








はじめに

　パソコンではDTP（Desk Top Publishing）やWeb 制作などのデザイン、または音楽や絵画など
の芸術分野にいたるまで、クリエイティブな創作活動を楽しむことができます。実際、プロとして
活動している方々も一般ユーザーの方と同じパソコンやソフトを利用しているのです。しかし、パ
ソコンは使えても、それらのソフトは専門的な知識を必要としたり、ソフト自体の操作が難しかっ
たり、「敷居が高いな」と感じていた方も多いと思います。
　このマスターブックシリーズは、パソコンの基本操作はマスターしている方を対象に、クリエイ
ティブソフトをやさしく、そしてより速く使いこなしていただくことを目的に作りました。私たち
がこれまで培ってきた図解によるやさしい解説と、その道のプロのテクニックを一冊に凝縮した解
説書です。
　構成は最初のページから順を追っても、必要なページから開いても理解できるようになっていま
す。すべて画面イメージを並べた図解形式なので、番号に沿って進めていただければ操作手順をマ
スターすることができるはずです。また、クリエイティブソフトならではの美しい画面に合わせて、
レイアウトや本文デザインにもこだわりました。
　本書が「パソコンをクリエイティブに使いたい！」と願っている方々にとって、活用の一助にな
れば幸いです。
　

株式会社マイナビ

『After Effects CCマスターブック』執筆にあたって

　Adobe After Effects は映像制作の現場では、もはや定番のビジュアルエフェクトツールとして
利用されています。これまで、After Effects は CMや映画、アニメなどのビジュアルエフェクトや
撮影の制作現場で多く使用されてきました。2013 年６月に提供が開始された After EffectsCC で
は、MAXON社の表現力豊かな 3DCGツールであるCINEMA 4D シリーズの機能限定版CINEMA 
4D Lite がバンドルされ、これまで外部の専用ツールが必要であった 3DCG素材の作成を、After 
Effects からシームレスにCINEMA 4D Lite を起動し、素材の作成を行うことができるようになって
います。After Effects で 3DCGアニメーションも作成することができるようになったことで、これ
まで以上に表現力のあるツールと進化しています。
　本書は前バージョンである『After Effects CS6 マスターブック』を元に、CCで新たに追加され
た機能、特にCINEMA 4D Lite の機能紹介を中心に加筆改訂いたしました。3DCGのモデリングな
ど、After Effects の操作とはまた違った感覚の機能が追加されていますが、これらの機能もこれま
で同様にステップ・バイ・ステップで、操作方法を学べるように解説しています。もちろん本書は、
After Effects CC をベースに解説していますが、お使いのAfter Effects が CS5や CS6などの前バー
ジョンであっても基本操作を学ぶことができる構成になっています。本書をきっかけに、読者の皆
様がAfter Effects を使った新たなビジュアルワールドを切り拓くことを願っております。

ビットプランクス 大河原浩一
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サンプル画像をダウンロードしましょう!

 CINEMA 4D Lite



011

 Introduction 
A
fter E

ffects

を
使
う
た
め
の
知
識
と
準
備

Introduction
After Effectsを使うための知識と準備
12  Introduction 01 After Effects CCでできること yAfter Effectsの概要
16  Introduction 02 After Effects CCを快適に使用するための準備 y作業環境の構築
18  Introduction 03 ディスクキャッシュを設定する yディスクキャッシュの設定
20  Introduction 04 メモリとCPUの設定をする yメモリ・CPUの設定
22  Introduction 05 インターフェイスのカラーを変更する yインターフェイスカラー
24  Introduction 06 パネルのレイアウトを変更する yパネルレイアウトの変更
26  Introduction 07 プロジェクトパネルを理解する yプロジェクトパネル
28  Introduction 08 コンポジションパネルを理解する yコンポジションパネル
30  Introduction 09 タイムラインパネルを理解する yタイムラインパネル
32  Introduction 10 その他のパネルを理解する yその他のパネル
34  Introduction 11 After Effectsでの映像制作の流れ yAfter Effectsのワークフロー



