






●OSの違いによる注意事項

本書では、Windowsの画面で操作を解説しています。Macで操作が異なる場合は、（ ）に
くくるなどして操作を併記しています。Macにて右クリックが使えない場合は、［control］
キー＋クリックの操作に読み替えてください。

また、「Adobe Premiere Elements 12」では、Mac版では動作しない機能がありますので
ご注意ください。

●本書のサンプルファイルについて

本書のなかで使用されているサンプルファイルは以下のURLからダウンロードできます。
http://book.mynavi . jp/support/pc/5030/

● サンプルファイルのダウンロードにはインターネット環境が必要です。

● サンプルファイルは「Adobe Premiere Elements 12」がインストールされた状態でないと、お使いになれません。

● 「Adobe Premiere Elements 12」は、Windows XP（Service Pack 3）、Windows Vista（Service Pack 2）、Windows 7、
Windows 8、Windows8.1（それぞれ日本語版）、Mac OS X v.10.7 - v.10.9日本語版が入ったパソコンでお使いになれま
す。そのほかの詳細な条件についてはアドビシステムズ社のWebサイトをご覧ください。

● サンプルファイルは、必ず8ページの「サンプルファイルの使い方」をお読みの上でご利用ください。

● サンプルファイルはすべてお客様自身の責任においてご利用ください。サンプルファイルおよび動画を使用した結果で発
生したいかなる損害や損失、その他いかなる事態についても、弊社および著作権者は一切その責任を負いません。

● サンプルファイルおよび動画ファイルに含まれるデータやプログラム、ファイルはすべて著作物であり、著作権はそれぞれ
の著作者にあります。本書籍購入者が学習用として個人で閲覧する以外の使用は認められませんので、ご注意ください。営
利目的・個人使用にかかわらず、データの複製や再配布を禁じます。

注意
● 本書は「Adobe Premiere Elements 12」日本語版の解説書です。「Adobe Premiere Elements 12」はアドビシステムズ社
（http://www.adobe.co.jp/）から発売されています。

● 本書に登場する製品のスペック、価格やURLなどの情報は本書初版第１刷時点でのものです。執筆以降に変更されている
可能性があります。また「Adobe Premiere Elements 12」の技術、サポート情報やアップデータなどに関しては、アドビ
システムズ社のサイト（http://www.adobe.co.jp/）をご参照ください。

● 本書は短期間で「Adobe Premiere Elements 12」の主要操作を習得することを目的としているため、本書で触れていない
機能もあります。

● 本書中の記述は、WindowsやMacの基本操作を習得していることを前提にしています。WindowsやMacの機能および操
作方法に関しては、入門書を参考にしてください。

● 本書の制作にあたっては正確な記述につとめましたが、著者や出版社のいずれも、本書の内容に関して何らかの保証をす
るものではなく、内容に関するいかなる運用結果についても一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

● 本書中の会社名や商品名は、該当する各社の商標または登録商標です。本書中では™および®マークは省略させていただ
いております。



はじめに

　現在では動画が撮影できるデバイスが増え、ビデオカメラをお持ちの
人はもちろん、スマートフォンやデジタルカメラの動画撮影機能など
で、手軽に動画を撮影する機会が増えました。
　そういった方が初めて動画を編集してみたいと思ったときに、Adobe 

Premiere Elementsはお勧めしやすいソフトです。
　本書で解説しているAdobe Premiere Elements 12では、新たに［ガ
イド］ビューが追加され、初心者がやりたいと思うような操作に対して、
ソフト上でガイドが出るようになりました。最初にソフトを触ってみる
方はこのビューを使ってみられると良いでしょう。
　また本バージョンでは、無料で使用できる音楽や効果音が数多く追加
されました。音源は、著作権上の制限から用意することの難しい素材で
すが、ちょっとしたBGMや面白い効果音などがソフト内にあらかじめ
用意されるようになりました。
　そのほか、新しいエフェクトがいくつか追加されて表現の選択肢が増
えましたし、また対象オブジェクトの動きに対してグラフィックを沿っ
て動かせる「モーショントラッキング」機能なども追加されました。
　ソフトの画面構成については、前バージョンの「11」からほぼ変わり
がありませんので、「11」のユーザーだった方も戸惑うことなくバー
ジョンアップをすることができるかと思います。
　ぜひ、本書をお手元において、動画の編集に取り組んでみてください。
出来上がった動画は、メディアなどに書き出してご家族やご友人に見せ
ることはもちろん可能ですし、また現在ではYouTubeなどのインター
ネットサービスで公開するということも可能です。思い思いの方法で動
画編集を楽しんでみてください。

