
 

 

Media Composer v2022.10の新機能 

以下の機能が追加されました。 

新機能 

 Avid NEXIS | EDGE 環境でのプロキシを使った作業 

 Media Cache ダイアログのアップデート 

 複数の Open I/O プラグイン環境での同時 I/O サポート 

 新しいリリンクメニューと Linked Media ダイアログ 

 新しいシーケンステンプレートとユーザー設定 

 新規プロジェクトの ”Choose For Me” オプション 

 ウインドウやタブのフォーカスを切り替えるショートカット 

 ビンメタデータ・ツールチップ 

 Titler+で FreeType フォントサポート 

 オーディオミキサーで 2 つ以上のギャンググループのサポート 

 

Avid NEXIS | EDGE 環境でのプロキシを使った作業 

Media Composer | Enterprise で、（NEXIS | EDGE を使用していない環境でも）プロキシで

の作業と既存のマスタークリップへの切り替えが簡単にできるようになりました。特にリ

モートでの作業時に便利です。パフォーマンス上の必要に応じて、ハイレゾとプロキシは

クリック一つで切り替えることができます。 

プロキシは Web ブラウザーや Media Composerから作成できます。Media Composer がスタ

ンドアロンの状態であっても、プロキシの作成や再生が可能です。リモート・プロキシ・

ワークフローの詳細については、リモート・プロキシ・ワークフローの項をご参照くださ

い。スタンドアロン環境でのプロキシメディアの作成と再生の詳細については、スタンド

アロン環境でのプロキシメディアの作成と再生の項をご参照ください。 

リモート・プロキシ・ワークフロー 

遠隔地の NEXIS サーバーのメディアにリモートアクセスするときは、オンプレミスの

Media Composerか Distributed Processing によってプロキシが作成されている必要がありま

す。この手順には、いくつかの異なる製品が必要です。リモート・プロキシ・ワークフロ

ーをお使いになるときは、以下の環境をご確認ください。 



製品 バージョン インストール先 参照 

Avid NEXIS | 

EDGE 

v2022.10 オンプレミス Avid NEXIS | EDGE 

Installation Guide 

 

Avid NEXIS Client v22.5 以上 オンプレミスとリモート

の各システム 

Avid NEXIS Client 

Manager Installation and 

User’s Guide 

 

Media Composer 

Media Composer | 

Enterprise 

ライセンスが必要 

 

v2022.10 リモートシステム Media Composer  

Install Guide 

Distributed 

Processing 

v2022.10 DP の管理コンポーネント

は Avid NEXIS | EDGE に 

インストールされます。

「Worker」として使用す

るマシンには個別に DP

マシンのインストールが

必要です。 

 

Media Composer 

Distributed Processing 

Admin Guide 

VPN ソフトウェア

（Avid からは提供

されません） 

 リモートシステム  

 

Avid NEXIS | EDGE のネットワークパフォーマンスの改善 

Avid NEXIS | EDGE のパフォーマンスは、様々な要因によって影響を受ける可能性があり

ます。特にネットワーク環境の帯域幅とレイテンシーは、最適な編集パフォーマンスの確

保のための主要な要素です。レイテンシーが増加し帯域幅が減少した場合、ローカルマシ

ンにメディアがキャッシュされていない状態では、NEXIS サーバーからのデータ転送には

より多くの時間が必要になることになります。最適な編集環境の実現のためには、レイテ

ンシーは 50ms 以下、帯域幅は 3MB/s以上を推奨します。この両者は Avid NEXIS Client 

Managerから計測できます。レイテンシーが増加するとプロジェクトやビンを開くときや

再生時、メディアのコピー時に、より多くの時間がかかることになります。 

リモートシステムの最適なパフォーマンスのためには、以下のガイドラインを参考にして

ください。 

 有線で接続できる場合は、Wi-Fi ではなく有線での接続を使用する 

 Avid が推奨する VPN ソフトウェアを使用する 

 編集中に大きなファイルをダウンロード/アップロードしない 

 作業中に自動アップデートが動作しないように設定する 

 Dropbox や Google Drive、One Drive のようなクラウド app の同期を Off または最小限

にする 

 Netflix や Zoom のようなストリーミング app の同時使用を避ける 

レイテンシーが 50ms を超えるような環境では、メディアのコピーを検討してください。 

 