012

 Introduction 
A
fter E

ffects

を
使
う
た
め
の
知
識
と
準
備

３次元空間での合成
Adobe After Effectsの3Dレ
イヤーを使用すると、レイヤー
を立体的に重ねて、奥行き感の
あるアニメーションを作成する
ことができます。3Dレイヤー
の操作も、OpenGLの使用に
よって、非常に高速に行うこと
ができます。カメラレイヤーの
操作によって、レイヤーの焦点
を調整したり、ライトレイヤー
を使用することによって、レイ
ヤーの影をほかのレイヤーに
落としたりすることができます。

ベジェマスクによる
自由度の高い合成機能
After Effectsでは、ベジェ曲線
を使用してレイヤーごとにマ
スクを作成することができま
す。不定型な形状の合成や、形
が時間とともに変化するよう
な形状の合成にも簡単に対応
することができます。

OpenGLとは、コンピュータ
上で3次元グラフィックスを
表示するためのプログラム
ライブラリの一種です。現在
OpenGL 2.0に対応していま
す。

OpenGLとはPoint
y

After Effects CCで
できること
Adobe After Effectsは、映像の合成、エフェクト、アニメーションなど、幅広いビ
ジュアルエフェクトを作成することができます。ここでは、After Effects CCの代
表的な機能について解説します。

Introduction Introduction 01 yAfter Effectsの概要
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豊富なエフェクト
After Effectsには、カテゴリー
分けされたエフェクトが、数多
く用意されています。色調を
調整するようなエフェクトか
ら、画像を変形させるようなエ
フェクト、パーティクルを作成
するようなエフェクトまで、一
般的な映像を作成するには、十
分な種類のエフェクトが用意
されています。多くのエフェク
トがアニメーション可能で、エ
フェクトの設定はエフェクトテ
ンプレートとして保存して再利
用が可能です。

テキストアニメーション
テキストレイヤーの機能を使
用すると、複雑な動きをするテ
キストのアニメーションを簡単
に短時間で作成することがで
きます。これまでの単調なタイ
トルアニメーションを、表現豊
かなアニメーションへと進化
させることができます。また、
テキストアニメーションのテ
ンプレートが250種以上用意
されており、ドラッグ＆ドロッ
プで、必要なテキストアニメー
ションを適用することができま
す。各文字は、XYZ軸を中心
に三次元的に移動・回転を行う
ことができ、カメラの動きに追
従させるような動きも作成で
きます。

モーショントラッキング
モーショントラッキングの機能
は、映像の動きを検知してデー
タ化します。検知したデータを
レイヤーに適用することで、
映像の動いている部分にも、そ
の動きに合わせて、ほかのレイ
ヤーを合成したり、手ぶれして
いる撮影映像のぶれを静止さ
せたりすることができます。
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レイトレース３Dレンダラーによる
シェイプの立体化
After Effects CCでは、「レイト
レース3D 」レンダラーを使用
して、テキストレイヤーやシェ
イプレイヤーを押し出して立
体化することができます。もち
ろん作成した3Dオブジェクト
は、アニメーションやエフェク
トを施すことができます。

レイトレース3Dレンダラーによる
質感設定
After Effects CCでは、レイト
レース3Dレンダラーによって、
立体化したレイヤーに対して、
光の屈折や反射を表現するこ
とができるようになりました。こ
れまで、3DCGソフトを使って
いた作業の一部はAfter Effects
だけでもできるようになりました。

グラフエディターによる詳細な
アニメーション作成
「グラフエディター」を使用し
て、細かいアニメーションの調
整を行うことができます。グラ
フエディターでは、プロパティ
のXY座標などプロパティの要
素ごとに調整することができ
たり、速度グラフを調整してア
ニメーションのキーフレーム間
の速度変化を調整することが
できます。レイヤーをドラッグ
するだけでキーフレームを作
成する「自動キーフレーム」の
機能もあります。
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ロトブラシによる
効率的なマスク作成
ロトブラシの機能は、マスクした
い部分をペイントするだけで、
グリーンバック撮影がなされて
いない素材でも、背景と前景を
簡単に分けることができます。

3Dカメラトラッカーによる
モーショントラッキング
3Dカメラトラッカーが搭載さ
れ、撮影した映像を分析して、
カメラの動きをトラッキングす
ることができます。分析したカ
メラは、カメラレイヤーとして
動きを再現することができます。