 2014年1月
 編集部拝
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サンプルファイルの使い方

4  「PE12_sample_win」フォルダを
開くと、Chapterごとのフォルダ
があり、その下にフォルダがあり
ます。そのフォルダの下に、サン
プルファイルが入っているので、
項目に合ったファイルを使います。

3 デスクトップ上の「（マイ）ドキュ
メント」フォルダをクリックして
開きます。（*2）

 「PE12_sample_win」を探し、右
クリックして「すべて展開」を選択
し、ウィザードに沿って解凍しま
す。（*3）

1 インターネットに接続している 

パソコンで、Internet Explorerな
どのブラウザを開きます。

 アドレス欄に下記のURLを改行
せずに入力します。（*1）

 http://book.mynavi.jp/support/

pc/5030/
1

2 「サンプルファイルのダウンロー
ド」の文字をクリックすると、ダ
イアログが表示されます。

 開いたダイアログで［名前を付け
て保存］ボタンをクリックします。
この本では、「（マイ）ドキュメン
ト」の下に保存をすることにしま
す。ダイアログの左側で「（マイ）
ドキュメント」を選択し、そのま
ま［保存］ボタンをクリックしま
す。

2

3

premiere_12

4

Windowsでの使い方

この欄に左記URLを入力
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*1 URL がうまく表示できない場合は、次のやり方もお試しください。
 「Yahoo!」や「Google」で「マイナビブックス」を検索→検索結果から「マイナビブックス」を探してWebサイトにアクセ
ス→商品カテゴリーで「コンピューター」→「DTV・DTM」を選択し、「すぐに使えるPremiere Elements 12」を探してク
リック→ページ中央付近にある「サポートサイト」をクリック

*2 「（マイ）ドキュメント」がデスクトップに見当たらない場合、XPおよびWindows ７では、Windowsの「スタート」ボタン
をクリックして「（マイ）ドキュメント」を選択してください。Windows ８では、 と［E］キーを押して［エクスプローラ］
を開き、画面左側で「ドキュメント」を選んでください。

*3 お客様の環境によって、ファイル解凍の操作は異なります。

1 Windowsの手順1と同じように
サポートページを開きます。

2-1

2 「サンプルファイルのダウンロー
ド」の文字をクリックすると、ダ
ウンロードが始まります（2-1）。

 もし、右の2-2のような図が表示
された場合には、「ファイルを保
存する」を選んでください。

2-2

4 Windowsの手順4と同じように
「PE12_sample_mac」フォルダ
のサンプルファイルを使っていき
ます。

3 ダウンロードが終了すると、自動で
ファイルが解凍され、「ダウンロー
ド」フォルダに「PE12_sample_ 

mac」フォルダが作成されます。

3

サンプルファイルの使い方

Macでの使い方
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拡張子を表示しておこう（Windows）

Windows Vista/7/8

Windows XP

1 サンプルファイルを正確に選ぶために、以下
の方法でファイルの拡張子を表示させてくだ
さい。

 まず、Windowsの［スタート］ボタンから
「コントロールパネル」を選択します。

 Windows 8では、 と［X］キーを押して、
メニューから［コントロールパネル］を選択
します。

 【Windows XP】  

［デスクトップの表示とテーマ］の［コント
ロールパネルを選んで実行します］を開き、
［フォルダオプション］を選択します。

 【Windows Vista/7/8】  
［デスクトップのカスタマイズ］から［フォル
ダーオプション］を選択します。

2 ［表示］タブをクリックし、［詳細設定］の中
から［登録されている拡張子は表示しない］
のチェックを外します。

 ［OK］をクリックして閉じます。これで準備
完了です。



Chapter

1

この章では、Premiere Elementsでできることから、
Premiere Elementsでの編集の流れについて解説します。ま
た、編集を行っていくためのプロジェクトファイルの作り方
や各パネルについても理解していきます。

