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はじめに
本書を書き上げるにあたり、私と DaVinci Resolve と

の関係性と、そもそも DaVinci Resolve とはどのような

存在なのかについて、客観的に振り返ってみた。ソフト

ウエアはユーザーによって見違えるような活躍を果た

す。ユーザーは先進的なソフトウエアやツールによって、

自分が持っているパフォーマンス以上の結果を得ること

がある。DaVinci Resolve は近年稀に見る、非常に多機

能で進化が衰えないソフトウエアである。

私が接してきた DaVinci Resolve との関係と、どのよ

うにこのソフトウエアに対して考えているかを、はじめ

に述べておきたい。

DaVinciResolve との出会い
私 が DaVinci と は じ め て 出 会 っ た の は、 お そ ら く

1993 年から 94 年くらいだったろうか。都内にあるポス

トプロの回収工事で見た、テレシネルールムに設置して

あった「それ」は、見るからに無骨で電子基板が露出し

ている物体だった。その頃の DaVinci は完全なハードウ

エアで、映像信号を受け取ってリアルタイムにカラーコ

レクションするためのシステムだった。

聞くところによれば、そのテレシネルームは総額で 1

億円近い設備費をかけていたそうだ。ムービートーンと

呼ばれていた国産のフィルム映写機とのセットで、CM

やミュージックビデオのために撮影されたオリジナルネ

ガから映像信号に変換しつつ、その際に色調整を加える

のがその部屋の仕事だった。それ以降は直接の DaVinci

との関わり合いはなく、第三者的なポジションから無関

係に眺めていただけだった。

時 間 は 経 過 し て 2010 年、 そ の 頃 RED DIGITAL 

CINEMA 社のカメラに関係する仕事をしていた。前年く

らいに DaVinci の開発元が Blackmagicdesign 社に買収

されていて、あの DaVinci がそんなことになっていたの

だと、過去のハイエンドシステムだった頃を思い返して

感慨にふけっていた。その DaVinci が新たにシステムで

はなく、誰でも気軽に入手できるソフトウエアとして改

めてデビューすると言うではないか。それを聞いた瞬間

に、その価格も手伝って即買いに走り、カラーコレクショ

ンやテレシネの世界のことも深く理解しないままにそこ

に進んでいった。

何が私の背中を押したのかは明確に表現できないが、

あの生まれ変わった DaVinci Resolve を見たときに、何

かが変わるきっかけになると確信していた。それは RED

のカメラをじっくりと見たときの印象に共通するもの

があった。実は RED の場合にはのめり込むまでには少

し時間がかかったことは正直に告白しておく。DaVinci 

Resolve の場合にはその時間差は全くなく、瞬時に体が

前に動いていたのが正直なところだ。

DaVinciResolve とは何なのか？
再デビューした 2010 年以降の DaVinci Resolve は、カ

ラーコレクションが誰でも手軽に活用できるカジュアル

なカラーツールだったと言える。システムだった頃の

巨額な費用がかかる重厚長大な DaVinci のイメージが強

かったため、当初は「私はカラーリストではないから

DaVinci Resolve には無関係です」という敬遠する言葉

を何度も耳にしていた。参入障壁が低いことと、色調整

に関して他人事ではいられない映像制作の事情が手伝っ

て、徐々に身近にあるソフトウエアの一つになっていっ

た。

他人事ではいられなかった背景には、RAW や Log の

カメラが台頭してきたことがある。動画の RAW カメラ

は実質的に RED が普及モデルとしては初めてだと言え

るが、それに加えて ARRI を筆頭に Log で収録できるカ

メラも広がっていった。それ以前にデジタル一眼カメラ

で動画を撮影してしまうという少し乱暴なアプローチも

あって、動画カメラの低価格化には拍車がかかろうとし

ていた。

大手メーカーほどそこへの対応には時間を要したが、

今となっては大判センサーやビデオルック以外での撮影

手法は、確固たるひとつの分野となった。必要になった

のは、撮影後にポストプロダクションで正確で緻密な色

調整だった。システムとしての重厚なモンスターマシー

ンではなく、安価に誰でも気軽に活用できるソフトウエ

アだったのだ。

DaVinci Resolve はこのように RAW や Log のカメラと

共に映像制作で活用されはじめて、なくてはならないソ

フトウエアの一つとなっていった。有償バージョンに加

えて制限の実質ないと言える無償バージョンも初期から

並行して使えたのが大きかった。この点は開発元の英断

を高く評価せねばならない。無償版がなかったとしたら、

ここまで DaVinci Resolve が広くユーザーに行き渡って

高い評価を得られたかどうかは疑わしい。

カラーコレクションの DaVinci Resolve は、業界に確

実に定着した状況だろう。2017 年には、そこに向けて

次の一歩がはじまった。Edit ページは DaVinci Resolve

に従来からあった機能だ。ただ、そもそも他の NLE で

編集したタイムラインを Resolve に再現するためのコ

ンフォームが目的の Edit ページだったため、編集を

Resolve でゼロからはじめるという使い方はだれも想像

していなかった。機能は十分ながらパフォーマンスには

難があって、操作におけるレスポンスに大きな課題を私
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個人としては感じていて、それの解決なしでは真の NLE

の位置付けには届かないと考えていた。そんな中、バー

ジョン 13 を欠番として、メジャーバージョンアップさ

れた。バージョン 14 では Edit と Sound に大きな注力

が加わって、単なるカラコレツールから総合的なワーク

フローツールへ進化しようとしている。

本書の目的
DaVinci Resolve は今や、非常に多機能になり今後さ

らにその方向が強化されて、入門者には非常に敷居の高

いソフトウエアになる可能性が高い。それによって機能

に対しての理解度は開発者でない限り、隅々まで網羅で

きているかは難しい。それはおそらく毎日接しているプ

ロのカラーリストにしても例外ではないと私は感じてい

る。

しかし、そのように多機能になった DaVinci Resolve

だからと言って、ユーザが歩み寄ることをためらってし

まっては本末転倒ではないかと思う。そこで私なりに接

してきた経験から、理解を深めるためのコツやその機能

が装備されている背景にある事情などをからめて解説

し、こんな DaVinci Resolve との接し方もあるのかとの

ひとつの事例を提示してみようと考えた。

本書は単なる機能の解説のための読み物ではなく、カ

ラーグレーディングや充実しはじめたエディットやサウ

ンドと合わせて、DaVinci Resolve を制作で活用するた

めのヒントを示すことが目的にある。機能を解説するた

めに、そのバックボーンにある映像技術のこれまでの経

緯や仕組みも合わせて紹介することを意識した。あるひ

とつの道具に精通することで、次に進むにあたり自信と

基礎体力につながると考えている。そんな役に立てても

らえることが本書の目的である。
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DaVinci Resolve と は 2010 年 の Mac 版 バ ー ジ ョ ン 7

か ら 深 く 関 わ り、Blackmagicdesign 社 の シ ン ガ ポ ー

ルにて講習を受講した経験を持つ。日本での DaVinci 

Resolve の普及が見えてきたところで静かに Resolve の

近くから身を引いていたが、2017 年に登場したバージョ

ン 14 によりエディティング機能が本格的に使えること

を感じて、再び Resolve の元に戻った。2018 年現在では、

バージョン 14 の BMD 認定トレーナーを務めている。
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このチャプターでは、目的別にレッスンとい

う形で、すぐに役に立つ手順を紹介する。流

れの中で出てくるキーワードをさらに深く知

りたい場合には、DaVinci Resolve のページ毎

の解説で理解度を深めてほしい。とにかく具

体的な使い方が知りたい場合や、理論よりも

実技から習得を広めたいユーザーは、ここか

らじっくりと読み進めると良いだろう。そう

ではなく、まず機能をじっくりと把握したい

場合には、このチャプターは読み飛ばしても

構わない。

明日という別の日があるわ。

〜 風と共に去りぬ

Lesson
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最もシンプルな工程

【1】プロジェクトの新規作成
Project Manager からプロジェクトを新規作成し、操

作画面に進んで一番最初にやるべきことは、タイムライ

ンのフレームレートとドロップフレーム設定である。こ

れを誤ると後から変更できない。

Resolve で最も重要な設定項目なので、プロジェクト

を作成した直後には必ず念入りに確認すべきポイント。

さらに、クリップを取り込んだ後にも、念のため再度確

認することを推奨。

【2】メディアのインポート
Media ページの Media Storage から、Resolve で使用

するメディアを表示する。複数ファイルの場合は Shift/

Command キーを使用して選択し、それらを Media Pool

にドラッグする。設定したタイムラインフレームレート

と、素材のメタデータに不一致があるとアラートが表示

されるが事前の設定を優先するので「Don't change」を

選択する。

【3】クリップのオーディオ出力設定
インポートした Media Pool にあるクリップをすべ

て選択して、どれかを右クリックして Clip Attribute を

開 く。Audio タ ブ に 切 り 替 え て、Format を「Mono」、

Tracks を「1」、Source Channel を「Embedded Channel 1」

に設定する。これは素材のメディアファイルに含まれる

オーディオチャンネルを、編集のタイムラインへどのよ

うに送るかを指定している。この場合は、ファイル内の

チャンネル 1 を出力するために「Embedded Channel 1」

にしたが、収録状況に応じて変更しておく。

ソースのオーディオチャンネルがタイムライン上で思

い通りにアサインされない最大の原因が、ここの設定ミ

スであることが多い。編集後にも変更できるので、うま

くいかないときはここをチェックしてみる。

せっかく設定したフレームレートも、ここで誤った方

をクリックすると台無しになるので要注意。必ず「Don't 

change」を選択のこと。

【4】タイムラインの新規作成
Edit ページに切り替えて、File メニューから「New 

Timeline...」を実行する。

Timeline Name を 任 意、No. of Video / Audio Tracks

を そ れ ぞ れ「1」、Audio Track Type を「Mono」 で、

Empty Timeline のチェックは付けたままにして Create

をクリックする。これでビデオとオーディオが空の新し

いタイムラインが作成される。

開始タイムコードとタイムラインの名称は後からでも

変更できるので、この時点ではそのままでも良い。よ

く使うタイムライン設定は、タイムライン名称以外は

Preferences でデフォルトを指定できる。

【5】使用するカットを編集する
Edit ページ左側に Media Pool を表示して、Master Bin

の中にあるインポートしておいたクリップをタイムライ

ンに編集する。クリップをダブルクリックするとソース

ビューワにロードされ、何度か再生して使いはじめのポ
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イントに IN、使い終わりのポイントに OUT をマークす

る。ソースビューワの中のどこかをドラッグしてタイム

ラインビューワに移動させると、編集オーバーレイが右

側に表示される。その中の下から 2 番目の「Append at 

End」にドロップする。これを必要なカットで繰り返す。

【6】タイムラインの修正
必要なカットがすべてタイムラインに配置されたら、

再生ヘッドを先頭に移動させて最後まで映像を再生して

みる。各カットの長さが意図に反している場合には修正

できる。タイムライン上部にある Trim Edit Mode をク

リックしてボタンが赤くなっていることを確認して、目

的のカットの IN か OUT を左右にドラッグしてカットの

長さを変更する。これを必要なだけ繰り返してタイムラ

イン全体の調整を済ませる。

カ ッ ト の 順 番 を 入 れ 替 え た い 場 合 に は、Trim Edit 

Mode の左側にある Selection Mode を選択してから、

Command キーと Shift キーを押しながら移動させたい

カットを左右に移動するとカットの順番が変更できる。

【7】テロップの挿入
タイムラインのテロップを入れたいスタートポイント

に、再生ヘッドを移動させておく。Effects Library を表

示して Toolbox ＞ Title と進み、項目の中の Text をタイ

ムラインビューワにラッグし、「Place on Top」にドロッ

プする。

テロップが Video 2 トラックに配置されるので、長さ

を好みに調整するためにテロップの OUT 点を左右に移

動させる。Video 2 トラックのテロップをダブルクリッ

クして Inspector を表示させて、Rich Text から文字を修

正する。

必要に応じてその下にあるフォントや色などの装飾を

変更する。テロップの出入りをフェードにする場合はテ

ロップカットの前後の白いハンドルを調整して秒数を変

更する。
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テロップは内蔵ジェネレータ以外にも、Photoshop

で作成したビットマップもサポートしている。アルファ

チャンネル付き TIFF /TGA / PNG / OpenEXR も使用可能。

マウスカーソルを近づけると白いハンドルが現れる。

左右に移動させると、フェードイン／フェードアウトに

変更できる。

【8】音楽の挿入
用意しておいた音楽素材を Media Pool からダブルク

リックして使いたい IN ポイントをマークする。タイム

ラインのトラックヘッダのオーディオ部を右クリックし

て Add Track ＞ Stereo を実行する。ソースビューワか

らタイムラインにドラッグして Audio 2 の希望の位置に

ドロップする。

音楽が追加されたので、その OUT 点を調整して映像

トラックに合わせておく。音楽の OUT 点付近にある白

いハンドルを調整して、音をフェードアウトさせて静か

に音を絞るように変更する。

Audio1 と Audio2 のレベル調整は Mixer のフェーダー

で調整できる。カット単位の調整は Inspector から行う。

ビデオトラックと同様、オーディオのフェードイン／

フェードアウトも白いハンドルから実行できる。

【9】色のコントラストを調整する
Color ページに切り替えて、1 番目のカットから順番

に色の調整を進めていく。ここではまずすべてのカット

のコントラストを調整する。画面右下のスコープを表示

して Histogram に切り替えておく。レフトパレットを

Primaries Wheels にして、Lift のマスターコントローラー

を左にスライドさせて暗部を決める。ヒストグラムで少

しだけ左側に空間を残すようにする。

次に Gain のマスターコントローラーを右に回して明

るさを調整する。ここでも右側に少しだけ空間を残して

おく。このような調整をタイムラインのすべてのカット

に加えておく。
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【10】色合いを調整
タイムラインのカットはすべて好みのコントラストに

整っているので、必要に応じて色合いを加工していく。

Primaries Wheels の Lift、Gamma、Gain のカラーの円形

ホイールで中心から円の外周方向にゆっくりと移動させ

てみながらビューワで結果を確認する。結果が好みに合

わない場合は、Undo して元に戻せば良い。これらをす

べてのカットに行う。

Shift キーを押しながらコントローラーをドラッグす

ると大きな変化になる。Option キーの場合には RGB は

変化せず、Y だけ変化する。

【11】メディアフィルの書き出し
Deliver ページに移動して、書き出しメディアファイ

ルの設定を行う。

Render Settings か ら Custom を 選 択 し て、 そ の 下

の Browse か ら 書 き 出 し た い フ ォ ル ダ を 指 定 す る。

Render 設 定 は「Single clip」 に す る。Video タ ブ か ら

は、Export Video にチェックを入れてから、Format ／

QuickTime、Codec ／ Apple ProRes 422 HQ、Resolution

／ 1920x1080、Frame rate ／任意。

Audio タブで Export Audio にチェックを入れてから、

Codec ／ Linear PCM、Bit Depth ／ 16、Output Track 1

／ Main 1 (Stereo)。

File タブに切り替え、Filename uses ／ Custom name、

Custom name ／（任意）に設定する。

Add to Render Queue をクリックしてから、Render 

Queue で Start Render を実行する。

【12】書き出し後の確認
レンダリングが完了したら、Job の項目を右クリック

して Reveal in Media Storage を実行すると Media ペー

ジに切り替わるので、先に出力したメディアファイルが

希望した状態になっているかを確認する。

再生するだけではなくメタデータの内容も確認して、

コーデックやオーディオトラックとタイプ、必要に応じ

て開始タイムコードなどをチェックする。これで間違い

がなければ一連のワークフローは完了である。

Deliver ページから Media ページに戻って書き出した

メディアファイルを確認すると、他のアプリケーション

を使わないので迅速に確認できる。
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右クリックする対象は、スクリーンショットのような

フォルダもしくは、左側のツリーのフォルダを指定する

こともできる。

【3】MediaPool に Finder のフォルダ構造が再現
Bin の構造が Finder と同じになっているか、インポー

トできていないファイルがないかを確認する。Resolve

の作業が進んでから別のファイルを追加する場合には、

Media Storage から Media Pool の対応する Bin にドラッ

グするだけで良い。

この他には、完成したムービーファイルを取り込んで、

Resolve がカット点を映像のフレーム間の変化から自動

的に読み込んでカットを分割するオプションなど、多彩

なワークフローに柔軟に対応できるオプションは、他の

アプリケーションでは類を見ないほど充実している。（メ

ディアのインポートを参照）

DaVinci Resolve で は、Preferences の Media Storage

で Mac の中のファイルパスを追加しておけば、その中

にさえあればファイルの保存場所は問題にはならない。

ただし、作業中の効率化や終了後のメディアのバック

アップを考慮すると、一箇所に集結させた方が管理は楽

になるだろう。

これを前提にして一般的な素材管理とインポート手順

を見てみよう。Resolve ではインポートの方法が 10 種

類以上あるので、まずは基本的な手順を身につけること

が望ましい。

【1】Finder 上でプロジェクトフォルダを作成
日付とプロジェクト名を合わせたアルファベット半角

英数文字だけのフォルダを作成して、そのサブフォルダ

はカテゴリ分けしておく。例えば、Resolve で使用する

一般的なインポート メディアを集約している MEDIA フォルダを作成し、そ

のサブフォルダに各種ファイルを保存する。追加で素材

を入手した場合には、必ずこの中に保存する。

非技術者の編集データを引き継ぐと、その名称に漢字

やひらがなが含まれていることが多い。最近ではトラブ

ルにならないケースが多いが、なるべく半角英数の命名

規則は守ることが安全である。「名称未設定フォルダ」

のまま放置しておくことは論外である。

【2】MediaStorage で対象フォルダを指定
MEDIA ページの Media Storage から、先に作成して

おいたプロジェクトのフォルダに含まれる「MEDIA」

フォルダを表示しておく。それを右クリックから「Add 

Folder and SubFolders into Media Pool(Create Bins)」 を

実行する。これにより MEDIA という名称の Bin と、そ

れ以下にあるサブ Bin も自動的に構造を維持して作成さ

れる。

もちろん手動で Bin を作成して、その中に必要なメ

ディアファイルをドロップするやり方でも良いが、ファ

イル数が多い場合でも確実に取り込みができるこの方法

を標準化することが良いだろう。
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Log 素材のノーマライズ

【1】素材の確認
今回は ARRI の Alexa で撮影した ProRes4k 素材を使用。

ヒストグラムで観るとローコントラスなことがわかる。

基本的には Log 素材は 3D LUT を使うことが最良の結果

を得やすいが、今回はあえて手動で Log 素材のノーマ

ライズ処理を行う。

Log コントローラーが Resolve に搭載された背景には、

Log エンコードで記録するカメラが多くなったことが関

係している。3D LUT を使わずに自分自身の手でリニア

ライズすることで、独自のルックが発見できるかもしれ

ない。Resolve マニュアルでも紹介している手順に沿っ

て進めてみよう。

【2】黒レベルを整える
プライマリーの Offset を使用し、ヒストグラムを観

【3】コントラストを調整
ノード 2 を追加。被写体正面の壁面を意識して Cont

を効かせる。バランスが偏っている場合は、Pivot で修

正する。白飛びと黒つぶれを起こさないように気を配

る。

【4】RGBバランスの調整
ノード 3 を追加。Highlight、Midtone、Shadow を個

別に観ながら、まずはヒストグラムの中で山のポジショ

ンを近づける。被写体によっては完全に山を合わせると

夕景のアンバーが消えてしまうなどの弊害があるので、

シチュエーションを加味して判断せねばならない。

RGB 個別に調整する必要があっても、Primary Bars は

使用しないこと。Log エンコード素材なので、ここでは

ノンリニアに調整できる Log コントローラーだけで行

う。

ながら最暗部を 5% 付近に調整する。マスターホイール

で調整してから、RGB 個別に微調整する。スライダーの

上下にあるステップ操作ボタンも併用すると良い。
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【5】ノード単位の確認
1 から 3 までのノードで個別に目的が達成できている