CINEMA 4Dが同梱
After Effects CCには、3DCG
ソフトのCINEMA 4D Liteが
同梱され、これまで他の3DCG
ソフトを使って作成していた
3DCGアニメーションがAfter 
Effectsからシームレスに作成
することができるようになりま
した。
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Windowsの場合
・CPU／ 64bit対応CPU必須・インテルCore2Duo
またはAMD Phenom II以上
・OS ／ Microsoft Windows 7（Service Pack1）
（64bit）日本語版以降
・RAM／ 4GB以上
・HDD／ 3GB以上の空き容量（追加コンテンツ利
用時にはさらに2GBの空き容量が必要）
・ディスプレイカード／1280×900以上の画面解像
度、OpenGL 2.0対応のもの、レイトレース3D利用
時には、アドビ認定のGPUカードが必要
・その他必要な環境／QuickTime 7.6.6日本語版/
DVD-ROMドライブ/インターネット接続環境

Mac OSの場合
・CPU／インテルマルチコアプロセッサ
（64bit対応必須。インテルCore2Duo以上）
・OS／Mac OS X v.10.6.8日本語版以降
・RAM／ 4GB以上
・HDD／ 4GB以上の空き容量（追加コンテンツを
利用時にはさらに2GB以上の空き容量が必要）
・ディスプレイカード／1280×900以上の画面解像
度、OpenGL 2.0対応のもの、レイトレース3D利用
時には、アドビ認定のGPUカードが必要
・その他必要な環境／QuickTime 7.6.6日本語版/
DVD-ROMドライブ/インターネット接続環境

y推奨環境

After Effects CCを快適に
使用するための準備
ここでは、After Effectsで作業をする前に設定しておいたほうがいい内容を解説
します。作業において推奨される作業環境や、より快適に作業するための環境などを
紹介します。

Introduction Introduction 02 y作業環境の構築



017

 Introduction 
A
fter E

ffects C
C

を
快
適
に
使
用
す
る
た
め
の
準
備

ビデオプレビューの設定
IEEE 1394インターフェイスに
ビデオ機材を接続すると、コン
ポジションパネルに表示され
ている映像を、外部のビデオ機
材に収録したり、ビデオ機材を
通じて外部のプレビューモニ
タに表示することができます。
表示の設定は、［編集］メニュー
（Macで は［After Effects］メ
ニュー）の［環境設定］から［ビ
デオプレビュー］を選択して設
定します。IEEE  1394にビデ
オ機材を接続して、外部のプレ
ビューモニタに出力する際に
は、［出力デバイス］から［IEEE 
1394（OHCI準拠）］を選択し
ます。

OpenGLの
アクセラレーション
After Effectsでは、3Dレイヤー
やエフェクトなど、OpenGL
の役割が大きな割合を占めて
います。複雑な3Dレイヤーを
使用したコンポジットや色深
度32bit環境での作業では、
NVIDIA Quadro シリーズなど
のOpenGLのアクセラレータ
ボードの使用がお勧めです。
OpenGLの設定は、［環境設定］
の［プレビュー］で行います。
［GPU情報］ボタンをクリック
すると、テクスチャメモリの容
量を設定することができます。
対応するGPUカードを搭載し
ていない場合は、［GPU情報］
の中の［レイトレース］の項目
を［CPU］に設定します。

y快適な作業環境
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環境設定を表示する
環境設定を行うには、まず、［編
集］メニュー（Macでは［After 
Effects］メニュー）の［環境設
定］→［プレビュー］を選択して、
［環境設定］ダイアログボック
スを表示します（❶）。

1

プレビューの設定
ディスクキャッシュの設定を
する前に、［環境設定］から［プ
レビュー］を選択して、［プレ
ビュー］の画面を表示します
（❷）。表示されたら、使用す
るパソコンの性能に合わせて
［適用解像度の制限］を設定
します。また、［代替RAMプレ
ビュー］にフレーム数を設定す
ると、時間インジケーターのあ
るフレームから設定したフレー
ム数分前のフレームをプレ
ビューすることができます。