Premiere Elementsの基本

プロジェクトの作成

素材（クリップ）の取り込み

素材（クリップ）の配置

素材（クリップ）の補正

場面転換の演出（トランジション）

特殊効果（エフェクト）の追加

文字の入力

音楽の設定

タイトル画面の設定・書き出し
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要素 Windows版

①プロセッサ

SSE2をサポートする、2GHz以上のプロセッサ
を搭載したPC（HDVまたはAVCHDの編集、
Blu-rayまたはAVCHDの書き出しにはデュアル
コアプロセッサが必要）

②OS
Windows XP（Service Pack 3）、Windows 
Vista（Service Pack 2）、Windows 7、
Windows 8、Windows 8.1の各日本語版

③メモリ 2GB以上のRAM

④HDD 4GB以上の空き容量（コンテンツのインストー
ルにはさらに5GBの空きが必要）

⑤ディスプレイ 1024×768以上の画面解像度をサポートする
ディスプレイモニタ

※ 以上は主な要件です。全要件はアドビシステムズのWebサイトにてご確認ください

要素 Mac版

①プロセッサ インテル マルチコアプロセッサー（64bit対応必須）

②OS Mac OS X v.10.7-v.10.9日本語版

③メモリ 2GB以上のRAM

④HDD 4GB以上の空き容量（コンテンツのインストー
ルにはさらに5GBの空きが必要）

⑤ディスプレイ 1024×768以上の画面解像度をサポートする
ディスプレイモニタ

※ 以上は主な要件です。全要件はアドビシステムズのWebサイトにてご確認ください

ここではPremiere Elementsで映
像編集を始める前に用意しなけれ
ばいけないことや、知っておいたほ
うがいい基礎知識を解説します。

Premiere Elements
の概要

Chapter 1

Premiere Elementsは、パソコンを使っ
て映像（ムービー）を編集することができ
るソフトウェアです。
ムービーのほか、静止画像や音楽も読み
込んで使用することができます。
また、場面転換時にエフェクトをつけた
り、色味を補正したり、文字（キャプショ
ン）や音楽で演出を加えることもできま
すので、ムービー編集に必要な機能はほ
とんど揃っています。

ソフトでできること

Premiere Elementsでビデオ編集を行
うには、Photoshopなどの画像編集ソフ
トを使用する場合よりも、使用するパソ
コンの条件が厳しくなります。
特にHDVやBlu-ray用のビデオ編集をす
る場合には、なるべく処理速度の速いプ
ロセッサ、なるべく多いメモリを搭載し
ておく必要があります（右記参照）。
また、グラフィックボードにも最新のド

パソコン環境の必要要件
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1ライバを備えておきましょう。Windows環境であれ
ば、Microsoft DirectXのアクセラレータが搭載され
ているとプレビューやエフェクト処理が高速化され、
快適な編集を行うことができます。

■ガイド付きビューの搭載
Premiere Elements 12では、 初めてPremiere 

Elementsを使用するユーザーのために、手順を追っ
て使い方を解説してくれる、ガイド機能が搭載され
ています（P.031参照）。

■自動スマートトーン補正
撮影時に明るさの調整がうまく行われていないビデ
オも、自動的に明るさやコントラストを調整して見や
すい映像に補正することができます。

■フィルムルックの追加
新しいフィルムルックのエフェクトとして、トリニ
ティ、クロスプロセス、レトロなどのエフェクトが追
加されました。

■スコア（音楽）
これまでのサウンドクリップの他に、イントロ、ボ
ディ、エンディングで構成されたスコアをビデオク
リップに付加することができるようになりました。タ
イムラインの長さに応じて、曲を自然な編集であわ
せることができます。

■モーショントラッキング
Adobe After Effectsなど、ハイエンドの映像ソフト
に搭載されていたモーショントラッキングの機能が、
Premiere Elementsにも搭載されました。ビデオク
リップ内の映像の動きに合わせて、クリップアートな
どのオブジェクトを動かすことができます。

