされません。
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 • 遠距離面：カメラからオブジェクトが見えなくなり始める距離を設定するスライダです。この距離より遠くにある
オブジェクトは、このカメラの視点ではレンダリングされません。

 • 近距離フェード：近距離面におけるぼかしかたを設定するスライダです。ぼかしかたは、近くにあるオブジェクト
がフェードインする境界範囲を設定するものになります。

 • 遠距離フェード：遠距離面におけるぼかしかたを設定するスライダです。このぼかしかたにより、遠くにあるオブ
ジェクトがフェードアウトする境界範囲を設定します。

参考：カメラのフィールドの深度パラメータもこのウインドウに表示されます。これらのコントロールについて詳
しくは、912 ページのフィールドの深度の概要を参照してください。

カメラの HUD には、「インスペクタ」でも使用できる「カメラタイプ」、「表示アングル」、「焦点距離」、「DOF ブ
ラー量」の各パラメータがあります。また、3D 変形コントロールも表示されます。詳しくは、893 ページの 3D 変
形の HUD に表示されるコントロールを参照してください。

カメラを縮小／拡大する／位置を指定する／アニメートする
「Motion」では、さまざまな方法でカメラを縮小／拡大、配置、”ウォーク”、およびアニメートできます。プロジェ
クト内にカメラを配置したら、「分離」コマンドを使用して単一のカメラ表示を選択できます。「分離」コマンドの使
いかたについて詳しくは、911 ページのキャンバスでオブジェクトを分離するを参照してください。

カメラを縮小／拡大する
「インスペクタ」の「情報」パネルにある「調整」パラメータを使って、カメラが写すものを縮小／拡大できます。
たとえば、カメラを縮小すると、そこに映るシーンは大きく見えます。

 1 キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でカメラを選択します。

 2 「情報」インスペクタの「調整」スライダをドラッグします。

参考：「調整」の値を変更しても、カメラの「表示アングル」パラメータには影響しません。また、「調整」の値は、
フレーミングカメラでのみ作用します。

キャンバス内でカメラを配置する
以下のいずれかの操作を行います：

 m キャンバス内でカメラまたはそのオンスクリーンコントロールをドラッグします。

詳しくは、890 ページの 3D のオンスクリーンコントロールを使うを参照してください。

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でカメラを選択して、「情報」インスペクタの「位置」ま

たは「回転」コントロールを調整します。

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でカメラを選択して、HUD の 3D 変形コントロールを調
整します。 

詳しくは、893 ページの 3D 変形の HUD に表示されるコントロールを参照してください。

 m キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」でカメラを選択して、キャンバスの右上隅に表示される 3D 
表示ツールを調整します。

詳しくは、900 ページの 3D 表示ツールを参照してください。

ウォーク 3D 表示ツールを使ってカメラを配置する
ウォーク 3D 表示ツールを使用すると、ビデオゲームのように、キーボードやマウスでのナビゲーションを使って 3D 
空間内にカメラを配置することができます。

 1 ツールバーでウォーク 3D 表示ツールを選択します。

参考：このツールが表示されない場合は、パンまたはズームツールを押したままにしてポップアップメニューを開き、
ウォーク 3D 表示ツールを選択します。

ポインタが変わり、ウォーク 3D 表示ツールがアクティブになったことを示します。
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 2 上下左右の矢印キーを使ってカメラを 3D 空間内で動かします。Option キーを押しながら矢印キーを押すと、カメ
ラの動きが遅くなります。

また、キャンバス内でドラッグしてカメラの向きを指定することもできます。

シーンカメラを使用している場合は、キーフレームを作成してウォーク 3D 表示ツールを使い、作成した動きを記録
することもできます。キーフレームの設定について詳しくは、434 ページのキーフレームの設定方法を参照してくだ
さい。

参考：ウォーク 3D 表示ツールは、カメラメニューから「アクティブカメラ」、「カメラ」、または「遠近」が選択さ
れているときのみ使用可能です。カメラメニューについて詳しくは、900 ページの「カメラ」ポップアップメニュー
を参照してください。

カメラをアニメートする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「カメラ」インスペクタまたは「情報」インスペクタで、カメラのパラメータにキーフレームを追加します。

キーフレームを使用したアニメーションについて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してくだ 
さい。

 m カメラに基本ビヘイビアまたは「カメラ」ビヘイビアを適用します。

 「カメラ」ビヘイビアについて詳しくは、914 ページの「カメラ」ビヘイビアの概要 を参照してください。

 m 「カメラ」インスペクタまたは「情報」インスペクタで、カメラのパラメータに「パラメータ」ビヘイビアを適用し 
ます。

「パラメータ」ビヘイビアについて詳しくは、293 ページの「パラメータ」ビヘイビアを追加する を参照してくだ 
さい。

キャンバスでオブジェクトを分離する
「分離」コマンド（および分離ボタン）を使えば、その時点で選択されているオブジェクトと現行表示を一時的に揃
え、シーンのその他すべてのオブジェクトを非表示にすることができます。これは、遠くにあるオブジェクトやはっき
りしないオブジェクトにアクセスするのに便利な機能です。

「分離」コマンドは、レンダリングまたは書き出すためのカメラ表示を作成するためのものではありません。一時的
に 1 つのオブジェクトだけを表示することで、そのオブジェクトをより効率的に変更したり操作したりするためのも
のです。

Isolate button

オブジェクトを分離する

 1 キャンバス、「レイヤー」リスト、または「タイムライン」で、分離させるオブジェクトを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「オブジェクト」＞「分離」と選択します（または、Control ＋ I（アイ）キーを押します）。

 • 「レイヤー」リストか「タイムライン」で、分離ボタンをクリックします。
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選択したオブジェクトに揃うように現行表示が変化し、シーン内のその他すべてのオブジェクトが消えます。

Object in the Canvas Object after isolation

オブジェクトが分離されると、一時的なカメラが作成され、カメラメニューにもその名前がリストされます。この
カメラの名前は、分離したオブジェクトと同じになっています。

分離表示を終了する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「オブジェクト」＞「分離」と選択します（または、Control ＋ I（アイ）キーを押します）。

 m 「レイヤー」リストか「タイムライン」で、分離ボタンをクリックします。

 m カメラメニューから別のカメラを選択します。

参考：オブジェクトは表示の数だけ分離することができます。分離表示でオブジェクトを編集しながら、シーンカメラ
で別の表示で結果を確認するというのが、一般的なワークフローです。1 つの表示でオブジェクトを分離した後に、
別の表示をアクティブにして別のオブジェクトを分離させることもできます。

フィールドの深度

フィールドの深度の概要
現実の世界において、カメラの焦点範囲は限定的です。範囲内にあるオブジェクトははっきりと映り、この範囲から
外れるにつれてオブジェクトの表示はぼやけていきます。このエフェクトは、シーンで視聴者が注意を払う部分を制
限できるようにカメラの撮影者が使用します。「Motion」ではその現象をシミュレートでき、それにより 3D シーン
の奥行き感が増します。
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「Motion」の各カメラは、完全に焦点が合っている正確な位置を指定する焦点オフセットを持ちます。その位置か
ら両方向に移動した点が近焦点と遠焦点であり、これらの位置によってフィールドの深度の範囲が決まります。

Focal plane

In-focus area

参考：ローカル 3D テキストや、「ダイナミクス」が有効になっているペイントストロークなどの一部の複雑なオブ
ジェクトは、フィールドの深度設定による影響を受けません。

「フィールドの深度」コントロールは「インスペクタ」の「カメラ」パネルにあります。「近焦点」および「遠焦点」
パラメータを変更することで、焦点の範囲を設定できます。その範囲外にあるオブジェクトはぼやけます。ピント外
れのエフェクトをレンダリングするときに使用するブラーのタイプと度合いを変更することもできます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • DOF ブラー量：ピント外れのオブジェクトに適用されるブラーの最大量を制御するスライダです。

 • 焦点オフセット：オブジェクトに焦点が合う、カメラからの距離を設定するスライダです。 

 • 近焦点：焦点が合う一番近い位置を設定するスライダです。焦点距離からのオフセットをピクセル数で指定し 
ます。

 • 遠焦点：焦点が合う一番遠い位置を設定するスライダです。焦点距離からのオフセットをピクセル数で指定し 
ます。

 • 無限焦点：遠焦点を無限に設定するためのチェックボックスです。「遠焦点」スライダの設定内容よりも優先され
ます。

 • フィルタ：ピント外れの領域をレンダリングするときに使用するブラーアルゴリズムのタイプを設定するポップアッ
プメニューです。オプションとして「ガウス」と「焦点ぼけ」があります。「焦点ぼけ」設定ではより写実的な効
果をレンダリングしますが、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

ヒント：最適な結果を得るために、シーンの設定時は「ガウス」を使用し、最終出力時に「焦点ぼけ」を使用
してください。

 • シェイプにフィルタをかける：「フィルタ」ポップアップメニューが「焦点ぼけ」に設定されている場合は、この
ポップアップメニューを使用して、ディスクシェイプまたはポリゴンシェイプのレンダリングカーネルを選択します。
シェイプが異なると、生成されるブラーパターンがわずかに異なり、異なるタイプのカメラレンズがシミュレート
されます。

 • サイド：「シェイプにフィルタをかける」ポップアップメニューで「ポリゴン」が選択されているときに、このスラ
イダでポリゴンの辺の数を設定します。
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 • 深度：深度を「放射状」または「平面状」に設定するポップアップメニューです。一般に放射状の方がより写実
的な結果が得られますが、人工的に見えてしまう場合もあります。カメラで「DOF ブラー量」が高い値に設定さ
れている場合、オブジェクトがフレームの端に近い場合、オブジェクトが非常に大きい場合、オブジェクトが回転
している場合などが当てはまります。このような場合は、「平面状」に切り替えると、良い結果が得られることが
あります。 

フィールドの深度が採用されると、再生パフォーマンスに大きな影響を及ぼす可能性があります。これを軽減するた
めに、プロジェクトのほかの内容を作業している間はフィールドの深度設定による効果を無効にすることができます。

フィールドの深度効果を有効／無効にする

 m ステータスバーの「レンダリング」ポップアップメニューから「フィールドの深度」を選択します（または Control 
＋ Option ＋ D キーを押します）。

メニュー項目の横にチェックマークが表示されているときは、効果がレンダリングされます。チェックマークが表示さ
れていないときは、すべてのオブジェクトに焦点が合ったままになります。

「インスペクタ」でフィールドの深度をオフにする

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」のレイヤーリストでカメラを選択し、「カメラ」インスペクタで「フィール

ドの深度」パラメータの「DOF ブラー量」値を 0 に設定します。

「カメラ」ビヘイビア

「カメラ」ビヘイビアの概要
「Motion」に用意されているほとんどのタイプのビヘイビアをカメラに適用できますが、3D プロジェクトのカメラ
に適用することに特化して設計されたビヘイビアも用意されています。これらのカメラビヘイビアでは、キーフレー
ムなしで移動撮影、パン、ズームなどの一般的なカメラの動きを作成します。

カメラ専用のビヘイビアは 6 つあります。それらは、ドリー、焦点、フレーミング、スウィープ、ズームイン／アウ
ト、およびレイヤーをズームです。 

カメラビヘイビアを追加する

 1 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバスでシーンカメラを選択します。

 2 ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューで、「カメラ」を選択してから、サブメニューから項目を選
択します。

ビヘイビアがカメラオブジェクトに適用されます。

カメラの Z 軸に沿って指定された距離だけカメラを移動します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ディスタンス：ドリー移動の距離を設定するスライダです。

 • 速度：移動で使用する補間のタイプを設定するポップアップメニューです。「一定」、「イーズイン」、「イーズアウ
ト」、「イーズイン／アウト」、「加速」、「減速」の中から選択します。

HUD には、「インスペクタ」と同じコントロールが表示されます。

カメラの「焦点オフセット」パラメータをアニメートして、ターゲットオブジェクトに焦点を合わせます。カメラの焦
点設定について詳しくは、912 ページのフィールドの深度の概要を参照してください。 

ヒント：シーン中にピント送り効果を入れるときは、このビヘイビアを使用します。 

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ターゲット：カメラが焦点を合わせるオブジェクトを指定するイメージウェルです。「レイヤー」リストからオブジェ
クトをこのウェルまでドラッグします。

 • トランジション：カメラが焦点位置に達するまでの時間を設定するスライダです。ビヘイビアの継続時間に対する
パーセンテージで指定します。
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 • 速度：移動で使用する補間のタイプを設定するポップアップメニューです。「一定」、「イーズイン」、「イーズアウ
ト」、「イーズイン／アウト」、「加速」、「減速」の中から選択します。

HUD には、「インスペクタ」と同じコントロールが表示されます。

選択したオブジェクトの前へのパスに沿ってカメラをアニメートします。終了位置でオブジェクトがフレームに収まる
方法を制御したり、湾曲の度合い（曲率）に影響するパスの形状や、そのようなカーブしたパスの頂点を制御する
こともできます。ほかのパラメータでは、パスに沿ったカメラの向き、カメラの移動速度、ターゲットオブジェクトに
向かってカメラが向きを変えるポイントなどをカスタマイズすることができます。

「フレーミング」ビヘイビアには、キャンバスでパスや終了位置を操作できるオンスクリーンコントロールがあります。
「フレーミング」ビヘイビアのオンスクリーンコントロールの使いかたについて詳しくは、916 ページの「フレーミ
ング」ビヘイビアのオンスクリーンコントロールを使うを参照してください。

ヒント：複数のフレーミングビヘイビアを連続して配置し、シーン中にカメラがオブジェクト間を移動することができ
ます。

警告：「基本モーション」ビヘイビア（「モーションパス」や「投射」など）の前後に「フレーミング」ビヘイビ
アを適用すると、予期しない結果が生じることがあります。これらのビヘイビアは、そのビヘイビアが終わった後
でも影響を及ぼし続けることができます。たとえば「フレーミング」ビヘイビアを「モーションパス」の後に適用
した場合、「モーションパス」の残留した効果が「フレーミング」ビヘイビアで生成されるパスと結合されてしま
い、ターゲットオブジェクトのフレーミングが正しく行われません。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ターゲット：カメラがフレーミングするオブジェクトを指定するイメージウェルです。

 • ターゲット面：主軸である「右（+x）」、「左（-x）」、「上（+y）」、「下（-y）」、「前方（+z）」、「後方（-z）」を
リストして、ターゲットのどの面をフレーミングするのかを指定するポップアップメニューです。

 • 上ベクトル：カメラが正しい方を上に向け続けるように制約を指定するポップアップメニューです。ポップアップメ
ニューには、次の項目が含まれます：「自動」、「ターゲット+X」、「ターゲット -X」、「ターゲット+Y」、「ターゲッ
ト -Y」、「ターゲット+Z」、「ターゲット -Z」、「ワールド+X」、「ワールド -X」、「ワールド+Y」、「ワールド -Y」、
「ワールド+Z」、「ワールド -Z」。 

「自動」は上に向いた軸を予測します。その他のオプションでは軸を指定することができます。 

 • フレーミング：ターゲットのフレーミング方法を選択するポップアップメニューです。以下のメニュー項目があり 
ます：

 • 横方向に合わせる：ターゲットの幅全体がフレームの幅に合うようにカメラの位置を設定します。

 • 縦方向に合わせる：ターゲットの高さ全体がフレームの高さに合うようにカメラの位置を設定します。

 • 両方に合わせる：ターゲットの幅と高さの両方がフレームに合うようにカメラの位置を設定します。

 • シンプルに合わせる：プロジェクトの幅と高さの両方がフレームに合うようにカメラの位置を設定します。ター
ゲットオブジェクトがプロジェクトの寸法よりも大きいまたは小さい場合は、フレームに正しく合わないことがあ
ります。

 • カスタムに合わせる：このオプションは、「フレーミングオフセット」パラメータを手動で操作するときに表示さ
れます。 

 • フレーミングオフセット：中心として使用するターゲット上のポイントをオフセットする 3 つの値スライダ（X、Y、
および Z（展開時））です。カメラに相対的なピクセル数で指定します。「フレーミングオフセット」を調整するこ
とによって、オブジェクトの中心以外のポイントをターゲットにできます。Z スライダは、カメラをターゲットから
近くまたは遠くに移動します。

 • オフセットパス頂点：ユーザがパスのオフセットを選択した場合に、パス（オリジナル位置からフレーミング位置
まで）に沿った、湾曲（ある場合）が発生する位置を設定するスライダです。0 ～ 1 の間の値として表され、0 
はパスの開始位置、1 は終了位置、0.5 はパスの中間を意味します。
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 • パスのオフセット：カメラの位置をパスからオフセットする 3 つの値スライダ（X、Y、および Z（展開時））です。
ピクセル数で指定します。

 • 方向：カメラを各フレームでターゲットに向けるのか（「現在の方向に向ける」）、それとも最終位置のターゲット
に向けるのか（「最終方向に向ける」）を設定するポップアップメニューです。 

 • 位置トランジション時間：カメラがフレーミング位置に達するまでの時間を設定するスライダです。ビヘイビアの
継続時間に対するパーセンテージで指定します。

 • 回転トランジション時間：カメラがフレーミング方向に達するまでの時間を設定するスライダです。ビヘイビアの
継続時間に対するパーセンテージで指定します。

 • トランジション：トランジション速度の選択肢をリストするポップアップメニューです。「一定」、「イーズイン」、「イー
ズアウト」、「イーズイン／アウト」、「加速」、または「減速」を選択できます。 

 • イーズアウト時間：イーズアウトエフェクトが開始する時点を設定するスライダです。ビヘイビアの継続時間に対
するパーセンテージで指定します。イーズアウトでは、ビヘイビアの終了までにビヘイビアのエフェクトがランプ
ダウンします。

 • イーズアウトカーブ：イーズアウトの割合を設定するスライダです。

HUD には、「インスペクタ」のコントロールのサブセットが表示されます。

「フレーミング」ビヘイビアのオンスクリーンコントロールを使う
「フレーミング」ビヘイビアには、キャンバスでビヘイビア設定を操作できるオンスクリーンコントロールがあります。

Framing 
Offset 
control

Camera motion path 
(created by Framing behavior)

Offset Path Apex

Path 
Offset 
control

「フレーミング」ビヘイビアを適用および選択したら、キャンバスのコントロールを使用して、カスタムのフレーミン
グサイズやシェイプを作成したり、「フレーミングオフセット」や「オフセットパス頂点」を視覚的に調整したりする
ことができます。

カスタムフレーミングサイズやシェイプを作成する

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で「フレーミング」ビヘイビアが選択された状態で、キャンバスの白いフ

レーミングコントロールのいずれかのコーナーをクリックします。

オフセットパス頂点を調整する

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で「フレーミング」ビヘイビアが選択された状態で、小さく白いボックス

を斜めの白線に沿ってドラッグし、頂点の位置を変更します。

フレーミングオフセットを調整する

 m 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」で「フレーミング」ビヘイビアが選択された状態で、オンスクリーンコン

トロールまたは色の付いた矢印のいずれかをドラッグします。

指定された弧に沿ってカメラを旋回させます。
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インスペクタに表示されるパラメータ
 • 開始：カメラの現行の向きと相対的にカメラの開始アングルを設定するダイヤルです。0 以外の値にした場合、
ビヘイビア開始と同時にカメラの向きがここで指定した角度になります。

 • 最後：「開始」パラメータの値と相対的にカメラの最終アングルを設定するダイヤルです。

 • 速度：回転で使用する補間のタイプを設定するポップアップメニューです。「一定」、「イーズイン」、「イーズアウ
ト」、「イーズイン／アウト」、「加速」、「減速」の中から選択します。

 • 座標軸：スウィープの基準となる座標軸を設定するポップアップメニューです。「チルト X」、「周回 Y」、「回転 Z」
の中から選択します。

HUD には、「インスペクタ」と同じコントロールが表示されます。

カメラの「表示アングル」パラメータをアニメートします。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ズーム：カメラの「表示アングル」パラメータを修正するための均等値を設定するスライダです。「表示アングル」
パラメータについて詳しくは、909 ページの「カメラ」のコントロール を参照してください。

 • 速度：移動の補間タイプを設定するポップアップメニューです。「一定」、「イーズイン」、「イーズアウト」、「イー
ズイン／アウト」、「加速」、「減速」の中から選択します。

HUD には、「インスペクタ」と同じコントロールが表示されます。

カメラをターゲットオブジェクトのアンカーポイントの位置まで移動します。カメラがオブジェクトのアンカーポイント
に到達すると、「ズーム」パラメータに従ってカメラの位置がオフセットされて表示アングルが変わります。（このパ
ラメータはデフォルトで 0 に設定されていて、「表示アングル」のアニメーションは起こりません。） 

このビヘイビアでは、カメラが移動しているときに、ビヘイビアの「トランジション」値を基準に、カメラの表示ア
ングルをアニメートすることもできます。「表示アングル」パラメータについて詳しくは、909 ページの「カメラ」の
コントロールを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • オブジェクト：カメラ移動のターゲットを設定するイメージウェルです。「レイヤー」リストからオブジェクトをこの
ウェルまでドラッグします。

 • トランジション：ビヘイビアの経過時間の中のどこで移動しているカメラを停止し、「表示アングル」パラメータ
のアニメーションを開始させるかを指定するスライダです。

「トランジション」を 50%に設定すると、300 フレームの「レイヤーをズーム」ビヘイビアでは、150 フレーム
使ってカメラがターゲットオブジェクトまで移動してから停止し、残りの継続時間では、カメラの「表示アングル」
パラメータのアニメーションを実行します。「トランジション」を 100%に設定した場合は、300 フレーム全部を
使ってカメラがターゲットオブジェクトまで移動し、カメラの表示アングルのアニメーションは実行されません。継
続時間が 100 フレームの「レイヤーをズーム」ビヘイビアで、「トランジション」を 50 %に設定した場合は、カ
メラは 50 フレームでターゲットオブジェクトの位置に到達します。

 • 速度：回転で使用する補間のタイプを設定するポップアップメニューです。「一定」、「イーズイン」、「イーズアウ
ト」、「イーズイン／アウト」、「加速」、「減速」の中から選択します。

 • ズーム：カメラの「表示アングル」パラメータを修正するための均等値を設定するスライダです。0 以外の値を
指定すると、カメラの表示アングル（遠近）が初期表示アングルと相対的に変化する程度を定義できます。「ズー
ム」の値を 0 にした場合、「表示アングル」パラメータは変更されません。

HUD には、「インスペクタ」と同じコントロールが表示されます。
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ライティング

ライティングの概要
モーショングラフィックスのプロジェクトにライティングを適用して、作品の奥行きや視野を広げたり、合成のための
よりリアルな環境を作ったりできます。ライトソースは表示されませんが、光源を模したイメージまたはシェイプとポ
イントライトを組み合わせることによって、表示されるライトソースをシミュレートできます。

Simulated visible light source created 
by combining a light with a shape

参考：「マッチムーブ」ビヘイビアを使えば、ムービークリップ内のライトによって、シミュレートしたライトソースを
動かすこともできます。「マッチムーブ」ビヘイビアについて詳しくは、939 ページの「マッチムーブ」の基本ワー
クフローを参照してください。

「Motion」のライティングシステムは、3D グループおよびその子にのみ動作します。

プロジェクトにライトを追加する

 m 「オブジェクト」＞「新規ライト」と選択します（または、Shift ＋ Command ＋ L キーを押します）。

ライトオブジェクトが、「レイヤー」リスト、「タイムライン」、およびキャンバスに追加され（キャンバス上ではワイヤ
フレームアイコンで表示されます）、ツールバーで 3D 変形ツールがアクティブになります。

3D グループが存在しないプロジェクトにライトを追加した場合、次のダイアログが表示されます：

「2D を維持」を選択すると、ルート階層に 3D グループが 1 つでもない限り、ルート階層におけるライトのエフェ
クトはありません。デフォルトでは、ライトが追加されると同時に 3D グループやオブジェクトに濃淡が描写されま
す。

ライトは、以下のオブジェクトの子になったときにアクティブになります：

 • プロジェクト（たとえば、ライトをプロジェクトのルート階層に位置させる）

 • 平坦化されていない 3D グループ

ライトの効果に影響のある設定
シーンに追加したライトの効果に影響があるのは、ライトそのものとオブジェクトのライティングの 2 つの設定です。
ライトそのものの設定は、プロジェクト内でライトを選択し、「インスペクタ」の「ライト」パネルでパラメータ値を修
正することで調整できます。オブジェクトのライティング設定は、プロジェクト内でライト以外のレイヤーを選択し（イ
メージ、ムービークリップ、シェイプなど）、そのオブジェクトの「情報」パネルにある「ライティング」パラメータ
を修正することで調整できます。
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ライトの設定（ライトソース自体の特性）は、ライトのタイプ、強度、カラーの 3 つに分類できます。電球、太陽、
クラブの照明など、明かりによって照明効果は異なります。ライティング設定ではこれらの違いをシミュレーションで
きます。

複数のライトを使ってカラーをミックスすることもできます。たとえば、赤と青のスポットライトで白いオブジェクトを
照らした場合、両方がミックスされるとマゼンタになります。各タイプのライトは、それぞれ固有の属性を持ってい
ます。特定の効果を得るために、複数のタイプのライトを組み合わせた方がいいこともあります。たとえば、薄暗
いアンビエントライトとスポットライトを追加してスポットライトのエフェクトを落としていくことで、奥行き感を出した
り、完全に暗くならないようにしたりできます。

「ライト」のコントロール
ライトを作成するか、「レイヤー」リストでライトオブジェクトを選択すると、「インスペクタ」に「ライト」パネルが
追加されます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ライトのタイプ：4 つのカテゴリからライトを選択できるポップアップメニューです。

 • アンビエント：アンビエントライトは、ライトを全方向に放射し、シーン内のすべてのオブジェクトをすべての方
向から均等に照らします。このタイプのライトには位置はなく、キャンバス内でも表示されません。アンビエン
トライトの最も一般的な使いかたとしては、全体を塗りつぶすエフェクトやカラーの投影があります。

参考：「Motion」にはグローバルなアンビエント属性がないため、完全な暗闇を避けるためにはアンビエント
ライトを追加することをお勧めします。

 • 指向性：指向性ライトは、無限大の距離から指定された方向に光線を並行に放射します。このライトの場合は、
回転のみがその効果に関係します。指向性ライトのアイコンと変形コントロールを組み合わせて使えば、シー
ン内でライトが移動する方向を視覚化することができます。指向性ライトのアイコンは、一方の端が取り外され
た円柱のような形をしています。円はライトの後方を表し、線はライトが移動する方向を表しています。

Directional light Directional light example

 • ポイント：ポイントライトは、3D 空間内の 1 点から外に向けて全方向にライトを放射します。オプションで、オ
ブジェクトのライトとの近さを基準に、減衰を追加することもできます。これは、「Motion」のデフォルトライ
トで、白熱灯電球と似たような明かりを得ることができます。

Point light Point light example
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 • スポット：スポットライトは、円錐形のライトソースからライトを放射し、照らされたオブジェクト上では楕円状
のパターンで表示されます。ライトによって影響を受ける範囲を制限する必要があるときは、スポットライトを
使うと、高い精度でその効果を得ることができます。

Spot light Spot light example

 • カラー：ライトのカラーを選択できる標準のコントロールセットです。

 • 強度：照明の調光スイッチのような役割を果たすスライダです。たとえば、指向性ライトの強度を 100%にして
まっすぐ赤いオブジェクトを照らすと、オブジェクトの見た目は赤になります。強度を下げると、オブジェクトとシー
ンが暗くなります。ただし、強度を 100%以上に設定すると、シーンが露出オーバーになり、最終的にはオブジェ
クトが白くなります。「強度」値スライダの範囲は 0 ～ 400 ですが、実際には強度には上限はありません（400 
より大きな値に設定するときは、隣の値スライダを使います）。

参考：複数のライトでオブジェクトを照らすと、現実の世界と同じように、それらが組み合わさってオブジェクトの
見た目の明るさも上がります。たとえば、2 つのスポットライトが空間内でオーバーラップし、かつ同じ方向を向
いている場合、それぞれのライトの強度が 100 %に設定されていると、結果は強度が 200 %のスポットライト
を 1 つ使うのと同じになります。

 • 減衰の開始：ライトの減衰がどこで始まるのかを調整するスライダです。実世界では、ライトは、光源からの距離
が大きくなるほど暗くなります（すなわち、エフェクトが弱まります）。通常、減衰はライトオブジェクトの中央か
ら始まります。「減衰の開始」を設定すると、ライティング用の追加コントロールが表示されます。このパラメー
タは、「位置」パラメータを使うタイプのライト（ポイントとスポット）に適用されます。

下の例では、ライトがシーンの原点より少し上に位置しています。カードが並んだ輪が 3 つあり、それぞれライト
から 200、500、1000 単位の距離に位置しています。（この例では説明を分かりやすくするために、ライトソー
スを、カードの輪の中心にある電球として視覚的にシミュレーションしています。）ライトの「強度」は 100%に、
「減衰」は 10%に設定されています。「減衰の開始」が 0 に設定されている場合（下の左側）、ライトは最も
内側の輪に到達する前に減衰し始めます。一方、「減衰の開始」が 200 に設定されている場合（下の右側）、内
側の輪は 100%の強度で照らされ、外側の輪も前より少し明るくなります。

Falloff Start set to 0 Falloff Start set to 200
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「減衰の開始」の値を 500 まで上げると（下の左側）、内側と中間の輪は 100 %の強度で照らされ、外側の輪
も今までより明るくなります。さらに、「減衰の開始」を 1000 に設定すると（下の右側）、すべての輪が 100 %
の強度で照らされます。

Falloff Start set to 500 Falloff Start set to 1000

次の例では、左のイメージには強度が 100%のライトが、右のイメージには強度が 500%のライトがそれぞれ
配置されています。右のイメージでは、外側の輪も少し明るくなっていますが、最も内側の輪は露出オーバーに
なっています。右のイメージで「減衰の開始」を 1000 まで上げると、輪が露出オーバーになります。

Intensity set to 100; Falloff Start set to 0 Intensity set to 500; Falloff Start set to 0

 • 減衰：ポイントライトとスポットライトの減衰レートを、「減衰の開始」設定を基に制御するスライダです。この値
を低くすると、ライトの減衰に長い距離を要し、結果として、ライトがイメージ内のさらに遠くまで届きます。逆
に値を高くすると、減衰がより早い時点で始まります。

 • コーン角度：「ライトのタイプ」で「スポット」を選択したときにのみ利用できるダイヤルです。「コーン角度」は、
ライトの中心から外側に向かって測定されます。角度は、0 ～ 90 度の間で設定できます。ターゲットとライトと
の距離が、このパラメータによる結果に影響してきます。ライトが近い場合は、オブジェクトを広く見るためにス
ポットの「コーン角度」をよりワイドにする必要があるかもしれません。逆に遠い場合は、オブジェクトを特定す
るために「コーン角度」を狭くする必要があるかもしれません。

 • ソフトエッジ：「ライトのタイプ」で「スポット」を選択したときにのみ利用できるダイヤルです。「コーン角度」同
様、このパラメータも 0 ～ 90 度の間で設定できます。開始点は、「コーン角度」の外側の端で始まります。こ
のパラメータを 0 に設定すると、ライトのエッジがハードになります。低い値に設定すると、ライトに照らされた
範囲の境界が少し柔らかくなります。値を高くすると、よりワイドで自然なフェードになります。柔らかさを加える
とライトが照らす範囲が広がるので、特定の効果を出すには、必要に応じてアングルを調整します。

参考：ポイントライトとスポットライトには、影の落としかたを制御するパラメータもあります。これらのパラメー
タについて詳しくは、922 ページのシャドウの概要を参照してください。

ライトの HUD には、「インスペクタ」でも使用できる「ライトのタイプ」、「カラー」、「強度」、「減衰の開始」、「減
衰」の各パラメータがあります。また、3D 変形コントロールも表示されます。詳しくは、893 ページの 3D 変形の 
HUD に表示されるコントロールを参照してください。
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オブジェクトの「ライティング」パラメータ
ライトの影響を受けるオブジェクトはすべて、シーン内のライトにどのように反応するかを制御する情報を持っていま
す。これらの情報は、オブジェクトの「情報」インスペクタにある「ライティング」セクションで調整できます。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • シェーディング：オブジェクトがシーン内のライトにどのように反応するかを設定できるポップアップメニューです。
「オン」に設定した場合、そのオブジェクトはライティングされます。「オフ」に設定した場合、そのオブジェクト
はシーンライトを無視します。「継承」（デフォルト）に設定した場合、そのオブジェクトは、親の「シェーディン
グ」値を使用します。

参考：グループの子（どのくらい深くネストされていてもかまいません）の「シェーディング」パラメータを「オ
ン」に設定することもできます。その設定は、子オブジェクトにすでに適用されているグループ設定よりも優先さ
れます。

 • ハイライト：ライティングされたオブジェクトにハイライトを表示するかどうかを制御するチェックボックスです。こ
のパラメータは、「シェーディング」が「オフ」に設定されている場合は効果がありません。開閉用三角ボタンを
クリックすると、追加の「輝き」パラメータが表示されます。

 • 輝き：オブジェクトのハイライトをどのくらい強く見せるかを設定するスライダです。値を高くすると、光沢感が増
します。この「輝き」パラメータは、「ハイライト」パラメータの選択が解除されている場合は無効です。

ライティングを無効にする
ライティングエフェクトは、再生パフォーマンスにかなり影響する可能性があります。プロジェクトでほかの作業をす
るときは、再生速度を高めるためにライティングを一時的に無効にできます。

ライティングのレンダリングを無効にする

 m ステータスバーの「レンダリング」ポップアップメニューから「ライティング」を選択します（または Option ＋ L 
キーを押します）。

シャドウ

シャドウの概要
ポイントライトやスポットライトが含まれる Motion シーンでは、影を落とすことでより自然で現実的な効果を再現す
ることができます。不透明や半透明のオブジェクトによって光が遮られてほかのオブジェクトに届かないときに、影
ができます。「Motion」で影を表示するには、影を作るライトソース、影を落とすオブジェクト、影が落とされる別
のオブジェクトの 3 つが少なくとも必要です。複数のライトがあると複数の影が作られますが、シーンにおけるオブ
ジェクトの相対位置や設定によって表示されるかどうかが決まります。

参考：アンビエントライトと指向性ライトは、影を落としません。

警告：影を持つ 3D オブジェクトに特定の変更を行うと、影が消えます。これは、グループの不透明度の調整やテ
キストオブジェクトのグロー属性の有効化などの変更によって 3D オブジェクトがラスタライズされたときに発生
します。3D グループを平坦化すると、再び影を落とせるようになります。影の消失について詳しくは、1027 ペー
ジのシャドウとラスタライズを参照してください。 

「Motion」では、ライトソースが影を作るかどうか、およびシーン内の各オブジェクトが影を受けるか、落とすか、
またはその両方かを制御できます。また、非表示でも影を落とすようにオブジェクトを設定することもできます。影
の強度、シャープネス、形状、位置は、ライトのタイプと位置および 3 つすべてのオブジェクトの相対位置に依存し
ます。
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キャストシャドウとドロップシャドウ
モーショングラフィックス処理で使用される影の効果には、一般的なタイプとしてドロップシャドウとキャストシャドウ
の 2 つがあります。「Motion」では両方の効果を作成できますが、それぞれ目的や用途が異なるため、それらの
違いを把握しておくと役立つ場合があります。キャストシャドウとドロップシャドウは、不透明なオブジェクトによって
光が遮られる現象をシミュレートします。しかしキャストシャドウは、ライトソースと、影が落とされるオブジェクトが
必要な 3D エフェクトです。ドロップシャドウはキャストシャドウをシミュレートする 2D エフェクトですが、ライトソー
スは不要であるため、設定の範囲はごくわずかです。

Drop shadow Cast shadow

ドロップシャドウは、奥行きをシミュレートして、2D プロジェクトで前景オブジェクトを背景と区別するときに広く使用
されます。古典的なドロップシャドウ効果は、明るい色のタイトルで、背景が明るくても暗くてもテキストを読みやす
くするために使用されます。ドロップシャドウエフェクトは、仮想のライトソースによってオブジェクトの表面にシェー
ディングエフェクトが作成されず、影の位置は固定された方向に設定されます。 

ドロップシャドウは、前景オブジェクトの一部としてレンダリングされるため、背景オブジェクトとの相互作用はありま
せん。それでも、エフェクトであるため、外観をカスタマイズできます。柔らかさ、不透明度、位置、および色を調
整したり、ライトソースを操作することなくアニメートしたりできます。 

キャストシャドウは本当の 3D 効果であり、外観はライトソースとシーン内のほかのオブジェクトによって決まります。
キャストシャドウが複数ある場合はそれぞれが影響して、影が落とされるオブジェクトの表面と位置に基づいて影の
形状が決まります。

このセクションでは、「シャドウをキャスト」エフェクトについて説明します。ドロップシャドウについては、240 ペー
ジの「ドロップシャドウ」の概要 を参照してください。

「シャドウ」コントロール
影を制御するには、2 つの場所で設定を調整します。ポイントライトとスポットライトは、「ライト」インスペクタの
「シャドウ」セクションで調整します。すべての可視オブジェクトは、「情報」インスペクタの「シャドウ」セクション
で調整します。

参考：プロジェクトのルート階層にある 2D グループには、ライティングコントロールやシャドウコントロールはあり
ません。2D グループで影を有効にするには、3D に変換するか、別の 3D グループ内に埋め込みます。

「ライト」インスペクタの「シャドウ」パラメータ
 • シャドウ：このチェックボックスを選択すると、「シャドウ」コントロールが有効になります。（有効なときは、チェッ
クボックスが青になります。）「シャドウ」チェックボックスを使って、一部のライトで影を作り、その他のライトで
影を作らないように設定することができます。

このチェックボックスを選択した場合、ライトの前面にあるオブジェクトでもシャドウコントロールが有効になって
いるときは、ライトによってそのオブジェクトで影が作られます。選択を解除した場合は、個々のオブジェクトの
設定に関係なく、ライトで影は作られません。 
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 • 不透明度：このスライダは、影の見かけの不透明度を制御します。スライダを左にドラッグすると、明るい影が
作成されます。 

Opacity set to 75% Opacity set to 25%

 • 柔らかさ：このスライダは、影のぼやけ具合を指定します。 

参考：影の外観は、影を落とすオブジェクトのレンダリング品質によって左右されます。影は元のオブジェクトよ
りも大きくなることがあるので、影のエッジがギザギザに見える（エイリアスが生じる）場合があります。そのよ
うなアーチファクトが生じた場合は、プロジェクトをドラフトや通常ではなく最高品質に設定してみて、イメージが
どのように見えるかを確認してください。キャンバスの表示品質について詳しくは、57 ページのキャンバスの表
示オプションを参照してください。

 • 均一の柔らかさ：このチェックボックスでは、ライト、影を落とすオブジェクト、影を受けるオブジェクトの間の距
離に関係なく、「柔らかさ」スライダの設定のみを反映して影のブラーの度合いを均一にできます。

このチェックボックスの選択を解除すると、柔らかさが均一ではなくなり、オブジェクト間の距離が広がると適用
されるブラーが強くなります。

参考：柔らかさを均一にしない場合は、再生パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

Uniform softness Nonuniform softness
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参考：オブジェクトが交差している場合、均一の柔らかさを使用すると不自然な効果が現れます。影全体に均等
なブラー量が適用されるため、交差しているオブジェクトの前面でブラーがこぼれているように表示され、奇妙な
見た目になります。この現象は 2 つの方法で回避できます。「均一の柔らかさ」チェックボックスの選択を解除す
る方法と、影を受けないようにオブジェクトを設定する（「情報」インスペクタで「シャドウを受け取る」チェック
ボックスの選択を解除する）方法です。

Uniform Softness checkbox deselected

Uniform Softness checkbox selected

Uniform Softness checkbox selected and text 
object’s Receive Shadows checkbox deselected

Shadow appears in front 
of intersecting objects.

No shadow appears.

The shadow is not visible 
on the text object.

 • カラー：このコントロールを使って、影のカラーを設定します。半透明のオブジェクトは不透明のオブジェクトよ
りも明るい影を落としますが、光の透過エフェクトを作ることはできません。光の透過エフェクトでは、光がステ
ンドグラスを通るときのように、光が半透明オブジェクトをある程度透過して、オブジェクトの色やパターンが影
の一部として投射されます。カラーコントロールの使いかたについて詳しくは、131 ページの基本のカラーコント
ロールを参照してください。

参考：ライトシェーディングがオンになると、影は、影が落とされるオブジェクトとの乗算になります。つまり、影
のカラーとは関係なく影が暗くなります。影を受ける背景よりも明るい影のカラーを選択した場合は、影が見え
なくなる可能性があります。そのため、たとえばシェーディング（ライティング）がオンの場合、暗い表面上に白
い影を落とすことはできません。この効果を無効にするには、シェーディングを無効にする必要があります。ライ
トのない影の使いかたについて詳しくは、927 ページのライトなしの影を参照してください。

「情報」パネルの「シャドウ」パラメータ
3D 空間内の各可視オブジェクトには、「インスペクタ」の「情報」パネルにシャドウコントロールがあります。これ
には、シェイプ、クリップ、パーティクルなどが含まれます。プロジェクトのルート階層にあるライト、カメラ、2D グ
ループには、シャドウコントロールはありません。 

 • シャドウをキャスト：このチェックボックスでは、オブジェクトがライトソースと別のオブジェクトとの間にある場合
に影を落とすかどうかを設定します。
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 • シャドウを受け取る：このチェックボックスでは、近隣のオブジェクトの影が現在のオブジェクトに影響を及ぼす
かどうかを制御します。選択を解除すると、影を落とすオブジェクトが存在していないかのように、光がオブジェ
クトに影響を及ぼします。次の図は、オブジェクトの「シャドウを受け取る」チェックボックスが選択されていて、
「シャドウをキャスト」チェックボックスの選択が解除されている状態です。

 • シャドウのみ：このチェックボックスを使用すると、オブジェクト自体はシーンに表示されませんが、光をブロック
して影を落とせるようになります。 

「シャドウを受け取る」と「シャドウのみ」の両方を選択することができます。この場合、影が落とされる領域以
外、オブジェクトは不可視状態になります。

影と複雑な 3D オブジェクト
3D に設定されたパーティクルシステム、テキストオブジェクト、リプリケータなどのオブジェクトで影を使用すると、
オブジェクトの一部分から別の部分へ影が落とされます。これをセルフシャドウといいます。
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特定の変更によってオブジェクトがラスタライズされると、影が表示されなくなります。

場合によっては、ラスタライズが生じない変更方法を見つける必要があります。たとえば以下のイメージでは、パー
ティクルエミッタの不透明度を変更するのではなく（この方法ではラスタライズが生じます）、パーティクルセルの不
透明度を変更することで、影を維持できます。

Emitter set to 100% Opacity Emitter set to 60% Opacity Particle cells set to 60% Opacity

2 番目の図では、パーティクルシステムのレイヤー順序が影響を受けていて、文字 A の前面にパーティクルが表示
されています。ラスタライズによる影への影響について詳しくは、1027 ページのシャドウとラスタライズを参照して
ください。

ライトなしの影
ライティングと影はそれぞれ独立して無効にすることができます。ライティングが無効でも影は表示したままにするこ
とができるため、元のシェーディングなしの状態のシーンを維持することができます。ライティングをオフにしても、
影のレンダリング方法が変化します。

シェーディング（ライティングの視覚効果）が無効な場合、影の振る舞いが変わります。影のカラーと不透明度は、
影を受けるオブジェクトとの乗算になるのではなく、影を落とすライトの「インスペクタ」の「ライト」パネルにある
「シャドウ」設定によってのみ制御されます。

Shading enabled Shading disabled
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これにより、通常の暗い影から、明るいカラーや白色の影に至るまで、任意のカラーまたは不透明度の影を作成す
ることができます。

シェーディングは、「表示」＞「レンダリングオプション」＞「ライティング」と選択するか、ステータスバーの「レ
ンダリング」ポップアップメニューで「ライティング」を選択することで、グローバルに無効にできます。（メニュー
項目の横にチェックマークがないことを確認してください。）「情報」インスペクタにある「ライティング」セクション
で、特定のオブジェクトのシェーディングを無効にすることもできます。ライティング／シェーディングの無効化につ
いて詳しくは、922 ページのライティングを無効にするを参照してください。

Shading disabled globally Shading disabled on floor object

スポットライトと影のシェーディング
スポットライトでは、影を有効にしてシェーディングを無効にすると、影が唐突にカットオフされた奇妙な外見が作成
されることがあります。これは影がライトコーンの範囲を超えたためです。ライトコーンのシェーディング効果はオフ
であるため、影のエッジは不自然に見えます。

このような現象を修正するには、「ライト」インスペクタで「コーン角度」を上げます。

影を無効にする
影のレンダリングは、再生パフォーマンスにかなり影響する可能性があります。プロジェクトでほかの作業をすると
きは、再生速度を高めるために影を一時的に無効にできます。

影のレンダリングを無効にするには

 m ステータスバーの「レンダリング」ポップアップメニューから「シャドウ」を選択します（または Control ＋ Option 
＋ S キーを押します）。
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反射

反射の概要
現実の世界では、すべてのオブジェクトである程度の反射が発生します。反射は、反射を受けるオブジェクトの表面
の輝き、明るさ、表示アングル、および近さに基づきます。「Motion」では、このような自然の効果をシミュレート
し、写実的な反射を作成および制御するパラメータを各オブジェクトに用意しています。あるオブジェクトで「反射」
を有効にすると、シーン内のほかのすべてのオブジェクトが反射を受けますが、それらは特定の角度と距離からしか
見えないことがあります。

「反射」コントロール
反射を制御するには、「情報」インスペクタの「反射」セクションにある設定を調整します。

「情報」インスペクタの「反射」パラメータ
 • 反射：このチェックボックスを使用すると、グループ内のパラメータ設定に基づいて反射が有効になります。（選
択すると、チェックボックスが青になります。）

 • 反射率：このスライダは、オブジェクトの表面の光沢感を制御します。0 ％は反射率がないことを示し、100 ％
は鏡のように完全に反射することを示します。

 • ブラー量：このスライダでは、反射を受けるオブジェクトの表面品質に応じて実際の反射をはっきりさせるかぼか
すかを調整します。

 • 減衰：このチェックボックスを使用して、オブジェクトから離れるにつれて反射がフェードアウトするかどうかを指
定します。フェードアウトすると、より写実的な結果が生まれます。

No Falloff With Falloff

「減衰」チェックボックスが選択されているときは、追加のコントロールが使用可能となります。「減衰」チェック
ボックスの横にある開閉用三角ボタンをクリックすると、以下のコントロールが表示されます：

 • 開始距離：このスライダでは、減衰が開始する（反射内の）距離を指定します。スライダを 0 に設定すると、
減衰は反射面から開始します。

 • 終了距離：このスライダでは、減衰が終了する距離を指定します。この距離を超えると反射が見えなくなりま
す。このスライダを調整すると、減衰ポイントが反射面に近くなります。これにより反射されるイメージの表示
が少なくなります。

 • 指数：このスライダでは、反射されるオブジェクトが反射面から離れるに従って反射が弱くなる速さを制御しま
す。
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 • ブレンドモード：このポップアップメニューは、反射に使用されるブレンドモードを指定します。「追加」以外の
ブレンドモードは、たとえその見た目が物理的に直感的でないとしても異なる見た目を実現するときに便利で
す。ブレンドモードについて詳しくは、227 ページのブレンドモードの概要を参照してください。

その他の反射のパラメータ
 • 反射をキャスト：各オブジェクトの「情報」インスペクタには、オブジェクトが反射性であるかどうかを制御する
「反射をキャスト」ポップアップメニューもあります（「ブレンド」セクション内）。3 つのオプションがあります：

 • はい：オブジェクトが近くの反射オブジェクト内で反射されます。

 • いいえ：オブジェクトが反射表面によって無視されます。

 • 反射のみ：オブジェクトは見えませんが、周囲の反射表面内で見えます。

反射とグループ
個々のオブジェクトの反射設定を選択するだけでなく、グループ全体の設定を調整することもできます。グループの
反射設定は、グループ内の個々のレイヤーの設定よりも優先されます。たとえば、グループ内のあるオブジェクトで
反射を受けないように設定しても、グループ全体でその設定をオンにすると、そのオブジェクトは反射を受けます。
グループの設定をオフにすると、オブジェクトの設定が想定通りに動作します。

「反射をキャスト」設定の場合は動作が異なります。グループで反射をキャストするように設定されていても、個々
のオブジェクトの反射はオフにする（または「反射のみ」に設定する）ことができます。ただし、グループでまった
く反射をキャストしないように設定されている場合、個々のオブジェクトは設定に関係なく反射をキャストしません。
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反射を無効にする
反射のレンダリングは、再生パフォーマンスにかなり影響する可能性があります。プロジェクトでほかの作業をする
ときは、再生速度を高めるために反射を一時的に無効にできます。