リモートシステムから Avid NEXIS | EDGE への接続 

https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/AvidNEXIS/AvidNEXIS_ClientGuide_v2021.8.0.pdf
https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/AvidNEXIS/AvidNEXIS_ClientGuide_v2021.8.0.pdf
https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/AvidNEXIS/AvidNEXIS_ClientGuide_v2021.8.0.pdf
https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/Install_Guide_Editor_v2020.x.pdf
https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/Install_Guide_Editor_v2020.x.pdf
https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/MCDP_2021_6_0_Admin_Guide.pdf
https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/MCDP_2021_6_0_Admin_Guide.pdf
https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/MCDP_2021_6_0_Admin_Guide.pdf


NEXIS | EDGE プロキシワークフローのコンポーネントが用意され、ネットワーク環境が

整ったら、リモートシステムから Avid NEXIS | EDGE に接続します。 

接続するには： 

1. VPN に接続します。 

2. Avid NEXIS Client Manager を開きます。 

3. ワークスペースをマウントします。 

4. 全般設定ボタンをクリックします。 

 

5. 「クライアントの種類」プルダウンメニューから「リモート Avid NEXIS」 を選択し

ます。 

 

6. Media Composer | Enterprise を起動します。 

7. 「プロジェクトを選択」ウインドウに Avid NEXIS | EDGE サーバーの情報（NEXIS

システム名または IP アドレス）とログイン名、パスワードを入力し、「Remote Avid 

NEXIS」にチェックを入れます。 

 