2

ディスクキャッシュを設定する
After Effects CCでは、作業を行う前にいくつか環境設定を行うことで、効率良く
作業を進めていくことができます。ここではディスクキャッシュの設定方法を解説しま
す。

Introduction Introduction 03 yディスクキャッシュの設定

❶ ここを選択します。

❷ ここを設定します。
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ディスクキャッシュを
設定
次にディスクキャッシュを設
定します。［環境設定］で［メ
ディア＆ディスクキャッシュ］
を選択して、設定を表示しま
す。ディスクキャッシュを使用
するには、［ディスクキャッシュ
を有効にする］にチェックを入
れます（❸）。ディスクキャッ
シュをオンにしたら、［最大ディ
スクキャッシュサイズ］を設
定します（❹）。搭載している
RAMと同容量ぐらいが目安で
す。あまり多くすると、逆にパ
フォーマンスが落ちる場合が
あります。

3

キャッシュ用の
フォルダーを設定
次に、キャッシュを保存する
フォルダーを選択します。［フォ
ルダーを選択］ボタンをクリッ
クすると（❺）、［フォルダーを
選択］ダイアログボックスが
表示されるので、キャッシュを
保存したいフォルダーを選択
します。なるべく高速でデータ
転送容量の大きいハードディ
スクに、キャッシュ用のフォル
ダーを作成して選択しましょう。

4

メディアキャッシュの
設定
次にメディアキャッシュの設
定も行います。データベース用
キャッシュは［データベース］
の［フォルダーを選択］ボタン
（❻）、および［キャッシュ］の
［フォルダーを選択］ボタンを
クリックして設定します（❼）。
［データベースとキャッシュを
クリーン］ボタンをクリックす
ると、保存されているキャッ
シュを削除することができま
す（❽）。

5

❸ ここを設定します。

❺ ここをクリックします。

❽ ここをクリックすると、キャッシュを削除できます。

❹ ここを設定します。

❻ ここを設定し、

❼ ここを設定します。
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メモリ＆マルチプロセッサーの
設定を表示
メモリやCPUの設定をするに
は、［編集］メニュー（Macでは
［After Effects］メニュー）の［環
境設定］→［メモリ＆マルチプ
ロセッサー］を選択します（❶）。

1

他のアプリケーション用の
メモリを設定
まずは他のアプリケーションで
使用するためのメモリを確保
するために、［他のアプリケー
ション用に確保するRAM］で
RAMの容量を設定します（❷）。
設定した容量は、同時起動して
いるAdobe Premiere Pro CC
やPhotoshop CCな どAdobe
のビデオ系アプケーション以
外のアプリケーションに割り当
てられます。

2

メモリとCPUの設定をする
After Effects CCは64bit OSに最適化されているため、4GBを超えるRAM
を使用することができます。複数のビデオ系アプリケーションとのメモリ配分の設定な
ども行うことができます

Introduction Introduction 04 yメモリ・CPUの設定

❶ ここを選択します。

❷ ここを設定します。



021

 Introduction 

メ
モ
リ
とC

P
U

の
設
定
を
す
る

共有RAMが割り当てられる
Premiere Pro CC、Prerude 
CC、Media EncorderがAfter 
Effectsと同時に起動している
場合は、［他のアプリケーショ
ン用に確保するRAM］で設定
した容量を［搭載されている
RAM］に表示されている容量か
ら差し引いた容量が共有RAM
として割り当てられます（❸）。
CS6では、これらのアプリケー
ションの共同作業が多いので、
同時起動していても、状況に
よって最適にメモリが割り当て
られるように管理されています。

3

マルチプロセッサー使用時の
設定
レンダリングにマルチプロ
セッサーを使用したい場合は、
［After Effectsマルチプロセッ
サー］の［複数のフレームを同
時にレンダリング］にチェック
を入れてオンにします。もし、
バックグラウンドで他のアプ
リケーションが動いている場
合は、［他のアプリケーション
用に確保するCPU数］に使用
するCPU数（コア数）を設定
します（❹）。設定するとAfter 
Effectsがレンダリングをして
いても、設定したCPU数だけ
レンダリング処理に使用され
ません。