反射のレンダリングを無効にする

 m ステータスバーの「レンダリング」ポップアップメニューから「反射」を選択します（または Control ＋ Option 
＋ R キーを押します）。

再帰的な反射を制限する
反射オブジェクトが別のオブジェクトに反射される場合、最初のオブジェクトが反射の中に映ることがあり、結果とし
て反射が際限なく繰り返されてしまう可能性があります。「Motion」では、シーン内で発生できる反射の跳ね返り
回数を制限することで、パフォーマンスを維持し、視聴者が無限に繰り返される表示の中で途方にくれることを防い
でいます。許可される反射の回数は、プロジェクト単位で設定します。 

プロジェクト内での再帰的な反射の回数を設定する

 1 「編集」＞「プロジェクトの情報」と選択します（または、Command ＋ J キーを押します）。

プロジェクトの「情報」インスペクタが開きます。

 2 「反射」セクションで、「最大バウンス」スライダを調整します。
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モーショントラッキングの概要
モーショントラッキングは、キャンバス内の要素（ムービークリップにおけるシェイプまたは参照ポイント）の動きを
記録し、記録された動きのデータをキャンバス内の別の要素に適用する方法です。

「Motion」には、一連の自動化されたトラッキングビヘイビアが用意されており、これを使用して次のようなことが
できます：

 • ムービークリップでの要素のマッチムーブ：背景要素（看板など）のトラッキングデータを、合成された前景要素
（ロゴのグラフィックスなど）に適用することができます。そのため、両方の要素が 1 つにロックされたように見
えます。このテクニックをマッチムーブといいます。

 • キャンバスでのアニメーションオブジェクトのマッチムーブ：アニメーションオブジェクトのモーションデータをプロ
ジェクトの別のオブジェクトに適用することができます。たとえば、「スモーク」パーティクルエミッタを宇宙船の
アニメーションに吸着させると、ロケットの排気跡が宇宙船の動きを追うようにすることができます。

 • ムービークリップでのカメラの動きのスタビライズ：トラッキングデータを適用して、ムービーやイメージシーケン
スでの不要なカメラの動きまたはジッタを取り除くことができます。たとえば、手持ちカメラのショットをスムーズ
にすることができます。

 • ムービークリップのスタビライズ解除：動きをスタビライズされたムービーの前の状態に戻します。このテクニッ
クは、前景のエフェクトを追加するためにクリップをスタビライズした場合に、元のカメラの動きを最終的なコン
ポジットに戻したいときに便利です。

 • フィルタの位置パラメータのトラッキング：トラッキングデータをフィルタの位置パラメータに適用することができ
ます。たとえば、「光線」フィルタの中心点が、ムービークリップ内を移動する閃光ビームの後を追うようにするこ
とができます。閃光ビームのトラッキングデータは、フィルタ全体ではなく、フィルタの単一パラメータ（「中心」
パラメータ）に適用されます。

 • シェイプまたはマスクのコントロールポイントのトラッキング：ムービークリップ内の参照ポイントのトラッキング
データをシェイプまたはマスクのコントロールポイントに適用することができます。たとえば、このテクニックを使
用すると、ムービークリップ内を移動する要素をマスクし、その要素を分離して追加のエフェクトを適用すること
ができます。

「Motion」では、以下の方法を使用することにより、クリップ内の 1 つまたは複数の参照特性をトラッキングするこ
とができます：

 • 1 ポイント・トラッキング：ムービークリップ内の単一の参照パターン（小さいピクセル領域）をトラッキングし
て、位置データを記録します。

 • 2 ポイント・トラッキング：ムービークリップ内の 2 つの参照パターンをトラッキングし、トラッキングされたポイ
ント間の関係を使用して、位置、調整、および回転のデータを記録します。

 • 4 ポイント・トラッキング：4 コーナー固定ともいいます。ムービークリップ内の 4 つの参照パターンをトラッキ
ングして、位置、調整、回転のデータを記録します。4 つのトラックを使用して、4 つの参照パターン（ピクチャ
フレームやテレビモニタのコーナーなど）間の関係を解析します。このデータをイメージまたはクリップの各コー
ナーに適用して、クリップを「固定」します。このため、ピクチャフレームやテレビモニタではクリップがロックさ
れているように見えます。

 • 複数ポイント・トラッキング：クリップ内の参照ポイントを希望の数だけトラッキングします。トラックは、「動きを
解析」ビヘイビアに手動で追加することができます。「シェイプ」ビヘイビアのサブカテゴリとして提供されている
「ポイントをトラック」ビヘイビアをシェイプまたはマスクに適用すると、それぞれのシェイプのコントロールポイ
ントにトラックが割り当てられます。

モーショントラッキング
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参考：「Motion」には 3D ワークスペースが用意されていますが、「Motion」でのトラッキングは平面的に行わ
れます。つまり、Z 空間でのトラッキングは行われません。たとえば、クリップ内の 2 つの特性を解析するとしましょ
う。さらに、そのクリップが 3D 空間を移動しているとします。この場合、クリップにおける位置、調整、回転の変
更は時間と共に記録されます。ただし、実際の 3D 変形は記録されません。

トラッキング対象のオブジェクトを、背景要素またはソース要素といいます。トラッキングデータが適用されるオブジェ
クトを、前景要素または適用先要素といいます。

トラッキングについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピックを選択して
ください。

トラックの動作
「Motion」では、オブジェクト（通常はムービークリップ）の動きを記録および解析するために、オブジェクトにト
ラッキングビヘイビアを適用します。この解析の結果、トラック（記録された動きのデータ）が生成されます。これ
をプロジェクト内のほかのオブジェクトに適用して、ソースオブジェクトの動きを適用先オブジェクトに転送すること
ができます。 

トラッキングビヘイビアは、ムービークリップ内のさまざまなフレームについて、参照パターンと呼ばれるピクセル
の領域を解析するものであり、1 つのパターンを、キャンバス内での動きに合わせて「追跡する」ことを目的として
います。トラッキングする参照パターン（特定の色見本、またはクリップ内のピクセルのスナップショット）を指定す
るには、解析したいクリップの領域に 1 つまたは複数の画面上のトラック（次の図に示す円の中の赤い十字形）を
ドラッグします。「Motion」は指定された参照パターンを指定された期間トラッキングし続けます。この期間は、ト
ラッキングビヘイビアの長さ、定義された再生範囲の長さ、またはクリップの長さに基づきます。

参照パターンは、終始一貫し、細部がハイコントラストで簡単に識別可能であることが理想的です。そうすれば、パ
ターンのトラッキングが容易になります。

解析中は、トラックがその中心点の周りの検索領域内で多数の位置をサンプリングしながら、それぞれの後続フレー
ムまで進みます。サンプリングされた位置のいくつかは、ほかの位置よりも指定された参照パターンと厳密に一致し
ます。トラックは、検索領域と参照パターンが（サブピクセルの精度で）最も厳密に一致する位置を探し出します。
トラックは、解析されたフレームごとに、最も一致する距離を測定して、相関値を割り当てます。

トラックは、参照パターンの位置を検索するだけでなく、フレーム間でのパターンの変形（調整、回転、またはシェ
イプ）も識別します。カメラのそばを通り過ぎる人物が着ている、シャツのそでについているロゴをトラッキングする
とします。その人物がカメラの前を通り過ぎるときに少しだけ向きを変えると、参照パターンも回転します。トラック
は、参照パターンと、パターンの調整や回転におけるあらゆる変更を探し出します。

所定のフレームに対してトラックの位置および相関値が決定されると、「Motion」では、この情報がキーフレーム
に記録されます。この処理は、トラック範囲の最後に到達するまで、フレームごとに繰り返されます。

記録されたデータは、トラッキングビヘイビアでキーフレームとして保存され、多数のプロジェクト要素に適用するこ
とができます。

参考：「スタビライズ」ビヘイビアは、トラックを使用せずにクリップのフレーム全体の動きを解析する高度なテクノ
ロジーです。

67% resize factor
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トラッキングビヘイビア

トラッキングビヘイビアの概要
「Motion」には、6 つのトラッキングビヘイビア（「モーショントラッキング」ビヘイビアのサブカテゴリに 4 つ、
「シェイプ」ビヘイビアのサブカテゴリに 1 つ、「パラメータ」ビヘイビアのサブカテゴリに 1 つ）が用意されてい
ます。これらのビヘイビアは、「Motion」のほかのビヘイビアと同様に適用します。「Motion」のビヘイビアの概
要については、287 ページのビヘイビアの概要を参照してください。

「Motion」では、ビヘイビアを使用して、トラッキングされたモーションデータを収集、解析、保存、および適用し
ます。データはビヘイビアに（キーフレームとして）保存されるため、同じプロジェクト内のほかのオブジェクトに簡
単に適用することができます。トラッキングビヘイビアを使用すると、標準のビヘイビアまたはキーフレームによって
作成されたアニメーションデータを適用することもできます。トラッキングビヘイビアの適用の仕方は、ほかのすべ
てのビヘイビアと同じです。

トラッキングビヘイビアによって解析が実行されると、キャンバスにトラックポイントが表示され、さらにビヘイビア
にトラッキングキーフレームが作成されます。これらのキーフレームは、オブジェクトに適用されるビヘイビア内で有
効です。つまり、キーフレームはオブジェクトそのものには適用されません。

参考：「スタビライズ」ビヘイビアのデフォルトモーション解析を使用した場合、画面上のトラックポイント（および
そのトラックポイントに対応し、「キーフレームエディタ」に表示されるトラッキングキーフレーム）は作成されませ
ん。「スタビライズ」ビヘイビアについて詳しくは、934 ページのモーショントラッキングを参照してください。

特定のトラッキングビヘイビアについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でト
ピックを選択してください。

モーショントラッキング
「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューでは、次の 4 つの「モーショントラッキング」のビヘイビアにアクセスで
きます：

 • 動きを解析：このビヘイビアは、クリップからトラッキング情報を生成して保存する場合に使用します。「マッチ
ムーブ」ビヘイビアおよび「スタビライズ」ビヘイビアとは異なり、「動きを解析」ビヘイビアでは、そのトラッ
キング情報をほかのオブジェクトに適用することはできません。ただし、「動きを解析」ビヘイビアによって集め
られたトラックは、「マッチムーブ」、「トラック」（「パラメータ」ビヘイビアのカテゴリ内）、「トラックポイント」
（「シェイプ」ビヘイビアのカテゴリ内）の各ビヘイビアを使用することにより、ほかのオブジェクトに適用するこ
とができます。「動きを解析」ビヘイビアでは、1 つのクリップに複数のトラックを追加できます。これによって、
複数の参照パターンを同時に解析できます。「動きを解析」ビヘイビアを適用することができるのは、フッテージ
（QuickTime ムービーまたはイメージシーケンス）のみです。

 • マッチムーブ：このビヘイビアは、前景要素を背景要素に一致させて、これら 2 つが 1 つにロックされているよ
うに見せる場合に使用します。このエフェクトは、以下の 3 通りの方法で実現することができます：

 • 1 ポイント（位置）トラッキング、2 ポイント（位置および調整または回転）トラッキング、または 4 ポイント
（コーナー固定）トラッキングを使用することにより、前景要素を背景要素に一致させることができます。ほか
のトラッキングビヘイビアとは異なり、「マッチムーブ」ビヘイビアでは、解析操作とコンポジット操作を実行で
きます。最終的なコンポジットを作成する前に、さらなる変更（ブラー、色補正など）を加えることができます。

 •「マッチムーブ」ビヘイビアを使って、別のトラッキングビヘイビアによって記録された参照トラックを適用でき
ます。このためには、「マッチムーブ」ビヘイビアの HUD またはインスペクタで、「アクション」ポップアップ
メニュー（歯車のアイコン）からトラックを選択します。

 • 1 つのオブジェクト（ビヘイビアまたはキーフレームによって作成されたアニメーションなど）のアニメーショ
ンデータを別のオブジェクトに適用できます。このためには、アニメーション・ソース・オブジェクトを、「レイ
ヤー」リストから、適用先オブジェクトの「マッチムーブ」ビヘイビアの HUD またはインスペクタにある「ソー
ス」ウェルにドラッグします。これによって、ソースオブジェクトの動きを解析しなくても、アニメーション・ソー
ス・オブジェクトの動きを適用先オブジェクトに適用できます。

参考：「マッチムーブ」ビヘイビアは、ほぼすべてのオブジェクトタイプに適用できます。
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 • スタビライズ：このビヘイビアは、クリップでの不要な動き（カメラジッタなど）を取り除きます。スタビライズは、
クリップ内の水平または垂直の動き、あるいは水平と垂直の動きの組み合わせに適用することができます。この
エフェクトは、以下の 3 通りの方法で実現することができます：

 •「スタビライズ」ビヘイビアでは、画面上のトラックを使用しなくても、クリップを解析してスタビライズすること
ができます。この場合、「スタビライズ」ビヘイビアは、モーション解析を使用してクリップのフレーム全体を評
価し、カメラの動きを記録します。このビヘイビアには、このようにして記録されたデータを使用するための方
法として、クリップのスムージング（カメラの一般的な動きは維持しつつ、不要なジッタを除去）と、クリップ
のロック（対象物をスタビライズ）の 2 つの方法があります。このビヘイビアを使用すると、位置、調整、お
よび回転を解析して適用することができます。

 • 全フレームのモーション解析のほか、1 ポイント（位置）トラッキングや 2 ポイント（位置、調整、または回
転）トラッキング用に画面上のトラックを追加することもできます。トラックを手動で「スタビライズ」ビヘイビ
アに追加すると、自動化されたモーション解析からではなく、トラックのデータを使用してクリップがスタビライ
ズされます。この方法を使用した場合、トラックはフレームを移動するため、トラックポイントは各後続フレー
ムの同じ位置に配置されます。以上の方法を組み合わせて使用することもできます。たとえば、クリップの一
部を全フレーム方式でトラッキングし、その後は手動で追加したトラックに切り替えることができます。

 • 1 つの「スタビライズ」ビヘイビアに記録された解析トラックを、別の「スタビライズ」ビヘイビアに読み込む
ことができます。解析トラックを読み込むには、適用先オブジェクトの「スタビライズ」ビヘイビアの HUD ま
たはインスペクタで、「アクション」ポップアップメニューからトラックを選びます。

参考：「スタビライズ」ビヘイビアを適用することができるのは、フッテージ（QuickTime ムービーまたはイメー
ジシーケンス）のみです。

 • スタビライズ解除：このビヘイビアでは、トラッキング解析は実行されません。その代わり、「スタビライズ解除」
ビヘイビアでは、「スタビライズ」ビヘイビアによって記録された動きをクリップまたはオブジェクトに適用するこ
とができます。「スタビライズ解除」を使って、ムービークリップ内のカメラの振動を、ポストプロダクションで追
加された前景要素に一致させます。トラッキングデータを読み込むには、トラッキングビヘイビアの HUD または
「インスペクタ」で、「アクション」ポップアップメニューからトラックを選択します。「スタビライズ解除」ビヘイ
ビアは、ほぼすべてのオブジェクトタイプに適用することができます。

「マッチムーブ」ビヘイビア、「スタビライズ」ビヘイビア、または「スタビライズ解除」ビヘイビアによって記録ま
たは参照されるトラッキングデータを、オブジェクトキーフレームに変換することができます（該当する場合）。変換
すると、トラッキングビヘイビアは取り除かれ、変形キーフレームがオブジェクトに「変換」されます。ビヘイビア
を変換する方法について詳しくは、961 ページのトラッキング結果を向上させる高度な方法を参照してください。

ポイントをトラック
「ポイントをトラック」ビヘイビアは、「シェイプ」ビヘイビアのサブカテゴリの 1 つであり、以下を実行することが
できます：

 • シェイプ、ペイントストローク、またはマスクのコントロールポイントを、ソースクリップの参照特性にトラッキン
グする。たとえば、クリップ内の車の周りにマスクを描画し、背景から車を分離しながら、移動する車にマスクの
コントロールポイントをトラッキングすることができます。さらに、切り離した車にエフェクトを適用し、周りのイ
メージにはエフェクトを適用しないようにすることも可能です。

 • 「動きを解析」トラッキングビヘイビア、「マッチムーブ」トラッキングビヘイビア、または「スタビライズ」トラッ
キングビヘイビアによって記録された既存のトラッキングデータを、シェイプまたはマスクのコントロールポイント
に適用する。

参考：「ポイントをトラック」ビヘイビアを適用することができるのは、シェイプ（ペイントストロークを含む）とマス
クのみです。
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トラック
「トラック」ビヘイビアは、パラメータビヘイビアのサブカテゴリの 1 つであり、シェイプ、クリップ、またはフィルタ
の位置パラメータ（「ブラー（円）」フィルタの「中心」パラメータなど）を、クリップの参照特性に一致させること
ができます。

トラッキングデータは、以下の 2 通りの方法で取得することができます：

 • 「トラック」ビヘイビアを位置パラメータに追加すると、「トラック」ビヘイビアで別のクリップが解析され、記録さ
れたデータがその位置パラメータに適用されます。

 • 別のトラッキングビヘイビアのトラッキングデータが、「トラック」ビヘイビアで参照されます。参照されたビヘイ
ビアの記録されたデータが位置パラメータに適用されます。

参考：「トラック」ビヘイビアは「パラメータ」ビヘイビアですが、位置パラメータでの使用を目的としています。

トラッキングビヘイビアのデータのについて
「マッチムーブ」ビヘイビア、「スタビライズ」ビヘイビア、「スタビライズ解除」ビヘイビア、または「トラックポイ
ント」ビヘイビアを適用したときに、プロジェクトにフッテージまたはアニメーションオブジェクトが含まれている場
合、「レイヤー」リストでそのビヘイビアの下にある最も近いフッテージまたはアニメーションオブジェクトがトラッキ
ングビヘイビアに適用され、ビヘイビアの「ソース」ウェルに表示されます。「アクション」ポップアップメニューか
ら別のトラックを選択すると、このデータは上書きされます。

アニメーションオブジェクトやトラッキングデータは、以下の 4 通りの方法でトラッキングビヘイビアに割り当てるこ
とができます：

 • 「アクション」ポップアップメニューから別のトラッキングビヘイビアを選択する。

 • トラッキングビヘイビアまたはフッテージオブジェクトを、HUD または「ビヘイビア」インスペクタにある「ソー
ス」ウェルにドラッグする。

 • アニメーションオブジェクトを、HUD または「ビヘイビア」インスペクタにある「ソース」ウェルにドラッグする。
参照されたアニメーションオブジェクトが、現在のビヘイビアのソースとして適用されます。（このオプションが適
用されるのは、「マッチムーブ」ビヘイビアと「ポイントをトラック」ビヘイビアのみです。）

 • トラッキングビヘイビアまたはフッテージオブジェクトを、「レイヤー」リストのトラッキングビヘイビアにドラッグ
する。参照されたトラッキングビヘイビアまたはフッテージオブジェクトが、現在のビヘイビアのソースとして割り
当てられます。

参考：「ソース」ウェルを消去するには、項目をウェルの外までドラッグして、マウスボタンを放します。

「トラッキング」のワークフロー

「トラッキング」のワークフローの概要
「Motion」のトラッキングビヘイビアでは、多くのさまざまなタスクを実行できます：

 • 「動きを解析」ビヘイビアは、選択された参照ポイントでクリップの動きを解析し、解析されたデータを保存しま
す。このデータはその後でほかのオブジェクトに適用できます。937 ページの「動きを解析」のワークフロー お
よび 970 ページの「動きを解析」のコントロール を参照してください。

 • 「マッチムーブ」ビヘイビアは、ソースオブジェクトの動きのデータを適用先オブジェクトに適用します。939 ペー
ジの「マッチムーブ」の基本ワークフロー および 972 ページの「マッチムーブ」のコントロール を参照してくだ
さい。

 • 「スタビライズ」ビヘイビアは、クリップ内の動きをスムーズにします。948 ページの「スタビライズ」のワーク
フローおよび 977 ページの「スタビライズ」のコントロール を参照してください。

 • 「スタビライズ解除」ビヘイビアは、「スタビライズ」ビヘイビアを使用して解析された動きを別のオブジェクトに
適用します。950 ページの「スタビライズ解除」のワークフロー を参照してください。
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 • 「ポイントをトラック」ビヘイビアは、シェイプ、マスク、ペイントストロークのコントロールポイントの動きを解析
して適用します。951 ページの「ポイントをトラック」のワークフロー および 979 ページの「ポイントをトラック」
のコントロールを参照してください。

 • 「トラック」ビヘイビアは、オブジェクトの位置パラメータをクリップへトラッキングしたり、トラッキングデータを
位置パラメータに適用したりします。954 ページの「トラック」ビヘイビアのワークフロー および 982 ページの
「トラック」のコントロールを参照してください。

「動きを解析」のワークフロー
「動きを解析」ビヘイビアでは、クリップのトラッキングデータが解析され、保存されますが、トラッキングされたオ
ブジェクトの変形は行われません。「動きを解析」のデータトラックは、ほかのトラッキングビヘイビアが参照するた
めのものです。

「動きを解析」のパラメータについて詳しくは、970 ページの「動きを解析」のコントロール を参照してください。

1 パスでのトラッキングでは、ほとんどの場合、完璧な結果を得ることはできません。トラッキングの方法とヒントに
ついては、957 ページのトラッキング結果を向上させる基本的な方法を参照してください。

「動きを解析」ビヘイビアを使用してクリップのトラックを生成する

 1 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバスで、トラッキングするビデオ・オブジェクトを選択し、ツー
ルバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「モーショントラッキング」＞「動きを解析」と選択しま
す。

参考：ビデオ・オブジェクトを選択し、「ライブラリ」で「動きを解析」ビヘイビアを選択してから、「ライブラリ」
のプレビュー領域にある「適用」ボタンをクリックすることもできます。または、「ライブラリ」から「レイヤー」リ
スト、「タイムライン」、またはキャンバスのビデオ・オブジェクトにビヘイビアをドラッグすることもできます。

画面上のトラックがフッテージに追加されます。デフォルトでは、フッテージの中央にトラックが 1 つ表示されます。

 2 背景のクリップを何回か再生し、フッテージ内の適切な参照ポイントを決定して、トラック解析を開始するフレームに
再生ヘッドを移動します。

 3 キャンバスで、使用する参照ポイントまでトラックをドラッグします。

参考：画面上のトラックの使いかたについて詳しくは、955 ページのオンスクリーントラックを調整するを参照してく
ださい。トラッキング参照ポイントを選択する方法について詳しくは、957 ページのトラッキング結果を向上させる
基本的な方法を参照してください。
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 4 トラックを追加するには、「ビヘイビア」インスペクタで、「追加」ボタンをクリックします。

新しいトラックがそれぞれフッテージの中央に追加されます。

 5 追加したトラックを、使用する参照ポイントまでドラッグします。

 6 特定の範囲のフレームをトラッキングするには、「タイムライン」またはミニタイムラインで、紫色のトラッキングビ
ヘイビアの始点と終点を調整します。

参考：トラッキングビヘイビアのバーの長さを調整する場合は、トラッキング参照ポイントをビヘイビアの範囲内に
設定してください。 

 7 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

トラッキング解析が開始されると、進行状況ウインドウが開き、トラックポイントがキャンバスのモーションパス上に
表示されます。現在の再生ヘッド位置にあるトラックポイントが強調表示されます。

ビヘイビアに含まれているトラッキングキーフレームが、「キーフレームエディタ」に表示されます。（「キーフレーム
エディタ」が表示されていない場合は、「Motion」のプロジェクトウインドウの左下隅にある「キーフレームエディ
タを表示／隠す」ボタンをクリックします。）

Confidence curve

Y position curve

X position curve

「動きを解析」ビヘイビアではソースオブジェクトは変形されないため、「キーフレームエディタ」にはトラッキング
キーフレームのみが表示されます。「マッチムーブ」ビヘイビアまたは「スタビライズ」ビヘイビアを使用する場合は、
トラッキングキーフレームのほか、ソースオブジェクト（「スタビライズ」の場合）または適用先オブジェクト（「マッ
チムーブ」の場合）の変形カーブが表示されます。

「キーフレームエディタ」には、信頼度のカーブも表示されます。このカーブは、トラックの精度を、「インスペクタ」
でのパラメータ設定に相対させて視覚的に表したものです。信頼度のカーブは、編集を目的とするものではありま
せん。

 8 トラック解析を停止するには、進行状況ウインドウの「停止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押します。

ヒント：トラックが参照パターンをトラッキングできていない場合も、「停止」ボタンをクリックしないでください。そ
のまま数秒間解析を続けます。失敗した場合は、トラッキングできなくなったフレームに再生ヘッドがジャンプします。
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「動きを解析」ビヘイビアに含まれている解析済みのトラックを、別のトラッキングビヘイビアに（別のトラッキング
ビヘイビアの HUD またはインスペクタにある「アクション」ポップアップメニューを使用して）読み込むことができ
るようになります。次の図では、「動きを解析」ビヘイビアのトラックが「マッチムーブ」ビヘイビアの HUD に読
み込まれています。

参考：「スタビライズ」ビヘイビアで読み込むことができるのは、ほかの「スタビライズ」ビヘイビアのトラックのみ
です。

重要：「スタビライズ」ビヘイビアの自動解析モードは（再生ヘッドの位置に関係なく）クリップの先頭から開始さ
れますが、ほかのトラッキングビヘイビアの解析は、すべてのワークフローで現在の再生ヘッド位置から開始されま
す。トラッキング領域を定義するには、トラッキングされたクリップに対してアウト点を設定します。逆方向のトラック
解析を実行するときは、トラックのイン点とアウト点を設定します。アウト点を設定するには、目的のフレームに再生
ヘッドを配置し、クリップを選択してから、「マーク」＞「再生範囲のアウト点にマークをつける」と選択します（ま
たは Option ＋ Command ＋ O キーを押します）。イン点を設定するには、目的のフレームに再生ヘッドを配置
し、クリップを選択してから、「マーク」＞「再生範囲のイン点にマークをつける」と選択します（または Option 
＋ Command ＋ I キーを押します）。

「マッチムーブ」のワークフロー

「マッチムーブ」の基本ワークフロー
このセクションでは、いくつかの基本的な「マッチムーブ」ビヘイビアのワークフローの概要について説明します。
「マッチムーブ」パラメータについて詳しくは、972 ページの「マッチムーブ」のコントロール を参照してください。

「マッチムーブ」ビヘイビアを使うには、プロジェクトに最低 2 つのオブジェクト（背景、つまりソースオブジェクトと、
前景、つまり適用先オブジェクト）が必要です。ソースオブジェクトは、そのビデオまたはアニメーション属性（シェ
イプに適用されたキーフレームまたはビヘイビアなど）のトラッキング解析に基づいて動きのデータを提供します。
ソースオブジェクトの動きは、適用先オブジェクトに適用されます。シェイプ、テキスト、パーティクルエミッタなど
を適用先オブジェクトにすることができます。

前景オブジェクトを背景のビデオクリップにマッチムーブする
この一般的なワークフローでは、「マッチムーブ」ビヘイビアは背景ビデオクリップの要素をトラッキングして、生成
されたトラックデータを前景要素に適用します。その結果、前景要素はトラッキングされた背景クリップ内の要素の
動きに一致します。

 1 ビデオクリップとシェイプまたはイメージオブジェクトを含む Motion プロジェクトを作成します。

このビデオクリップが背景要素になります。シェイプまたはイメージオブジェクトは前景要素の役割を果たします。

 2 背景のクリップを何回か再生して、明確に定義された適切なトラック解析ポイントを決定します。

 3 前景オブジェクトを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「モーショントラッキン
グ」＞「マッチムーブ」と選択します。

画面上のトラック（円の中の赤い十字形）が 1 つキャンバスに追加されます。デフォルトの「マッチムーブ」トラック
は、位置データを記録するため、アンカートラックと呼ばれます。（「ビヘイビア」インスペクタで「アンカー」チェッ
クボックスの選択を解除すると、このトラックを無効にすることができます。）
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 4 2 ポイント・トラッキングまたは 4 ポイント・トラッキング用にトラックを追加で有効化する必要があるかどうかを決
定します。

 • 2 ポイント・トラッキングの場合は、「ビヘイビア」インスペクタで、「回転の調整」チェックボックス（「アンカー」
チェックボックスの下）を選択します。

 • 4 ポイント・トラッキングの場合は、「ビヘイビア」インスペクタで、「タイプ」ポップアップから「四隅の角」を
選択して、942 ページの 4 ポイント・トラッキングのワークフローに進みます。

 5 トラック解析を開始するフレームに再生ヘッドを移動します。

 6 キャンバスで、トラック（複数可）を、トラッキングする参照領域（複数可）までドラッグします。

キャンバスでトラックをドラッグすると、トラックの周りの領域が拡大されます。これにより、適切な参照パターンを
簡単に見つることができます。

 7 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

前景要素が背景要素にトラッキングされます。

ソースオブジェクトのアニメーションデータを適用先オブジェクトに適用する
「マッチムーブ」ビヘイビアを使用すると、トラッキング解析を行わずに、ソースオブジェクトのアニメーションを即座
に適用先オブジェクトに適用することができます。ソースオブジェクトは、ビヘイビアまたはキーフレームによってア
ニメートすることができます。次の例では、「スピン」ビヘイビアを使ってアニメートされた魔法の杖のイメージ（矩
形のシェイプで構成）を使用します。杖のアニメーションにパーティクルエミッタが追随するようになっており、杖の
先から幻想的なきらめきが飛び出します。

 1 適用先オブジェクトを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「モーショントラッキン
グ」＞「マッチムーブ」と選択します。

この例では、「マッチムーブ」ビヘイビアが非アニメーションのパーティクルエミッタに適用されています。

Match Move behavior

「レイヤー」リストの「マッチムーブ」ビヘイビアの下にある最も近いアニメーションデータ（キーフレームやビヘイ
ビアによる位置または回転の変更など）がソースとして適用され、「ソース」ウェルに表示されます。この例では、
回転している魔法の杖のシェイプがソースアニメーションとなります。

Source well and 
accompanying
pop-up menu
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重要：アニメーションオブジェクト、トラッキングビヘイビア、およびフッテージは、「ソース」ウェルにドロップする
ことができます。

 2 「ビヘイビア」インスペクタで、「タイプ」パラメータが「変形」に設定されていることを確認します。

 3 適用先オブジェクト（「マッチムーブ」ビヘイビアを適用したオブジェクト。この場合はパーティクルエミッタ）をキャ
ンバス内の任意の位置に配置します。

この例では、パーティクルエミッタが杖の先に配置されています。ソースオブジェクトから継承されたモーションパス
が、適用先オブジェクトに添付されてキャンバスに表示されます。

これで、パーティクルエミッタと杖が同じアニメーションパスを共有するようになりました。

 4 プロジェクトを再生します。

パーティクルが杖の動きに一致します。

「レイヤー」リストで「マッチムーブ」ビヘイビアを並べ替える
プロジェクトに「マッチムーブ」ビヘイビアを追加すると、「レイヤー」リストでそのビヘイビアを持つクリップの下
にあるアクティブなフッテージまたはアニメーションオブジェクトのうち、最も近いものが選択され、ソースアニメー
ションとして適用されます。このアニメーションのソースは、「マッチムーブ」ビヘイビアのインスペクタの「ソース」
ウェルに表示されます。「レイヤー」リストで「マッチムーブ」ビヘイビアを動かすと、そのデータがリセットされま
す。ソースアニメーションのデータを保持するには、レイヤーをドラッグして順序を変更するのではなく、「マッチムー
ブ」ビヘイビアをコピーして別のオブジェクトにペーストします。

 1 「レイヤー」リストで、コピーするビヘイビアを選択します。

 2 「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キー）。

 3 コピーしたビヘイビアを適用するレイヤーを選択します。

 4 「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キー）。

コピーしたビヘイビアが別のオブジェクトに適用されます。

参考：Option キーを押しながらビヘイビアをドラッグして、別のオブジェクトにコピー＆ペーストすることもできま
す。
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2 ポイント・トラッキングについて
「マッチムーブ」ビヘイビアで 2 ポイント・トラッキングを使用する場合は、（「ビヘイビア」インスペクタの「調整」
行にある）「位置」ボタン、「調整」ボタン、または「回転」ボタンのオン／オフを切り替えて、トラッキングパラメー
タを追加（または削除）します。これによってさまざまエフェクトが得られます。

次の例では、2 ポイント・トラッキングを使用して、ピクチャフレームのビデオクリップ（背景オブジェクト）に対して
楕円のシェイプ（前景オブジェクト）の動きを合わせています。以下の最初の 3 つのイメージでは、「ビヘイビア」イ
ンスペクタの「調整」行で「位置」のみが有効になっています。そのため、カメラはピクチャフレームに向かって移
動しますが、白い楕円形のシェイプについては、2 つのトラックの位置に基づく調整、回転の変更は行われません。

次の例では、「ビヘイビア」インスペクタの「調整」行で「位置」、「調整」、および「回転」が有効になっています。
このため、カメラがピクチャフレームに向かって移動する動作と一致するように、2 つのトラックの位置に基づいて白
い楕円形シェイプの位置、調整、および回転が変更され、シェイプがピクチャフレームに物理的に吸着されていると
いう錯覚は維持されたままになります。

参考：4 ポイント・トラッキングを使用する場合は、コーナー固定されたオブジェクトに調整および回転が適用されま
す。

4 ポイント・トラッキングのワークフロー
トラッキングを細かく制御するには四隅オプションを使います。このオプションを使えば、背景のクリップの 4 つのポ
イントをトラッキングして、記録された動きを前景オブジェクトの 4 つのコーナーに適用することができます。4 コー
ナー固定には、2 通りの基本的なワークフローがあります：

 • 「マッチムーブ」ビヘイビアの適用後に、4 コーナーのトラックを使って、前景オブジェクトを背景要素に固定す
る：このワークフローは、固定されたイメージが、トラッキング対象となる背景の参照パターンと同じサイズであ
る場合に便利です。 

 • 「マッチムーブ」ビヘイビアを適用する前に、画面上のコントロールを使って前景オブジェクトをコーナーに固定す
る：この方法で、前景オブジェクトを配置したり、サイズを変更したり、回転させたりして、背景の参照パターン
に合わせることができます。

参考：「マッチムーブ」の固定オプションの 1 つで満足するトラックが得られない場合は、以下に説明するように「動
きを解析」ビヘイビアまたは「スタビライズ」ビヘイビアを使って 4 ポイント・トラッキングを試してみてください。

4 コーナーのトラックを使って前景オブジェクトを背景要素に固定する
このワークフローは、変形または固定されたイメージが、トラッキング対象となる背景のフレーム（または参照パター
ン）と同じサイズである場合の 4 コーナー固定に適しています。次の例では、前景のイメージをピクチャフレームの
背景のクリップに固定します。

 1 再生ヘッドを、トラック解析を開始するフレームまでドラッグし、「マッチムーブ」ビヘイビアを前景オブジェクトに適
用します。
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 2 「ビヘイビア」インスペクタで、「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」を選択します。

参考：「マッチムーブ」が 3D グループに適用されている場合、「四隅の角」オプションは使用できません。3D グ
ループをコーナー固定するには、「グループ」インスペクタの「平坦化」チェックボックスを選択します。

キャンバスの前景オブジェクトの境界ボックスの各コーナーにトラックが表示されます。「インスペクタ」のデフォルト
のトラックリスト（「アンカー」および「回転の調整」）が、「左上」、「右上」、「右下」、および「左下」の各トラッ
クで置き換えられます。

「動きを解析」のトラックと同様、キャンバスでトラックを新しい位置にドラッグすると、キャンバスに拡大画面が表
示されて各トラックが配置しやすくなります。

 3 キャンバスで、各トラックを、背景要素のコーナー（この例では、ピクチャフレームのコーナー）までドラッグします。
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 4 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

前景要素が背景要素に固定され、各コーナーで行われている変形が 4 つのモーションパスで示されます。

参考：この例では、トラッキングされたイメージを複製して変形したコピーを使用して、テーブル上に反映されてい
ます。

トラックを微調整するには（「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」が選択されている場合）、前景要素を
微調整（調整、回転の変更など）しなければならないことがあります。「ビヘイビア」インスペクタで、「変形」ポッ
プアップメニューから「ソースに吸着」オプションを選択した場合、トラッキングされたオブジェクトを変形すること
はできません。トラッキングされたオブジェクトを変形するには、「変形」ポップアップメニューから「ソースに合わ
せる」を選択します。

 5 トラッキングデータを適用した後で前景要素を変形するには：

 a 「ビヘイビア」インスペクタの「変形」ポップアップメニューから「ソースに合わせる」を選択します。

 b 「情報」インスペクタを開き、「調整」や「回転」などのパラメータを使用して、前景オブジェクトに必要な調整
を加えます。

「ソースに合わせる」および「ソースに吸着」の各変換オプションについては、972 ページの「マッチムーブ」の
コントロールを参照してください。

画面上のコントロールを使って前景オブジェクトをコーナーに固定する
このワークフローでは、「情報」インスペクタの「四隅の角」パラメータを使用して、「マッチムーブ」ビヘイビアを
適用する前に、前景オブジェクトを背景のピクチャフレームに固定します。

 1 コーナー固定する前景オブジェクトを選択します。

 2 ツールバーで、2D 変形ツール・ポップアップ・メニューから「歪み」ツールを選択します。
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 3 キャンバスで、前景オブジェクトの各コーナーを適切な位置までドラッグします。

「情報」インスペクタの「位置」、「回転」、「調整」、および「四隅の角」パラメータを使ってコーナーの位置を微調
整できます。 

キャンバスでコーナーをドラッグすると、「情報」インスペクタの「四隅の角」チェックボックスが選択されます。

ヒント：前景オブジェクトの不透明度をさらに低くして、背景のクリップ上の参照ポイントをよく見えるようにすること
もできます。また、スナップを無効にして、調整中のイメージをキャンバスのガイドラインにスナップされないように
することもできます。スナップのオンとオフを切り替えるには、「表示」＞「スナップ」と選択するか、N キーを押し
ます。

 4 再生ヘッドを、トラック解析を開始するフレームまで移動し、「マッチムーブ」ビヘイビアを前景オブジェクトに適用
します。

キャンバスの前景オブジェクトの各コーナーにトラックが表示されます。「インスペクタ」のデフォルトのトラックリスト
（「アンカー」および「回転の調整」）が、「左上」、「右上」、「右下」、および「左下」の各トラックで置き換えら
れます。

 5 必要に応じて、キャンバスの各トラックをドラッグして、インスペクタの「トラックのプレビュー」領域の拡大画面を
見ながら位置を微調整します。

67% resize factor



 第 22 章    モーショントラッキング 946

重要：トラックの位置を前景オブジェクトとは別に移動するには、「ビヘイビア」インスペクタの「変形」ポップアッ
プメニューから「ソースに合わせる」を選択します。「変形」ポップアップメニューから「ソースに吸着」を選択し
た場合、キャンバスでトラックをドラッグすると前景のイメージが歪みます。

 6 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

前景オブジェクトが背景要素に固定されます。

参考：レイヤーの「四隅の角」パラメータを調整してから「マッチムーブ」ビヘイビアを適用する場合、「四隅の角」
パラメータはビヘイビアに適用されます。ビヘイビアを削除しても、レイヤーの四隅の角の設定は残ります。「マッ
チムーブ」ビヘイビアをリセットすると、四隅の角の設定がリセットされます。

「動きを解析」ビヘイビアを使ってポイントをトラッキングする
4 ポイント・トラッキングを記録するときは、「動きを解析」ビヘイビアを使うこともできます。このワークフローで
は、「動きを解析」ビヘイビアで収集した 4 ポイント・トラックのデータが、前景オブジェクトをコーナー固定するた
めに「マッチムーブ」ビヘイビアに読み込まれます。

 1 トラックを開始するフレームに移動し、「動きを解析」ビヘイビアを背景要素に適用します。

デフォルトでは、キャンバスにトラックが 1 つ表示されます。

 2 トラック（トラック 1）を、背景要素の左上コーナーの参照パターンまでドラッグします。

参考：4 ポイント解析では、左上コーナーから時計回りにトラックを配置する必要があります。これにより、変形を
適用した際、要素が適切に配置されます。

Track 1

Track 2

Track 3Track 4

 3 「ビヘイビア」インスペクタで、「追加」をクリックして 2 番目のトラックを追加し、追加したトラック（トラック 2）
を背景要素の右上コーナーの参照パターンまでドラッグします。

 4 3 番目のトラック（トラック 4）を追加し、それを背景要素の右下コーナーの参照パターンまでドラッグします。

 5 4 番目のトラック（トラック 4）を追加し、それを背景要素の左下コーナーの参照パターンまでドラッグします。

 6 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

トラックが生成され、データがビヘイビアに保存されます。

参考：後で使用する場合に備えて、トラッキングビヘイビアを「ライブラリ」に保存することができます。

 7 「マッチムーブ」ビヘイビアを、コーナー固定する前景要素に適用します。

 8 「ソース」ウェル（歯車のアイコン）の右の「アクション」ポップアップメニューから「動きを解析」のトラックを選
択します。 

これにより、手順 6 で記録された「動きを解析」のトラッキングデータが「マッチムーブ」ビヘイビアに適用され
ます。

 9 HUD または「ビヘイビア」インスペクタの「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」を選択します。
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「動きを解析」ビヘイビアの 4 ポイント・トラッキングデータが前景オブジェクトに適用されます。

参考：「マッチムーブ」ビヘイビアを 4 ポイント・トラッキングで使用する場合、「ビヘイビア」インスペクタの「タ
イプ」ポップアップメニューから「四隅の角」を選択すると、トラックが正しい順番（左上から時計回り）でキャンバ
スに配置されます。4 つ以上のトラックを使用した場合、またはトラックの順序を変更する必要がある場合は、「左
上」、「右上」、「右下」、「左下」のポップアップメニューから別の順番を選択します。

適用先オブジェクトのアニメーションについて
「マッチムーブ」ビヘイビアを使用すると、ソースオブジェクトの動きを適用先オブジェクトに適用することができま
す。適用先オブジェクトは、固有のアニメーションがない場合、ソースオブジェクトの動きを正確にたどります。ただ
し、適用先オブジェクトがアニメートされている（それ自体にビヘイビアまたはキーフレームが適用されている）場
合は、モーションパスを結合することで、より複雑なモーションエフェクトを得ることができます。

適用先オブジェクトのアニメーションを「マッチムーブ」ビヘイビアで無視するのか、「マッチムーブ」ビヘイビアに
追加するのかを指定することができます。これは、「マッチムーブ」ビヘイビアのインスペクタで、「変形」ポップアッ
プメニューの 2 つのオプション、「ソースに吸着」または「ソースに合わせる」のいずれかを選択して行います。

「ソースに吸着」を選択すると、ソースオブジェクトの動きが適用先オブジェクトに適用されますが、適用先オブジェ
クトの固有のアニメーションは無効になります。（ただし、「ビヘイビア」インスペクタの「調整」行で「位置」ボタ
ン、「調整」ボタン、および「回転」ボタンをオフにすると、適用先オブジェクトの固有のアニメーションを再度有
効にして、記録されたソースオブジェクトのトラックを無効にすることができます。）

「ソースに合わせる」を選択すると、ソースオブジェクトのモーションパスと適用先オブジェクトのアニメーションの
モーションパスが結合されます。つまり、適用先オブジェクトは固有のアニメーションを保持すると同時に、記録さ
れたソースオブジェクトのトラックの動きに合わせることになります。「マッチムーブ」ビヘイビアを「ソースに合わ
せる」に設定し、「位置」ボタン、「調整」ボタン、および「回転」ボタンをオフにすると、記録されたソースオブ
ジェクトのトラックが無効になります。「ソースに吸着」および「ソースに合わせる」について詳しくは、972 ペー
ジの「マッチムーブ」のコントロール を参照してください。

マスクにトラッキングビヘイビアを結合する
トラッキングデータが適用されたオブジェクトにマスクを追加すると、データがマスクに適用されます。以下のイメー
ジでは、前景オブジェクトが背景のクリップ上の 4 つのポイントにトラッキングされていますが、さらにピクチャフ
レームに合うようにマスクを適用する必要があります。
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トラッキングするイメージにマスクを適用することで、フレームに合わせたいイメージの部分だけを含めることができ
ます。

前景のイメージにはマスクが追加されていますが、時間の経過と共にマスクの位置および調整の変更をアニメートし
て、背景のクリップに変更点を反映しなければならない場合もあるでしょう。

参考：マスクを使用する代わりに、「情報」インスペクタにある「クロップ」コントロールを使用して、トラッキング
データが適用されたオブジェクトをクロップすることもできます。

マスクのコントロールポイントをクリップにトラッキングしたり、既存のトラッキングデータをマスクのコントロールポ
イントに適用したりすることができます。詳しくは、951 ページの「ポイントをトラック」のワークフロー を参照して
ください。

「スタビライズ」のワークフロー
「スタビライズ」トラッキングビヘイビアを使って、ムービーまたはイメージシーケンスでの振動をスムーズにします。
「スタビライズ」パラメータについて詳しくは、977 ページの「スタビライズ」のコントロール を参照してください。

「スタビライズ」ビヘイビアを使用する場合、以下の 3 通りの方法でクリップを解析することができます：

 • クリップのフレーム全体を即座に評価し、画面上のトラックを使用せずに動きのデータを抽出するデフォルトの高
度なモーション解析テクニックを使用する。

 • キャンバス内の参照パターン（ピクセルの小さなグループ）を解析する画面上のトラックを使用する。「マッチモー
ド」ビヘイビアおよび「動きを解析」ビヘイビアで使用されるトラックと同じものです。

 • 高度なモーション解析と画面上のトラックを組み合わせて使用する。

重要：「スタビライズ」ビヘイビアでの画面上のトラックの使いかたについては、966 ページのスタビライズを向上
させる基本的な方法を参照してください。

モーション解析が完了したら、2 つの方法のいずれかで適用できます。クリップをスムーズにして、カメラの一般的
な動きを維持したまま不要なジッタを取り除くか、または、クリップをロックして対象物をスタビライズします。スムー
ジングは、変換、回転、または調整に影響を及ぼすことができるため、一部の操作においては、ほかのトラッキン
グビヘイビアよりも柔軟性が増します。

「スタビライズ」ビヘイビアは、主に、クレーンやジブアームの不安定な動きから不要な揺れを取り除いたり、歩き
ながらの撮影から手ぶれを除去したり、自動車からの撮影時の振動を少なくしたりする場合に便利です。

参考：ショット内の対象物をスムージングまたはロックしても、イメージ内のモーションブラーはそのまま残ります。

「スタビライズ」ビヘイビアを使用してクリップをスタビライズする

 1 「スタビライズ」ビヘイビアを、スタビライズするクリップに適用します。

参考：ほかのビヘイビアのワークフローとは異なり、「スタビライズ」ビヘイビアの自動モードを使用すると、現在
の再生ヘッド位置からではなく、クリップ全体が最初のフレームから解析されます。
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 2 解析のオプションを設定します：

 a HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「方法」ポップアップメニューから以下のオプションのいずれかを選
択します：

 • カメラの振動などの問題を取り除くには、「スタビライズ」を選択してイメージをロックダウンします。

 • クリップでのカメラの動きをスムーズにするには、「スムーズ」を選択します。

 b 「枠線」ポップアップメニューから以下のオプションのいずれかを選択します：

 • スタビライズされたフッテージのサイズを維持するには、「標準」を選択します。スタビライズされたイメージが
変形されると、動きを伴う黒の枠線がクリップのエッジの周りに表示される場合があります。非常に振動の多い
クリップは、黒の枠線が大きくなります。

 • クリップをキャンバスの最大サイズまで拡大するには、「ズーム」を選択します。「ズーム」を選択すると、スタビ
ライズされたクリップのエッジの周りに黒い枠線が表示されなくなります。

Normal borders maintain the 
size of the stabilized clip but 
create black borders around 
the clip’s edges.

Zoomed borders scale the 
stabilized clip so the clip 
does not move away from 
the edge of the Canvas.

