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はじめに
 
詳しくは、以下のオンラインのリソースを参照してください。

Adobe Prelude のご紹介
ビデオ（2012 年 5 月7 日）

Prelude とは
ビデオ（2012 年 5 月4 日）

このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。

http://www.youtube.com/watch?v=fCP9ZMBPdyw
http://www.youtube.com/watch?v=fCP9ZMBPdyw
http://www.adobe.com/go/CHLvid60840_pl_jp
http://www.adobe.com/go/CHLvid60840_pl_jp


Prelude について

注意：

トップへ戻る

トップへ戻る

ワークフロー
Prelude の拡張
Adobe Prelude ソフトウェアは、ビデオのインジェストおよびログ作成ツールで、ファイルベースのカメラから Raw フッテージをすばやくタグ付
けおよびトランスコードできます。サードパーティ製のテクノロジや管理システムとのカスタム統合をサポートするオープンプラットフォームで
す。

Adobe Prelude は Adobe Creative Suite  Production Premium、Master Collection ソフトウェア、Adobe Creative Cloud の一部です。

Prelude の使用を開始するためのビデオチュートリアルについては、http://www.adobe.com/go/CHLvid60840_pl_jp を参照してください。

ワークフロー

1. プロジェクトを作成する／既存プロジェクトを開く
Adobe Prelude では、Prelude で作成するプロジェクトごとにプロジェクト（.plproj）ファイルが作成されます。プロジェクトファイルには、プロ
ジェクトに追加するメディアへの参照が含まれます。
プロジェクトファイルには、インジェストするソースファイルへの参照のみが格納されます。このため、プロジェクトファイルのサイズは非常に
小さいままです。ソースファイルへの参照のみが格納されるため、ソースファイルの移動、名前変更、削除は行わないでください。移動や名前変
更を行ったファイルは、Prelude で認識できません。

2. Raw フッテージをインジェストする
ムービークリップの全体をインジェストするか、またはクリップの一部のみをインジェストします（部分インジェスト）。編集の要件に最適な
コーデックを選択します。
ファイルサイズおよびバイトレベルでのチェックが行われるため、フッテージが正常にインジェストされたかどうかをすぐに確認できます。

3. インジェストしたフッテージを整理する
プロジェクト表示でクリップを移動すると、クリップの順序を並べ替えることができます。ファイルを整理するときにフォルダーを使用するのと
同じように、プロジェクトの内容を整理するにはビンを使用します。ビンには、クリップ、サブクリップ、およびラフカットを格納できます。

4. ビデオクリップのログを作成する
インターフェイスオプションまたはキーボードショートカットを使用して、時間メタデータをクリップに追加し、サブクリップを作成します。
マーカーやその他の時間メタデータを使用すると、クリップをすばやく整理および検索することができます。Adobe Premiere Pro などほかのソフ
トウェアに書き出すときに、メタデータ情報を利用できます。

5. ラフカットを作成する
クリップやサブクリップからラフカットを作成してから、最終編集用に Adobe Premiere Pro などほかのソフトウェアにラフカットを送信します。

6. Adobe Premiere Pro ／ Final Cut Pro に書き出す
ラフカットを書き出して、Adobe Premiere Pro や Final Cut Pro などほかのソフトウェアで使用することができます。または、ラフカットを
Adobe Premiere Pro に直接送信して編集することもできます。
Prelude からの整理内容やメタデータ情報は、Adobe Premiere Pro に引き継がれます。このようにワークフローはシームレスなので、ムービーの
最終版を作成するときにポストプロダクションにかかる時間や作業が削減されます。

Prelude の拡張
Adobe テクニカルパートナーであれば、Prelude SDK を使用して Prelude をカスタマイズできます。

Adobe Prelude の XMP に基づくオープンプラットフォーム機能を利用して、サードパーティ製のテクノロジやアセット管理シ
ステムと統合します。
検索可能でカスタマイズされた、時間に基づくマーカーを ActionScript  パネルで作成し、プロジェクトや整理に関する情報を
収集します。

®

®

http://www.adobe.com/go/CHLvid60840_pl_jp


  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

ワークフローに特化したほかのソースからイベントメタデータを読み込みます。次に、XMP ストリームまたはファイルとして
読み込むことで、Prelude でフッテージに追加します。

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


Prelude のワークスペース

トップへ戻る

トップへ戻る

スタートアップスクリーン
インジェスト、ログ、リスト、ラフカットワークスペース
カスタムワークスペースの作成
Prelude のパネル

スタートアップスクリーン
Prelude を開くときに、スタートアップスクリーンが表示されます。
スタートアップスクリーンを使用して、プロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを開いたり、Prelude のヘルプにアクセスしたりします。

インジェスト、ログ、リスト、ラフカットワークスペース

インジェストワークスペース

インジェストワークスペース 
A. ムービークリップのサムネイル B. インジェスト用に選択されたクリップが含まれるフォルダー C. リスト表示 D. アイコン表示 E. ムービーのサ
ムネイル用のズームスライダー F. サムネイルをスクラブするためのスライダー G. インジェスト用に選択されたクリップ H. 現在のフォルダー内の
クリップをフィルタリングするための検索ボックス 

 
インジェストダイアログボックスを使用して、ムービークリップを選択およびインジェストします。フォルダーやラフカットも選択できます。
フォルダーを選択すると、関連付けられたすべてのクリップがインジェストされます。
インジェストするクリップは、コンピューター、ほかのソフトウェア、接続されているデバイス（外付けハードディスク、ビデオカメラ、カメラ
カードなど）から選択できます。
クリップのサムネールでインポイントおよびアウトポイントを設定して、クリップの一部をインジェストすることができます（部分インジェス
ト）。また、編集の要件に最適なトランスコードオプションを選択することもできます。
ご使用のコンピューターのクリップの場所を表示するには、リスト内またはサムネールビューのクリップを右クリックします。エクスプローラー
で表示（Windows）、Finder で表示（Mac OS）を選択します。

ログワークスペース



ログワークスペース 
A. メタデータマーカーパネル  B. 「マーカー」ボタン C. 現在の時間インジケーター（再生ヘッド） D. ムービークリップに適用されたメタデータ
マーカー  E. マーカーの検索オプション F. メタデータ情報を編集するためのパネル 

 
ログワークスペースを使用して、メタデータの追加やサブクリップの作成をすばやく行います。クリップの整理や検索をすばやく行うためのマー
カーやほかのメタデータを追加します。Adobe Premiere Pro やほかのアプリケーションに書き出すときにメタデータを利用できます。

リストワークスペース

リストワークスペース 
A. ビン B. ムービークリップ  C. タイムラインで開かれているムービークリップ D. タイムラインで開かれているサブクリップ  E. タイムラインで
開かれているラフカット  F. ラフカットを作成する  G. ビンを作成する 

 
ファイルを整理するときにフォルダーを使用するのと同じように、プロジェクトの内容を整理するには、プロジェクトパネルでビンを使用しま
す。ビンには、クリップ、サブクリップ、およびラフカットを格納できます。プロジェクトパネルを使用して、ラフカットを作成して、サブク
リップをラフカットに追加できるようにします。
プロジェクトパネルで内容を並べ替えるには、新しい位置にドラッグします。



トップへ戻る

注意：

トップへ戻る

ラフカットワークスペース

ラフカットワークスペース 
A. クリップおよびラフカットが含まれるプロジェクトパネル B. ラフカットのサブクリップが含まれるタイムライン C. モニターパネル D. マー
カーの検索オプション E. メタデータおよびサブクリップ情報が含まれるトラック F. ビデオトラック G. オーディオトラック 

 
リストワークスペースで作成したラフカットを開き、クリップやサブクリップをタイムラインに追加します。ラフカットを Adobe Premiere Pro ま
たはほかのアプリケーションに書き出す場合、クリップの整理およびメタデータに関するすべての情報は維持されます。
表示メニューのオプションを使用して、タイムラインにマーカーを選択表示します。

カスタムワークスペースの作成
ウィンドウメニューを使用して、Prelude のパネルにアクセスします。ほかの Adobe アプリケーションと同様に、パネルおよびフレームを切り離
したりドッキングしたりすることができます。カスタムワークスペースを作成することもできます。
カスタムワークスペースにアクセスするには、ウィンドウ／ワークスペースを選択し、オプションを選択します。