かを確認。ノード単位のバイパスや、ビューワのハイラ

イトを On にすると個別にノードの状態を確認しやすく

なる。

ビューワ上部左側にあるハイライトボタンは、キー

ボードショートカット Shift+H にセットされている。こ

の機能はマスク処理の際にグレードの対象を見分ける

のに役立つが、マスクが無い場合にはノードの Solo 表

示ができる。ハイライトが無効になっていると、ビュー

ワにはグレードの最終的な結果しか表示しないが、ハイ

ライトが有効の場合はカレントノードの処理が個別に

確認できる。

最終結果の映像。コントラストが整い明るさも適正に

なっている。発色も良くなって色の鮮やかさも適度に維

持できている。

【6】CompoundClip 化しておく
基本設定が済んだので、次のグレードに向けて 1 か

ら 3 のノードを Coumpound Node としてまとめておく。

さらに各ノードにラベルを追加して処理の概要を判別

しやすくしておくと、後日修正するときに時間短縮につ

ながるだろう。

Compound ノードは Command キーを押しながらダ

ブルクリックすると一時的に内部を表示して編集できる

ようになる。そしてノードエディター下にはノードのパ

スが表示される。トップレベルのパス名をダブルクリッ

クするか、バックグラウンドを右クリックして、Exit 

Compound Node を実行すると、元の状態に戻れる。

【6】カメラの LUT を使うには
今回は手動で Log エンコードされた素材からノーマ

ライズ処理を加えたが、基本的にはメーカーが配布して

いる 3D LUT を使うことが、時間短縮にもクオリティ維

持にも直結する方法である。Resolve では 3D LUT を使

う方法は大きく分けて二種類ある。

一つ目の方法は、Project Settings で使用する素材に

一括して設定しておく方法である。この方法は最初に設

定しておけば、LUT を付け忘れることがないので、使う

素材が一種類だけの場合には便利である。

二つ目の方法は、個別に Color ページのノードエディ

ターで加える方法である。プロジェクトの中で使用する

素材が、複数タイプある場合にはこちらの方が LUT を

選択できるので、細かな設定がやりやすい。

どちらの方法を使うにしても、Resolve から LUT を使

う場合には、決められたフォルダに保管することが決

められている。Resolve が起動中にそこに LUT ファイル

を移動した場合には、Project Settings から必ず Update 

Lists を実行しなければならない。
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パラレルノードとマスク処理
【1】素材の準備

Alexa の Log エンコードされた素材を使用して、車内

にいる少年と窓の外の景色のグレーディングを行う。人

物の顔と窓の外にコントラストを付けて、表情に観客の

視線を集めるように調整することを目的とする。

【3】ノードツリーの作成
一番目のノードで Log からのノーマライズを行なっ

【4】マスクの作成
パラレルノードの一つ目で、人物の横顔の肌の部分だ

け Power Curve を使ってパスを作成する。次にもう一

つ Linear Window を追加して、窓の部分のパスを作成

する。窓と人物の肌の境界部分はあとからマスクを合成

するので、あえて人物に被った状態にしておく。窓のパ

スと人物のパスをマスクの減算を使って合成する。顔の

Window をオプションメニューからコピーして、二番目

のノードにペーストしておく。二番目のノードでは顔の

部分だけのマスクを使ってトーンを調整する。

【2】Log グレーディング
3D LUT がないので、Log 素材のノーマライズの手順

を使って、あらかじめプライマリー調整としてノーマラ

イズ処理を加えておく。

たので、シリアルノードを追加してそれに対してパラレ

ルノードを追加する。この二つのノードで窓の外と人物

のフェーストーンを個別に調整する。

【5】個別の色調整
パラレルノードの 1 番目で窓外の明るさを落としてお

く。2 番目のノードでは人物の肌を明るくして、赤みを

少し加えておく。顔の輪郭にマスクの境界線が浮き出て

きた場合には、マスクの輪郭にソフトネスを加えてみる。
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Qualifier と Windowの組合せ

【1】素材の確認

この素材はビデオルックで、すでにノーマライズが完

了しているので、直ちに目的の加工に取りかかることが

できる。

赤と青のシャツが洗濯されている被写体で、それ以

外の部分の彩度を無くして、パートカラーの映像を作

成することが目標。風によってシャツがなびくため、

Window を使ったマスク処理は困難なので、Qualifier で

色をピックアップしてマスクを作成する。ただし、大き

く異なる二種類の色がターゲットになるので、Qualifier

も 2 セット作成することになる。

【2】ノード 1で赤いシャツをマスク
デフォルトのノードで Qualifier の HSL を使って赤い

対象を選択する。

初期値では Hue の Width が極端に狭くなっているの

で、適度に数値を大きく変更する。調整時にはビューワ

からハイライトモードを有効にしておくと確認しやすく

なる。調整の目安は、Hue パラメーターのバーが赤か

ら黄色にかかる範囲にセットする。Saturation は High

を 100 まで上げてから、Low を映像を見ながら赤だけ

が分離できる最良のポイントに調整する。Luminance

は Low を 0.0 まで下げてから、High を映像を見ながら

調整する。上げ過ぎると周りの不要な部分が漏れてくる

ので要注意。上のスクリーンショットを見ると、初期値

と調整後の違いがはっきりとわかる。

【3】パラレルノードを追加
一番目のノードに対して並列に配置したいので、とり

あえずパラレルノードを追加しておく。青いシャツを

Qualifier でピックしてから、赤いシャツの要領と同じよ

うに最良のマスクを調整する。

【4】KeyMixer ノードを配置
作成してあったパラレルミキサーノードを削除してか

ら、バックグラウンドを右クリックして Key Mixer を追

加する。Key Mixer は入力は三角形のコネクタになって

いるので、そこに向けて二つのマスクを作成したノード

から接続しておく。Key MIxer を選択してハイライトを
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有効にしていると、白黒の状態でマスクが確認できる。

【5】ガベージマスクを追加

目的のシャツの形だけのマスクにするために、二つの

マスクのノードでそれぞれ Window を使って周りのゴ

ミを隠すためのエリアを作成する。今回は Power Curve

を使ってポイントを加えてシャツの周りを囲んだマスク

を作成した。

【6】Corrector ノードの追加
バックグラウンドで右クリックして Corrector ノード

を追加する。RGB 入力チャンネルには Source Input か

らラインを接続する。Key 入力には先に用意しておいた

Key Mixer の出力を接続する。Corrector の RGB 出力を

Node Output に接続しておく。

すでに二枚のシャツのためのマスクが出来上がってい

るので、背景の Saturation を 0 に変更するとパートカ

ラーが完成する。

【7】Key の扱い方
今回は二つのノードからマスクを別々に作成してか

ら、Key MIxer を使ってコンバイン処理を行った。Key

の処理のためには、センターパレットにある Key パレッ

トにオプションが集まっている。この Key パレットは、

表示している時に選択しているノードのタイプによっ

て、オプション構成が異なる仕様になっている。

Corrector ノード選択時：最も多いケースがこれだと

思われる。Key Input、Key Output、Qualifier の調整が個

別に行うことができる。

Key	Mixer選択時：Key Mixer は入力数を増やせるので、

それに合わせた Link が表示される。それぞれで Gain/

Offset と Invert、加算／減算が選択できる。

Ext.	Matte 選択時：このオプションが最もパラメータ

が多く、Key の大きさやポジションなど二次元的なトラ

ンスフォームが調整できる。さらに、使いどころのタイ

ミングをフレーム単位で前後にトリムする機能も搭載さ

れている。

（これらの詳細は Keyを参照）
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トラッキングの修正

【1】トラッキングが外れる理由
撮影された映像の条件によっては、トラッキングが途

中で外れてしまうことはないとは言えない。Resolve の

トラッキング機能は高い信頼性があるものの、被写体の

手前を障害物が通り過ぎるような条件では限界がある。

Resolve のトラッカーは Cloud と Point の二つのタイ

プがある。前者は Window パレットでセットしたジオ

メトリックなエリアを使って、映像の連続するフレーム

の中で追跡する。後者はユーザが任意のポイントをいく

つかセットしてそのポイントに対応したピクセルを追跡

する。

デフォルトの Cloud トラッカーは、Window の内側

にコントラストの高いポイントを自動的に設定して、そ

の絵柄を元に追跡する。この時対象を遮る電柱や看板な

どが邪魔をすれば、絵柄に大きな変化が発生するので追

跡できなくなってしまうのだ。

【2】自動車を追跡してみる
移動する自動車を囲むように Window で長方形を描

き、動きをトレースしてみた。障害物がないところでは

安定して追跡ができている。車が画面の上手に移動した

時に、電柱、木、ブロック塀が順に手前を横切るため、

Window は正確に追跡できなくなった。障害物のために、

先に述べた絵柄が大きく変わったことが原因である。

【3】PointTracker を併用する
動 き を 追 跡 し た 結 果、 安 定 し て い る 部 分 は Cloud 

Tracker をそのまま使用し、うまく追跡できなかった部

分にだけ Point Tracker で対処することにした。キーボー

ドの左右矢印キーでトラッカーが外れたフレームの一つ

手前の映像を表示する。Tracker パレット右下から Point 

Tracker に切り替えて、Add Tracker Point ボタンをクリッ

クする。これにより画面中央にプラスマークが現れる。

これをドラッグして移動している被写体のコントラスト

の高いポイントにセットする。ポイントは一つだけでは

なく、いくつかセットする方が精度は上げられる。

ポップアップから Frame モードに切り替えて、Track 

One Frame Forward ボタンで 1 フレーム追跡する。この

時 Window が正確に着いて来ているかを確認する。も

し追跡がずれている場合には、Point Tracker のセットす

るポジションを修正してみる。この操作を 1 フレームず

つ繰り返せば、追跡する対象物が完全に隠れなければト

ラキングの補正はうまくいくだろう。

【4】車が完全に消えた時の対処
今回使用した映像のように、最後には車が完全に隠れ

てしまう場合には、トラッキングがうまく追跡できな

かった部分だけを削除することで、それ以前の動きから

自動的にトラッキングを推測する機能を Resolve は持っ

ている。Tracker のグラフを見て、カーブが滑らかでな

くなった部分を四角の点線で囲っておき、オプションメ

ニューから Clear Selected Track Data を実行する。これ

により削除した領域のカーブが滑らかに修正される。
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ホワイトバランスの修正

【1】素材の確認

ビデオカメラでは撮影環境の光の色温度に応じて、ホ

ワイトバランスを調整しなければならない。カメラの内

部では RGB 個別にレベルを調整して、色温度に適した

バランスを維持するような処理が行われる。

ポストプロダクション工程では、時にはホワイトバラ

ンスが適正に取れていない素材が届くこともある。最適

な状態とあえてホワイトバランスをズラして撮影した二

種類の素材を比較することで、そもそもホワイトバラン

スが適正な状態はスコープで観るとどのような状態なの

か。また Resolve のコントローラーを調整すると、スコー

プにどのような変化が出るのかを見てみよう。スコープ

の中で波形を自由に修正することができれば、トラブル

時ではなくとも、色の調整で利用できることになるだろ

う。

【2】ホワイトバランスが最適とは？

ホワイトバランスをスコープで確認する際は、パレー

ドかヒストグラムを使用する。パレードは NTSC テレビ

放送の時代からビデオエンジニア御用達の波形モニター

で、ヒストグラムは写真家が Photoshop で活用してき

たという、二つの流れがあった。Resolve では双方を切

り替えて自由に使用できる。

ヒストグラムで観ると、ホワイトバランスが合って

いる場合は山の形状が RGB 共に似ていることがわかる。

注目すべき部分は飛び出ている山の頂上が RGB で何 %

を示しているかである。この値が原色部分以外でズレて

いるとホワイトバランスに影響が出ていることが多い。

図のスコープは適正な方の画像を表示しているが、若干

赤みが強いことがわかる。

【3】コントローラーの動き
次に主要なコントローラーを動かすと、ヒストグラム

でどのような変化が現れるかを確認してみる。これを把

握しておけば、通常の Resolve 使用時で活用できるはず

である。

まず、Primary Wheels のマスターホイールを左右に調

整してみる。Lift、Gamma、Gain があるので明るさの
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領域別で全体が収縮することがわかるだろう。さらに

RGB ホイールを操作すると、RGB の山の形状が変化す

ることがわかる。

次に Offset を調整してみると、RGB それぞれの山が

左右に並行移動していることがわかる。この調整では、

山の形状に大きな変化は起こらない。

コントローラーを Log に切り替えてマスターコント

ローラーとカラーホイールを調整すると、こちらの方

は明るさの領域に限定されて変化することがわかる。

Log コントローラーの最大の特徴は、Low Range(LR) と

High Range(HR) で指定した領域に限定されるところで

ある。

これらの変化を理解しておくことで、目的に対して最

短の操作を加えることができる。

【4】ホワイトバランスの修正
これらを踏まえて、ヒストグラムを中心に観ながらズ

レてしまったホワイトバランスの修正を体験してみよ

う。スタートはヒストグラムの RGB の山のポジション

を左右で同じくらいに合わせるところから始める。次に

Primary Wheels のマスターコントローラーとカラーホ

イールを調整して、RGB の山を近づけていく。図の左側

がオリジナルで、右が調整後である。RGB の最も暗い部

分の山のポジションを Offset の RGB を個別に調整して、

合わせたところである。

今回の素材ではあえて極端にホワイトバランスをズラ

せているため、これらの調整では合わせ切れないかもし

れない。このようなケースでは、センターパレットにあ

る Custom カーブ（トーンカーブ）を使って個別に調整

すると、ヒストグラムの部分的な調整ができるようにな

る。調整対象毎にトーンカーブの RGB を個別に選択し

て、ヒストグラムの山のポイントの % に相当するトー

ンカーブの部分を上下に調整する。これによりヒストグ

ラムの山が部分的に移動するはずである。トーンカーブ

の調整では、カーブの形状が急激に変化するとトーン

ジャンプが起きるので、滑らかなカーブに整えることを

意識する。

これらの調整により、大きくズレているホワイトバラ

ンスでもある程度の近さまでは修正できるのではないだ

ろうか。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 21Lesson

マルチカム編集

【1】素材の確認
マルチカム編集で使用するクリップは 4 つで、フレー

ムレートは 24fps である。クリップには撮影時に同録さ

れた音声が記録されているが、タイムコードは同じもの

が記録されていない。オーディオ素材としてミックスさ

れた完パケが用意されているので、編集時にはこれを

使ってモニタリングする。

【2】マルチカムクリップの作成
Media ページで 4 つの映像クリップと、オーディオ

完パケのファイルをインポートしておく。Edit ページに

切り替えて、Media Pool で 4 つの映像クリップを選択

し右クリックから、New Multicam Clip Using Selected 

Clips を実行する。

小さなウインドウが現れるので、マルチカム作成に必

要な設定を行う。Angle Sync は 4 つのクリップを何に

基づいて同期させるかを指定するので、今回はポップ

アップから Sound を選択する。理想的な条件はすべて

のクリップに完全に一致したタイムコードを記録してい

ることだが、現場の同録音声がある場合にはそれを利用

することができる。ただし、セットしてから同期の微

調整は必要になる。Move Source Clips to 'Original Clips' 

Bin にチェックが付いていると、Bin を自動的に作成し

て関連ファイルがその中に移動される。不用意にクリッ

プを移動させたくない場合には、チェックを外しておく

方が安心である。設定が確認できたら Create を実行す

る。

【3】同期の確認と修正
Media Pool に出来上がったマルチカムクリップをダ

ブルクリックすると、ソースビューワにロードされて確

認できる。通常のクリップを再生するのと同様のイン

ターフェースが使用できる。ただこの状態では 4 つの

カットの中の選択されているカメラとそれで収録された

オーディオをモニタリングしているだけなので、同期の

確認はできない。

確認のために、Media Pool のマルチカムクリップを

右クリックして、Open in Timeline を実行する。これに

よりタイムラインに V1 〜 V4 と A1 から A4 で積み重なっ

たトラックで構成されるタイムラインが現れる。よく見

るとタイムラインの右下にマルチカムクリップへのパス

も表示されていることがわかる。ここの最上位のパスを

ダブルクリックすると元の状態に戻すことができる。

同期状態を確認するために、ここでは A1 だけを Solo

でモニタリングするようにセットした。映像は V2 だけ

を表示して同期しているかの確認を行う。もしズレてい

る場合には、V2 ビデオトラックを前後に Slip させて調

整する。キーボードショートカットのカンマ（,）かピ

リオド（.）を使うと正確に調整できる。Slip を映像トラッ

クにだけ加えると、トラック左端に -00:01 のような赤

いインジケーターが現れるので、調整が加わっているこ

とがわかる。同様にして、V3 と V4 でも確認と修正を行

う。
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【4】オーディオの差し替え
マルチカムタイムラインから通常のタイムラインに切

り替えて、ソースビューワからクリップの IN ポイント

を決める。タイムラインへの Edit はドラッグ & ドロッ

プは使えないので、エディターツールバーの Insert ボタ

ンから実行する。そのために、事前にタイムラインの再

生ヘッドは確実に先頭に移動させておくこと。

次にミックスされたオーディオを Media Pool で選択

してタイムラインの A2 トラックに配置する。A2 に配

置した本番用のオーディオと、仮音である A1 の同期を

オーディオ波形を見ながら調整する。オーディオの Slip

は、フレーム以下の単位で調整すると微調整ができる。

正確に完パケのオーディオを同期できたら、A2 のみを

Solo にしておく。

【5】マルチカムをスイッチング
タイムラインに配置されているマルチカムクリッ

プは、Edit を実行した時に有効になっていたビデオト

ラックだけしか表示していない。ここからは、ソース

ビューワにマルチ表示してスイッチングを進めていく。

そのために、ソースビューワ左下のポップアップから

Multicam に切り替える。編集時は常にここを Multicam

にしている時だけ、ソースビューワにはマルチ表示にな

る。ここを Source にしていても表示はできるが編集に

反映できないので注意する。

まずスタート時はどのカメラを選択するかを、ソース

ビューワ内を Option を押しながらクリックする。これ

によりタイムラインで選択されている映像も切り替えら

れる。ファーストカットのカメラが決まったので、再生

を開始してカメラをスイッチングしていく。

この時に、ビューワ下のビデオ／オーディオボタンは

ビデオのみにセットしておく。デフォルトの V+A にす

ると、映像のスイッチングに連動してオーディオも使用

されてしまうので、ビデオオンリーにしておく。映像の

進行に合わせてソースビューワの映像をクリックすると

スイッチングが実行できる。

タイミングや選択カメラを修正したい場合には Undo

で戻りながら試行錯誤を繰り返す。一旦出来上がった

カットのカメラを他に変更したい場合には、タイムライ

ンのポイントに再生ヘッドを移動して、Option キーを

押しながらソースビューワの中で別のカメラに切り替え

る。

【6】マルチカムモードの解除
マルチカム編集が出来上がって希望通りにできあがっ

たら、マルチカムモードを解除して通常のタイムライン

に変換することが望ましい。マルチカムモードは常に同

期している他のカットに切り替えできる反面、いつも複

数のメディアファイルを再生しているためコンピュータ

に負担が大きい。

後からマルチカム編集をやり直すことも考慮して、

タイムラインを複製しておく。複製したタイムライン

のカット全域を選択してから右クリックして、Flatten 

Multicam Clip を実行する。これにより通常のタイムラ

インの構成に変更できる。
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スピードコントロール

【1】素材の確認
7 カットで構成されたタイムラインは、すでに完成し

ている。この中の特定のカットにスピード変更を加える

ことにする。スピード変更は、ノーマル再生が 100% だ

とすると、数値が低くなるとスローモーションになり、

数値が高くなればファストモーションになる。それに

連動して、ソースクリップへの IN/OUT が同じであれば

デュレーションも連動して変化する。

Resolve では、一定速度のスロー／ファストモーショ

ンと、カットの途中でスピードが変更される可変速コン

トロールも手軽に実行できる仕組みを持っている。ス

ピード変更をする際には、後続のカットがリップルする

かどうかを意識しながらスピード調整を行わなくてはな

らない。

【2】等速のファストモーション
まずはじめに、タイムライン 5 番目のカットに等速で

150% のファストモーションを加えてみる。カットを右

クリックして Retime Controls を実行すると、タイムラ

インのカットの上部に Speed Change のバーが追加され

る。その下には水色の矢印の点線があり、モーションの

方向を示している。逆回転に変更すると、この矢印の向

きが反転する。

カットの下にはポップアップがあるので、そのから

Change Speed ＞ 150% を 実 行。 こ の 結 果、 カ ッ ト は

短くなり Out 点にギャップが発生した。ここでは一旦

Undo で元に戻しておく。同じことを実行する前に、編

集ツールバーの Trim Edit Mode を有効にしておく。こ

れによりギャップは生まれずに、後続のカットが前方に

移動するリップル処理が加えられる。このように、ギャッ

プを避けたい場合には、Edit 時のリップルと同様の使い

方ができる。

スピード変更を 150% というプリセットに含まれるも

のを指定したが、130% とか 155% のようなプリセット

に含まれない半端な値にセットしたい場合には、カット

上部の飛び出ている部分の左右の端を左右にスライドで

きるので、そこから好みのスピードにセットすることが

できる。マウスカーソルが左右の矢印に切り替わるので、

どこをドラッグすべきかわかるだろう。

【3】可変速を加える
次にカットの中でスローモーションになったり、ファ

ストモーションになったり、速度がいくつかの領域で変

化するような調整を加えてみる。

再生ヘッドをカット先頭に移動して再生を開始して、

スピードが切り替わるところ停止する。マウスでドラッ

グして正確に再生ヘッドをポイントへ移動させておく。

カット真ん中下にあるポップアップから Add Speed 

Point を実行すると、縦に伸びる白いコントローラーが

追加される。再生ヘッドを次の速度変化点に移動させて、

先程と同様に二つ目の Add Speed Point を追加する。こ

れでカットの中に三つの速度調整できる領域をセットで

きた。

各パートの速度を変更するには、Speed Point の白い

境界線にあるコントローラーを左右にドラッグする。右

方向でスロー左方向でファストになる。三つ目の領域の

右側にはコントローラーがないので、先に実行したよう

にカット上部の出っ張りの部分を左右にドラッグしてス

ピード調整する。
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テロップの合成

【1】はじめに
DaVinci Resolve の Edit の タ イ ム ラ イ ン に は、Final 

Cut Pro7 のようなトラックに配置したカットの白黒映像

をキーとして、その上に配置したカットをその中に Fill

するトラベリングマットを行う機能はない。これを行う

ためには Edit ページから移動して、Color ページで Ext. 