- 「NEXIS | EDGE」が緑で表示されている場合は、接続が成功しています。 

- 「NEXIS | EDGE」が黄色で表示されている場合は、接続を試行しています。 

- 「NEXIS | EDGE」がオレンジで表示されている場合は、接続には成功していま

すが Media Composer | Enterprise のライセンス数が上限に達しています。 

- 「NEXIS | EDGE」が赤で表示されている場合は、接続に失敗しています。 

8. プロジェクトを選択します。 

NEXIS サーバー内の共有プロジェクトにアクセスできます。 

9. 「開く」をクリックします。 

インデクシングの問題を避けるため、プロジェクトが Avid NEXIS内にある場合でも、

「Remote Avid NEXIS」が有効な状態で作成したプロジェクトの検索データディレクトリが

ローカルに設定されていることを確認してください。既存のプロジェクトを開いた場合

も、検索データディレクトリがローカルに設定されていることを確認してください。Media 

Composerでプロジェクトを開いたら、Ctrl+F（Windows）または Cmd+F（Mac）で検索ウイ

ンドウを開き、ウインドウの左下にある設定アイコン（歯車のアイコン）をクリックしま

す。ディレクトリがローカルになっていることを確認してください。 

プロキシメディアの作成 

Media Composer | Enterprise では、ビン内の一つまたはそれ以上のアセットに対してプロキ

シメディアを作成することができます。プロキシの作成は Media Composerから、または

Web ブラウザーからでも実行できます。  

プルダウンの工程で作成された、サンプルレート 48048Hz（48.048kHz）のオーディオはサ

ポートされていません。プロキシ作成の工程においては、すべてのオーディオはオンライ

ンである必要があります。損傷したプロキシファイルが作成され、削除できなくなる場合

があります。 

Media Composer でプロキシファイルを作成するには： 

1. ビン内でマスタークリップまたはサブクリップ、グループクリップ、シーケンスを選

択します。 

2. 以下のどれかを実行して [Create Proxies] ウインドウを開きます。 

 アセットを右クリック > [Create Proxies] を選択。 

 ビンファストメニューから [Create Proxies] を選択。 

Create Proxies ウインドウが開きます。 

3. テンポラリーファイルと生成ファイルを作成するローカルドライブまたは Avid 

NEXIS ワークスペースを選択します。 

4. （オプション）Distributed Processing オプションを選択し、[OK] をクリックします。 

Distributed Processing Job Status app で進行状況を確認できます。 

Distributed Processingオプションは、Avid NEXISワークスペースを選択したときにの

み使用できます。 

5. [OK] をクリックします。 

オレンジのアイコンのついたプロキシメディアがビンに作成されます。 



Web ブラウザーでプロキシファイルを作成するには： 

1. Web ブラウザーから Avid NEXIS | EDGE サーバーに接続します。 

2. プロキシメディアを作成したいアセットのある場所へ移動します。 

3. アセットまたはビン、プロジェクトを右クリックし、[Create Proxies] を選択します。 

プロキシ作成を確認するウインドウが開きます。 

ワークスペース単位でプロキシを作成する機能はまだ搭載されていません。プロジェクト

単位での作成は可能です。 

大量のメディアからプロキシを作成するときは、オフピーク時の作成をお勧めします。 

 

4. [Create] ボタンをクリックしてプロキシを作成するか、[Cancel] ボタンをクリックし

て作成を中止します。 

[Create] をクリックすると、プロキシを作成するクリップの数を表示します。既にプ

ロキシが作成されている場合は、作成をスキップします－重複するプロキシは作成し

ません。 

5. [Close] をクリックしてウインドウを閉じます。 

6. （オプション）作業の進行状況は、Distributed Processing ステータスウインドウで確

認できます。 

プロジェクトレベルでプロキシを作成した場合、Distributed Processing は Media 

Composer のビン 1 つにつき 1 つのジョブを作成します。ビンの数にもよりますが、

この結果、大量のジョブが作成される場合があります。これらのジョブをキャンセル

するには、ビンの中の各クリップのジョブを一つずつキャンセルしてください。 

ビンのプロキシメディアでの作業 

ビンでは、プロキシメディアはオレンジ色のアイコンで表示されます。これにより、どの

クリップにプロキシメディアが存在するのかを判別することができます。プロキシメディ

アが削除された場合、アイコンはオレンジ色ではなくなります。 

 



ビンには、Proxy Offline ステータス、Proxy Video フォーマット、Proxy Audio フォーマッ

ト、Proxy Path といった、プロキシに関するカラムが追加されています。 

 Proxy Offline カラムには、ビデオ/オーディオのプロキシ Offline の状態が表示されま

す。通常の Offline カラムと似た働きです。 

 Proxy Video には、利用可能なプロキシのフォーマットが表示されます。このカラム

は、タイムラインのビデオクオリティメニューの設定によりアップデートされます。

タイムラインのビデオクオリティメニューがフルクオリティ（8-bit）のときは、プロ

キシは H.264 として表示されます。ドラフトまたはベストパフォーマンスのときは、

DNxHD LB と表示されます。 

 Proxy Audio には AAC と表示されます。 

 Proxy Path にはプロキシメディアの場所が表示されます。 

v2022.10ではビンロックステータスの自動更新の機能は搭載されていません。デフォルト

では、ロックされたビンはアイコンが赤くなります。ビンコンテナ・サイドバーで右クリ

ックまたはファストメニューから [更新] を選択して、手動でリフレッシュするまではア

ップデートされません。また、ビンの強制自動保存のタイミングにも更新されます。頻繁

に手動更新することができない場合は、ビン設定から [強制保存間隔] で自動保存の間隔

を調整してください。 

プロキシメディアの再生 

プロキシメディアが作成されたら、それを再生することができます。最初の再生時にはメ

ディアをキャッシュするので、実際の再生が始まるまで多少の遅延が発生します。2 回目

以降の再生時には、この遅延は発生しません。 

プロキシメディアを再生するには： 

1. [再生] ボタンを右クリックし、[Proxy Preferred] を選択します。 

再生ボタンがオレンジ色に変わり、現在プロキシモードであることを示します。 

 