フレームとは、グループ化された一連のパネルです。

パネル内の内容やパネルそのものを並べ替えるには、新しい位置にドラッグします。

Prelude のパネル

パネル 説明

エクステンション
Prelude の機能を拡張するエクステンションまたはプラグインが
含まれます。エクステンションまたはプラグインを使用できない
場合、このオプションは無効です。

オーディオマスターメーター タイムラインで再生しているムービーのオーディオレベルを表示
します。

イベント 警告やエラーメッセージなど、問題を特定してトラブルシュー
ティングするための情報をリストします。

ヒストリー

現在の作業セッション中の任意の時点までプロジェクトの状態を
戻すには、ヒストリーパネルを使用します。プロジェクトに変更
を適用するたびに、そのプロジェクトの新しい状態がパネルに追
加されます。選択した状態からプロジェクトを修正することもで
きます。

ヒストリーパネルで状態を右クリックすると、使用可能なオプ
ションが表示されます。ドキュメントを保存すると、ヒスト



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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モニターパネル

モニターワークスペース 
A. タイムコード B. 現在の時間インジケーター（再生ヘッド） C. ビデオのループ D. 前のフレーム E. 再生／一時停止 F. 拡大率オプション G. 次の
フレーム H. 出力設定 I. クリップの長さ 

 
プロジェクトパネルでムービークリップをダブルクリックすると、モニターパネルで再生用に開きます。モニターでは、標準的な再生およびナビ
ゲーションオプションにアクセスできます。タイムコード、再生ボタン、または再生ヘッドを使用してムービーを移動できます。
ムービークリップをプレビューするには、J、K、L のキーボードショートカットを使用します。大きく制御する場合、J+K キーの組み合わせを
使用してゆっくりと前に戻り、K+L キーの組み合わせを使用してゆっくり先に進みます。

表示画質の設定
一部の形式は、高圧縮率または高データレートであることにより、フルモーション再生で表示することができません。解像度を低くするとモー
ション再生速度が速くなりますが、画質が低下します。この現象は、AVCHD およびその他の H.264 コーデックベースのメディアを表示している
ときに顕著に現れます。「フル解像度」より低い設定では、これらの形式のエラー訂正はオフになっていて、再生時にちらつきが発生します。た
だし、これらのちらつきは書き出したメディアには現れません。
モニタリング時の制御をより細かく管理するには、再生時と一時停止時とで別々の解像度を使用します。高解像度のフッテージでは、再生がス
ムーズになるように再生解像度を低い値（1/4 など）に設定して、一時停止解像度をフルに設定します。これらの設定により、再生を一時停止した
ときに、焦点やエッジの詳細の品質をすばやく確認できます。スクラブするとモニターが一時停止解像度ではなく、再生解像度になります。

1. 「出力」ボタンをクリックします。
2. 「再生時の解像度」および「一時停止時の解像度」のオプションを選択します。

リーパネルがクリアされます。

開いているクリップとラフカットを切り替えると、ヒストリーパ
ネルがクリアされます。開いているクリップまたはラフカットを
保存した場合も、クリアされます。

マーカーリスト
現在開いているムービーのマーカーすべてを表示します。このパ
ネルは、インポイントとアウトポイントのタイムコードの変更
や、マーカーの詳細の編集にも使用できます。

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


キーボードショートカット

トップへ戻る

アプリケーションのショートカット
パネルのショートカット
キーボードショートカットのカスタマイズ

アプリケーションのショートカット

新規プロジェクト Ctrl+Alt+N キー（Win）、Opt+Cmd+N キー （Mac OS）

プロジェクトを開く Ctrl+Shift+O キー（Win）、Shift+Cmd+O キー（Mac OS）

プロジェクトを閉じる Ctrl+Shift+W キー（Win）、Shift+Cmd+W キー（Mac OS）

閉じる Ctrl+W キー（Win）、Cmd+W キー（Mac OS）

上書き保存 Ctrl+S キー（Win）、Cmd+S キー（Mac OS）

インジェスト Ctrl+I キー（Win）、Cmd+I キー（Mac OS）

書き出し Ctrl+M キー（Win）、Cmd+N キー（Mac OS）

ラフカットを作成 Ctrl+N キー（Win）、Cmd+N キー（Mac OS）

Prelude の終了 Ctrl+Q キー（Win）、Cmd+Q キー（Mac OS）

取り消し Ctrl+Z キー（Win）、Cmd+Z キー（Mac OS）

やり直し Ctrl+Shift+Z キー（Win）、Shift+Cmd+Z キー（Mac OS）

Cut Ctrl+X キー（Win）、Cmd+X キー（Mac OS）

コピー Ctrl+C キー（Win）、Cmd+C キー（Mac OS）

貼り付け Ctrl+V キー（Win）、Cmd+V キー（Mac OS）

消去 Delete キー（Win）、Forward Delete キー（Mac OS）

すべてを選択 Ctrl+A キー（Win）、Cmd+A キー（Mac OS）

すべて選択解除 Ctrl+Shift+A キー（Win）、Shift+Cmd+A キー（Mac OS）

マーカーのインポイントを設定
I（再生中に Heads Up Display が有効な場合、Alt+I キーまた
は Opt+I キーを使用）

マーカーのアウトポイントを設定
O（再生中に Heads Up Display が有効な場合、Alt+O キーまた
は Opt+O キーを使用）

前のマーカーを選択 Ctrl+左矢印キー（Win）、Cmd+左矢印キー（Mac OS）

次のマーカーを選択 Ctrl+右矢印キー（Win）、Cmd+右矢印キー（Mac OS）

前のクリップを選択 Alt+左矢印キー（Win）、Opt+左矢印キー（Mac OS）



次のクリップを選択 Alt+右矢印キー（Win）、Opt+右矢印キー（Mac OS）

クリップを左に移動 ,（コンマ）

クリップを右に移動 . (ピリオド)

選択したマーカーを追加 Shift+=

サブクリップマーカーを追加 1（メインキーボード）

コメントマーカーを追加 2（メインキーボード）
Flash キューポイントを追加 3（メインキーボード）

Web リンクを追加 4（メインキーボード）

チャプターを追加 5（メインキーボード）

スピーチの書き起こしを追加 6（メインキーボード）
マーカーインスペクター Shift + 5

マーカーリスト Shift + 6

マーカーの種類 Shift + 4

メタデータ Shift + 7

モニター Shift + 2

タイムライン Shift + 3

Adobe Prelude のヘルプ F1

選択したクリップの終了位置へ移動 Shift + End

選択したクリップの開始位置へ移動 Shift + Home

時間表示の末尾に移動 End

時間表示の先頭に移動 Home

フレームを最大化または戻す '（チルダの下のアクセント）

再生／停止 カラースペース
検索ボックスを選択 Shift+F

次のパネルを選択 Ctrl+Shift+. (ピリオド)

前のパネルを選択 Ctrl+Shift+,（カンマ）

左へシャトル J

右へシャトル L

左へシャトル（スロー） Shift + J

右へシャトル（スロー） Shift + L

シャトル停止 K

再生中にスキップバック H

前のフレーム 左矢印
5 フレーム先へ進む Shift + 左矢印
次のフレーム 右矢印
5 フレーム前へ戻る Shift + 右矢印

ワークスペース 1 Alt+Shift+1 キー（Win）、Opt+Shift+1 キー（Mac OS）

ワークスペース 2 Alt+Shift+2 キー（Win）、Opt+Shift+2 キー（Mac OS）
ワークスペース 3 Alt+Shift+3 キー（Win）、Opt+Shift+3 キー（Mac OS）
ワークスペース 4 Alt+Shift+4 キー（Win）、Opt+Shift+4 キー（Mac OS）
ワークスペース 5 Alt+Shift+5 キー（Win）、Opt+Shift+5 キー（Mac OS）