■ビデオ調整レイヤー
Photoshopなどでお馴染みの調整レイヤーがPremiere  

Elementsでも使うことができるようになりました。
複数のビデオクリップに同一のエフェクトを適用す
ることができます。

■Adobe Revelへの対応
Elements Organizerの新機能ですが、クラウドサー
バー上にビデオクリップなどのメディアをアップ
ロードしたりダウンロードしたりするサービスであ
るAdobe RevelにElements Organizer内からアクセ
スすることができるようになりました。

新機能一覧

読み込み
AVI/AVCHD/BMP/DVストリーム/GIF/H.264/
JPEG/MP3/MPEG/PNG/Photoshop/QuickTime/
WAV/Windows Media（Windows版のみ）など

書き出し
Adobe Flash Video/AVI（Windows版のみ）/
AVCHD/H.264/MPEG/QuickTime/
Windows Media（Windows版のみ）など

※ 上記は扱える形式の一部です。すべての対応形式はアドビシステムズのWeb
サイトやヘルプにてご確認ください

Premiere Elements 12では主に右のよ
うなファイル形式を扱うことができます。
各フォーマットに派生するエンコードに
関しても、ほぼ読み込むことができます。

扱えるファイル形式
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Premiere Elementsでムービーの編集
を行うには、まずは編集するためのファ
イルとして「プロジェクト」を作成します。
次にコンピュータに素材を取り込まなけ
ればいけません。
ハードディスク内蔵型、メモリ内蔵型の
ビデオカメラの場合はUSBケーブルを
パソコンにつないでデータを取り込みま
す。DVDやBlu-rayに直接保存するタイ
プのビデオカメラの場合は、それらのメ
ディアをパソコンのディスクドライブに
入れて使用します。その他、機器に応じ
た方法で映像を取り込みます。素材の整
理には、Elements Organizerを使用する
と便利です。

続いて取り込んだ素材の編集です。プロ
ジェクト上に、取り込んだ素材を配置し
て、全体の流れを作ります。素材の順番
を変えたり、各クリップの不要な部分を
削除したり、長さを調整したりして、
ムービーを調整します。
そして、目的に応じて、クリップの色調
の補正や、特殊効果の適用、素材が切り
替わる部分（場面転換）の演出、文字の入
力、タイトルの作成、効果音やナレー
ション、BGMの設定などを行います。
最後に、完成したムービーをPremiere 

Elements以外の環境でも再生できるよ
うにファイルに書き出します。
パソコンで再生できる汎用的な形式の他
に、DVD、Blu-rayなどのメディアに書き
出すこともできます。
iPhoneやスマートフォンなどのモバイ
ル機器や、YouTubeなどのWeb上で閲
覧できるサービス用に書き出したりと、
用途に応じてさまざまな書き出し方法が
あります。

01 プロジェクトの作成

02 素材（クリップ）の取り込み

03 素材（クリップ）の配置

04 素材（クリップ）の位置や長さの調整

05 素材（クリップ）の補正

06 場面転換の演出（トランジション）

07 特殊効果（エフェクト）の追加

08 文字の入力

09 ナレーション・BGMの設定

10 タイトル画面の設定

11 書き出し

編集の流れ
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1

Premiere Elementsはノンリニアビデオ編集と呼ば
れる方法で映像を編集するビデオ編集ソフトです。
ノンリニアビデオ編集とは、デジタルのムービー
ファイルに変換された映像を編集する方法です。
テープを使用した編集方法はリニア編集と呼ばれ、
素材テープから編集用のテープに、カットの順番通
りにダビングしながら映像を繋いでいきます。

この方法では、途中のカットの順番を替えたりする
作業など非常に手間も時間もかかります。また、映像
の確認などのための巻き戻し操作もとても時間がか
かる操作です。しかし、ノンリニアビデオ編集であれ
ば、カットの入替えなども簡単に行うことができま
す。

ノンリニア編集ならカットの入れ替えも簡単

ノンリニア編集

Premiere Elementsでは、「プロジェクト」という単
位で１つのムービーを管理します。すべての作業の
最初に、「プロジェクト」ファイルを作成し、その中で
素材を配置・編集していきます。Premiere Elements