4

メモリの使用状況を確認
［メモリ＆マルチプロセッサー］
画面の一番下にある、［詳細］
ボタンをクリックすると、［メモ
リ＆マルチプロセッサーの詳
細］ダイアログボックスが表示
されます。画面には、起動して
いるアプリケーションのリスト
と、それぞれの使用しているメ
モリ容量、タスクの優先度など
の一覧を確認することができ
ます（❺）。

5

❸ ここに表示されます。

❹ ここを設定します。

❺ ここで設定などを確認することができます。
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［環境設定］から
［アピアランス］を選択
After Effectsのインターフェイ
スのカラーを変更するには、［編
集］メニュー（Macでは［After 
Effects］メニュー）から［環境設
定］→［アピアランス］を選択し
ます（❶）。

1

インターフェイスの
カラーを暗く
［環境設定］ダイアログボック
スの［アピアランス］の項目が
表示されるので、［明るさ］の項
目のスライダーを左にドラッグ
します（❷）。

2

インターフェイスのカラーを
変更する
ダークグレーのインターフェイスの明るさは環境設定で調整することができます。

Introduction Introduction 05 yインターフェイスカラー

❷ ここのスライダーを左にドラッグします。

❶ ここを選択します。
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色が暗くなった
スライドすると、インターフェ
イスのベースの色が暗くなり
ます（❸）。この段階では、［コン
ポジション］パネルのボード部
分やタブのラベル部分は元の
色のままです。ラベルカラーも
同時に明るさを変更したい場
合は、［ラベルカラーに適用］に
チェックを入れてオンにします。

3

カラーを明るくする
インターフェイスのカラーを逆
に明るくしたい場合は、［明る
さ］のスライダーを右にドラッ
グします（❹）。

4

色が明るくなった
スライダーの動きに合わせて、
インターフェイスの色が明るく
なります（❺）。インターフェイ
スの色が明るくなると、自動的
に文字の色も黒に変更されま
す。設定を終了するには、［OK］
ボタンをクリックします。

5

❸ このようになります。

❺ このようになります。

❹ ここのスライダーを右にドラッグします。
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パネルの境界をドラッグ
する
各パネルの領域の大きさを変
更するには、パネルとパネルの
境界部分にポインタを合わせ
（❶）、拡げたいもしくは縮小し
たい方向にドラッグします（❷）。

1

領域が変更される
ドラッグを終了すると、パネル
の領域の大きさが変更されま
す（❸）。

2

yパネルの大きさの変更

パネルのレイアウトを変更する
After Effectsのインターフェイスはいくつかのパネルで構成されています。これら
のパネルは位置を変更したり、自由にグループ化することができるようになっていま
す。

Introduction Introduction 06 yパネルレイアウトの変更

❶ ここにポインタを合わせ、

❷ ドラッグします。

❸ 変更されました。
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ドロップゾーンを使用する
パネルの位置を変更するには、
ドロップゾーンを使用します。
ドロップゾーンは、パネルのタ
ブ部分をドラッグすると（❶）、
そのパネルグループの上に表
示されます（❷）。

1

パネルの位置が
変更される
ドロップゾーンに、パネルのタ
ブをドロップするとパネルの
表示される位置が変更されま
す（❸）。

2

変更したパネルの
位置を元に戻す
変更したパネルの位置を元
のデフォルトの状態に戻すに
は、［ウィンドウ］メニューから
［ワークスペース］→［「標準」を
リセット］を選択します（❹）。

3

yパネルの位置の変更

❶ ドラッグすると、

❷ ここに表示されます。

❸ 表示位置が変わりました。

❹ ここを選択します。
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［プロジェクト］パネルは、After Effectsの起動時や、新規にプロジェクトを作成したときに表示されます。下
図は、いくつかのフッテージを［プロジェクト］パネルに読み込んだ状態です。

y［プロジェクト］パネルの機能

プロジェクトパネルを理解する
［プロジェクト］パネルは、After Effectsで映像制作を行う際に使用するフッテー
ジの一覧を表示するものです。各フッテージの持っている情報なども確認することがで
きます。