トップへ戻る

トップへ戻る

パネルのショートカット

キーボードショートカットのカスタマイズ
初めてキーボードショートカットパネルを開いたとき、設定メニューには「Adobe Prelude 初期設定」というオプション 1 つのみがあります。
キーボードショートカットを編集して新しい設定を保存できます。新しいセットは、保存すると設定メニューに表示されます。

1. 編集／キーボードショートカット（Windows）、または Prelude／キーボードショートカット（Mac OS）を選択してキーボー
ドショートカットパネルを開きます。

2. キーボードショートカットパネルで、キーボードショートカットを作成または更新するオプションを選択します。
3. キーボードショートカットに使用するキーを押します。
4. 「名前を付けて保存」をクリックして、更新したキーボードショートカット設定を保存します。
5. 新しい設定の名前を入力し、「保存」をクリックします。

 

ワークスペース 6 Alt+Shift+6 キー（Win）、Opt+Shift+6 キー（Mac OS）
ワークスペース 7 Alt+Shift+7 キー（Win）、Opt+Shift+7 キー（Mac OS）
ワークスペース 8 Alt+Shift+8 キー（Win）、Opt+Shift+8 キー（Mac OS）
ワークスペース 9 Alt+Shift+9 キー（Win）、Opt+Shift+9 キー（Mac OS）
ズームイン =

ズームアウト -（ハイフン）

クリップにズーム \

ヒストリーパネル  

前のアクション 左矢印

次のフレーム 右矢印

インジェストダイアログ  

すべてチェック Shift+V キー
すべてのチェックを解除 Ctrl+Shift+V

選択したアイテムをチェック V

インポイントとアウトポイントを消去 C

ディレクトリリストを選択 Ctrl+左矢印キー（Win）、Cmd+左矢印キー（Mac OS）

メディアリストを選択 Ctrl+右矢印キー（Win）、Cmd+右矢印キー（Mac OS）

インポイントを設定 I

アウトポイントを設定 O

タイムラインパネル  

リップル削除 Alt+Backspace キー（Win）、Opt+Delete キー（Mac OS）

次の画面を表示 下矢印

前の画面を表示 上
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ムービークリップのインジェスト

トップへ戻る

Panasonic P2 形式

注意：

XDCAM と AVCHD 形式

トップへ戻る

トップへ戻る

インジェストのためにサポートされるファイル形式
プロジェクトを作成する／既存プロジェクトを開く
ムービークリップをインジェストする
別の場所に移動されたファイルへの再リンク
ファイルベースのビデオカメラで録画および録音されたビデオとオーディオは、デジタルファイルに保存されています。インジェストは録画およ
び録音されたメディアからデータを転送する（または、別の形式へのトランスコーディング）プロセスです。
Prelude にムービークリップをインジェストする前に、プロジェクトを作成します。Prelude では、作成するプロジェクトごとにプロジェクト
（.plproj）ファイルが作成されます。
プロジェクトファイルには、インジェストするソースファイルへの参照のみが格納されます。このため、プロジェクトファイルのサイズは非常に
小さいままです。

インジェストのためにサポートされるファイル形式
Prelude ではビデオファイルだけをサポートします。音声のみのファイルや静止画はサポートしません。
Prelude では Adobe Premiere Pro がサポートするすべてのメディアを再生できますが、ログを取得できるのは XMP がサポートするクリップだけ
です。例えば、RED ファイルや ARRIRAW ファイルでは XMP がサポートされないため、Prelude でログを取得できません。ただし、インジェス
ト中に、ログ取得がサポートされる別の形式にトランスコードすることもできます。
RED ファイルや ARRIRAW ファイルをトランスコーディングなしにインジェストする場合、ラフカットに追加することができます。ただし、この
ようなメディアに関連付けられたマーカーやメタデータは保存できません。

Prelude では、DV、DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO HD または AVC-I 形式のビデオで、MXF の一種である Panasonic の
Op-Atom 形式をサポートしています。

P2 ファイル構造のルートフォルダーは、CONTENTS フォルダーです。各本質的要素（ビデオやオーディオの要素）は、個別の MXF ラッパー
ファイルに含まれています。ビデオ MXF ファイルは VIDEO サブフォルダー、オーディオ MXF ファイルは AUDIO サブフォルダーに含まれてい
ます。CLIP サブフォルダーに入っている XML ファイルには、本質的ファイルとそれに関連するメタデータ間の関連性が含まれています。

お使いのコンピューターで P2 カードを読み取るためには、適切なドライバーをインストールする必要があります。このドライバーは、Panasonic
の Web サイトからダウンロードできます。また、Panasonic は、P2 カードに保存されているメディアを参照および再生することが可能な P2
ビューアアプリケーションも提供しています。

P2 ファイルで特定の機能を使用するには、最初にファイルのプロパティを読み取り専用から読み取りおよび書き込みに変更します。例え
ば、タイムコードダイアログボックスを使用してクリップのタイムコードメタデータを変更するには、最初にファイルのプロパティを読み取りお
よび書き込みに変更します。オペレーティングシステムのファイルエクスプローラーを使用して、ファイルのプロパティを変更します。

XDCAM HD ビデオカメラで撮影したビデオファイルは、MXF 形式で CLIP フォルダーに保存されます。XDCAM EX ビ
デオカメラは、MP4 ファイルを BPAV という名前のフォルダーに書き込みます。
AVCHD ファイルを使用するときは、フォルダー構成を維持するようにしてください。RAW MTS ファイルは Prelude にログインできません。

プロジェクトの作成／既存プロジェクトを開く
スタートアップスクリーンのオプションを使用すると、プロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを開いたりできます。
プロジェクトが既に Prelude で開かれている場合、次のオプションから選択します。
プロジェクトを作成するには、ファイル／新規プロジェクトを選択します。または、Ctrl+Alt+N キー
（Windows）、Cmd+Opt+N キー（Mac OS）を押します。プロジェクトファイルの名前および位置を指定します。
既存プロジェクトを開くには、ファイル／プロジェクトを開くを選択します。または、Ctrl+Shift+O キー
（Windows）、Cmd+Shift+O キー（Mac OS）を押します。プロジェクトファイルの位置に移動して開きます。

ムービークリップのインジェスト

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/rongxie/XML/ja-jp/Products/prelude/using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/rongxie/XML/ja-jp/Products/prelude/using/pdf/cq.pdf.book/html/


注意：

ムービークリップの全体をインジェストすることも、クリップの選択部分をインジェストすることも（部分インジェスト）できます。また、複数
のエンコーディングオプションを使用して、選択したムービークリップをトランスコードすることもできます。

1. ファイル／インジェストを選択します。または、Ctrl+I キー（Windows）、Cmd+I キー（Mac OS）を押します。

2. メディアが格納されているフォルダーに移動し、フォルダーをクリックします。フォルダーの内容が中央のパネルに表示され
ます。
ヒント：以前に内容をインジェストしたフォルダーにアクセスするには、パネル上部にあるメニューを使用します。

3. 要件に応じて、次の操作を行います。
内容をサムネールとして表示するには、アイコン表示  ボタンをクリックします。
内容をリストとして表示するには、リスト表示  ボタンをクリックします。
ムービークリップの内容をすばやくプレビューするには、サムネール上でカーソルをドラッグします。サムネールをクリッ
クして再生ヘッドを使用すると、ムービーをスクラブすることもできます。または、JKL キーを使用して、選択したサム
ネールの再生を制御します。
パネル内のムービークリップのサムネールサイズを変更するには、ズーム スライドバーを使用します。
特定のファイルの種類のファイルを表示するには、ファイルの種類メニューからオプションを選択します。複数のオプショ
ンを選択するには、手順を繰り返します。デフォルトでは、Prelude でサポートされるすべてのファイルの種類が表示され
ます。
特定のソースからのファイルを表示するには、表示形式メニューからオプションを選択します。デバイスからインジェスト
する場合は、コンピューターに接続されていることを確認してください。
インジェストするクリップを選択するには、対応するチェックボックスをクリックします。「すべてチェック」をクリック
してインジェストするすべてのクリップを選択します。

4. クリップの特定部分をインジェストするには（部分インジェスト）、そのサムネールをクリックします。JKL キーボード
ショートカットを使用するか、再生ヘッドをドラッグしてクリップ間を移動します。目的の位置で I+O キーを押してインポイ
ントとアウトポイントを設定します。
この機能を使用する場合は、トランスコードオプションが有効であることを確認してください。トランスコーディングは部分
インジェストに必須です。