参考：黒い枠線の修正方法については、967 ページのスタビライズしたクリップから黒い枠線を取り除くを参照し
てください。

 c 「方向」ポップアップメニューから以下のオプションのいずれかを選択します：

 • スタビライズされた変形を X および Y 次元に適用するには、「水平と垂直」を選択します。

 • スタビライズされた変形を X 次元に適用するには「水平」を選択します。

 • スタビライズされた変形を Y 次元に適用するには、「垂直」を選択します。

 d 次のように「調整」オプションを有効または無効にします：

 • 解析された位置データをクリップに適用するには、「位置」をオンにします。（フッテージにおける X 位置や Y 位
置の変更はスムージングまたはスタビライズされます。）ショットの X 位置と Y 位置をスタビライズして、調整や
回転の変更はそのままにするには、「位置」をオンにし、「調整」と「回転」をオフにします。

 • 解析されたスケールデータをクリップに適用するには、「調整」をオンにします。（フッテージにおける調整の変
更がスムージングまたはスタビライズされます。）調整の変更をスタビライズまたはスムージングして、位置や回
転の変更はそのままにするには、「調整」をオンにし、「位置」と「回転」をオフにします。（「調整」オプション
は、「枠線」ポップアップメニューの「ズーム」オプションには関連しません。）

 • 解析された回転データをクリップに適用するには、「回転」をオンにします。（フッテージにおける回転の変更は
スムージングまたはスタビライズされます。）ショットで回転の変更をスタビライズまたはスムージングして、位置
や調整の変更はそのままにするには、「回転」をオンにし、「位置」と「調整」をオフにします。

最もスムーズな結果を得るには、3 つの「調整」オプション（「位置」、「調整」、「回転」）をすべてオンにします。

参考：「方法」、「枠線」、「方向」、および「調整」の各パラメータは、クリップを解析する前でも、解析した後で
も変更可能です。
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 3 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

参考：クリップは、定義されたパラメータに従ってスタビライズされます。「Motion」のトラックとは異なり、デフォ
ルトの「スタビライズ」解析では、「キーフレームエディタ」にキーフレームは作成されません。ただし、スタビラ
イズされたオブジェクトの変形は、キーフレームに変換することができます。詳しくは、961 ページのトラッキング結
果を向上させる高度な方法を参照してください。相関トラックが追加されて「スタビライズ」ビヘイビアで解析され
ると、キーフレームが作成されます。

スタビライズに関連する問題を修正する方法について詳しくは、966 ページのスタビライズを向上させる基本的な
方法を参照してください。

「スタビライズ」ビヘイビアの「領域をトラック」パラメータを調整する
クリップをスタビライズするときは、「領域をトラック」パラメータを使用して解析対象とする領域を指定できます（解
析されるソースの限られた領域にスタビライズを分離します）。解析中、その領域以外の部分は無視されます。クリッ
プを高速に処理するにはこのオプションを使用します。

 1 「スタビライズ」パラメータ（「ビヘイビア」インスペクタ内）で、「領域をトラック」チェックボックスを選択します。

キャンバスに、透明な赤いオーバーレイが表示されます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 領域内をドラッグして位置を変更する。

 • ハンドルをドラッグして領域のサイズを変更する。コーナーのハンドルで、幅と高さを同時にサイズ変更できます。
上と下の中央にあるハンドルは高さを、左と右の中央にあるハンドルは幅をサイズ変更できます。

 • Option キーを押したままハンドルをドラッグして領域をその中心からサイズ変更する。

 • 領域の中央にある回転ハンドルをドラッグして領域のアングルを変更する。

Track Region 
rotation handle

 3 トラック領域を指定したら、「ビヘイビア」インスペクタの「解析」ボタンをクリックします。

解析は定義されたトラック領域内で行われるため、クリップはすばやく解析されます。 

「スタビライズ解除」のワークフロー
「スタビライズ解除」トラッキングビヘイビアを使用して、完成したクリップにカメラの振動や動きを再適用します。

「スタビライズ解除」ビヘイビアの唯一の機能は、「スタビライズ」ビヘイビアによって記録された動きをクリップま
たはオブジェクトに適用することです。これにより、背景のクリップのカメラの動きを前景要素に一致させたり、スタ
ビライズされたクリップをスタビライズ解除したりできます。

参考：「スタビライズ解除」ビヘイビアを使用するためには、記録されたモーションデータを持つ「スタビライズ」
ビヘイビアがプロジェクトに含まれている必要があります。

「スタビライズ解除」ビヘイビアを適用する

 1 スタビライズ解除するオブジェクトを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「モー
ショントラッキング」＞「スタビライズ解除」と選択します。

ビヘイビアが追加されます。（解析を終えた）「スタビライズ」ビヘイビアがプロジェクト内にある場合、スタビライ
ズデータが「スタビライズ解除」ビヘイビアに適用されます。
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 2 自動的に選択された「スタビライズ」ビヘイビアを使用したくない場合は、以下のいずれかの操作を実行します：

 • HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「ソース」ウェルの右側にある「アクション」ポップアップメニュー
から「スタビライズ」ビヘイビアを選択します。

 • 解析済みのトラッキングビヘイビアを、HUD または「ビヘイビア」インスペクタにある「ソース」ウェルにドラッ
グします。

動きが適用先オブジェクトに適用されます。

「ポイントをトラック」のワークフロー
「ポイントをトラック」ビヘイビア（「シェイプ」ビヘイビアカテゴリ内にあります）は、シェイプ、マスク、ペイント
ストロークに使用する目的で設計されています。「ポイントをトラック」ビヘイビアは、以下の方法で使用します：

 • シェイプまたはマスクのコントロールポイントをクリップへトラッキングする（たとえばロトスコープ時）

 • 別のトラッキング解析からのトラッキングデータをシェイプまたはマスクのコントロールポイントに適用する

 • オブジェクトのアニメーションをシェイプまたはマスクのコントロールポイントに適用する

参考：解析されたオブジェクトの動きを、（シェイプのコントロールポイントではなく）シェイプまたはマスク全体に
適用するには、「マッチムーブ」ビヘイビアを使用します。

「ポイントをトラック」パラメータについて詳しくは、979 ページの「ポイントをトラック」のコントロール を参照して
ください。

「ポイントをトラック」ビヘイビアを使用してマスクをトラッキングする
次の例では、「ポイントをトラック」ビヘイビアが、背景クリップ内で車の分離に使用されている 7 つのコントロール
ポイントで構成されたおおまかなマスクに適用されています。

 1 キャンバスに背景クリップを表示し、マスクツールを使って背景クリップの一部を分離します。 

 マスクの操作について詳しくは、869 ページのマスクと透明度の概要を参照してください。

 2 マスクオブジェクトを選択し、ツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「シェイプ」＞「ポイン
トをトラック」と選択します。

ビヘイビアがマスクオブジェクトに追加され、シェイプ上の各コントロールポイントにトラックが表示されます。トラッ
クの順番は、シェイプを描画したときの順番と同じで、コントロールポイント 1 がトラック 1、コントロールポイント 
2 がトラック 2、などとなります。

 3 トラックをドラッグして、参照パターン上の位置を微調整します。
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ドラッグすると、トラック周囲の領域が拡大表示されます。

 4 トラックを無効にするには、「ビヘイビア」インスペクタで、該当するチェックボックスを選択解除します。

参考：関連付けられたトラックを持たないコントロールポイントは変更されません。

 5 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

マスクのコントロールポイントが参照パターンにトラッキングされます。

この例では、自動車をクリップのほかの部分から分離できるように、マスクは移動している自動車をトラッキングして
います。左側の図は、オリジナルの変更されていないクリップを示します。右側の図では、トラッキングされたマス
クによって自動車が分離される（サチュレーションが低下した背景として表示される）ため、自動車とその背景は同
じイメージの一部でありながら別々のエフェクトを適用することができます。マスクは、強いブラーおよびサチュレー
ション低下のエフェクトから自動車を保護します。

すべてのビヘイビアと同様、「ポイントをトラック」ビヘイビアも「レイヤー」リストの新しいシェイプにドラッグまた
はコピー（Option キーを押したままドラッグ）できます。ビヘイビアを新しいシェイプに適用すると、新しいシェイ
プのコントロールポイントにトラックが適用されます。オリジナルのトラッキングされたシェイプよりも新しいシェイプ
の方がコントロールポイントが多い場合、オリジナルのトラックポイントだけが適用されます。たとえばオリジナルの
トラッキングされたシェイプに 3 つのコントロールポイントがあり、新しいシェイプには 5 つのコントロールポイン
トがある場合、新しいシェイプのコントロールポイントのうち最初の 3 つにトラックが適用されます。オリジナルのト
ラッキングされたシェイプよりも新しいシェイプの方がコントロールポイントが少ない場合、新しいシェイプ上の既存
のポイントだけにトラックが適用されます。 

参考：ペイントストロークには通常、膨大な数のコントロールポイントが含まれています。「ポイントをトラック」ビ
ヘイビアをストロークに適用する前に、コントロールポイントを削除するか無効にして、ペイントストロークを単純に
してください。コントロールポイントではなく、ストローク全体をトラッキングするには、「マッチムーブ」ビヘイビア
を使用します。

1 つのシェイプのアニメーションを別のシェイプのコントロールポイントに適用する
アニメーションシェイプのアニメーションを別のシェイプに適用すると、オブジェクトがお互いに遊んでいるように見
える、楽しいアニメーションを簡単に作成できます。このワークフローの場合、使用するプロジェクトに、キーフレー
ムまたはビヘイビアでアニメートされたオブジェクトが含まれている必要があります。

 1 2 つのシェイプが含まれるプロジェクトで、キーフレームまたは「基本モーション」ビヘイビアを使用していずれか
のシェイプをアニメートします。
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この例では、単純な線シェイプが「スピン」ビヘイビアでアニメートされます。

キーフレームを使用したアニメーションについて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してくださ
い。「基本モーション」ビヘイビアについて詳しくは、323 ページのスピンを参照してください。

 2 「ポイントをトラック」ビヘイビアを非アニメーションシェイプに適用します。

「ポイントをトラック」ビヘイビアは、「レイヤー」リストで最も近くにあるアニメーションオブジェクトのアニメーショ
ンデータを継承します。（「ポイントをトラック」ビヘイビアのインスペクタの「ソース」ウェルにそのアニメーション
オブジェクトのサムネールが表示されます。）

この例では、「ポイントをトラック」ビヘイビアがベジェシェイプに適用されています。

Bezier shape with applied 
Track Points behavior

Animated 
source object

参考：別のアニメーションオブジェクトを参照するには、そのオブジェクトを「ポイントをトラック」ビヘイビアの「ソー
ス」ウェルまでドラッグするか、「レイヤー」リストのビヘイビアにドラッグします。

 3 「ビヘイビア」インスペクタで、「変形」ポップアップメニューから「ソースに吸着」を選択します。

ラインのスピンアニメーションを「ベジェ」シェイプに適用します。頂点の接線はソースオブジェクトの変形と一致し
ているため、「ベジェ」シェイプでは形状が変更されます。

 4 ソースオブジェクトの変形に合わせて接線を揃えるには、「ビヘイビア」インスペクタの「接線を揃える」チェック
ボックスを選択します。

Turning on 
Align Tangents
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ラインのスピンアニメーションを「ベジェ」シェイプに適用します。接線は、シェイプに沿って、元のアングルで揃え
られたままです。

参考：デフォルトでは、「変形」ポップアップメニューの「ソースに合わせる」が選択されています。「変形」ポップ
アップメニューについては、979 ページの「ポイントをトラック」のコントロール を参照してください。

「トラック」ビヘイビアのワークフロー
「トラック」ビヘイビア（ビヘイビアの「パラメータ」カテゴリ）では、オブジェクトの位置パラメータをトラッキング
できます。たとえば、「光線」フィルタの中心を、クリップ内を移動する光にトラッキングすることができます。

参考：このビヘイビアは、「スクレイプ」、「リング状ワープ」、「光線」、「スリットトンネル」などの位置パラメータ
が指定されているフィルタにのみ適用されます。

「トラック」ビヘイビアについて詳しくは、982 ページの「トラック」のコントロール を参照してください。

「トラック」ビヘイビアをフィルタに適用する

 1 キャンバスで、フィルタの中心点を参照パターン上に配置します。

この例では、ブラー（円）の中心点が車のナンバープレート上に配置されています。

 2 「フィルタ」インスペクタで、Control キーを押しながら「中心」パラメータをクリックし、ショートカットメニュー
から「パラメータビヘイビアを追加」＞「トラック」と選択します。

キャンバスに表示されているフィルタのオンスクリーンコントロールがトラックに置き換えられます。「ビヘイビア」イ
ンスペクタが有効になり、「トラック」ビヘイビアのパラメータが表示されます。

参考：「フィルタ」インスペクタの「中心」パラメータの横にビヘイビア・アイコン（歯車）が表示されます。これ
は、ビヘイビアによる影響を受けていることを示します。

必要に応じて、キャンバス内のトラックを調整します。トラッキングしたい参照パターンがフィルタの中心からオフセッ
トされている場合は、「トラックをオフセット」チェックボックスを使用します。「トラックをオフセット」パラメータの
使いかたについて詳しくは、965 ページの隠れたポイントやフレーム外のポイントをトラッキングするを参照してく
ださい。

 3 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「解析」ボタンをクリックします。

フィルタの中心がクリップにトラッキングされます。解析が終了すると、フィルタパラメータに変更を加えることがで
きます。
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オンスクリーントラックを調整する
「動きを解析」ビヘイビア、「スタビライズ」ビヘイビア、および「マッチムーブ」ビヘイビアは、共通するオンスク
リーンコントロールと「インスペクタ」のコントロールを共有しています。各トラックは、「トラック」という単一のオ
ンスクリーンコントロールで示されます。

画面上のトラックのデフォルトの色は赤色です。対象物の色によっては、トラックの色を変更し、キャンバス内でトラッ
クを識別しやすくする必要があります。

トラッキング解析が開始されると、進行状況ウインドウが開き、トラックポイントがキャンバスに表示されます。トラッ
クポイントは、キャンバスに表示される解析後のモーションパス（一連の真珠のような外観のパス）です。現在の再
生ヘッド位置にあるトラックポイントが強調表示されます。

参考：キャンバスのトラックポイントは、「キーフレームエディタ」に表示されるトラッキングキーフレームに対応し
ます。

トラックの位置を設定する

 1 キャンバス内でトラックをドラッグします。

ドラッグすると、キャンバス内のトラックの周りの領域が拡大され、トラックの座標が情報ウインドウに表示されます。
この拡大画面は、トラックの位置を決定する際に視覚的な手助けとなりますが、検索領域を表すものではありませ
ん。

拡大画面は、「ビヘイビア」インスペクタの「トラックのプレビュー」領域としても表示されます。

 2 以下のいずれかの操作を行って、トラック位置を微調整します：

 • 「トラックのプレビュー」領域でドラッグします。

プレビュー領域をドラッグすると、キャンバス内のトラックもアップデートされます。

Drag anywhere within 
the preview area
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回転したフッテージを使用する場合、回転は「インスペクタ」の「トラックのプレビュー」に反映されません。キャ
ンバスで表示を補助する拡大表示では回転が反映されます。

 • 「ビヘイビア」インスペクタの下部でトラックの開閉用三角ボタンをクリックし、「位置」コントロールを使用してト
ラックの位置を数値的に調整します。

参考：「トラックのプレビュー」領域の任意の場所を Option キーを押したままドラッグすると、パターンの検索
サイズを上書きできます。Option キーを押したまま左へドラッグするとキャンバスで検索パターンのサイズが小
さくなり、Option キーを押したまま右へドラッグするとパターンの検索サイズが大きくなります。またトラックパ
ラメータの「トラックサイズ」スライダを使用して、検索サイズを変更することもできます。

同時に複数のトラックを移動する

 m ドラッグして選択するか、Shift キーを押したままキャンバス内のトラックを選択して、選択したトラックを移動先の
位置までドラッグします。

選択したトラックは黄色で表示されます。

参考：Shift キーを押したまま選択する場合は、画面上のトラックが移動してしまう危険があるため、ドラッグして選
択することをお勧めします。

画面上のトラックをオフにする
以下のいずれかの操作を行います：

 m Control キーを押したままキャンバス内のトラックをクリックし、ショートカットメニューから「選択したトラックを隠
す」を選択します。

 m 「ビヘイビア」インスペクタで、該当する「トラック」チェックボックスの選択を解除します。

トラックをオフにすると、そのトラックは解析で使用されなくなります。

画面上のトラックをオンにする

 m 「ビヘイビア」インスペクタで、該当する「トラック」チェックボックスを選択します。

画面上のトラックの色を変更する

 1 トラックを選択し、「ビヘイビア」インスペクタを開きます。

 2 トラックの開閉用三角ボタンをクリックし、「カラー」コントロールを使用してトラックの色を変更します。

Color well

効果的なトラッキングを行うための方法

トラッキングに関する一般的なガイドライン
「Motion」のトラックは、ソースイメージを使用して、トラッキング解析を行います。つまり、トラックは、そのクリッ
プに最適の検索領域、最適のカラー、最適のコントラスト、サブピクセル精度などを使用することにより、可能な限
り最良のトラッキングデータを生成します。一般的なトラッキング方法（フィルタテクニックの使用、トラッキングボッ
クスまたは検索領域の手動によるサイズ変更、サブピクセルサンプリング数の指定など）は不要です。

何もしなくても完璧なトラックを得られるというわけではありません。以下のガイドラインを使用してください。トラッ
キング解析で何が効果があるか簡単に判断できます。
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効果的なこと
 • トラッキングの前にフッテージからインターレース（フィールド）を取り除く。フッテージからフィールドを取り除く
には、プロジェクトパネルの「メディア」リストでフッテージを選択し、「メディア」リストをクリックして、「フィー
ルドの順番」ポップアップメニューからオプションを選択します。

参考：インターレースは、「スタビライズ」ビヘイビアの自動解析モードを使用してスタビライズされたクリップに
存在する場合があります。

 • クリップをスタビライズして書き出し、そのクリップを読み込んで再度スタビライズする。

 • フィルタが適用されたクリップまたはオブジェクトをシャープにするかぼかしてクリップを書き出し、そのクリップを
元のフッテージと同じグループに読み込み、フィルタが適用されたクリップをトラッキングしてから、そのトラッキ
ングデータをほかのトラッキングビヘイビアのソースとして使用する。

参考：ほかのフィルタテクニック（フィルタを使用してクリップまたはオブジェクトのノイズの少ないカラーチャン
ネルを分離するなど）が役立つ場合があります。

 • 「表示」の解像度を低く設定する。このようにすると、トラッキング解析のスピードを速くすることができます。

効果がないこと
 • トラッキングの前にクリップまたはオブジェクトにフィルタを適用する。

 • トラッキングされたクリップをソロにする／分離する。このようにしても、トラッキング解析のスピードは速くなり
ません。

 • 複数の「スタビライズ」ビヘイビアを追加する。このようにしても、解析されたクリップをさらにスタビライズす
ることにはなりません。トラックは、解析されたクリップ（またはフィルタが適用されたクリップ）ではなく、元の
ソースフッテージを解析するためです。

 • トラックをキーフレームに変換して再度スタビライズする。

 • 遠近、縮小／拡大、または回転を変更しないトラッキング参照特性を選択する。「Motion」のトラックは、遠近、
縮小／拡大、および回転の変更を確実に処理します。

トラッキング結果を向上させる基本的な方法
ムービーやイメージシーケンスで適切なトラッキング参照特性を選択することは、正確なトラッキングを実現する上で
きわめて重要です。1 つの参照パターンと 1 つの解析パスのみでトラッキングした場合、完璧な結果を得られるこ
とはほとんどありません。多くの場合で、トラッキングを成功させるには自動トラッキングと手動トラッキングを組み
合わせることが必要です。各種パラメータ設定を試したり、クリップ内の位置によって参照ポイントを再設定したりす
ることをお勧めします。

以下の基本的なテクニックを使うと、トラッキング結果が向上します。

適切な参照パターンを見つける

 m フッテージを何回か再生して、以下の規則にできるだけ合致する参照パターンを見つけます：

 • ドット、交点、コーナーなどの垂直エッジが含まれている。ラインおよび直線状の枠線はトラッキング参照パター
ンには向きません。

 • ハイコントラストパターンである。

 • ブライトネスやカラーの変化が均等である。カラーまたはブライトネスの変化の不均等な例としては、参照パター
ンを横切る鋭いエッジのシャドウが挙げられます。

 • クリップのすべてのフレームに表示される（画面外に移動したり、ほかのオブジェクトによって隠されることがな
い）。

 • クリップ内の同じ領域にあるほかのパターンとは異なっている。
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トラックポイントを手動で変更する
トラックポイントの位置に満足できない場合は、ドラッグして位置を調整することができます。

 1 変更するフレームに再生ヘッドを配置します。

再生ヘッド位置にあるトラックポイントが強調表示されます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • キャンバス内で強調表示されているトラックポイントをドラッグして、位置を調整します。

 • 「ビヘイビア」インスペクタで、「トラックのプレビュー」領域内をドラッグします。

微調整を行うには、ズームツールを使用して、クリップをズームインおよびズームアウトします。ズームはポインタ
に追随するため、キャンバスのトラックポイント上にポインタを配置し、ズームインする場合は右にドラッグします。
ズームアウトする場合は左にドラッグします。通常の表示に戻すには、（キャンバスの右側の上にある）ズームレベ
ルのポップアップメニューから「100%」を選択します。マルチタッチのトラックパッドを使用している場合は、ピン
チオープンまたはピンチクローズを使用してズームイン／ズームアウトしてから、2 本指のスワイプを使ってズーム
表示をスクロールできます。

「キーフレームエディタ」でトラッキングカーブを調整することもできます。「キーフレームエディタ」の使いかたにつ
いて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

キーフレームエディタで不正なキーフレームを削除する
解析の完了後、場合によっては、クリップの一部を再トラッキングしなければならないことがあります。この場合、不
正なトラッキングキーフレームをトラッキングするのではなく、不正なキーフレームを削除してから再トラッキングし
てください。不正なキーフレームを削除しないと、トラックが引き続き古い参照ポイントを使用してしまう場合があ
ります。

 1 参照パターンを再トラッキングするフレームに再生ヘッドを配置します。

 2 「キーフレームエディタ」で、削除するキーフレームをドラッグして選択します。

「キーフレームエディタ」が表示されていない場合は、「Motion」のプロジェクトウインドウの左下隅にある「キー
フレームエディタを表示／隠す」ボタンをクリックします。

 3 「キーフレームエディタ」内を Control キーを押したままクリックし、ショートカットメニューから「カット」を選択
します（または Delete キーを押します）。

 4 キャンバスで、トラックを参照ポイントまでドラッグし、「解析」をクリックします。

新しいトラックキーフレームが作成されます。
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ヒント：問題のあるトラックを複数処理する場合は、修正しないトラックをオフにして、「キーフレームエディタ」を
簡略化することができます。さらに、「キーフレームエディタ」でトラックを微調整する場合は、グラフ内の表示を簡
略化することができます。以下のイメージには、簡単な 4 コーナー固定のカーブがすべて表示されています。

カーブのソロ化を実行するには、「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、Option キーを押したままパラ
メータのチェックボックスを選択します。

解析中にキャンバスで不正なトラックポイントを削除する
キャンバスで不正なトラックポイントを削除することもできます。キャンバスのトラックポイントは、「キーフレームエ
ディタ」のキーフレームを表します。

 1 解析中に、Esc キーを押してトラッキングを停止します。

 2 ツールバーで、「項目を調整」ツールが選択されていることを確認します。

 3 キャンバスでトラックポイントがアクティブであることを確認します。

アクティブなトラックポイントがよく分かるように、キャンバスをズームインすることもできます。現在の再生ヘッド位
置にあるトラックポイントは、ほかのトラックポイントよりも大きく表示されます。

参考：トラックポイントが選択されていない状態で Delete キーを押すと、パス全体が削除されます。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

 • Delete キーを押して、再生ヘッドの現在位置にあるトラックポイントを削除します。

 • トラックポイントの削除を始めるフレームに再生ヘッドを移動して、Delete キーを押します。

アクティブなキーフレームだけが削除されます。
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解析の完了後にキャンバスで不正なトラックポイントを削除する
キャンバスで不正なトラックポイントを削除することもできます。キャンバスのトラックポイントは、「キーフレームエ
ディタ」のキーフレームを表します。

 1 トラッキング解析が完了していて、トラッキングビヘイビアが選択された状態で、削除するトラックポイント（または
複数のトラックポイントの先頭）のあるフレームに再生ヘッドを移動します。

 2 ツールバーで、「項目を調整」ツールが選択されていることを確認します。

 3 キャンバスでトラックポイントがアクティブであることを確認します。

アクティブなトラックポイントがよく分かるように、キャンバスをズームインすることもできます。現在の再生ヘッド位
置にあるトラックポイントは、ほかのトラックポイントよりも大きく表示されます。

 4 Delete キーを押します。 

キーを押すたびにトラックポイントが 1 つ取り除かれます。

ヒント：トラックポイントが削除される方向は、「ビヘイビア」インスペクタの「逆方向」チェックボックスによって決
まります。逆方向がオフの場合は、トラックポイントを削除するたびに再生ヘッドがクリップの先頭方向に移動します。
逆方向がオンの場合は、トラックポイントを削除するたびに再生ヘッドがクリップの終わりの方向に移動します。

「Motion」からヒントを得る
提案されたトラッキングポイントを「Motion」で表示することができます。提案されたトラッキング参照ポイントを
表示するには、キャンバスに 1 つ以上のトラックが必要です。

 m Option キーを押したままキャンバス内のトラックをクリックし、マウスボタンを押して保持します。

提案された参照ポイントは、キャンバスのフッテージおよび拡大画面に小さい赤色のプラス記号として表示されます。

提案されたポイントに向かってトラックを動かすと、トラックがそのポイントにスナップします。提案されたポイントが、
クリップ内のトラッキング対象特性にとって必ずしも理想的な参照ポイントであるとは限りません。「Motion」は、単
に、トラックポイント条件を満たす現在のフレーム内の位置（ハイコントラスト領域など）を選択しているにすぎませ
ん。
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トラッキング結果を向上させる高度な方法
以下の高度なテクニックを使うと、トラッキング結果が向上します。

「キーフレームエディタ」でトラックカーブをスムージングする
「キーフレームの間引き」機能を使って、トラックをスムージングできます。カーブをスムージングする前に、（バック
アップとして）ビヘイビアを「ライブラリ」にコピーするか、プロジェクト内でビヘイビアを複製することをお勧めし
ます。

次のグラフでは、すべてのフレームにキーフレームが配置されていて、曲線がギザギザしていることが分かります。
以下の例では、この曲線をスムーズにする方法を示します。

 1 「キーフレームエディタ」で、パラメータの 5 番目の列をクリックしてアニメーションメニューを開いてから、「キー
フレームを間引く」を選択します。

「キーフレームを間引く」ダイアログが表示されます。

キーフレームの間引きにより、間引きアルゴリズムがパラメータのキーフレームに適用されます。これは、カーブの
形状をほぼ同じに保ったまま、キーフレームの数を減らします。間引きアルゴリズムは 2 通りの方法で調整できます。
「エラーの許容度」を大きくすると、キーフレームの数が少なくなり、「スムージング（フレーム数）」を大きくする
と、キーフレーム値間のカーブがより滑らかになります。

この例では 5 を使用します。つまり、評価されているポイントを中心とした 5 つのトラックポイントを使用して、現
在のポイントの新しい、スムージングされた値を計算します。これは、標準のガウス（釣鐘曲線タイプ）フィルタで
す。つまり、「スムージング」の値を 5 に設定してフレーム 12 の値を計算すると、フレーム 10、11、12、13、14 
が考慮されます。「スムージング」を 3 に設定すると、アルゴリズムでフレーム 11、12、13 が使用されます。「ス
ムージング」の値を大きくすると、より多くのポイントがカーブ内のポイントごとに考慮され、より多くの計算が実行
されます。

 2 「キーフレームを間引く」ダイアログで、値を設定します。

ダイアログのスライダまたは値スライダを調整すると、それに合わせて「キーフレームエディタ」のカーブが変更さ
れます。これで、曲線上のキーフレームが少なくなり、曲線がスムーズになります。

 3 「OK」をクリックします。
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「平均化」パラメータビヘイビアをトラックカーブに適用する
「平均化」パラメータビヘイビアを「キーフレームエディタ」のトラックカーブに適用してスムージングするという方
法もあります。このビヘイビアにより、あるキーフレーム値から別のキーフレーム値へのトランジションがスムーズ
になります。平均化された動きは、より流動的になります。

 m 「キーフレームエディタ」のパラメータリストで、Control キーを押したままパラメータ名をクリックして、ショートカッ
トメニューから「平均化」を選択します。

トラックが平均化されます。これは、「キーフレームエディタ」でキーフレームの背後に表示される簡略化されたカー
ブを見ると確認できます。

「平均化」パラメータビヘイビアの使いかたについて詳しくは、327 ページの平均化を参照してください。

トラックをキーフレームに変換する
「マッチムーブ」ビヘイビア、「スタビライズ」ビヘイビア、または「スタビライズ解除」ビヘイビアによって記録また
は参照されたトラッキングデータを、変形されたオブジェクトのキーフレームに「変換」することができます。トラッ
キングキーフレームがトラッキングされたオブジェクトに適用され、ビヘイビアが削除されます。これにより、「キー
フレームエディタ」でアニメーションカーブを変更できるようになります。

「動きを解析」ビヘイビアでイメージは変形されないため、解析されたトラックをキーフレームに変換することはでき
ません。ただし、「動きを解析」ビヘイビアのデータを参照する「マッチムーブ」ビヘイビアや「スタビライズ」ビ
ヘイビアはキーフレームに変換することができます。

 1 変換する「マッチムーブ」ビヘイビア、「スタビライズ」ビヘイビア、または「スタビライズ解除」ビヘイビアを選
択します。

 2 「オブジェクト」＞「キーフレームに変換」と選択します（または、Command ＋ K キーを押します）。

変換を確認するダイアログが表示されます。

 3 「OK」をクリックします。

ビヘイビアが編集可能なキーフレームに変換され、トラッキングビヘイビアが削除されます。

ビヘイビアをキーフレームに変換する方法について詳しくは、307 ページのビヘイビアをキーフレームに変換するを
参照してください。「キーフレームエディタ」の使いかたについて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要
を参照してください。

先読みフレームを定義する
「動きを解析」ビヘイビアを使用すると、参照パターンの後方フレームにある目的の場所にトラックを導くことができ
ます。このツールは、以下のようなタイプのクリップに適しています。

 • 高速で移動する特性を含むクリップ

 • 比較的直線状のベクトルで移動する対象物を含むクリップ（障害物の有無は問いません）

 • スウィッシュパンを含むクリップ（パン変更のたびに「先読み」トラックのリセットが必要となる場合があります）

重要：トラッキングに失敗してトラックを再配置する場合は、さらに、キャンバス内の先読みトラックをリセットして、
新しい参照ポイントから新しいモーションベクトルを指定する必要があります。

 1 クリップに「動きを解析」ビヘイビアを適用します。

 2 キャンバスで、トラックを参照パターン上に配置します。
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以下のイメージでは、トラックが車のフロントバンバー上の参照パターンに配置されています。

Tracker

 3 「ビヘイビア」インスペクタで、「先のフレームを見る」スライダまたは値スライダを使用して、トラックが先読みす
るフレームの数を指定します。

参考：「先のフレームを見る」スライダの最大値のデフォルトは 10 フレームです。ただし、隣接する値スライダを
使用して、さらに多くのフレーム数を入力することができます。

 4 Command キーを押したままキャンバス内のトラックをクリックし、参照パターンがクリップ内で移動している方向に
ドラッグします。

Command キーを押したままトラックポイントをドラッグすると、「先のフレームを見る」パラメータで指定したフ
レームが拡大表示されます。

 5 先読みトラックを参照パターン上に配置したら、マウスボタンを放します。

「解析」ボタンをクリックすると、新しい参照ポイントがトラッキングパターンとして使用されます。

参考：「先のフレームを見る」は、逆方向にトラッキングするときに使用できます。トラッキングビヘイビアのパラメー
タで「逆方向」チェックボックスを選択している場合、「先のフレームを見る」パラメータを使用すると、先のフレー
ムではなく前のフレームを見ることになります。「逆方向」チェックボックスは、「動きを解析」、「トラック」（「パラ
メータ」ビヘイビアカテゴリ内）、「トラックポイント」（「シェイプ」ビヘイビアカテゴリ内）の各ビヘイビアでのみ使
用可能です。

記録ボタンを使用してトラックを手動で作成する
難易度の高いトラックの場合は、手動でトラック位置キーフレームを挿入して、参照パターンに対するトラックのガイ
ドにすることができます。たとえば、強いモーションブラーのあるフッテージやトラッキングパターンを部分的に隠し
ているオブジェクトのあるフッテージがある場合、トラック位置キーフレームを手動で作成してトラックのガイドにする
ことができます。

 1 クリップに「モーショントラッキング」ビヘイビアを適用して、記録を有効にします（A キーを押します）。

 2 キャンバスで、トラッキングする参照ポイントにトラックを配置します。

ビヘイビアにトラック位置キーフレームが作成されます（「キーフレームエディタ」に表示されます）。

 3 キーフレームを設定したい次のフレームに移動します。

参考：Shift ＋→キーを押すと、10 フレーム分前方にジャンプすることができます。また、Shift ＋←キーを押すと、
10 フレーム分後方にジャンプすることができます。

 4 キャンバスで、トラッキングする参照ポイントにトラックを配置します。
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 5 トラッキングが完了するまで、手順 3 および 4 を繰り返します。

 6 「ビヘイビア」インスペクタで、手動で調整したトラックの開閉用三角ボタンをクリックし、「失敗時の動作」ポップ
アップメニューから「既存キーフレームを使用」を選択します。

 7 記録ボタンをオフにします（A キーを押します）。

 8 クリップの先頭フレームに移動し、ビヘイビアの HUD または「インスペクタ」で「解析」ボタンをクリックします。

重要：キーフレームは作成されますが、トラッキングデータを取得するためにフッテージを解析する必要があります。

記録を有効にせずにトラックを手動で作成する

 1 クリップに「モーショントラッキング」ビヘイビアを適用します。

 2 キャンバスで、トラッキングする参照ポイントにトラックを配置します。

 3 「オブジェクト」＞「位置のキーフレームを追加」と選択します。

このコマンドは、「動きを解析」、「マッチムーブ」、「スタビライズ」（手動トラックを使用）、「トラックポイント」（「シェ
イプ」ビヘイビアカテゴリ内）、「トラック」（「パラメータ」ビヘイビアカテゴリ内）の各ビヘイビアで使用できます。

参考：自動的にスタビライズされたフッテージに対して、キーフレームを作成することはできません。「領域をトラッ
ク」オプションを使用して自動スタビライズを調整するか、またはスタビライズされたフッテージをキーフレームに変
換してください。「領域をトラック」パラメータについて詳しくは、948 ページの「スタビライズ」のワークフロー を
参照してください。トラッキングデータのキーフレームへの変換について詳しくは、上の「トラックをキーフレームに
変換する」を参照してください。

 4 キーフレームを設定したい次のフレームに移動します。

トラッキングが完了するまで、手順 2 ～ 4 を繰り返します。

 5 「ビヘイビア」インスペクタで、調整したトラックの開閉用三角ボタンをクリックし、「失敗時の動作」ポップアップ
メニューから「既存キーフレームを使用」を選択します。

 6 クリップの先頭フレームに移動し、ビヘイビアの HUD または「インスペクタ」で「解析」ボタンをクリックします。

参考：「ビヘイビア」インスペクタにある「トラックのプレビュー」を使用して、キャンバスのトラックの位置を直す
こともできます。

重要：キーフレームは作成されますが、トラッキングデータを取得するためにフッテージを解析する必要があります。

遠近、大きさ、または回転のシフトをトラッキングする
サイズおよびアングルに大幅な変更が加えられたイメージに対しては、ほかにもいくつか試すことができる方法があ
ります。 

広範囲の検索領域を使う

 m 「ビヘイビア」インスペクタでトラックの開閉用三角ボタンをクリックして「検索サイズ」パラメータを表示し、値を

大きくします。 

「失敗の許容度」の値を低くする

 m 「ビヘイビア」インスペクタでトラックの開閉用三角ボタンをクリックして「失敗の許容度」パラメータを表示し、値

を低くします。「失敗の許容度」値を低くすると、トラックが不正な一致を検出する可能性が高くなります。値を大き
くすると、一致の検出がより厳密になります。

クリップの中間点で解析を始める

 m 再生ヘッドをクリップの中間フレームに移動し、クリップの最終フレームまでトラッキングしてから、中間フレームま

で戻って、クリップの先頭までトラッキングします。 
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隠れたポイントやフレーム外のポイントをトラッキングする
さまざまなトラックパラメータ設定を検証する以外にも、画面外への移動や前を横切るオブジェクトによって隠される
ことになったトラックポイントを修正する基本的なテクニックがあります。

以下のシーケンスは、オフセット・トラッキングの候補の例です。車が前方に移動しながら、1 本の木を横切ってい
ます。この木は、一時的に参照パターンを妨害しています。

参照パターンが隠れてしまったら、「トラックをオフセット」チェックボックスを使用してトラックを動かし、元の参照
パターンから別の領域の新しい参照パターンを選択します。元の参照パターンと新しいパターンの間のオフセットが
計算され、生成されたトラックパスで連続性が維持されます。

次の例では、トラックが木で隠れています。そのため、トラックを近くの参照パターンに移動し、元の参照パターン
が再び表示されるまでトラッキングを続行します。ある領域が検証される場合であっても、ポイントは別の領域に保
存されます。もう 1 つのトラッキングパターンでは、元のパターンと同じ方向に移動する必要があります。

画面上のトラックコントロールをイメージ中の障害物のない領域にオフセット（移動）する

 1 オフセット・トラックを開始するフレームに移動します。

解析中にトラッキングができなくなった場合、「Motion」では、トラッキングに失敗したフレームまで戻ります。不
正なトラックポイントには、キャンバス内で「x」印が付けられます。

不正なトラックポイント、または失敗したトラックフレームより前の任意のポイントを使用して、トラックを移動し、新
しい参照特性を選択することができます。現在の再生ヘッド位置にあるトラックポイントがキャンバス内で強調表示
されます。

The track point at the current 
playhead is highlighted.

 2 HUD または「ビヘイビア」インスペクタで、「トラックをオフセット」チェックボックスを選択します。
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参考：「トラックをオフセット」パラメータは、「動きを解析」、「マッチムーブ」、「スタビライズ」、「ポイントをトラッ
ク」、および「トラック」（パラメータ）の各ビヘイビアで使用できます。「スタビライズ」ビヘイビアでこのパラメー
タが使用可能になる前に、「インスペクタ」の「追加」ボタンを使用してトラックを追加しておく必要があります。

 3 キャンバスで、隠れていない新しい参照パターンにトラックをドラッグします。

 4 「解析」をクリックして、モーション解析を再実行します。

「Motion」が、新しいオフセット参照パターンの動きに基づいて、元のトラックポイントの軌道を引き続きキーフ
レーム化します。

ヒント：「トラックをオフセット」を使用する場合は、新しい参照パターンが元のトラッキング特性にできるだけ近く
なるようにしてください。オフセットされた特性が、元のトラッキングされた特性と同じ動きを共有し、同じ対象物
上に表示されるのが理想的です。

参考：ポインタをキャンバスのトラックの上に置くと、トラッキング解析の開始フレームがツールヒントに表示されま
す。トラックのオフセットを実行すると、トラックのオフセットを開始したフレームがツールヒントに表示されます（再
生ヘッドがトラックのオフセットの範囲内にある場合）。

リタイミングされたフッテージをトラッキングする
トラッキングタスクおよびリタイミングタスクを含むプロジェクトで作業する場合、より良い結果を得るためには、以
下のガイドラインを参照してください。

 • 「Motion」のトラックは、プロジェクトのフレームレートを使用して解析するため、トラッキング対象のフッテー
ジのフレームレートとプロジェクトのフレームレートが必ず同じになるようにしてください。たとえば、24 フレー
ム／秒（fps）でフッテージをトラッキングするには、プロジェクトのフレームレートは 24fps である必要がありま
す。トラッキング解析が完了したら、「メディア」リストにある「リタイミング」パラメータまたは「リタイミング」
ビヘイビアを使用して、クリップをリタイミングします。

 • トラッキング解析の前にフッテージをリタイミングしないでください。

 • フッテージをリタイミングした後でトラッキング解析を実行したり、さらにその後に再度フッテージをリタイミング
したりしないでください。トラッキングに悪影響が及ぶ場合があります。

参考：クリップをリタイミングした後にクリップをトラッキングするには、リタイミングしたクリップを書き出してから、
さらにそのクリップをプロジェクトに読み込んでトラッキング解析を実行します。

スタビライズを向上させる基本的な方法
「スタビライズ」ビヘイビアで使用される自動モーション解析（トラックを使用しない解析）は、リアルイメージで最
も効果を発揮します。人工的なイメージ（テクスチャがないイメージなど）を「スタビライズ」ビヘイビアの自動モー
ドで使用することはお勧めできません。激しいパンが含まれたショットもお勧めできません。

素材のスタビライズ結果を向上させるには、以下の手法を使います。

スタビライズ操作の一部にトラックを追加する
スタビライズされたクリップに、スムーズになっていない、でこぼこした部分が含まれている場合は、トラックをクリッ
プの非隣接部分に追加することができます。自動モーション解析からのスタビライズデータが、画面上のトラックを
使用して解析されたクリップの一部で上書きされます。

 1 スタビライズによるモーション解析が完了したら、クリップを再生して、トラッキング対象となる部分を決定します。

重要：必ずクリップ全体を確認してから、トラックを追加するようにしてください。「スタビライズ」ビヘイビアで最良
の結果を得るためには、有意義なデータ（つまり広範囲にわたるフレーム）が必要です。

 2 トラック解析用に「アウト」点を設定します：解析を停止するフレームに再生ヘッドを配置し、「マーク」＞「再生
範囲のアウト点にマークをつける」と選択します（または Option ＋ Command ＋ O キーを押します）。

 3 トラックを開始するフレームに再生ヘッドを配置し、次のいずれかの操作を行います：

 • フッテージにおける X 位置や Y 位置の変更を解析するには、「インスペクタ」の「追加」ボタンをクリックして、
「アンカー」トラックを追加します。
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 • X 位置や Y 位置における変更と、フッテージにおける回転と調整を解析するには、「追加」ボタンを 2 回クリッ
クして、「アンカー」トラックと「回転の調整」トラックを追加します。

 4 キャンバス内のトラッキング対象の参照パターンに新しく追加されたトラックを配置し、HUD または「インスペクタ」
の「解析」ボタンをクリックします。

指定された再生範囲がトラッキングされ、キャンバスにトラックポイントが作成されます。また、「キーフレームエディ
タ」でキーフレームがトラッキングされます。

参考：この方法を使用してクリップの非隣接部分を複数トラッキングする場合は、同じトラックを使用してトラックを
簡素化し、「キーフレームエディタ」内が乱雑にならないようにしてください。

この方法は、クリップの小さな部分にはお勧めできません。たとえば、25 フレームに対するデフォルトのスタビライ
ズや、10 フレームに対するトラック解析などです。

スムージングパラメータを変更する
クリップ内の動きをスムーズにする場合は、まず、スムージングパラメータを調整してみてください。これらのパラ
メータには、「変換（スムーズ）」、「回転（スムーズ）」、および「調整（スムーズ）」などがあります。スムージン
グパラメータの調整は、クリップを再解析しなくても実行することができます。

 m 「ビヘイビア」インスペクタの「方法」ポップアップメニューから「スムーズ」を選択してから、「変換（スムーズ）」、

「回転（スムーズ）」、「調整（スムーズ）」の各スライダを調整します。

高品質の設定でクリップを再解析する

 m クリップを解析する前は、「ビヘイビア」インスペクタで、「品質」ポップアップメニューから「高品質」を選択しま

す。

この設定では解析に時間がかかりますが、品質は高くなります。

解析データを編集する

 m 上記の解決策がどれも役に立たない場合は、「キーフレームエディタ」の「解析 .信頼度」パラメータを確認し、「信
頼度」パラメータの値が低くなっているフレームを探します。スタビライズされたオブジェクトで変換キーフレームを
作成するために、「スタビライズ」ビヘイビアをキーフレームに変換することができます。これらのキーフレームは、
その後「キーフレームエディタ」で編集することができます。「信頼度」のカーブ値が低かったフレームでいつもと
違うスパイクを作成するキーフレームを削除してみましょう。

ビヘイビアをキーフレームに変換する方法について詳しくは、961 ページのトラッキング結果を向上させる高度な方
法を参照してください。

スタビライズしたクリップから黒い枠線を取り除く
「スタビライズ」ビヘイビアを使用する場合、ショットのスムージングやスタビライズによって生じた変形により、動
きを伴う黒い枠線がイメージのエッジ周辺に表示されます。これは目的のエフェクトを得るためには必要なものです
が、最終的なショットにこのような黒い枠線が表示されるのは避けたいものです。

黒い枠線を取り除くには、以下の方法を使います。

クリップをズームする
「ビヘイビア」インスペクタにある「枠線」ポップアップメニューを使用すると、クリップをズームすることができま
す。この方法の欠点は、どのくらい拡大するかにもよりますが、イメージがぼやけてしまうことです。

 m 「ビヘイビア」インスペクタで、「枠線」ポップアップメニューから「ズーム」を選択します。

クリップがキャンバスの最大サイズまで拡大され、黒い枠線がエッジの周りに表示されなくなります。

スタビライズしたクリップを縮小／拡大する
作成したクリップを元のクリップと同じサイズで出力したい場合は、「スタビライズ」解析の後にイメージを縮小／拡
大するのが最も早い修正方法です。ただし、黒い枠線のすべてのインスタンスがフレームのエッジの外側に来るポイ
ントまでイメージを拡大しなければなりません。「ズーム」オプション（「枠線」ポップアップメニュー内）と同様に、
この方法ではイメージがぼやけます。
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参考：このワークフローは、「枠線」ポップアップの「ズーム」オプションを使用してクリップを手動でズームします。 

 1 クリップを選択し、「情報」インスペクタを開きます。

 2 「調整」パラメータを調整して、枠線がクリップのエッジに表示されないようにします。

クリップのエッジを歪める
イメージのエッジを引き伸ばしてギャップを埋めるフィルタを検証することができます。次の例では「スクレイプ」フィ
ルタを使います。（この解決策は、イメージのタイプに大きく依存するものであり、許容できない別のアーチファクト
がイメージに発生する可能性があります。）

 1 スタビライズしたクリップがあるグループを選択します。

 2 グループに「スクレイプ」フィルタを適用してから、「中心」と「回転」の各パラメータを調整します。

左のイメージは、フィルタをグループに適用したときのクリップです。右のイメージは、「中心」と「回転」の各パラ
メータを調整した結果で、黒いエッジがイメージの右側まで引き伸ばされています。

グループをトラッキングする
「Motion」ではグループにトラッキングを適用することができます。

2D または 3D グループをコーナー固定する
「マッチムーブ」ビヘイビアを使用すると、グループをコーナー固定することができます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 2D グループをコーナー固定するには、グループを選択してから、「グループ」インスペクタの「固定解像度」チェッ
クボックスを選択します。

 m 3D グループをコーナー固定するには、グループを選択してから、「グループ」インスペクタの「平坦化」チェック
ボックスを選択します。対象グループの「平坦化」が有効になっていない場合、「マッチムーブ」パラメータの「タ
イプ」ポップアップメニューに「四隅の角」オプションが表示されません。

「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」を選択すると、「情報」インスペクタにある「四隅の角」が有効に
なり、グループがラスタライズされます。ラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを
参照してください。
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上記のテクニックは、どちらを使用しても、動的なサイズ変更を伴います。結果が望ましくない場合は、グループを
書き出し、さらにグループを読み込んでから、オブジェクトをコーナー固定してください。

3D グループから視差を削除する
Z 空間でオフセットされたオブジェクトを含む 3D グループをマッチムーブすると、視差がシミュレーションされます。
視差は、遠近の変化（カメラ位置の変更など）によって生じる、遠くの背景対オブジェクトの視覚的な変化です。

 m 「グループ」インスペクタで、トラッキングされたグループに対して「平坦化」チェックボックスを選択します。

視差エフェクトが削除されます。

トラックを保存する
「Motion」で提供されているほかのビヘイビアと同様、トラッキングビヘイビアも「ライブラリ」に保存することが
できます。ただし、トラッキングビヘイビアは、トラッキングされたソースオブジェクトを参照する必要があります。そ
のため、ソースフッテージだけでなく、トラッキングビヘイビアを含むグループを「ライブラリ」に保存することをお
勧めします。

グループを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開き、グループを保存するカテゴリ（「よく使う項目」カテゴリなど）を選択します。

 2 トラッキングビヘイビアとそのソースフッテージ（トラッキング済みのもの）を含むグループを、「レイヤー」リストま
たは「タイムライン」から「ライブラリ」下部のスタックにドラッグします。

グループが「ライブラリ」カテゴリに追加されます。

ビヘイビアを「ライブラリ」に保存する

 1 「ライブラリ」を開いて、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または「ビヘイビア」のカテゴリを選択します。

 2 カスタマイズした後、保存しておきたいビヘイビアを「レイヤー」リスト、「タイムライン」、または「インスペクタ」
から、「ライブラリ」下部のスタックの中へドラッグします。

カスタマイズした項目を「ライブラリ」に保存すると、それらは「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application 
Support/Motion/Library/」フォルダに保存されます。