では、プロジェクトファイルは1度に1つしか開けま
せん。
プロジェクトファイル上で扱う素材はPremiere 

Elementsでは「クリップ」と呼びます。「クリップ」は、

参照としてプロジェクトファイルに読み込まれてい
るので、プロジェクトファイル上でクリップを削除し
ても、コンピュータ上にある元のファイルが消えるわ
けではありません。
プロジェクトファイルはPremiere Elements

で編集するためのファイルなので、ムービーを編集
し終わったら、目的に合った形式で書き出す必要が
あります。

文字

は、すべてクリップ

サウンドトラック

映像 静止画 映像

その他情報

映像

文字

ムービー

プロジェクト

プロジェクトとクリップの関係は頭に入れておこう

プロジェクトとクリップ
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Chapter

ここでは、Premiere Elementsを
使った映像編集の流れを解説しま
す。目的により、編集の流れはさま
ざまに変わりますので、ここではあ
くまでも基本的な作業だけを説明
します。具体的な操作方法は参照
ページにて解説します。

011

編集の流れを
理解する

1 スタートアップスクリーンの［ビ
デオエディター］ から新規プロ
ジェクトを作成した後、まずはビ
デオカメラで撮影した映像を
Premiere Elementsに読み込む必
要があります。映像を読み込むに
は画面左上の［メディアを追加］を
クリックします。

［メディアを追加］パネルからの 
取り込み

2［メディアを追加］パネルには、撮
影した素材に応じて、取り込む方法
がいろいろと用意されているので、
そこから選択します（Chapter 2参
照）。

クリック

クリック

映像の素材を読み込む
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1

2 タイムラインに並べたクリップ
は、ドラッグすることで、順番を
変えることができます。
Premiere Elements 12には「ク
イック」と「エキスパート」の2つの
ビューがあり、簡単に編集したい場
合は［クイック］ビュー、本格的に
編集したい場合は［エキスパート］
ビュー（Chapter 3参照）が適して
います。

3 クリップの編集ポイントをドラッ
グすることで、1つのクリップの長
さを変えることもできます。

1 映像を取り込むと、取り込んだ映
像の一覧が［プロジェクトのア
セット］パネルに表示される（［エ
キスパート］ビューのみ）ので、タ
イムラインにドラッグ＆ドロップ
します。

映像をタイムラインに並べる

映像を編集する

ドラッグ

ドラッグ
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2 タイムラインに配置されているク
リップに対して、使いたいエフェ
クトを、ドラッグ＆ドロップします
（Chapter 6参照）。

1 タイムラインに配置した映像は、
エフェクトを加えて加工すること
もできます。エフェクトを加える
には、アクションバーの［エフェク
ト］をクリックして、エフェクトの
一覧を表示します。

トランジションや 
エフェクトを加える

クリック

ドラッグ

3 トランジションも同様に、［トラン
ジション］をクリックして、一覧の
中から使いたいトランジションを
タイムラインのクリップの間にド
ラッグ＆ドロップします（Chapter 

5参照）。
ドラッグ

映像を加工する
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1

3 入力したテキストは、［調整］パネ
ル内の［スタイル］や［アニメー
ション］を使用して、さまざまに装
飾することができます（Chapter 7

参照）。

1 編集した映像には、［タイトルとテ
キスト］パネルから選択してタイ
ムラインにドラッグ＆ドロップす
ることで、テキストを画面に入力
して、タイトルやテロップを作成
することができます。

タイトルやテロップを作成

2［タイトルとテキスト］パネルに
は、さまざまなテキストレイアウ
トのテンプレートが用意されてい
ます。これを使って、テキストの
入力フィールドを使って文字を自
由に映像上に入力することができ
ます。

クリック

映像に文字を入力する
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1 編集した映像をDVDやBlu-ray