5. インジェストするファイルの位置を指定するには、「クリップを保存先に転送」を選択し、次の操作を行います。
a. 転送されたファイル用のフォルダーを変更するには、プライマリ保存先メニューで「場所を参照」を選択し、保存先フォ
ルダーを選択します。

b. （オプション）選択したフォルダー内に転送したファイル用のサブフォルダーを作成するには、「サブフォルダーを追
加」をクリックします。サブフォルダーの名前を指定します。サブフォルダーを作成すると、同じ名前のファイルを誤っ
て上書きすることを回避できます。

6. メディアファイルをトランスコーディングせずに転送するには、トランスコードオプションを選択解除したままにします。

コピーしたファイルがオリジナルのファイルと同じかどうか確認するには、「確認」を選択します。このオプションは、トラ
ンスコードオプションが無効である場合に、プライマリ保存先に対してのみ使用できます。
ファイルサイズ：インジェストしたファイルのファイルサイズがオリジナルのムービークリップと同じであるかどうかを確認
します。
ファイルの内容：CRC チェックを行い、ソースファイルのチェックサムが、インジェストしたファイルと同じかどうかを確認
します。ファイルが異なる場合、チェックサムが一致しないため、テストが失敗します。

7. インジェストするファイルのトランスコーディング設定を指定するには、「トランスコード」を選択します。サブメニューを
使用して、ファイルのトランスコーディングプリセットを指定します。追加のプリセットを指定するには、Adobe Media
Encoder でプリセットを追加します。プリセットが Prelude に反映されます。
ご使用のコンピューターに Adobe Premiere Pro がインストールされている場合、いくつかの選択したクリップを 1 つのムー
ビークリップに結合するには「連結」を選択します。ムービークリップの名前を指定します。インジェスト後、連結されたク
リップはプロジェクトパネルに表示されます。

8. 選択したファイルを複数の形式でトランスコーディングする場合や、複数の位置にファイルを転送する場合には、「保存先を
追加」をクリックします。手順を繰り返します。

インジェストが完了した時に、Prelude プロジェクトパネルにプライマリ保存先に転送されたファイルだけが表示され
ます。

9. 「インジェスト」をクリックします。
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ファイルは、Adobe Media Encoder を使用してトランスコードされます。トランスコード処理が完了すると、トランスコードされたファイルが保
存先フォルダーに表示されます。
トランスコードを一時停止またはキャンセルするには、プログレスバーで対応するボタンを使用します。

別の場所に移動されたファイルへの再リンク
プロジェクトファイルには、インジェストされたファイルの場所への参照が含まれます。これらのファイルをコンピューター上の別の場所に移動
すると、プロジェクトでは使用できなくなります。移動されたファイルをプロジェクトで引き続き使用するには、Prelude のオプションを使用して
それらのファイルを再リンクします。
プロジェクトを最後に開いた後にファイルを移動した場合、そのファイルが含まれているプロジェクトを開くと、それらのファイルのリストが表
示されます。「はい」をクリックし、現在の場所を指定してファイルを再リンクしてください。ファイルの再リンクを選択しない場合は、後で手
動でファイルを再リンクすることもできます。

1. プロジェクトパネルでオフラインアイコン  が付いているファイルを右クリックし、「再リンク」を選択します。同じ場所に
ある複数のファイルを選択する場合は、Ctrl／Cmd キーを押しながらクリックするか、Shift キーを押しながらクリックしま
す。

2. ファイルが含まれているフォルダーに移動して、ファイルを選択します。Prelude はこの場所を使用して選択範囲の他のすべ
てのファイルを再リンクします。

3. 「開く」をクリックします。
Prelude ではラフカット（.arcut）ファイルの再リンクがサポートされます。ただし、ラフカットのコンテンツの再リンクはサポートされ

ません。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ja
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
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マーカータイプ
タイムラインの使用
ムービークリップのログ（キーボードのワークフロー）
ムービークリップのログ（メニューのワークフロー）
マーカーテンプレートの作成
ムービークリップへのメタデータの追加
メタデータ情報の読み込み／書き出し
Adobe Prelude のログ記録機能を使用すると、サブクリップを作成したり、時間マーカーを追加したりすることができます。時間マーカーには、
ムービークリップの特定部分に関するデータが含まれています。例えば、スピーチの書き起こしのような一時的なマーカーを使用して、Adobe
Premiere Pro などのソフトウェアでスピーチからテキストに書き起こした会話のテキストを編集できます。
クリップに静的メタデータを追加するには、メタデータパネルを使用します。
ログ情報および追加されたメタデータは、XMP ファイルに記録されます。QuickTime（.mov）などの一部の形式では、XMP 情報がメディアファ
イルに書かれます。MXF のようにメディアファイルへの書き込みがサポートされないフォーマットの場合、XMP がサイドカーファイルに書き込
まれます。サイドカーファイルはメディアファイルと同じ場所に保存されます。

マーカーの種類

タイムラインの使用

タイムラインパネル 

マーカーの種類 説明

サブクリップ
サブクリップのインポイントおよびアウトポイントを作成する場
合。プロジェクトを保存すると、サブクリップがプロジェク
トビューに表示されます。

コメント ムービークリップの選択部分に関するコメントや注記。

Flash キューポイント
外部イベントをトリガーします。グラフィックの同期、ナビゲー
ションオプションの提供、ほかのビデオファイルの読み込みな
ど。

Web リンク ムービークリップの選択部分に関する詳細情報を提供する URL
を追加する場合。

チャプター
これらのマーカーを Encore や Adobe Premiere Pro などのソフト
ウェアで読み込むと、チャプターポイントの作成に使用できま
す。

スピーチの書き起こし
Adobe Premiere Pro などのソフトウェアで作成された、スピーチ
からテキストに書き起こした内容を編集、または手動で追加する
には
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A. ズームスライダー B. オーディオトラック C. ビデオトラック D. サブクリップマーカー E. 現在の時間インジケーター（CTI） F. マーカーを検索
するオプション G. タイムラインパネル 

 
ムービークリップ内のマーカーは、タイムライン上部のトラックに表示されます。ムービークリップ上でカーソルを移動すると、クリップに関す
る情報が表示されます。
ムービークリップをスクラブするには、またはムービークリップの特定ポイントにすばやく移動するには、現在の時間インジ
ケーター／再生ヘッド  を使用します。
ムービークリップに追加された特定のマーカーを表示するには、表示メニューのオプションを使用します。
マーカーを検索するには、「検索」フィールドにマーカー情報を入力します。
タイムラインビューでトラックをズームインまたはズームアウトするには、ズームオプション を使用します。
マーカーのインポイントおよびアウトポイントを設定するには、キーボードショートカットの I および O を使用します。

ムービークリップのログ（キーボードのワークフロー）
1. Alt+Shift+2 キー（Windows）または Opt+Shift+2 キー（Mac OS）を押します。

2. プロジェクトパネルからタイムラインにムービークリップをドラッグするか、プロジェクトパネルでクリップをダブルクリッ
クします。タイムラインに追加したムービークリップにチェックマークが表示されます。

3. ムービーを再生します。J、K、L キーボードショートカットを使用してフレーム間を移動します。

4. メインキーボードを使用して、次のキーを押して対応するマーカーを追加します。
サブクリップマーカーを追加するには、1 を押します。
コメントマーカーを追加するには、2 を押します。
Flash キューポイントマーカーを追加するには、3 を押します。
Web リンクマーカーを追加するには、4 を押します。
チャプターマーカーを追加するには、5 を押します。
書き起こしマーカーを追加するには、6 を押します。

5. マーカーインスペクターパネルに情報を入力します。
例えば、サブクリップに割り当てられたデフォルトの名前を変更できます。マーカーの名前と説明はテキストフィールドで編
集することもできます。テキストフィールドは Heads Up Display（HUD）とも呼ばれ、タイムラインの上に表示されます。

Heads Up Display が有効な場合にマーカーにインポイントとアウトポイントを設定するには、Alt+I／Alt+O キー
（Windows）または Opt+I／Opt+O キー（Mac OS）を使用します。