ビヘイビアを「ライブラリ」に保存する方法について詳しくは、308 ページのカスタムビヘイビアを保存するを参照
してください。

グループを「ライブラリ」からプロジェクトに追加する

 1 「ライブラリ」を開き、グループが含まれているカテゴリを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 既存のグループにグループをネストするには、ネスト対象のグループを、「レイヤー」リストの既存のグループに
ドラッグします。

 • グループを作成するには、対象のグループを、「レイヤー」リスト下部の何もない領域にドラッグします。

グループがプロジェクトに追加されます。

ビヘイビアを「ライブラリ」からクリップに適用する

 1 「ライブラリ」を開いて、「よく使う項目」、「よく使う項目メニュー」、または「ビヘイビア」のカテゴリを選択します。

 2 「レイヤー」リスト、「タイムライン」、またはキャンバス内のクリップにビヘイビアをドラッグします。

プロジェクト内の別のトラッキングビヘイビアを参照する

 1 「動きを解析」ビヘイビア、「マッチムーブ」ビヘイビア、「スタビライズ」ビヘイビア、または「スタビライズ解除」
ビヘイビアを追加します。

 2 トラッキングビヘイビアの HUD または「インスペクタ」で、トラッキングビヘイビアのポップアップメニューからトラッ
クを選択します。
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トラックがトラッキングビヘイビアに適用されます。

参考：「スタビライズ」ビヘイビアでは、ほかの「スタビライズ」ビヘイビアからのトラックのみがトラッキングビヘ
イビアのポップアップメニューから選択できます。

トラッキングビヘイビアのコントロール

「動きを解析」のコントロール
「動きを解析」ビヘイビアは、フッテージ（ムービーまたはイメージシーケンス）での使用を目的としています。この
ビヘイビアは、従来型の相関トラックと見なすことができます。つまり、クリップの参照パターン上に画面上のトラッ
クを配置します。指定された参照ポイントでのクリップの動きが解析され、解析されたデータがビヘイビアに保存さ
れます。記録されたデータをプロジェクトのほかのオブジェクトに適用することができます。

「動きを解析」ビヘイビアでは、入力イメージは変形されません。このビヘイビアは、「マッチムーブ」、「スタビライ
ズ」、「トラック」（パラメータ）、および「トラック」（シェイプ）の各ビヘイビアによる参照が可能なトラックを生成
するために使用します。

「動きを解析」ビヘイビアの使いかたについては、937 ページの「動きを解析」のワークフロー を参照してくださ
い。

「動きを解析」では、ほかのトラッキングビヘイビアを参照することはできません。これを適用することができるのは、
フッテージオブジェクト（QuickTime ムービーまたはイメージシーケンス）のみです。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • 動き：「動き」パラメータのグループには、「解析」コントロールと「逆方向」コントロールがあります。

 • 解析：このボタンをクリックすると、モーショントラッキング解析が開始されます。「解析」をクリックすると、
進行状況ウインドウが開き、トラッキングの進捗が表示されます。解析を停止するには、進行状況ウインドウの
「停止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押します。

トラックの先頭は、「タイムライン」におけるビヘイビアの先頭ではなく、現在の再生ヘッド位置に基づきます。

 • 逆方向：このチェックボックスを選択すると、解析の方向が反転し、現在の再生ヘッド位置からクリップの先頭
フレーム（またはトラッキングビヘイビアの先頭フレーム）まで解析されます。

参考：逆方向解析を開始したいフレームまで再生ヘッドを移動する必要があります。

 • トラック：このボタンをクリックすると、「動きを解析」ビヘイビアにトラックを追加できます。デフォルトのトラッ
クは 1 つです。新しいトラックがキャンバスの中央に追加されます。

 • トラックのプレビュー：このプレビュー領域には、選択されたトラックのトラッキング参照領域が拡大表示されま
す。このプレビューは、キャンバスでトラックの位置を調整するとアップデートされます。「トラックのプレビュー」
領域の任意の場所をドラッグして、トラックの位置を調整することができます。プレビュー領域内をドラッグする
と、それに合わせて、トラックを表す赤い十字形の周りをイメージが移動し、キャンバス内ではトラックが移動し
ます。また、Option キーを押したまま左または右にドラッグすると、パターンサイズが小さくまたは大きくなりま
す。（「トラックサイズ」スライダを調整しても同様の結果を得ることができます。）

 • トラックをオフセット：このチェックボックスでは、元の参照ポイントが一時的に非表示になっている、または画面
上から消えている場合に、新しい参照ポイントを選択できます。新しいトラッキングポイントが使用され、元の参
照ポイントと同じトラッキングパスをたどります。オフセット・トラッキングについて詳しくは、965 ページの隠れ
たポイントやフレーム外のポイントをトラッキングするを参照してください。

 • 自動ズーム：このポップアップメニューでは、キャンバスでのトラック位置を決定する際の拡大レベルを設定でき
ます。理想的なトラッキング参照パターンを検索するときにキャンバスを拡大することができます。「なし」、「2x」、
「4x」、および「8x」の 4 つのオプションがあります。

 • 自動ズームモード：このポップアップメニューでは、自動ズームされたトラックのキャンバス内での表示を設定で
きます。以下の 3 つの選択肢があります：

 • 通常：通常のパターンが表示されます。
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 • コントラスト：コントラスト検出によるトラックパターンが表示されます。

 • エッジ：エッジ検出によるトラックパターンが表示されます。

「自動ズームモード」は、キャンバス内のトラックに適用されます。また、「ビヘイビア」インスペクタの「トラッ
クのプレビュー」には表示されません。

参考：「自動ズーム」ポップアップメニューから「なし」を選択した場合、「自動ズームモード」設定による効果
はありません。

 • 先のフレームを見る：このスライダおよび値スライダでは、トラックによる解析の対象となる先のフレーム数を指
定することができます。つまり、参照ポイントの特定の位置を見るようにトラックに指示することができます。この
機能は、速い速度で動くオブジェクトを含むフッテージに便利です。そのようなフッテージでは、参照ポイントがト
ラックから急速に離れる可能性があるからです。「先のフレームを見る」の使いかたについて詳しくは、961 ペー
ジのトラッキング結果を向上させる高度な方法を参照してください。

 • 「トラック」リスト：このリストには、ビヘイビアに含まれているトラックが表示されます。「動きを解析」ビヘイビ
アでは、このリスト内のトラックを、トラック 1、トラック 2 などと呼びます。トラックを無効にするには、チェック
ボックスの選択を解除します。トラックを取り除くには、「取り除く」ボタンをクリックします。無効になったトラッ
クは解析されません。トラック名の隣にある開閉用三角ボタンをクリックすると、以下の追加パラメータが表示さ
れます：

 • 位置：このパラメータには、トラックの X 位置と Y 位置が表示されます。X 位置は左の値スライダで、Y 位置
は右の値スライダで確認します。開閉用三角ボタンをクリックすると、ラベルの付いた位置値スライダが表示さ
れます。

 • トラックサイズ：このスライダを使用して、トラックのパターンの検索サイズを（ピクセル単位で）調整します。
トラックサイズを調整すると、「トラックのプレビュー」がアップデートされて、新しいトラックサイズが表示され
ます。キャンバスのトラックでは視覚的な変化はありません。 

パラメータを表示せずに「トラックサイズ」を調整するには、「トラックのプレビュー」領域で Option キーを押
したまま左へドラッグしてトラックサイズを小さくするか、Option キーを押したまま右へドラッグしてトラックサイ
ズを大きくします。 

 • 検索サイズ：このスライダを使用して、トラックの検索領域のサイズを増減します。「Motion」では、キャン
バスでトラックを設定する際に検索領域のサイズを指定しません。デフォルトの検索サイズを変更するには、こ
のスライダまたは値スライダを使用します。「検索サイズ」を 200 パーセントに設定すると、トラックの検索領
域がデフォルトの検索領域のサイズの 2 倍になります。

 • 失敗の許容度：このパラメータを使用して、トラックのエラーの許容量（信頼度値）を定義します。つまり、ト
ラックが参照特性に一致可能であると判断する際のスコアを定義します。スコアを上回った場合、トラックは一
致を受け入れます。スコアを下回った場合、トラックは一致を拒否します。一致が拒否されると、「失敗時の動
作」が有効になります。

 • 失敗時の動作：このポップアップメニューを使用して、トラックの信頼度値が「失敗の許容度」の値を下回っ
た場合の動作を指定します。以下のオプションがあります。

 • 自動再試行：トラックがより広範な検索領域で参照パターンを検索します。パターンが見つからなかった場合は
「予測」オプションに切り替えられます。「自動再試行」は、失敗時のデフォルトの動作です。

 • 停止：トラックが参照パターンを見失った場合に解析を停止します。トラッキング進行状況ダイアログの「停
止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押して解析を停止することもできます。

 • 予測：トラックが参照パターンの一致を見つけるまで、新しい検索領域を予測します。キーフレームは作成さ
れません。これは、前景オブジェクトの後ろを横切るトラッキング対象オブジェクトに最適です。

 • 予測とキー：失敗が検出された場合、トラックが最後の 2 つのキーフレームのベクトルに基づいて位置を予測
し、新しい領域でトラッキングを続行します。

 • 予測しない：トラックがそのままの位置で、クリップのフレームの進行に合わせて後続の一致を検索します。一
致の検索中にキーフレームが作成されることはありません。
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 • 既存キーフレームを使用：ガイドとして手動で作成したキーフレームがトラックに使用されます。キーフレームを
手動で追加したら、開始フレームに戻り、トラッキング解析を開始します。トラックがトラックパターンを特定す
ることが困難な場合、手動で作成したトラッキングキーフレームがトラックのガイドにするために参照されます。

 • カラー：このカラーコントロールを使用すると、画面上のトラックに新しい色を設定できます。トラックのデフォ
ルトの色は赤色です。トラックを選択すると、中心点が黄色になり、拡大画面の枠線がカラーウェルで設定した
色になります。個々のカラーチャンネル（トラックの不透明度を含む）を調整するには、開閉用三角ボタンをク
リックします。

「マッチムーブ」のコントロール
「マッチムーブ」ビヘイビアは、多数のオブジェクトタイプ（グループ、カメラ、シェイプ、パーティクルエミッタなど）
に適用することができます。

重要：「マッチムーブ」ビヘイビアをグループに適用するときは、解析対象のフッテージがトラッキング対象のグルー
プの外にあるようにしてください。

「マッチムーブ」を使用する（そしてそのパラメータにアクセスする）には、プロジェクトに前景オブジェクトと背景オ
ブジェクトが含まれている必要があります。「マッチムーブ」ビヘイビアの使いかたについては、939 ページの「マッ
チムーブ」の基本ワークフローを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ソース：マッチムーブ対象のソースオブジェクトをこのウェルにドラッグします。ソースオブジェクトは、別のトラッ
キングビヘイビアでも、アニメーションオブジェクトでも、フッテージオブジェクトでもかまいません。「マッチムー
ブ」ビヘイビアをオブジェクトに追加すると、「レイヤー」リスト内のビヘイビアの下にあるアニメーションオブジェ
クト、記録済みオブジェクト、またはフッテージオブジェクトのうち、最も近いオブジェクトがこのウェルに表示さ
れます。「ソース」ウェルを消去するには、項目をウェルの外までドラッグして、マウスボタンを放します。

フッテージ以外のオブジェクト（シェイプやマスクなど）を「ソース」ウェルにドロップすると、「マッチムーブ」で
トラックを使用できなくなります。

参考：「マッチムーブ」ビヘイビアをマスクに適用すると、マスクされたオブジェクトがソースとして選択されます。

 • 「アクション」ポップアップメニュー：プロジェクト内のトラッキングデータ（ほかのトラッキングビヘイビアから取
得したもの）のリストから選択します。

 • 動き：「動き」パラメータには「解析」および「逆方向」コントロールがありますが、これらはトラッキングソース
（フッテージ）がソースウェルにある場合に表示されます。

 • 解析：モーショントラッキング解析を開始するには、「解析」ボタンをクリックします。「解析」をクリックすると、
進行状況ウインドウが開き、トラッキングの進捗が表示されます。解析を停止するには、進行状況ウインドウの
「停止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押します。トラックの先頭は、「タイムライン」におけるビヘイビ
アの先頭ではなく、現在の再生ヘッド位置に基づきます。

 • 逆方向：「逆方向」チェックボックスを選択すると、クリップが現在の再生ヘッド位置からクリップの先頭フレーム
（またはトラッキングビヘイビアの先頭フレーム）まで解析されます。

参考：逆方向解析を開始したいフレームまで再生ヘッドを移動する必要があります。

 • タイプ：このポップアップメニューでは、1 ポイント・トラッキング、2 ポイント・トラッキング、または 4 ポイン
ト・トラッキングを選択できます。次の 2 つのオプションがあります：

 • 変形：このオプションを選択すると、1 ポイント・トラッキングまたは 2 ポイント・トラッキングを使用して、適
用先オブジェクトを変形することができます。

 • 四隅の角：このオプションを選択すると、4 ポイント・トラッキングを使用して、適用先オブジェクトをコーナー
固定することができます。このオプションを選択すると、「方向」パラメータと「調整」パラメータが使用できな
くなります。
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重要：「マッチムーブ」が 3D グループまたはマスクに適用されている場合、「四隅の角」オプションは使用でき
ません。3D グループをコーナー固定するには、「グループ」インスペクタの「平坦化」チェックボックスを選択
します。

 • 方向：このポップアップメニューでは、記録された動きを適用先オブジェクトに適用するときの次元（水平と垂直
（X と Y）、水平（X のみ）、または垂直（Y のみ））を指定することができます。

 • 変形：このポップアップメニューを使用して、適用先オブジェクト（「マッチムーブ」ビヘイビアの適用先オブジェ
クト）の動きかたを設定します。次の 2 つのオプションがあります：

 • ソースに吸着：このオプションを選択すると、前景オブジェクトが、記録されたトラックまたはアニメーション
ソースに固定されます。「ソースに吸着」は、ソースオブジェクトを調整または回転するとき、適用先オブジェ
クトをソースオブジェクト上の位置に貼り付ける場合に使用します。トラックの適用前に適用先オブジェクトに
存在したすべてのアニメーションは、「調整」のパラメータ（「位置」、「調整」、および「回転」）を使用するこ
とで保持できます。これらのパラメータは、「タイプ」ポップアップメニューで「変形」を選択した場合に使用
できます。

参考：適用先オブジェクトがソースオブジェクトの動きに吸着されていても、適用先オブジェクトの位置は変更可
能です（ソースオブジェクトからオフセット）。

次の例では、「マッチムーブ」が赤いカプセル剤のシェイプに適用されており、アニメートされた白い矢印がソー
スオブジェクトとして使用されています。白い矢印には「スピン」ビヘイビアが適用されており、矢印は時計回り
にスピンしています。また、矢印のアンカーポイントは、矢印の下部に配置されます（矢印の先端とは反対側の
端）。

Arrow’s anchor point

「変形」ポップアップメニューから「ソースに吸着」を選択し、「調整」パラメータ行で「位置」および「回転」
を選択すると、赤いシェイプは矢印の動きに一致するように、矢印の 1 つの場所（この例では矢印の先端）に固
定されます。

 • ソースに合わせる：このオプションを選択すると、適用先オブジェクトが、記録されたトラックまたはアニメー
ションソースを模倣するようになります。トラックの適用前に前景オブジェクトに存在していたアニメーションは、
「調整」パラメータで「位置」、「回転」、または「調整」を選択することでトラックに追加できます。

参考：「ソースに吸着」と同様、適用先オブジェクトの位置を変更することができます（ソースオブジェクトからオ
フセット）。さらに、適用先オブジェクトを調整したり、回転したりすることもできます。
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以下のイメージでは、「変形」ポップアップメニューから「ソースに合わせる」を選択し、「調整」パラメータ行で
「位置」および「回転」を選択しています。赤いシェイプは白い矢印上の位置にはロックされていませんが、矢
印のアニメーションを模倣しています。

「ソースに合わせる」を使用すると、「情報」インスペクタでトラッキングされたオブジェクトを変形することがで
きます。たとえば、コーナー固定されたオブジェクトの縮小／拡大、位置、または回転を変更することができます。
「四隅の角」を使用した場合と同様、「ソースに合わせる」でも、前景のイメージを調整することなく、トラック
を調整することができます。

 • 調整：このパラメータを使用して、適用先オブジェクトに適用する変形のタイプを設定します。

 • 位置：有効にすると、ソース（または背景）オブジェクトの位置が適用先（または前景）オブジェクトに適用
され、「アンカー」（位置）トラックがオンになります。

 • 調整：有効にすると、ソース（または背景）オブジェクトの調整が適用先（または前景）オブジェクトに適用
されます。エフェクトを有効にするには、ソーストラックに、このパラメータの調整データが含まれている必要
があります。「調整」を有効にすると、「回転の調整」トラックがオンになります。

 • 回転：有効にすると、ソース（または背景）オブジェクトの回転が適用先（または前景）オブジェクトに適用
されます。エフェクトを有効にするには、ソーストラックに、このパラメータの回転データが含まれている必要
があります。「回転」を有効にすると、「回転の調整」トラックがオンになります。

 • トラックのプレビュー：このプレビュー領域は、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にの
み表示されます。このプレビューを使用すると、選択されたトラックのトラッキング参照領域を拡大表示できます。
このプレビューは、キャンバスでトラックの位置を調整するとアップデートされます。「トラックのプレビュー」領域
の任意の場所をドラッグしても、トラックの位置を調整することができます。プレビュー領域内をドラッグすると、
それに合わせて、プレビュー内ではイメージが赤い十字形の周りを移動し、キャンバス内ではトラックが移動しま
す。

 • トラックをオフセット：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表
示されます。トラックの参照ポイントが一時的に非表示になっている、または画面上から消えている場合、このパ
ラメータを使用すると、元の参照ポイントと同じトラッキングパスをたどる別の参照ポイントを選択することができ
ます。オフセット・トラッキングについて詳しくは、965 ページの隠れたポイントやフレーム外のポイントをトラッ
キングするを参照してください。

 • 自動ズーム：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表示されま
す。このポップアップメニューからオプションを選択して、キャンバスでのトラック位置を決定する際に拡大レベル
を設定したり、理想的なトラッキング参照パターンを検索するときにキャンバスを拡大したりします。「なし」、「2x」、
「4x」、および「8x」の 4 つのオプションがあります。

 • 自動ズームモード：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表示
されます。自動ズームされたトラックのキャンバス内での表示を設定するには、このポップアップメニューからオ
プションを選択します。以下の 3 つの選択肢があります：

 • 通常：通常のパターンが表示されます。

 • コントラスト：コントラスト検出によるトラックパターンが表示されます。

 • エッジ：エッジ検出によるトラックパターンが表示されます。「自動ズームモード」は、キャンバス内のトラック
に適用されます。また、「ビヘイビア」インスペクタの「トラックのプレビュー」には表示されません。「自動
ズーム」ポップアップメニューから「なし」を選択した場合、「自動ズームモード」設定による効果はありませ
ん。
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 • 先のフレームを見る：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表
示されます。このスライダおよび値スライダでは、トラックによる解析の対象となる先のフレーム数を指定するこ
とができます。つまり、参照ポイントの特定の位置を見るようにトラックに指示することができます。この機能は、
速い速度で動くオブジェクトを含むフッテージに便利です。そのようなフッテージでは、参照ポイントがトラックか
ら急速に離れる可能性があるからです。「先のフレームを見る」の使いかたについて詳しくは、961 ページのト
ラッキング結果を向上させる高度な方法を参照してください。

 • アンカー／回転の調整：1 ポイント・トラッキングまたは 2 ポイント・トラッキングが有効になっている場合（「タ
イプ」ポップアップメニューから「変形」が選択されている場合）に使用することができます。これらのチェック
ボックスを使用して、「アンカー」トラックおよび「回転の調整」トラックのオン／オフを切り替えます。この「ア
ンカー」トラックによって、位置データが記録されます。「調整」パラメータで「位置」を有効にすると、「アン
カー」トラックがオンになります。回転および調整のデータは、「アンカー」トラックと「回転の調整」トラックの
間の関係を使用して記録されます。「調整」パラメータの「調整」または「回転」を有効にすると、「回転の調
整」トラックがオンになります。

「マッチムーブ」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参照すると、「アンカー」トラックは「ア
ンカー」ポップアップメニューになります。同様に、「回転の調整」トラック（存在する場合）は「回転の調整」
ポップアップメニューになります。「アンカー」または「回転の調整」の開閉用三角ボタンをクリックすると、以下
の追加パラメータが表示されます：

 • 位置：トラックの X 位置と Y 位置が表示されます。X 位置は左の値スライダで、Y 位置は右の値スライダで確
認します。開閉用三角ボタンをクリックすると、ラベルの付いた位置値スライダが表示されます。

 • トラックサイズ：このスライダを使用して、トラックのパターンの検索サイズを（ピクセル単位で）調整します。
トラックサイズを調整すると、「トラックのプレビュー」がアップデートされて、新しいトラックサイズが表示され
ます。キャンバスのトラックでは視覚的な変化はありません。 

パラメータを表示せずに「トラックサイズ」を調整するには、「トラックのプレビュー」領域で Option キーを押
したまま左へドラッグしてトラックサイズを小さくするか、Option キーを押したまま右へドラッグしてトラックサイ
ズを大きくします。

 • 検索サイズ：このスライダまたは値スライダを使用して、トラックの検索領域のサイズを増減します。「Motion」
では、キャンバスでトラックを設定する際に検索領域のサイズを指定しません。デフォルトの検索サイズを変更
するには、このスライダまたは値スライダを使用します。「検索サイズ」を 200 パーセントに設定すると、ト
ラックの検索領域がデフォルトの検索領域のサイズの 2 倍になります。

 • 失敗の許容度：このパラメータを使用して、トラックのエラーの許容量（信頼度値）を定義します。つまり、ト
ラックが参照特性に一致可能であると判断する際のスコアを定義します。スコアを上回った場合、トラックは一
致を受け入れます。スコアを下回った場合、トラックは一致を拒否します。一致が拒否されると、「失敗時の動
作」が有効になります。

 • 失敗時の動作：このポップアップメニューを使用して、トラックの信頼度値が「失敗の許容度」の値を下回っ
た場合の動作を指定します。以下のオプションがあります。

 • 自動再試行：トラックがより広範な検索領域で参照パターンを検索します。パターンが見つからなかった場合は
「予測」オプションに切り替えられます。「自動再試行」は、失敗時のデフォルトの動作です。

 • 停止：トラックが参照パターンを見失った場合に解析を停止します。トラッキング進行状況ダイアログの「停
止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押して解析を停止することもできます。

 • 予測：トラックが参照パターンの一致を見つけるまで、新しい検索領域を予測します。キーフレームは作成さ
れません。これは、前景オブジェクトの後ろを横切るトラッキング対象オブジェクトに最適です。

 • 予測とキー：失敗が検出された場合、トラックが最後の 2 つのキーフレームのベクトルに基づいて位置を予測
し、新しい領域でトラッキングを続行します。

 • 予測しない：トラックがそのままの位置で、クリップのフレームの進行に合わせて後続の一致を検索します。一
致の検索中にキーフレームが作成されることはありません。
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 • 既存キーフレームを使用：既存のキーフレームがトラックに使用されます。トラック位置キーフレームを手動で
作成した場合に、このオプションを使用してトラックのガイドにします。キーフレームを手動で追加したら、開
始フレームに戻り、トラッキング解析を開始します。トラックがトラックパターンを特定できない場合、手動で作
成したトラッキングキーフレームがトラックのガイドにするために参照されます。

 • カラー：画面上のトラックの色を設定するには、このオプションをクリックするか、Control キーを押したまま
カラーウェルをクリックします。または、スポイトをクリックし、キャンバスで色を選択します。トラックのデフォ
ルトの色は赤色です。トラックを選択すると、中心点が黄色になり、拡大画面の枠線がカラーウェルで設定し
た色になります。個々のカラーチャンネル（トラックの不透明度を含む）を調整するには、開閉用三角ボタン
をクリックします。

 • 回転の調整（ポップアップメニュー）：「マッチムーブ」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参
照すると、「回転の調整」トラックは「回転の調整」ポップアップメニューになります。トラックのサブパラメータ
が、ポップアップメニューで置き換えられます。このポップアップメニューを使用することにより、参照されたビヘ
イビア（「回転の調整」トラックとして適用したいビヘイビア）からトラックを設定することができます。デフォル
トでは、トラック 2 が「回転の調整」トラックとして適用されます。参照されたビヘイビアにトラックが 1 つしか
ない場合は、トラック 1 が「アンカー」と「回転の調整」の両方に適用されます。

 • アンカー（ポップアップメニュー）：「マッチムーブ」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参照
すると、「アンカー」トラックチェックボックスは「アンカー」トラックになります。トラックのサブパラメータが、
ポップアップメニューで置き換えられます。このポップアップメニューを使用することにより、参照されたビヘイビ
ア（「アンカー」トラックとして適用したいビヘイビア）からトラックを選択することができます。デフォルトでは、
参照されたビヘイビアのトラック 1 が「アンカー」トラックとして適用されます。参照されたビヘイビアにトラック
が 1 つしかない場合は、トラック 1 が「アンカー」と「回転の調整」の両方に適用されます。

「マッチムーブ」で別のビヘイビアを参照すると、参照されたビヘイビアのトラックが「マッチムーブ」のトラック
に適用されます。

 • 左上：4 ポイント・トラッキングが有効になっていて（「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」が選択さ
れている場合）、「マッチムーブ」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参照している場合に使
用可能です。このポップアップメニューでは、左上トラックとして適用したい参照ビヘイビアからトラックを選択す
ることができます。

 • 右上：4 ポイント・トラッキングが有効になっていて（「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」が選択さ
れている場合）、「マッチムーブ」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参照している場合に使
用可能です。このポップアップメニューでは、右上トラックとして適用したい参照ビヘイビアからトラックを選択す
ることができます。

 • 右下：4 ポイント・トラッキングが有効になっていて（「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」が選択さ
れている場合）、「マッチムーブ」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参照している場合に使
用可能です。このポップアップメニューでは、右下トラックとして適用したい参照ビヘイビアからトラックを選択す
ることができます。

 • 左下：4 ポイント・トラッキングが有効になっていて（「タイプ」ポップアップメニューから「四隅の角」が選択さ
れている場合）、「マッチムーブ」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参照している場合に使
用可能です。このポップアップメニューでは、左下トラックとして適用したい参照ビヘイビアからトラックを選択す
ることができます。
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「スタビライズ」のコントロール
「スタビライズ」ビヘイビアでは、「マッチムーブ」ビヘイビアおよび「動きを解析」ビヘイビアとは異なる方法を使
用して、クリップ内の動きを解析します。通常、クリップのスタビライズにはトラックを使用しません。このビヘイビ
アは、高度な方法で動きを予測するものであり、あるフレーム内の全ピクセルが後続フレームにトラッキングされま
す。この解析に基づいて、動きのベクトルが計算されます。解析は、クリップ全体に対して、またはトラック領域に
対して実行することができます。トラック領域とは、解析対象クリップのうち、ユーザが定義した領域を指します。

解析の結果、何らかの修正が必要となった場合、クリップの非連続時間領域に対してトラッキングを手動で実行する
ことができます。たとえば、追加したカメラバンプがフレーム 350 から 380 までの範囲に影響する場合は、トラッ
クを追加し、クリップの該当部分を解析することができます。解析で記録されたデータは、クリップをさらにスムーズ
にするため、トラッキングで記録されたデータに追加されます。

「スタビライズ」ビヘイビアは、クリップ内での水平、垂直、または水平と垂直の動きを考慮するだけでなく、位置、
調整、および回転も検証します。「スタビライズ」ビヘイビアを適用することができるのは、フッテージオブジェクト
（QuickTime ムービーまたはイメージシーケンス）のみです。

「スタビライズ」ビヘイビアの使いかたについては、948 ページの「スタビライズ」のワークフロー を参照してくだ
さい。

参考：「方法」ポップアップから「スムーズ」を選択すると、HUD および「インスペクタ」で追加のパラメータが
使用可能になります。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ソース：ビヘイビアのソースオブジェクトをこのウェルにドラッグします。ソースオブジェクトは、別の「スタビラ
イズ」ビヘイビアでも、フッテージオブジェクトでもかまいません。「ソース」ウェルを消去するには、項目をウェ
ルの外までドラッグして、マウスボタンを放します。

 • 「アクション」ポップアップメニュー：プロジェクト内のトラッキングデータ（ほかのトラッキングビヘイビアから取
得したもの）のリストから選択します。

参考：「アクション」ポップアップメニューからオプションを選択すると、ソースウェルのトラックを追加するための
「追加」ボタンが使用できなくなります。 

 • 動き：モーショントラッキング解析を開始するには、「解析」ボタンをクリックします。「解析」をクリックすると、
進行状況ウインドウが開き、トラッキングの進捗が表示されます。解析を停止するには、進行状況ウインドウの
「停止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押します。

「スタビライズ」ビヘイビア（トラック不使用）を使用すると、トラックが現在の再生ヘッド位置からではなく、ク
リップの先頭から開始されます。

 • 品質：このポップアップメニューを使用して、モーション解析の詳細レベルを定義します。次の 2 つのオプション
があります：

 • 高速：このオプションを選択すると、操作が高速で実行されます。ただし、モーション解析の詳細レベルは下
がります。

 • 高品質：このオプションを選択すると、より詳細な解析が行われますが、時間がかかります。クリップに回転が
含まれる場合は、このオプションの使用をお勧めします。

 • 領域をトラック：このチェックボックスを選択すると、解析する対象物や領域を定義できます。キャンバスに赤い
オーバーレイが表示されます。このオーバーレイ以外の部分は無視されます。「領域をトラック」のオンスクリー
ンコントロールは、シェイプのオンスクリーンコントロールに似ています。

「領域をトラック」の使いかたについて詳しくは、948 ページの「スタビライズ」のワークフロー を参照してくだ
さい。

67% resize factor



 第 22 章    モーショントラッキング 978

重要：トラック領域には、動きを抽出できる領域がいくらか含まれている必要があります。トラック領域をトラッキ
ング対象オブジェクトのマスクとして使用することはできません。

 • 方法：このポップアップメニューを使用して、スタビライズをクリップに適用する方法を定義します。次の 2 つの
オプションがあります：

 • スタビライズ：この方法を使用すると、ショット内の主な対象物の動きがロックされ、動かなくなります。その
ため、トラッキングされている対象物の周りを背景が動いているように見えます。

 • スムーズ：この方法を使用すると、フレーム内での動き全般を継続したまま、カメラの視覚的な動きをスムー
ズにできます。この方法は、カメラの動きからジッタを取り除く場合に便利です。このモードが有効になってい
る場合、スムージング可能な次元ごとに以下の 3 つのスライダが提供されます。

 • 変換（スムーズ）：「方法」を「スムーズ」に設定した場合、このスライダを使って、X 次元および Y 次元での
動きをスムーズにします。

 • 回転（スムーズ）：「方法」を「スムーズ」に設定した場合、このスライダを使ってイメージの回転をスムーズに
します。

 • 調整（スムーズ）：「方法」を「スムーズ」に設定した場合、このスライダを使ってムラのあるズームをスムーズ
にします。

参考：確実にクリップをズームする場合以外、「調整（スムーズ）」に 0 より大きい値を設定しないでください。

 • 枠線：クリップをスタビライズした場合、スタビライズされたイメージに生じた変形により、動きを伴う黒い枠線
がクリップのエッジの周りに表示されることがあります。カメラのぶれが多すぎるために、スタビライズしたクリッ
プに極端な水平または垂直の動きが含まれていると、黒の枠線が非常に大きくなる場合があります。

このポップアップメニューを使用して、このように大きくなった枠線を処理する方法を定義します。次の 2 つのオ
プションがあります：

 • 標準：スタビライズされたフッテージのサイズが保持されます。動きを伴う黒い枠線は、クリップのエッジの周
りにそのまま残ります。

 • ズーム：クリップを拡大してキャンバスを埋めます。これにより、黒い枠線がエッジの周りに表示されなくなり
ます。ただし、スタビライズされたクリップが拡大されるため、画質が低下する場合があります。

ヒント：「インスペクタ」の「情報」パネルでレイヤーの縮尺または Z 位置を調整して、黒の枠線を手動で取り
除くこともできます。

 • 方向：このポップアップメニューでは、記録された動きを解析済みのイメージに適用する次元（水平と垂直（X と 
Y）、水平（X のみ）、または垂直（Y のみ））を指定します。

 • 調整：次の 3 つのボタンの組み合わせを選択して、スタビライズを適用する変形を設定します：

 • 位置：スタビライズは、解析されたイメージの位置に適用されます。

 • 調整：スタビライズは、解析されたイメージの調整に適用されます。

 • 回転：スタビライズは、解析されたイメージの回転に適用されます。

 • トラック：「追加」ボタンをクリックすると、「スタビライズ」ビヘイビアにトラックが追加されます。デフォルトで
は、トラックはキャンバスの中央に追加されます。最大で 2 つのトラックを「スタビライズ」ビヘイビアに追加す
ることができます。追加した場合は、「アンカー」を使用して X 位置や Y 位置における変更を解析し、「回転の
調整」を使用して回転と調整における変更を解析します。

トラックを「スタビライズ」ビヘイビアに追加すると、以下のようになります：

 • ｢ 領域をトラック｣パラメータが使用できなくなります。

 •「逆方向」チェックボックスが使用可能になり、クリップを後方にトラッキングできるようになります。

 •「トラックのプレビュー」、「トラックをオフセット」、「自動ズーム」、「自動ズームモード」、「先のフレームを見
る」をはじめとするトラックリストのコントロールが使用可能になります。詳しくは、970 ページの「動きを解
析」のコントロールを参照してください。

参考：別のビヘイビアをスタビライズのソースとして使用する場合、トラックを「スタビライズ」ビヘイビアに追
加することはできません。
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「スタビライズ解除」のコントロール
「スタビライズ解除」ビヘイビアは、別のオブジェクトに適用された「スタビライズ」ビヘイビアでトラッキングされ
た動きを適用する場合に使用します。このビヘイビアでは、トラッキング解析は実行されません。「スタビライズ解
除」ビヘイビアは、多数のオブジェクトタイプ（グループ、カメラ、シェイプ、パーティクルエミッタなど）に適用す
ることができます。

「スタビライズ解除」ビヘイビアの使いかたについては、950 ページの「スタビライズ解除」のワークフロー を参照
してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ソース：ビヘイビアのソースオブジェクトをこのウェルにドラッグします。ソースオブジェクトは、別の「スタビラ
イズ」ビヘイビアでも、フッテージオブジェクトでもかまいません。「ソース」ウェルを消去するには、項目をウェ
ルの外までドラッグして、マウスボタンを放します。 

「ポイントをトラック」のコントロール
「ポイントをトラック」ビヘイビアを使用すると、シェイプまたはマスク（ペイントストロークを含む）のコントロール
ポイントを、ソースクリップ上の参照特性にリンクさせることができます。さらに、「動きを解析」トラッキングビヘイ
ビア、「マッチムーブ」トラッキングビヘイビア、または「スタビライズ」トラッキングビヘイビアによって記録され
たトラッキングデータを、シェイプまたはマスクのコントロールポイントに適用することもできます。

「ポイントをトラック」ビヘイビアは、「ライブラリ」で「ビヘイビア」の「シェイプ」サブカテゴリにあります。また
はツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「シェイプ」＞「ポイントをトラック」と選択します。
「ポイントをトラック」ビヘイビアの使いかたについては、951 ページの「ポイントをトラック」のワークフロー を
参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ソース：トラックポイントのソースオブジェクトをこのウェルにドラッグするときに使用します。ソースオブジェクト
は、別のトラッキングビヘイビアでも、アニメーションオブジェクトでも、フッテージオブジェクトでもかまいませ
ん。「ソース」ウェルを消去するには、項目をウェルの外までドラッグして、マウスボタンを放します。

 • 「アクション」ポップアップメニュー：プロジェクト内のトラッキングデータ（ほかのトラッキングビヘイビアから取
得したもの）のリストから選択します。

 • 変形：このポップアップメニューを使用して、適用先オブジェクトの動きかたを選択します。次の 2 つのオプショ
ンがあります：

 • ソースに吸着：このオプションを選択すると、前景オブジェクトが、記録されたトラックまたはアニメーション
ソースに固定されます。「ソースに吸着」は、ソースオブジェクトを調整または回転するとき、適用先オブジェク
トをソースオブジェクトの特定の位置に「貼り付ける」場合に使用します。トラックの適用前に適用先オブジェ
クトに存在したすべてのアニメーションは、「調整」のパラメータ（「位置」、「調整」、および「回転」）を使用
することで保持できます。これらのパラメータは、「タイプ」ポップアップメニューで「変形」を選択した場合に
使用できます。

参考：適用先オブジェクトがソースオブジェクトの動きに吸着されていても、適用先オブジェクトをソースオブジェ
クトからオフセットすることができます。

 • ソースに合わせる：このオプションを選択すると、適用先オブジェクトが、記録されたトラックまたはアニメー
ションソースを「模倣する」ようになります。トラックの適用前に前景オブジェクトに存在していたアニメーショ
ンは、「調整」パラメータで「位置」、「回転」、または「調整」を選択することでトラックに追加できます。
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参考：「ソースに吸着」と同様、適用先オブジェクトをソースオブジェクトからオフセットすることができます。

 • 接線を揃える：このチェックボックスの選択が解除されている場合、接線は元のアングルで揃えられた状態を維
持します。このチェックボックスを選択すると、接線がソースアニメーションの変形と一致し、シェイプがその形状
に変わります。

 • 動き：「動き」パラメータには「解析」および「逆方向」コントロールがありますが、これらはトラッキングソー
ス（フッテージ）がソースウェルにある場合に表示されます。

 • 解析：モーショントラッキング解析を開始するには、「解析」ボタンをクリックします。「解析」をクリックすると、
進行状況ウインドウが開き、トラッキングの進捗が表示されます。解析を停止するには、進行状況ウインドウの
「停止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押します。トラックの先頭は、「タイムライン」におけるビヘイビ
アの先頭ではなく、現在の再生ヘッド位置に基づきます。

 • 逆方向：「逆方向」チェックボックスを選択すると、クリップが現在の再生ヘッド位置からクリップの先頭フレー
ム（またはトラッキングビヘイビアの先頭フレーム）まで解析されます。

参考：逆方向解析を開始したいフレームまで再生ヘッドを移動する必要があります。

 • トラックのプレビュー：このプレビュー領域は、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にの
み表示されます。このプレビューを使用すると、選択されたトラックのトラッキング参照領域を拡大表示できます。
このプレビューは、キャンバスでトラックの位置を調整するとアップデートされます。「トラックのプレビュー」領域
の任意の場所をドラッグしても、トラックの位置を調整することができます。プレビュー領域内をドラッグすると、
それに合わせて、プレビュー内ではイメージが赤い十字形の周りを移動し、キャンバス内ではトラックが移動しま
す。

 • トラックをオフセット：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表
示されます。トラックの参照ポイントが一時的に非表示になっている、または画面上から消えている場合、このパ
ラメータを使用すると、元の参照ポイントと同じトラッキングパスをたどる別の参照ポイントを選択することができ
ます。オフセット・トラッキングについて詳しくは、965 ページの隠れたポイントやフレーム外のポイントをトラッ
キングするを参照してください。

 • 自動ズーム：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表示されま
す。このポップアップメニューからオプションを選択して、キャンバスでのトラック位置を決定する際に拡大レベル
を設定したり、理想的なトラッキング参照パターンを検索するときにキャンバスを拡大したりします。「なし」、「2x」、
「4x」、および「8x」の 4 つのオプションがあります。

 • 自動ズームモード：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表示
されます。自動ズームされたトラックのキャンバス内での表示を設定するには、このポップアップメニューからオ
プションを選択します。以下の 3 つの選択肢があります：

 • 通常：通常のパターンが表示されます。

 • コントラスト：コントラスト検出によるトラックパターンが表示されます。

 • エッジ：エッジ検出によるトラックパターンが表示されます。「自動ズームモード」は、キャンバス内のトラック
に適用されます。また、「ビヘイビア」インスペクタの「トラックのプレビュー」には表示されません。「自動
ズーム」ポップアップメニューから「なし」を選択した場合、「自動ズームモード」設定による効果はありませ
ん。

 • 先のフレームを見る：このパラメータは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表
示されます。このスライダおよび値スライダでは、トラックによる解析の対象となる先のフレーム数を指定するこ
とができます。つまり、参照ポイントの特定の位置を見るようにトラックに指示することができます。この機能は、
速い速度で動くオブジェクトを含むフッテージに便利です。そのようなフッテージでは、参照ポイントがトラックか
ら急速に離れる可能性があるからです。「先のフレームを見る」の使いかたについて詳しくは、961 ページのト
ラッキング結果を向上させる高度な方法を参照してください。
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 • 「トラック」リスト：トラックは、ソースウェルにトラッキングソース（フッテージ）がある場合にのみ表示されます。
「トラック」リストには、ビヘイビアのトラックが「トラック 1」、「トラック 2」などと表示されます。トラックの数
は、「ポイントをトラック」ビヘイビアが適用されたシェイプのコントロールポイントの数によって決まります。た
とえば「ポイントをトラック」ビヘイビアが 12 個のコントロールポイントを持つシェイプに追加されると、12 個
のトラックがトラックリストに表示されます。

別のトラックが参照されると、トラックリストは「コントロールポイント」ポップアップメニューに置き換わります。

トラックを無効にするには、チェックボックスの選択を解除します。トラックを取り除くには、「取り除く」ボタンを
クリックします。無効になったトラックは、トラッキングでは解析されません。

トラック名の隣にある開閉用三角ボタンをクリックすると、以下の追加パラメータが表示されます：

 • 位置：このパラメータには、トラックの X 位置と Y 位置が表示されます。X 位置は左の値スライダで、Y 位置
は右の値スライダで確認します。開閉用三角ボタンをクリックすると、ラベルの付いた位置値スライダが表示さ
れます。

 • トラックサイズ：このスライダを使用して、トラックのパターンの検索サイズを（ピクセル単位で）調整します。
トラックサイズを調整すると、「トラックのプレビュー」がアップデートされて、新しいトラックサイズが表示され
ます。キャンバスのトラックでは視覚的な変化はありません。 

パラメータを表示せずに「トラックサイズ」を調整するには、「トラックのプレビュー」領域で Option キーを押
したまま左へドラッグしてトラックサイズを小さくするか、Option キーを押したまま右へドラッグしてトラックサイ
ズを大きくします。

 • 検索サイズ：このスライダまたは値スライダを使用して、トラックの検索領域のサイズを増減します。「Motion」
では、キャンバスでトラックを設定する際に検索領域のサイズを指定しません。デフォルトの検索サイズを変更
するには、このスライダまたは値スライダを使用します。「検索サイズ」を 200 パーセントに設定すると、ト
ラックの検索領域がデフォルトの検索領域のサイズの 2 倍になります。

 • 失敗の許容度：このパラメータを使用して、トラックのエラーの許容量（信頼度値）を定義します。つまり、ト
ラックが参照特性に一致可能であると判断する際のスコアを定義します。スコアを上回った場合、トラックは一
致を受け入れます。スコアを下回った場合、トラックは一致を拒否します。一致が拒否されると、「失敗時の動
作」が有効になります。

 • 失敗時の動作：このポップアップメニューを使用して、トラックの信頼度値が「失敗の許容度」の値を下回っ
た場合の動作を指定します。以下のオプションがあります。

 • 自動再試行：トラックがより広範な検索領域で参照パターンを検索します。パターンが見つからなかった場合は
「予測」オプションに切り替えられます。「自動再試行」は、失敗時のデフォルトの動作です。

 • 停止：トラックが参照パターンを見失った場合に解析を停止します。トラッキング進行状況ダイアログの「停
止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押して解析を停止することもできます。

 • 予測：トラックが参照パターンの一致を見つけるまで、新しい検索領域を予測します。キーフレームは作成さ
れません。これは、前景オブジェクトの後ろを横切るトラッキング対象オブジェクトに最適です。

 • 予測とキー：失敗が検出された場合、トラックが最後の 2 つのキーフレームのベクトルに基づいて位置を予測
し、新しい領域でトラッキングを続行します。

 • 予測しない：トラックがそのままの位置で、クリップのフレームの進行に合わせて後続の一致を検索します。一
致の検索中にキーフレームが作成されることはありません。

 • 既存キーフレームを使用：トラック位置キーフレームを手動で作成した場合にこのオプションを使用してトラッ
クのガイドにします。キーフレームを手動で追加したら、開始フレームに戻り、トラッキング解析を開始します。
トラックがトラックパターンを特定することが困難な場合、手動で作成したトラッキングキーフレームがトラック
のガイドにするために参照されます。

 • カラー：画面上のトラックに新しい色を設定するには、このオプションをクリックするか、Control キーを押し
たままカラーウェルをクリックします。または、スポイトをクリックし、キャンバスで色を選択します。トラックの
デフォルトの色は赤色です。トラックを選択すると、中心点が黄色になり、拡大画面の枠線がカラーウェルで設
定した色になります。個々のカラーチャンネル（トラックの不透明度を含む）を調整するには、開閉用三角ボ
タンをクリックします。
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 • コントロールポイント：「ポイントをトラック」ビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を参照すると、
「トラック」リストパラメータは「コントロールポイント」ポップアップメニューで置き換えられます。シェイプのコ
ントロールポイントごとにポップアップメニューがあります。ポップアップメニューから、そのコントロールポイント
に割り当てるトラックを選択します。

参考：参照トラックの適用後にシェイプのコントロールポイントを追加または削除するには、「インスペクタ」また
は「レイヤー」リストで「ポイントをトラック」ビヘイビアを選択して、「コントロールポイント」ポップアップ・メ
ニュー・リストを更新してください。

ヒント：シェイプ上のコントロールポイントの数を確認するには、「レイヤー」リストでシェイプを選択し、ツール
バーから「ポイントを編集」ツールを選択してから、キャンバス内のコントロールポイントをクリックします。

「トラック」のコントロール
パラメータビヘイビアの「トラック」ビヘイビアを使用すると、オブジェクト（フィルタ、シェイプ、パーティクルエ
ミッタなど）の位置パラメータをクリップの参照特性にトラッキングしたり、トラッキングデータをオブジェクトの位置
パラメータに適用したりすることができます。「トラック」パラメータビヘイビアは、「ライブラリ」で「ビヘイビア」の
「パラメータ」サブカテゴリにあります。またはツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「パ
ラメータ」＞「トラック」と選択します。

「トラックのプレビュー」、「トラックをオフセット」、「自動ズーム」、「自動ズームモード」、「先のフレームを見る」を
はじめとするトラックリストのパラメータ、およびトラックのサブパラメータについては、970 ページの「動きを解析」
のコントロールを参照してください。「トラック」パラメータビヘイビアの使いかたについては、954 ページの「ト
ラック」ビヘイビアのワークフローを参照してください。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ソース：トラックのソースオブジェクトをこのウェルにドラッグします。ソースオブジェクトは、別のトラッキングビ
ヘイビアでも、フッテージオブジェクトでもかまいません。トラックを「トラック」パラメータビヘイビアに読み込
むには、ビヘイビアを「ソース」ウェルにドラッグします。「ソース」ウェルを消去するには、項目をウェルの外
までドラッグして、マウスボタンを放します。

参考：アニメーションオブジェクトを「トラック」パラメータビヘイビアのソースとして使用することはできません。

 • 「アクション」ポップアップメニュー：プロジェクト内のトラッキングデータ（ほかのトラッキングビヘイビアから取
得したもの）のリストから選択します。

 • 変形：このポップアップメニューでは、選択した位置パラメータの動きかたを設定します。次の 2 つのオプション
があります：

 • ソースに吸着：このオプションを選択すると、オブジェクトの位置が、記録されたオブジェクトまたはアニメー
ションソースに固定されます。「ソースに吸着」は、ソースオブジェクトを調整または回転するとき、フィルタの
中心をソースオブジェクトの特定の位置に貼り付ける場合に使用します。トラックの適用前にフィルタの中心に
存在したすべてのアニメーションは、「調整」のパラメータ（「位置」、「調整」、および「回転」）を使用するこ
とで保持できます。これらのパラメータは、「タイプ」ポップアップメニューで「変形」を選択した場合に使用
できます。

参考：オブジェクトの位置がソースオブジェクトの動きに吸着されていても、その位置をソースオブジェクトから
オフセットすることができます。

 • ソースに合わせる：このオプションを選択すると、オブジェクトが、記録されたトラックまたはアニメーション
ソースを模倣するようになります。トラックの適用前に前景オブジェクトに存在していたアニメーションは、「調
整」パラメータで「位置」、「回転」、または「調整」を選択することでトラックに追加できます。