Introduction Introduction 07 yプロジェクトパネル

フッテージのサムネールおよび情報フッテージリスト プロジェクトアイテムを検索 プロジェクトフローチャート

フッテージを変換

新規フォルダを作成

新規コンポジションを作成

プロジェクトの色深度

選択したアイテムを削除
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表示する情報を変更する
［プロジェクト］パネルに表示
されている各フッテージの情
報は、表示する情報を変更する
ことができます。必要のない情
報は、非表示にしておくとよい
でしょう。パネル右上の をク
リックして（❶）、［列を表示］を
選択し、表示されるメニューか
ら必要な情報項目を選択しま
す（❷）。

［プロジェクト設定］ダイアログ
ボックスを表示する
制作する映像のメディアによっ
ては、フレームレートを変更し
ないといけない場合がありま
す。フレームレートを変更する
には、まずパネル右上の を
クリックして（❶）、［プロジェク
ト設定］を選択して（❷）、［プロ
ジェクト設定］ダイアログボッ
クスを表示します。

1

表示形式を設定する
［プロジェクト設定］ダイアログ
ボックスでは、プロジェクト全
体で使用する、時間軸の表示形
式を設定することができます。
［タイムコードベース］を選ぶ
と、設定したフレームレートか
ら換算された時：分：秒：フレー
ムの単位で表示されます。［フ
レーム］を選ぶと、フレーム数
で表示されます。［フィート＋フ
レーム］を選ぶと、設定したフィ
ルムサイズから換算された、
フィート数とフレーム数の組み
合わせで表示されます（❸）。

2

y［プロジェクト］パネルの表示項目変更

yフレームレートの設定

プロジェクト設定で設定され
るフレームレートとは、1秒
間に再生される映像のフレー
ム数を指し、fps（Frame Per 
Second）という単位で表され
ます。日本の放送で使用され
ているNTSC規格では30fps
（厳密には29.97fps）、欧州な
どのPAL規格では25fpsが使
用されています。

フレームレート
とは

Point
y

❶ ここをクリックして、

❷ ここから選びます。

❶ ここをクリックして、

❷ ここを選択します。

❸ ここで設定します。
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［コンポジション］パネルは、［コンポジション］メニューから［新規コンポジション］を選択して、［コンポジショ
ン設定］ダイアログボックスで設定すると表示されます。コンポジションとは映像に加工を加えることで、［コ
ンポジション］パネルでリアルタイムで加工の結果を確認できます。１つのプロジェクトでは、複数のコンポジ
ションを作成することができ、作成したコンポジションは、［コンポジション］パネルにコンポジション名の付い
たタブが表示されます。

y［コンポジション］パネルの機能

コンポジションパネルを
理解する
［コンポジション］パネルは、フッテージを配置し、実際に映像化される画面を構築し
て、プレビューする役割を持っています。ここでは、［コンポジション］パネルに関する基
本項目を解説します。

Introduction Introduction 08 yコンポジションパネル

プレビュー領域

常にこのビューをプレビュー

拡大率

マスクとシェイプの
パスを表示

グリッドとガイドの
オプションを選択

現在の時間

スナップショット

スナップショットを表示

チャンネルおよびカラー
マネジメントの設定を表示

解像度

目標範囲

透明グリッド

3Dビュー

ビューのレイアウトを
選択

ピクセル縦横比補正

高速プレビュー

タイムライン

コンポジションフローチャート

露出をリセット

露出調整
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タイトル／アクションセーフ範囲を
表示
［コンポジション］パネルの［グ
リッドとガイドのオプション
を選択］ボタン をクリックし
て［タイトル／アクションセー
フ］を選択すると（❶）、タイト
ルセーフ、アクションセーフの
基準線を表示することができ
ます（❷）。テレビモニタは特性
上、画面の周囲数パーセントが
表示されないため、確実に画
面表示できる範囲をセーフの
基準線で表示します。タイトル
セーフは、文字などを表示する
際の安全表示範囲、アクション
セーフは、役者の演技や映像の
動きが、きちんと表示される範
囲を示します。