再生の制御には Alt／Opt キーを JKL キーと組み合わせて使用するか、H キーと組み合わせて 5 秒間巻き戻します。HUD
の入力を続行するには、Alt キー／Opt キーを放します。HUD を閉じるには、Enter／Return キーを押します。

サブクリップのマーカーを追加した場合、サブクリップは、クリップを保存した後のプロジェクトパネルに表示されます。
再生中にオーディオチャンネルをミュートするには、タイムラインのオーディオチャンネルを右クリックまたは Ctrl を押しな
がらクリックして、「オーディオチャンネルをミュート」を選択します。

マーカーのデフォルト設定の変更

ムービークリップのログ（メニューのワークフロー）
1. ウィンドウ／ワークスペース／ログを選択します。

2. プロジェクトパネルからタイムラインにムービークリップをドラッグするか、プロジェクトパネルでクリップをダブルクリッ
クします。タイムラインで開いたムービークリップにチェックマークが表示されます。
マーカーの種類パネルで、追加するマーカーをクリックします。マーカーがムービークリップの上にあるトラックに表示され
ます。現在の時間インジケーター／再生ヘッドの現在の位置から始まり、クリップの最後で終わります。

3. 次のいずれかの操作を行います。
「インポイントを設定」および「アウトポイントを設定」ボタンを使用して、追加したマーカーの時間フレームを設定しま
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す。
マーカーインスペクターのタイムコードを使用して、マーカーのインポイントおよびアウトポイントを設定します。タイム
コード上でカーソルをドラッグして値を変更するか、ダブルクリックして値を入力します。
現在の時間インジケーター／再生ヘッドをマーカーのインポイントやアウトポイントを設定する位置に動かします。I を押
してインポイントを設定するか、O を押してアウトポイントを設定します。

4. マーカーインスペクターパネルに情報を入力します。例えば、サブクリップに割り当てられたデフォルトの名前を変更できま
す。マーカーの名前と説明はタイムラインの上に表示される Heads Up Display（HUD）で編集することもできます。
タイムラインに追加したマーカーをドラッグして移動します。マーカー間で選択したり移動したりするには、マーカーメ
ニューのオプションを使用します。

サブクリップのマーカーを追加した場合、サブクリップは、クリップを保存した後のプロジェクトパネルに表示されます。

マーカーの一般設定の変更

マーカーテンプレートの作成
マーカーテンプレートはマーカーの種類のプリセットのようなもので、新しいカスタムマーカーの種類ではありません。
例えば、ムービークリップの使用可能な部分を識別するには、「Good Take」ラベルの付いたコメントマーカーをよく使います。このようなコメ
ントマーカーをテンプレートとして保存すると、マーカーの種類パネル内にボタンが作成されます。このボタンをクリックすると、「Good

Take」ラベルの付いたコメントマーカーがムービークリップに追加されます。
新しいマーカーへのキーボードショートカットは、マーカーの種類パネル内のシーケンスによって異なります。シーケンス内の順序が 6 番目のボ
タンには、キーボードショートカットに 6 を使用します。

1. タイムラインパネルからテンプレートとして保存するマーカーを選択します。

2. マーカー／マーカーをテンプレートとして保存を選択します。

3. マーカーテンプレート名を入力します。この名前はボタンのラベルに使用されます。

ムービークリップへのメタデータの追加
1. メタデータを追加するクリップを選択します。
2. ウィンドウ／メタデータを選択します。
3. メタデータパネルで、選択したムービークリップの必須情報を入力します。

メタデータパネルには、「保存」ボタンがありません。追加するすべての情報が自動的に保存されます。

メタデータ情報の読み込み／書き出し
書き出される XMP ファイルには、開いているムービークリップ内のすべてのメタデータ（ログ情報を含む）が含まれます。XMP ファイル内のメ
タデータおよびタイムコードを Prelude で開いているムービークリップに読み込みおよび適用できます。

メタデータの書き出し
ファイルにメタデータ情報を保存するには、ファイル／XMP を別名で保存を選択します。XMP ファイルをコンピューター上の位置に保存しま
す。

メタデータの読み込み
1. ウィンドウ／関連付けられていないメタデータを選択します。
2. 「読み込み」をクリックし、XMP ファイルを開きます。複数の XMP ファイルを開くこともできます。ファイル内のマーカー
が表示されます。

3. 次のいずれかの操作を行います。
現在の時間インジケーターの位置にある XMP ファイルから読み込んだマーカーを挿入するには、現在のプレイヤー位置を
選択します。
マーカーの開始時間を選択して、割り当てられた開始時間に基づいたマーカーの位置を指定します。
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ラフカット
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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ラフカットの作成
ラフカットにマーカーを追加
ラフカットをほかのアプリケーションで開く
クリップやサブクリップを集めたら、ムービーのラフカットに付加していき、ラフカットを作成します。

ラフカットの作成
1. ファイル／ラフカットを作成を選択します。
2. ラフカット（.arcut）ファイルの名前を入力し、「保存」をクリックします。
3. プロジェクトパネルのラフカットをダブルクリックして、タイムラインパネルおよびモニターパネルで開きます。
4. ラフカットに追加するムービークリップを選択します。
5. ファイル／ラフカットに付加を選択します。ムービークリップは、選択された順番でタイムラインに追加されます。また
は、ライムラインにムービークリップをドラッグします。

6. 暫定版メニューのオプションを使用して、ラフカットでムービークリップを選択したり並べ替えたりします。
7. プロジェクトを保存して、ラフカットファイルに変更を保存します。
ラフカットのコピーを作成するには、ファイル／ラフカットを別名で保存を選択し、別の名前でラフカットファイルを保存します。

ラフカットにマーカーを追加する
1. ログワークスペースのタイムライン内で、サブクリップマーカーを含むクリップを開きます。

2. ラフカットに追加するサブクリップマーカーを選択します。

3. ラフカット／選択したマーカーを追加を選択します。
タイムラインで現在開かれているラフカットにマーカーが追加されます。
ラフカットとサブクリップマーカーが含まれるクリップがタイムラインパネルで開かれている場合、クリップ内のサブク
リックマーカーを選択してラフカットに追加できます。

ラフカットをほかのアプリケーションで開く
Premiere Pro と Prelude を同じコンピューターにインストールしている場合、ラフカットを Premiere Pro に直接送信できます。
別のコンピューター上で動作している Premiere Pro や Final Cut Pro などのアプリケーションで使用するファイルを作成するには、書き出しオプ
ションを使用します。

1. プロジェクトパネルで、Adobe Premiere Pro に送信するラフカットと別のクリップまたはビンを選択します。

2. ファイル／Premiere Pro に送信を選択します。

Adobe Premiere Pro が起動し、新しいプロジェクトを保存するように求められます。Adobe Premiere Pro が既にコンピュー
ターで起動している場合、開かれたプロジェクト上に Prelude の項目が表示されます。

3. ラフカットがプロジェクトパネルに表示されます。プロジェクトパネルでラフカットをダブルクリックします。

Prelude で追加したすべてのマーカーを Premiere Pro で利用できます。Premiere Pro で Prelude に追加したマーカーを編集で
きます。

他のアプリケーションへの書き出し
1. プロジェクトパネルで、書き出すラフカットと別のクリップまたはビンを選択します。
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2. ファイル／書き出しを選択します。

3. 保存先メニューで、次のいずれかの操作を行います。
書き出すプロジェクトをお使いのコンピューターに保存する場合は、「ローカルディスク」を選択します。
書き出すファイルを FTP サーバーにアップロードする場合は、「FTP サーバー」を選択します。

4. 書き出すプロジェクトの名前を入力します。

5. 種類メニューから、最終編集用に「Premiere Pro」または「Final Cut Pro」を選択します。

6. 「メディア」を選択すると、プロジェクトファイルとともに関連するメディアも書き出されます。メディアファイルは指定し
た位置のサブフォルダーに書き出されます。サブフォルダーに割り当てられるデフォルトの名前は編集できます。