参考：「ソースに吸着」と同様、オブジェクトの位置をソースオブジェクトからオフセットすることができます。
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 • 動き：モーショントラッキング解析を開始するには、「解析」ボタンをクリックします。進行状況ウインドウにトラッ
キングの進捗が表示されます。解析を停止するには、進行状況ウインドウの「停止」ボタンをクリックするか、
Esc キーを押します。トラックの先頭は、「タイムライン」におけるビヘイビアの先頭ではなく、現在の再生ヘッド
位置に基づきます。

 • 逆方向：「逆方向」チェックボックスをクリックすると、クリップが現在の再生ヘッド位置からクリップの先頭フレー
ム（またはトラッキングビヘイビアの先頭フレーム）まで、逆方向に解析されます。

参考：逆方向解析を開始したいフレームまで再生ヘッドを移動する必要があります。

 • トラックのプレビュー：このプレビュー領域を使用すると、選択されたトラックのトラッキング参照領域が拡大表
示できます。このプレビューは、キャンバスでトラックの位置を調整するとアップデートされます。「トラックのプ
レビュー」領域の任意の場所をドラッグしても、トラックの位置を調整することができます。プレビュー領域内を
ドラッグすると、それに合わせて、プレビュー内ではイメージが赤い十字形の周りを移動し、キャンバス内ではト
ラックが移動します。

 • トラックをオフセット：トラックの参照ポイントが一時的に非表示になっている、または画面上から消えている場
合、このパラメータを使用すると、元の参照ポイントと同じトラッキングパスをたどる別の参照ポイントを選択す
ることができます。オフセット・トラッキングについて詳しくは、965 ページの隠れたポイントやフレーム外のポ
イントをトラッキングするを参照してください。

 • 自動ズーム：このポップアップメニューからオプションを選択して、キャンバスでのトラック位置を決定する際に拡
大レベルを設定したり、理想的なトラッキング参照パターンを検索するときにキャンバスを拡大したりします。「な
し」、「2x」、「4x」、および「8x」の 4 つのオプションがあります。

 • 自動ズームモード：自動ズームされたトラックのキャンバス内での表示を設定するには、このポップアップメニュー
からオプションを選択します。以下の 3 つの選択肢があります：

 • 通常：通常のパターンが表示されます。

 • コントラスト：コントラスト検出によるトラックパターンが表示されます。

 • エッジ：エッジ検出によるトラックパターンが表示されます。

「自動ズームモード」は、キャンバス内のトラックに適用されます。また、「ビヘイビア」インスペクタの「トラッ
クのプレビュー」には表示されません。

参考：「自動ズーム」ポップアップメニューから「なし」を選択した場合、「自動ズームモード」設定による効果
はありません。

 • 先のフレームを見る：このスライダおよび値スライダを使用して、トラックによる解析の対象となる「先の」フレー
ム数を指定します。つまり、参照ポイントの特定の位置を見るようにトラックに指示することができます。この機能
は、速い速度で動くオブジェクトを含むフッテージに便利です。そのようなフッテージでは、参照ポイントがトラッ
クから急速に離れる可能性があるからです。「先のフレームを見る」の使いかたについて詳しくは、961 ページ
のトラッキング結果を向上させる高度な方法を参照してください。

 • 「トラック」リスト：このリストには、ビヘイビアに含まれているトラックが表示されます。トラックを無効にするに
は、チェックボックスの選択を解除します。無効になったトラックは、トラッキングでは解析されません。別のト
ラックが参照されると、トラックリストは「トラック」ポップアップメニューに置き換わります。トラック名の隣にあ
る開閉用三角ボタンをクリックすると、以下の追加パラメータが表示されます：

 • 位置：トラックの X 位置と Y 位置が表示されます。X 位置は左の値スライダで、Y 位置は右の値スライダで確
認します。開閉用三角ボタンをクリックすると、ラベルの付いた位置値スライダが表示されます。

 • トラックサイズ：このスライダを使用して、トラックのパターンの検索サイズを（ピクセル単位で）調整します。
トラックサイズを調整すると、「トラックのプレビュー」がアップデートされて、新しいトラックサイズが表示され
ます（キャンバスのトラックでは視覚的な変化がありません）。（パラメータを表示せずに「トラックサイズ」を
調整するには、「トラックのプレビュー」領域で Option キーを押したまま左へドラッグしてトラックサイズを小
さくするか、Option キーを押したまま右へドラッグしてトラックサイズを大きくします。）
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 • 検索サイズ：このスライダまたは値スライダを使用して、トラックの検索領域のサイズを増減します。「Motion」
では、キャンバスでトラックを設定する際に検索領域のサイズを指定しません。デフォルトの検索サイズを変更す
るには、このスライダまたは値スライダを使用します。「検索サイズ」を 200 パーセントに設定すると、トラック
の検索領域がデフォルトの検索領域のサイズの 2 倍になります。

 • 失敗の許容度：このパラメータを使用して、トラックのエラーの許容量（信頼度値）を定義します。つまり、こ
のパラメータは、トラックが参照特性に一致可能であると判断する際のスコアを定義します。スコアを上回った場
合、トラックは一致を受け入れます。スコアを下回った場合、トラックは一致を拒否します。一致が拒否されると、
「失敗時の動作」が有効になります。

 • 失敗時の動作：このポップアップメニューを使用して、トラックの信頼度値が「失敗の許容度」の値を下回った
場合の動作を指定します。以下のオプションがあります。

 • 自動再試行：トラックがより広範な検索領域で参照パターンを検索します。パターンが見つからなかった場合は
「予測」オプションに切り替えられます。「自動再試行」は、失敗時のデフォルトの動作です。

 • 停止：トラックが参照パターンを見失った場合に解析を停止します。トラッキング進行状況ダイアログの「停
止」ボタンをクリックするか、Esc キーを押して解析を停止することもできます。

 • 予測：トラックが参照パターンの一致を見つけるまで、新しい検索領域を予測します。キーフレームは作成さ
れません。これは、前景オブジェクトの後ろを横切るトラッキング対象オブジェクトに最適です。

 • 予測とキー：失敗が検出された場合、トラックが最後の 2 つのキーフレームのベクトルに基づいて位置を予測
し、新しい領域でトラッキングを続行します。

 • 予測しない：トラックがそのままの位置で、クリップのフレームの進行に合わせて後続の一致を検索します。一
致の検索中にキーフレームが作成されることはありません。

 • 既存キーフレームを使用：ガイドとして手動で追加したキーフレームがトラックでの解析時に使用されます。
キーフレームを追加したら、開始フレームに戻り、トラッキング解析を開始します。トラックがトラックパターン
を特定できない場合、手動で作成したトラッキングキーフレームがトラックのガイドにするために参照されます。

 • カラー：画面上のトラックの色を設定するには、このオプションをクリックするか、Control キーを押したままカ
ラーウェルをクリックします。または、スポイトをクリックし、キャンバスで色を選択します。トラックのデフォルト
の色は赤色です。トラックを選択すると、中心点が黄色になり、拡大画面の枠線がカラーウェルで設定した色に
なります。個々のカラーチャンネル（トラックの不透明度を含む）を調整するには、開閉用三角ボタンをクリック
します。

 • 「トラック」ポップアップメニュー：「トラック」パラメータビヘイビアで別のビヘイビア（「動きを解析」など）を
参照すると、「トラック」リストパラメータは「トラック」ポップアップメニューで置き換えられます。このメニュー
から適用するトラックを選択します。トラックは、参照されるトラッキングビヘイビアから、影響を受けるオブジェ
クトの位置パラメータへ適用されます。

 • 適用：「移動」ポップアップメニューをクリックして、トラックにパラメータを適用します。たとえば「トラック」パ
ラメータが、トラッキングされるオブジェクトの「X」位置パラメータに適用されている状態で、データを「X」お
よび「Y」位置パラメータに適用したい場合は、「移動」をクリックして、「情報」＞「変形」＞「位置」＞「X 
と Y」と選択します。
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オーディオの概要
オーディオファイルをプロジェクトに追加して、マーカーおよびキーフレームを使ってオーディオをプロジェクトのほ
かのイベントと同期させることができます。QuickTime ムービークリップのオーディオトラックなど、いくつかのタ
イプのオーディオファイルを読み込むこともできます。「Motion」では、プロジェクトに追加するモノラルの各オー
ディオファイルに対して 1 つのオーディオトラックが作成されます。 

マルチチャンネル・オーディオ・ファイルを読み込んで、チャンネルごとに 1 つのオーディオトラックを自動的に作
成できます。個々のオーディオトラックにはユーザが使用できる独立したコントロールがあり、トラックのオン／オフ
の切り替え、個々のトラックの選択と再生、トラックのミュートとソロ、オーディオ・オブジェクトとビデオ・オブジェ
クト間のリンクの制御、音量およびパン設定の制御を行えます。

「オーディオ」リストの下にあるマスタートラックには、ミックス全体（すべてのオーディオトラックを 1 つのミックス
にしたもの）のコントロールに加えて、マスタートラック固有の音量、パン、ミュート、オーディオリンクを制御する
コントロールセットがあります。

Individual audio tracks

Master track

オーディオとビデオ、またはオーディオだけをさまざまな形式で書き出すことができます。

「Motion」でのオーディオの操作について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）
でトピックを選択してください。

オーディオファイルを読み込む

オーディオファイルの読み込みの概要
Motion プロジェクトにさまざまな種類のオーディオファイルを追加できます。さらに、「Motion」ではプロジェク
トに追加する前にファイルをプレビューしたり、いくつかの方法でプロジェクトのオーディオファイルを表示したりで
きます。「Motion」ではさまざまな一般的ファイル形式、サンプルレート、およびビット深度がサポートされていま
す。詳細なリストについては、163 ページの「Motion」でサポートされるファイルタイプ を参照してください。

オーディオ
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プロジェクトに追加されたオーディオファイルは「Motion」固有の内部フォーマットに変換されるため、同じプロ
ジェクト内で異なるフォーマット、サンプルレート、およびビット深度のオーディオファイルを使用できます。プロジェ
クトを書き出す際、書き出しダイアログの現在のオーディオ設定に従ってオーディオが書き出されます。

参考：書き出したオーディオのデフォルトのサンプルレートは、OS X の「Audio MIDI 設定」アプリケーションで変
更できます。そのためには、「Motion」を終了して、Finder で「移動」＞「ユーティリティ」と選択し、「Audio 
MIDI 設定」アプリケーションを開きます。「出力」パネルで、新しいサンプルレートを指定します。「Motion」を
再度開くと、選択したサンプルレートが「Motion」の「書き出し」ダイアログに表示されます。

オーディオファイルをプレビューする
プロジェクトに追加する前に、「ファイルブラウザ」でオーディオファイルを聞く（プレビューする）ことができます。

オーディオファイルをプレビューする

 m 「ファイルブラウザ」でオーディオファイルを選択します。

「Motion」環境設定の「一般」パネルにある「シングルクリックで自動的に項目を再生」が選択されている場合、
ファイルの再生が始まります。ファイルが再生されない場合は、プレビュー領域にポインタを置いて、イメージサム
ネールの上にある「再生」ボタンをクリックしてください。ファイルの再生中に、再度「再生」ボタンをクリックす
ると、再生を一時停止でき、ミュートボタンをクリックすると、サウンドをミュート／ミュート解除できます。

オーディオファイルを追加する
「Motion」でオーディオを操作するには、まずプロジェクトにオーディオファイルを追加します。

プロジェクトにオーディオファイルを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ファイルブラウザ」または Finder から、オーディオファイルを「レイヤー」リスト、「タイムライン」、キャンバス、
「オーディオタイムライン」、「オーディオ」リストにドラッグします。

オーディオファイルがプロジェクトに追加され、「オーディオタイムライン」、「オーディオ」リスト、ミニタイムライン、
「メディア」リストに表示されます。

参考：「オーディオタイムライン」を表示するには、「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「オーディ
オタイムラインを表示／隠す」ボタンをクリックします。

Click to display audio    
tracks in the Timeline. 

 m 「オーディオ」リストで追加（＋）ボタンをクリックして、「ファイルを読み込む」ダイアログで追加するオーディオファ

イルを探し出し、「読み込む」をクリックします。

 m 「オーディオ」リストをアクティブにした状態で、「ファイル」＞「読み込む」と選択して（または、Command ＋ I 
キーを押して）、「ファイルを読み込む」ダイアログで追加するオーディオファイルを探し出し、「読み込む」をクリッ
クします。

 m Control キーを押しながら「オーディオ」リスト内をクリックして、ショートカットメニューから「オーディオを読み込
む」を選択し、「ファイルを読み込む」ダイアログで追加するオーディオファイルを探し出し、「読み込む」をクリッ
クします。
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オーディオファイルがプロジェクトに追加され、「オーディオタイムライン」、「オーディオ」リスト、ミニタイムライン、
「メディア」リストに表示されます。

「iTunes」からオーディオファイルを追加する
 1 「ライブラリ」で「ミュージック」カテゴリを選択します。

 2 プレイリストを選択し、ファイルスタックから曲を選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • プレビュー領域で「適用」をクリックします。

 • ファイルを「レイヤー」リスト、キャンバス、「タイムライン」、「オーディオタイムライン」、「オーディオ」リストに
ドラッグします。

参考：著作権保護されている AAC ファイルを「Motion」に読み込むことはできないため、このようなファイルは
ファイルスタックに表示されません。これには iTunes Store から購入した iTunes Plus 以外のミュージックが含ま
れます。

オーディオファイルがプロジェクトに追加され、「オーディオタイムライン」、「オーディオ」リスト、ミニタイムライン、
「オーディオ」リストに表示されます。オーディオファイルの始点は、「Motion」環境設定にあるプロジェクトパネ
ルの「レイヤーの作成位置」での設定で決まります。オーディオファイルの始点が「プロジェクトの先頭」に設定さ
れている場合、ファイルはプロジェクトの先頭に配置されます。「現在のフレーム」に設定されている場合、ファイ
ルは「タイムライン」の再生ヘッドの現在位置に配置されます。オーディオの HUD が表示されます。

参考：HUD が表示されない場合は、D キーまたは F7 キーを押します。

オーディオファイルを後で使用するためにプロジェクトに追加する
コンポジションに表示されないようにして、オーディオファイルをプロジェクトに追加することもできます。たとえば、
オーディオファイルを後で使用するためにアーカイブする場合があります。その場合は、ファイルを「メディア」リス
トにドラッグします。

 m 「ファイルブラウザ」または Finder から「メディア」リストにオーディオファイルをドラッグします。

オーディオファイルが「メディア」リストに追加されますが、「オーディオタイムライン」や「オーディオ」レイヤーに
は追加されません。オーディオレイヤーを「メディア」リストからキャンバス、「タイムライン」、「オーディオタイムラ
イン」にドラッグすれば、いつでもこのファイルをアクティブなコンポジションに追加できます。 

QuickTime ムービーのオーディオトラックだけを追加する
QuickTime ムービーをキャンバスまたはプロジェクトパネルの「レイヤー」リストにドラッグすると、ムービーのビ
デオトラックとオーディオトラックがプロジェクトに読み込まれます。QuickTime ムービーのオーディオトラックだけ
を追加することもできます。

 m 「ファイルブラウザ」または Finder で QuickTime ムービーファイルを探し出し、プロジェクトパネルの「オーディ
オ」リストへドラッグします。

ムービーのオーディオトラックがビデオフッテージなしでプロジェクトに追加されます。ビデオは「メディア」リストに
追加されます。
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QuickTime ムービーに複数のオーディオトラックが含まれている場合は、「オーディオ」リスト、キャンバス、また
は「タイムライン」のレイヤーリストの上にファイルをドラッグし、ドロップメニューが表示されるまでマウスボタン
を押したままにします。オーディオトラックが 1 つしかないファイルを読み込むには、「ステレオにミックス」を選
択します。個々のトラックが存在するファイルを読み込むには、「全トラックを読み込む」を選択します。詳しくは、
988 ページのマルチチャンネル・オーディオ・ファイルを追加するを参照してください。

マルチチャンネル・オーディオ・ファイルを追加する
マルチチャンネルのオーディオファイルは、1 つのオーディオトラックとして読み込むことも、個々のトラックとして読
み込むこともできます。ステレオのオーディオトラックを含むファイルなど、マルチトラックのオーディオが含まれて
いる QuickTime ムービーファイルを読み込む場合も同様です。マルチチャンネル・オーディオ・ファイルとマルチ
トラック QuickTime ファイルは同じように扱われるため、この章での QuickTime ファイルの説明はマルチチャン
ネル・オーディオ・ファイルにも適用され、逆の場合も同様です。

マルチトラックの QuickTime ムービーファイルを読み込む場合、ファイルのオーディオ部分を、1 つのオーディオ
トラックとして読み込むことも、個々のトラックとして読み込むこともできます。

メディアファイルを「Motion」に追加するとオーディオトラックが表示されますが、このトラックはビデオファイルと
独立して操作できます。ファイルのリンクをソースから切り離すと、オーディオトラックだけを有効／無効に切り替え
たり、削除したりすることができます。ただし、「メディア」リストからソースの QuickTime ムービーファイルを削
除すると、そのファイルに由来するオーディオとビデオはすべて削除されます。

参考：「Motion」からマルチチャンネルのオーディオファイルを書き出すときは、すべてのチャンネルを書き出すか、
1 つのトラックにそれらチャンネルをミックスダウンするかを選択できます。

ドロップメニューを使って、ステレオの QuickTime ムービーファイルを読み込む
 1 「ファイルブラウザ」または Finder からファイルをキャンバスにドラッグし、ドロップメニューが表示されるまでマ

ウスボタンを押したままにします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • オーディオトラックが 1 つしかないムービーファイルを読み込むには、「ステレオをミックス」を選択し、マウスボ
タンを放します。

 • トラックごとに 1 つのオーディオトラックがあるムービーファイルを読み込むには、「全トラックを読み込む」を選
択し、マウスボタンを放します。

「ステレオにミックス」を選択すると、「オーディオ」リストにはファイルが 1 つのオーディオトラックとして表示さ
れ、キャンバスと「レイヤー」リストにはビデオが表示されます。「オーディオ」リスト（鍵アイコンの横にありま
す）のリンクアイコンは、オーディオ・オブジェクトに対応するビデオエレメントがあることを示しています。

参考：ドロップメニューを使わずにステレオの QuickTime ファイルを読み込んだ場合、読み込み方法は「ステ
レオにミックス」がデフォルトになります。

オーディオトラックが 2 つより多い QuickTime ムービーファイルを読み込む
 m 「ファイルブラウザ」または Finder からキャンバスにファイルをドラッグします。

各オーディオトラックは、「オーディオ」リスト内で個々のオーディオ・オブジェクトとして読み込まれます。 

重要：オーディオトラックが 2 つより多いファイルからオーディオトラック（5.1 サラウンドオーディオなど）を読み込
むときは、個々のオーディオ・オブジェクトとして読み込まれます。 

オブジェクトのリンクアイコンが「レイヤー」リストにも表示され、オブジェクトに対応するオーディオエレメントがあ
ることを示します。

Link icon
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「読み込む」コマンドを使ってマルチトラックの QuickTime ムービーファイルを読み込む
ドロップメニューから「全トラックを読み込む」を選択してファイルを読み込むと、「オーディオ」リストには、ファイ
ル内のトラックごとに個々のオーディオトラックが表示されます。次のイメージは、「全トラックを読み込む」オプショ
ンを使って、ステレオ QuickTime ムービーファイルを読み込んだときの「オーディオ」リストです。左右のトラック
が示されています。

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

 2 「ファイルを読み込む」ダイアログで、「QuickTime ファイル」を選択します。

 3 （「ファイルを読み込む」ダイアログの下部にある）「オーディオ」ポップアップメニューから読み込みオプションを選
択し、「読み込む」をクリックします。

選択したオプションに従ってファイルが読み込まれます。

重要：オーディオのトラックが 2 つより多いファイルからのオーディオトラック（5.1 サラウンドオーディオなど）は、ス
テレオにミックスできません。すべてのオーディオトラックは個々のオーディオ・オブジェクトとして読み込まれます。 

オーディオを再生する
キャンバスの下にあるトランスポートコントロールの再生ボタンをクリックすると、プロジェクトのオーディオトラックが
ビジュアルに合わせて再生されます。オーディオトラックをプロジェクトの「タイムライン」に関係なく再生することも
できます。

オーディオをプロジェクトと共に再生する

 m トランスポートコントロールで再生ボタンをクリックします。

再生ボタンをクリックすると、プロジェクトのオーディオトラックでオンになっていて、かつミュートになっていないト
ラックがすべて再生されます。

オーディオトラックをスクラブする
オーディオトラックをスクラブすることで、再生ヘッドを移動しながらプロジェクト内のオーディオを聴くことができま
す。

オーディオトラックをスクラブする

 m ミニタイムラインまたは「オーディオタイムライン」内で、Option キーを押しながら再生ヘッドを右または左にドラッ
グします。

Option キーを押しながらドラッグする途中でポインタを静止させると、現在のフレームに隣接する 5 フレームが
ループ再生されます。

参考：スクラブ中のオーディオループはデフォルトでオンになっています。ループ再生をオフにするには、「Motion」＞
「環境設定」と選択して「時間」アイコンをクリックし、「スクラブしながらオーディオをループ」チェックボックスの
選択を解除します。
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オーディオファイルを表示する
プロジェクトのすべてのオーディオトラックのリストや、個々のトラックのオーディオ波形を表示できます。継続時間、
サンプリングレート、ファイルサイズなど、各トラックに関する情報も表示できます。「オーディオ」リストでは、マル
チチャンネルのオーディオファイルの各チャンネル（または、マルチトラックファイルの各トラック）を個別に選択す
ることができます。

プロジェクトのオーディオトラックのリストを表示する

 m プロジェクトパネルで「オーディオ」リストを開いて、プロジェクトのオーディオファイルを表示します。

「オーディオ」リストをフィルタリングする

 m 「検索」ボタンをクリックしてから、表示するオブジェクトの名前を「検索」フィールドに入力します。

「検索」フィールドにテキストを入力していくと、そのテキストを含まないオブジェクトは「オーディオ」リストに表示
されなくなります。リストに表示されなくなったオブジェクトでも、キャンバスには表示されています。

フィルタリングを中止して完全な「オーディオ」リストに戻す

 m 「検索」フィールドの右側にある消去ボタンをクリックします。

オーディオトラックの波形を表示する

 m 「オーディオ」リストでオーディオファイルまたはマルチチャンネルファイルのチャンネルを選択し、以下のいずれか

の操作を行います：

 • 「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「オーディオタイムラインを表示／隠す」ボタンをクリック
します。

タイミングパネルで「オーディオタイムライン」が開き、「オーディオタイムライン」の行の高さが十分ある場合
には、ファイルの波形を示す緑のバーが表示されます。バーに波形が表示されない場合は、トラックの高さを調
節してください。「タイムライン」のトラックの調整方法について詳しくは、86 ページの「タイムライン」にオブ
ジェクトを追加するを参照してください。

重要：マルチチャンネルのオーディオファイルでは、ファイル内のすべてのオーディオチャンネルが「オーディオ
タイムライン」に表示されます。

 • 「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「キーフレームエディタ」を表示／隠すボタンをクリックし
てから、「キーフレームエディタ」の右上の波形ポップアップメニューからオプションを選択します。

「タイムライン」のトラックの高さが十分あれば、「キーフレームエディタ」にキーフレームと共にトラックの波形
が表示されます。

参考：プロジェクトに複数のオーディオトラックがある場合、デフォルトでは、マスタートラックの波形だけが「キー
フレームエディタ」に表示されます。個々のトラックを表示するには、「キーフレームエディタ」の右上側にある
波形ポップアップメニューからトラック名を選択します。
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プロジェクトのオーディオファイルの情報を表示する
以下のいずれかの操作を行います：

 m プロジェクトパネルで「メディア」リストを開きます。

 m 「メディア」リストでオーディオファイルを選択してから、「インスペクタ」で「メディア」パネルを開きます。

プロジェクトパネルの「メディア」リストと「インスペクタ」の「メディア」パネルに、種類、継続時間、サンプル
レート、形式、ファイルサイズ、その他の詳細情報など、各オーディオファイルに関する情報が表示されます。

オーディオトラックを編集する

オーディオトラックの編集の概要
プロジェクトにオーディオファイルを追加すると、「Motion」によってファイルのオーディオトラックが 1 つまたは複
数作成されます。プロジェクトパネルの「オーディオ」リストで、オーディオトラックのオン／オフの切り替え、トラッ
クの選択、トラックのミュートとソロ、および音量とパン設定を制御できます。

Level slider

Mute

Link Lock

Name field
Activation 
checkbox Solo

Pan dial

Output channel 
pop-up menu

重要：オーディオトラックに名称変更やトリムなどの変更を加えても、ソースのオーディオファイルは影響を受けませ
ん。

次のリストに、個々のオーディオトラックで使用できるオーディオコントロールの要約を示します：

 • オーディオトラックを選択するには：「オーディオ」リストまたは「オーディオタイムライン」で、トラック名および
コントロールを含む行をクリックします。選択したトラックが強調表示されます。Shift キーを押しながらクリック
すれば、複数のトラックを選択できます。

 • オーディオトラックのオン／オフを切り替えるには：トラックの左側のアクティブ化チェックボックスをクリックしま
す。（「オーディオタイムライン」で、トラック名の左にあるアクティブ化チェックボックスをクリックすることもでき
ます）。オーディオトラックをオフにすると、オーディオミックスからそのトラックが取り除かれます。

 • トラックの名前を変更するには：トラック名をダブルクリックして、新しい名前を入力します。

 • トラックのオーディオの音量を調整するには：「オーディオ」リスト、トラックの HUD、または「オーディオトラッ
ク」インスペクタで、レベルスライダをドラッグして必要なレベルに設定します。「オーディオトラック」インスペ
クタの「レベル」スライダの右にある値スライダを使って、パラメータの数値を変更することもできます。

 • トラックをパンして位置を変更するには：「パン」ダイヤルを左または右に調整します。（「オーディオトラック」イ
ンスペクタまたは「オーディオトラック」HUD で、「パン」スライダを左または右にドラッグします）。

 • トラックをミュートして再生中一時的に無音にするには：ミュートボタンをクリックします。オーディオトラックを
ミュートにすると、再生中でも無音になりますが、プロジェクトを書き出す際にはミックスに含まれます。「オーディ
オタイムライン」で Control キーを押しながらトラックをクリックし、ショートカットメニューから「ミュート」を選
択することでも、トラックをミュートできます。

 • トラックをソロにしてほかのトラックを一時的にミュートするには：ソロボタンをクリックします。オーディオトラック
をソロにすると、ほかのすべてのオーディオトラックがミュートになるので、ソロにしたトラックをはっきりと聞くこ
とができます。複数のオーディオトラックをソロにすると、ソロにされていないすべてのトラックが再生中にミュー
ト（無音）になります。
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 • トラックのリンクを解除するには：「リンク」アイコンをクリックします。リンクを解除したオーディオは、「タイム
ライン」で付随するビデオトラックから切り離して移動できます。「リンク」アイコンをもう一度クリックすると、最
初にリンクしていたビデオトラックに再リンクされます。「タイムライン」でその位置をオフセットしていた場合は、
オーディオトラックが再リンクされるときにオフセットは維持されます。

 • トラックをロックして編集を禁止するには：トラックの右側の鍵アイコンをクリックします。鍵アイコンをもう一度ク
リックするとトラックがロック解除されます。トラックがロックされると、トラックのミュートまたはソロ、レベルま
たはパンの変更、移動またはトリム、あるいはキーフレームの追加を行うことができません。ただし、トラックを
再生したり、オン／オフを切り替えたりすることはできます。

「オーディオ」リストのショートカットメニューでも、コマンドにすばやくアクセスできます。詳しくは、80 ページの
「オーディオ」リストのその他のオプションを参照してください。

オーディオトラックをカットする／コピーする／ペーストする
「オーディオ」リストでオーディオトラックをカット、コピー、およびペーストすることができます。またトラックの複製
もできます。

オーディオトラックをカットする

 m 「オーディオ」リストでオーディオトラックを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「カット」と選択します（または Command ＋ X キーを押します）。

 • Control キーを押しながらトラックをクリックして、ショートカットメニューから「カット」を選択します。

オーディオトラックをコピーする

 m 「オーディオ」リストでオーディオトラックを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「コピー」と選択します（または Command ＋ C キーを押します）。

 • Control キーを押しながらトラックをクリックして、ショートカットメニューから「コピー」を選択します。

オーディオトラックをペーストする

 m 「オーディオ」リストで以下のいずれかの操作を行います：

 • 「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

 • Control キーを押しながら空の領域をクリックして、ショートカットメニューから「ペースト」を選択します。

オーディオトラックを複製する

 m 「オーディオ」リストでオーディオトラックを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

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

 • Control キーを押しながらトラックをクリックして、ショートカットメニューから「複製」を選択します。

「オーディオ」リストの元のファイルの下に複製が表示されます。

オーディオトラックを削除する
プロジェクトからオーディオトラックを削除するには 2 つの方法があります。

オーディオトラックを削除する

 m 「オーディオ」リストでオーディオトラックを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • Delete キーを押します。

 • Control キーを押しながら削除するファイルをクリックし、ショートカットメニューから「削除」を選択します。

プロジェクトからファイルが削除されます。

ビデオがリンクされているオーディオファイルを削除しようとすると、「オーディオを削除すると、リンクされている
ビデオ・オブジェクトも削除されます。オーディオを削除してもよろしいですか？最初にオーディオのリンクをビデ
オから解除することで、オーディオだけを削除できます。」というメッセージが警告ダイアログに表示されます。

参考：「Motion」環境設定にある「一般」パネルで「使用していないメディアを自動管理」が選択されている場
合、「オーディオ」リストからトラックを削除すると、「メディア」リストからも関連するファイルが削除されます。
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オーディオトラックをスリップさせる／スライドする
オーディオファイルを読み込む場合の始点は、プロジェクトの先頭または現在の再生ヘッドの位置になります
（「Motion」の環境設定の「レイヤーの作成位置」パラメータの設定によります）。「オーディオタイムライン」また
はミニタイムラインでオーディオトラックをスライドすることで、トラックの再生を別の場所から開始できます。「オー
ディオタイムライン」またはミニタイムラインでトリムしたオーディオトラックをスリップさせることで、メディアの別の
範囲を同じ場所で再生できます。

オーディオトラックをスライドする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅の「オーディオタイムラインを表示／隠す」ボタンをクリックしてから、
「オーディオタイムライン」でトラックのバーを左または右にドラッグします。

 m 「オーディオ」リストでトラックを選択してから、ミニタイムライン内でトラックの緑のバーを左または右にドラッグし

ます。

ミニタイムライン内でオーディオトラックをスリップさせる

 1 「オーディオ」リストで、トラックを選択します。

トラックのタイムバーがミニタイムラインに表示されます。

 2 ミニタイムラインのバーの上にポインタを置いた状態で、Option キーを押したまま（スリップポインタが表示され
ます）イン点とアウト点を左または右にドラッグしてスリップさせます。

ドラッグするときに、オーディオクリップのすべての範囲を示す淡色のバーが緑色のバーの上に表示されます。トラッ
クのイン点とアウト点を示すツールヒントも表示されます。

参考：イン点またはアウト点をトリムしたメディアのみをスリップさせることができます。

「オーディオタイムライン」内でオーディオトラックをスリップさせる

 1 「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「オーディオタイムラインを表示／隠す」ボタンをクリックし
ます。

 2 「オーディオタイムライン」の緑のバーの上にポインタを置いた状態で、Option キーを押したまま（スリップポイ
ンタが表示されます）イン点とアウト点を左または右にドラッグしてスリップさせます。

ドラッグするときに、オーディオクリップのすべての範囲を示す淡色のバーが緑色のバーの上に表示されます。トラッ
クのイン点とアウト点を示すツールヒントも表示されます。

参考：イン点またはアウト点をトリムしたメディアのみをスリップさせることができます。
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オーディオトラックをトリムする
オーディオトラックの始点と終点を編集してトラックのオーディオの長さを短くしたり、特定の時点で開始または終了
するように設定したりすることができます。これをトラックのトリムと呼びます。オーディオトラックのトリムはノンディ
ストラクティブで、元のオーディオファイルには影響しません。

ミニタイムラインでオーディオトラックを視覚的にトリムする

 1 「オーディオ」リストで、トリムするトラックを選択します。

トラックの緑のタイムバーがミニタイムラインに表示されます。

 2 ミニタイムラインでタイムバーの先頭または末尾にポインタを置いた状態で（トリムポインタが表示されます）、左ま
たは右にドラッグしてトラックのイン点とアウト点をトリムします。

ドラッグ中に、変更しているトラックの新しいイン点またはアウト点と継続時間を示すツールヒントが表示されます。

「オーディオタイムライン」でオーディオトラックを視覚的にトリムする

 1 「Motion」のプロジェクトウインドウの右下隅にある「オーディオタイムラインを表示／隠す」ボタンをクリックし
ます。

「オーディオタイムライン」が表示されます。

 2 「オーディオタイムライン」でタイムバーの先頭または末尾にポインタを置いた状態で（トリムポインタが表示され
ます）、左または右にドラッグしてトラックのイン点とアウト点をトリムします。

ドラッグ中に、変更しているトラックの新しいイン点またはアウト点と継続時間を示すツールヒントが表示されます。

オーディオトラックを数値でトリムする

 1 「オーディオ」リストで、トリムするオーディオファイルを選択します。

 2 「情報」インスペクタを開いて、「タイミング」パラメータを表示します。

 3 「イン」、「アウト」、または「継続時間」パラメータを変更して、プロジェクト内のオーディオの継続時間を変更し
ます。

「マーク」メニューでオーディオトラックをトリムする
トラックを選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 m トラックの開始時間を変更するには、目的のフレームに再生ヘッドを移動して、「マーク」＞「選択したイン点を移

動」と選択します。

 m トラックの終了時間を変更するには、目的のフレームに再生ヘッドを移動して、「マーク」＞「選択したアウト点を

移動」と選択します。

出力チャンネルを選択する
マルチチャンネルのオーディオを操作する場合、どの出力チャンネルにどのトラックを割り当てるかを任意に決める
ことができます。また、複数のモノラルトラックから独自のマルチチャンネルファイルを作成することもできます。

オーディオトラックの出力チャンネルを設定または変更する

 1 「オーディオ」リストの下部にあるマスタートラック領域の出力チャンネルポップアップメニューで、「5.1 サラウンド」
または「ステレオ」を選択します。
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 2 「オーディオ」リストの出力チャンネルポップアップメニューから、特定のオーディオトラックの出力チャンネルを選
択します。

参考：サラウンドサウンド用のハードウェアがない場合は、「中央」、「LFE」、「左サラウンド」、および「右サラウン
ド」の出力チャンネルがイタリック体で表示されます。このような場合でもそれらのチャンネルは選択することがで
き、選択した項目は、書き出したプロジェクトや、必要なハードウェアを持つシステムでの再生に反映されます。

マスタートラックを操作する
各プロジェクトにマスターのオーディオトラックがあります。マスタートラックのコントロールは、「オーディオ」リスト
の下部（個々のオーディオトラックの下）にあります。マスタートラックのコントロールを使って、すべてのオーディ
オトラックの最終ミックス出力に影響する変更を行うことができます。たとえば、一度にすべてのトラックの音量を下
げたり、すべてのトラックを左または右にパンしたりできます。さらに、マスタートラックのオン／オフを切り替えた
り、ミュートにしたりすることもできます。 

Pan dial

Level slider

Level meters

Clipping 
indicators

Link icon Mute button

Lock icon

Audio output 
pop-up menu

マスタートラックを選択するには、「オーディオ」リスト下部の領域をクリックします。選択すると、マスタートラック
領域が強調表示されます。

マスタートラックのオン／オフを切り替える
マスタートラックはデフォルトでオンになっています。マスタートラックのアクティブ化チェックボックスの選択を解除
すると、プロジェクトを再生しても音が出ません。また、プロジェクトを書き出す際にオーディオは含まれません。
チェックボックスを選択すると、アクティブになっているすべてのオーディオトラックが書き出しに含まれます。

 m マスタートラックの左側のチェックボックスをクリックしてからそのチェックボックスをもう一度クリックすると、マス

タートラックが前の状態に戻ります。

マスターレベルを設定する
マスターレベルスライダを使って、プロジェクトのオーディオの全体的な音量レベルを設定できます。

 m マスターレベルスライダをドラッグして必要なレベルに設定します。

マスターレベルは、各トラックのレベル設定と連携します。たとえば、あるトラックのレベルを 0.5 に設定し、マス
ターレベルを 0.5 に設定すると、組み合わされたレベルは、元のレベルの 0.25（1/4）になります。

参考：個々のトラックのレベルとマスターレベルを上げると、組み合わされたレベルが 2 より大きくなり、オーディ
オの歪み、つまりクリッピングが発生することがあります。
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マスタートラックコントロールの右側には 1 組のステレオレベルメーターがあり、すべてのオーディオトラックを合わ
せたレベルが表示されます。レベルメーターの上部にある 2 つの赤い点（クリッピングインジケータ）のいずれか
が再生中に点灯した場合は、マスターレベルが高すぎるためにオーディオの歪み（クリッピング）が発生したことを
示します。

クリッピングインジケータをリセットする
通常、デジタルオーディオを操作する際には、クリッピングが発生しない範囲で全体的な音量レベルを最も高いレベ
ルに設定します。マスターレベルメーター上部のクリッピングインジケータが点灯した場合、どこでクリッピングが発
生しているかを特定し、レベルを下げてクリッピングの原因を取り除く必要があります。

クリッピングが発生した場合は、プロジェクトを再生して、どこでクリッピングインジケータが点灯するかを確認しま
す。各オーディオトラックをソロにして、クリッピングの原因となるトラックを特定することができます。クリッピング
の原因となっているトラックを特定したら、そのトラック全体のレベルを下げるか、キーフレームを使ってクリッピン
グが発生する場所でトラックレベルを下げます。クリッピングインジケータが点灯すると、インジケータをリセットする
かプロジェクトを閉じるまで点灯したままになります。インジケータを確認することで、プロジェクトを書き出す前に
クリッピングの原因を特定して取り除くことができます。クリッピングの原因を取り除いたら、クリッピングインジケー
タをリセットして再度プロジェクトを再生し、クリッピングが発生しなくなったことを確認してください。

 m 点灯しているクリッピングインジケータをクリックします。

マスターのパン位置を設定する

 m パンダイヤルを調整して、ステレオ音場の目的の位置にサウンドを配置します。

マスタートラックのパンダイヤルは、各トラックのパン設定と連携します。たとえば、1 つのトラックのパンを－ 100
（左端）に設定してマスターのパンを 100（右端）に設定した場合、トラックの音が聞こえます。

オーディオレベルとパンの設定をアニメートする
「オーディオタイムライン」と「キーフレームエディタ」内の各オーディオトラックにはレベルおよびパンのカーブが
あり、キーフレームを追加または編集して時間経過と共にレベルとパンを自動的に変化させることができます。これ
によって、フェードインとフェードアウトを作成したり、ボイスオーバーなどのサウンドエフェクトのためにオーディオ
レベルを下げたり、クリッピングを防止したりすることができます。キーフレームの使いかたおよびカーブの編集に
ついて詳しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。

キーフレームを記録する
オーディオレベルおよびパンのキーフレームを記録するには、「記録」ボタンをクリックして、「オーディオ」リスト、
HUD、または「インスペクタ」でダイヤルまたはスライダを調整します。または、「オーディオトラック」インスペク
タの「レベル」パラメータと「パン」パラメータにキーフレームを手動で追加することもできます（その後調整を実
行すると、現在の再生ヘッド位置にキーフレームが追加されます）。オーディオレベルおよびパンのキーフレームを
記録すると、変更を試した結果をリアルタイムで聴きたい場合に便利です。

キーフレームを追加する／編集する
レベルおよびパンのカーブは、「オーディオタイムライン」と「キーフレームエディタ」の両方に表示されます。 

 • 「オーディオタイムライン」でのオーディオキーフレームは、フラットなシーケンスとして表示され、タイミングを
移動したり、削除したり、数値を編集したりできます。

 • 「キーフレームエディタ」でのオーディオキーフレームは、カーブとして重なって表示されます。カーブの背後に
オーディオ波形を表示するには、「キーフレームエディタ」の右上の波形ポップアップメニューからトラック名を選
択します。

「レベル」と「パン」のパラメータの調整範囲は異なります：

 • レベルカーブの範囲は－ 96 ～ 6 で、0 が 0 dB（ユニティゲイン）に相当します。

 • パンカーブの範囲は－ 100 ～ 100 です。

レベルとパンのカーブは調整範囲が異なるため、「キーフレームエディタ」でそれらを同時に編集するのが難しい場
合があります。
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アニメートする「レベル」や「パン」設定のキーフレームを編集、追加、または削除するには、「オーディオタイム
ライン」または「キーフレームエディタ」を使用してください。「キーフレームエディタ」を使った作業について詳
しくは、431 ページのキーフレーミングの概要を参照してください。「オーディオタイムライン」でのキーフレームの
編集について詳しくは、274 ページの「タイムライン」でキーフレームを表示する／変更する を参照してください。

「オーディオタイムライン」のキーフレームの表示／非表示を切り替える

 m トラック領域の右上隅にある「キーフレームを表示／隠す」ボタンをクリックします。

オーディオトラックをクロスフェードする
「キーフレームエディタ」に、各トラックのレベルカーブとパンカーブと共にプロジェクトのオーディオトラックを表示
できます。

クロスフェードを作成するには、各トラックのレベルカーブのクロスフェードを開始および終了したい位置（だいた
いの位置）にキーフレームを追加します。作業中にクロスフェードを聴いてください。2 つのトラックのレベルカー
ブが少しずれている方が、最適な効果を得ることができる場合があります。これは、数値が同じでも異なるサウンド
は音の大きさが違って聞こえることがあるためです。

オーディオトラックとビデオトラックを同期させる
「Motion」では、オーディオトラックがビデオと同期していない場合に、オーディオ再生の処理方法を選ぶことがで
きます。ビデオが同期していない場合は、ビデオフレームをスキップしてオーディオと再同期する方法か、オーディ
オ再生を一時停止してフレームのスキップを避ける方法を選択できます。

オーディオ同期の環境設定を設定する

 1 「Motion」＞「環境設定」と選択して、「時間」パネルを開きます。

 2 「再生コントロール」セクションで、「ビデオフレームをスキップ」または「オーディオ再生を一時停止」を選択し
ます。 

 • 「オーディオ再生を一時停止」を選択した場合は、ビデオとオーディオが同期しなくなるとオーディオの再生が一
時停止し、次のループでオーディオがビデオに同期したら、オーディオ再生が再開します。これによって、ビデオ
フレームのフローが中断しなくなり、コンポジションの外観を適切に評価できます（ただし、再生速度は低下し
ます）。

 • 「ビデオフレームをスキップ」を選択した場合は、リアルタイム再生にできるだけ近付けるため、オーディオのフ
ローが中断しないようにビデオフレームがドロップします。

オーディオをリタイミングする

オーディオのリタイミングの概要
「Motion」では、オーディオクリップまたはチャンネルをタイミング変更して、再生の速度を速く／遅くしたり、異
なる速度で再生したりできます。オーディオクリップをリタイミングするには、いくつかの方法があります：

 • 「情報」インスペクタのタイミングコントロールを調整して、クリップの再生速度、イン点とアウト点、継続時間、
および終了時の状態（停止するか、ループさせるか、または前後に「ピンポン」させるか）を変更する。

 • 「オーディオタイムライン」の緑色のバーを調整して、クリップの継続時間や再生速度を変更したり、クリップを
ループさせるかどうかを設定する。

67% resize factor



 第 23 章    オーディオ 998

「インスペクタ」の「タイミング」コントロールを調整する
「情報」インスペクタには、オーディオ・オブジェクトごとにタイミングパラメータが表示されます。

「情報」インスペクタでクリップのタイミングパラメータを調整する

 1 「オーディオ」リストまたは「オーディオタイムライン」で、オーディオクリップを選択します。

 2 「情報」インスペクタを開いてから、「タイミング」行の右側の「表示」ボタンをクリックします。

「タイミング」パラメータが表示されます。

参考：「表示」ボタンは、ポインタを「タイミング」行の右側に動かすと表示されます。

 3 「タイミング」パラメータを調整します：

 • 速度：オーディオクリップの速度をパーセントで設定するときは、この値スライダをドラッグします。デフォルト値
は 100%です。100 より小さい値に設定すると、オーディオクリップの再生が最初の速度よりも遅くなり、オー
ディオクリップの継続時間が長くなります。100 より大きい値に設定すると、オーディオクリップの再生が最初の
速度よりも速くなり、オーディオクリップの継続時間が短くなります。

 • イン：オーディオクリップのイン点を変更するときは、左右の矢印をクリックします（またはフィールドに新しい値
を入力します）。このパラメータを調整すると、オーディオクリップのイン点が指定のフレームに動きます。クリッ
プの継続時間は変更されません。

 • アウト：オーディオクリップのアウト点を変更するときは、左右の矢印をクリックします（またはフィールドに新し
い値を入力します）。このパラメータを調整すると、オーディオクリップのアウト点が指定のフレームに動きます。
クリップの継続時間は変更されません。

 • 継続時間：オーディオクリップの合計継続時間を変更するときは、左右の矢印をクリックします（またはフィール
ドに新しい値を入力します）。「継続時間」を調整すると、速度とアウト点も変更されます。

 • 終了時の状態：オーディオクリップの末尾に達したときの再生をどのように続けるかを設定するときは、このポッ
プアップメニューから項目を選択します。4 つのオプションがあります：

 • なし：プロジェクトでのオーディオクリップの継続時間は、ソース・メディア・ファイルの継続時間と同じです（デ
フォルト設定）。

 • ループ：オーディオクリップの最後のフレームになると、クリップは最初のフレームに戻って再生を繰り返しま
す。このため、オーディオクリップがシームレスにループできるように設計されていない場合は、クリップの再
生中に急に飛んだように見えることがあります。このパラメータは、「継続時間の終了」の値が 0 より大きくな
ければ効果を現しません。

 • ピンポン：オーディオクリップの最後のフレームになると、次のクリップ再生の繰り返しは逆向きになります。こ
のパラメータは、「継続時間の終了」の値が 0 より大きくなければ効果を現しません。（これは主に確認のため
のものです。オーディオトラックが「逆向き」になった部分は、ノイズのように聞こえます。「Motion」では、
本格的な逆向きのクリップ再生はサポートされていません。）

 • ホールド：オーディオがループ点で停止します。

 • 継続時間の終了：継続時間の終了時にクリップをどのくらいのフレーム数延長するかを設定するときは、このス
ライダをドラッグします。このコントロールは、「終了時の状態」が「なし」以外の値に設定されている場合にの
み使用できます。

「オーディオタイムライン」でトラックの速度を調整する
「オーディオタイムライン」でも、オーディオトラックのタイミングを変更できます。

重要：マルチチャンネルのオーディオファイルのすべてのチャンネルに変更を反映させるには、「オーディオタイムラ
イン」で調整を行う前に「オーディオ」リストですべてのトラックを選択します（または Command ＋ A キーを押
します）。

オーディオクリップの継続時間を短くして再生を速める

 1 「オーディオタイムライン」で、ポインタを緑色のバーの末尾に置きます。

 2 Option キーを押したまま（リタイミングポインタが表示されます）、緑色のバーの末尾を左へドラッグします。
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ドラッグ中は、クリップの継続時間と速度がツールヒントに表示されます。 

オーディオクリップの継続時間を延長して再生を遅くする

 1 「オーディオタイムライン」で、ポインタを緑色のバーの末尾に置きます。

 2 Option キーを押したまま（リタイミングポインタが表示されます）、緑色のバーの末尾を右へドラッグします。

ドラッグ中は、クリップの継続時間と速度がツールヒントに表示されます。

「オーディオタイムライン」内でオーディオクリップをループさせる
クリップのループは、クリップの継続時間を延長するもう 1 つの方法です。「オーディオタイムライン」でクリップを
調整することにより、クリップを簡単にループできます。繰り返されたオーディオクリップが最後のフレームになると、
最初のフレームからオーディオの再生が開始されます。

オーディオクリップをループ再生する

 1 「オーディオタイムライン」で、ポインタをクリップの末尾付近に置きます。

 2 Option ＋ Shift キーを押したまま（ループポインタが表示されます）、緑色のバーの末尾を左へドラッグします。

ドラッグ中は、クリップのイン点とアウト点、継続時間、およびループ継続時間がツールヒントに表示されます。 

First loop barrier

「オーディオタイムライン」では、ループするクリップにはループの開始と終了を示す境界が表示されます。クリップ
のバーにあるループ開始境界はインタラクティブです。この境界を移動すると、クリップのループポイントも変わりま
す。