- [High-Resolution Only] が選択されているときは、ローカルメディアが再生されま

す。 

- [Proxy Preferred] が選択されているときは、プロキシメディアが再生されます。

もしプロキシが作成されておらず、ローカルにハイレゾファイルがある場合は、

ハイレゾファイルが再生されます。 

- [High-Resolution Preferred] が選択されているときは、ローカルのハイレゾファイ



ルが再生されます。ハイレゾファイルが存在せず、プロキシファイルが使用でき

るときは、プロキシが再生されます。 

2. メディアを再生します。 

3. 必要に応じてタイムラインのビデオクオリティ（フルクオリティまたはドラフト）を

設定します。 

プロキシメディアを使ったシーケンスでの作業 

プロキシメディアを使ってリモートで作業しているとき、複雑なシーケンスでの作業時は

帯域幅とレイテンシーがパフォーマンスに大きな影響を与えます。通常は、リモート

NEXIS サーバーからの再生時は、タイムラインのビデオクオリティメニューは「フルクオ

リティ」にしておくことをお勧めします。この状態で、プロキシはネットワークに最適化

された状態で配信されます。しかし、レイヤー数の増加やクリップ数の増加によりパフォ

ーマンスの低下が感じられた場合は、ビデオクオリティメニューをドラフトまたはベスト

パフォーマンスに設定してください。これにより、表示上の画質は低下しますが、パフォ

ーマンスが改善することがあります。 

Copy Media 

Copy Media を使って、複数のワークスペースに散らばっているメディアを特定の一つの

ドライブに集めることができます。これにより、システム間でプロジェクトを移動すると

きの作業が簡単になります。ビンの中でアイテムを選択することもできますし、ビンコン

テナ・サイドバーでビンやフォルダを選択することもできます。フォルダを選択すること

は、フォルダ内のすべてのビンを選択することと同じ意味です。 

Copy Mediaを使用するには、Media Composer | Enterprise ライセンスがあり、Avid 

NEXIS | EDGE に接続されている必要があります。 

Copy Mediaはインポートされたメディアをコピーします。リンクメディアはコピーしませ

ん。 

 

メディアをコピーするには： 

1. ビン内のコピーしたいアセットを選択するか、ビンコンテナ・サイドバーでビンを選

択します。 

シーケンスを選択した場合は、オリジナルのマスタークリップのすべてがコピーされま

す。 

閉じているビンを選択した場合、コピープロセスに伴いビンが開きます。 

 

2. 右クリックして [Copy Media] を選択します。 

Copy Media ダイアログが開きます。 



 

Copy Mediaウインドウが開くと、チェックボックスの内容に従って容量の計算が始まりま

す。チェックボックスを On/Offすることで、容量は再計算されます。 

利用可能な容量が表示され、コピー可能かどうかを示します。コピーに必要な容量が

確保できないときは、コピーを実行することはできません。 

3. ビン、Managed Media、Proxy Media、Renders の中から、コピーしたいアイテムを選

択します。 

4. コピー先となるドライブまたはフォルダを選択します。 



 

5. [フォルダ] を選択した場合は、[設定] ボタンでコピー先となるフォルダを指定してく

ださい。 

6. [ビン] を選択すると、[Copy Bins to] オプションが使用できるようになります。[設定] 