Matte を使って合成する方法がある。ここでは、Edit ペー

ジだけの機能を使って、プラグインを使用しないでトラ

ベリングマット合成を行う方法を見ていこう。使用する

素材はフォアグラウンドとバックグラウンド、透明度を

持ったマスク、そして 100% ホワイトのフラットカラー

の 4 種類である。

【2】Key 合成の基本概念
今回の Key 合成を行う時に必要な機能は、Photoshop

などでも使用できる画像合成もしくはコンポジット機

能と呼ばれるものがあれば、たいていの場合は対処で

きる。具体的には、コンポジット機能の、加算（Add）、

減算（Subtract）、乗算（Multiply）を使用することになる。

この機能は DaVinci Resolve の Edit ページや、Color ペー

ジのレイヤーノードでも使用できる。このコンポジット

機能を使って、画像演算の下記の公式を使うことで Key

合成が実行できる。

OUT = ( FG × KEY ) + { ( 1 - Key) × BG }

映像の Key 合成と数式にどんな関係があるのかピンと

こないかもしれないが、Resolve をはじめ画像処理を行

なっているソフトウエアの内部処理では、必ずこのよう

な演算処理が行われているのである。式の前半ではフォ

アグラウンド、後半ではバックグラウンドが処理されて、

最終的にそれらを加算して結果を導き出している。

【3】タイムラインでの処理

それでは Key 合成の公式に基づいて順番に処理を進

めてみたい。V1 トラックにフォアグラウンド、V2 トラッ

クにマスクで使う Key を配置する。V2 トラックはイン

スペクターの Composite Mode から Multiply に切り替

えておく。これによって図のような中間素材ができあが

る。これを後ほど加算するので、ここでは V1 と V2 トラッ

クを両方選択してから Compound Clip に変更しておく。

これにより演算がこの中だけで部分的に完結する。

次に後半の数式に進むが、まずは ( 1 - Key) を処理する。

V1 トラックに White、V2 トラックにマスクを配置する。

V2 トラックの Composite Mode を Subtract に変更して、

これらも Compound Clip 化しておく。続いてこれらに

BG を乗算するために、V2 トラックにバックグラウンド

を配置して、Composite Mode を Multiply に変更する。

再び、これらの結果を Compound Clip にする。

結果的に二つの Compound Clipg ができたので、両者

を V1 と V2 に積み上げて V2 トラックのみを Composite 

Mode を Add に変更する。V1 と V2 はどちらが上でも

構わない。以上で 4 つの素材を使った Key 合成が出来

上がった。ホワイトのカットを使った理由は、（1-Key）

を得るためで、1 とは白が 100% の素材だったのである。
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About DaVinci

DaVinci Resolve には、なぜ RGB 三つのコント

ローラー以外に Y チャンネルもあるのか。ど

うして他のカラーコレクションツールに比べ

て色の調整がきめ細やかなのか。など、普段の

操作では必須でない知識によって、知ってい

れば一歩進んだ使い方が自分の発想で生まれ

るかもしれない。このチャプターでは DaVinci 

Resolve を 知 る た め の 外 堀 を 埋 め る よ う に、

キーワードをじっくりと見ていこう。

考えるな、感じろ（Don't think, feel.）

〜 燃えよドラゴン
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DaVinciYRGB と 32bitFloating
以前のバージョンの DaVinci Resolve では、カラーサ

イエンスの設定項目に 32bit floating があったが、最新

バージョンではそのような表記はなく DaVinci YRGB と

か DaVinci YRGB Color Managed に変更になっている。

ユーザーマニュアルの PDF で 32bit のキーワードで検索

をかけても、一箇所も該当部分が出てこなくなっている。

なぜこのようになっているのかはユーザーサイドでは想

像することしかできないが、内部演算は 32bit 相当で細

かなディティールを表現できるものに違いない。

そもそも floating とは、0 と 1 しか扱えないコンピュー

タにおいて小数を扱えるようにした仕組みで、ここで使

われる小数は浮動小数点と呼ばれる。小数点以下の桁数

が固定ではなく計算によって柔軟に変更できるので細か

な数値を扱うことができ、光をシミュレーションして映

像を表現する際の微妙な違いを損なうことなく扱うこと

ができる。仮に DaVinci Resolve が 8bit 分の整数の範囲

しか扱えなければ、一つ目のノードで明るさを上げて

ピークに達してしまった場合、二つ目のノードで明るさ

を下げたとしてもクリップがかかった状態で単に暗く

なるだけである。目に見える範囲は 8bit のウインドウ

であっても、その奥に隠されたデータ格納領域には 8bit

範囲外の値が収まっていれば、オーバーフローやアン

ダーフローによるクリップは防ぐことができる。これは

明るい部分だけではなく暗い部分でもマイナス値を維持

できなければ、一時的にレベルが演算途中で下がった際

に欠落してしまうからである。表示できるエリアの範囲

外をカバーできて、さらに維持している値の分解能力が

細かければ、映像の微妙な差異を扱えるのである。

映像はひとの目に見えるものを具現化するための表現

であるので、物理的な光をデジタルデータに置き換える

ことができれば、理論的には光と映像が相関関係を持っ

て表現できることになる。私たちが生活している世界で

最も光の強度が強のは、日中の太陽光である。それも真

夏の昼過ぎの時間帯の太陽光だ。ろうそくの光を 1 とし

た時の、太陽の光のピークは 20,000 倍になるとの説が

ある。この広大なダイナミックレンジを扱うためには、

8bit や 10bit のような範囲では物足りないことになり、

小数を扱えることが重要であることは想像できる。

LuminanceMix
DaVinci Resolve の色調整で使うチャンネルは光の三

原色 RGB に加えて、輝度を表す Luma に相当する Y チャ

ンネルも使われる。Luma は輝度を人間の視覚の特性に

基づいたガンマカーブをあてたもので、数式の中では

「Y'」のようにダッシュが右肩に付く。RGB に加えて Y

を合わせた 4 つのチャンネルで演算する背景には、人間

の視細胞も同じように色のための錐体細胞と、明るさを

受け持つ桿体細胞から成り立っていることが関係してい

ることが想像できる。

DaVinci Resolve のプライマリーコントロール部には、

マスターホイールと呼ばれる明るさを調整するための

コントローラーもある。これは Lift、Gamma、Gain の

3 つの領域に対して、RGB のレベルを 3 つ同時に増減さ

せることに相当する。これに対して Primaries Bars にあ

る Y を増減させると似たように明るさが変化するが、色

のレベルは維持されているため Y を下げるほど映像のサ

チュレーションが強くなる。このように Y だけを増減さ

せた後に、プライマリーの下部にある調整コントロール

から Lum Mix を 100 から 0 に変更してみると、Y の調

整が無効になることがわかる。Luminance Mix 機能とは

Y パラメータと連動しているのである。Lum Mix の調整

できる数値の範囲はデフォルトの 100 から最小の 0 ま

での間で、効果をパーセントで調整できるイメージであ

る。

Luminance Mix の 機 能 は、 こ れ だ け で は な い。

Primaries Wheels から Gain のカラーホイールを好みに

変化させてみる。続いて Lum Mix を 100 から 0 に変更

すると、色が乗っている映像の部分の明るさが暗くなる

ことが確認できる。色が載っていないグレーやホワイト

ではこの変化は起こらない。変化を理解するためにはカ

ラーチャートやカラーバーを使うとわかりやすい。

一般的なカラーコレクションソフトウエアの RGB だ

けの調整では、その調整具合によっては見た目の明るさ
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も変化してしまう。DaVinci Resolve では RGB の調整の

際にこの明るさの変化を打ち消すような処理を内部で加

えていて、その影響量が Lum Mix のパラメータになっ

ている。Lum Mix の効果はプライマリーだけではなく、

セカンダリー部のトーンカーブでも確認できる。

DaVinci Resolve で は ASC（American Society of 

Cinematographers） が 規 格 化 し て い る CDL（Color 

Decision List）の入出力をサポートしている。CDL で

使 う パ ラ メ ー タ は、Lift、Gamma、Gain 域 の RGB と

Saturation である。この中には輝度を表す項目がないた

め、CDL を出力する際には Lum Mix を 0 にして色調整

を行う必要がある。これを想定して、Project Settings

からデフォルトを 0 に変更できるようになっている。

カラーマネージメント
技術用語としてのカラーマネージメントは、文脈に

よって受け取る意味が異なるケースがある。モニターの

話題の中でのカラーマネージメントとは、正確に校正を

かけたモニターとそれに出力するアプリケーションとカ

ラープロファイルが関係する。DaVinci Resolve でのカ

ラーマネージメントとは、入力ソースとそれに対応した

プロファイルをセットして、ユーザーが任意に設定する

タイムラインに加えたカラーガマットとトーンカーブに

より編集やカラーグレーディングを行う。その後、出力

設定のプロファイルに基づいてメディアファイルを書き

出す。

ワークフローを通して撮影からポストプロダクショ

ン、そして完成に至る全ての中で、色に関して一貫し

た管理と維持を行うことは用語としてはカラーワーク

フローやカラーパイプラインを使うことが適切であ

る。これらの文脈で DaVinci Resolve が受け持つ工程の

中で色管理に関係するのは、Project Settings の Color 

Management に 集 約 さ れ て い る。 難 し い 印 象 を 持 た

れがちなカラーワークフローであるが、Resolve の中

での設定は非常に簡潔である。これまで使われて来た

Display Refered の DaVinci YRGB ではなく、必ず DaVinci 

YRGB Managed を 使 う こ と が 前 提 で あ る。 こ ち ら は

Scene Refered なので、物理的な光の特性と映像のプロ

ファイルを数学的に変換できる。

まず Input でカメラに対応したカラーガマット（色

域）を指定する。デフォルトではカラーガマットとトー

ンカーブはペアになっているが、別々に設定することも

できる。Resolve にはあらかじめ主要なカメラと規格で

定めているスタンダードなもののプロファイルはインス

トールされている。ここに含まれていないものは使用で

きないが、トランスフォームの定義が公開されていれば

DaVinci CTL を使ってスクリプトを記述すれば、LUT を

使うような手順で LUT 以上の精度を維持してカラーガ

マットやトーンカーブの変換は可能である。

ユーザーは任意のプロファイルを持ったタイムライン

の設定を使って編集やカラーグレーディングを進められ

る。仮に Rec709 のような狭いカラーガマットを使用し

ても、出力時にクリップが起きることはない。これはす

べての内部処理が 32bit 相当のフローティングデータを

維持しているため、データのオーバーフローやアンダー

フローが起きないからである。一般的な Rec709 の場合

には、タイムラインも Rec709 が混乱なく作業が進めら

れるだろう。最近主流になりつつある広色域モニターで

P3 相当のカラースペースを持っているモニターならば、

カラーガマットは P3 でガンマは 2.4 にすれば GUI モニ

ター上では非常に豊かな色表現にはなる。ただし、出力

プロファイルが Rec709 の場合には、カラーリストの自

己満足にしかならない。

3 つ目の設定は出力プロファイルである。ここで完

成物の仕様に沿ったプロファイルを指定する。日本

の Rec709 は BT.1886 にステップアップしてもまだ運

用レベルでは白色点の色温度は 9300K のままである。

Resolve の設定では Rec709 はすべて 6500K 前提なため、

外部モニターのキャリブレーションを 9300K に設定し

た運用にならざるを得ない。とにかく重要なポイント

は、外部モニターが目的に沿ったプロファイルにキャリ

ブレーションできていることである。ここが正確でなけ

れば、時間をかけてカラーグレーディングをしても結果

には反映されない。

オプションとして、Resolve 内のカラーのフローにお

いて、カラーガマットの広さの違いが顕著な場合には、

滑らかな特性が得られないことがあるので、Saturation

の Knee と Max の値を個別に設定できる。さらに、今

後普及が見込まれる HDR の作業の際は、UltraStudio4k 

Extreme のような HDMI2.0 以上をサポートする機器を

使う場合には、最大 Nits 値をメタデータに流し込むこ

とができる。モニター側で HDR の設定変更ができない
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場合には HDMI の信号源で指定するため、この設定は民

生機の HDR テレビを使う際には活用することになるだ

ろう。

データレベル
8bit は 0 から 255、10bit は 0 から 1023 の階調を表現

できる。映像の一番暗いところから最も明るいところま

でを、このデジタルデータの段階の中に割り振っている。

映像データは、過去にアナログのテレビ信号をデジタル

化した時点で生まれた。映像信号の黒レベルから 100%

に相当する点を白ピークとしたが、実は 100% よりも若

干明るい映像も送受信することができた。この 100% か

ら 108% くらいの白以上に明るい部分をスーパーホワイ

トと呼んだ。

アナログからデジタルに D/A 変換する際に、100%

で信号をカットしてスーパーホワイトを捨てる方法と、

スーパーホワイトも含めてデータ化する 2 つの方法が

ある。メディアファイルから DaVinci Resolve に、イン

ポートする場合を考えてみよう。ファイルの階調が 8bit

であれば、0 から 255 の階調を保存している。インポー

ト時にレベル 255 を 100% と解釈したとして、実はメ

ディアファイルを作成した際にはスーパーホワイトを含

んでいたとする。この結果、Resolve 内では元の信号源

よりも暗く映ることになってしまう。逆のケースでレベ

ル 255 が 100% だったにも関わらず、Resolve でスーパー

ホワイトと誤った解釈をすると明るくなってしまう。

レベル 255 を 100% とするのをデータレベルが Full

と言い、スーパーホワイトとするのを Video と呼ぶ。こ

れらの解釈をミスマッチすると前述したような明るさが

意図せずに変わってしまうため、DaVinci Resolve から

の入出力ではデータレベルの変換は間違わずにパスしな

ければならない。入力部では Media Pool で素材の Clip 

Attributes を開いて Video タブから設定できる。ここで

は Auto、Full、Video の 3 つから選択する。Auto にし

た場合には、メディアファイルのコーデックが RGB 系

なら Full に、YCbCr 系では Video に設定される。ビデオ

モニターの設定は Project Settings の Master Settings に

あるが、ここでは Full と Video が選択できる。Auto は

ここにはない。VTR への出力時にもこれと同じ項目が設

定できる。ファイル出力部は Deliver ページにあるが、

これは入力部と同じである。

Video レベルの素材を Resolve に取り込んだ際、ウエー

ブフォームで見ると 100% 以上のスーパーホワイトは表

示されない。もし 100% 以上の階調を使いたい場合には、

Gain のマスターホイールを絞ってみれば隠れていた部

分が戻ってくる。Video レベルの素材を取り込む際には

この仕組みを理解して、隠れている階調を生かすのか捨

てるのかを判断することが必要である。

ウエーブフォーム
波形モニターとベクトルスコープは、アナログ放送

だった NTSC 方式のテレビ番組を制作する際には欠かせ

ない映像機器だった。テレビ放送は電気信号で伝送する

ため、常に信号を監視して品質の確認をしなければなら

なかった。目に見えない電気信号を確認するための視覚

化のための機器が、波形モニターでありベクトルスコー

プだった。今でも電気信号はオシロスコープと呼ばれる

測定器を使うことがあるが、映像信号の観測に特化した

オシロスコープが波形モニターである。テレビ信号はカ

ラーを扱えるが、波形モニターだけではどんな色かの確

認はできない。そこで赤や緑などの色合いと色の濃さを

観測するための機器も合わせて必要になり、これがベク

トルスコープである。

テレビ放送は 4 : 3 のアナログから、16 : 9 のデジタル

ハイビジョンに移行した。波形モニターとベクトルス

コープはこれに伴って変化したものの、過去から番組制

作で活用していた波形モニターとベクトルスコープの利

便性のため、形を変えながらも制作現場では欠かせない

ものとなっている。

ア ナ ロ グ テ レ ビ 放 送 は コ ン ポ ジ ッ ト ビ デ オ 方 式

で、DaVinci Resolve の 4 つのウエーブフォームの中の

Waveform に相当する。明るさの成分と RGB の 3 つの

信号がひとつに合わさったと考えられる。

カメラは元来、レンズを通して光を RGB3 つの信号に

分離して電気信号として扱っていた。そのため色調整時

には RGB の波形を独立して監視していたが、この状態

を RGB パレードと呼んでいる。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 29AboutDaVinci

Vectorscope は NTSC テレビ信号から由来の観測方法

で、時計のような円形のエリアの中に表示する。外周に

向かうほど色が濃くなり、白黒映像では中心の点だけに

10bit RGB 値 nits

0 0 nits

447 48 nits (DCI projection and Dolby Cinema 3D peak luminance)

519 100 nits

528 108 nits (Dolby Cinema projector peak luminance)

767 1000 nits (peak luminance on a Sony BVM X300)

844 2000 nits (peak luminance on a Dolby PRM 32FHD)

920 4000 nits (peak luminance on a Dolby Pulsar Monitor)

1023 10,000 nits (no known display)