オーディオクリップのループポイントを変更する

 m ループ開始境界を左または右にドラッグします。

クリップのループの終点は、ドラッグに対応する形で移動します。

オーディオにマーカーを使う
「タイムライン」にプロジェクトマーカーを追加すると、それらは「タイムライン」と「キーフレームエディタ」に表
示されます。プロジェクトマーカーを使って、プロジェクトを再生するときに「ヒットポイント」を指定したり、特定
の位置にジャンプしたり、視覚イベントとオーディオイベントを同期させる位置を強調表示したりできます。

マーカーの追加と削除、マーカーの移動、マーカー情報の編集、およびマーカーの使いかたについて詳しくは、
281 ページのマーカーの概要を参照してください。
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「オーディオ」ビヘイビア

「オーディオ」ビヘイビアの概要
「オーディオ」ビヘイビアは、サウンドを使ったムービークリップのオーディオトラックまたはスタンドアロンのオーディ
オトラックに適用することができます。「オーディオ」ビヘイビアは、以下の 2 通りの方法で適用できます：

 • 「ライブラリ」から「オーディオ」ビヘイビアを「オーディオ」リストまたは「オーディオタイムライン」のオーディ
オトラックにドラッグします。

 • 「オーディオ」リストまたは「オーディオタイムライン」でトラックを選択してから、ツールバーの「ビヘイビアを
追加」ポップアップメニューから「オーディオ」ビヘイビアを選択します。

ビヘイビアの適用について詳しくは、291 ページのビヘイビアの使いかたの概要を参照してください。特定の「オー
ディオ」ビヘイビアについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）からトピックを
選択してください。

自動パン
「自動パン」ビヘイビアは、オーディオトラックで一般的に使用されるパンエフェクトを自動化します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • パン位置：パンの位置を設定するスライダです。「パン位置」スライダを 0 に設定すると、サウンドのバランスが
左右のチャンネルで均等になります。パン位置の負の値を大きくすると、左チャンネルのサウンドの音量が大きく
なり、右チャンネルの音量は小さくなります。パン位置の正の値を大きくすると、右チャンネルのサウンドの音量
が大きくなり、左チャンネルの音量は小さくなります。

 • 深度：左と右のチャンネルで自動パンが開始される深さを設定するスライダです。値の範囲は、0 ～ 100 です。

 • 方向：このビヘイビアの継続時間中にパンが移動する方向を設定するポップアップメニューです。「左」または
「右」を選択します。方向を「右」に設定すると、ビヘイビアが継続する間、オーディオの音量は左チャンネル
が小さくなって右チャンネルが大きくなり、左から右へサウンドが移動するような印象を与えます。方向を「左」
に設定すると、ビヘイビアが継続する間、オーディオの音量は右チャンネルが小さくなって左チャンネルが大きく
なり、右から左へサウンドが移動するような印象を与えます。

 • 音量：パンの最中にオーディオのレベルが受ける影響を設定するポップアップメニューです。5 つのオプションか
ら選択します：

 • 一定：音量を一定にするアニメーションカーブ

 • ランプアップ：音量を一定の量で大きくするアニメーションカーブ

 • ランプダウン：音量を一定の量で小さくするアニメーションカーブ

 • クレッシェンド：音量を徐々に大きくする対数アニメーションカーブ

 • デクレッシェンド：音量を徐々に小さくする対数アニメーションカーブ

 • ゲイン：音量に使用するターゲットのゲインを設定するスライダです。値の範囲は－ 96 dB ～＋ 6 dB です。

 • ループ：自動パンエフェクトが繰り返される回数を設定するスライダです。値の範囲は、1 ～ 30 です。

 • 音量を適用：自動パンエフェクトが繰り返される際にどのようにオーディオレベルが変化するかを設定するポップ
アップメニューです。「ループごとに 1 回」または「継続時間全体」を選択します。「ループごとに 1 回」を選
択すると、ループマーカーが出現するたびに自動パンがオーディオレベルに影響します。「継続時間全体」を選
択すると、自動パンがオーディオレベルの変化に影響します。

 • 終了時の状態：自動パンエフェクトが繰り返される際にどのようにパンがループするかを設定するポップアップメ
ニューです。「繰り返し」または「ピンポン」を選択します。この設定は、「ループ」が 1 より大きい値に設定さ
れている場合にのみ有効になります。

 • 始点のオフセット：オーディオの始点から何フレーム後にオーディオエフェクトが開始されるかを設定するスライ
ダです。

 • 終点のオフセット：オーディオの終点から何フレーム前にオーディオエフェクトが終了されるかを設定するスライ
ダです。
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フェードイン／フェードアウト
「フェードイン／フェードアウト」ビヘイビアは、オーディオトラックのフェードインとフェードアウトを自動化します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • フェードイン時間：オーディオトラックの最初のフレームから – 96 dB ～ 0 dB の範囲でオーディオがフェードイ
ンする間のフレーム数を設定するスライダです。継続時間が 0 フレームの場合、オーディオトラックの始点は変更
されないままになります。

 • フェードアウト時間：0 dB ～－ 96 dB の範囲でオーディオがフェードアウトする間のフレーム数を設定するスラ
イダです。継続時間が 0 フレームの場合、オーディオトラックの終点は変更されないままになります。

 • 始点のオフセット：オーディオトラックの始点から何フレーム後に音量のアニメーションが開始されるかを設定す
るスライダです。このパラメータを調整して、オーディオトラックの始点より後にビヘイビアを開始できます。

 • 終点のオフセット：オーディオの終点から何フレーム前にアニメーションが終了されるかを設定するスライダです。
このパラメータを調整して、オーディオトラックの終点より前にビヘイビアを終了できます。

HUD に表示されるコントロール
「オーディオフェードイン／フェードアウト」ビヘイビアには、次に示すようなカスタムコントロールがあります。

参考：「オーディオフェードイン／フェードアウト」HUD コントロールは、311 ページのフェードイン／フェードアウ
トの「基本モーション」ビヘイビアと同一です。

「オーディオ」パラメータビヘイビア

「オーディオ」パラメータビヘイビアを適用する
「オーディオ」パラメータビヘイビアは、オーディオパラメータでの変更をほかのオブジェクトパラメータとリンクさせ
ることにより、プロジェクト内でオーディオ主導のアニメーションを作り出します。「オーディオ」パラメータビヘイビ
アは、「ビヘイビア」ライブラリの「パラメータ」カテゴリ（およびツールバーの「ビヘイビアを追加」ポップアップ
メニュー）にあり、パーティクルシステムを音楽のビートに合わせて振動させたり、オーディオトラックの低音振幅を
オブジェクトの不透明度にリンクさせたりできます。パラメータビヘイビアの使いかたについて詳しくは、293 ペー
ジの「パラメータ」ビヘイビアを追加する を参照してください。

「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューを使用して「オーディオ」パラメータビヘイビアを適用する

 1 プロジェクトパネルの「オーディオ」リストまたは「メディア」リストで、トラックを選択します。

 2 ツールバーで「ビヘイビアを追加」ポップアップメニューから「パラメータ」＞「オーディオ」と選択します。
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「オーディオ」パラメータビヘイビアがプロジェクトに追加されます。しかし「ソースオーディオ」はまだ適用されて
いません。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビヘイビア」インスペクタで「対象」ポップアップメニュー（「ソースオーディオ」行にあります）をクリックし、
ソースのオーディオトラックを選択します。

 • オーディオクリップ（またはオーディオ付きのビデオクリップ）をプロジェクトパネルの「メディア」リストから「ビ
ヘイビア」インスペクタにある「ソースオーディオ」ウェルへドラッグします。

ショートカットメニューを使用して「オーディオ」パラメータビヘイビアを適用する

 1 「オーディオ」リストで、トラックを選択します。

 2 「オーディオトラック」インスペクタで、Control キーを押しながらオーディオパラメータ（たとえば「レベル」）を
クリックし、ショートカットメニューの「パラメータビヘイビアを追加」サブメニューから「オーディオ」を選択しま
す。

「オーディオ」パラメータビヘイビアがプロジェクトに追加されます。しかし「ソースオーディオ」はまだ適用されて
いません。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ビヘイビア」インスペクタで「対象」ポップアップメニュー（「ソースオーディオ」行にあります）をクリックし、
ソースのオーディオトラックを選択します。

 • オーディオクリップ（またはオーディオ付きのビデオクリップ）をプロジェクトパネルの「メディア」リストから「ビ
ヘイビア」インスペクタにある「ソースオーディオ」ウェルへドラッグします。

「パラメータ」ビヘイビアの追加方法について詳しくは、293 ページの「パラメータ」ビヘイビアを追加する を参照
してください。

「パラメータ」ビヘイビアの「オーディオ」は、オーディオトラックの特定の情報の解析を実行して、その解析に基
づきアニメーションカーブをパラメータに適用します。

インスペクタに表示されるパラメータ
 • ソースオーディオ：オーディオデータをどのオーディオトラックから読み取るかを設定するソースウェル。オーディ
オクリップまたはオーディオを含むビデオクリップを「ソースオーディオ」ウェルにドラッグするか、ポップアップメ
ニューで、オーディオの解析に使うソースを選択します。

参考：「パラメータ」ビヘイビアの「オーディオ」をオブジェクトに適用するには、「オーディオタイムライン」の
ビヘイビアの位置にオーディオが表示されている必要があります。

 • 反応の対象：実行するオーディオデータ解析のタイプを設定するポップアップメニューです。「振幅」または「遷
移」を選択します。「振幅」に設定すると、このビヘイビアは、該当する周波数のピーク値に対応します。「遷移」
に設定すると、ビヘイビアは周波数内で発生した急激な変化に対応します。

 • グラフの範囲：このビヘイビアによって解析される周波数の開始範囲を設定するポップアップメニューです。4 つ
のオプションがあります：「すべての周波数」、「低音」、「中間音」、または「高音」。ここでの選択は、以下の
「低帯域」と「高帯域」パラメータの周波数範囲に影響します。

 • オーディオグラフ：フレームごとのビヘイビアによって解析されたソースオーディオのデータを視覚的に表現する
グラフです。
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オーディオグラフの下の「再生」ボタンを押して再生を開始すると、その再生している間は、選択したソースオー
ディオのデータが表示されます。オーディオ解析を行うと、「オーディオグラフ」領域に進行状況バーが表示され
ます。

「低帯域」、「高帯域」、「フロア」、および「上限」値は、グラフの下側または右側の小さいタグをドラッグして設
定します。これらの値は、グラフの下にある 4 つのスライダを使用して数値で設定することもできます。解析の
ための周波数や値に関係なく設定できます。

 • 低帯域：オーディオ解析の低帯域しきい値を設定するスライダ。この値より高いオーディオ周波数のみが解析さ
れます。値の範囲は 1 Hz ～ 22,050 Hz です。

 • 高帯域：オーディオ解析の高帯域しきい値を設定するスライダ。この値より低いオーディオ周波数のみが解析さ
れます。値の範囲は 1 Hz ～ 22,050 Hz です。

 • フロア：オーディオ入力の最小値を設定するスライダ。これより低い結果は無視されます。値の範囲は、0 ～ 1 
です。

 • 上限：オーディオ入力の最大値を設定するスライダ。これより高い結果は無視されます。値の範囲は、0 ～ 1 で
す。

 • なめらかさ：結果カーブをなめらかにするためにウインドウサイズを設定するスライダ。0 以外の値を設定すると、
エラー許容度 1 ％でキーフレームの除去が開始されます。値の範囲は、0 ～ 10 です。このパラメータは「反応
の対象」パラメータが「振幅」に設定されている場合のみ使用できます。

参考：オーディオファイルによっては、「なめらかさ」の値が 7 より大きいとオーディオ再生が同期しなくなるこ
とがあります。

 • 感度：遷移検出の感度を設定するスライダ。値の範囲は 0 ％～ 100 ％です。このパラメータは「反応の対象」
パラメータが「遷移」に設定されている場合のみ使用できます。

 • チャンネル：解析するオーディオチャンネルを設定するポップアップメニュー。「ミックス／モノラル」、「左」、また
は「右」を選択します。

参考：マルチチャンネルのオーディオファイルをソースとして使用している場合、オーディオの解析が正しく実行
されるように「ミックス／モノラル」を選択する必要があります。

 • ピーク：オーディオ解析で生成されたピークカーブを描画する際のキーポイントのリンク方法を設定するポップ
アップメニュー。「シャープ」、「スムーズ」、「スクエア」、または「連続的」を選択します。

それぞれのピークの種類について、以下のリストに示します。

参考：以下の例は参考のためのものです。「オーディオ」ビヘイビアはピークキーフレームを生成しないため、
「キーフレームエディタ」にキーフレームは表示されません。

 • シャープ：アニメーションカーブの各ピークは 3 つのキーフレームによって示され、それらのキーフレーム間に
は直線が描かれます。選択したキーフレームには、接線ハンドルはありません。

 • スムーズ：アニメーションカーブの各ピークはベジェカーブを使って単一のキーフレームによって描画されます。
選択したキーフレームの接線ハンドルを使って、カーブの形状を変更できます。
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 • スクエア：アニメーションカーブの各ピークは 4 つのキーフレームによって描画されます。選択したキーフレー
ムには、接線ハンドルはありません。

 • 連続的：このアニメーションカーブはスムーズ補間のように動作しますが、これらはピーク間を自動的に計算
するため、ベジェハンドルは操作しません。

 • アタック：カーブが最初の値からピークに達するまでのフレーム数を変更するスライダ。このアニメーションカー
ブは、カーブの最初のキーフレームから「オーディオ」ビヘイビアで生成されたカーブのピークまでのオフセット
量（フレーム単位）を示します。このパラメータは「反応の対象」パラメータが「遷移」に設定されている場合
のみ使用できます。

Attack side of the curve

 • リリース：「オーディオ」ビヘイビアで生成されたカーブのピークからカーブの最終キーフレームまでのオフセット
量（フレーム単位）を示すアニメーションカーブを変更するスライダ。ピークから最後の値に達するまでのカーブ
に含まれるフレームの数を「リリース」と呼びます。このパラメータは「反応の対象」パラメータが「遷移」に
設定されている場合のみ使用できます。

 • 適用モード：オーディオの解析がカーブに影響を与える方式を設定するポップアップメニュー。「追加」、「減算」、
「乗算」、または「追加と減算」を選択します。

 • ディレイ：生成されるキーフレームをオフセットするためのディレイ（フレーム数）を設定するスライダ。

 • 調整：オーディオ解析の結果に影響を与える調整係数を設定するスライダ。

 • 適用：オーディオビヘイビアが適用されるオブジェクトパラメータを設定するパラメータ割り当てポップアップメ
ニュー。
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Motion プロジェクトの共有の概要
プロジェクトを配布する準備ができたら、「共有」メニューにあるさまざまな出力オプションを利用できます。これら
のオプションを選択すると、レンダリングされたプロジェクトが含まれるファイルが生成されます。 

「共有」メニューには、プロジェクトを簡単に配布できるようにするさまざまなオプションが表示されます。ほとんど
のオプションは、「iTunes」に接続された Apple デバイス、Blu-ray ディスク、特定の Web サイトなど、ターゲッ
トが特定されています。放送品質または高圧縮率の QuickTime ムービー、イメージシーケンス、オーディオ、静
止画像を書き出すためのオプションもあります。プロジェクトの必要に応じて書き出し方法の設定値をカスタマイズ
できます。

出力ファイルの設定をカスタマイズしたり、処理の負荷を複数のコンピュータに分散したりするには、プロ仕様のト
ランスコーディングアプリケーション「Compressor」で設定を行います。

参考：書き出せるプロジェクトは一度に 1 つのみです。レンダリングのためにプロジェクトを書き出す場合、開いて
いるほかのプロジェクトの「共有」メニューは、「Compressor へ送信」コマンドと「Share Monitor を表示」コ
マンドのみに制限されます。これらのプロジェクトのほかの「共有」メニューのコマンドは、書き出すプロジェクト
のレンダリングが終了するまで使用できません。詳しくは、1017 ページの Compressor を使って書き出すおよび
1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。 

プロジェクトの具体的な共有方法と、変更可能な関連の設定について詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウ
の左側にあるサイドバー）でトピックを選択してください。

Apple デバイスで共有する
プロジェクトを iPhone、iPad、iPod などのデバイスに出力したり、Apple TV を使ってホーム・シアター・シス
テムで再生したりするには、プロジェクトを「iTunes」に送信する必要があります。プロジェクトを共有するための 
iTunes 互換形式を選択する方法は、2 つあります。

共有用の Apple デバイス形式を選択する
 1 「共有」＞「Apple デバイス」と選択します。

 2 「共有」ウインドウで、上に表示されている Apple デバイスをクリックします。 

 3 iTunes ライブラリに追加したい共有ファイルの「iTunes に追加」を選択します。

 4 クリックしたデバイスがウインドウの中央に表示されたら、「共有」をクリックします。

プロジェクトの出力にかかる時間は、ムービーのサイズ、および一度に複数のムービーサイズをレンダリングするか
どうかによって異なります。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share Monitor」を使います。詳しくは、
1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

共有用の Apple デバイス形式をカスタマイズする
 1 「共有」＞「Apple デバイス」と選択します。

 2 「共有」ウインドウで、上に表示されている Apple デバイスをクリックします。

「共有」ウインドウには、ファイルの基本情報（サイズと解像度）および互換性のある Apple デバイスの一覧が表示
されます。iPod を選択するとすべての Apple デバイスと互換性のあるファイルが出力されますが、iPad や Apple 
TV で再生したときにファイルの解像度が原因で画質が低下するおそれがあります。

Motion プロジェクトを共有する
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 3 iTunes ライブラリに追加したい共有ファイルの「iTunes に追加」を選択します。

 4 詳細なオプションを指定するには、「詳細情報を表示」をクリックし、「オプション」パネルを開きます。

 5 「オプション」パネルで、レンダリング出力を微調整する以下の設定を選択します：

 • サイズ：プロジェクトを複数のサイズにレンダリングするには、「サイズ」領域で複数のデバイスを選択します。複
数のデバイスを選択すると、同じ名前で複数のファイルが作成されます。

 • エンコード：「品質重視」または「互換性重視」を選択します。ファイルサイズおよびリストされる互換デバイス数
の違いに注目してください。プロジェクトの再生に使うデバイスと互換性のある出力ファイルを作成するエンコー
ドオプションを選択します。一般に、互換性を高くすると、高解像度デバイスでの再生時の品質が低下します。

 • タイトル：「iTunes」でプロジェクトの名前を変更するには、「タイトル」フィールドに名前を入力します。

 • プレイリストに追加：プロジェクトを iTunes プレイリストに追加するには、このポップアップメニューからプレイ
リストを選択します。

 • 圧縮：ポップアップメニューからレンダリング品質を選択します。「高速エンコード（1 回実行）」を選択すると、
品質よりも処理速度が優先されます。

 • 継続時間：「タイムライン」にイン点とアウト点を設定する場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、
シーケンス全体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分だけを書き出すのかを指定します。

 6 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」パネルを開きます。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。 

 7 バックグラウンドレンダリングを使用するには、「詳細」パネルを開きます。

 バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 8 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」パネルを開きます。

 9 設定を確認したら、「共有」をクリックします。

プロジェクトの出力にかかる時間は、ムービーのサイズ、レンダリングされているムービーのサイズの数、選択した
「レンダリング」設定によって異なります。レンダリングの進行状況は、「Share Monitor」を使ってモニタできま
す。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

「iTunes に追加」オプションを選択すると、「iTunes」が起動していない場合は起動して、新しい出力メディアが
表示されます。

「iMovie」、「GarageBand」、およびその他の Apple アプリケーションと共有す
る
完成した Motion プロジェクトを QuickTime ムービーとして書き出すと、そのプロジェクトを別の Apple アプ
リケーションで使用できるようになります。「ムービー」フォルダに書き出されたムービーは、「GarageBand」、
「Pages」、「Keynote」などの多くの Apple アプリケーションで使用される「メディアブラウザ」からアクセスで
きます。

Motion プロジェクトを「iMovie」と共有する
 1 「共有」＞「ムービーを書き出す」と選択します（または Command ＋ E キーを押します）。

 2 「書き出し」ポップアップメニューで、書き出し形式を選択します。

このメニューには、コーデックのリストが表示されます。

 3 「このアプリケーションで開く」ポップアップメニューから「なし」を選択します。 

 4 「対象」ポップアップメニューからオプションを選択します。

 5 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス全体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

67% resize factor



 第 24 章    Motion プロジェクトを共有する 1007

 6 「次へ」をクリックします。

 7 書き出すファイルの名前と場所を入力して「保存」をクリックします。

ムービーがレンダリングされて保存されるので、「iMovie」の「ファイル」メニューを使ってムービーを iMovie プ
ロジェクトに読み込めるようになります。詳しくは、「iMovie ヘルプ」を参照してください。

Motion プロジェクトを「メディアブラウザ」と共有する
 1 上記の手順 1 ～ 6 を実行します。

 2 書き出すファイルの名前を入力し、場所を「/ユーザ /ユーザ名 /ムービー /」に設定して、「保存」をクリックしま
す。

ムービーがレンダリングされ、「ムービー」フォルダに保存されます。これで、「メディアブラウザ」ボタンを使って、
「GarageBand」、「Keynote」、「Pages」などのアプリケーションにムービーを読み込めるようになります。詳し
くは、該当するアプリケーションのヘルプを参照してください。

参考：「GarageBand」、「Keynote」、または「Pages」には Finder の任意のフォルダからムービーを読み込む
ことができますが、「ムービー」フォルダに保存されていないムービーは「メディアブラウザ」には表示されません。

DVD、Blu-Ray ディスク、AVCHD ディスク、またはディスクイメージを作成する
プロジェクトを標準解像度 DVD または Blu-ray 互換ディスクに書き込めます。Blu-ray 互換ディスクは 2 つの方法
で作成できます：

 • 青色レーザーメディアに書き込む Blu-ray ディスク対応の外付けオプティカルドライブを使用します。

 • 標準 DVD 書き込みデバイスと標準赤色レーザーメディアを使って、HD ビデオコンテンツとメニューを備える 
AVCHD ディスクを作成します。AVCHD ディスクは、AVCHD ディスク対応の Blu-ray プレーヤーで再生できま
す。

ディスクイメージ（.img）ファイルを作成して、外付けドライブにコピーすることもできます。後で「ディスクユーティ
リティ」を使って、そのディスクイメージからディスクを複製するか、ディスクイメージを DVD や Blu-ray ディスク
メディアに書き込むことができます。

ディスク上のファイルには 30 秒間隔でマーカーが追加されるので、DVD または Blu-ray プレーヤーのリモコンを
使って、次のチャプタや前のチャプタボタンを押すたびに 30 秒前や 30 秒後にスキップできるようになります。ディ
スクに記録できるマーカーの最大数は、次のようにディスクフォーマットごとに決まっています： 

 • 標準 DVD：99

 • 標準 Blu-ray：999

 • AVCHD：50

参考： お使いのコンピュータに「Compressor」がインストールされていれば、「Compressor へ送信」オプショ
ンを使ってプロジェクトを「Compressor」で開き、プレビューウインドウでチャプタマーカーを追加したりマーカー
に名前を付けることができます。詳しくは、「Compressor ヘルプ」を参照してください。

標準解像度 DVD に書き込む／標準解像度のディスクイメージファイルを作成する
 1 「共有」＞「DVD」と選択します。

 2 「出力デバイス」ポップアップメニューで、出力先を選択します。

このメニューには、利用可能なオプティカルドライブやコンピュータのハードディスクなど、システムに適した出力デ
バイスが表示されます。ディスクに書き込む場合は、オプティカルドライブを選択します。ディスクイメージ（.img）
ファイルを作成して、後で外付けドライブにコピーしたり DVD メディアに書き込んだりする場合は、「ハード・ドラ
イブ」を選択します。

 3 「レイヤー」ポップアップメニューで、1 層、2 層どちらのディスクに書き込むかを選択します。
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重要：1 層ディスクの使用時に「2 層」を選択すると、プロジェクトの長さによっては、書き込み中にエラーが発生
することがあります。

 4 「ディスクテンプレート」ポップアップメニューから、利用できるテンプレートを選択します。

 5 「タイトル」フィールドにディスクの名前を入力します。

デフォルトでは、ディスクの名前はプロジェクト名です。

 6 ディスクをセットしたときの DVD プレーヤーの動作を指定するには、「ディスク読み込み時」ポップアップメニュー
から項目を選択します。

メインメニューを表示するには、「メニューを表示」を選択します。すぐにムービーの再生を開始するには、「ムー
ビーを再生」を選択します。

 7 DVD のメニューに背景を追加するには、「追加」ボタンをクリックし、（ディスク上のグラフィックスファイルの保存
場所に移動して）グラフィックスを選択します。

別の背景に変更するには、消去ボタンをクリックし、再度「追加」をクリックします。

 8 選択したテンプレートおよび背景に含まれるメニューのプレビューを表示するには、「メインメニュー」をクリックしま
す。ムービーのプレビューを表示するには、「プロジェクト」をクリックします。

 9 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。 

 10 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。 

 11 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 12 「オプション」パネルで、以下のいずれかの操作を行います：

 •  ディスクに書き込む場合（ディスクイメージは作成しない）：「出力デバイス」ポップアップメニューの右にある取
り出しボタンをクリックし、ディスク書き込みデバイスに空のディスクをセットして、「ディスクを作成」をクリック
します。

重要：書き込み先が 2 層ディスクであっても、それをセットする前に「ディスクを作成」をクリックすると「Motion」
で 1 層ディスクと認識されます。その結果、ディスクの片面のみが使用され、ビデオの品質も低下します。

 • ディスクイメージファイルを作成する場合：「出力デバイス」ポップアップメニューから「ハード・ドライブ」を選
択し、「次へ」をクリックしてファイルの名前を入力し、場所を選択して、「保存」をクリックします。

重要：デフォルトでは、共有機能は、ディスクイメージで 1 層メディアの使用を想定しており、ビットレートもそ
れに応じて調整されます。

レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share Monitor」を使います。詳しくは、1019 ページの「Share 
Monitor」についてを参照してください。

Blu-ray または AVCHD ディスクに書き込む／ディスクイメージ Blu-ray ファイルを作成する
 1 「共有」＞「Blu-ray」と選択します。

 2 表示されるウインドウで、「出力デバイス」ポップアップメニューからファイルの出力先を選択します。

このポップアップメニューには、オプティカルドライブやコンピュータのハードディスクなど、システムに適した出力
デバイスが表示されます。各デバイスは、対応する出力の種類（Blu-ray または AVCHD）によって識別されます。
ディスクイメージ（.img）ファイルを作成して、後で外付けドライブにコピーしたり Blu-ray メディアに書き込んだ
りする場合は、「ハード・ドライブ」を選択します。

 3 「レイヤー」ポップアップメニューで、1 層、2 層どちらのディスクに書き込むかを選択します。

重要：1 層ディスクの使用時に「2 層」を選択すると、プロジェクトの長さによっては、ディスクの書き込み中にエ
ラーが発生することがあります。

67% resize factor



 第 24 章    Motion プロジェクトを共有する 1009

 4 「ディスクテンプレート」ポップアップメニューからテンプレートを選択します。

 5 「タイトル」フィールドにディスクの名前を入力します。

デフォルトでは、ディスクの名前はプロジェクト名です。

 6 ディスクをセットしたときの Blu-ray プレーヤーの動作を指定するには、「ディスク読み込み時」ポップアップメニュー
から項目を選択します。

メインメニューを表示するには、「メニューを表示」を選択します。すぐにムービーの再生を開始するには、「ムー
ビーを再生」を選択します。 

 7 メニューにループムービーボタンを追加するには、「ループムービーボタンを含める」を選択します。

参考：このオプションを利用できないディスクテンプレートもあります。

 8 選択したテンプレートに含まれるメニューのプレビューを表示するには、「メインメニュー」をクリックします。ムー
ビーのプレビューを表示するには、「プロジェクト」をクリックします。

 9 メニューに背景、ロゴ、タイトルを追加するには、「追加」ボタンをクリックし、（ディスク上のグラフィックスファイ
ルの保存場所に移動して）グラフィックスを選択します。

別の背景に変更するには、消去ボタンをクリックし、再度「追加」をクリックします。

 10 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。 

 11 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。 

 12 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 13 「オプション」パネルで、以下のいずれかの操作を行います：

 •  ディスクに書き込む場合（ディスクイメージは作成しない）：「出力デバイス」ポップアップメニューの右にある取
り出しボタンをクリックし、ディスク書き込みデバイスに空のディスクをセットして、「ディスクを作成」をクリック
します。

重要：書き込み先が 2 層ディスクであっても、それをセットする前に「ディスクを作成」をクリックすると「Motion」
で 1 層ディスクと認識されます。その結果、ディスクの片面のみが使用され、ビデオの品質も低下します。

 • ディスクイメージファイルを作成する場合：「出力デバイス」ポップアップメニューから「ハード・ドライブ（Blu-
ray）」を選択し、「次へ」をクリックしてファイルの名前を入力し、場所を選択して、「保存」をクリックします。

重要：デフォルトでは、共有機能は、ディスクイメージで 1 層メディアの使用を想定しており、ビットレートもそ
れに応じて調整されます。

レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share Monitor」を使います。詳しくは、1019 ページの「Share 
Monitor」についてを参照してください。

参考：Blu-ray と AVCHD のメニューは、1080 ラインの縦の解像度で表示するように設定されたディスプレイに最
適です。

67% resize factor
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メールで共有する
「Mail」で作成したメールメッセージに、ムービーを添付ファイルとして含めることができます。

プロジェクトをメールで共有する

 1 「共有」＞「メール」と選択します。

 2 「サイズ」ポップアップメニューで、書き出すビデオのサイズを選択します。

 3 「圧縮」ポップアップメニューで、レンダリング品質を選択します。品質よりも処理速度を優先する場合は「高速エ
ンコード（1 回実行）」、それ以外の場合は「高品質（マルチパス）」を選択します。

 4 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス全体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 5 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。 

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。

 6 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

 バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 7 添付ファイルの予想サイズなど、出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

重要：多くのメールサービスでは、添付ファイルのサイズに上限が設けられています。メッセージがメールプロバイダ
の許容する最大サイズを超える場合は、「Mail」にメッセージサイズが赤で表示され、上限サイズが示されます（た
だし、「Mail」がメールプロバイダからその情報を取得できる場合）。

 8 添付ファイルの予想サイズを見るには、サイズと圧縮のオプションを選択して「概要」をクリックします。

 9 「メッセージを作成」をクリックします。

レンダリングの完了後「Mail」が起動し、設定済みの件名でメールが作成され、ムービーが添付されます。

ビデオ共有サイトに公開する
Motion プロジェクトを YouTube、Facebook、Vimeo、CNN iReport のような人気のある動画共有サイトに公
開して共有できます。ここでは、これらのサイトで共有する方法について説明します。「共有」コマンドを使用する前
に、利用する予定のサービスのアカウントを設定します。このセクションの手順を実行する際に必要となるので、ア
カウント情報を手元に準備してください。

プロジェクトを YouTube に公開する
 1 「共有」＞「YouTube」と選択します。

 2 「アカウント」ポップアップメニューにアカウントが表示されない場合は、以下のいずれかの操作を行います：

 • はじめて「Motion」経由で YouTube に公開するときは、「追加」をクリックしてアカウント名を入力します。
（YouTube アカウントを持っていないときは、http://www.youtube.com にアクセスしてアカウントを作成し
ます。）

 • 複数の YouTube アカウントがある場合は、「アカウント」ポップアップメニューからアカウントを選択します。

サインインを完了するには、画面上の指示に従って認証情報を確認してデバイスから共有できるようにしてから、「完
了」をクリックします。

 3 以下の情報を入力します：

 • パスワード：YouTube アカウントのパスワードを入力します。

 • カテゴリ：このポップアップメニューから YouTube コンテンツのカテゴリを選択します。

 • このムービーをプライベートにする：ムービーをプライベートにするかどうかを選択します。

このチェックボックスが選択されていると、（オンラインの YouTube アカウントページにある）YouTube アカウ
ント設定で指定した連絡先ユーザだけが、ムービーを視聴できます。
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 • タイトル：公開するムービーの名前を入力します。

 • 説明：視聴者が読むムービーの説明を入力します。

 • タグ：視聴者がこのムービーを見つけるためのキーワードを入力します。

参考：上記の項目はすべて必須です。

 4 「サイズ」ポップアップメニューでムービーのサイズを選択するか、プロジェクトのメディアに基づいて「Motion」
でサイズを自動選択する場合は、「サイズを自動的に設定」チェックボックスを選択します。

 5 「圧縮」ポップアップメニューで、レンダリング品質を選択します。品質よりも処理速度を優先する場合は「高速エ
ンコード（1 回実行）」、それ以外の場合は「高品質（マルチパス）」を選択します。

 6 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 7 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。 

 8 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 9 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 10 「次へ」をクリックして、サービス利用条件を読み、「公開」をクリックします。

プロジェクトがレンダリングされ、YouTube にアップロードされます。所要時間は、プロジェクトのレンダリング時
間と Web サイトのトラフィックによって変化します。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share Monitor」
を使います。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

プロジェクトを Facebook に公開する
 1 「共有」＞「Facebook」と選択します。

 2 「アカウント」ポップアップメニューにアカウントが表示されない場合は、以下のいずれかの操作を行います：

 • はじめて「Motion」経由で Facebook に公開するときは、「追加」をクリックしてアカウント名を入力します。
（Facebook アカウントを持っていないときは、http://www.facebook.com にアクセスしてアカウントを作成
します。）

 • 複数の Facebook アカウントがある場合は、「アカウント」ポップアップメニューからアカウントを選択します。

 3 以下の情報を入力します：

 • パスワード：Facebook アカウントのパスワードを入力します。

 • 再生可能：ビデオを視聴できる人々のサブセットを設定するには、ポップアップメニューから項目を選択します。

 • タイトル：公開するムービーの名前を入力します。

 • 説明：視聴者が読むムービーの説明を入力します。

 4 「サイズ」ポップアップメニューでムービーのサイズを選択するか、プロジェクトのメディアに基づいて「Motion」
でサイズを自動選択する場合は、「サイズを自動的に設定」を選択します。

 5 「圧縮」ポップアップメニューで、レンダリング品質を選択します。品質よりも処理速度を優先する場合は「高速エ
ンコード（1 回実行）」、それ以外の場合は「高品質（マルチパス）」を選択します。

 6 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。 

 7 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。 

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。
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 8 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。 

 9 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 10 「次へ」をクリックして、サービス利用条件を読み、「公開」をクリックします。

プロジェクトがレンダリングされ、Facebook にアップロードされます。所要時間は、プロジェクトのレンダリング時
間と Web サイトのトラフィックによって変化します。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share Monitor」
を使います。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

プロジェクトを Vimeo に公開する
 1 「共有」＞「Vimeo」と選択します。

 2 「アカウント」ポップアップメニューにアカウントが表示されない場合は、以下のいずれかの操作を行います：

 • はじめて「Motion」経由で Vimeo に公開するときは、「追加」をクリックしてアカウント名を入力します。（Vimeo 
アカウントを持っていないときは、http://www.vimeo.com にアクセスしてアカウントを作成します。）

 • 複数の Vimeo アカウントがある場合は、「アカウント」ポップアップメニューからアカウントを選択します。

 3 以下の情報を入力します：

 • パスワード：Vimeo アカウントのパスワードを入力します。

 • 再生可能：このポップアップメニューから、ビデオを視聴できる人々のサブセットを選択します。

 • タイトル：公開するムービーの名前を入力します。

 • 説明：視聴者が読むムービーの説明を入力します。

 • タグ：視聴者がこのムービーを見つけるためのキーワードを入力します。

 4 「サイズ」ポップアップメニューでムービーのサイズを選択するか、プロジェクトのメディアに基づいて「Motion」
でサイズを自動選択する場合は、「サイズを自動的に設定」を選択します。

 5 「圧縮」ポップアップメニューで、レンダリング品質を選択します。品質よりも処理速度を優先する場合は「高速エ
ンコード（1 回実行）」、それ以外の場合は「高品質（マルチパス）」を選択します。

 6 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。 

 7 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。 

 8 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

 バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 9 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 10 「次へ」をクリックして、サービス利用条件を読み、「公開」をクリックします。

プロジェクトがレンダリングされ、Vimeo にアップロードされます。所要時間は、プロジェクトのレンダリング時間と 
Web サイトのトラフィックによって変化します。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share Monitor」を
使います。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

プロジェクトを CNN iReport に公開する
 1 「共有」＞「CNN iReport」と選択します。

 2 「アカウント」ポップアップメニューからアカウントを選択するか、「追加」をクリックしてアカウントを追加します。

アカウントを持っていないときは、CNN iReport Web サイト（http://www.ireport.com）にアクセスして、ア
カウントを作成してください。
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 3 以下の情報を入力します：

 • パスワード：CNN iReport アカウントのパスワードを入力します。

 • 件名：公開するムービーの名前を入力します。

 • 本文：視聴者が読むムービーの説明を入力します。

 • タグ：視聴者がこのムービーを見つけるためのキーワードを入力します。

 4 「サイズ」ポップアップメニューでムービーのサイズを選択するか、プロジェクトのメディアに基づいて「Motion」
でサイズを自動選択する場合は、「サイズを自動的に設定」を選択します。

 5 「圧縮」ポップアップメニューで、レンダリング品質を選択します。品質よりも処理速度を優先する場合は「高速エ
ンコード（1 回実行）」、それ以外の場合は「高品質（マルチパス）」を選択します。

 6 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 7 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。 

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。

 8 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

 バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 9 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 10 「次へ」をクリックして、サービス利用条件を読み、「公開」をクリックします。

プロジェクトがレンダリングされ、CNN iReport にアップロードされます。所要時間は、プロジェクトのレンダリ
ング時間と Web サイトのトラフィックによって変化します。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share 
Monitor」を使います。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

QuickTime ムービーを書き出す
「共有」メニューの「ムービーを書き出す」コマンドを使って、プロジェクトを QuickTime ムービーファイルとして
書き出せます。メディアを別のアプリケーションで使いたい場合、クライアントに確認してもらうため外部ドライブに
コピーする場合、対応していない Web サイトに公開する場合は、このオプションを使用します。「選択範囲をムー
ビーに書き出す」コマンドを使えば、プロジェクトから書き出す内容を、選択したオブジェクトに限定することができ
ます。このテクニックは、背景や前景のプレートを、コンポジションのほかの部分を減算して書き出したいときに便
利です。

プロジェクトをムービーファイルとして書き出す

 1 「共有」＞「ムービーを書き出す」と選択します（または Command ＋ E キーを押します）。

 2 「書き出し」ポップアップメニューで、書き出し形式を選択します。

このメニューには、コーデックのリストが表示されます。

 3 「このアプリケーションで開く」ポップアップメニューからオプションを選択します： 

 • 何もしない：書き出しの完了後にムービーは開かれません。

 • QuickTime Player で開く（デフォルト）：ムービーが「QuickTime Player」で開かれます。

 • Compressor で開く：ムービーが「Compressor」で開かれます（システムにインストールされている場合）。

 4 「対象」ポップアップメニューから、「ビデオとオーディオ」または「ビデオのみ」を選択します。

 5 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 6 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。 
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 7 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 8 「次へ」をクリックします。

 9 書き出すファイルの名前を入力し、場所を選択して「保存」をクリックします。

「Motion」がレンダリングを実行し、ムービーを保存します。

重要：「ムービーを書き出す」コマンドではバックグラウンドレンダリングを使用しないため、「Motion」で続きの
作業を行うには、レンダリングが完了するまで待つ必要があります。

選択したオブジェクトをプロジェクトからムービーファイルとして書き出す

 1 「レイヤー」リストまたは「タイムライン」でオブジェクトを選択してから、「共有」＞「選択範囲をムービーとして
書き出す」と選択します（または Option ＋ Command ＋ E キーを押します）。

 2 「書き出し」ポップアップメニューで、書き出し形式を選択します。

このメニューには、コーデックのリストが表示されます。

 3 「このアプリケーションで開く」ポップアップメニューからオプションを選択します：

 • 何もしない：書き出しの完了後にムービーは開かれません。

 • QuickTime Player で開く（デフォルト）：ムービーが「QuickTime Player」で開きます。

 • Compressor で開く：ムービーが「Compressor」で開きます（システムにインストールされている場合）。

 4 「対象」ポップアップメニューから、「ビデオとオーディオ」または「ビデオのみ」を選択します。

 5 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 6 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。 

 7 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 8 「次へ」をクリックします。

 9 書き出すファイルの名前を入力し、場所を選択して「保存」をクリックします。

選択したオブジェクトがレンダリングされ、ムービーとして保存されます。

参考：「選択範囲をムービーに書き出す」コマンドは、複数のオブジェクトが選択されている場合は使用できません。

重要：「ムービーを書き出す」コマンドではバックグラウンドレンダリングを使用しないため、「Motion」で続きの
作業を行うには、レンダリングが完了するまで待つ必要があります。

オーディオのみを書き出す
「オーディオを書き出す」コマンドを使って、プロジェクトのオーディオのみを書き出すことができます。この機能を
利用して、プロジェクトのすべてのオーディオトラックのミックスを含む単一のオーディオファイルを作成すると便利で
す。

プロジェクトのオーディオのみを書き出す

 1 「共有」＞「オーディオを書き出す」と選択します。

 2 「書き出し」ポップアップメニューで、オーディオ形式を選択します。

 3 書き出したムービーをデフォルトアプリケーションで開くようにする場合は、「このアプリケーションで開く」を選択し
ます。

デフォルトのアプリケーションは、手順 2 で選択したオーディオ形式によって異なります：

 • AAC ファイルと MP3 ファイルは「iTunes」で開かれます。

 • AIFF、CAF、および WAVE ファイルは QuickTime で開かれます。
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 • AC3 ファイルは、「Compressor」（または AC3 ファイルのデフォルトのアプリケーションとして Finder で設
定されているアプリケーション）で開かれます。Finder について詳しくは、「OS X ヘルプ」を参照してください
（Finder で「ヘルプ」＞「ヘルプセンター」と選択してください）。

 4 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 5 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 6 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 7 「次へ」をクリックします。

 8 オーディオファイルの名前を入力し、場所を選択して「保存」をクリックします。

オーディオファイルがレンダリングされ、保存されます。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share 
Monitor」を使います。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

参考：書き出されるオーディオファイルの数は、「オーディオ」リストの下部にあるマスタートラック領域の出力チャ
ンネルポップアップメニューの設定で決まります。このメニューをステレオに設定すると、1 つのステレオファイルが
出力されます。5.2 に設定すると、各サラウンドトラックに対応する 6 つの別個のオーディオファイルが出力されま
す。詳しくは、994 ページの出力チャンネルを選択するを参照してください。

イメージシーケンスを書き出す
プロジェクトのビジュアルは、「イメージシーケンスを書き出す」コマンドを使ってイメージシーケンスとして書き出せ
ます。イメージシーケンスは、順番に番号の付いた静止画像ファイルの集合で、プロ仕様の多くのフィニッシング、
合成、グレーディングアプリケーションで処理できます。

プロジェクトをイメージシーケンスとして書き出す

 1 「共有」＞「イメージシーケンスを書き出す」と選択します。

 2 「書き出し」ポップアップメニューで、イメージシーケンスのファイル形式を選択します。

 3 非スクエアの「ピクセルのアスペクト比」を使用するプロジェクト（NTSC や PAL など）からフレームを書き出し
て、出力ファイルではスクエアピクセルを使用するようにするには、「アスペクト比を保持してイメージを調整」を選
択します。

 4 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 5 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。 

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。

 6 バックグラウンドレンダリングを行うには、「詳細」をクリックします。

 バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 7 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 8 「次へ」をクリックします。

 9 イメージシーケンスの名前を入力し、書き込む場所を選択します。

重要：このコマンドで、入力した名前を使ったフォルダが作成されます。イメージシーケンスのファイルはここに保
存されます。

 10 「保存」をクリックします。

「Motion」がレンダリングを実行し、イメージシーケンスを保存します。レンダリングの進行状況は、「Share 
Monitor」を使ってモニタできます。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。
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静止画像を書き出す
プロジェクト内の特定のビデオフレームを単一のイメージファイルとして保存できます。

静止フレームを共有する

 1 Motion プロジェクトで、保存するフレームに再生ヘッドを移動してから、「共有」＞「現在のフレームを保存」と
選択します。

 2 「書き出し」ポップアップメニューで、イメージ形式を選択します。

 3 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。

 4 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 5 「次へ」をクリックします。

 6 保存するファイルの名前を入力し、場所を選択して「保存」をクリックします。

HTTP ライブストリーミング用に書き出す
Web ホスティング用 QuickTime 参照ムービーを書き出すことができます。ムービーは、さまざまな設定を使用し
て圧縮された QuickTime ムービーのグループにリンクされます。書き出しに使用したい圧縮設定の数や種類を選
択できます。対応するサーバソフトウェアを使ってホスティングすれば、参照ムービーから、利用可能な帯域幅でス
トリーミングを行うのに最適な圧縮率の QuickTime ムービーを選択できるようになります。

プロジェクトを HTTP ライブストリーミング用に書き出す
 1 「共有」＞「HTTP ライブストリーミング用に書き出す」と選択します。

 2 書き出すムービーのバージョンを選択します。

 3 ポップアップメニューから「セグメントの長さ」を選択します。

この値によって、ビデオストリームを分割する方法が決まります。このセグメンテーションで、ネットワーク接続速度
が変化するデバイスへのストリーミング中に Web サーバがビデオ形式を切り替えるタイミングが定義されます。「セ
グメントの長さ」には 2 つのオプションがあります：

 • 10 秒：このメニュー項目を選択すると、変化する接続速度にサーバがすばやく対応できます。ただし、ファイル
のサイズは少し大きくなります。

 • 30 秒：このメニュー項目を選択すると、サイズの小さい、効率の良いファイルになります。変化する接続速度に
サーバが必ずしも対応する必要がない場合に選択します。

 4 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、シーケン
ス自体を書き出すのかイン点とアウト点の間の部分を書き出すのかを指定します。

 5 「Motion」固有の追加オプションを指定するには、「レンダリング」をクリックします。 

「レンダリング」パネルで使用できるオプションについて詳しくは、1018 ページの「レンダリング」設定 を参照して
ください。

 6 バックグラウンドレンダリングを使用するかどうかを選択するには、「詳細」をクリックします。 

バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 7 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 8 「次へ」をクリックし、書き出すファイルの名前を入力し、場所を選択します。

 9 「保存」をクリックします。

「Motion」がレンダリングを実行し、ムービーを保存します。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share 
Monitor」を使います。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。
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Compressor を使って書き出す
「共有」メニューのオプションは、よくある状況で適切に動作するという結果が得られるように構成されています。と
はいえ、設定を調整する必要のある場合も考えられます。「Motion」と連携するプロ仕様のトランスコーディングア
プリケーション「Compressor」は、メディア変換仕様とエンコーディングワークフローをきわめて詳細に制御でき
ます。

重要：「Compressor」を使って書き出すには、「Compressor 4.1」をインストールしておく必要があります。
「Compressor 4.1」は別途購入する必要があります。

「Compressor」は次のように利用できます：

 • 「Compressor」がインストールされている場合：「共有」＞「Compressor へ送信」と選択してプロジェクト
を「Compressor」に送信すれば、「Compressor」が提供する出力カスタマイズ用のオプションを利用できま
す。

 • 「Compressor」がインストールされているか、Compressor 設定を自分のコンピュータにコピーしている場
合：「共有」＞「Compressor 設定を使って書き出す」と選択して、「Motion」で「Compressor」の設定
（Apple が定義した設定またはユーザが作成したカスタム設定）を適用できます。この方法でプロジェクトを書
き出すと、プロジェクトを「Compressor」で開かなくても「Compressor」の設定を使ってプロジェクトをレン
ダリングできます。「Compressor」の設定を選択するたびに、レンダリングするプロジェクトのバージョンが追
加されていきます。設定を選択した後、プロジェクトはバックグラウンドでレンダリングされます。 

プロジェクトを「Compressor」に送信する
 1 「共有」＞「Compressor へ送信」と選択します。

「Compressor」が開き、プロジェクトがバッチ領域に追加されます。

 2 1 つまたは複数の設定を「設定」パネルからバッチ領域内のプロジェクトにドラッグし、「バッチを開始」をクリック
します。

詳しくは、「Compressor ヘルプ」を参照してください。

プロジェクトを「Compressor」の設定を使って書き出す
 1 「共有」＞「Compressor 設定を使って書き出す」と選択します。

 2 表示されるウインドウで、いずれかのフォルダから設定を選択します。

プロジェクトプレビューの下に表示される「検索」フィールドで、H.264 や 1080p など特定の設定を検索できます。

 3 「タイムライン」にイン点とアウト点を設定している場合は、「継続時間」ポップアップメニューを使って、プロジェ
クト全体を書き出すのか、再生範囲（イン点とアウト点の間の部分）を書き出すのかを指定します。 