ディスクに書き出す際に、ディス
ク用のメニューを作成することが
できます。
［ツール］メニューの［ムービーメ
ニュー］で作成します。

DVDやBlu-rayディスク用の 
メニューを作成

2 自分のオリジナルのメニューを作
成することもできますが、Premiere  

Elementsには、テーマ別に多くの
テンプレートが用意されています。

3 用意されているテンプレートでは、
タイムラインに設定したマーカー
を利用してメニューを作成するな
ど（Chapter 9参照）、DVDやBlu-

rayプレイヤーで使用できるメ
ニュー画面を作成することができ
ます。

ディスクメニューを作成する
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1

1 編集した映像は、［書き出し・配信］
パネルでさまざまなメディアに書
き出して利用することができます。

編集した映像は書き出して 
利用する

2 ディスクからコンピュータ用、
Web用までほとんどの動画を扱う
メディアへ書き出すことができま
す。

3 各メディアへの書き出しは、用途
に合わせたプリセットが用意され
ているので、簡単に目的のメディ
ア用に書き出すことができます
（Chapter 9参照）。

編集した映像を書き出す
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Chapter

映像編集を始めるため、パソコン
にインストールした Premiere 
Elementsの起動の仕方を説明し
ます。インストール時に作成され
た、デスクトップ上のショートカッ
トから起動をするのが一番簡単な
方法です。ショートカットを作りた
くない場合や、消してしまった場合
などは、スタートメニューからの起
動方法を試してみてください。

021 キーワード
起動

Premiere Elements
を起動するには

デスクトップアイコンをクリック

インストールするとデスクトップに
Premiere Elements 12のショートカッ
トアイコンが作成されます。これをダブ
ルクリックします。

スタート画面から起動 
(Windows 8）

キーボードのウィンドウズキーを押す
と、スタート画面が表示されるので、新
たに登録されたPremiere Elements12

のアイコンをクリックします。

クリック

ダブルクリック

Windowsでの起動
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1Windows 7以前では

Windows７以前のOSを使っている場
合には、スタートボタンを押して表示さ
れるメニューから、［（すべての）プログラ
ム］→［Adobe Premiere Elements 12］
をクリックします。

2［アプリケーション］フォルダ内の
［Adobe Premiere Elements 12］
をダブルクリックして起動します。

1 Finderで、［移動］メニューから［ア
プリケーション］を選択します。

クリック

クリック

ダブルクリック

Macでの起動

Launchpadでの起動

Mac OSでは、Launchpadからでも起
動することができます。

MEMO
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Chapter

Premiere Elementsは、プロジェ
クトという単位で、一本の映像を
編集していきます。編集作業の前
には、必ず新しいプロジェクトを作
成して作業に入ります。［新規プロ
ジェクト］からプロジェクトを作成
した場合は、プロジェクトの名前
や保存場所も自動で決まります。

031 キーワード
プロジェクト作成

新規プロジェクト
を作成するには

1 Premiere Elements起動時に表示
されるスタートアップスクリーン
で、［ビデオエディター］ボタンを
クリックすると表示される、［新規
プロジェクト］をクリックします。

2 Premiere Elementsが起動します。
起動すると、デフォルトでは「HD 

1080i」の設定でプロジェクトが作
成され表示されます。
この方法で作成した場合、プロ
ジェクトの名前は「マイプロジェ
クト」、自動保存場所は下記のよう
になります。
・ Windows 7/8：＜ドライブ＞¥ 

Users¥＜ユーザー名＞¥Docu 

ments¥Adobe¥Premie re  

Elements¥12.0

・ Mac：＜ドライブ＞ /ユーザ /＜
ユーザー名＞ /書類 /Adobe/

Premiere Elements/12.0

クリック

スタートアップスクリーンから作成する
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1

クリック

入力

1 ファイル名や保存場所を自分で決
めたい場合や、デフォルトの設定
以外でビデオを編集したい場合
は、［ファイル］メニューの［新規］
から［プロジェクト］を選択します。

❹クリック

❸クリック

❶クリック

❷クリック

2［名前］の入力フィールドにプロジェ
クトに付ける名前を入力します。

3 次にプロジェクトを保存する場所
を設定します。
保存先を設定するには、［保存先］
の右にある［参照］ボタンを押し
て、［フォルダーを参照］ウィンド
ウを表示して、設定します。
名前と場所の設定が終了したら、
［新規プロジェクト］ウィンドウで
［OK］ボタンをクリックすると、プ
ロジェクトが作成されます。