ボタンをクリックして、ビンの保存先を指定してください。メディアのコピー先とし

て [フォルダ] を選択した場合は、ビンを同じフォルダ内にコピーすることができま

す。 

7. [OK] をクリックします。指定した場所にアイテムがコピーされます。 

- Avid MediaFiles が既に存在しているフォルダのルートディレクトリを指定した場

合、Managed メディアとプロキシメディアは既存の MXF フォルダ内に保存され

ます。Managed Media は MXF フォルダ内の新しいフォルダに保存され、新しい

番号がつけられます。 

- 指定した場所に Avid MediaFiles が存在しない場合は Avid MediaFiles フォルダが

作成され、MXF フォルダ内の「1」フォルダに保存されます。プロキシメディア

は「Proxy」フォルダに保存されます。Proxy フォルダが存在しない場合は Proxy

フォルダが作成され、メディアは「1」フォルダに保存されます。 

- 特定のフォルダを指定してコピーしたときは、[Avid Copied Media] フォルダが作

成されます。 

- ビンをコピーしたときは、[Avid Copied Bin] フォルダが作成されます。 

マルチカメラのグループクリップ、またはそれを含んだシーケンスに対して Copy Mediaを

実行した場合、グループ化されたすべてのメディアがコピーされます。使用しているクリ

ップだけをコピーしたいときは、マルチカメラシーケンスを一本化してください。 

スタンドアロン環境でのプロキシの作成と再生 

プロキシメディアでの作業は、リモートユーザーである必要はありません。スタンドアロ

ンの Media Composer | Enterprise でも、プロキシメディアを作成し再生することができま

す。 



Media Composer でプロキシメディアを作成するには： 

1. ビン内でマスタークリップまたはサブクリップ、グループクリップ、シーケンスを選

択します。 

2. 以下のどれかを実行して [Create Proxies] ウインドウを開きます。 

 アセットを右クリック > [Create Proxies] を選択。 

 ビンファストメニューから [Create Proxies] を選択。 

Create Proxies ウインドウが開きます。 

3. ローカルドライブか（オンプレミスで Avid NEXIS サーバーに接続されている場合

は）Avid NEXIS ワークスペースを選択します。 

4. [OK] をクリックします。 

オレンジのアイコンのついたプロキシメディアがビンに作成されます。 

プロキシメディアを再生するには： 

1. [再生] ボタンを右クリックし、[Proxy Preferred] を選択します。 

 

- [High-Resolution Only] が選択されているときは、ローカルメディアが再生されま

す。 

- [Proxy Preferred] が選択されているときは、プロキシメディアが再生されます。

もしプロキシが作成されておらず、ローカルにハイレゾファイルがある場合は、

ハイレゾファイルが再生されます。 

- [High-Resolution Preferred] が選択されているときは、ローカルのハイレゾファイ

ルが再生されます。ハイレゾファイルが存在せず、プロキシファイルが使用でき

るときは、プロキシが再生されます。 

再生ボタンがオレンジ色に変わり、現在プロキシモードであることを示します。 

2. メディアを再生します。 

 

Media Cacheダイアログのアップデート 

Media Cache 設定（ [ファイル] メニュー > [設定] > [Site] タブ > Media Cache）の [ファイル

キャッシュ] タブに新しいオプションが追加されました。Avid NEXIS | EDGE におけるリ

モートワークフロー時に便利です。[Enable Disk Cache（ディスクキャッシュを有効にす



る）]、[Maximum Disk Cache Usage（最大使用量）] といった設定の他に、既に生成されて

いるキャッシュを削除する [Flush Disk] ボタンもあります。 

これらのオプションは、Avid NEXIS | EDGE 使用時にのみ関係する機能です。 

 

Avid NEXIS | EDGE 使用時は [Enable Disk Cache] を Onにしてください。 

 

File Disk Cache（プロキシメディアのみ）は Avid NEXIS サーバーから再生されたメディア

のフレームを保存します。これにより、一度再生したプロキシをもう一度ネットワーク越

しに取得する時間を削減し、再生や編集のパフォーマンスを向上させます。File Disk 

Cache の場所は Media Cache ダイアログで設定でき、デフォルトでは以下の場所になって

います。 

 (macOS) /Users/Shared/AvidCache 

 (Windows) C:\Users\Public\Documents\Avid Media Composer\AvidMediaFilesLocalCache 

ネットワーク環境の変動に役立つもう 1 つのキャッシュは Bin Cache です。 プロジ

ェクト ファイルと bin ファイルはリモート クライアント用にローカルに保存され、

（時間の経過とともに） 追加される可能性があります。 Bin Cache はファイルを無

期限に保存しますが、ユーザーはファイルを削除してスペースを空けることができ

ます。この場合、次にプロジェクトと bin を開いたときに再キャッシュされます。 

共有プロジェクト全体の完全なコピーではなく、リモート クライアントで開かれた

ビンのみが保存されます。 Bin Cache は以下の場所に保存されます。 

 (macOS) /Users/Shared/AvidMediaComposer/Avid Remote 

 (Windows) C:\Users\Public\Documents\Avid Media Composer\Avid Remote 

 