 4 書き出したファイルを自動的に開くには、「アプリケーションで開く」を選択します。

 5 バックグラウンドレンダリングを使用するかどうかを選択するには、「詳細」をクリックします。 

バックグラウンドレンダリングについて詳しくは、1019 ページのバックグラウンドレンダリングを参照してください。

 6 出力されるファイルの詳細情報を見るには、「概要」をクリックします。

 7 「次へ」をクリックします。

 8 ファイル名を入力し、出力ファイルの場所を選択して「保存」をクリックします。

Share Monitor ウインドウが開き、プロジェクトがレンダリングを開始し、進行状況バーに残り時間が表示されま
す。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。
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「レンダリング」設定
Motion プロジェクトを共有する場合は、さまざまなレンダリングオプションを選択して、画質とレンダリング時間の
バランスをとることができます。使用できるオプションは、「共有」ウインドウの「レンダリング」パネルに表示され
ます。（「共有」＞「Apple デバイス」と選択しても「レンダリング」パネルが表示されないときは、「詳細情報を
表示」をクリックします。）

レンダリングオプション
 • カラー：このポップアップメニューで、カラーチャンネル（RGB のみ、透明度なし）、アルファチャンネルのみ、
カラーチャンネル＋アルファチャンネル（RGB、透明度あり）のどれを出力するかを設定します。

参考：埋め込みアルファチャンネルをサポートしているコーデックは、ごく一部です。アルファチャンネルをサポー
トしていないコーデックで出力する場合、このポップアップメニューでどんなオプションを選択しても、アルファチャ
ンネルは保存されません。

 • アルファをプリマルチプライ：このチェックボックスを選択すると、書き出したファイルでプロジェクトの背景と半
透明ピクセルが乗算で混合されます（プロジェクトの背景色が黒の場合）。

 • レンダリング品質：このポップアップメニューで、レンダリングの品質を設定します。「最適」、「標準」、「ドラフ
ト」、「カスタム」から選択できます。「レンダリング品質」設定は、イメージ全体にではなく特定のエフェクトの
画質に影響します。低いレンダリング品質を選択すると、レンダリング時間が短くなります。高いレンダリング品
質を選択すると、出力品質が向上します。詳しくは、57 ページのキャンバスの表示オプションを参照してくださ
い。

 • フィールド：このポップアップメニューで、個々のフィールドをレンダリングするかどうかを設定します。オプション
には、「オン」（インターレース）、「オフ」（プログレッシブ）、「キャンバス設定を使用」があります。 

 • モーションブラー：このポップアップメニューで、動くオブジェクトにモーションブラーを適用するかどうかを設定
します。オプションには、「オン」、「オフ」、「キャンバス設定を使用」があります。

 • フレームの合成：このポップアップメニューで、よりスムーズで高品質のスローモーションをプロジェクトに出力す
るフレームの合成をレンダリングするかどうかを設定します。オプションには、「オン」、「オフ」、「キャンバス設
定を使用」があります。
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3D レンダリングオプション
 • カメラ：このポップアップメニューで、プロジェクトのレンダリングに使用するカメラを選択します（3D レイヤーを
使用している場合）。

 • ライティング：このポップアップメニューで、ライティングエフェクトをレンダリングするかどうかを設定します。オ
プションには、「オン」、「オフ」、「キャンバス設定を使用」があります。このオプションをオフにすると、レンダ
リング時間が短くなりますが、出力中のライティングエフェクトはなくなります。

 • シャドウ：このポップアップメニューで、シャドウエフェクトをレンダリングするかどうかを選択します。オプション
には、「オン」、「オフ」、「キャンバス設定を使用」があります。このオプションをオフにすると、レンダリング時
間が短くなりますが、出力中のシャドウエフェクトはなくなります。

 • 反射：このポップアップメニューで、反射エフェクトをレンダリングするかどうかを選択します。オプションには、
「オン」、「オフ」、「キャンバス設定を使用」があります。このオプションをオフにすると、レンダリング時間が短
くなりますが、出力中の反射エフェクトはなくなります。

 • フィールドの深度：このポップアップメニューで、フィールドの深度エフェクトをレンダリングするかどうかを選択
します。オプションには、「オン」、「オフ」、「キャンバス設定を使用」があります。このオプションをオフにする
と、レンダリング時間が短くなりますが、出力中のフィールドの深度エフェクトはなくなります。

バックグラウンドレンダリング
ほとんどすべての共有ダイアログにある「詳細」パネルでは、カスタマイズ済みの共有設定を「Compressor」に
送信し、「Motion」で作業を続けながらバックグラウンドレンダリングを行うことができます。

プロジェクトを「Compressor」に送信してバックグラウンドレンダリングを行う
 1 「共有」メニューからオプションを選択し、構成します。

たとえば、「共有」＞「Apple デバイス」を選択し、設定を構成できます。

 2 必要に応じて「詳細情報を表示」をクリックして使用できるパネルを開き、「詳細」をクリックします。

 3 「Compressor へ送信」をクリックします。

ムービーが「Compressor」に送信され、レンダリングされます。レンダリングの進行状況をモニタするには、「Share 
Monitor」を使います。詳しくは、1019 ページの「Share Monitor」について を参照してください。

「Share Monitor」について
「共有」メニューオプションを使ってプロジェクトを公開または書き出すと（「ムービーを書き出す」、「選択範囲をムー
ビーに書き出す」、および「現在のフレームを保存」を除く）、「Share Monitor」アプリケーションが開きます。

Dock の「Share Monitor」アイコンをクリックすると、レンダリング処理の進行状況をモニタできます。「Share 
Monitor」アイコンに表示される数字は、レンダリング中のファイルの数です。

「Share Monitor」の使いかたについて詳しくは、「Share Monitor ヘルプ」を参照してください。
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グループとラスタライズ
一部の操作および特定のフィルタまたはマスクを適用することによって、グループがラスタライズされます。グルー
プをラスタライズするとビットマップイメージに変換されます。これは、ラスタライズされたグループとプロジェクト内
のほかのオブジェクトとの相互作用に影響します。

ラスタライズが 2D／ 3D グループに与える影響はそれぞれ異なります。2D グループがラスタライズされた場合、
グループ内のオブジェクトに適用されていたブレンドモードはグループ外のオブジェクトに対しては効果がなくなり
ます。3D グループがラスタライズされた場合、グループ全体がグループ外のオブジェクトと交差しなくなります。ラ
スタライズされた 3D のグループは 1 つのオブジェクトとして扱われ、プロジェクトで合成されるときに深度の順序
ではなく「レイヤー」リストでのレイヤーの順序が使用されます。レイヤーの順番と奥行きの順番の違いについて詳
しくは、895 ページのレイヤーの順番と深度を参照してください。

グループをラスタライズしても、プロジェクト内のカメラとライトはラスタライズされたグループ内のオブジェクトと引
き続き相互に作用します。

重要：平坦化した 3D グループのライティングは、ラスタライズされているかどうかにかかわらず、そのグループの
境界線を超えることはありません。

2D グループで以下の操作を行うと、そのグループのラスタライズがトリガーされます：

 • 「ブレンド」に変更を加える（「不透明度」、「ブレンドモード」、または「不透明度を保持」パラメータを変更す
る）

 • 「ドロップシャドウ」パラメータを有効にする

 • 「四隅の角」パラメータを有効にする

 • 「クロップ」パラメータを有効にする

 • フィルタを適用する

 • マスクを追加する

 • ライトを追加する（ライトを追加した 2D グループが 3D グループ内にネストされている場合）

3D グループで以下の操作を行うと、そのグループのラスタライズがトリガーされます：

 • ブレンドを変更する

 • 特定のフィルタを適用する

詳しくは、1026 ページのフィルタとラスタライズを参照してください。

 • 「平坦化」パラメータによる 3D プロジェクトへのライトの追加を有効にする（「グループ」インスペクタ）

ラスタライズについて
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グループのラスタライズをトリガーする操作を実行すると、以下のようになります：

 • ラスタライズインジケータ（小さい赤のボックス内に“R”）が「情報」インスペクタのパラメータの横に表示さ
れます。

Rasterization indicator

 • 「レイヤー」リストと「タイムライン」で、ラスタライズされたグループが小さいアウトラインで囲まれます。これ
をラスタライズフレームといいます。

Rasterization frame

ベクトルグラフィックスとは異なり、ラスタライズされた 2D グループは、「グループ」インスペクタで「固定解像度」
チェックボックスが選択されている場合に拡大すると、画質が低下するおそれがあります。

重要：3D パーティクルエミッタ、3D リプリケータ、平坦化されていないテキストオブジェクトは、ラスタライズ処
理では 3D グループとして扱われます。

ラスタライズがさまざまなタイプのオブジェクトにどのように影響するかについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（この
ウインドウの左側にあるサイドバー）でトピックを選択してください。

ラスタライズの例
2D グループとラスタライズ
次の 2 つの図は、2D グループのブレンドモードに対するラスタライズの効果を示しています。どちらの図でも、1 
頭の象のレイヤー（「レイヤー」リスト内の一番上のグループ内）が象の家族のレイヤー（「レイヤー」リスト内の別
の 2D グループ内）の一部に重なっています。どちらの例でも、1 頭の象のレイヤーの「ブレンドモード」パラメー
タが「ビビッドライト」に設定されています。ラスタライズされていない左側の例では、1 頭の象のブレンドモード
がその下のグループ（象の家族）のピクセルに作用しています。しかし、右側の例では、一番上のグループがラス
タライズされています。その結果、その「ビビッドライト」ブレンドモードが 2 番目のグループのピクセルに適用さ
れなくなっています。 

No groups rasterized Topmost group rasterized
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重要：グループのブレンドモードが「そのまま」で、グループのレイヤーに異なるブレンドモードが設定されている
場合、そのレイヤーはラスタライズされません。

3D グループとラスタライズ
次の 2 つの図は、3D グループの交差に対するラスタライズの効果を示しています。左の図のラスタライズされて
いない例では、矩形のシェイプを含む 2 つのグループ（グループ A とグループ B）が 3D 空間で交差しています。
右の図では、グループ A がラスタライズされているため、グループ A とグループ B は交差しなくなっています。 

No groups rasterized Group A rasterized

テキストとラスタライズ
テキストレイヤーはすべてグループに含まれているため、ラスタライズはテキストとプロジェクトのほかのオブジェク
トとの相互作用の方法に影響を及ぼします。

参考：テキストは、従属先のグループとは独立してラスタライズできます。その場合、ラスタライズは、テキストと
そのグループ内のオブジェクトとの相互作用に影響を及ぼします。たとえば、「ブラー（円）」フィルタを 3D 空間に
あるテキスト（パス上のテキスト）に適用すると、そのテキストは同一グループ内のほかのオブジェクトと相互に作
用しなくなります。3D のグループのラスタライズと 3D のテキストのラスタライズは、同じ操作によって実行されま
す。場合によっては、「テキスト」インスペクタにある「レイアウト」パネルの「平坦化」チェックボックスを選択す
ると、この影響を最小にできます。

次の例では、ラスタライズされていない 2D グループ（「グループ 1」）にテキストが含まれています。テキストは、
「ソフトライト」ブレンドモードに設定されているため、レイヤースタック内で下にあるイメージに作用します。（語句
「big cats」とその下のイメージによって作成されたテクスチャに注目してください。）
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次の例では、テキストを含む 2D グループがラスタライズされています。この例では、グループの「情報」インス
ペクタにある「クロップ」チェックボックスを選択することによってトリガーされています。テキストの「ソフトライト」
ブレンドモードが、レイヤースタック内で下にあるオブジェクト（虎のイメージ）に作用しなくなります。「レイヤー」
リストでは、「グループ 1」アイコンがラスタライズフレームで囲まれています。

2D および 3D グループのラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してくださ
い。

シェイプとラスタライズ
グループがラスタライズされると、そのグループのすべてのマスク、シェイプ、ペイントストロークが影響を受けるた
め、想定通りにほかのレイヤーやグループに作用しなくなることがあります。ペイントストロークは平面内でレンダ
リングされるため、同じグループのほかのオブジェクトに関係なく必ずラスタライズされます。これは、ペイントスト
ロークを構成する塗り付けが同じグループ内のオブジェクトにどのように作用するかに影響します。

参考：ペイントストロークは常にラスタライズされているため、ペイントストロークのアイコンの周りにはラスタライ
ズインジケータは表示されません。

2D および 3D グループのラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してくださ
い。
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パーティクル、リプリケータ、およびラスタライズ
グループがラスタライズされると、そのグループのパーティクルおよびリプリケータエレメントが影響を受けるため、
想定通りにほかのレイヤーやグループに作用しなくなることがあります。パーティクルとリプリケータは、ラスタライ
ズされたグループのエレメントに 3D では引き続き作用します。

次の例は、ラスタライズが 2D グループ内のパーティクルにどのように影響するかを示しています。最初のイメージ
では、ラスタライズされていない 2D グループに、「追加」ブレンドモードに設定されたパーティクルエミッタが含ま
れています。パーティクルは、「レイヤー」リスト内でエミッタの下にあるグループ（赤みを帯びたテクスチャを含む
グループ）に作用します。パーティクルは、基礎となるグループのピクセルとブレンドします。

次のイメージでは、パーティクルエミッタを含むグループがラスタライズされています。パーティクルエミッタの「追
加」ブレンドモードが、「レイヤー」リスト内で下にあるグループに作用しなくなります（パーティクルのエッジの周
りにある暗色のリングに注目）。
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3D パーティクルエミッタは、属しているグループと関係なくラスタライズされる可能性があります。その結果、パー
ティクルが想定通りに同じグループ内のオブジェクトに作用しないことがあります。たとえば、「ブラー（円）」フィ
ルタをパーティクルエミッタに適用すると、パーティクルは同一グループ内のほかのオブジェクトと相互に作用しなく
なります。3D グループのラスタライズと 3D パーティクルエミッタのラスタライズは、同じ操作によって実行されま
す。この影響を最小限に抑えるには、フィルタをエミッタのソースオブジェクトに適用するか、「エミッタ」インスペ
クタで「3D」チェックボックスの選択を解除します。

グループまたは 3D パーティクルエミッタがラスタライズされると、グループはグループ外のオブジェクトと交差しな
くなります。以下の左側のイラストでは、パーティクルエミッタが含まれているラスタライズ前のグループが、別のグ
ループのイメージと交差しています（「パーティクルをレンダリング」が「グローバル 3D で」に設定されている場
合）。右側のイラストでは、星のパーティクルのグループに適用された「ブルーム」フィルタによってラスタライズが
実行されており、エミッタが別のグループのイメージと交差しなくなっています。

参考：ベクトルグラフィックスとは異なり、ラスタライズされた 2D グループは、「グループ」インスペクタで「固定
解像度」チェックボックスが選択されている場合に拡大すると、画質が低下するおそれがあります。

次の左の図では、リプリケータを含むラスタライズされていないグループがほかのグループのイメージと交差してい
ます。右の図では、リプリケータグループに「ブラー（グラデーション）」フィルタが適用されたのでリプリケータグ
ループがラスタライズされています。そのため、リプリケータはほかのグループのイメージと交差していません。

2D および 3D グループのラスタライズについて詳しくは、1020 ページのグループとラスタライズを参照してくださ
い。
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フィルタとラスタライズ
フィルタを適用すると、グループがラスタライズされます。グループをラスタライズするとビットマップイメージに変換
されます。2D グループは、どのフィルタを適用した場合でもラスタライズされます。3D グループの場合は、特定
のフィルタを適用したときにラスタライズされます。ラスタライズと 3D グループについて詳しくは、1020 ページの
グループとラスタライズを参照してください。

以下のフィルタは 3D グループをラスタイズします：

「ぼかし」フィルタ
 • ブラー（円）

 • ブラー（複合）

 • 焦点ぼけ

 • ブラー（グラデーション）

 • ブラー（放射）

 • ブラー（可変）

 • ブラー（ズーム）

「境界」フィルタ
すべての「境界」フィルタは 3D グループをラスタイズします。

「色補正」フィルタ
色補正フィルタは 3D グループのラスタライズを引き起こしません。

「ディストーション」フィルタ
すべての「ディストーション」フィルタは 3D グループをラスタイズします。

「グロー」フィルタ
 • グルーム

 • 光線

 • 周囲のグロー

 • オーバードライブ

「キーイングとマット」フィルタ
 • クロマキー

 • ルミナンスキーヤー

 • マットマジック

「シャープ」フィルタ
すべての「シャープ」フィルタは 3D グループをラスタイズします。

「表現手法」フィルタ
 • ノイズを追加

 • 不良フィルム

 • 画質の悪いテレビ

 • 円形スクリーン

 • 円

 • カラーエンボス

 • 結晶化

 • エッジ
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 • 押し出し

 • ハーフトーン

 • 線刻スクリーン

 • ハイパス

 • 凹凸

 • 線画

 • ラインスクリーン

 • 縮小／拡大

 • ノイズディゾルブ

 • ピクセル化

 • レリーフ

 • スリットスキャン

 • スリットトンネル

 • テクスチャスクリーン

 • ビネット

 • ウェービースクリーン

「タイリング」フィルタ
すべての「タイリング」フィルタは 3D グループをラスタイズします。

「時間」フィルタ
すべての「時間」フィルタは 3D グループをラスタイズします。

「ビデオ」フィルタ
「インターレース除去」フィルタは 3D グループをラスタイズします。

シャドウとラスタライズ
ラスタライズされた 3D オブジェクトは、シャドウを放ちません。グループがラスタライズされる操作を実行するけれ
ども（グループの不透明度を変更したり、テキストオブジェクトのグロー設定を有効にしたりなど）、そのグループ
からシャドウを放ってほしい場合には、そのグループを平坦化する必要があります。 

平坦化されたグループは 2D レイヤーとして動作するので、3D グループ内に埋め込まれていれば、シャドウを放ち
受け取ることができます。テキストオブジェクトは「テキスト」インスペクタの「レイアウト」パネルで平坦化し、3D 
グループは「グループ」インスペクタで平坦化します。パーティクルシステムとリプリケータは、「エミッタ」インス
ペクタまたは「リプリケータ」インスペクタの「3D」チェックボックスの選択を解除することで平坦化します。

3D text casting a shadow Rasterized group containing 
3D text object no longer 
casts a shadow

Flattened group containing 
rasterized 3D text casts 
a shadow

67% resize factor
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ラスタライズによって、レイヤーは「レイヤー」リスト内でのスタック順に従ってレンダリングされます。そのため、
キャンバス内でシャドウを放つオブジェクトがシャドウを受け取るオブジェクトの前にある場合でも、ラスタライズされ
ることによって「レイヤー」リスト内のレイヤー相対順序を反映するように位置が変わることがあります。ラスタライ
ズおよび平坦化されたオブジェクトがシャドウを放つようにするには、「レイヤー」リスト内でのレイヤー順序を並べ
替えることをお勧めします。

シャドウの操作について詳しくは、922 ページのシャドウの概要を参照してください。

67% resize factor
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ビデオフォーマットとファイルフォーマットの概要
「Motion」では、フォーマットの異なる多数の種類のメディアを統合したプロジェクトを作成できます。Motion プ
ロジェクトのプリセットを使用しているか、カスタム設定を作成しているかに関係なく、各種のビデオフォーマットを
区別する要素を理解することは重要です。この章では、ビデオフォーマットの特徴について詳しく説明すると共に、フ
レームサイズ、インターレースの仕組み、スクエアピクセルと非スクエアピクセルの違い、ビデオフォーマットに対
応するフレームレートなどについても説明します。「Motion」が対応しているファイルフォーマットの詳細なリストに
ついては、163 ページの「Motion」でサポートされるファイルタイプ を参照してください。

ビデオフォーマットとファイルフォーマットについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイド
バー）で項目を選択してください。

ファイルの交換でよく使われるビデオコーデック
「Motion」では、ほとんどのビデオコーデックで圧縮されたビデオを使用できます。「Motion」でプロジェクトを
作成する際には、できるだけ圧縮率を抑えた高品質のコーデックを使用するようにしてください。高圧縮率のビデオ
ファイル、たとえば MPEG-4 や Sorenson のコーデックを使用して圧縮されたビデオファイルは、通常、高品質
の作品を仕上げるには適切でないと考えられます。

アプリケーションの間でメディアを交換する場合に、すべてのコーデックがアルファチャンネルに対応しているわけで
はありません。アルファチャンネルは、クリップ内の透明度を定義するもので、ほかの人がコンポジションで使用す
るためのエフェクトショットを引き渡す場合に便利です。アルファチャンネルに対応していないコーデックを使ってコ
ンポジションを書き出す必要がある場合は、アルファチャンネルをグレイスケール・メディア・ファイルとして別途書
き出す必要があります。

参考：「Motion」では、RGB 色空間で色が処理されます。Y'CBCR 対応コーデックを使用して取り込まれたクリップ
（DV、Apple ProRes ファミリー、非圧縮 8 ビット 4:2:2 など）、または再圧縮されたクリップは、Motion プロ
ジェクトで使用するときに RGB 色空間に変換されます。「Motion」から Y'CBCR コーデックを使用して書き出した
クリップは、Y'CBCR 色空間に再度変換されます。

Apple ProRes
Apple ProRes コーデックは、マルチストリームのリアルタイム編集パフォーマンス、優れたイメージ品質、および
低ストレージ容量を実現する革新的なコーデックです。Apple ProRes コーデックは、マルチコア処理を最大限に
活用し、高速の低解像度デコードモードも備えています。すべての Apple ProRes コーデックは、フル解像度のあ
らゆるフレームサイズ（SD、HD、2K、および 4K を含む）をサポートします。データレートは、コーデックのタイ
プ、イメージの内容、フレームサイズ、およびフレームレートによって異なります。

ビデオフォーマットとファイルフォーマット

67% resize factor
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Apple ProRes には以下のフォーマットがあります：

 • Apple ProRes 4444（XQ）：4:4:4:4 イメージソース（アルファチャンネルを含む）向けの Apple ProRes の
最高品質のバージョンです。非常に高いデータレートにより、今日の最高品質のデジタル・イメージ・センサー
が作り出す高ダイナミックレンジのイメージの細部領域を保持できます。Apple ProRes 4444（XQ）は、Rec 
709 イメージのダイナミックレンジの何倍ものダイナミックレンジを保持し、トーンスケールのブラックやハイライ
トが大きく引き伸ばされる非常に高度な視覚エフェクト処理の要求にも応えることができます。標準的な Apple 
ProRes 4444 と同様に、このコーデックは、各イメージチャンネルで最大 12 ビット、アルファチャンネルで最大 
16 ビットをサポートします。Apple ProRes 4444（XQ）のターゲットデータレートは、1920 × 1080、29.97 
fps の 4:4:4 ソースで約 500 Mbps です。

 • Apple ProRes 4444：4:4:4:4 イメージソース（アルファチャンネルを含む）向けの Apple ProRes の非常に
高品質なバージョンです。このコーデックは、フル解像度のマスタリング品質の 4:4:4:4 RGBA カラーを保持し、
オリジナル素材と視覚的に見分けがつかないほど忠実に映像を保持します。Apple ProRes 4444 は、モーショ
ングラフィックスやコンポジットの保存および共有のための高品質なソリューションです。デコードと再エンコード
を繰り返してもほとんど劣化せず、数学的にロスレスな最大 16 ビットのアルファチャンネルを備えています。こ
のコーデックは、非圧縮 4:4:4 HD と比較して大幅に低いデータレートを誇り、ターゲットデータレートは、1920 
× 1080、29.97 fps の 4:4:4 ソースで約 330 Mbps です。また、RGB および Y'CBCR の両方のピクセルフォー
マットで直接エンコードおよびデコードできます。

 • Apple ProRes 422（HQ）：Apple ProRes 422 の高データレートのバージョンです。Apple ProRes 4444 
と同程度の高い映像品質を保持しますが、4:2:2 イメージソース向けです。Apple ProRes 422（HQ）は、ビ
デオポストプロダクション業界で広く使われており、シングルリンク HD-SDI 信号で伝送できる最高品質のプロ
仕様の HD ビデオを視覚的にロスレスに維持します。このコーデックは、10 ビットピクセル深度のフルワイドの 
4:2:2 ビデオソースをサポートしながら、デコードと再エンコードを繰り返してもビデオを視覚的にロスレスに維
持します。Apple ProRes 422（HQ）のターゲットデータレートは、1920 × 1080、29.97 fps のソースで約 
220 Mbps です。

 • Apple ProRes 422：Apple ProRes 422（HQ）のほぼすべての利点を備える高品質の圧縮コーデックです。
データレートは Apple ProRes 422（HQ）の 66 ％のため、マルチストリームのリアルタイム編集でのパフォー
マンスがはるかに高くなっています。Apple ProRes 422 のターゲットデータレートは、1920 × 1080、29.97 
fps のソースで約 147 Mbps です。

 • Apple ProRes 422（LT）：Apple ProRes 422 より圧縮率の高いコーデックです。データレートは Apple 
ProRes 422 の約 70 ％で、ファイルサイズは 30 ％小さくなっています。このコーデックは、ストレージ容量およ
びデータレートが限られている環境に最適です。Apple ProRes 422（LT）のターゲットデータレートは、1920 
× 1080、29.97 fps のソースで約 102 Mbps です。

 • Apple ProRes 422（プロキシ）：Apple ProRes 422（LT）よりもさらに圧縮率の高いコーデックです。低
いデータレートかつ高解像度のビデオが求められるオフラインワークフローでの使用を想定しています。Apple 
ProRes 422（プロキシ）のターゲットデータレートは、1920 × 1080、29.97 fps のソースで約 45 Mbps で
す。

参考：Apple ProRes 4444 および Apple ProRes 4444（XQ）は、モーション・グラフィックス・メディアを共
有するために最適な形式です。実質的にロスレスであり、また Apple ProRes コーデックではこの 2 つだけがアル
ファチャンネルに対応しているため、今後の合成を想定して透明度を保持できます。

非圧縮 8 ビット／ 10 ビット 4:2:2 ビデオ
解像度に依存しないこれらのコーデックは、すべての標準および高解像度 Y'CBCR ビデオ形式に適しています。これ
らのコーデックを使用して保存されたビデオは、データは圧縮されていませんが、ソースのビデオ形式によってはカ
ラーの再サンプリングが必要になる場合があります。圧縮すると、ビデオアーチファクトが発生するのが普通です。
圧縮を使用しなければ、最高の品質で仕上げることができます。高度な品質が絶対条件である場合には、このコー
デックがビデオマスタリングで頻繁に使用されます。ただし、ファイルサイズも大きくなります。

参考：圧縮されていない 8 ビットおよび 10 ビット 4:2:2 のムービーは、アルファチャンネルに対応していません。

67% resize factor
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DVCPRO HD
FireWire 対応の DVCPRO HD 互換のデッキからデジタルでビデオを取り込むときに使用する高解像度ビデオ形
式です。（DVCPRO 25 または DVCPRO 50 と混同しないでください。これらはいずれも標準解像度形式です。）こ
の形式は、さまざまなフレームサイズやフレームレートをサポートしており、可変フレームレートテクノロジーによっ
て可変速度を提供する 24p 形式もあります。DVCPRO HD は、カラーの再現性が高い 4:2:2 のカラーサンプリン
グを使用し、データレートは 12.5 MB／秒に固定されています。

参考：DVCPRO HD ムービーはアルファチャンネルに対応していません。

DVCPRO 50
標準解像度コーデックは、FireWire 対応で DVCPRO 50 互換のビデオカメラやビデオデッキからデジタルでビデ
オを取り込むときに使用されます。DVCPRO 50 は YUV でエンコードされたビデオとして読み込まれるため、DV 
コーデックに似ていますが、圧縮率が低いので非常に高品質の画質になります（DV 式の 5:1 圧縮比率に対し、
DVCPRO 50 は 3:3:1 圧縮比率を使用しています）。また、DVCPRO 50 は、DV 式の 4:1:1 のカラーサンプリン
グとは対照的に、カラーの再現性が高い 4:2:2 のカラーサンプリングを使用しています。DVCPRO 50 のデータレー
トは、7MB／秒に固定されています。

参考：DVCPRO 50 ムービーはアルファチャンネルに対応していません。

他社製コーデック
ビデオ編集ソリューションにより使用されるコーデックが異なるため、それらのいくつかをインストールして相互運用
性を向上させることができます。詳しくは、編集システムのメーカーにお問い合わせください。

参考：ほとんどの他社製コーデックには、アルファチャンネルを含めることができません。

フィールドの順番
ビデオディスプレイにインターレースビデオ信号が送信されると、各ビデオフレームが 2 つのフィールドに分割され
ます。各フィールドを構成する水平方向の走査線は、画面に交互に表示されます。標準解像度の NTSC と PAL は
どちらもインターレースビデオ形式です。一方、一部の高解像度ビデオ形式と、コンピュータ画面上に表示されるす
べてのビデオは、プログレッシブスキャン方式のビデオ形式です。プログレッシブスキャニングでは、これらの走査
線が画面の最上部から最下部まで 1 回で描画されます。

ビデオカメラでインターレースビデオを撮影すると、個々のビデオフレームは 2 つのフィールドに分割されます。分
割された個々のフィールドには、フレームを構成するすべての走査線の半分ずつが含まれています。最初のフィール
ドが記録されると、次に 2 番目のフィールドが記録され、というように順番に記録されることで、両方のフィールド
が 1 つのフレームを構成するようになっています。ビデオを再生するときには、最初に一方のフィールド、次にもう
一方のフィールドというように、記録されている各フレームが次々にモニタに表示されます。

フィールドの順番とは、ビデオフィールドが記録される順番のことです。ビデオフィールドはシーケンシャルに記録さ
れるため、29.97 fps のクリップが 60 fps で再生されているかのように見えます。 

フィールドの順番には、以下の 2 つのオプションがあります：

 •  「上」（フィールド 2 が優先されるので、第 2 フィールドが最初に描画されます）

 •  「下」（フィールド 1 が優先されるので、第 1 フィールドが最初に描画されます）

一般に、「上」は 640 × 480 システムで使用され、「下」は業務用の 720 × 486 システムおよび DV 720 × 
480 システムで使用されます。

再生システムのフィールドの順番でデジタルビデオをレンダリングすることが重要です。1 つのフィールドから次の
フィールドへとモーションが連続しているため、各フィールドを正しい順番で再生することが重要です。

67% resize factor
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ピクセルのアスペクト比

スクエアピクセルと非スクエアピクセル
グラフィックスを「Motion」に読み込む準備をする際は、使用するピクセルのアスペクト比と、プロジェクトでスク
エアピクセルと非スクエアピクセルのどちらを使う必要があるのかを知っておいてください。コンピュータで作成さ
れたグラフィックスは、スキャンされたもの、ペイントされたもの、あるいはレンダリングされたものに関係なく、ピ
クセルアスペクト比の相違を考慮しない限り、標準解像度ビデオディスプレイに表示したときに歪みます。

 • 非スクエアピクセルは、NTSC または PAL の標準解像度プロジェクトで使用します。

 • スクエアピクセルは、フルラスタ高解像度プロジェクト、4K プロジェクト、およびコンピュータのみで再生される
マルチメディアビデオで使用されます。

 • プロジェクトで使用するグラフィックスには、ラスタ・フレーム・サイズが間引きされたスクエアピクセルを使用し
ます。たとえば、フレームサイズを 1280 × 1080 に縮小して記録された DVCPRO HD フォーマットを使用して
ください。ただし、後で再生するときには 1920 × 1080 に拡大されます。ラスタの間引きは、記録される HD 
ビデオのデータレートを下げる手法です。ただし、ほとんどの場合、最終的には対応する最も近いフルラスタ解
像度でマスタリングされます。合成済みグラフィックスとアニメーションを出力で使用されるフルラスタ解像度で作
成することで、素材の作成を簡素化し、最高品質を保証することができます。

ビデオに出力されたときに正しく表示されるようにグラフィックスを作成する

 1 現在使っているビデオフレームサイズに相当するスクエアピクセルのフレームサイズをグラフィックアプリケーション
で作成します。

たとえば、非スクエアビデオフレームサイズが 720 × 576 の DV-PAL を使っている場合は、グラフィックスのスク
エアピクセルフレームサイズを 768 × 576 にする必要があります。スクエアフレームサイズが 1920 × 1080 の放
送 HD 1080 を使っている場合は、グラフィックスのスクエアピクセルフレームサイズを 1920 × 1080 にする必要
があります。

 2 グラフィックスを作成します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

 • グラフィックプログラムで、グラフィックスの作成に使用したスクエアフレームサイズから、それに相当する
「Motion」で使われている非スクエアサイズにグラフィックスを縮小／拡大します。

 • イメージをそのまま保存します。

 4 Motion プロジェクトでは、プロジェクトパネルの「メディア」リストでオブジェクトを選択し、「メディア」インスペ
クタを開いてから、「ピクセルのアスペクト比」ポップアップメニューで適切なアスペクト比を選択します。

SD（標準精細度）ビデオディスプレイ
SD（標準精細度）ビデオディスプレイは、コンピュータディスプレイと大きく異なっています（ここではインターレー
スのことは考慮しません）。コンピュータディスプレイではスクエアピクセルのグリッドを使ってイメージを表示するの
に対して、SD ビデオディスプレイでは長方形ピクセルを使います。

720 x 486 Broadcast
(720 x 480 DV)

640 x 480
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SD NTSC のピクセルはコンピュータのピクセルより幅が狭く、SD PAL のピクセルはコンピュータのピクセルより横
幅があります。その結果、720 × 486 ピクセルのイメージは、コンピュータディスプレイとビデオモニタでは違って
見えます。たとえば、地球儀が映っているビデオクリップを取り込んだ後、フレームを書き出し、そのフレームをグ
ラフィックアプリケーションで表示すると、以下のように見えます：

Looks right
on a video monitor

NTSC square vs. nonsquare pixels example

Looks wrong
on a computer monitor

非スクエアピクセルのビデオを「Motion」で正しく表示するには、キャンバスの上にある「表示」ポップアップメ
ニューで「アスペクト比を補正」を選択します。

参考：フルラスタ高精細度ビデオおよび 4K ビデオはスクエアピクセルだけを使用するため、SD ビデオディスプレ
イで再生するとイメージが常に正しく表示されます。

コンピュータグラフィックスとビデオでのカラーの差異
色域とガンマについて Rec. 709 ビデオ標準を採用する放送用ビデオモニタで表示できる色の範囲は、コンピュー
タで表示できる色の範囲とは異なります。このため、ビデオディスプレイで明るく鮮明に見える色であっても、コン
ピュータに表示すると暗く見えます。

さらに、放送で許可されているビデオ範囲を超えるメディアを出力すると、一部の色が過飽和状態となり、イメージ
のほかの部分を切り取ったりにじみ出たりすることがあります。この問題は、グラフィックスやアニメーションで使用
するカラーパレットを制御することにより回避できます。コンポジットを作成するときは、使用可能な最も明るく、最
も濃いシェードのカラーを使いたいという気持ちを抑えながら、ビデオに出力します。

フォントと線画
インターレース放送用ビデオイメージで使用するためにラインアートを作成したり、フォントを選択したりする場合
は、太さ 1 ピクセルの横ラインを作成することは避けてください。細すぎるフォントを使用することも避けてくださ
い。インターレースビデオではラインが交互に表示されるので、1 ピクセルのラインが表示されるフィールドがオン
／オフすると、ラインがゆらゆら揺れます。この結果、グラフィックスが不明瞭になるエフェクトが生じ、イメージ内
のグラフィックスやテクスチャの細い部分が水平軸に近付くにつれて、さらに不明瞭の度合いが大きくなります。

この問題は、イメージに少量のブラーまたはアンチエイリアスを加えると軽減できます。とはいっても、放送用グラ
フィックスの作成時に 1 ピクセル幅のラインを使わないことに勝る対処方法はありません。

67% resize factor
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高解像度グラフィックス

高解像度グラフィックスの概要
イメージ（スキャンした地図や写真など）をパンしたりズームイン／ズームアウトしたりする必要があるときは、高
解像度イメージを使用してください。通常は 100 パーセントを超えたズームを行う必要はないため、イメージの品
質が低下することはありません。ビデオや静止画像を 100 パーセントを超えて拡大すると、アーチファクトが生じま
す。各ピクセルが目立つようになり、コントラストの高い斜めの線が階段のように表示されます。

読み込まれたグラフィックスのフレームサイズが編集済みシーケンスのフレームサイズと一致しないこともあります。
グラフィックスのフレームサイズが大きすぎる場合は、キャンバスにイメージの一部しか表示されません。フレーム
サイズが小さすぎる場合は、キャンバスの背景のカラー（通常は黒）がグラフィックスの背後に表示されます。 

読み込んだグラフィックスをシーケンスのフレームサイズに合わせて縮小／拡大するには、以下のフレームサイズを
使用します：

1920 × 1080 高精細、16:9、スクエアピクセル

1280 × 720 高精細、16:9、スクエアピクセル

720 × 486 標準定義、4:3、NTSC の非スクエアピクセル

720 × 480 標準定義 DV、4:3、NTSC の非スクエアピクセル

720 × 576 標準定義、4:3、PAL の非スクエアピクセル

640 × 480 マルチメディア、4:3、スクエアピクセル

480 × 360 マルチメディア、4:3、スクエアピクセル

 320 × 240 マルチメディア、4:3、スクエアピクセル

240 × 180 マルチメディア、4:3、スクエアピクセル

160 × 120 マルチメディア、4:3、スクエアピクセル

HD プロジェクト用のグラフィックスのガイドライン
高精細度（HD）ビデオプロジェクト用のグラフィックスと静止画像を作成する過程は、標準解像度ビデオの場合と
同じです。フルラスタ高解像度ビデオ形式では、スクエアピクセルが使用されます。「Motion」にグラフィックスを
読み込む前は、高解像度イメージの寸法調整について心配する必要はありません。シーケンスに合ったイメージ寸
法を決めるには、以下の説明に従ってください。

1080i 横 1920 ×縦 1080

720p 横 1280 ×縦 720

2K および 4K プロジェクト用のグラフィックスのガイドライン
デジタルシネマやフィルムで配布するグラフィックスやアニメーションは、多くの場合、プロジェクトのマスタリング方
法に応じて 2K または 4K 解像度で作成されます。2K および 4K 解像度は、スクエアピクセル、プログレッシブ・
フレーム形式、フレームレートは通常 24 fps です。シーケンスに合ったイメージ寸法を決めるには、以下の説明に
従ってください。

4K 横 4096 ×縦 2160

2K 横 2048 ×縦 1080
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ジェスチャーの概要
コンピュータシステムで Wacom 社のタブレットやペンをお使いの場合は、「Motion」の中を移動したり、編集、コ
ピー、ペーストなどの操作を行ったりするために、ジェスチャーを使うことができます。ジェスチャーとは、「Motion」
のユーザインターフェイス上で（タブレットを用いて）描く、連続的な途切れのないパターンのことです。

参考：「Motion」でジェスチャーを使うためにサポートされているタブレットは、Wacom 社の intuos タブレット
のファミリーです。トラックパッドや Magic Mouse などのマルチタッチデバイス上で実行するスワイプ、ピンチ、お
よびその他のジェスチャーは、この章で説明するジェスチャーとは関係ありません。マルチタッチジェスチャーでは、
設定や特別なコントロールは必要ありません。

空中でのジェスチャー
ペン先がタブレットに触れることなく、タブレットのすぐ上で手を動かしてジェスチャーを使うこともできます。この機
能は、「Motion」環境設定の「ジェスチャー」パネルで、「空中でのジェスチャー入力を許可」チェックボックスを
選択することで有効になります。 

重要：空中でのジェスチャーを使うには、サイドスイッチをジェスチャーのトリガーの入力方法として設定し、また、
「Wacom Tablet」アプリケーションの「デバイスボタン」タブで、サイドスイッチを「無効」に設定する必要があ
ります。詳しくは、1038 ページの「Wacom Tablet」環境設定を設定する を参照してください。

ジェスチャーの使いかたについて詳しくは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）でトピック
を選択してください。

ジェスチャーを設定する

「Motion」の「ジェスチャー」環境設定を設定する
「Motion」環境設定で、ジェスチャーのデフォルトの入力やトリガーを変更できます。ジェスチャーを有効にすると、
修飾キー（Control キー）またはペンのボタンを使って、ジェスチャーを起動できます。ジェスチャーを使うことが
できるようにするには、OS X の「環境設定」の「Ink」にある「手書き認識」を有効にしておく必要があります。
「Ink」は、「Motion」環境設定の「ジェスチャー」パネルから開くことができます。 

重要：ジェスチャーを使うために、Wacom 社のタブレットと最新のドライバが正しくインストールされていることを
確認してください。詳しくは、タブレットのマニュアルや Web サイトを参照してください。

「Motion」環境設定にある「ジェスチャー」で設定を行う
 1 「Motion」で、「Motion」＞「環境設定」と選択します（または、Command ＋カンマ記号（,）キーを押しま

す）。

 2 「ジェスチャー」をクリックします。

ジェスチャー
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「環境設定」の「ジェスチャー」パネルが現れます。

Turn gestures 
on or off.

重要：「Motion」のジェスチャーでは、OS X の Inkwell テクノロジーが使われています。ジェスチャーを使うに
は、「Motion」環境設定で手書き認識を有効にする必要があります。この段階でジェスチャーを有効にできないか、
または以下の手順を行うことができない場合は、「Ink 環境設定を開く」をクリックして、1036 ページのOS X の
「Ink」環境設定で説明する手順を行ってください。「手書き認識」を有効にしたら、次の手順を行います。

 3 「ジェスチャー入力」で、「オン」が選択されていることを確認します。

 4 ジェスチャーの入力方法を選択するには、「トリガー」ポップアップメニューから以下のオプションを選択します：

 • ペンのサイドスイッチ（ペン先に最も近いスイッチ）を押してジェスチャーを起動するには、「ペンボタン 1」を選
びます。

 • ペンのセカンドサイドスイッチを押してジェスチャーを起動するには、「ペンボタン 2」を選択します。

 • Control キーを押してジェスチャーを起動するには、「修飾キー（Ctrl）」を選択します。

OS X の「Ink」環境設定
「Motion」でジェスチャーを使いやすくするために、OS X の「システム環境設定」ウインドウの「Ink」パネルに
含まれている追加設定を調整することをお勧めします。

参考：「Ink」パネルを使用できるのは、Mac にタブレットを接続している場合だけです。

OS X の「Ink」環境設定を設定する
 1 「Motion」環境設定にある「ジェスチャー」のパネルで、「Ink 環境設定を開く」をクリックします。

OS X の「システム環境設定」ウインドウが表示され、「Ink」パネルが有効になっています。
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 2 「手書き認識」で、「入」のオプションを選択します。

Turn handwriting 
recognition on or off.