HDR ST.2084 設定に変更した際のWaveformの値とnits の関係

明るさ

出
現
数

色合い
色の濃さ

明るさ

なる。ベクトルスコープでは明るさの状態は観測できな

い。それをイメージ化したのが下図になる。

Histogram は左から右方向に向かうほど明るい部分を

示している。一見すると折れ線グラフに見えるが、実は

棒グラフなのである。すべての明るさに対して、その出

現数を集計したグラフと考えることができる。

ウエーブフォームは 8bit もしくは 10bit のレンジでレ

ベルを表現しているが、HDR モードの際には異なるレ

ンジで表現しなければならない。Preferences ＞ User ＞

Color の「Enable HDR Scopes for ST.2084」にチェック

を付けると、ウエーブフォームが HDR のレンジに変更

される。10bit の RGB 値と HDR 時のモニターから発す

る光の nits 値との関連性を、Resolve のユーザーマニュ

アルから引用したのが下の表である。
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プロジェクトの保存とデータベース
DaVinci Resolve を使い始めると Color ページの多機能

さや、ワークフローに柔軟に対応できるコンフォーム機

能が充実しているが故の複雑さなど、驚かされることが

多いに違いない。その中でも最も違和感を感じるのが、

DaVinci Resolve のプロジェクト保存のやり方ではない

か。Premiere Pro のように新規プロジェクトを作成して

も、デスクトップなどにそれに該当するアイコンが作成

されない。そもそもプロジェクト作成では、指定できる

のは名称だけである。

DaVinci Resolve のプロジェクト管理システムは、ど

のような仕組みになっているのだろうか。これを理解す

るためには、少しだけこれまでの歴史を振り返ること

が必要だ。Mac 版が登場したバージョン 7 では、プロ

ジェクトの保管システムのためにリレーショナルデータ

ベースの PostgreSQL を利用していた。PostgreSQL は通

称ポストグレスもしくはポスグレと呼ばれていて、イン

ターネットが生まれた頃生まれたデータベースシステム

の Ingres の後継である。Post-Ingres だった SQL ベース

のデータベースシステムなので、PostgreSQL とのネー

ミングになった。データベースといえばカード型で直

感的に構築できるファイルメーカーが Mac では有名だ

が、こちらの方は SQL 言語という専用の操作体系によっ

て小さなデータの関係性を使ったデータベースである。

SQL ベースのデータベースシステムは DaVinci Resolve

を使っていなくとも、これまで気がつかないところで間

接的に利用してきたはずである。インターネット上の

Web サイトで使っているデータベースがこれを利用し

ているケースが多いためである。PostgreSQL は小さな

データの読み込みや書き込みをはじめ、膨大な数の検索

のためのリクエストにも堅牢に対応できる歴史のあるシ

ステムである。

視点を DaVinci Resolve に戻してみよう。Resolve は取

り込んだメディアから入手したメタデータを、忠実に維

持してデータベースに保管する。タイムラインを作成す

ると新規にユニークな ID が作成され、そこに配置され

るたくさんのカットと関連づけられる。カットは編集す

る際に取り込んだ際に保管している、メタデータと関連

づけられている。このカットに対して Color ページで加

えられる色調整は多岐にわたり、一つずつがなんらかの

関連性を持って保管されている。これらはユーザーによ

る変更を時事刻々と監視していて、修正が入ればデータ

ベースの更新を行わなければならない。

このような小さな修正やリクエストのために、内部で

抱えているプロジェクトのデータはコンパクトな単位で

管理されることが望ましい。そんな必要条件を満たせる

のがリレーショナルデータベースシステムだったわけで

ある。DaVinci Resolve はバージョン 7 以降で Mac だけ

ではなく Windows へのサポートも追加して、従来のシ

ステムで運用することから一般的なアプリケーションへ

と変化していった。その中でプロジェクトの管理のため

に使っていたデータベースシステムも、仕様変更を余儀

なくされたことは想像できる。そこで開発者は SQL ベー

スではなく XML ベースのデータベースシステムに移行

し始めた。そして現在のバージョン 14 では、デフォル

トのデータベースシステムは SQL ではなく XML になっ

ている。PostgreSQL はインストール時のオプションを

指定しない限り、アプリケーションのパッケージにも導

入されなくなっている。

XML データベースが DaVinci Resolve のデフォルトに

なっても、プロジェクト管理の仕組みは以前から大きな

変化はない。そのため一般的なプロジェクトに対してひ

とつの関連ファイルが生成されるような仕組みにはなっ

ていない。

プロジェクトの管理は、Resolve が起動直後に表示

される Project Manager から操作する。デフォルトで

はすでに XML データベースが作成されていて、ユー

ザーは気がつかないところでこれを使い始めている

に違いない。Project Manager ウインドウの左上にあ

る Show Databases をクリックすると、左側に Disk と

PostgreSQL が現れる。両者はデータベースのタイプを

示しているので、その内部には複数のデータベースユ

ニットを作成でき、用途に応じて切り替えて使い分ける

ことができる。それぞれのユニットは個別にファイル化

することができ、これによってはじめて Resolve 内部の

プロジェクト管理しているユニット単位のファイルとし

て目に見える実体が作成できる。このユニットの中に、

ユーザーが作成するプロジェクトのブロックが作成され

る。この部分が一般的なアプリケーションが管理してい

るプロジェクト自身になる。このプロジェクト単位でも

外部へファイルとして書き出すことができるので、他の

DaVinci Resolve システムにプロジェクトデータを移行

する際にはこの機能を利用する。
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メディアのリンク
編集やカラーグレーディング中に使いたいカットが見

つからないと、メディア・オフラインになりカットのサ

ムネイルが赤い表示になる。実はこのメディア・オフラ

インには 2 つの種類がある。

図のように Mac の中にあるメディアファイルをイ

ンポートすると、Media Pool にそのインスタンス（分

身）が登録される。Media Pool に素材が置かれていな

ければ Resolve での工程は何も進まないので、プロジェ

クトには欠かせないものである。素材の準備が整えば、

Media Pool からタイムラインにクリップの一部が配置

される。大抵の場合は、インスタンスの全域が使われる

のではなく、IN/OUT の区間だけを使用することが多い。

メディアファイルからタイムラインの間では、

このように 2 種類のリンクが起きている。Mac の中

に保存してあったメディアファイルに削除／移動／リ

ネームが加われば、フィルムストリップに斜線が入った

赤いマークになる。一方タイムラインに配置している

カットの参照している Media Pool のインスタンスが削

除されれば、クエスチョンマークが付いたのオフライン

になる。

一時的にメディアファイルの保存フォルダが移動した

り、保存しているリムーバブルメディアがイジェクトさ

れた程度なら簡単に復元させることはできるだろう。し

かし、別の NLE で行った事前編集に基づいて Resolve の

中でタイムラインを再現させるコンフォームの際には、

単なるファイル名での検索では目的のファイルに辿り着

けないこともある。そんな場合に対しても Resolve は強

力な検索機能があり、ファイル内のメタデータを探り出

してリンクを維持する機能が搭載されている。

Media Pool
リンク

リンク

Timeline

ファイルに含まれるメタデータか
ら、タイムコード、リール名、トー
タルデュレーション、解像度、ビッ
ト深度、フレームレート、コーデッ
クなどから再リンクを実行できる。
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Preferences
環境設定と呼ばれる Preferences は、たいていのアプ

リケーションが持っている起動時の挙動を決める設定で

ある。DaVinci Resolve の Preferences は、ハードウエア

に関係するものと、ユーザーが常に維持しておきたい設

定を併せ持っている。

言語設定は English を推奨
言語設定はデフォルトの英語以外に日本語も選択でき

る。DaVinci Resolve を使い始めた頃のまだメニューの

配置に不慣れな時期には、馴染みのある日本語表記の方

が理解は進めやすいかもしれない。言語設定がどれに

なっていても基本動作には違いはない。

DaVinci Resolve の機能を調べる際に最初に頼りにな

るのが操作マニュアルになるが、メジャーバージョン

アップがリリースされると同時に日本語マニュアルが充

実している状況にはなっていない。数ヶ月の間は先行し

ている英語版のマニュアルが闇夜を歩くための最も強力

な地図になる。アプリケーションを日本語モードで使用

すると、調べたいキーワードをその都度英語ではどのよ

うな表記なのか、というように毎回検索前に変換するこ

とになってしまう。この手間に対する労力は意外と小さ

くないので、私のオススメは初期の段階から英語モード

で使用することである。

System-システム設定のリセット
Preferences の System のパートでは、使用しているシ

ステム構成に沿った設定を変更できる。この設定は異な

るシステム間では共有と再利用はすべきでないので、設

定状態は保管できない仕様になっている。ただし、出荷

時の初期状態には戻すことができ、ウインドウ右上のオ

プションメニューからリセットできる。

System-HardwareConfiguration
Preferences ウインドウの System パネルには、使用し

ている Mac に接続されているハードウエアに関する設

定項目が集約されている。一番初めに DaVinci Resolve

を使用する際には正確に設定することはもちろん、ハー

ドウエア構成が変わった際にも忘れずに変更することが

重要である。

Pre-allocatedSystemMemory：ほとんどのユーザー

は、このオプションについて設定変更する必要はない。

DaVinciResolve は処理中のイメージを格納するために

RAM を使用し、デフォルトでは RAM の 50％を事前に

割り当て、このフィールドには 4GB が表示される。使

用可能な RAM が非常に多いワークステーション（たと

えば 64 〜 128GB）は、この上限を引き上げることが望

ましい場合がある。これにより 5k、6k、または 8k 解像

度のクリップをレンダリングするときのパフォーマンス

を向上させることができるが、推奨される最大の事前割

り当ては 12GB である。

Use	Mac	Display	Color	Profiles	for	Viewers：Mac のシ

ステム環境設定の Color で設定している、Color Sync プ

ロファイルを参照する場合ここのチェックを有効にす

る。基本的にはチェックを付けて使用する。

Use	Display	GPU	For	Compute：Mac Pro のような複

数の GPU を搭載しているシステムでは、ここのチェッ

クを有効にするとレンダリング時のパフォーマンスが向

上できる。もしもレンダリング後のメディアにノイズが

含まれるような場合は、ここの設定を変更すると改善さ

れることもある。

GPU	processing	mode：ATI と NvidiaGPU の 両 方 が

インストールされているシステムで、OpenCL または

CUDA のいずれかを選択できる。このポップアップメ

ニ ュ ー か ら OpenCL ま た は CUDA を 選 択 す る と GPU

選択モードのポップアップが表示され、使用する GPU

と使用しない GPU を選択するオプションが表示され

る。ATI GPU だけのシステムを使用している場合は、

OpenCL のみを使用すべきである。ほとんどのユーザー

はこの設定を Auto にしておくことで、DaVinci Resolve

は適切なものを選択してくれる。

System-MediaStorage
DaVinci Resolve から参照できる Mac のファイルパス

を指定する。複数設定可能で一番目のパスにデフォルト

でキャッシュが保存されるので、SSD などの転送レート

の速いストレージを選択することを推奨。素材取り込み

の時以外にも、Deliver ページでレンダリングの出力先
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でもこの設定が使用される。

Automatically	display	attached	local	and	network	

storage	locations：このチェックを付けることで、リムー

バブルメディアを自動的に Media Storage のファイル

ツリーに表示できる。Macintosh HD などのローカルボ

リュームも、これによりマウントされる。

System-VideoandAudioI/O

For	capture	and	playback	use：互換性のあるビデオ

I/O をインストールした場合は、ここで有効にするとキャ

プチャーとモニターができるようになる。ハードウエア

が接続されていてもここを無効にすると、GUI ディスプ

レイのリアルタイム性能が向上する場合がある。

For	DaVinci	Resolve	Live	use：ビデオ I/O が一つしか

インストールしていないシステムで Resolve　Live を使

用する際は、キャプチャーを無効にして Resolve Live の

みを有効にしなければならない。2 つの I/O がある場合

にはキャプチャと Resolve Live を有効にすることができ

る。

Release	video	I/O	hardware	when	not	in	focus：この

チェックを有効にすると、DaVinci Resolve から他のア

プリケーションに切り替わった際、ビデオ I/O に対す

る制御を切り離すことができる。もし DaVinci Resolve

と同時にビデオ I/O を使用する他のアプリケーション

（Adobe Premiere Pro や Apple Final Cut Pro など）があ

る場合、ここを有効にするとシステムが安定する場合が

ある。

Use	System	Audio	Output：互換性のあるビデオ I/O

インターフェイスが使用可能になっていても、Mac の

ビルトインオーディオ出力を経由してオーディオ出力さ

せることができる。ビデオ I/O インターフェイスがイン

ストールされていない場合、オーディオはシステムオー

ディオ出力経由で自動的に出力される。

Enable	Fairlight	Audio	Accelerator：こ の チ ェ ッ ク

ボックスをオンにすると、インストールされた Fairlight 

Audio Accelerator PCI カードを、高速オーディオ処理お

よびすべてのオーディオ I/O モニタリングと録音に使用

できるようになる。

Speaker	Setup：オーディオをモニタリングするスピー

カーのセットを定義できる。ステレオ出力以上のチャ

ンネルにアクセスする場合には、macOS の Audio MIDI 

Setup Utility から出力ハードウエアを選択し、使用可能

にするスピーカー設定を選択する。

Monitor	Circuit：使用可能な二つの Monitor Circuit を

選択して、スピーカーを定義できる。Control Room は

スタジオのモニタリング用途、Studio 1 はレコーディン

グルームに対応する。

Monitor	Set：上記 Monitor Circuit ごとに、複数のモ

ニタースピーカーを定義できる。Main はメインモニター

スピーカー、NEAR はコンシューマー向けスピーカーに

使用する。Set2 から 15 は、さまざまなミックスを確認

作成するために切り替えられる。Rename ボタンから名

称変更できる。

Monitor	Set	Format：モニターセットのフォーマット

を Mono、Stereo、LCR、LCRS、LCRSS、5.1、6.1、7.1

から定義する。

Monitor	output	list：選択したモニターセットフォー

マットに応じて、特定のスピーカーに出力するものを

マップする。使用可能な出力数は、macOS で使用可能

なスピーカーを反映している。Audio MIDI Setup Utility

と合わせて設定変更する。

System-AudioPlugins
VST	Effects：オーディオプラグイン VST 形式のエフェ

クトをインストールしているパスを指定する。デフォル

トに加えてインストールする際、ユーザー任意のパスを

使いたい場合にここで設定できる。

Available	Plugins：インストールされている VST と

Audio Unit 形式のプラグインを個別に有効／無効でき

る。また Status で正常に動作しているかの確認もできる。

System-ControlPanels
当バージョンでサポートしているパネルタイプは下記

の通り。

• DaVinci Resolve Advanced Panel

• DaVinci Resolve Mini Panel (USB)

• DaVinci Resolve Mini Panel (Ethernet)

• DaVinci Resolve Micro Panel

• Tangent Devices Wave

• Tangent Devices Element
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• Avid Artist Color

• OxygenTec ProPanel

• JLCooper Eclipse CX

• Audio Console

使用しているシステムに MIDI 経由で接続されている

オーディオコンソールがある場合には、ここで設定でき

る。この設定は将来 Fairlight 向けのコンソールが製品化

された場合までは使用することはない。

User-プリセット

Preferences の User パートでは設定状態を、出荷時へ

の初期化（Reset）、保存（Save）、保存済み設定のファ

イルからの読み込み（Import）、内部データベースから

のプリセット読み込み（Load）、現在使用中のプリセッ

トの編集更新（Update）、プリセットのファイルへの書

き出し（Export）、プリセットの削除（Delete）が実行

できる。Export したファイルは拡張子 userprefs となり、

異なるシステム間で設定を再利用できる。

User-UISettings
1.  前回終了時に開いていたプロジェクトから開始す

る場合は On。

2.  Off で完全なグレーの GUI デザインになり、On で

は少しだけブルーが混じったデザインになる。

3.  On では完全な黒、Off では少しだけ黒が浮いたグ

レーがビューワの背景になる。完全な黒ではブラン

キングが視認できないための対処。

4.  SD の縦長ピクセルのような正方形ではないフォー

マットの際、画角の縦横比を正確に表示する（On）

5.  このチェックを付けないと Color ページのビューワ

以外でもビデオ出力が有効にならない。

6.  ビューワと外部モニターでの映像が指定したフ

レームだけディレイする。

7.  外部モニターの映像が、再生停止時に片側のフィー

ルドだけの表示になる。解像度が半分になる代わり

に、インターレース素材ではジッター表示がなくな

る。

8.  フレームの表示が欠落すると再生を停止する（On）

User-AutoSave
プロジェクトに変更があると DaVinci Resolve のデー

タベースに記録しなければならない。一般的なアプリ

ケーションと同様 Save 操作は必要だが、いくつかの方

法が用意されている。未保存の状態では操作画面上部の

プロジェクト名の右側に「Edited」と表示される。この

1
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8

状態が継続すると、文字の色がグレーから黄色、赤色へ

と変化する。

Live	Save：ユーザーに逐次保存への操作を強いられ

ることはなくなる。このモードではユーザーの操作のひ

とつが完了するごとにデータベースに更新が行われる。

Automatically	save	project：指定した時間ごとに保

存が行われる。On の場合はデータベース内に保存さ

れるプロジェクトのセットはひとつだけで、To backup 

project では指定した数のバックアップセットが保管さ

れる。過去の時点のバックアップセットにプロジェクト

全体の状態を戻したい場合は、List Backup から Load す

ることができる。また不要になったバックアップは個別

にここから削除できる。

User-Editing
New	Timeline	Settings：新 規 タ イ ム ラ イ ン 作 成 時

の設定のデフォルト値を指定できる。ここで設定して

いても、新規作成の際に改めて変更できる。General 

Settings ではデフォルト値の設定とオプションの On/

Off が指定できる。時間設定のフィールドはタイムコー

ドもしくはフレーム数のどちらかで指定できるものもあ

る。

Default	handles	length： 編 集 時 に Insert Selected 

Clips to Timeline with Handles を実行した場合、自動的

にカットに追加される IN/OUT へのハンドルサイズを指

定する。これはソースクリップの長さが指定したフレー

ム数以上の場合で、IN/OUT が付いていない場合にの

み有効になる。また、Color ページの View ＞ Show ＞

Current Clip With Handles を有効にしている場合には、

ここで指定したフレーム数がハンドルとして IN/OUT の

外側に表示される。
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playhead	shadow：二つの項目（pre と post）の指定で、