ファイルメニューから作成する
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プロジェクト設定の変更

新規で作成したプロジェクトは、初期設定で前回使用されたプロジェクト設定で作成されています。撮影したク
リップのフォーマットや解像度が前回と違う場合や、Web用などに任意の解像度で編集を行いたい場合は、プロ
ジェクトの設定を変更する必要があります。プロジェクトの設定は、[新規プロジェクト]ウィンドウにある［設定
を変更］ボタンをクリックして変更します。

Column

DVDディスクにHD
で書き出したいので
あれば、［AVCHD 
1080i60］を選択し
ます。

YouTubeで公開した
いのあれば、［フルHD 
1080i30］を選択し
て、書き出し時にリ
サイズします。

iPhoneで撮影した
ビデオを編集したい
のであれば、［DSLR 
1080p30］を選択し
ます。

まず、新規プロジェ
クトウィンドウで、
［設定を変更］ボタン
をクリックします。

クリック
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1Chapter

Premiere Elementsは、作業中に
一定の時間がくると自動的にプロ
ジェクトを保存したり、作業用の
キャッシュを保存する場所を設定
することができます。これらの設定
は［環境設定］で設定します。

041 キーワード
プロジェクト設定

自動保存などの
設定を行う

1 作業中のプロジェクトを自動保存
できるようにするには、［編集］メ
ニュー（Macでは、［Adobe Pre  

miere Elements Editor］ メ
ニュー）の［環境設定］から［自動保
存］を選択します。

自動保存の時間を設定

2［環境設定］の［自動保存］のページ
が表示されます。［プロジェクトを
自動保存］にチェックを入れ、［自
動保存の間隔］には自動保存する
時間（分）を入力します。
［プロジェクトバージョンの最大
数］に自動保存で保存されるバー
ジョンの数を入力します。設定し
たら、右下の［OK］ボタンをクリッ
クします。

クリック

設定

自動保存を設定する
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キャッシュを保存する 
ハードディスクを指定する

1 ビデオ編集時に、作業内容（キャッ
シュ）をハードディスクに一時保存
して作業のスピードを上げること
ができます。キャッシュの保存場
所を設定するには、［編集］メニュー
（Macでは、［Adobe Premiere 

Elements 12］メニュー）の［環境設
定］から［スクラッチディスク］を選
択します。

2［環境設定］の［スクラッチディス
ク］のページが表示されるので各
項目のキャッシュを保存する場所
を設定していきます。キャプチャ
したビデオやオーディオは、プロ
ジェクトファイルと同じ場所でも
大丈夫ですが、ビデオプレビュー
やメディアキャッシュを保存する
場所はなるべくデータの転送ス
ピードが速いハードディスクを設
定しておくと良いでしょう。

3 キャッシュの保存先を自分で設定する場合は、［参照］ボタンをクリックして、［フォルダーの参照］画面を
表示して、キャッシュの保存先を選択します。

クリック

ディスクキャッシュを設定する



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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メディア別だからよくわかる
魅力的なキャラクターの描き方！
創作物を作るうえで欠かせないものに「キャラクター」があ
ります。その際は見た目のキャッチーさだけでなく、キャラク
ター性が感じられることが重要です。本書では、キャラクタ
ーをデザインするうえでの基礎から、見た人の印象に残る
ようにする方法を解説。スマホゲームやポスターイラスト、
ラノベ表紙など、メディアによって異なるキャラクターデザイ
ンの特徴についても解説し、読み手に合った方向を見つ
ける際にも役立ちます。

物語を動かす
キャラクターデザインと
イラストの描き方

マイナビ出版
スタジオ・ハードデラックス（著者）
160 ページ
価格：2,257 円（PDF）

その他

総勢12名のイラストレーターが
多彩な作風と考え方でキャラクターイラストを描く

本格的な補正・加工で思い出の
写真を美しく残そう！
なかなか使いこなすのが難しいPhotoshop Elements 15
の操作や機能をやさしく解説！ 補正や加工、SNSへの投
稿など写真編集をもっと楽しみたい人にぴったりな入門書
です。本書は「逆光で撮影した写真を補正するには」「年
賀状を作成してみたい」など、実際に写真を編集する上で
生まれる疑問をレッスン仕立てで解説しています。また、
グラフィックデザイナーによるプロ技や操作のコツも伝授
し、ワンランク上の技を身に付けられます。