デフォルトでは、ジェスチャーを描いたときにサウンドが再生されます。

デフォルトのジェスチャーのサウンドを無効にする

 1 OS X の「システム環境設定」ウインドウの「Ink」パネルで、「オプション」ボタンをクリックします。

 2 表示されるダイアログで、「書いている時にサウンドを再生」の選択を解除します。

Turn “Play sound while 
writing” on and off.
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「Wacom Tablet」環境設定を設定する
OS X の「システム環境設定」の「Wacom Tablet」パネルで、アプリケーション用にカスタマイズしたツール設
定を作成できます。たとえば、「Motion」では各スイッチを無効にし、別のアプリケーションではサイドスイッチを
「ダブルクリック」に設定することができます。

アプリケーション用にペンのサイドスイッチをカスタマイズする

 1  OS X の「システム環境設定」の「Wacom Tablet」パネルで、「アプリケーション」行の「追加」ボタン（＋）
をクリックします。

 2 「アプリケーションを選択」ダイアログで以下のいずれかの操作を行います：

 • 「Motion」が開いている場合は、「今開いているアプリケーション」の一覧でそれを選択します。

 • 「Motion」が開いていない場合は、「参照」ボタンをクリックし、「Motion」アプリケーションに移動して選択
し、「開く」をクリックしてから「OK」をクリックします。

「選択されたアプリケーション」フィールドに、「Motion」アプリケーションが現れます。 

 3 「OK」をクリックします。

ダイアログが閉じ、「システム環境設定」パネルの「アプリケーション」行に「Motion」が表示されます。

 4 「Motion」アイコンをクリックして、ペンツールのオプションを設定します。

 5 別のアプリケーション用にツールの設定をカスタマイズするには、そのアプリケーションについて 2 ～ 4 の手順を行
います。

詳しくは、タブレットのマニュアルを参照してください。

ジェスチャーを使う

ジェスチャーの使用の概要
次の図に、基本的なジェスチャーの構造を示します。緑の点がジェスチャーの起点を表し、青い矢印はジェスチャー
の方向を、そして赤い点がジェスチャーの終点を表します。ポインタを「Motion」のキャンバスかタイムラインに
合わせて、タブレットの上でジェスチャーを描きます。

Direction of movement

Gesture end position

Gesture start position

修飾キー
ジェスチャーの多くには、キーボードのキーとの組み合わせによる追加機能が用意されています。以下の表で、ジェ
スチャーの「修飾キー」の欄に記載がある場合には、キーボードショートカットキーを使ってアクセスできるその他
の機能が存在します。たとえば、Control キーをジェスチャーのトリガーとして設定していて、順方向に再生のジェ
スチャーを描いた場合、プロジェクトは現在の時間から順方向に再生されます。Control ＋ Shift キーを押して順
方向に再生のジェスチャーを描くと、プロジェクトの最初から再生されます。

ジェスチャーの大きさ
ジェスチャーの入力の大きさは、最小や最大が決まっていません。許容度は、Inkwell テクノロジーによって定めら
れています。しかし、ジェスチャーによっては、描くサイズがジェスチャーの結果に影響するものもあります。たとえ
ば、空きに合わせるズームのジェスチャーを使って大きな円を描くと、ズームの量は小さくなります。小さな円を描
くと、ズームは大きくなります。
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再生コントロール
再生を制御するには、以下の表に示したジェスチャーを使います。

 ジェスチャー  説明  修飾キー

1 フレーム進みます。 10 フレームずつ進むには、Shift キーを
押します。

1 フレーム戻ります。 10 フレームずつ戻すには、Shift キーを
押します。

通常の速度で、順方向に再生します。  • 最初から再生するには、Shift キーを
押します。

 • ループの入と切を切り替えるときは、
Option キーを押します。

再生を停止または一時停止します。

一般的な操作
キャンバスをズームしたり、「Motion」のユーザインターフェイスでパネルを表示したりといった、一般的な操作を
行うには、以下の表のジェスチャーを使います。

ジェスチャー 説明 修飾キー

キャンバスでズームインします。  • ジェスチャーの領域内に合わせてズー
ムするには、Shift キーを押します。た
とえば、ある領域の周囲で小さなジェ
スチャーを描くと、ズームは大きくな
ります。大きなジェスチャーを描くと、
ズームは小さくなります。

 • ジェスチャーの中央にズームの位置を
合わせるには、Option キーを押しま
す。

キャンバスでズームアウトします。 ジェスチャーの中央にズームアウトの位
置を合わせるには、Option キーを押しま
す。

「ズーム」ツールを選択します。キャンバス
でズームイン／アウトするには、ペンを左
右に動かします。ズームは、キャンバス内
のポインタがある領域が中心になります。

「パン」ツールを選択します。

キャンバスをホーム（100 パーセント）に
設定します。
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ジェスチャー 説明 修飾キー

キャンバスをウインドウに合わせます。 キャンバスの表示をプレーヤーモードに
切り替えるには、Shift キーを押します。

タイミングパネルを表示したり隠したりし
ます。

プロジェクトパネルを表示したり隠したり
します。

「インスペクタ」を表示したり隠したりしま
す。

「ファイルブラウザ」を表示したり隠したり
します。

「ライブラリ」を表示したり隠したりしま
す。

一般的なコマンド
以下の表に、取り消し、選択、コピー、ペーストなど、一般的なコマンドのジェスチャーを示します。

ジェスチャー 説明 修飾キー

取り消します。

やり直します。

選択したオブジェクトを削除します。

「選択／変形」ツールを選択します。

HUD を表示したり隠したりします。
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ジェスチャー 説明 修飾キー

コピーします。

ペーストします。

注記：ペーストのコマンドを覚えるには、
若干の注意が必要です。

「タイムライン」での移動と編集
以下の表に、タイムラインでの移動や編集に使うジェスチャーを示します。

ジェスチャー 説明 修飾キー

再生範囲の開始点に移動します。

再生範囲の終了点に移動します。 

プロジェクトの先頭に移動します。

プロジェクトの最後に移動します。

選択したオブジェクトの先頭に移動しま
す。

選択したオブジェクトの最後に移動しま
す。

グループ化します。

グループ解除します。
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ジェスチャー 説明 修飾キー

選択したオブジェクトで、ローカルのイン
点を設定します。

イン点を再生ヘッドの位置に移動するに
は、Shift キーを押します。

選択したオブジェクトで、ローカルのアウ
ト点を設定します。

アウト点を再生ヘッドの位置に移動する
には、Shift キーを押します。

 選択したオブジェクトをスタックの中で前
面へ移動します。

オブジェクトをスタックの最前面に移動す
るには、Shift キーを押します。

選択したオブジェクトをスタックの中で背
面へ移動します。

オブジェクトをスタックの最背面に移動す
るには、Shift キーを押します。

プロジェクトのマーカーを追加します。  • プロジェクトのマーカーを編集するに
は、Shift キーを押します。

 • プロジェクトのマーカーをクリアするに
は、Option キーを押します。

オブジェクトのマーカーを追加します。  • オブジェクトのマーカーを編集するに
は、Shift キーを押します。

 • オブジェクトのマーカーをクリアするに
は、Option キーを押します。

再生範囲の始点を設定します。 再生範囲をクリアするには、Option キー
を押します。

再生範囲の終点を設定します。 再生範囲の終点をクリアするには、
Option キーを押します。
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キーボードショートカットの概要
キーボードショートカットを使用すると、「Motion」での作業を効率よく行うことができます。この章の表に、メ
ニュー、コンポーネント、およびタスクごとのキーボードショートカットをまとめて示します。一部のキーボードショー
トカットは、リストされているグループの作業をしているかどうかに関係なく常にアクティブですが、それ以外のキー
ボードショートカットは特定の状況でのみアクティブになります。

参考：この章で説明されているキーボードショートカットは、OS X の Finder に割り当てられているシステムコマン
ドと競合している場合があります。

以下のページにリストしたキーボードショートカットは、「Motion」で使用可能なキーボードショートカットの標準セッ
トです。「コマンドエディタ」を使って、独自のキーボードショートカットをカスタマイズして保存し、最適なショート
カットのセットを作成できます。「コマンドエディタ」では、ショートカットのセットの読み込みや書き出しだけでなく、
ショートカットのセットを編集する際に複製などを行うことができます。

各カテゴリのショートカットは、「ヘルプ」の目次（このウインドウの左側にあるサイドバー）にリストが示されてい
ます。

ポータブル Macintosh コンピュータでファンクションキーを有効にする
OS X では、デフォルトで F1 ～ F12 キーが「Mission Control」やハードウェアの制御（明るさ、オーディオの
音量、numlock など）に割り当てられています。したがって、ソフトウェア・アプリケーションで F キーのコマンド
を呼び出すときは、F キーと一緒にファンクション（Fn）キーを押す必要があります。

従来のように、Fn キーを押さなくても F キーが機能するように、キーボードの環境設定を変更することもできます。
この設定が有効になっていると、Fn キーを F キーと一緒に押してハードウェアのコマンドを有効にすることができ
ます。

従来のファンクションキーを有効にする

 m 「システム環境設定」の「キーボード」にある「キーボード」パネルで、「F1、F2 などのすべてのキーを標準の
ファンクションキーとして使用」チェックボックスを選択します。デフォルトの設定に戻すにはボックスの選択を解除
します。

一般的なインターフェイスコマンド
操作 ショートカット

プロジェクトを開く Command ＋ O キー

プロジェクトを作成する Command ＋ N キー

プロジェクトブラウザでプロジェクトを作成する Option ＋ Command ＋ N キー

プロジェクトの「情報」インスペクタを開く Command ＋ J キー

プロジェクトを保存する Command ＋ S キー

プロジェクトを新規プロジェクトとして保存する Shift ＋ Command ＋ S キー

キーボードショートカット
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操作 ショートカット

プロジェクトまたはアクティブウインドウを閉じる Command ＋ W キー

ファイルを読み込む Command ＋ I キー

ファイルをプロジェクトとして読み込む Shift ＋ Command ＋ I キー

ムービーを書き出す Command ＋ E キー

選択範囲をムービーとして書き出す Option ＋ Command ＋ E キー

キャンバスの現在の表示をプリントする Command ＋ P キー

最後に実行した変更を取り消す Command ＋ Z キー

最後に実行した変更をやり直す Shift ＋ Command ＋ Z キー

選択範囲をカットする Command ＋ X キー

選択範囲をコピーする Command ＋ C キー

選択範囲をペーストする Command ＋ V キー

選択範囲を複製する Command ＋ D キー

すべての項目を選択する Command ＋ A キー

すべての項目の選択を解除する Shift ＋ Command ＋ A キー

選択範囲を削除する Delete キー 

アクティブなウインドウをしまう Command ＋ M キー

「Motion」の「環境設定」を開く Command ＋カンマ（,）キー

「ページ設定」ダイアログを表示する Shift ＋ Command ＋ P キー

Motion を隠す Command ＋ H キー

開いているほかのアプリケーションのファイルを隠す Option ＋ Command ＋ H キー

Motion を終了する Command ＋ Q キー

プロジェクトを再生／一時停止する スペースバー 

アニメーションの記録をオン／オフする A

プロジェクトの先頭に移動する Home キー 

プロジェクトの最後に移動する End キー 

メニューコマンド
「Motion」メニュー

操作 ショートカット

「Motion」の「環境設定」を開く Command ＋カンマ（,）キー

Motion を隠す Command ＋ H キー

開いているほかのアプリケーションのファイルを隠す Option ＋ Command ＋ H キー

Motion を終了する Command ＋ Q キー

「ファイル」メニュー

操作 ショートカット

プロジェクトを作成する Command ＋ N キー

プロジェクトブラウザでプロジェクトを作成する Option ＋ Command ＋ N キー
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操作 ショートカット

プロジェクトを開く Command ＋ O キー

プロジェクトを閉じる Command ＋ W キー

プロジェクトを保存する Command ＋ S キー

プロジェクトを新規プロジェクトとして保存する Shift ＋ Command ＋ S キー

ファイルを読み込む Command ＋ I キー

ファイルをプロジェクトとして読み込む Shift ＋ Command ＋ I キー

キャンバスの現在の表示をプリントする Command ＋ P キー

開いているすべてのプロジェクトを閉じる Option ＋ Command ＋ W キー

「ページ設定」ウインドウを開く Shift ＋ Command ＋ P キー

現在のキャンバス表示をプリントする Command ＋ P キー

「編集」メニュー

操作 ショートカット

最後に実行した変更を取り消す Command ＋ Z キー

最後に実行した変更をやり直す Shift ＋ Command ＋ Z キー

カット Command ＋ X キー

コピー Command ＋ C キー

ペースト Command ＋ V キー

ペースト（特別） Option ＋ Command ＋ V キー

複製 Command ＋ D キー

削除 Delete キー 

リップル削除を実行する（選択したオブジェクトが削除され、残っ
たギャップが取り除かれる） 

Shift ＋ Delete キー

コントロールポイントを変形する Shift ＋ Command ＋ T キー

すべての項目を選択する Command ＋ A キー

すべての項目の選択を解除する Shift ＋ Command ＋ A キー

プロジェクトの「情報」インスペクタを開く Command ＋ J キー

検索と置換を行う Command ＋ F キー

「特殊文字」ウインドウを開く Option ＋ Command ＋ T キー

「マーク」メニュー

操作 ショートカット

イン点をマークする I

アウト点をマークする O

再生ヘッドの位置に選択したオブジェクトのイン点を移動する Shift ＋左波かっこ（{）キー

再生ヘッドの位置に選択したオブジェクトのアウト点を移動する Shift ＋ 右波かっこ（}）キー

現在のフレームにプロジェクトマーカーを追加する M

現在のフレームにプロジェクトマーカーを追加する アットマーク（@）キー

「マーカーを編集」ダイアログを開く Option ＋ Command ＋ M キー
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操作 ショートカット

再生範囲のイン点をマークする Option ＋ Command ＋ I キー

再生範囲のアウト点をマークする Option ＋ Command ＋ O キー

再生範囲をリセットする Option ＋ X キー

「ループ再生」をオンにする Shift ＋ L キー

アニメーションの記録をオン／オフする A

「レコーディングオプション」ウインドウを開く Option ＋ A キー

プロジェクトの先頭に移動する Home キー 

プロジェクトの最後に移動する End キー 

再生範囲の開始点に移動する Shift ＋ Home キー

再生範囲の終了点に移動する Shift ＋ End キー

前のフレームに移動する ←キー

次のフレームに移動する →キー

10 フレーム戻る Shift ＋←キー

10 フレーム進む Shift ＋→キー

前のキーフレームに移動する Option ＋ K キー

次のキーフレームに移動する Shift ＋ K キー

前のマーカーに移動する Option ＋ Command ＋ ←キー

次のマーカーに移動する Option ＋ Command ＋ →キー

選択したイン点に移動する Shift ＋ I キー

選択したアウト点に移動する Shift ＋ O キー

再生範囲領域の RAM プレビューを実行する Command ＋ R キー

現在の選択内容の RAM プレビューを実行する Option ＋ Command ＋ R キー

プロジェクト全体の RAM プレビューを実行する Option ＋ Shift ＋ Command ＋ R キー

「オブジェクト」メニュー

操作 ショートカット

空のグループをプロジェクトに追加する Shift ＋ Command ＋ N キー

カメラをプロジェクトに追加する Option ＋ Command ＋ C キー

ライトをプロジェクトに追加する Shift ＋ Command ＋ L キー

ドロップゾーンをプロジェクトに追加する Shift ＋ Command ＋ D キー

リグをプロジェクトに追加する Control ＋ Command ＋ R キー

選択しているオブジェクトを「レイヤー」リストの一番上に移動す
る 

Shift ＋ Command ＋右角かっこ（]）キー

選択しているオブジェクトを「レイヤー」リストの一番下に移動す
る 

Shift ＋ Command ＋左角かっこ（[）キー

選択しているオブジェクトを「レイヤー」リストで 1 レベル上に
移動する 

Command ＋右角かっこ（]）キー

選択しているオブジェクトを「レイヤー」リストで 1 レベル下に
移動する 

Command ＋左角かっこ（[）キー

選択しているオブジェクトを新しいレイヤーにグループ化する Shift ＋ Command ＋ G キー
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操作 ショートカット

オブジェクトのグループを個別に操作できるようにグループ解除
する 

Option ＋ Command ＋ G キー

オブジェクトをアクティブまたは非アクティブにする Control ＋ T キー

オーディオトラックの場合は、選択したトラックのソロボタンを有
効／無効にする。オブジェクトの場合は、オブジェクトをソロにす
る 

Control ＋ S キー

選択したグループまたはレイヤーを切り離す Control ＋ I キー

オブジェクトをロック／ロック解除する Control ＋ L キー

ビデオを含むファイルのビデオ部分だけをソロ解除する Control ＋ Shift ＋ S キー

2D グループを 3D に変換する、または 3D グループを 2D に
変換する 

Control ＋ D キー

選択しているオブジェクトにイメージマスクを追加する Shift ＋ Command ＋ M キー

（選択したオブジェクトの最後に修正したパラメータに）キーフ
レームを追加する 

Control ＋ K キー

適用しているビヘイビアをキーフレームに変換する Command ＋ K キー

選択したオブジェクトをパーティクルエミッタのセルソースにす
る 

E

選択したオブジェクトのリプリケータを作成する L

選択しているレイヤーの複製を作成する K

「メディア」リストと「インスペクタ」を開き、メディアオブジェク
トのソースとプロパティを表示する 

Shift ＋ F キー

「表示」メニュー

操作 ショートカット

ズームインする Command ＋アクサンシルコンフレクス（^）キー

ズームアウトする Command ＋マイナス記号（–）キー

100 パーセントにズームする Option ＋ Z キー

ウインドウに合わせてズームする Shift ＋ Z キー

表示領域をすべて表示する Shift ＋ V キー

タイムラインをズームインする Option ＋ Command ＋アクサンシルコンフレクス（^）キー

タイムラインをズームアウトする Option ＋ Command ＋マイナス記号（–）キー

タイムラインをプロジェクト継続時間にズームする Option ＋ Command ＋ゼロ（0）キー

3D ビューをアクティブなカメラに設定する Control ＋ A キー

3D ビューを遠近に設定する Control ＋ P キー

3D ビューを次のカメラに設定する Control ＋ C キー

現在アクティブなカメラを選択する Control ＋ Option ＋ C キー

3D カメラビューをリセットする Control ＋ R キー

選択したオブジェクトを表示に合わせる F

選択したオブジェクトにフレームを設定する Shift ＋ Command ＋ F キー

選択したオブジェクトに焦点を合わせる Control ＋ F キー

すべてのカラーチャンネルを表示する Shift ＋ C キー
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操作 ショートカット

透明のチャンネルを表示する Shift ＋ T キー

アルファチャンネルのオーバーレイを表示する Option ＋ Shift ＋ T キー

RGB チャンネルのみを表示する Option ＋ Shift ＋ C キー

赤のチャンネルを表示する Shift ＋ R キー

緑のチャンネルを表示する Shift ＋ G キー

青のチャンネルを表示する Shift ＋ B キー

アルファチャンネルを表示する Shift ＋ A キー

反転したアルファチャンネルを表示する Option ＋ Shift ＋ A キー

現在のチャンネルとアルファチャンネルを切り替える V

キャンバスを最大解像度で表示する Shift ＋ Q キー

キャンバスでライティングを有効／無効にする Option ＋ L キー

キャンバスでシャドウを有効／無効にする Control ＋ Option ＋ S キー

キャンバスで反射を有効／無効にする Control ＋ Option ＋ R キー

キャンバスでフィールドの深度を有効／無効にする Control ＋ Option ＋ D キー

キャンバスでモーションブラーを有効／無効にする Option ＋ M キー

キャンバスでフィールドレンダリングを有効／無効にする Option ＋ F キー

キャンバスでフレームの合成を有効／無効にする Control ＋ Option ＋ B キー

オーバーレイを表示する Command ＋スラッシュ（/）キー

ルーラを表示する Shift ＋ Command ＋ R キー

グリッドを表示／隠す Command ＋コロン（:）キー

ガイドを表示／隠す Command ＋ セミコロン（;）キー

ダイナミックガイドを表示／隠す Shift ＋ Command ＋セミコロン（;）キー

セーフゾーンを表示／隠す コロン（:）キー

フィルムゾーンを表示／隠す Shift ＋コロン（:）キー

ガイドを固定する Option ＋ Command ＋セミコロン（;）キー

ガイドにスナップを有効／無効にする N

3D オーバーレイを表示する Option ＋ Command ＋スラッシュ（/）キー

3D グリッドを表示する Shift ＋ Command ＋コロン（:）キー

「フォント」ダイアログを表示する Command ＋ T キー

Mac OS X の「カラー」ウインドウを表示する Shift ＋ Command ＋ C キー

「共有」メニュー

操作 ショートカット

ムービーを書き出す Command ＋ E キー

選択範囲をムービーとして書き出す Option ＋ Command ＋ E キー
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「ウインドウ」メニュー

操作 ショートカット

アクティブなウインドウをしまう Command ＋ M キー

「情報」インスペクタを表示する F1

「ビヘイビア」インスペクタを表示する F2

「フィルタ」インスペクタを表示する F3

「オブジェクト」インスペクタを表示する F4

プロジェクトパネルを表示／隠す F5

タイミングパネルを表示／隠す F6

HUD を表示／隠す F7

プレーヤーモードに入る／終了する F8

「ファイルブラウザ」を表示／隠す Command ＋ 1 キー

「ライブラリ」を表示／隠す Command ＋ 2 キー

「インスペクタ」を表示／隠す Command ＋ 3 キー

「レイヤー」リストを表示／隠す Command ＋ 4 キー

「メディア」リストを表示／隠す Command ＋ 5 キー

「オーディオ」リストを表示／隠す Command ＋ 6 キー

「ビデオタイムライン」を表示／隠す Command ＋ 7 キー

「キーフレームエディタ」を表示／隠す Command ＋ 8 キー

「オーディオタイムライン」を表示／隠す Command ＋ 9 キー

「ヘルプ」メニュー

操作 ショートカット

「Motion ヘルプ」を開く Shift ＋ Command ＋疑問符（?）キー

「オーディオ」リスト
操作 ショートカット

「オーディオ」リストを表示／隠す Command ＋ 6 キー

オブジェクトをアクティブまたは非アクティブにする Control ＋ T キー

オーディオファイルをロック／ロック解除する Control ＋ L キー

選択しているトラックのソロボタンを有効／無効にする Control ＋ S キー

「オーディオ」リストで 1 つ上のレベルに移動する ↑キー

「オーディオ」リストで 1 つ下のレベルに移動する ↓キー

読み込む Command ＋ I キー
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ツール

ツールの概要
ツールバーのツールによって、さまざまなコンテクスト・キーボード・コマンドが有効になります。選択するツール
によって、使用できるキーボードコマンドが変わります。

グローバルな変形コマンド

操作 ショートカット

現在の変形モードを有効にする S

「選択／変形」ツールを選択する Shift ＋ S キー

変形モードを順番に切り替える（繰り返し押して必要な変形モー
ドを選択する）

Tab キー

オブジェクトの移動をガイドラインに制限する Shift キーを押しながらポインタをドラッグする 

オブジェクト移動時のスナップを無効にする Command キーを押しながらオブジェクトをドラッグする 

選択しているオブジェクトを複製する Option キーを押しながらオブジェクトをドラッグする 

「選択／変形」ツール

操作 ショートカット

オブジェクトを比率を変えずに縮小／拡大する Shift キーを押しながらオブジェクトハンドルをドラッグする 

オブジェクトを中央から縮小／拡大する Option キーを押しながらオブジェクトハンドルをドラッグする 

オブジェクトを中央から比率を変えずに縮小／拡大する Option ＋ Shift キーを押しながらオブジェクトハンドルをドラッ
グする 

オブジェクトを 45 度ごとにスナップして回転する Shift キーを押しながらオブジェクト回転ハンドルをドラッグする 

3D 変形ツールをアクティブにする Q

「クロップ」ツール

操作 ショートカット

オブジェクトを比率を変えずに切り取る Shift キーを押しながらオブジェクトハンドルをドラッグする 

オブジェクトを中央から切り取る Option キーを押しながらオブジェクトハンドルをドラッグする 

オブジェクトを中央から比率を変えずに縮小／拡大する Option ＋ Shift キーを押しながらオブジェクトハンドルをドラッ
グする 

境界ボックス内で切り取ったオブジェクトをパンする Command キーを押しながらオブジェクト上をドラッグする 

切り取ったオブジェクトの周りで境界ボックスを移動する Option ＋ Command キーを押しながらオブジェクト上をド
ラッグする 

「ポイントを編集」ツール

操作 ショートカット

パスにポイントを追加する パスをダブルクリックする 

パスにポイントを追加する Option キーを押しながらパスをクリックする 

ポイントを直線状に変換する Command キーを押しながらポイントをクリックする 

コントロールポイントに接線を作成する Command キーを押しながらポイントをドラッグする 

接線を比例的に縮小／伸張する Command キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

B スプラインポイントのバイアスを調整する Command キーを押しながら B スプラインポイントをドラッグ
する 
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操作 ショートカット

B スプラインポイントのバイアスを切り替える Command キーを押しながら B スプラインポイントをクリック
する 

接線のハンドルを切り離す／再連結する Option キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線を 45 度と元の値に制限する Shift キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

パンとズームツール

操作 ショートカット

「パン」ツールを選択する H

「ズーム」ツールを選択する Z

選択している「ズーム」ツールでズームアウトする Option キーを押しながらキャンバス内をクリックする 

矩形と円ツール

操作 ショートカット

矩形シェイプツールを選択する R

円シェイプツールを選択する C

シェイプを比率を変えずに描画する Shift キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

シェイプを中央から描画する Option キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

シェイプを中央から比率を変えずに描画する Option ＋ Shift キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

オブジェクトを 45 度ごとにスナップして回転する Shift キーを押しながら回転ハンドルをドラッグする

「ベジェ」ツール

操作 ショートカット

「ベジェ」ツールを選択する B

「ベジェ」ツールと「B スプライン」ツールを切り替える B

シェイプを閉じる C

パスにポイントを追加する Command キーを押しながらパスをクリックする 

パスにポイントを追加する パスをダブルクリックする 

ポイントを直線状に変換する Command キーを押しながらポイントをクリックする 

ポイントに接線を作成する Command キーを押しながらポイントをドラッグする 

接線のハンドルを比例的に縮小／伸張する Command キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線のハンドルを切り離す／再連結する Option キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線を 45 度の増分と元の値に制限する Shift キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

シェイプの描画をキャンセルし、開いているシェイプを削除する Esc キー

シェイプの描画モードを終了する Return キー

「B スプライン」ツール
操作 ショートカット

「B スプライン」ツールを選択する B

「ベジェ」ツールと「B スプライン」ツールを切り替える B

シェイプを閉じる C
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操作 ショートカット

パスにポイントを追加する パスをダブルクリックする 

パスにポイントを追加する Command キーを押しながらパスをクリックする 

B スプラインポイントのバイアスを調整する Command キーを押しながら B スプラインポイントをドラッグ
する 

B スプラインポイントのバイアスを切り替える Command キーを押しながら B スプラインポイントをクリック
する 

シェイプの描画をキャンセルし、開いているシェイプを削除する Esc キー

シェイプの描画モードを終了する Return キー

ペイントストロークツール

操作 ショートカット

「ペイントストローク」ツールをアクティブにする P

ストローク幅を調整する Command キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

テキストツール

操作 ショートカット

「テキスト」ツールを選択する T

挿入ポイントを次の文字に移動する ↑キー、↓キー、←キー、または→キーを押す

挿入ポイントを次の単語に移動する Option キーを押しながら↑キー、↓キー、←キー、または→
キーを押す

テキストの行の先頭に移動する Command ＋ ←キー

テキストの行の最後に移動する Command ＋ →キー

挿入ポイントから文字を選択する Shift キーを押しながら↑キー、↓キー、←キー、または→キー
を押す

挿入ポイントから単語を選択する Option ＋ Shift キーを押しながら↑キー、↓キー、←キー、ま
たは→キーを押す

挿入ポイントからテキストの行を選択する Shift ＋ Command キーを押しながら↑キー、↓キー、←キー、
または→キーを押す

挿入ポイントからカーニングを大きくする Option ＋ Command ＋右角かっこ（]）キー

挿入ポイントからカーニングを小さくする Option ＋ Command ＋左角かっこ（[）キー

すべてを選択 Command ＋ A キー

すべての選択を解除 Shift ＋ Command ＋ A キー

「テキスト」ツールを終了する Esc キー

矩形マスクツールと円マスクツール

操作 ショートカット

「矩形マスク」ツールを選択する Option ＋ R

「円マスク」ツールを選択する Option ＋ C

「フリーハンドマスク」ツールを選択する Option ＋ P キー

マスクを比率を変えずに描画する Shift キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 
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操作 ショートカット

マスクを中央から描画する Option キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

マスクを中央から比率を変えずに描画する Option ＋ Shift キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

マスクを 45 度ごとにスナップして回転する Shift キーを押しながら回転ハンドルをドラッグする 

「ベジェマスク」ツール

操作 ショートカット

「ベジェマスク」ツールを選択する Option ＋ B キー

「ベジェマスク」ツールと「B スプラインマスク」ツールを切り替
える 

Option ＋ B キー

マスクを閉じる C

パスにポイントを追加する パスをダブルクリックする 

パスにポイントを追加する Command キーを押しながらパスをクリックする 

ポイントを直線状に変換する Command キーを押しながらポイントをクリックする 

ポイントに接線を作成する Command キーを押しながらポイントをドラッグする 

接線を比例的に縮小／伸張する Command キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線のハンドルを切り離す／再連結する Option キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線を 45 度と元の値に制限する Option ＋ Shift キーを押しながら接線のハンドルをドラッグす
る 

シェイプの描画をキャンセルし、開いているシェイプを削除する Esc キー

シェイプの描画モードを終了する Return キー

「B スプラインマスク」ツール
操作 ショートカット

「B スプラインマスク」ツールを選択する Option ＋ B キー

「ベジェマスク」ツールと「B スプラインマスク」ツールを切り替
える

Option ＋ B キー

マスクを閉じる C

パスにポイントを追加する パスをダブルクリックする 

パスにポイントを追加する Command キーを押しながらパスをクリックする 

B スプラインポイントのバイアスを調整する Command キーを押しながら B スプラインポイントをドラッグ
する 

B スプラインポイントのバイアスを切り替える Command キーを押しながら B スプラインポイントをクリック
する 

シェイプの描画をキャンセルし、開いているシェイプを削除する Esc キー

シェイプの描画モードを終了する Return キー

「ベジェマスク」ツールを選択する Option ＋ B キー

マスクのコントロールポイントを表示／隠す コロン（:）キー
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トランスポートコントロール
操作 ショートカット

プロジェクトを再生／一時停止する スペースバー 

アニメーションの記録をオン／オフする A

ループ再生を有効／無効にする Shift ＋ L キー

プロジェクトの先頭に移動する Home キー

プロジェクトの最後に移動する End キー

再生範囲の開始点に移動する Shift ＋ Home キー

再生範囲の終了点に移動する Shift ＋ End キー

前のフレームに移動する ←キー

次のフレームに移動する →キー

10 フレーム戻る Shift ＋ ←キー

10 フレーム進む Shift ＋ →キー

表示オプション
操作 ショートカット

ズームインする Command ＋アクサンシルコンフレクス（^）キー

ズームアウトする Command ＋マイナス記号（–）キー

選択している「ズーム」ツールでズームアウトする Option キーを押しながらキャンバスをクリックする 

領域にズームする Command キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

100 パーセントにズームする Option ＋ Z キー

キャンバスに合わせてズームする Shift ＋ Z キー

すべてのカラーチャンネルを表示する Shift ＋ C キー

透明のチャンネルを表示する Shift ＋ T キー

アルファチャンネルのオーバーレイを表示する Option ＋ Shift ＋ T キー

RGB チャンネルのみを表示する Option ＋ Shift ＋ C キー

赤のチャンネルを表示する Shift ＋ R キー

緑のチャンネルを表示する Shift ＋ G キー

青のチャンネルを表示する Shift ＋ B キー

アルファチャンネルを表示する Shift ＋ A キー

反転したアルファチャンネルを表示する Option ＋ Shift ＋ A キー

キャンバスを最大解像度で表示する Shift ＋ Q キー

キャンバスでフィールドレンダリングを有効／無効にする Option ＋ F キー

キャンバスでモーションブラーを有効／無効にする Option ＋ M キー

ルーラを表示する Shift ＋ Command ＋ R キー

ガイドを固定する Option ＋ Command ＋セミコロン（;）キー

グリッドを表示／隠す Command ＋コロン（:）キー

ガイドを表示／隠す Command ＋ セミコロン（;）キー

ダイナミックガイドを表示／隠す Shift ＋ Command ＋セミコロンキー
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操作 ショートカット

フィルムゾーンを表示／隠す Shift ＋コロン（:）キー

オーバーレイを表示する Command ＋スラッシュ（/）キー

現在のチャンネルとアルファチャンネルを切り替える V

セーフゾーンを表示／隠す コロン（:）キー

ガイドにスナップを有効／無効にする N

アクティブレイヤーを表示する X

すべてのレイヤーを表示する Shift ＋ X キー

その他
操作 ショートカット

パーティクルエミッタを作成する E

選択しているオブジェクトにイメージマスクを読み込む Shift ＋ Command ＋ M キー

「キーヤー」フィルタで、クロマの拡大／縮小と中心をリセットす
る（ポインタが「クロマ」コントロール上にある場合） 

Shift ＋ Z キー

すぐ上のオブジェクトを選択する ↑キー

すぐ下のオブジェクトを選択する ↓キー

選択しているオブジェクトを 1 ピクセルずつ動かす Command キーを押しながら↑キー、↓キー、←キー、または
→キーを押す 

選択しているオブジェクトを 10 ピクセルずつ動かす Shift ＋ Command キーを押しながら↑キー、↓キー、←キー、
または→キーを押す

領域ボックスを使用して選択しているオブジェクトを追加／削除
する 

Shift キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

グループまたはレイヤーの複数のオブジェクトを選択する Command キーを押しながら 1 つまたは複数のオブジェクトを
クリックする 

選択内容に追加する Shift キーを押しながらオブジェクトをクリックする 

HUD
操作 ショートカット

HUD を表示／隠す F7

HUD を一番上から一番下まで順番に切り替える（複数のエフェ
クトがオブジェクトに適用されている場合） 

D

HUD を一番下から一番上まで順番に切り替える（複数のエフェ
クトがオブジェクトに適用されている場合） 

Shift ＋ D キー

ファイルブラウザ
操作 ショートカット

「ファイルブラウザ」を表示／隠す Command ＋ 1 キー

プロジェクトを開く Command ＋ O キー

新規プロジェクト Command ＋ N キー

プロジェクトパネルを表示／隠す F5
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操作 ショートカット

サイドバーまたはファイルスタックで 1 つ上の項目に移動する ↑キー

サイドバーまたはファイルスタックで 1 つ下の項目に移動する ↓キー

ファイルスタックで項目を 1 つ左に移動する ←キー

ファイルスタックで項目を 1 つ右に移動する →キー

ファイルスタックの最初の項目を選択する スペースバー

ファイルスタックのフォルダ階層で 1 つ上のレベルに移動する Command ＋ ↑キー

インスペクタ
操作 ショートカット

「インスペクタ」を表示／隠す Command ＋ 3 キー

スライダの値を 1 つずつ増やす ↑キーまたは→キー 

スライダの値を 1 つずつ減らす ↓キーまたは←キー

スライダの値を 10 つずつ増やす Command ＋ ↑キー、または Command ＋ →キー

スライダの値を 10 つずつ減らす Command ＋ ↓キー、または Command ＋ ←キー

キーフレームエディタ
操作

「キーフレームエディタ」を表示／隠す Command ＋ 8 キー

適用しているビヘイビアをキーフレームに変換する Command ＋ K キー

カーブに合わせる F

レイヤー
操作 ショートカット

グループを作成する Shift ＋ Command ＋ N キー

オブジェクトをグループの一番上に移動する Command ＋右角かっこ（]）キー

オブジェクトをグループの一番下に移動する Command ＋左角かっこ（[）キー

オブジェクトを「レイヤー」リストで 1 レベル上に移動する Command ＋右角かっこ（]）キー

オブジェクトを「レイヤー」リストで 1 レベル下に移動する Command ＋左角かっこ（[）キー

選択しているオブジェクトを新しいグループに移動する Shift ＋ Command ＋ G キー

各オブジェクトを操作できるようにオブジェクトのグループを解
除する 

Option ＋ Command ＋ G キー

オブジェクトをアクティブまたは非アクティブにする Control ＋ T キー

選択しているトラックのソロボタンを有効／無効にする Control ＋ S キー

選択したグループまたはレイヤーを切り離す Control ＋ I キー

オブジェクトをロック／ロック解除する Control ＋ L キー

「レイヤー」リストで 1 つ上のレベルに移動する ↑キー

「レイヤー」リストで 1 つ下のレベルに移動する ↓キー
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操作 ショートカット

「レイヤー」リストのグループを展開する Option ＋ ←キー

「レイヤー」リストのグループを折り畳む Option ＋ →キー

読み込む Command ＋ I キー

選択しているオブジェクトにイメージマスクを追加する Shift ＋ Command ＋ M キー

適用しているビヘイビアをキーフレームに変換する Command ＋ K キー

「メディア」リストと「インスペクタ」を開き、メディアオブジェク
トのソースとプロパティを表示する 

Shift ＋ F キー

選択しているレイヤーの複製を作成する K

ライブラリ
操作 ショートカット

「ライブラリ」を表示／隠す Command ＋ 2 キー

サイドバーまたはファイルスタックの最初の項目を選択する スペースバー 

サイドバーまたはファイルスタックで 1 つ上の項目に移動する ↑キー

サイドバーまたはファイルスタックで 1 つ下の項目に移動する ↓キー

ファイルスタックで項目を 1 つ左に移動する ←キー

ファイルスタックで項目を 1 つ右に移動する →キー

ファイルスタックのフォルダ階層で 1 つ上のレベルに移動する ↑キー

「メディア」リスト
操作 ショートカット

「メディア」リストを表示／隠す Command ＋ 5 キー

「メディア」リストで 1 つ上のレベルに移動する ↑キー

「メディア」リストで 1 つ下のレベルに移動する ↓キー

読み込む Command ＋ I キー

「タイムライン」の編集と移動
操作 ショートカット

1 フレームずつ前に移動する Command ＋ →キー

1 フレームずつ後ろに移動する Command ＋ ←キー

10 フレームずつ前に移動する Shift ＋ Command ＋ →キー

10 フレームずつ後ろに移動する Shift ＋ Command ＋ ←キー

選択しているオブジェクトをイン点に移動する Shift ＋左波かっこ（{）キー

選択しているオブジェクトをアウト点に移動する Shift ＋ 右波かっこ（}）キー

再生範囲のイン点をマークする I

再生範囲のアウト点をマークする O

イン点とアウト点をプロジェクトのそれぞれ最初のフレームと最
後のフレームに移動し、再生範囲をリセットする 

Option ＋ X キー
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操作 ショートカット

ループ再生を有効／無効にする Shift ＋ L キー

「レコーディングオプション」ダイアログを開く Option ＋ A キー

再生範囲の開始点に移動する Shift ＋ Home キー

再生範囲の終了点に移動する Shift ＋ End キー

選択しているオブジェクトのイン点に移動する Shift ＋ I キー

選択しているオブジェクトのアウト点に移動する Shift ＋ O キー

前のフレームに移動する ←キー

次のフレームに移動する →キー

10 フレーム戻る Shift ＋←キー

10 フレーム進む Shift ＋→キー

次のマーカーに移動する Option ＋ Command ＋ ←キー

前のマーカーに移動する Option ＋ Command ＋ →キー

再生範囲の RAM プレビューをレンダリングする Command ＋ R キー

選択しているオブジェクトの RAM プレビューをレンダリングする Option ＋ Command ＋ R キー

プロジェクトの RAM プレビューをレンダリングする Option ＋ Shift ＋ Command ＋ R キー

イン点をマークする I

アウト点をマークする O

現在のフレームにマーカーを追加する M

現在のフレームにマーカーを追加する コロン（:）キー

「マーカーを編集」ダイアログを開く Option ＋ Command ＋ M キー

プロジェクトを再生／一時停止する スペースバー 

アニメーションの記録をオン／オフする A

プロジェクトの先頭に移動する Home キー

プロジェクトの最後に移動する End キー

適用しているビヘイビアをキーフレームに変換する Command ＋ K キー

リップル削除を実行する Shift ＋ Delete キー

ペースト（特別） Option ＋ Shift ＋ V キー

タイムラインをズームインする Option ＋ Command ＋アクサンシルコンフレクス（^）キー

タイムラインをズームアウトする Option ＋ Command ＋マイナス記号（–）キー

「タイムライン」をウインドウに合わせる Shift ＋ Z キー

タイムラインをプロジェクト継続時間にズームする Option ＋ Command ＋ゼロ（0）キー

キーフレーム設定コマンド
操作 ショートカット

パスにポイントを追加する パスをダブルクリックする 

パスにポイントを追加する Option キーを押しながらパスをクリックする 

ポイントに接線を作成する Command キーを押しながらベジェポイントをドラッグする 

ポイントを直線状に変換する Command キーを押しながらベジェポイントをクリックする 
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操作 ショートカット

B スプラインポイントのバイアスを調整する Command キーを押しながら B スプラインポイントをドラッグ
する 

B スプラインポイントのバイアスを切り替える Command キーを押しながら B スプラインポイントをクリック
する 

接線を比例的に縮小／伸張する Command キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線のハンドルを切り離す／再連結する Option キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線を 45 度と元の値に制限する Shift キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

シェイプコマンドとマスクコマンド
操作 ショートカット

矩形、円シェイプ、およびマスクツールでシェイプを比率を変え
ずに描画する 

Shift キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

矩形、円シェイプ、およびマスクツールでシェイプを中心から描
画する 

Option キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

矩形、円シェイプ、およびマスクツールでシェイプを中心から均
等に描画する 

Option ＋ Shift キーを押しながらキャンバス内をドラッグする 

スプラインの描画をキャンセルし、開いているスプラインを削除
する 

Esc キー

スプライン描画モードを終了し、既存のスプライン描画を完了 
する 

Return キー

パスにポイントを追加する パスをダブルクリックする 

パスにポイントを追加する Option キーを押しながらパスをクリックする 

ポイントを直線状に変換する Command キーを押しながらベジェポイントをクリックする 

ポイントに接線を作成する Command キーを押しながらベジェポイントをドラッグする 

接線を比例的に縮小／伸張する Command キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

B スプラインポイントのバイアスを調整する Command キーを押しながら B スプラインポイントをドラッグ
する 

B スプラインポイントのバイアスを切り替える Command キーを押しながら B スプラインポイントをクリック
する 

接線のハンドルを切り離す／再連結する Option キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

接線を 45 度と元の値に制限する Shift キーを押しながら接線のハンドルをドラッグする 

ツールバー
操作 ショートカット

現在の変形モードを有効にする S

「選択／変形」ツールを選択する Shift ＋ S キー

変形モードを順番に切り替える（繰り返し押して必要な変形モー
ドを選択する）

Tab キー

「パン」ツールを選択する H

「ズーム」ツールを選択する Z
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操作 ショートカット

矩形シェイプツールを選択する R

円シェイプツールを選択する C

「ベジェ」ツールと「B スプライン」ツールを切り替える B

「テキスト」ツールを選択する T

「矩形マスク」ツールを選択する Option ＋ R

「円マスク」ツールを選択する Option ＋ C

「ベジェマスク」ツールと「B スプラインマスク」ツールを切り替
える 

Option ＋ B キー

3D コマンド
操作 ショートカット

3D 変形ツールを選択する Q

3D 変形ツールの表示を位置のみにするかすべてを表示するか
を切り替える 

カンマ（,）キー

3D 変形ツールの表示を回転のみにするかすべてを表示するか
を切り替える 

ピリオド（.）キー

3D 変形ツールの表示を縮小／拡大のみにするかすべてを表示
するかを切り替える 

スラッシュ（/）キー

3D ビューをアクティブなカメラに設定する Control ＋ A キー

3D ビューを遠近に設定する Control ＋ P キー

3D ビューを次のカメラに設定する Control ＋ C キー

3D カメラビューをリセットする Control ＋ R キー

選択しているオブジェクトの 3D グループを作成する Control ＋ D キー

Shift ＋ Command ＋コロン（:）キー 3D グリッドのオン／オフを切り替える 

「コマンドエディタ」を使う

「コマンドエディタ」の使用の概要
「Motion」には、再生からウインドウおよび「インスペクタ」の表示やツールの操作まで、プロジェクトのほとんどす
べての面を制御できるメニューコマンドとキーボードショートカットがあります。「コマンドエディタ」では、「Motion」
で使用するコマンドやキーボードショートカットの検索や参照ができます。さらに、キーボードショートカットをカスタ
マイズして、「Motion」を円滑に操作できるようにすることができます。

このセクションでは、「コマンドエディタ」を使って、キーボードショートカットを編集する方法について説明します。

「コマンドエディタ」の検索ツールを使って、キーボードコマンドの検索、コマンドの説明の表示、グラフィック表示
のキーボードで強調表示されたキーの組み合わせのプレビューを行います。ショートカットの編集やショートカットの
作成だけでなく、読み込み／書き出しが可能なショートカットのセットを必要な数だけ保存し、ほかのユーザが使用
できるようにすることができます。ほかのアプリケーションのキーボードコマンドに慣れている場合、「コマンドエディ
タ」を使って、それらのコマンドを「Motion」で使用するデフォルトのコマンドセットに置き換えることができます。

「Motion」では、英語、日本語、フランス語、およびドイツ語に合わせて、4 種類の組み込みのキーボードショー
トカットが用意されています。
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「Motion」で「コマンドエディタ」を表示する
 m 「Motion」＞「コマンド」＞「カスタマイズ」と選択します。

「コマンドエディタ」が表示されます。

Command groups Command list Detail area

Modifier 
key buttons

Search field

Keyboard 
highlight button

Command 
Set options

「コマンドエディタ」のインターフェイス
「コマンドエディタ」の上半分には、バーチャルキーボードが表示されます。下半分に表示される「コマンドリスト」
には、メニューコマンドがグループ別に並べられ、該当する場合はキーの組み合わせと共に、各コマンドの簡単な
説明が表示されます。

バーチャルキーボードのキーは色分けされており、キーを操作するとコマンドの種類をすぐに確認することができま
す。たとえば、「再生」（スペースバー）や「記録」（A キー）などのトランスポートコマンドはライトブルーで表示
され、配置コマンドはピンクで表示されます。「コマンドリスト」の左側に表示される「コマンドグループ」ウインド
ウには、カラーキーが表示され、クリックして確認することができます。

ショートカットに割り当てられているキーには、白い点でマーキングされています。特にマーキングされていないキー
は割り当てられていないキーです。いくつかのキーは斜線で網掛けされ、システムでの使用に予約されていること
を示しています。

White dot indicates 
that a shortcut is 

assigned to the key.

Hatch pattern indicates 
that the key is reserved 
by the System.
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「コマンドリスト」には、「Motion」メニューやコマンドのタイプ（「配置」、「ツール」、「トランスポート」、「移動」、
「表示」、および「マーク」）に振り分けられたいくつかのコマンドグループが表示されます。グループをクリックす
ると、コマンドリストがフィルタされ、そのグループのコマンドとキーボードショートカットのみが表示されます。

Selected group

「コマンドリスト」の右側のウインドウには、バーチャルキーボードで選択したキーまたは「コマンドリスト」で選択
したコマンドについての詳しい説明が表示されます。バーチャルキーボードでキーを選択すると、そのキーに関連す
るすべてのキーボードショートカットのリストがこのウインドウに表示されます。

Commands 
associated with 
the selected key

Selected key

「コマンドリスト」のコマンドを選択すると、このウインドウにコマンドの簡単な説明が表示されます。

特定のショートカットを確認する
「コマンドエディタ」は、主に新しいショートカットを作成するために使用されますが（1064 ページのキーボード
ショートカットをカスタマイズするを参照）、既存のショートカットを確認するためにも使用できます。

キーコマンドセットを選択する
「Motion」では、コンピュータのセットアップ時に指定した言語による標準のコマンドセットがデフォルトで使用され
ます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「Motion」＞「コマンド」と選択し、サブメニューからコマンドセットを選択します。

 m 「コマンドエディタ」が開いている場合は、左上のポップアップメニューからコマンドセットを選択します。
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コマンドセットを選択すると、コマンドセットのキーボードショートカットが「Motion」で使用できるようになります。

キーボードショートカットを検索する
「コマンドエディタ」の右上隅にある検索フィールドを使うと、コマンドまたは対応するキーボードのキーを見つける
ことができます。コマンド名、説明、またはキーボードショートカットを条件に検索できます。

 m 「コマンドエディタ」で検索フィールドをクリックして、検索するキーボードショートカットを説明する言葉を入力し 
ます。

「コマンドリスト」には検索結果がただちに表示され、検索した言葉に関連するすべてのコマンドとキーの組み合わ
せがリストされます。検索フィールドのポップアップメニューからカテゴリを選択し、検索対象を絞ることができます。
メニュー項目には、「すべて」、「コマンド」、「説明」、および「キーボードショートカット」のカテゴリがあります。

参考：検索フィールドに入力するときは、Shift キーを使って大文字を入力しないでください。検索フィールドは、
Shift キーをキーボードショートカットの修飾キーとして判断します。

バーチャルキーボードのショートカットを検索し、強調表示する
検索フィールドをバーチャルキーボードと一緒に使用して、キーボードショートカットを強調表示することができます。

 1 検索フィールドの左側にあるキーボードを強調表示するボタンをクリックします。

キーボードが暗く表示されます。

 2 検索フィールド内をクリックして入力します。

「Motion」によって、入力条件に従ってコマンドリストがフィルタされ、検索対象の用語に関連するキーが強調表示
されます。

たとえば、以下の図では、「マーカー」という語で検索すると、マーカーコマンドのキーボードショートカットが返さ
れ、バーチャルキーボードでそのコマンドキーが強調表示されます。

参考：キーボード強調表示ボタンをオフにすると、コマンドのキーだけが強調表示されます。キーボードショートカッ
トの一部である修飾キー（Command、Shift、Option、および Control）は強調表示されません。

Highlighted key

Search fieldKeyboard Highlight button

修飾キーでフィルタする
「コマンドエディタ」の上部に表示される修飾キーボタン（「Command」、「Shift」、「Option」、および「Control」）
によって、これらの修飾キーとどのキーが組み合わされているかを確認できます。

 1 「コマンドエディタ」の上部にある 4 つの修飾キーボタンのいずれかをクリックします（または、バーチャルキーボー
ドのいずれかの修飾キーをクリックします）。

選択した修飾キーと組み合わせるように割り当てられたキーは、暗灰色の点でマーキングされて表示されます。

 2 必要に応じて、ほかの修飾キーボタン（またはバーチャルキーボードの修飾キー）をクリックし、キーの組み合わせ
を確認します。
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アップデートされたバーチャルキーボードでは、どのキーが、組み合わせた修飾キーを使用するショートカットに割
り当てられているかを確認できます。

キーボードショートカットをカスタマイズする
ショートカットのカスタマイズは「コマンドエディタ」で簡単にできます。デフォルトの標準セットには、ショートカッ
トが定義されていないコマンドも含まれているため、それらのコマンドに新しいショートカットを割り当てたい場合が
あります。標準セットに変更を加えることはできないため、このセットを複製してから、新しい複製セットをカスタマ
イズします。

有効なコマンドセットを複製する

 1 「コマンドエディタ」の上部にあるポップアップメニューから「複製」を選択します。

ダイアログが表示され、新しいセットに名前を付けることが求められます。

 2 ダイアログで名前を入力し、「OK」をクリックします。

新しい複製セットが保存され、ポップアップメニューの一番下に名前が表示されます。また、最上位の「Motion」＞
「コマンド」メニューの一番下にも表示されます。

キーボードショートカットを追加または変更する
割り当てられたキーボードショートカットの複製セットができれば、キー設定を変更して、新しいまたは変更した
ショートカットを作成することができます。

 1 「コマンドエディタ」の検索フィールドを使って、キーボードショートカットを割り当てるコマンドを見つけて選択しま
す。

また、「コマンドリスト」を参照してコマンドを見つけることもできます。

 2 コンピュータのキーボードを使って、コマンドに使うキーの組み合わせを押します（たとえば、Option ＋ Shift ＋ 
T キー）。

キーの組み合わせがコマンドに割り当てられていない場合、バーチャルキーボードの表示には新しいキーの割り当
てが反映されます。新しく割り当てられたキーには暗灰色の点が表示されます。コマンドが色分けされたコマンドグ
ループに属する場合は、キーに色が付けられます。

キーの組み合わせがすでにコマンドに割り当てられている場合は、「Motion」は現在の割り当てを表示し、それを
変更するかどうかを確認するダイアログを表示します。

コマンドセットを保存する
コマンドセットを変更した後、以下の方法で変更内容を保存できます。

 m 「コマンドエディタ」の右下隅にある「保存」ボタンをクリックします。

変更を保存せずに「コマンドエディタ」を閉じると、「Motion」からコマンドセットを保存するように求められます。

コマンドセットを削除する

 1 削除するセットが選択されてアクティブになっていることを確認し、「コマンドエディタ」の上部にあるポップアップメ
ニューから「削除」を選択します。

ダイアログが表示されます。

 2 「削除」をクリックします。

コマンドセットが削除され、標準セットが有効なコマンドセットになります。

コマンドセットを読み込む／書き出す
コマンドセットを保存した後、それを書き出してバックアップを作成したり、ほかのユーザと共有したりすることがで
きます。書き出したコマンドセットを保存したファイルは、後で「Motion」に読み込むことができます。

キーボードショートカットのセットを書き出す

 1 必要に応じて、ポップアップメニューで書き出すコマンドセットを有効にし、以下のいずれかの操作を行います：
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 • 「コマンドエディタ」のポップアップメニューから「書き出し」を選択します。

 • 「Motion」＞「コマンド」＞「書き出し」と選択します。

「保存」ダイアログが表示されます。

 2 書き出すコマンドセットを保存する場所に移動し、「名前」フィールドに名前を入力します。

 3 「OK」をクリックします。

「.commandset」という拡張子の付いたファイルが、指定した場所に保存されます。

ショートカットのセットを読み込む

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「コマンドエディタ」のポップアップメニューから「読み込み」を選択します。

 • 「Motion」＞「コマンド」＞「読み込み」と選択します。

「開く」ダイアログが表示されます。

 2 コマンドセットのファイルの保存場所へ移動し、ファイルを選択して「開く」をクリックします。

新しいコマンドセットが「Motion」＞「コマンド」サブメニューおよび「コマンドエディタ」のポップアップメニュー
に追加されます。同じ名前のコマンドセットがある場合は、名前の変更を求めるダイアログが表示されます。
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