View メニューの Show Playhead Shadow が有効時にプ

レイヘッドの左右に付くシャドウの長さが変更できる。

1.  編集時のタイムライン・オーバーレイ機能を使う

際、前回のモードを記録する。次回の編集では、タ

イムラインビューワのオーバーレイ以外の部分への

ドロップでも、前回のモードを適用できる。

2.  Smart Bin を自動的に作成して、その中にタイムラ

インをまとめて表示する。この中のタイムラインの

実体は別の Bin の中に保存されている。

3.  編集タイムラインのカットを選択すると、Media 

Pool 内にあるメディアも自動的に選択される。

4.  Master Timeline がある場合、他のタイムラインで

選択しているカットは、Master Timeline に切り替え

ると同じものが選択される。

5.  コンフォームから作成したタイムラインでオフラ

インメディアが指定されている場合、タイムライン

上で部分的にメディアが見つからなければ、オフラ

インメディアの映像に差し替えられる。

6.  コンフォームしていないタイムラインでオフライ

ンメディアが指定されている場合、タイムライン上

で部分的にメディアが見つからなければ、オフライ

ンメディアの映像に差し替えられる。

User-Color
1.  Off では Waveform のスケールが 10bit 表示になり、

On では HDR モードで必要な Nit(cd/㎡ ) になる。

2.  コントロールパネルのリセットボタン Reset と RGB

の挙動を変更できる。Off はバイパスと同じ状態に

リセットされる。On では Reset ボタンは YRGB の

比率を維持してリセットし、RGB ボタンでは以前に

設定されていた平均値に戻される。

3.  Color ページのビューワでワイプをする際 On に

なっていると、ワイプ境界が画面の端に達すると続

いて反対側から現れる。ビデオスイッチャーのワイ

プモードがノーマルと同じ挙動になる。

4.  On にすると Power Window の境界線が緑と黄色に

なる。Off では白色。

5.  Qualifier で選択した色域を区別する Highlight を有
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効にした際、元の色味を残すか（Off）、白黒の状態

で表示する（On）かを切り替えられる。

6.  Next Scene コマンド実行時にどこへ再生ヘッドが

ジャンプするかを変更する。

7.  Next Scene コマンドで移動した際、カットの先頭

から指定したフレーム数だけ先送りする。

8.  Split Screen の Neighbor Clips を選んだ際、いくつ

のカットを含めるかを 1 から 3 の数値で指定する。

9.  カットを切り替えた時に表示するノードを指定す

る。前回選択、一番目、最後、切り替え前のカット

と同じ、の 4 つから選択できる。

10.  セカンダリー部で色選択する際の方法を選択でき

る。デフォルトの DaVinci Resolve スタイルとレガ

シーの DaVinci 2k から選択できる。

Ripple	Modeでは色修正で使える Ripple 機能により、

変化量をどのように適用先に反映させるかを設定でき

る。この機能を使うことで、特定のノードに加えた変更

を他のカットのノードにも同じように設定を加えられ

る。

Exact	values	changed：変 更 し た パ ラ メ ー タ の み

Ripple 先に適用する

Percent	values	changed：変更したパラメータの比率

を Ripple 先に適用する。Master Gain を 1.0 から 0.9 に

変更した場合は 10% 下げる。

Unit	values	changed：変更したパラメータの変化量

を Ripple 先に適用する。Master Gain を 1.0 から 0.9 に

変更した場合は適用先のパラメータから 0.1 だけ下げる。

All	values	are	copied：対象のノードのすべてのパラ

メータを Ripple 先にコピーする。

Printer	Light	Step	Calibration：フィルムプロジェク
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イルとして書き出しや読み込みができるようになってい

る。カスタマイズの際は Search からショートカットの

キーワードが検索できる。

現在のキーボードショートカットが、どのように割

り当てられているかの確認もここから行える。Search

フィールドは Command と Shortcut を選択できる。前

者は「Save」などのコマンド名を、後者は割り当てられ

ている文字列や矢印キーなどの記号を指定できる。

User-Metadata

Media、Edit、Fairlight の 3 つのページでは Metadata

を表示できるが、default の Metadata の構成には不要な

ものや足りない項目がある場合がある。この Metadata

で表示される項目をカスタマイズして、複数の構成

セットとして切り替えるための設定をここで行う。一

旦 Metadata のプリセットを作成すると、Media、Edit、

Fairlight のページの Metadata 部のオプションメニュー

にプリセット名が現れるので、そこから切り替えること

ができる。

トの場合、ラボから指定されたプリンターライト値をこ

こで設定できる。

User-Performance

Hide	UI	Overlays：GPU 性能が低いシステムのための

機能。On にすると再生中のカーソル、Power Window

アウトライン、Split Screen が無効になる。

Minimum	interface	updates	during	playback：On で

再生中の GUI の更新を無効にできるので、リアルタイ

ム性能を向上できる。

Performance	Mode：Edit ページで使用するパフォー

マンスモードを自動設定にするか、ユーザーがカスタマ

イズするかを選択できる。

Automatic：Resolve バージョン 14.1.1 以前の設定と

同じでシステムにより自動で設定できる。

Manual：Manual に変更すると 3 つのオプションを有

効と無効に変更できる。

• Optimized Sizing

• Optimized Decode Quality

• Optimized Image Processing

User-ControlPanels
Classic	DaVinci	trackball	alignment：従来のトラック

ボールのアライメントを選択できる。

Grading	style：デフォルト設定は DaVinci で、ベクト

ルスコープのように円周上の色の位置とトラックボール

の動きが同じになる。Rank では赤と緑の方向が逆になっ

ている。数値設定部では、トラックボールやマスターホ

イール、ボリュームなどを操作した時の感度を調整でき

る。この中にはサードパーティ製のパネルにも反映され

るものもある。

LCD	brightness：Mini Panel と Advanced Panel の

LCD のブライトネスを調整できる。

Key	backlighting：Mini Panel で は 2 つ、Advanced 

Panel では 3 つのパラメータを使って、キーのバックラ

イトの色を変更できる。

User-KeyboardMapping
ユーザーの好みに合わせて主要な NLE のキーボード

ショートカットに近い設定が選択できる。デフォルト

の DaVinci Resolve に加えて、FCPX、Media Composer、

Premiere Pro から選択でき、それらをさらにカスタマイ

ズして特別な設定として保存することも可能。それを他

の Resolve システムで再利用するために、テキストファ
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ProjectSettings

Preferences は一度設定すると頻繁に変更する必要が

ないものが多いが、Project Settings はプロジェクトご

とに変更すべき項目が多い。プロジェクトの新規作成時

に正確に設定すべきものと、後からいくらでも修正が利

くものがある。

ProjectSettings の操作前に知っておくべきこと
操作画面右下のギアマーク、File メニューの Project 

Settings、もしくはキーボードショートカットにより

Project Settings のウインドウを表示できる。Preferences

ではハードウエア依存や頻繁に変更しないところを設定

したが、Project Settings ではプロジェクトごとに変更

が必要な設定を保存と変更ができる。

最も重要な設定は、プロジェクトに固有のタイムライ

ンのフレームレートと、DF/NDF の項目である。これら

は素材の読み込みもしくはタイムラインを作成するとそ

の後は変更できないため、必ずプロジェクトを新規作成

する時点で入念に確認し計画のもとに設定しなければな

らない。これ以外の設定項目は後に変更ができる。

Project Settings には 7 つのパネルがあり、ウインド

ウ左端の項目名をクリックすることで切り替えられる。

複数のパネルを切り替えて設定を保存しながら進めたい

場合には、Option キーを押しながら Save をクリックす

ると、ウインドウが毎回閉じることなく継続できる。

ProjectSettings|Presets

Resolve の出荷時のデフォルト設定ではタイムライン

のフレームレートが 24fps になっていたり、日本国内で

使用するには適切でない部分がいくつかあるので、毎回

手動で変更するよりもシステムごとに初期設定を残すこ

とがオススメである。

現 在 の 設 定 は Current Project に 保 管 さ れ て い て、

Presets パネルに切り替えるとハイライトになっている。

Option キーを押しながら Save を実行後、右クリックか

ら Save	As	User	Default	Configを実行すると、Resolve

が起動直後の設定に保存できる。これは guest default 

config に保管される。この並びにある System Config は、

過去のバージョンとの互換性維持のために残っているの

で、通常は使用することはない。

また右クリックから Save As で任意の名称を付けるこ

とで、Presets のリストの中に保存して以後再利用する

ことができる。スクリーンショットのように、よく使う

ことが予想されるフォーマットごとのプリセットを保管

しておくと良い。

ProjectSettings|MsterSettings
Timeline	Format：プロジェクトに対して固有になる

タイムラインのフレームレートや DF/NDF 設定などが

ある。後に変更できないため、プロジェクト作成直後に

確実に設定を済ませておくこと。Playback frame rate は、

100％再生の際のフレームレートを指定できるので、使

う素材によって一時的に変更することができる。

Video	Monitoring：互換性のあるビデオ I/O を使って

ビデオ出力する際の規格を選択できる。4k タイムライ

ンを持つプロジェクトでビデオ出力は HD にしたい場合

などに利用できる。接続するハードウエア依存の設定も

ここで行う。Desktop Video Setup.app でも同じ設定変

更ができるが、Resolve を使う際にはこちらの設定が優

先される。

Optimized	Media：リアルタイム再生のために作成

するファイルの形式を指定できる。Resolve ではフレー

ムレートを維持するために、3 つの方法が用意されてい

る。再生時の表示品質を落とす処理を Proxy Mode、一

般的な NLE で言われているレンダリングに相当するの

が Cache、事前に低解像度もしくは低品質の代替えファ

イルを作成することを Optimized Media と呼んでいる。

Resolution で は オ リ ジ ナ ル 解 像 度 に 対 し て、 等

倍、1/2、1/4、1/8、1/16 か ら 選 択 し て 低 解 像 度 の

Optimized Media の解像度を指定する。

Format では、非圧縮、ProRes、DNxHR、CineForm か

らフォーマットを選択できる。
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Render Cache Format で は、 キ ャ ッ シ ュ フ ァ イ ル

の フ ォ ー マ ッ ト を 同 じ く 非 圧 縮、ProRes、DNxHR、

CineForm から選択できる。

Automatically 〜の二つの項目は、トランジションや

コンポジットでのキャッシュを自動で作成するように指

定できる。

Working	Folders：、Cache と Gallery で使用する DPX

静止画ファイルの保存先を指定する。両者ともに頻繁に

書き込みが行われるため、SSD や RAID のような高速に

Read/Write できるストレージに指定することが推奨さ

れる。

Frame	Interpolation：リサイズ時のピクセル補間処

理のタイプを選択でき、処理時間かクオリティのどちら

を優先するかが指定できる。

Retime	Process：可変速処理を行う際の品質の選択

が で き る。 品 質 が 低 い 順 か ら Nearest、Frame Blend、

Optical Flow。

Motion	estimation	mode：Optical Flow 処理の際に、

処理速度重視（Faster）か品質重視（Better）を選択できる。

Motion	range：フレームレート混在で Optical Flow

処理を使う場合にモーション演算を一致させることで品

質を改善することができる。（Large、Medium、Small）

ProjectSettings|ImageScaling
Resize	Filter：入力スケーリングの際の補間方法を選

択 で き る。Sharper、Smoother、Bicubic、Bilinear の 4

つの選択肢がある。Sharper は縮小と拡大で使用できデ

フォルト設定になっている。Smoother は SD サイズに

縮小するときに適している。Bicubic は前者 2 つよりも

少しだけ高画質になる。Bilinear の品質は高くないので

後に高品質の方法でやり直すことを推奨。

Override の二つのチェックを有効にすると優先的にこ

こで設定したリサイズが使われる。設定は Color ページ

の Sizing から Input と Output を個別に保存できる。

Anti-alias	edges：画像フレームの周辺に対してアン

チエイリアシングをかけるので、わずかに黒いエッジが

出ることがある。Auto の場合はリサイズ処理が有効の

際のみアンチエイリアシング処理がかかる。

Deinterlace	quality：デインターレース処理の品質を

切り替えられる。Normal は標準の設定で、High に切り

替えるとプロセッサへの負荷はかかるが品質が向上でき

る場合がある。

Input Scaling の Mismatched resolution files では、図

のような 4 つの設定ができる。

Center	crop	with	no	resizing：スケーリングされない

ので、現在よりも小さいフレームサイズの場合はブラン

キングで囲まれ、大きい場合は切り取られる部分が発生

する。

Scale	full	frame	with	crop：フレームの縦か横で現在

よりも小さい方にスケールされるので、一部が切り取ら

れることになる。

Scale	entire	image	to	fit：フレームの縦か横で現在よ

りも大きい方にスケールされるので、レターボックスか

ピラーボックスになる。

Stretch	frame	to	all	corners：現在のフレームにソー

スの四隅を合わせる。双方の縦横比が異なればアスペク

トが変更される。

Output	Scaling：タイムラインの解像度と異なる状態
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でモニタリングや VTR 出力を行う際に Output Scaling

で設定する。Match timeline settings のチェックを入れ

ると下に続く Mismatched resolution files 以外の設定が

無効になり、現在のタイムラインと同じ解像度が出力さ

れる。

Mismatched resolution files のポップアップの項目は

Input Scaling と同じ結果になる。

ProjectSettings|Resolve のカラーサイエンス
DaVinci YRGB、DaVinci YRGB Color Managed、DaVinci 

ACEScc、DaVinci ACEScct の 4 つのカラーサイエンスが

使用できる。

DaVinci	YRGB：Color science の DaVinci YRGB は

Display Referred カラーマネージメントに対応している。

この設定では、タイムラインで使用されているソースメ

ディアがどのように見えるのかについてのプロファイル

が不要である。出力しているキャリブレーションされた

ブロードキャストディスプレイを介してのみ、色精度を

判断できる。

DaVinci	YRGB	Color	Managed（RCM）：DaVinci YRGB 

Color Managed は Scene Referred カラーマネージメン

トに対応している。この設定では、ソースメディアにカ

ラープロファイルを適用しなければならない。同じ RGB

値を持つメディアでも、プロファイルが異なれば最終的

に見える色に違いが出る。メーカーや機種、カメラが持

つプロファイルが異なるメディアを同じルックに合わ

せることが容易になる。DaVinci YRGB に LUT を加える

ことで色はコントロールできるが、RCM を使うことで

LUT で発生するクリッピングを回避でき、多彩な出力

フォーマットに柔軟に対応できる。

DaVinciYRGBColorManagedorACES ？
RCM も ACES も 目 的 は 同 じ で、 双 方 と も に Scene 

Referred カラーマネージメントである。ACEScct はトー

ンカーブに Log を採用しているので、パラメータを調

整する際の感覚が通常とは少し違う場合がある。RCM

ではこの問題がないため、いつもと同じ感覚で操作でき

る利点がある。

RCM使用の手順
1.  Project Settings の Color Management から DaVinci 

YRGB Color Managed に切り替える

2.  単一のメディアの場合は Input Color Space でカメ

ラに対応した設定に切り替える。複数ある場合は

Bypass にして個別に設定する。Bypass の場合は、

Timeline Color Space の設定が Input に反映される

3.  Input Color Space を個別に設定する場合は、Media

ページか Color ページで設定できる

4.  Timeline Color Space と Output Color Space を設定

する

5.  タイムラインから出力する際に、両者のカラース

ペースが大きく異なる場合、変換時のマッピングオ

プションが選べる。トーンとガマットを個別に指定

できる。出力の方が狭い設定の場合は、クリッピン

グを抑える効果がある

ProjectSettings|ColorManagement
Color science で DaVinci YRGB 以外を選択すると、そ

れに続く項目を設定できるようになる。DaVinci YRGB 

Color Managed で は Input、Timeline、Output の Color 

Space を 指 定 す る が、Use Separate Color Space and 

Gamma を有効にすると、カラーガマットとガンマを個

別に調整できるようになる。TImeline と Output のカラー

スペースの違いが大きい場合にはマッピングオプション

を使用することができる。
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ACEScc もしくは ACEScct を選択すると下部にある

ACES オプションが使用可能になる。ACEScct は ACEScc

の上位互換モデルのため、過去のプロジェクトを継続

するケース以外では新規プロジェクトを作成する際は

ACEScct が好ましい。

HDR mastering is for で指定する nits は、Ultrastudio4k 

Extreme な ど HDMI2.0a を サ ポ ー ト し た モ デ ル を

DaVinci Resolve12.5 以降で使用する際に、メタデータに

最大 nits を載せることができる。

Lookup Tables のコントロールを使用すると、プロジェ

クト全体のすべてのタイムラインに影響する LUT を、

一度に画像処理パイプラインに追加できる。これらの

LUT は、Timeline グレードのトリミング、Log to Linear

変換の適用、フィルム出力のシミュレート、Broadcast 

Safe 要件に対応するための信号の制限など、さまざま

な機能に使用できる。1D と 3D を同時に適用した場合

には、先に 1D が処理されてから次に 3D の処理が行わ

れる。

3D LUT の処理では、RGB3 つの値を入力と出力でどの

ような関係になるかを事前に計算しておき、その数表を

もとにして演算している。17 × 17 × 17 の場合は 4913

の組み合わせを持っているが RGB 各階調を 17 ステップ

のデータをもとにして補完の計算を行なっている。この

時の計算精度を高めるために二つのオプションが選択で

きる。ただし、Trilinear よりも Tetrahedral の方がプロセッ

サにかかる負荷は大きくなる。

Trilinear：以前のバージョンの Resolve からの、LUT

を使用するグレードと下位互換性があり、他のアプリ

ケーションで適用されている LUT の外観と一致する。

Tetrahedral：プロセッサーを多めに使用するが、カ

ラーバンディングを減らして高画質になる。以前のバー

ジョンの Resolve のグレードと一致する必要のないプロ

ジェクト、または他のアプリケーションで作成された

LUT に推奨される。

Broadcast	Safeが処理するクリッピングには、本質的

にソフトロールオフはないので、 最良の結果を得るには

カラーページのソフトクリップコントロール、またはソ

フトクリップ LUT と併用する必要がある。

IRE レベルで暗部と明部のクリップポイントを設定で

きる。値はポップアップの中の 3 つの組み合わせから選

択でき、Make Broadcast safe のチェックで On/Off でき

る。

Generate	Soft	Clip	LUT：画像の暗部と明部のクリッ

プ処理を徐々に変化するようなソフトクリップにする

LUT を作成できる。理想的な LUT は 3D を使用して、画

像処理のパイプラインの最終段で適用することが望まし

い。

1.  1D（0-1023 階調）、3D（33x33x33 cube）の選択

2.  デフォルトではこのパネル内の設定のみを使用し

てソフトクリップ LUT を生成する。 リストから別

の LUT を選択すると、このパネルで指定した計算を

選択した LUT と連結して、両方の計算セットを一度

に適用する単一の LUT を出力することができる

3.  最大値と最小値を有効にする

4.  出力される最大値を設定。 すべての画像データは

この値を超えるとクリップされる

5.  圧縮され始めるクリッピングポイントより下の

パーセンテージとしてしきい値を設定する。 0 では

ソフトクリッピングは発生しない。 この値を大き

くするとクリッピングされずより柔らかくなる

6.  出力される最小値を設定。 この値以下の画像デー

タはすべて切り取られる

7.  シャドウが圧縮され始める最小クリッピングポイ

ントを超えるパーセンテージとしてしきい値を設定

する。 0 ではソフトクリッピングは発生しない。 

この値を大きくするとクリップされるのではなく、

シャドウのつま先でより柔らかくより快適なロール

オフになる

8.  保存する LUT 名を入力

9.  作成を実行

Generate	LUT	From	Analyzed	Pattern：、/Library/

Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve

に保存されている図のような trim_lut0.dpx ファイルを

他のアプリケーションで読み込んでプライマリー調整を

trim_lut0.dpx

1

2
3

4
5
6
7

8
9
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行い、それを Resolve に取り込むことで LUT を作成でき