7. 「OK」をクリックします。保存先としてローカルディスクと FTP サーバーのどちらを選択したかに応じて、次のいずれかの
操作を行います。
書き出すファイルを保存するコンピューター上の位置を選択します。
書き出すファイルをホストする FTP サーバーの詳細を入力します。

プロジェクトを書き出したフォルダーまたはディレクトリに移動します。Adobe Premiere Pro プロジェクトまたは Final Cut
Pro XML ファイルを開きます。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ja
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ムービークリップのログ作成

トップへ戻る
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マーカータイプ
タイムラインの使用
ムービークリップのログ（キーボードのワークフロー）
ムービークリップのログ（メニューのワークフロー）
マーカーテンプレートの作成
ムービークリップへのメタデータの追加
メタデータ情報の読み込み／書き出し
Adobe Prelude のログ記録機能を使用すると、サブクリップを作成したり、時間マーカーを追加したりすることができます。時間マーカーには、
ムービークリップの特定部分に関するデータが含まれています。例えば、スピーチの書き起こしのような一時的なマーカーを使用して、Adobe
Premiere Pro などのソフトウェアでスピーチからテキストに書き起こした会話のテキストを編集できます。
クリップに静的メタデータを追加するには、メタデータパネルを使用します。
ログ情報および追加されたメタデータは、XMP ファイルに記録されます。QuickTime（.mov）などの一部の形式では、XMP 情報がメディアファ
イルに書かれます。MXF のようにメディアファイルへの書き込みがサポートされないフォーマットの場合、XMP がサイドカーファイルに書き込
まれます。サイドカーファイルはメディアファイルと同じ場所に保存されます。

マーカーの種類

タイムラインの使用

タイムラインパネル 

マーカーの種類 説明

サブクリップ
サブクリップのインポイントおよびアウトポイントを作成する場
合。プロジェクトを保存すると、サブクリップがプロジェク
トビューに表示されます。

コメント ムービークリップの選択部分に関するコメントや注記。

Flash キューポイント
外部イベントをトリガーします。グラフィックの同期、ナビゲー
ションオプションの提供、ほかのビデオファイルの読み込みな
ど。

Web リンク ムービークリップの選択部分に関する詳細情報を提供する URL
を追加する場合。

チャプター
これらのマーカーを Encore や Adobe Premiere Pro などのソフト
ウェアで読み込むと、チャプターポイントの作成に使用できま
す。

スピーチの書き起こし
Adobe Premiere Pro などのソフトウェアで作成された、スピーチ
からテキストに書き起こした内容を編集、または手動で追加する
には
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A. ズームスライダー B. オーディオトラック C. ビデオトラック D. サブクリップマーカー E. 現在の時間インジケーター（CTI） F. マーカーを検索
するオプション G. タイムラインパネル 

 
ムービークリップ内のマーカーは、タイムライン上部のトラックに表示されます。ムービークリップ上でカーソルを移動すると、クリップに関す
る情報が表示されます。
ムービークリップをスクラブするには、またはムービークリップの特定ポイントにすばやく移動するには、現在の時間インジ
ケーター／再生ヘッド  を使用します。
ムービークリップに追加された特定のマーカーを表示するには、表示メニューのオプションを使用します。
マーカーを検索するには、「検索」フィールドにマーカー情報を入力します。
タイムラインビューでトラックをズームインまたはズームアウトするには、ズームオプション を使用します。
マーカーのインポイントおよびアウトポイントを設定するには、キーボードショートカットの I および O を使用します。

ムービークリップのログ（キーボードのワークフロー）
1. Alt+Shift+2 キー（Windows）または Opt+Shift+2 キー（Mac OS）を押します。

2. プロジェクトパネルからタイムラインにムービークリップをドラッグするか、プロジェクトパネルでクリップをダブルクリッ
クします。タイムラインに追加したムービークリップにチェックマークが表示されます。

3. ムービーを再生します。J、K、L キーボードショートカットを使用してフレーム間を移動します。

4. メインキーボードを使用して、次のキーを押して対応するマーカーを追加します。
サブクリップマーカーを追加するには、1 を押します。
コメントマーカーを追加するには、2 を押します。
Flash キューポイントマーカーを追加するには、3 を押します。
Web リンクマーカーを追加するには、4 を押します。
チャプターマーカーを追加するには、5 を押します。
書き起こしマーカーを追加するには、6 を押します。

5. マーカーインスペクターパネルに情報を入力します。
例えば、サブクリップに割り当てられたデフォルトの名前を変更できます。マーカーの名前と説明はテキストフィールドで編
集することもできます。テキストフィールドは Heads Up Display（HUD）とも呼ばれ、タイムラインの上に表示されます。

Heads Up Display が有効な場合にマーカーにインポイントとアウトポイントを設定するには、Alt+I／Alt+O キー
（Windows）または Opt+I／Opt+O キー（Mac OS）を使用します。

再生の制御には Alt／Opt キーを JKL キーと組み合わせて使用するか、H キーと組み合わせて 5 秒間巻き戻します。HUD
の入力を続行するには、Alt キー／Opt キーを放します。HUD を閉じるには、Enter／Return キーを押します。

サブクリップのマーカーを追加した場合、サブクリップは、クリップを保存した後のプロジェクトパネルに表示されます。
再生中にオーディオチャンネルをミュートするには、タイムラインのオーディオチャンネルを右クリックまたは Ctrl を押しな
がらクリックして、「オーディオチャンネルをミュート」を選択します。

マーカーのデフォルト設定の変更

ムービークリップのログ（メニューのワークフロー）
1. ウィンドウ／ワークスペース／ログを選択します。

2. プロジェクトパネルからタイムラインにムービークリップをドラッグするか、プロジェクトパネルでクリップをダブルクリッ
クします。タイムラインで開いたムービークリップにチェックマークが表示されます。
マーカーの種類パネルで、追加するマーカーをクリックします。マーカーがムービークリップの上にあるトラックに表示され
ます。現在の時間インジケーター／再生ヘッドの現在の位置から始まり、クリップの最後で終わります。

3. 次のいずれかの操作を行います。
「インポイントを設定」および「アウトポイントを設定」ボタンを使用して、追加したマーカーの時間フレームを設定しま
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す。
マーカーインスペクターのタイムコードを使用して、マーカーのインポイントおよびアウトポイントを設定します。タイム
コード上でカーソルをドラッグして値を変更するか、ダブルクリックして値を入力します。
現在の時間インジケーター／再生ヘッドをマーカーのインポイントやアウトポイントを設定する位置に動かします。I を押
してインポイントを設定するか、O を押してアウトポイントを設定します。

4. マーカーインスペクターパネルに情報を入力します。例えば、サブクリップに割り当てられたデフォルトの名前を変更できま
す。マーカーの名前と説明はタイムラインの上に表示される Heads Up Display（HUD）で編集することもできます。
タイムラインに追加したマーカーをドラッグして移動します。マーカー間で選択したり移動したりするには、マーカーメ
ニューのオプションを使用します。

サブクリップのマーカーを追加した場合、サブクリップは、クリップを保存した後のプロジェクトパネルに表示されます。

マーカーの一般設定の変更

マーカーテンプレートの作成
マーカーテンプレートはマーカーの種類のプリセットのようなもので、新しいカスタムマーカーの種類ではありません。
例えば、ムービークリップの使用可能な部分を識別するには、「Good Take」ラベルの付いたコメントマーカーをよく使います。このようなコメ
ントマーカーをテンプレートとして保存すると、マーカーの種類パネル内にボタンが作成されます。このボタンをクリックすると、「Good

Take」ラベルの付いたコメントマーカーがムービークリップに追加されます。
新しいマーカーへのキーボードショートカットは、マーカーの種類パネル内のシーケンスによって異なります。シーケンス内の順序が 6 番目のボ
タンには、キーボードショートカットに 6 を使用します。

1. タイムラインパネルからテンプレートとして保存するマーカーを選択します。

2. マーカー／マーカーをテンプレートとして保存を選択します。

3. マーカーテンプレート名を入力します。この名前はボタンのラベルに使用されます。

ムービークリップへのメタデータの追加
1. メタデータを追加するクリップを選択します。
2. ウィンドウ／メタデータを選択します。
3. メタデータパネルで、選択したムービークリップの必須情報を入力します。