複数の Open I/Oプラグイン環境での同時 I/Oサポート 

複数の Open I/O プラグインを同時に使うことができるようになりました。システムに一



つ以上の I/O ハードウェアが接続されている場合は、それらを同時に使用できます。この

機能はタイムラインウインドウの HW/SW ボタン（「トグルハードウェア」ボタン）から

使用できます。 

HW/SWボタンのメニューは、複数選択できるように変更されました。 

 

HW/SW ボタンを右クリックまたは Ctrl+クリックすることで、使用できるハードウェアや

プラグインを個別に選択できます。編集中にアイテムを選択することで、必要なデバイス

を有効にできます。左クリックすると選択したデバイスやプラグインをまとめてアクティ

ブ/ディアクティブできます。 

（NDIや SRT等の）ストリーミングプラグインは、前回終了時に Onにしていても、次回

起動時には Offになります。 

各デバイスやストリーミングプラグインの個別の設定は、[Configure] を選択して Avid I/O 

Managerを開くことで設定できます。外部デバイス等で設定用に専用のインターフェース

を持っている場合は、Configure を選択することでそのソフトウェアを起動します。 

複数の Open I/Oやストリーミングプラグインを選択した場合、それぞれのデバイス間で

同期がズレることがあります。これは各プラグインの特性の違いによるものであり、デバ

イス間での同期は保たれない場合があります。 

この機能追加に伴い、HW/SW ボタンはデザインを変更しました。SW を選択、HW を選

択、両方選択、SW 稼働中（点滅）、HW 稼働中、両方稼働中（SW が点滅）といったス

テータスの内容に伴い、アイコンが変わります。 

 

 

既知の制限 

 デジタルカットツールやキャプチャーツールを起動すると、ハードウェアインターフ

ェースだけが有効になります。2 つ以上のインターフェースがアクティブなときは、

どのインターフェースを使用するかを尋ねられ、選ばなかったインターフェースは自

動的に選択が外されます。 

 現在のところ、同じベンダーのインターフェースを 2 つ以上接続することはできませ

ん。例えば AJA と BMD のデバイスを同時に接続することはできますが、2 つの AJA



デバイスや 2 つの BMD デバイスを同時に接続することはできません。 

 「ブロードキャスト時にローカルオーディオを再生」オプションは、フィジカルハー

ドウェアが有効なときには使用できません。ストリーミングプラグインのみが使用さ

れているときに使用可能です。 

 外部デバイスとホストオーディオを同時に使用することはできません。 

 現在のところ、キャプチャーとストリーミングを同時に行うことはできません。 

 

新しいリリンクメニューと Linked Mediaダイアログ 

これまでのリリンクメニューを一新しました。リリンクワークフローはよりシンプルにな

り、パフォーマンスも改善しました。クリップやシーケンスのメディアファイルとのリン

クが失われたとき、リリンクは非常に重要な機能です。例えばコンソリデートしたときや

システム間でメディアを移動したときなど、ファイルのオリジナルパスが変更されたとき

に、リリンクが必要になることがあります。 

「Relink」メニューには、以下の 2 つを追加しました。 

 Managed Media：これまでのリリンクダイアログを開きます。 

 リンクされたメディア：新しいダイアログを開きます。 

新しいリリンクメニューは、メディアの選択の有無にかかわらず開くことができます。ビ

ンコンテナ・サイドバーで複数のビンが選択されている状態からでも開くことができま

す。選択したビンやクリップで右クリック > [Relink] > [リンクされたメディア] を選択し

てください。 

 

[リンクされたメディア] ダイアログでは、リンクしていないクリップは赤く表示され、選

択すると白くハイライトされます。リリンクしたいクリップを選択するか、何も選択せず

に直接 [Locate Media] をクリックします。 



 

左上のドロップダウンメニューから、表示するメディアの種類を選択します。[Offline 

Only] または [All Media] を選択することで、ビンで選択したクリップのメタデータを表示

します。右上の検索コラムでクリップを検索することもできます。 

 

リリンクの準備ができたら、[Locate Media] ボタンをクリックし、メディアが存在するフ

ォルダまで移動して [Open] をクリックします。Media Composer が指定されたフォルダの

中を検索し、リンクを修復します。 

 

 