る。他のアプリケーションで保存する際には DPX 形式

以外の TIFF など Resolve で読み込み可能な形式が使用

できる。

画 像 を 作 成 後 Media ペ ー ジ か ら 作 成 済 み の 画 像

ファイルを読み込む。次にタイムラインに配置して

Color ページに移動。そのカットを選択している状態

で、Project Settings の Color Management に 移 動 し

て Generate LUT を実行する。これによりデフォルトの

LUT ディレクトリに保存される。

ProjectSettings|GeneralOptions
Use	Timecode：リファレンスメディアから取り込む

タイムコードをどのようにするかの 2 つのオプションが

ある。

Embedded	in	the	source	clip：ソースクリップに埋め

込まれているメタデータからタイムコードを読み取る。

From	the	source	clip	frame	count：クリップの先頭フ

レームを 00:00:00:00 にセットしたタイムコードを使用

する。

Conform	partial	clips	with	black	gaps：必要なフレー

ムがすべて含まれていないクリップを取り込むと、Edit

ページではカットに P マークが追加される

Auto	conform	clips	with	media	added	 into	Media	

Pool：チェックが On になっていると、タイムコード、

ファイル名、リール名が一致するタイムライン上の欠落

しているカットに自動的にコンフォームがかかる。ただ

し force conform が Off になっていることが条件。

Assist	using	reel	names	from	the：ここでチェックを

On にすると、下記のオプションの中で選択した条件で

リール名が取得される

Source	clip	file	pathname：指定するパターンを使っ

てリール名を抽出できる。パターンの詳細については後

述する。

Media	Pool	folder	name：Media Pool の Bin の名前を

リール名に使用する。

Embedding	in	source	clip	file：メタデータの中に埋

め込まれたリール名を使用する。

Source	clip	filename：ソースメディアのファイル名

をリール名として使用する。

Extract	reel	names	from	EDL	comments：EDL のコメ

ント欄から取得したリール名が使用される。RED カメラ

のように 8 文字以上のリール名を持つメディアを使用す

る際に有効。

Sort	timeline	using	reel	name	and	timecode：チェッ

クが有効の場合、Color タイムラインのカットは、リー

ル番号でソートされてから続いてタイムコードでもソー

トされる（C モードソート）。チェックが無効では、タ

イムコードでのみソートされる。

Mixed	frame	rate	format：この設定は Media Pool に

クリップを取り込む前にのみ変更可能。Resolve でリタ

イム処理する際に、他の NLE に合わせたい場合にはポッ

プアップから選択する。

FCP7、FCPX の場合は該当する項目を選択し、Media 

Composer、Premiere Pro、Smoke で は Resolve を 選

択 す る。None に し た 場 合 は、Timeline frame に も と

づいて再生されるので、クリップの持つフレームレー

トによっては速度がオリジナルと異なる。この処理は

Timeline frame rate に合わせてクリップのフレームを 1

対 1 で合わせる frame by frame の処理になる。

Mixed frame rate の場合は Deliver ページの書き出し

設定で、Single か Indivisual かで出力したメディアファ

イルの fps が変わることになる。SIngle では Timeline 

frame rate に合わせ、Indivisual ではクリップの持つフ

レームレートが使用される。

Target	Loudness	Level：ラウドネス値のターゲット

レベルを指定する。

Loudness	Scale：ラウドネスの規格を選択する。

Track	Meters：トラックメータをソースかポストで選

択できる。

1.  Color ページで Grab Still を実行した際に、Gallery

に保存されるラベルの自動ネーミングの設定。ポッ

プアップから選択できる。静止画像として出力する

際にファイル名に Still の番号を付加できるが、ファ

イル名の後に付くか（Suffix）、前に付くか（Prefix）

を指定できる。

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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2.  Lum Mix のデフォルトが 100 ではなく 0 になる。

ASC-CDL を出力する際は Lum Mix を 0 にすべきな

ので、その際にはここで変更できる。

3.  Color ページの Log グレーディングはバージョン

12.5 で大きく変わった。過去のプロジェクトとの互

換性を維持するためにこのチェックを切り替えられ

る。過去のバージョンに合わせるには On、新しい

バージョンに合わせるには Off にする。

4.  デフォルトでは On で、これにより Contrast パラ

メータを調整する際に S カーブをかけるので、シャ

ドウとハイライトでクリップすることがない。Off

にすると上限と下限でクリップする。

5.  Window とエフェクトでの過去のバージョンのリサ

イズ方法を選択できる。

6.  Window とエフェクトで 3D ステレオスコピックの

コンバージェンスを追加する。

7.  Color ページの Version をデフォルトで Local にす

る際は On、Remote にする際は Off にする。

8.  On にすると Master Timeline ビンが自動的に作成

され、その中に取り込んだクリップ全てが含まれる。

この設定は一番最初にクリップを取り込む前に行

う。それ以降には変更できなくなる。

9.  使用したクリップのサムネイルを drp ファイルに

保存したい場合にはチェックを On にする。この場

合は Export や Import 時に Off に比べて所要時間が

長くなる。

10.  DPX バージョン 2 に合わせて、ピクセルの並び順

を変更する。

11.  テープに書き出す際に、SDI オーディオの 16ch、

アナログオーディオの 2ch にタイムコードを出力す

る。

12.  このオプションは Media Pool にクリップを取り込

む以前にのみ変更できる。On にするとタイムライ

ンは Timeline Bin の中にのみ保存できるので、他の

Bin には移動できない。Off にすると自由に保存場所

を移動できる。

Dynamic	Profile：Color ページの Dynamic キーフレー

ム使用時に、Dynamic Attributes で変更できる 0 から

11 のパラメータを初期設定として指定できる。下記の

スクリーンショットのように、数値の違いによりカーブ

の傾きが変更できる。これによりトランジションの変化

量がリニア以外のカーブに指定できる。

Versions：バージョン使用時のデフォルトの名称を事

前に登録できる。

ProjectSettings|CameraRAW
現 在 サ ポ ー ト し て い る 形 式 は、ARRI Alexa、RED、

SONY、Cinema DNG、Phantom Cine の 5 種類。それぞ

れで、撮影時の Camera Meta、DaVinci Resolve での作

業時に変更する Project、そしてメーカーのデフォルト

値の 3 つから選択できる。ここの Project で指定しても

Color ページでカットごとに個別に再設定できる。

ProjectSettings|CaptureandPlayback
Use	left	and	right	eye	SDI：4:2:2 x 2 モードなどサポー

トされている VTR で立体映像のための左右の映像を入

出力できる。

Video	connection	operates	as：4:4:4 SDI やシングル

リンク SDI を使用する際にチェックを有効にする。

Data	Levels：このパートで設定するのは、Media ペー

ジでのキャプチャと Deliver ページでの VTR 出力のみで、

それ以外のモニター時は Master Settings の設定が使用

される。

Use	deck	autoedit：基本的にはチェックを付けて使

用する。Off の場合には、下記の Non auto edit timing で

適切な値を指定しない場合にはシリアルコントロールの

精度が損なわれる。

Video	output	sync	source：Blackmagicdesign 製のビ

デオ I/O 使用時は Auto、DVS 社のカードの場合には、

再生時に Reference、記録時には Input で使用する。

Add	3:2	pulldown：チ ェ ッ ク を On に し た 場 合、

29.97 からのキャプチャでは Remove Pulldown 処理が、

23.976 からの出力では 3:2 Pull Down が追加される。Off

にすると 3:2 処理は行われない。

フォーマットと保存場所：フォーマットは DPX と
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QuickTime が選択可能で、メディアファイルのコーデッ

クは ProRes、DNxHD、非圧縮をサポート。保存パスは

Browse をクリックして指定する。

Save	in	this	folder	path：チェックを付けた項目のディ

レクトリが追加できる。

Apply	reel	number	to：リール名にファイル名とヘッ

ダ情報を追加できる。

Use	prefix：下記で指定したファイル名とフォルダ名

の先頭に追加される文字列を指定できる。

Apply	prefix	to：ファイル名とフォルダ名の先頭に追

加したい場合にチェックを付ける。

Use	frame	number	with：DPX 形式の連番ファイルに

キャプチャする場合のフレームナンバーの桁数を指定す

る。

Set	batch	ingest	handles	to：バッチリストから一連

のキャプチャを実行するときの、各ファイルに追加され

るハンドルフレーム数を指定する。

Enable	audio	input：QuickTime と DNxHD 形 式 の 場

合にはオーディオトラックが追加され、DPX 連番ファ

イルの場合には BroadcastWAV ファイルが作成される。

Input：入力オーディオチャンネルを 2 から 16 の偶

数で指定する。

Output	Source	Timecode：Deliver ページで Indivisual

の設定時で、SDI 信号にタイムコードが追加される。

VTR がインサートモードでは無効になる。Crash Rec と

Assemble でのみ動作可能。

Output	LTC：Blackmagicdesign 社 製 ビ デ オ I/O を 使

用の場合、LTC と SDI オーディオ 16ch にタイムコード

が出力できる。

Delay	LTC	by	x	frames：出力する LTC をフレーム単位

でディレイできる。出力時にビデオディレイが発生する

機器を VTR の前段に接続する場合に有効。

Enable	audio	output：オーディオ出力を有効にする。

Offset	audio	by	x	frames：出力するオーディオ信号の

ディレイ量を設定できる。

Output	x	channels	of	audio：出力するオーディオチャ

ンネルを 2 から 16 の偶数で指定する。

Set	batch	playout：バッチ出力の際に加えるハンドル

サイズを Head と Tail で個別に指定する。

Apply	gaps	between	clips：バッチ出力時にカット間

に黒みを加えるかどうかを指定できる。

リール名切り取りのしくみ
Project Settings の Conform Options で、リール名を

ファイルパスから切り取る際のオプションについて難解

な面があるので、図で示しながら解説しておこう。次ペー

ジ最上部にあるような、BMD カメラで撮影した DNG 形

式の連番ファイルを例に説明を進める。

目 的 は 長 い フ ァ イ ル パ ス の 中 か ら、「Blackmagic 

Cinema Camera_」の次にある「101」の部分の文字列

だけを切り取りたい。この 101 が Media Pool にインポー

トした後の Reel のメタデータに自動的に引用させたい

のだ。結果として 101 や 102 のようなリール名として、

Resolve の中でメタデータとして利用される。

答 え を 先 に 提 示 す る と、 図 の 左 下 に あ る よ う な

「*/*_%R_*_*_*/%D」を Pattern に入力することになる。

アスタリスク「*」やクエスチョンマーク「?」などは、

特別な意味を持つメタ文字と呼ばれる記号のようなもの

で、これらを組み合わせてある条件を定義する。冒頭

の「*/」は「/Volumes/MEDIA/」に相当することになる。

切り取りたい部分に「%R」を指定して、そこが抜き取

りたい「101」を導く部分になる。

当然一発 OK でこれを得られるようにはならないの

で、何度か試行錯誤を繰り返すことになるが、その際に

は TEST ボタンを押すことでどのような結果になるかが

確認できる。この手順を繰り返せば目的の答えに辿り着

けるだろう。

はじめてこの方法を試す時には難解なため、クリップ

ごとに手動で入力すれば良いと考えるかもしれない。し

かし、対象のクリップが何百とある場合には手動作業は

間違いを誘発させことにつながる。対象の数が多いか少

ないかで、対処方法を選択しても良いだろう。
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/Volumes/MEDIA/Blackmagic Cinema Camera_101_2012-09-01_1913_C0000/Frame000001.dng

切り取りたい部分

*_%R_*_*_**/ /%D
/Volumes/MEDIA/

Frame000001.dng

Blackmagic Cinema Camera_

101

_2012-09-01_1913_C0000

*　・・・　1文字以上の任意の文字列（ 例／abc , a , 12z ）

?　・・・　1文字の任意の文字（ 例／a , 1 ）

%D　・・・　1つの切り取りたいファイル名やディレクトリ名

%R　・・・　残したいリール名の部分

Resolveで使用するPattern

*/*_%R_*_*_*/%D
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DaVinciCTL
CTL（Color Transformation Language）は、カラーワー

クフローの中でレゴブロックのように使えるように設計

されたプログラミング言語である。CTL には画像を構成

するピクセルに対して演算を行うための、プログラムを

読み込むインタープリターが含まれる。

CTL を使うと、DCI-P3 カラースペースに向けて制作

された映像を、Rec709 に適した色空間へ正確に変換す

ることができる。このためには、入力ソースファイル、

CTL を記述したスクリプト、そして CTL を理解できる

インタープリターとレンダラーが揃っている必要があ

る。画像処理を行うには、汎用プログラミング言語の C、

C++、Python などが使われることが多いが、開発環境

に依存する部分がそれなりにあるため、ポータビリティ

の面から専用の言語を使うことにアドバンテージがあ

る。CTL の用途は色の演算に限定されるので、汎用プロ

グラム言語のように悪意のあるコードが混入する心配も

ない。

DaVinci Resolve では CTL をサポートしているが、オ

リジナルの CTL に仕様変更を加えた形となっている。

これを DaVinci CTL（DCTL）と呼んでいる。DCTL ファ

イルはテキストエディターで作成と編集が可能で、特別

な開発環境やツールは必要ない。このファイル内に CTL

で処理する画像処理を記述して、拡張子 dctl を付けて

保存すると Resolve から使用することができるようにな

る。dctl ファイルは Resolve の LUT フォルダに格納する

ことで使用できる。記述に間違いがない DCTL ファイル

は、Color ページのノードに対して LUT を適用するのと

同じように使うことができる。

DCTL の記述方法
DaVinci CTL に関する情報は非常に少ないが、Resolve

の関連ファイルが格納されているフォルダの中に、簡潔

に書かれたテキストが置かれている。

/Library/Application Support/Blackmagic 
Design/DaVinci Resolve/Developer/
DaVinciCTL

このフォルダにある README.txt を読めば、最もシン

プルな DCTL ファイルは作成できるようになるだろう。

またこのフォルダには、サンプルコードが記述された

dctl ファイルも用意されている。まずはこのファイルの

中身を少しずつ修正しながら DCTL に馴染んでいけば良

いだろう。サンプルファイルの Gain.dctl の中には次の

ように記述されていて、最もシンプルなコードになって

いる。

__DEVICE__ float3 transform(int p_Width, 
int p_Height, int p_X, int p_Y, float p_R, 
float p_G, float p_B)
{
    const float r = p_R * 2.0f;
    const float g = p_G * 2.0f;
    const float b = p_B * 2.0f;

    return make_float3(r, g, b);
}

最初の一行は、DCTL を記述するための必須コードで

ある。上記では三行にまたがっているが、改行を含んで

いないので一行に収まっている。三行目から五行目ま

でに、入力された映像のピクセルに対応した RGB チャ

ン ネ ル p_R、p_G、p_B を、 二 倍 す る（*2.0f） 式 が 書

かれている。return からはじまる行では、演算結果を

make_float3 関数で RGB 三つの値にして返している。

DCTL ファイルを自ら記述するには、プログラミング

経験があり画像処理の基礎を理解していなければならな

い。コードを記述するときはどのような言語でも、先人

のコードを読んでそれを修正することが理解を深めるこ

とにつながる。DCTL では Poal Dore 氏が公開している

DCTL ファイルがコードの理解を深めるだけではなく、

実用的な機能も併せ持っている。DCTL を開発する目的

がなくても、ファイルをダウンロードして LUT フォル

ダにインストールしておくと便利に活用できるに違いな

い。

https://github.com/baldavenger/DCTLs

こちらの GitHub の Web サイトにアクセスし、右上

にある緑色のボタン Clone or Doawnload からファイル

を入手すすることができる。
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DaVinci Resolve 起 動 後 に 現 れ る こ の ウ イ ン

ドウは、単なるログインパネルのようなア

プリケーションの入口の機能だけではない。

Resolve が稼働しているシステムに保存されて

いるプロジェクトの選択や、新規作成、削除、

リネームなど、プロジェクトの管理はここか

ら行う。また、プロジェクトを保管するデー

タベースの管理もここで行うことができる。

私を失えば、私が貴方を愛してたこと、

そして愛し続けたかったことが分かるわ。

〜 めまい

Project Manager
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プロジェクトの作成と選択
DaVinci Resolve 起 動 す る と Project Manager ウ イ ン

ドウが現れる。必ず Untitled Project のアイコンが表示

されており、ここをダブルクリックするか右下の New 

Project をクリックすると、Resolve 操作画面に進むこと

ができる。すでに保存済みのプロジェクトをオープンす

る場合は、アイコンをダブルクリックする。

毎 回 こ の ウ イ ン ド ウ を 表 示 し た く な い 場 合 に は、

Preferences ＞ User ＞ UI Settings か ら、Reload last 

working project when logging in にチェックを入れる。

これにより前回開いていたプロジェクトが自動的にオー

プンされる。操作画面から Project Manager ウインドウ

を開きたい場合には、画面右下のホームアイコンをク

リックするか、File メニューから Project Manaer を選択

する。

Project Manager ウインドウには、過去のプロジェク

トがたくさん置かれることになるため、目的のプロジェ

クトを見つけにくい場合にはリスト表示に切り替える

ことができる。プロジェクト数が多い場合には便利な

ビュータイプである。

アイコン表示の際ウインドウ上部にあるインフォメー

ション表示ボタンを押して有効にすると、プロジェクト

の解像度、タイムラインの数、最終更新日が表示できる。

プロジェクト数が極端に多くなった場合には、フォルダ

を作成して管理するか後述するデータベースを分割する

ことも検討すると良い。

データベースの管理
プロジェクトデータは、DaVinci Resolve システムか

らアクセスできるデータベースシステムの内部に格納

されている。デフォルトでは構造化された XML ファイ

ル群からなるデータベースを使用する仕様で、ディス

クデータベースと呼ぶ。これに対して、初期の DaVinci 

Resolve で採用していたリレーショナルデータベースシ

ステムも選択できる。オープンソースで開発されている

PostgreSQL を使用しており、コラボレーション機能を

使用する場合にはこちらのデータベースを使用しなけれ

ばならない。こちらは SQL データベースと呼ぶ。

デ ー タ ベ ー ス の 作 成 や 切 り 替 え を 行 う 場 合 に は、

Project Manager ウ イ ン ド ウ 上 部 左 側 に あ る、Show/

Hide Databases ボタンをクリックする。ウインドウ左

側に Disk と PostgreSQL が並んでおり、すでにあるデー

タベースの切り替えや新規作成ができる。ディスクデー

タベースの保存場所はなるべくデフォルトの DaVinci 

Resolve フォルダ内が推奨である。Resolve システムが
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使用するプロジェクトデータが保管されるため、迂闊に

削除してしまいがちな場所への保存はお勧めできない。

デフォルトの DaVinci Resolve フォルダは下記のファイ

ルパスになる。

/Library/Application Support/Blackmagic 
Design/DaVinci Resolve

新規作成するデータベースの名称は、アルファベット

半角小文字を必ず使用しなければならない。半角スペー

スは使用できず、使用できる記号文字もアンダーバーだ

けである。保存場所には必ず空のフォルダを指定しなけ

ればならない。

データベースもプロジェクト同様自由に追加できる

が、一時的に使わなくなったものはリストから外すこと

ができる。必要になれば改めて表示に加えることができ

るので、データベースの数が増えた場合には知ってお

くと良い。表示と非表示は、データベースへの接続し

ているか接続していないかによる。一旦非表示にする

場合には、データベースを右クリックして Disconnect

を実行する。接続する場合は、ウインドウ左下の New 

Database ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、Connect タ ブ か ら

Type を Disk、Name に任意の名称を入力、Location でディ

スクデータベースの XML ファイル群が保存されている

フォルダパスを指定する。

データベースはバックアップを取って保管すること

もできるが、その際は必要なデータを Resolve が収集

して専用のファイル形式（拡張子 diskdb）にして単一

ファイル化してくれる。このファイルは異なる DaVinci 

Resolve システム間でも流用可能であるが、使用してい

たアプリケーションのバージョンは互換性のある組み合

わせになることは注意しなければならない。バックアッ

プはウインドウ左上の Backup ボタン、バックアップか

らの取り込みは Restore ボタンから実行する。Restore

の際は表示するためのデータベース名を指定する。

プロジェクトのファイル化
DaVinci Resolve のプロジェクト保管は専用のデータ

ベースシステムの中であるが、異なるシステムへプロ

ジェクトデータの複製を移行したい場合には、プロジェ

クトをファイル化することができる。

プロジェクトのサムネイルを右クリックして Export

もしくは Export With Stills and LUTs を実行する。後者

はプロジェクトで保存されている Color ページのギャラ

リー内の Still や LUT ファイルも出力できる。この場合、

Still の保存枚数が多い場合には出力するファイルサイズ

もそれに比例して大きくなるため、インターネット経由

で送信するような場合には、前者の Export を選択する

と良いだろう。こちらを選択すると Still や LUT は出力

されないので、ファイルサイズを抑えることができる。

書き出したファイルの拡張子は「drp」になる。Davinci 

Resolve Project の略である。

蛇足ではあるが、この drp ファイルの内部構造は実は

ZIP 形式なのである。実験的にプロジェクトを Export し

てから、drp ファイルの拡張子を drp から zip に変更す
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る。そうすると Finder からダブルクリックすると解凍