メタデータパネルには、「保存」ボタンがありません。追加するすべての情報が自動的に保存されます。

メタデータ情報の読み込み／書き出し
書き出される XMP ファイルには、開いているムービークリップ内のすべてのメタデータ（ログ情報を含む）が含まれます。XMP ファイル内のメ
タデータおよびタイムコードを Prelude で開いているムービークリップに読み込みおよび適用できます。

メタデータの書き出し
ファイルにメタデータ情報を保存するには、ファイル／XMP を別名で保存を選択します。XMP ファイルをコンピューター上の位置に保存しま
す。

メタデータの読み込み
1. ウィンドウ／関連付けられていないメタデータを選択します。
2. 「読み込み」をクリックし、XMP ファイルを開きます。複数の XMP ファイルを開くこともできます。ファイル内のマーカー
が表示されます。

3. 次のいずれかの操作を行います。
現在の時間インジケーターの位置にある XMP ファイルから読み込んだマーカーを挿入するには、現在のプレイヤー位置を
選択します。
マーカーの開始時間を選択して、割り当てられた開始時間に基づいたマーカーの位置を指定します。
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環境設定
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。



Prelude 環境設定の設定

トップへ戻る

トップへ戻る

一般設定の変更
外観設定の変更
オーディオ設定の変更
オーディオハードウェア設定の変更
オーディオ出力マッピング設定の変更
メディアキャッシュ環境設定の設定
メモリ環境設定の設定
再生環境設定の設定
環境設定ダイアログ（編集／環境設定）のオプションを使用して、Prelude のデフォルト設定を変更します。

一般設定の変更

外観設定の変更
外観設定では、Prelude アプリケーションの全体的な外観を変更することができます。

オプション 説明

新規マーカーを追加したとき、選択されているマーカーを閉じる

デフォルトでは、Prelude は新しいマーカーのアウトポイントを
クリップの最後に設定します。
以前に追加されたマーカーのアウトポイントを、新しいマーカー
のインポイントの前のフレームに設定する場合、このオプション
を有効にします。このオプションを無効にすると、タイムライン
上の現在のレイヤーの上にあるレイヤーに新しいマーカーが追加
されます。

新規マーカーを追加したとき、再生を停止 マーカーを追加したときに、モニターパネルでムービーの再生を
停止します。

マーカーをダブルクリックしたとき、マーカーパネルに切り替え
る

マーカーをダブルクリックしたときに、フォーカスをマーカーパ
ネルにシフトします。

再生時のタイムラインスクロール

スクロールなし：現在の時間インジケーターがスクリーンの
外に移動しても、タイムラインのフォーカスは変わりませ
ん。
ページスクロール：現在の時間インジケーターがスクリーン
の外に移動すると、タイムラインの新しいビューが表示され
ます。
スムーズスクロール：クリップおよびタイムルーラーが移動
しても、現在の時間インジケーターは画面の中央に維持され
ます。

プロジェクト読み込みキャッシュ
キャッシュファイルにより Prelude の開始時間が改善されます。
このオプションを使用して、キャッシュファイルの環境を設定で
きます。

オプション 説明

明るさ スライダーをドラッグして明るさを設定します。

マーカーの色
マーカーに割り当てられているカラーを変更します。例えば、コ
メントのカラーを変更するには、メニューからコメントを選択
し、カラーボタンをクリックして新規カラーを指定します。
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オーディオ設定の変更

オーディオハードウェア設定の変更
このオプションを使用して、デフォルトのオーディオ出力デバイスを指定します。「ASIO 設定」をクリックすると、オーディオハードウェア設
定ダイアログボックスが表示されます。

オーディオ出力マッピング設定の変更
コンピューターで利用可能なオーディオ出力デバイスがマッピング出力対象メニューに表示されます。コンピューター上の別のデバイスをマッピ
ングするには、メニューから対応するオプションを選択します。

メディアキャッシュ環境設定の設定
Prelude は、一部の形式のビデオとオーディオをインジェストするときに、これらのアイテムのバージョンを処理およびキャッシュして、プレ
ビューの生成時にすばやくアクセスできるようにします。

オプション 説明

スクラブ中にオーディオを再生 このオプションを選択解除すると、タイムライン上でムービーを
スクラブするときにオーディオを無効にします。

オプション 説明

デバイスの有効化 (Windows)

Prelude の入出力にルーティングする接続済みオーディオデバイ
スを指定します。デバイスが ASIO デバイスの場合は、デバイス
用の ASIO ドライバーを選択します。
サウンドカード用として製造元から提供された ASIO ドライバー
がない場合には、「SoundMax Integrated Digital HD Audio」を選
択してください。デバイスを有効にするには、必ずデバイス用の
最新のドライバーをインストールしてください（Windows）。
ステレオを 2 チャンネル以上入力する場合、または 5.1 サラウン
ドオーディオをモニターする場合は、使用するデバイスドライ
バーが ASIO（Audio Stream Input Output）規格に準拠している
必要があります。準拠していない場合は、接続されているハード
ウェアの入出力数にかかわらず、使用可能な入出力はステレオの
みになります。

デフォルトデバイス（Mac OS） 初期設定のデバイスメニューから入力デバイスと出力デバイスを
選択します。

バッファーサイズ Prelude がオーディオの再生に使用するバッファーのサイズを、
キロバイト単位で指定します。

デバイス 32 bit 再生
オーディオを 32 bit サンプルで録音する場合は、「入力」タブ
で「デバイス 32 bit 録音」をオンにします。32 bit 再生を有効に
する場合は、「出力」タブで「デバイス 32 bit 再生」をオンにし
ます。

オプション 説明

可能であればメディアキャッシュファイルを元のファイルの隣に
保存

キャッシュファイルをメディアキャッシュフォルダー内ではなく
ソースファイルをいっしょに格納するには、「可能な場合は、元
のファイルと同じフォルダーにメディアキャッシュファイルを保
存する」を選択します。「参照」をクリックして、ファイルの位
置を指定します。

データベースには、キャッシュされたメディアファイルへのリン
クが保持されます。このメディアキャッシュデータベースは、ほ
かのアプリケーションと共有されます。それぞれのアプリケー
ションは、キャッシュされたメディアファイルの同一セットに対
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メモリ環境設定の設定
環境設定ダイアログボックスのメモリパネルで、ほかのアプリケーションと Prelude 用に確保しておく RAM 容量を指定できます。例えば、ほか
のアプリケーション用に確保しておく RAM 容量を少なくすると、Prelude が使用可能な RAM 容量が増えます。
使用可能なメモリを最大化するには、「レンダリングの最適化」を「パフォーマンス」から「メモリ」に変更します。Prelude での処理でメモリの
最適化が不要になった場合は、この環境設定を「パフォーマンス」に戻します。
 

再生環境設定

メディアキャッシュデータベース して読み書きを行えます。
いずれかのアプリケーションでデータベースの場所を変更する
と、ほかのアプリケーションでの場所情報も更新されます。どの
アプリケーションにも固有のキャッシュフォルダーがあります
が、それらを同一のデータベースが追跡します。

プロジェクト読み込みキャッシュ

プロジェクトキャッシュを使用すると、プロジェクトを高速に保
存したり開いたりすることができます。プロジェクトを作成する
と、対応するプロジェクトキャッシュフォルダーが自動的に作成
されます。このフォルダーは、プロジェクトの環境設定で指定し
たプロジェクトキャッシュルートフォルダーに保存されます。ダ
イアログ内のオプションを使用して、プロジェクトキャッシュの
環境設定を設定します。

タイムコード
元のクリップのタイムコードをリセットする場合
は、「00:00:00:00 から開始」を選択します。クリップの元のタイ
ムコードを維持する場合は、「Media Source」を選択します。

フレーム数

0 から開始：最初のフレーム番号を 0 から開始して各フレー
ムに順番に番号を付けます。
1 から開始：最初のフレーム番号を 1 から開始して各フレー
ムに順番に番号を付けます。
タイムコード変換：ソースタイムコード番号と同じフレーム
番号を生成します。