できるPhotoshop 
Elements 15
Windows & Mac対応 
インプレス
樋口泰行・
できるシリーズ編集部（著者）
320 ページ
価格：1,631円（PDF）

グラフィック
アプリケーション

解説は基本的
に見開きで完

結。

補正前と後の
写真を

「Before・A
fter」形式で掲

載

巻頭ではさまざまな補正例を
紹介。ここから使いたい機能を見つけ出せる

依頼元からの
発注時の

イメージから、
キャラクターを

作り上げていく



AutoCADの勘所を
人気講師がやさしく解説！
3D・
CAD

CINEMA 4Dの
MoGraph/XPressoを解説 !

3D・
CAD

現役ディレクターが教える
ライティング&レンダリング
3D・
CAD

デザイン・アートのための
プログラミング環境を詳解

DTPや印刷業界全般で
知っておくべき情報を網羅

その他

表現のアイデアを形に !
「vvvv」の入門解説書

その他

できるAutoCAD
2017/2016/2015 対応

ベテラン講師が AutoCAD の基本と実践をやさし
く解説しています。初学者が押さえておくべきポイ
ントやつまづきがちな操作を特に手厚く解説して
いるので、初めてでもAutoCAD の勘所がしっか
り分かります。

インプレス
矢野悦子・できるシリーズ編集部（著者）
337ページ　価格：2,624 円（PDF）

CINEMA 4D
MoGraph/XPressoガイドブック

【解説ムービー付き】

CINEMA 4D のXPressoとMoGraph に関する
解説書。この 2 つの機能は、CINEMA 4D の中
で中級～上級レベルのユーザーが必ず引っかかる
もので、近年かなり重要視されています。本書は
MoGraphとXPressoに絞って解説しました。

マイナビ出版　冨士俊雄（著者）
328 ページ　価格：4,514 円（PDF）

［digital］
ライティング＆レンダリング 第 3 版

3DCG 制作の中でもライティングとレンダリング
にフォーカスし、より高品質な作品に仕上げるた
めの解説書。テクスチャ制作のカラーマネージメ
ント、物理ベースライティングやリニアワークフ
ローなどにも触れています。

ボーンデジタル
Jeremy Birn（著者）

472ページ　価格：7,560 円（PDF）

Processing
ビジュアルデザイナーとアーティストの

ためのプログラミング入門
Processing は、デザイナーやアーティストなどに
向けて作られたプログラミング言語／環境です。
そこでの体験は、文系と理系、デザインとエンジ
ニアリング、感性と論理という両軸における領域
横断接続をもたらします。

ビー・エヌ・エヌ新社　Ben Fry・Casey Reas（著者）、中西泰人・
安藤幸央・澤村正樹・杉本達應（翻訳）
688 ページ　価格：6,804 円（PDF）

カラー図解 
DTP& 印刷スーパーしくみ事典 2016 

DTPや印刷物に携わるすべての人に役立つ図解事
典。業界のトピック110 を特集するほか、Adobe 
Creative Cloud の最新機能、サービスを使った
表紙制作レポート、デジタル印刷機の動向などを
110 の項目にまとめました。

ボーンデジタル
ボーンデジタル 出版事業部（編集）
329 ページ　価格：4,104 円（PDF）

vvvvook̶プロトタイピングのための
ビジュアルプログラミング入門

Windows ソフト「vvvv」は様々な機能を持った
〈部品〉を線で繋ぐことで、表現のアイデアを素
早く形にできるビジュアルプログラミング環境で
す。インタラクション・2D/3D アニメーションな
ど幅広い制作で活躍します。

ビー・エヌ・エヌ新社
伊東実・星卓哉（著者）

224 ページ　価格：3,110 円（PDF）
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