され出来上がったフォルダ内にはプロジェクトに関係し

ているファイルが保存されていることがわかる。このテ

クニックを使うと、Export With Stills and LUTs で書き出

したプロジェクトファイルに含まれる Still（JPG 形式に

変換される）や LUT をもれなく収集することができる。

プロジェクト間でのメディアのコピー
DaVinci Resolve では、Final Cut Pro 7 のように同時に

複数のプロジェクトを開いておいて、相互でタイムライ

ンやメディアのコピー & ペーストを行うことはできな

い。と考えているユーザーは少なくないのではないか。

実は DaVinci Resolve でも同じ機能を搭載している。た

だしデフォルトの状態ではこの機能は無効化されている

ので、必要な時にだけ有効にすることになる。

複数のプロジェクトを同時にオープンしておくこと

は、システムのメモリ使用率が高くなるため、場合によっ

てはスワップ処理がかかり操作が重たく感じることにな

る可能性が高い。プロジェクトを並行して開いておく場

合にはこの点を理解して、必要な時にだけこの機能を有

効にし、目的が達成されたら機能を無効にすることをお

勧めする。

プロジェクトを同時に開いておく機能は、Dynamic 

Project Switching と呼ばれる。これを有効にすれば一

時的にメモリーを使用してプロジェクトが同時にオー

プンされる。Project Manager ウインドウでプロジェ

クトのサムネイルを右クリックして、Dynamic Project 

Switching にチェックをつけておく。次に同時に開いて

おきたいサムネイルをダブルクリックしてプロジェクト

をオープンする。

Project Manager ウインドを閉じて、操作画面上部の

プロジェクト名を確認してみよう。それまではなかった

ポップアップボタンがプロジェクト名の右側に付いてい

ることがわかる。このポップアップから別のプロジェク

トに切り替えることができるようになる。

Dynamic Project Switching が有効の状態ではポップ

アップもしくは、File メニューから切り替えることが可

能になる。

プロジェクト間でコピーできるのは、タイムライン、

ビン、クリップ（動画、オーディオ、静止画、オフラ

インクリップ）である。間違いなくコピー & ペースト

を実行するためには、Media ページの Media Pool で実

行する。コピーが完了したら忘れずに Dynamic Project 

Switching を無効にするために、Project Manager ウイ

ンドウのサムネイルを右クリックして、Close Project In 

Memory を実行する。
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ト名の右側には「Read Only」と表示されている。

この状態で通常のように編集や色調整を加えることは

可能で、もしもその変更を保存したい場合には、File メ

ニューから Save Project As... を実行すれば別のプロジェ

クトとして保存される。

プロジェクト設定のコピー
Project Manager ウインドウからサムネイルを右ク

リックすると、Project Settings にアクセスできる。こ

こから実行するのは、主にプロジェクトを起動する前の

設定変更や、過去に作成したプロジェクト設定の内容確

認などである。

新規プロジェクトを作成した場合には、過去に作成し

たプロジェクトの設定を再利用したい場合がある。レ

ギュラー番組の編集を行うようなケースではこれに該当

するだろう。プロジェクトを複製（Save As...）する方法

でも良いが、当然その中には不要なメディアがあって削

除することになるため、新規プロジェクトを作成してか

ら設定だけを取り込んで、必要なメディアは先に述べた

Dynamic Project Switching でコピー & ペーストするの

がお勧めである。この方法の方がフレッシュなプロジェ

クトデータになるので、トラブルを未然に防ぐことにも

役に立つはずである。

プロジェクト設定を他から取り込むには、まずベース

になるプロジェクトをオープンしておいてから Project 

Manager ウインドウを開く。引用したいプロジェクト

のサムネイルを右クリックして、Load Project Settings 

to Current Project を実行する。設定が上書きされるこ

とを注意喚起するためのアラートが表示され、Load 

Project Settings をクリックすると実行される。プロジェ

クト設定のコピーは、タイムラインのフレームレートが

プロジェクト間で異なる場合には実行できないので注意

が必要である。

Readonly でプロジェクトを開く
過去に作成してあるプロジェクトを後日開く際、誤っ

て上書き保存してしまうことを防ぐために、Read Only

モードでプロジェクトを開くことができる。Project 

Manager ウインドウから目的のサムネイルを右クリッ

クして、Open in Read Only Mode を実行する。上書き

ができないことを示すので、操作画面上部のプロジェク
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コラム｜映像業界への入口
私は大阪にある専門学校の映像工学科を卒業して、

二十歳で映像業界にお世話になることを選びました。

十九歳の時に将来の方向を決める生まれて初めての大き

な決断を迫られたのですが、そこに至る前に何かの影響

を受けていたかと言えば、実はまったくそのような出来

事や人からの助言のようなものはありませんでした。

中学生の時に友達から BCL という今から振り返れば

妙な趣味を知って、その流れでラジオを製作することに

挑戦したことがありました。そもそも BCL とは Broad 

Casting Listener のことで、主に海外の短波放送を受信

する人やその行為を指します。オーストラリアやエクア

ドルなど行ったことのない海外から送信してくる日本語

放送を、夜間に耳を澄ませて聞いていたことが懐かしく

思い出されます。

学校の勉強は熱心ではなかったものの、ラジオを作っ

たり時にはスピーカーをエンクロージャーから組み立て

たり、電気系の趣味には時間を忘れて没頭していました。

そんな流れで高校は工業高校の電気科に進んでみたもの

の、電気系の進路に進むということに具体的なイメージ

を持てませんでした。当時流行っていたオーディオに興

味を持っていたこともあり、専門学校でオーディオを学

んでみたいというのが高校卒業後のボンヤリとした進路

でした。専門学校を選んでいる時のパンフレットに放送

用 VTR の写真がありました。そう、偶然見かけた写真

でしたが、その瞬間にオーディオではなく映像系に進も

うと瞬時に頭の中で決めていました。当時から決断だけ

は早かったようです。

そんなわけで映像系の専門学校に進むわけですが、周

りには小さいころから映画やテレビに興味を持った「熱

い」同級生が何人もいて、自分とは熱意がまったく異次

元な彼らを眩しく眺めていました。なんせ私はパンフ

レットで初めて見た映像系の世界に直感的に進んだだけ

ですから、映像や映画には特別な思いはありませんでし

た。

専門学校の 1 年生で担任だった先生は私が強い影響

を受けた三人の中の一人なのですが、生徒に対してとに

かく映像業界でアルバイトをすることを勧めていまし

た。その際は授業を欠席しても善処してくれました。そ

して私もその影響でいくつかの映像系のアルバイトを経

験します。料理番組ではスーパーに材料の買い出しに行

くことを言いつけられ、はじめて経験する CM の撮影

ではいきなり 35mm フィルムの装填を任されたり、撮

影のロケではじめて飛行機に乗ったり、たくさんの貴重

な経験ができました。そしてその結果私が辿り着いた結

論は、結構キツい業界なので自分には一般企業が向いて

いる。そんな進路を十九歳の時には選択しようとしてい

ました。

例の担任の先生は私のそんな進路に対して明らかに残

念がっていて、とりあえず映像系の企業の試験だけは受

けてみるようにと私に勧めてくれました。私は完全に某

金融系の一般企業に進む気持ち満々だったので、渋々映

像系の入社試験を受けました。そこはなかなか業界では

大きな会社で、当時有名な番組も手がけていました。そ

して、なぜかそこの会社から採用の内定が届いたのです。

まあ肩に力が入っていなかったことが功を奏したのか、

せっかくのチャンスだったので私も目の前に現れた新し

い進路に気持ちが急に変わったことを憶えています。

志望動機を面と向かって聞かれると答えに窮します

が、そこは無事にクリアして二十歳でテレビ番組の制作

会社に技術職で入社することになったのです。志望した

部署は撮影でしたが、同期入社が多かったせいか編集課

に配属となりました。編集は学生の頃から最も苦手な分

野だったので、いつも友人に代わりにやってもらってい

たほどです。ひとの希望はなかなか叶えられないもので

す。

4 月に入って研修が終わり配属先につくと、まずは先

輩の後ろで編集作業を見ることから始まります。時々

簡単な操作であれば VTR やスイッチャーを触らせても

らっていましたが、その中で徐々に映像編集という仕事

に興味が湧いてくるから不思議です。中学の頃のラジオ

少年だったことも少しは影響していたのかもしれません

が、プロが使う機械類は自分にとってはとてもワクワク

させてくれるものばかりだったのです。一ヶ月くらい経

過してゴールデンウイークに入る頃には、すっかり天職

に巡り合ったような気持ちになっていて、そこから先は

乾いたスポンジが水を吸い取るようにいろんな知識を吸

収していきました。こうやってテレビ番組の編集の仕事

を二十歳からはじめて、ポストプロで通算 13 年間携わ

ることができました。

私にたくさんの影響を与えてくれたスティーブ・ジョ

ブスも言っているように、今やっていることは、きっと

将来になんらかのつながりがあるものです。未来に希望

を持って私たちは生きていますが、そこに進むためには

自分の過去を振り返れば、必ずヒントが隠されています。

現在自分が取り組んでいることは、すぐには役に立たな

いことかもしれませんが、未来のどこかでなんらかの接

点が生まれるものです。無駄なことな何一つありません。

自分で勝手に無駄だと勘違いしているだ

けかもしれません。時には自分の過去を

思い返すと、未来に向けた灯のようなも

のが見えるかもしれませんよ。きっと。
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DaVinci Resolve で最初に開くのが Media ペー

ジ。使用するメディアの管理を行うのが主な目

的で、ストレージに保存されているメディア

ファイルと Resolve のライブラリを関連づける

インターフェースになる。Edit や Color のペー

ジに真っ先に切り替えたくなる気持ちを抑え

て、最初にクリップの整理や分類をしておく

ことで、素材が増えた時の効率が大きく変わっ

てくる。

諦めるな。一度諦めたらそれが習慣となる。

〜 がんばれ ! ベアーズ

Media
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Media のインターフェース
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MediaStorage
Macintosh のファイルツリーを表示し、Resolve で使

用するメディアを選択する。複数のクリップやフォルダ

を指定できる。表示されるのは Preferences で指定した

ファイルパスに限定される。左側にファイルツリー、右

側にフォルダ／ファイルビューが配置されている。

表示されるメディアファイルは、DPX や TIFF などの

連番形式や MXF/OP-Atom 形式では、単一サムネイルで

表示される。

MediaPool
DaVinci Resolve にインポートしたクリップを表示す

るので、Resolve 内のファイルシステムのような役割を

担う。Finder のフォルダに相当するのが Bin で、ユーザー

が自由に作成できる。Smart Bin は検索機能付の Bin で、

条件により自動的に内容が更新される。

リスト表示に切り替えるとメタデータが一覧でき、項

目によっては編集できるものもある。

ビューワ
Media Storage もしくは Media Pool で選択したクリッ

プを再生する。映像に加えてオーディオ波形の表示に切

り替えられる。オーディオ波形は映像の下部に同時に表

示することも可能。マーカーが追加された場合には映像

にインポーズできる。

Metadata
メディアファイルに埋め込まれているメタデータを表

示する。メタデータは読み込み専用で修正はできないが、

Media Pool からは可能になる。表示するメタデータ項

目は、Preferences からカスタマイズできる。

Audio
マルチトラックのオーディオレベルメータが表示でき

る（Meters）。Auto-Sync で別々の映像と音声ファイル

を同期した際のオーディオ波形を表示できる。同期を外

して再 Sync することも可能（Waveform）。

CloneTool
メディアファイルの複製を、デジタルデータ内部の

同一性の確認を伴って実行することができる。データ

の検証方法は、単純なファイルサイズの照合をはじめ、

CRC、ハッシュ（MD5、SHA）から選択できる。

Capture
使用しているシステムに VTR が接続されている場合

には、ここからキャプチャできる。また、BMD 社製フィ

ルムスキャナーからの取り込みもここから行う。

LiveMediaPreview
Media Storage と Media Pool のサムネイルをカーソル

でクリックせずに左右にスライドさせると、クリップ

内をスクラブできる機能。この機能を有効にしている

とビューワに大きく表示できる。無効にしているとサ

ムネイル内だけの表示になる。（ビューワオプションメ

ニュー）

ShowIndivisualFrames
有効にすると、連番ファイルをフレーム単位で表示

できる。これにより連番の一部を静止画素材としてイ

ンポートできるようになる。無効にしていると単一フ

レームとしての表示とインポートはできない。（Media 

Storage オプションメニュー）

ポップアップメニューを表示

ソートの順序変更／昇順・降順

検索入力部を表示

Media Storage Mount ポイント、Bin List の
表示・非表示

オプションメニューを表示

履歴を戻る／進む

アイコンとリスト表示の切り替え

表示サイズの大小調整

コントローラーパーツ

Media Pool の分割表示

縦長表示の有効／無効化

ShowFilmstrip
Media Pool をリスト表示にしている際に有効にする

と上部にフィルムストラップが表示できる。（Media 

Pool オプションメニュー）
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メディアのインポート
DaVinci Resolve では、メディアファイルを使用する

際の事前変換は一切不要である。過去に Final Cut Pro7

で Log & Transfer 機能を使って事前変換をした経験があ

るユーザーは、もしかすると Resolve でも取り込み時に

不毛な待ち時間がかかってしまうのではないか、と心配

に感じるかもしれない。それはすでに過去の制約で、最

近の NLE では豊富な対応フォーマットとコンピュータ

のパワーを利用して、リアルタイム再生能力が高まって

いる。CPU とメモリー容量、最新の GPU、そして高いデー

タレートを持つストレージにより、高解像度においても

事前変換なく直ちに Resolve でクリエイティブワークに

取りかかることができる。

豊富なインポート機能
Resolve では Media ページで使用できるメディアのイ

ンポートは合計すると 13 種類もある。一般的な NLE で

はこれほどタイプが多いインポート機能は見当たらな

いが、Resolve がこれまでの歴史の中でいろんなワーク

フローに対応してきた経緯がこの背景にはある。撮影

直後にすべての素材に対して色調整を加えるのであれ

ば、一般的なインポート機能で十分である。編集を経て

Resolve に移動する場合は、そのタイムラインを同じよ

うに再現しなければならないので、インポートの工程は

もう少し複雑になることが想像できる。

この編集作業もいわゆるオフライン編集なのか、素材

のピックアップのための素材抜きなのかで、インポー

トする対象クリップと取り込むポイントが変わってく

る。ファイルベースワークフローの普及に合わせて、

Resolve は制作フローのいろんなシーンで使われるよう

になり、それはポストプロダクションだけではなく撮影

スタジオやフィールドもその対象となっている。

素材のインポートは、Media ページの Media Storage

から行う。左側のファイルツリーと右側のフォルダー／

ファイルビューのどちらかで、対象を右クリックすると

インポート機能が選択できる。クリックした対象がファ

イルなのかフォルダなのかの違いによって、表示される

メニュー項目が異なる。ひとつずつの機能がどのように

働くかを順番に見ていこう。

選択対象のインポート
メニューの中では、Add Folder into Media Pool、Add 

Folder and SubFolders into Media Pool で 表 示 さ れ る。

ファイルを単独で選択した場合には、Add into Media 

Pool と表示されることもある。フォルダを選択した場

合には、そのフォルダの一番上の階層にあるファイル

だけが対象になる。一方 SubFolders の表記がある方は、

サブフォルダの中を最下層までサーチしてインポート可

能な項目はすべて対象となる。これらが最も頻繁に使う

インポート方法で、Media Storage から Media Pool への

ドラッグ & ドロップと同じ動作になる。

Add Folder and SubFolders into Media Pool(Create 

Bins) に関しては、Mac 上のフォルダ構造をそのまま

Media Pool に再現するので、事前にメディアファイル

の分類ができている場合には、これを使うことが最も

確実である。さらにこのモードでインポートした時だ

け、Deliver ページでメディアを出力する際に Preserve 

source directory levels を有効にすることで、ソースファ

イルのフォルダ構造を維持した出力が可能になる。

スプリットを伴うインポート
スプリット機能はメディアファイルの全長が対象には

ならず、IN/OUT 区間に限定されたインポート処理であ

る。事前に必要なクリップとそれらに対して IN/OUT を

つける作業が済んでいることが前提になるので、撮影と

Resolve のフローの間に NLE を使った事前編集作業が割

り込む形になる。メニューでは、Split and Add Folder 

フォルダを選択した場合

ファイルを選択した場合
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into Media Pool、Split and Add Folder and SubFolders 

into Media Pool、がこれらに相当する。これらを実行し

た場合にはオプションが 2 つ選択できる。事前編集から

得た IN/OUT に対して前後余長を加えたハンドルをつけ

たい場合のフレーム数である。もうひとつのオプション

Split Unreferred Clips は、IN/OUT の区間に加えてそれら

の両側の不要とされる部分もインポートされる。この

チェックを付けた場合は、IN/OUT 区間と前後合わせて

3 つのクリップがインポートされることになる。

ピックアップしたクリップのみのインポート
Add Folder Based on EDLs into Media Pool、Add 

Folder and SubFolders Based on EDLs into Media Pool は、

Split のような事前編集からの EDL が必要な点は同じだ

が、IN/OUT は無視されクリップ全体がインポート対象

となる。事前編集で選択したクリップが、IN/OUT に関

係なく取り込まれることになる。

オフセットをつけたインポート
Add Folder with Source Offset、Add Folder and 

SubFolders with Source Offset は、通常のインポートと

同じ動作になるが、オプションで指定したフレーム数だ

けズレたタイムコードに差し替えられてインポートされ

る。ライブ収録時に映像とタイムコード系でディレイが

発生してしまった場合などに修正できる機能である。

クリップのタイムコードはインポートした後でも Clip 

Attributes から変更できるが、たくさんのクリップに対

して決められたオフセット値が判明している場合には、

インポート時に一括して変更することが効率的である。

オフライン編集のリファレンスとして
Add as Offline Reference Clip は、オフライン編集の結

果をムービーファイルとして出力してある場合に便利な

機能である。理想的にはそのムービーに、ソースタイム

コードが焼き付けられているとさらに都合が良い。この

ファイルがあると、EDL や XML/AAF からタイムライン

をコンフォームで再現した際に、この映像を使って比較

することができる。オフライン比較のためにインポート

IN

Edit

Split

Split
Unreferred Clips

Based

INOUT IN OUTOUT IN OUT

Split を実行した際のオプション画面
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したクリップは、サムネイルやアイコンも異なってお

り、タイムラインにエディットして使用することはでき

ない。

シーンディテクション
Scene Cut Detection を実行する対象は、ビデオテー

プから取り込んだ編集が完了している素材や、ライブス

イッチングされた素材のように、複数のカットを含んだ

クリップである。Resolve ではインポートのクリップひ

とつに対して 1 つのカットと認識される。Color ページ

の調整もこのカットが対象となるため、テープから取り

込んだマルチカットの素材では、事前に全編をカットご

とに分割しなければならず、これを自動的に行うのがこ

のインポート方法である。

Scene Cut Detection を実行すると独立したウインド

ウが前面に表示され、ビューワには 3 枚の画像が表示

される。その下にタイムラインのような時間軸がありフ

レーム単位での変化量のレベルが表示される。

最初に Auto Scene Detect ボタンをクリックすると、

全体をスキャンして変化の量が表示される。結果に基

づいてビューワには左から、全カットの最終フレーム、

次カットの第 1 フレーム、次カットの第 2 フレームの

3 枚が表示される。正確に判別できた場合には、一番左

のビューワだけが残り 2 枚とは異なっているはずであ

る。絵柄によっては、正確にカット点が判別できないか

もしれない。その場合の対処方法は、横方向に表示され

ているピンク色のラインを上下に変更できる。下に移動

させるほどに違いへの許容量が大きくなるので、カット

点の判別が敏感になる。その結果、カット数も多くな

る。すべてのカット点に間違いがなければ、Add Cuts 

to Media Pool ボタンをクリックすると、Media Pool に

分割された状態でインポートが完了する。

マット素材としてのインポート
Add to Media Pool as a Matte ではマスク用の素材とし

ての登録ができ、Color ページでノードのマスク用素材

として、フォアグラウンドに対するペアの映像を設定で

きる。Color ページでも使用できるのに加えて、Edit ペー

ジでもマスクが反映される。トラベリングマット素材が

別途準備できているケースでは、このインポート方法を

使うことになる。

MediaStorage からサブクリックを作成
このインポート方法はメニューには表示されないの

で、あまり使用頻度は高くないかもしれないが、Split

インポートに似た機能である。Media Storage でクリッ

プを表示して、切り取りたい部分に IN/OUT をマークす
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る。ビューワのジョグバーを右クリックして、Create 