読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む

固有 ID 番号はアセットに関連付けられた固有値です。これを使用
することで、ファイル名が変更されても、アプリケーションが
ファイルを認識できるようになります。各アプリケーションはこ
の情報を使用して、キャッシュしたプレビューや配置されたオー
ディオファイルを管理することができ、不要なレンダリングや配
置を防ぐことができます。

このオプションを選択している場合、XMP ID 値が Prelude にイ
ンポートされるとソースファイルに書き込まれます。ファイルに
既に XMP ID がある場合、新しい XMP ID は書き込まれず、何も
変更されません。一般に、Adobe アプリケーションの最近のバー
ジョンで作成されたファイルには、既に XMP ID が含まれていま
す。

重要：XMP ID の読み込み時に固有 ID 値が自動的にファイルに書
き込まれるかどうかは、「読み込み時に XMP ID をファイルに書
き込む」環境設定によってのみ制御されます。この環境設定で
は、メタデータパネルでのメタデータの編集時など、その他の状
況で XMP メタデータがファイルに書き込まれるかどうかは制御
されません。

オプション 説明

初期設定のプレイヤー Prelude では、モニターでクリップおよびシーケンスをメディア
を再生するときに、このプレイヤーを使用します。



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

オーディオデバイス 再生に使用するデフォルトのオーディオデバイス。

ビデオデバイス ブロードキャストモニターなど、ご使用のコンピューターのモニ
ター以外のビデオモニター。

バックグラウンド動作時のビデオ出力を無効 コンピューターで Prelude がアクティブなアプリケーションでは
ないときに、ビデオを無効にします。

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


キーボードショートカット
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アプリケーションのショートカット
パネルのショートカット
キーボードショートカットのカスタマイズ

アプリケーションのショートカット

新規プロジェクト Ctrl+Alt+N キー（Win）、Opt+Cmd+N キー （Mac OS）

プロジェクトを開く Ctrl+Shift+O キー（Win）、Shift+Cmd+O キー（Mac OS）

プロジェクトを閉じる Ctrl+Shift+W キー（Win）、Shift+Cmd+W キー（Mac OS）

閉じる Ctrl+W キー（Win）、Cmd+W キー（Mac OS）

上書き保存 Ctrl+S キー（Win）、Cmd+S キー（Mac OS）

インジェスト Ctrl+I キー（Win）、Cmd+I キー（Mac OS）

書き出し Ctrl+M キー（Win）、Cmd+N キー（Mac OS）

ラフカットを作成 Ctrl+N キー（Win）、Cmd+N キー（Mac OS）

Prelude の終了 Ctrl+Q キー（Win）、Cmd+Q キー（Mac OS）

取り消し Ctrl+Z キー（Win）、Cmd+Z キー（Mac OS）

やり直し Ctrl+Shift+Z キー（Win）、Shift+Cmd+Z キー（Mac OS）

Cut Ctrl+X キー（Win）、Cmd+X キー（Mac OS）

コピー Ctrl+C キー（Win）、Cmd+C キー（Mac OS）

貼り付け Ctrl+V キー（Win）、Cmd+V キー（Mac OS）

消去 Delete キー（Win）、Forward Delete キー（Mac OS）

すべてを選択 Ctrl+A キー（Win）、Cmd+A キー（Mac OS）

すべて選択解除 Ctrl+Shift+A キー（Win）、Shift+Cmd+A キー（Mac OS）

マーカーのインポイントを設定
I（再生中に Heads Up Display が有効な場合、Alt+I キーまた
は Opt+I キーを使用）

マーカーのアウトポイントを設定
O（再生中に Heads Up Display が有効な場合、Alt+O キーまた
は Opt+O キーを使用）

前のマーカーを選択 Ctrl+左矢印キー（Win）、Cmd+左矢印キー（Mac OS）

次のマーカーを選択 Ctrl+右矢印キー（Win）、Cmd+右矢印キー（Mac OS）

前のクリップを選択 Alt+左矢印キー（Win）、Opt+左矢印キー（Mac OS）



次のクリップを選択 Alt+右矢印キー（Win）、Opt+右矢印キー（Mac OS）

クリップを左に移動 ,（コンマ）

クリップを右に移動 . (ピリオド)

選択したマーカーを追加 Shift+=

サブクリップマーカーを追加 1（メインキーボード）

コメントマーカーを追加 2（メインキーボード）
Flash キューポイントを追加 3（メインキーボード）

Web リンクを追加 4（メインキーボード）

チャプターを追加 5（メインキーボード）

スピーチの書き起こしを追加 6（メインキーボード）
マーカーインスペクター Shift + 5

マーカーリスト Shift + 6

マーカーの種類 Shift + 4

メタデータ Shift + 7

モニター Shift + 2

タイムライン Shift + 3

Adobe Prelude のヘルプ F1

選択したクリップの終了位置へ移動 Shift + End

選択したクリップの開始位置へ移動 Shift + Home

時間表示の末尾に移動 End

時間表示の先頭に移動 Home

フレームを最大化または戻す '（チルダの下のアクセント）

再生／停止 カラースペース
検索ボックスを選択 Shift+F

次のパネルを選択 Ctrl+Shift+. (ピリオド)

前のパネルを選択 Ctrl+Shift+,（カンマ）

左へシャトル J

右へシャトル L

左へシャトル（スロー） Shift + J

右へシャトル（スロー） Shift + L

シャトル停止 K

再生中にスキップバック H

前のフレーム 左矢印
5 フレーム先へ進む Shift + 左矢印
次のフレーム 右矢印
5 フレーム前へ戻る Shift + 右矢印

ワークスペース 1 Alt+Shift+1 キー（Win）、Opt+Shift+1 キー（Mac OS）

ワークスペース 2 Alt+Shift+2 キー（Win）、Opt+Shift+2 キー（Mac OS）
ワークスペース 3 Alt+Shift+3 キー（Win）、Opt+Shift+3 キー（Mac OS）
ワークスペース 4 Alt+Shift+4 キー（Win）、Opt+Shift+4 キー（Mac OS）
ワークスペース 5 Alt+Shift+5 キー（Win）、Opt+Shift+5 キー（Mac OS）
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パネルのショートカット

キーボードショートカットのカスタマイズ
初めてキーボードショートカットパネルを開いたとき、設定メニューには「Adobe Prelude 初期設定」というオプション 1 つのみがあります。
キーボードショートカットを編集して新しい設定を保存できます。新しいセットは、保存すると設定メニューに表示されます。

1. 編集／キーボードショートカット（Windows）、または Prelude／キーボードショートカット（Mac OS）を選択してキーボー
ドショートカットパネルを開きます。

2. キーボードショートカットパネルで、キーボードショートカットを作成または更新するオプションを選択します。
3. キーボードショートカットに使用するキーを押します。
4. 「名前を付けて保存」をクリックして、更新したキーボードショートカット設定を保存します。
5. 新しい設定の名前を入力し、「保存」をクリックします。

 

ワークスペース 6 Alt+Shift+6 キー（Win）、Opt+Shift+6 キー（Mac OS）
ワークスペース 7 Alt+Shift+7 キー（Win）、Opt+Shift+7 キー（Mac OS）
ワークスペース 8 Alt+Shift+8 キー（Win）、Opt+Shift+8 キー（Mac OS）
ワークスペース 9 Alt+Shift+9 キー（Win）、Opt+Shift+9 キー（Mac OS）
ズームイン =

ズームアウト -（ハイフン）

クリップにズーム \

ヒストリーパネル  

前のアクション 左矢印

次のフレーム 右矢印

インジェストダイアログ  

すべてチェック Shift+V キー
すべてのチェックを解除 Ctrl+Shift+V

選択したアイテムをチェック V

インポイントとアウトポイントを消去 C

ディレクトリリストを選択 Ctrl+左矢印キー（Win）、Cmd+左矢印キー（Mac OS）

メディアリストを選択 Ctrl+右矢印キー（Win）、Cmd+右矢印キー（Mac OS）

インポイントを設定 I

アウトポイントを設定 O

タイムラインパネル  

リップル削除 Alt+Backspace キー（Win）、Opt+Delete キー（Mac OS）

次の画面を表示 下矢印

前の画面を表示 上
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