新しいシーケンステンプレートとユーザー設定 

新しいシーケンスの作成時に、シーケンステンプレートを使ってトラックのタイプや数、

トラック名、開始 TC 等を設定できます。以前のバージョンに比べ、シーケンス作成のプ

ロセスも高速化されます。ユーザー設定に新しく [Sequence Template] 設定が追加され、新

規シークエンス作成時にテンプレートを選択するサブメニュー（ [タイムライン] メニュー 

> [新規] > [シークエンス] ）も追加されました。 

これまでの Timeline 設定のメニューは削除されました。 



 

 

 



タイムラインで右クリックし、[Create Sequence Template] を選択すると、現在開かれてい

るシーケンスを元にテンプレートを作成し、テンプレートに名前をつけるための [Create 

new setting] ダイアログが開きます。 

 

 

新規プロジェクトの ”Choose For Me” オプション 

[新規プロジェクト] の [プロジェクトを選択] から [Choose for Me] オプションを選択する

ことで、もっと簡単にプロジェクトを開始することができます。 

 



このチェックボックスが選択されていると、作成されるプロジェクトはデフォルトのラス

ターやエディットレートが設定されません。タイムラインに最初のクリップを載せたと

き、Media Composer は自動的に [プロジェクトのプロパティ] ウインドウを開き、そのク

リップの属性に合うようなプロジェクト設定を自動的に選択します。ここで [プリセット] 

を変更することで設定を変更することもできます。 

 

プロジェクトが作成されると、デフォルトで 2 つのビンが作成されます。緑のビン（「ソ

ースサイド」の意味）は素材クリップ用、青のビン（「レコードサイド」の意味）はシー

ケンス用です。 

 

また、プロジェクト作成時に [Choose for Me] オプションを選択した場合、ビンやタイムラ

インに何もアイテムがないときは「パッシブヒント」が表示され、次に何をすべきかを示

します。ビンウインドウには「Drag from Source Browser to add clips to Project（ソースブラ

ウザーからここにドラッグしてクリップを追加）」、タイムラインには「クリップをここ

にドラッグして編集を開始」と表示されます。 



 

 

 

ウインドウやタブのフォーカスを切り替えるショートカット 

Media Composerのインターフェース内のウインドウやタブ（複数のビンタブ間等）の選択

を切り替えるショートカットが追加されました。タブ化されていてもフローティングで

も、開いているすべてのウインドウ間をショートカットで移動しながら選択を切り替える

ことができます。サイクリングの方向は、追加のキーストロークで変更できます (デフォ

ルトでは、「フォーカス」は左から右に移動するか、ウィンドウ レイアウトのジオメト

リに基づいて移動します)。 

 Ctrl + ↑または↓キー（Windows） / Cmd +  ↑または↓キー（Mac）：ウインドウ間

の切り替え 

 Ctrl + Tab（Windows） / Cmd + Tab（Mac）：タブ間の切り替え 

 

ビンメタデータ・ツールチップ 

作業中にビューを変更することなく、必要な情報を知ることができます。ビンがフレーム

ビューのとき、サムネイルの上でマウスをホバリングすると、基本的なメタデータを表示

するツールチップが表示されます。表示されるメタデータはデュレーション、フォーマッ

ト、作成日です。 



 

 

Titler+で FreeTypeフォントサポート 

Titler+で FreeType フォントをサポートしました。OpenType フォント等のポピュラーなフ

ォーマットに加えて、より多くのフォントのバリエーションを使うことができます。 

 

オーディオミキサーで 2つ以上のギャンググループのサポート 

オーディオミキサーのギャング機能は、複数のオーディオクリップのレベルやパンを同期

させることができます。最高 10 個までのギャンググループを作成することができます。 

オーディオミキサーでギャングアイコンを右クリックして、ギャングメニューを開きま

す。 

A~J までのグループの中から 1 つを選択します。 

 

ギャングアイコンの色とともに、マウスをホバリングするとツールチョップでグループを

表示します。 



 

オーディオミキサーサイドバーのグルーピングツールで複数のギャングを適用できます。

グループを右クリック > [ギャング] で、ギャンググループを選択してください。 
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