1

グリッドを表示する
［コンポジション］パネルの［グ
リッドとガイドのオプションを
選択］ボタン をクリックして
［プロポーショナルグリッド］を
選択すると（❸）、コンポジショ
ンにグリッドを表示することが
できます。さらに、［グリッド］
［ガイド］［定規］を選択するこ
とで、グリッド表示の形態をカ
スタマイズすることができます。

2

y表示の変更

❶ ここをクリックして［タイトル／
アクションセーフ］を選択すると、

❷ タイトルセーフとアクションセーフの
基準線が表示されます。

❸ グリッドとガイドが表示ができます。
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［タイムライン］パネルは、［コンポジション］パネルを作成すると自動的に表示されます。［タイムライン］パネ
ルでは、コンポジションごとにタブが作成され、編集するコンポジションごとに表示を切り替えることができま
す。また、編集する内容に応じて表示を切り替えて使用します。

y［タイムライン］パネルの機能

タイムラインパネルを理解する
［タイムライン］パネルは、フッテージをレイヤーとして配置して、時間の経過にともな
う再生する場所やスケールの変化の設定、レイヤーが再生されるタイミングなどを設
定します。

Introduction Introduction 09 yタイムラインパネル

現在の時間

検索フィールド

コンポジションタブ

オーディオ ロック

ビデオ ソロ

スイッチ/
モード切替

スイッチ/モード切替

レイヤーアウトライン フレーム単位へズームイン、
コンポジション全体へズームアウト

レイヤー
デュレーションバー

表示エリア ワークエリア

コンポジションボタン

コンポジションタイムマーカー現在の時間インジケーター

コンポジションミニワーク
フローチャート

ドラフト3D

タイムラインウィンドウですべての
シャイレイヤーを隠す

フレームブレンドが設定されたすべての
レイヤーにフレームブレンドを適用

モーションブラーが設定されたすべての
レイヤーにモーションブラーを適用

Brainstorm

自動キーフレーム

グラフエディター
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タイムラインのパネルを表示
タイムライン］パネルの［スイッ
チ］パネル、［モード］パネルの
［イン/アウト/デュレーション］
パネルを作業の内容に応じて
ボタンで表示を切り替えて使
用することができます。［タイ
ムライン］パネル左下にあるボ
タンをクリックして表示を切り
替えていきます［スイッチ/モー
ド切替］をクリックすると切り
替わります（❶）。

1

［スイッチ］パネルで操作
［スイッチ］パネルは、レイヤー
の画質を設定したり、モーショ
ンブラーの設定など、レイヤー
の画像状態を設定を行うとき
に使用します（❷）。作業内容に
合わせて、画質を切り替えて効
率よく作業を進めることがで
きます。

2

［モード］パネルで操作
［モード］パネルは、レイヤーの
合成モードを設定したり、ほか
のレイヤーをマスクとして使
用する際の設定を行うときに
使用します（❸）。

3

y［スイッチ］パネルと［モード］パネルの機能

❶ ここをクリックして切り替えます。

❷ レイヤーやモーションブラーの設定は
［スイッチ］パネルで行います。

❸ レイヤーの合成モードやマスクの設定は、
［モード］パネルで行います。

シャイ 画質

フレームブレンド

モーションブラー

コラップストランスフォーム／
連続ラスタライズ

エフェクト

調整レイヤー

3Dレイヤー

下の透明度の維持

描画モード トラックマット
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［ツール］パネルのツールを確認
［ツール］パネルは、［コンポジション］パネルに配置されたフッテージの操作のためのツールや、テキストを作
成するツールなどが用意されています。

1

隠れているツールを選択
［ペンツール］など、右下に小さ
な三角印 が付いたアイコン
をプレスすると（❶）、隠れてい
るツールを選択することがで
きます（❷）。

2

y［ツール］パネルの機能

その他のパネルを理解する
ここでは、［ツール］パネルなど、パネルとして用意されているその他の機能について
解説します。

Introduction Introduction 10 yその他のパネル

選択ツール ズームツール 統合カメラツール ペンツール ブラシツール 消しゴムツール

手のひらツール 回転ツール

アンカーポイントツール

長方形ツール

横書き文字ツール

コピースタンプツール

ロトブラシツール パペットピンツール

❶ ツールをプレスすると、

❷ 隠れているツールを選択できます。
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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）

2017
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