Subclip を実行する。これにより、選択された部分だけ

に限定されたメディアがインポートされる。

オーディオシンク
映画の撮影では現在でも映像と音声は別々に収録され

ることが多いようである。映像を記録するデジタルシネ

マカメラの音声トラックには、せいぜい仮音程度で最高

品質の音声信号は記録されないことが多い。歴史的に見

てフィルムで撮影していた頃からの撮影手法が現在まで

続いているのが最大の理由で、ポストプロダクション工

程で映像と音声をリンクさせるのが伝統的な手順であ

る。

映像と音声をリンクさせるためには、初期の頃ではカ

チンコが使われていた。木製のハサミのような形をして

いる可動部分を勢いよく合わせることで、「カチン」と

いう大きな音が発生し同時にその瞬間を撮影しておく。

後処理でカチンコが打たれた瞬間の映像と音を同期させ

るのである。この手法には課題もあり、どうしてもカチ

ンコを撮影できないシチュエーションでは困ったことに

なる。

映画の本場ハリウッドでは、カメラや音声レコーダー

に同一のタイムコードを記録して後処理での手作業を軽

減させる工夫が定着していた。最近の NLE では現場の

カメラに記録された仮音と、本番のクオリティの音声

データをそれらの波形を照合する方法でソフトウエアで

同期を合わせることが手軽に利用できるようになってい

る。DaVinci Resolve では同期のやり方として、タイムコー

ドと音声データの照合、そして手動による方法が使用で

きる。

Final Cut Pro にはタイムラインに置いた映像カットに

対して、音声トラックを別で配置してから両者を同期さ

せる方法でオーディオシンクしている。Resolve ではこ

れとは異なるやり方をする。Media ページに映像ファイ

ルと音声ファイルを用意して、ここで両者を同期させる。

微調整も Media ページの中で操作できるようになって

いる。

Auto-sync 機能
オーディオシンクするには映像メディアと音声メディ

アを重複選択しておき、それを右クリックして表示され

る中から、4 つのうちどれかの Auto-sync 項目を選択す

る。ここでは基準にするソースをタイムコードかオー

ディオ波形のどちら選択するのである。これらに対し

て、Append Tracks のオプションを使うかどうかである。

これはどのような処理になるかというと、映像メディア

にすでにオーディオチャンネルがある場合、後続チャン

ネルにオーディオシンクした外部オーディオデータを

追加する。結果がどのようになっているかは、映像メ

ディアを右クリックして Clip Attributes を見ればよい。

Append を実行しなかった場合は、Source Cahnnel の

ポップアップからオーディオシンクしたチャンネルが選

択できるようになっている。
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オーディオシンクが完了している映像メディアは、ど

のように確認できるのか。そのためには Media ページ

最上部にある Audio をクリックしてパレットを表示す

る。Meters と Waveform の二つのタブがあるが、後者

がオーディオシンクされている波形表示になる。このパ

レットの上部にはシンクしているソースのファイル名が

表示される。ロックマークをクリックして解除すればシ

ンクも外れる。外れている状態で Waveform パレットを

左右の矢印キーで 1 フレームずつズラしてから再度ロッ

クマークを有効にすることで、同期関係を修正すること

ができる。

クローンツール
ファイルベースワークフローでは、ビデオテープや

フィルムのような物理的な記録媒体を、物理的に受け渡

すことは行われない。映像と音声はデジタルデータに形

を変えて、記録メディアや時にはインターネット経由で

送受信するような、素材のやりとりの手段が多岐にわた

る。デジタルデータは簡単に複製でき、複製による劣化

は起こらない。データのコピーは映像の実時間以下の短

時間で完了するため、メディアファイルのコピーは誰で

も簡単にできる行為として難しい点はないと考えられて

いる。

簡単に考えられていたファイルコピーだが、映像業界

ではファイルベースが広まりはじめた 2007 年以降では、

実は少なからずファイルコピーで問題が発生していた。

だれでも簡単にコピーできるはずだったのだが、時には

思わぬ落とし穴にはまることになったわけである。ファ

イルのコピーが確実に行われていないことは、しばらく

時間が経過してから発覚することが多い。コンピュータ

でのコピー後には何もエラーメッセージが表示されてい

ないため、トラブルに気がつかないのである。

映像を記録したメディアファイルは、それを記録する

ためにかけられている時間とコストは大きい場合が多

い。もう一度再撮影するにしては、あまりにも大きな損

害になるのだ。そんなことにならないようにするために

は、確実にデジタルデータが複製されているかの確認が

欠かせない。ビデオテープを使っていた場合にはテープ

全編を目視で確認していたが、デジタルデータなので

もっと IT テクノロジーを活用できるはずである。コン

ピュータ業界では過去からすでに使われていたファイル

の内容確認の方法が定着していて、複製とオリジナル両

方のハッシュを取る方法が利用されていた。インター

ネット上でファイルをダウンロードする場合、回線途中

の何らかの事情で送受信間でデータの同一性が失われる

ことがあったためこのような確認が取られるようになっ

た。インターネットではファイルを幾つにも分割して送

るので、一部分だけが壊れることが時々起きていたとい

う背景があった。

ハッシュとはファイル中のデジタルデータをすべてス

キャンして、32 文字の 16 進数データに「要約」するこ

とを言う。要約とは文章の要約とは大きく異なり、結果

として得られた文字列からはその全体像は想像はできな

い。しかし、あるファイルを要約したハッシュ文字列は、

ファイルの内容が同じであればその文字列も必ず同じに

なると言う原理がある。この仕組みを利用してデジタル

データの同一性を確認できるのだ。

Resolve で使用できる検証タイプ
二つのメディアファイルをどんな方法で同一性を確認

するかについて、Resolve ではいくつかのタイプが用意

されている。検証方法によっては所要時間が余計にかか

る場合もあるため、信頼性と所要時間のトレードオフに

なり、ユーザーはどのレベルの信頼性を維持するかが選

択できるようになっている。

None
ファイルの同一性確認はバイパスされるので、通常

の Finder で行うコピーと同じ信頼性である。あえて

Resolve でこのモードでクローン作成する理由は見当た

らない。

FileSize
オリジナルとクローンのファイルサイズが同じかどう

かのチェックをするだけなので、処理時間はもっとも短

縮できる。その反面、同一性確認の信頼性は低い。

CRC32
デジタルデータを数値と解釈して割り算の余りを求め

るような方法である値を導き、その値を両者で比較する。

信頼性は低いが MD5 よりは処理時間は短縮できる。

MD5
映像業界で最も使われている検証方法。ハッシュ方式

ではあるが、厳密にはデータ改竄への耐性は維持できな

い。これは悪意を持ってデータを修正するような行為で

のことなので、メディアファイルの検査の用途では十分

と言える。ハッシュの中では後述する SHA 方式よりも

処理時間は速い。

SHA256/512
MD5 よりも検証時間が必要になるため、余程の理由
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がない時以外は使用する利点は少ないと言える。IT 業界

でのハッシュに対する信頼性は SHA が高いが、映像業

界の利用ではオーバースペックと言える。

クローンツールの使用方法
Media ページのファイルツリー部でソースになるフォ

ルダを選択して右クリックして、Set as Clone Source

を選択。これにより、クローンジョブが一つ作成され

る。この時点ではまだクローン作成先が指定されてい

ないので、destination 部にファイルツリーからドロッ

プする。destination は複数登録可能である。source と

destination の組み合わせのジョブも複数設定が可能で

ある。

オ プ シ ョ ン メ ニ ュ ー か ら Preserve Folder Name に

チェックを入れておくと、ソースのフォルダが維持

さ れ た 形 で 複 製 さ れ る。 チ ェ ッ ク を 入 れ な け れ ば、

destination にソースのフォルダ内のファイルだけが複

製される。そして、検証方法を MD5 などに指定して

Clone ボタンをクリックすると複製が開始される。

複製が完了すると Resolve の Media ページの Clone パ

レットには「Completed」が表示され、destination に

検証のタイプ別のファイル（MD5 の場合は md5sums.

txt）が保存される。内部はファイルごとのハッシュ値

とファイルパスが列挙されている。

MD5 などを利用したハッシュ機能は、信頼性を担保

できるのでファイルの複製時には今後いろいろなシーン

で活用されるだろう。ただし、DPX の連番ファイルの

ようなファイル数が膨大になるケースでは、ハッシュの

生成に大きな所要時間が必要なことは留意しておくべき

である。クローンの検証機能は信頼性と所要時間のト

レードオフであり、映像制作においては時間のコストは

小さくない点にも理解が必要である。時間は大切に使わ

なくてはならないのだ。

クローンのソースは、最上位にある Mac のフォルダを指定する。ソースが複
数のフォルダに分かれている場合には、Job を分割するかあらかじめ単一フォ
ルダにまとめておくことになる。

DaVinci Resolve でのハッシュの実行例。先頭に MD5 などのハッシュ値が示
され、ファイルパスが続く。パスのルートは実行時の最上位フォルダになっ
ていて、絶対パスではない点に注意。
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メタデータの利用
Media ページで素材をインポートすると、クリップ

ごとに Resolve データベースにはメタデータが記録され

る。ファイル名をはじめファイル作成日、コーデック、

フレームレート、リール名、タイムコードなどメタデー

タは多岐にわたる。これらはデータベースの中では、読

み込み専用と編集可能なものに分かれる。メタデータの

表示は Media Pool をリスト表示にしてから、タイトル

部を右クリックすると表示の ON/OFF が切り替えられ

る。

Comments や Description は、クリップ対するメモ書

きを加えるのに都合が良いメタデータフィールドであ

る。制作アシスタントは撮影後に、撮り終わった素材の

内容についてのメモ書きを受け持つことがある。これま

ではたいてい紙に手書きのメモを使っていた。もしくは

最近ではパソコンを使うことはあるかもしれない。これ

らの課題は、目的の映像を見つけてメモ書きの内容との

関係性を見つけることが、すべて手作業になるところで

ある。もし DaVinci Resolve で編集作業やグレーディン

グを行うことが決まっているのであれば、このメタデー

タフィールドに情報を記録できる機能を活用することは

合理的なのである。

メタデータフィールドにはこの他に、Scene、Take、

Shot などもあるので、ドラマのようなシーンナンバー

などが数字で割り振られている場合は、その情報を入れ

ておくだけでも後でクリップの選別で時間短縮できるだ

ろう。

DisplayName の活用
デフォルトでは非表示になっているが、ここを表示に

しておくと一歩進んだ Edit と Color の作業ができるよう

になる。Media Pool から目的のクリップを複数選択し

ておいて、右クリックから Clip Attributes を選択する。

Name タブに切り替えると Display Name から自由に入

力できるようになる。

このフィールドはメタデータの他の項目から情報を引

用する機能を持っている。この引用した文字列と、任意

に入力したものを合わせて表示することができる。引用

する場合には、半角英数文字の「%」を入力するとメタ

データの候補がポップアップされる。その中から対象に

なるものを選択するだけである。これは複数引用するこ

とも可能である。

このように柔軟にメタデータをカスタマイズできる

Display Name は、Edit と Color ページでカットごとに表

示することができる。そのためには Edit ページと Color

ページで個別に切り替えなければならない。
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マーカーの活用
マーカーはデュレーションを持たないタイムコード上

の点を示すタイプと、デュレーションを持った帯を示

す 2 種類がある。Resolve で編集作業を行う場合、素材

のインポートが完了したらすぐにクリップから使い所を

決めて、タイムラインに配置したいと考えるのが普通で

はないだろうか。しかし、その気持ちをグッとこらえて

Media ページでじっくりと素材の確認を編集に先行して

行うのは、編集作業の進行にとっては回り道にはならな

いのである。

編集作業は長時間続けていると、同じ部分を何度も繰

り返し見ることになる。何度も見ているからこそ最初は

気がつかなかった映像のメッセージが浮かび上がること

も少なくない。これに対して、一回目に映像を見た第一

印象というのもとても大切で貴重な視点なのである。間

違いなく最終的にそのコンテンツを見る視聴者は、初め

て見る映像なのであるから、一回目の視点というのは視

聴者のそれに最も近いのである。その初回の印象と繰り

返し見慣れた印象を天秤にかけて、演出意図が最大化で

きる編集を模索するのである。

Media ペ ー ジ で の 事 前 チ ェ ッ ク で は、 ス ク リ ー ン

ショットのように、すでに素材は取り込み完了している

ので Media Storage は表示せず、ビューワと Media Pool

を広く表示している。ビューワを広くすることでマー

カーを複数付けても混雑しにくくなる。マーカーを追加

すると Media Pool のクリップに折りたたみの矢印が現

れる。これを開くとマーキングしたポイントもしくは

区間が表示される。Edit ページの編集ではこの区間付き

マーカーを直接編集の対象にすることができる。

デュレーションを持つマーカーを追加した様子。ビューワのオプションメ
ニューから、Full Clip Audio Waveform を表示しているので、マーカーの上
部に緑色の波形が表示されている。
デュレーションマーカーを作成するには、IN/OUT を指定してから Convert In 
and Out to Duration Marker を実行する。長さやポジションは、マウスのドラッ
グにより変更できる。

デュレーションを持つマーカーは、メディアから作成したサブクリップと同
じアイコンになる。サブクリップはオリジナルが削除されても Media Pool
内に残るが、デュレーションマーカーはオリジナルと共に削除される。
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Bin/PowerBin/SmartBin
Bin には 3 種類あり表示エリアには常時 Bin は表示さ

れるが、Power Bin と Smart Bin はメニューから表示オ

プションにチェックをつけておかなければ現れることは

ない。

Bin は macOS の Finder ではフォルダに相当するもの

で、Media Pool の中に手動で作成してメディアを分類

するために使用する。Bin の中にはさらに Bin を作成す

ることができる点も、Finder のフォルダと同じである。

Power Bin の使い方は Bin と同じだが、あらかじめ

Bin エリアに表示させておきそこに作成する必要がある。

Power Bin は異なるプロジェクトの間で、メディアやグ

ラフィックス、サウンドなど Media Pool で使用するメ

ディアを整理できる。テレビ番組の制作で毎週使用する

共通する素材はここに保存しておけば、毎回プロジェク

トに同じものをインポートしなくてよくなる。

Smart Bin は検索機能付き Bin で、メタデータを使っ

てルールを設定しておけば動的にメディアを収集でき

る。Smart Bin を作成後に、シーン、ショット、テイ

クなどのメタデータを編集すると、その内容に応じて

Smart Bin の中にルールに該当するメディアが集めら

れ る。Preferences ＞ Editing で、Create Smart Bin for 

Timelines にチェックを付けておくと、Smart Bin エリア

に Timelines Bin が表示される。ここには作成されたタ

イムラインが自動的に集められる。

Smart Bin を作成するには右クリックから Add Smart 

Bin を実行し、次に表示されるウインドウの中でルール

を作成する。作成後にルールは自由に編集できる。

Media ページの ClipAttributes
Media Pool に置かれたメディア毎に、内部のメタデー

タやビデオ・オーディオ設定を変更することができる。

Media Pool で目的のクリップを右クリックして、Clipe 

Attributes を実行する。この処理は単一のクリップでも

複数でも可能である。Clip Attributes 項目は、Edit ペー

ジのタイムラインに編集する前でも後でも変更できる

が、オーディオ設定に関しては編集する前に変更するこ

とが望ましい。

Video

Video	Frame	Rate：メタデータから読み込んだ fps 値

がセットされるが、ここで変更することで撮影／作成時

のフレームレートとは異なる再生ができる。

Data	Levels：Auto では記録された映像が RGB 系なら

Full、YUV 系では Video で処理される。任意に Video か

Full に変更できる。

Pixel	Aspect	Ratio：ピクセルの縦横比をプリセット

から変更できる。

Image	Flip：画面を左右（Horizontal）か上下（Vertical）

に反転できる。チェックボックスは、両方に付けること

もできる。

Input	Sizing	Preset：Input Sizing に指定したプリセッ
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トを適用できる。

Field	Dominance：Auto ではメタデータからの情報を

基にして処理される。任意に Upper Field か Lower Field

に変更できる。

Enable	Deinterlace：インターレース素材にでインター

レース処理を加える時は、ここにチェックを付ける。

Alpha	Mode：アルファチャンネルが含まれた素材

の場合には、キーをどのように扱うかのために None、

Premultiplied、Invert、Straight から変更できる。

Audio

Audio パレットではメディアファイルに含まれるオー

ディオチャンネルを、Resolve のタイムラインのオーディ

オトラックにどのようにアサインするかを指定する。こ

の設定は編集が完了してカットがタイムラインに配置し

た後でも変更できるが、タイムラインのオーディオタイ

プとの関係で変更できない場合もあるので、事前に設定

することが確実な結果につながる。

はじめに決めるのは Format と Tracks で、前者は編集

したいタイムラインのオーディオトラックのタイプ合わ

せることになる。Tracks はタイムライン上のトラックの

数で、通常は 1 になることが多いが、2 以上にすると同

時に編集できるトラック数が増える。

メディアファイルに含まれるオーディオチャンネルを

Video 1

V1

A1

A2

A3

Audio 1

Audio 2

Audio 3

Audio 4

Clip Attributes で設定

タイムライントラック

編集

Mono Stereo Adaptive

Channel 1LeftChannel 1

Channel in TrackChannel in Track

Left

Channel in Track

Embedded Channel 1

Embedded Channel 2

Embedded Channel 3

Embedded Channel 4

Source Channel

Channel in Track

Channel in Track

Right

Left

Channel in Track

Left

Channel in Track
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Channel 2
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Channel 3

Channel 4

Channel 1
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Embedded Channel と呼ぶ。Source Channel のポップ

アップから指定できる。この設定により右側の Track と

Channel in Track に結果が現れる。

Timecode

このパレットは Clip Attributes を起動したときに選択

していたクリップの数がひとつのときだけ変更できる。

Current	Frame：現在ビューワで表示しているフレー

ムのタイムコードを 8 桁の数字で指定する。

Slate：操作マニュアルにはマルチカムの同期で使用

できると書かれているが、バージョン 14.2 で確認した

限りそのような動作にはならなかった。確認時点では第

二のタイムコードトラックとして使用する際の設定で使

用できた。ただし、そのタイムコードは Edit や Color ペー

ジでは表示できなかった。【暫定】

Offset	Source：Current Frame のタイムコードに対し

てオフセットを加えられる。複数のクリップでも同時に

変更できる。

Name
Display	Name：メタデータの Display Name で使用す

る文字列を入力するためのフィールドである。他のメタ

データから引用する場合には半角で「%」を入力し、候

補の中から選択できる。この引用は複数使用でき、ユー

ザーが任意に入力した文字と合わせて使用できる。

Set	Reel	Name	Using：Project Settings ＞ General 

Options で、「Assist using reel names from the」にチェッ

クが付いている場合のみ、ここで変更可能になる。

Source	clip	file	path	name：指定するパターンを使っ

てリール名を抽出できる。パターンの詳細については、

Project Settings のページを参照。

Media	Pool	Folder	Name：Media Pool の Bin の 名 前

をリール名に使用する。

Embedding	source	clip	metadata：メタデータの中に

埋め込まれたリール名を使用する。

Source	file	name：ソースメディアのファイル名をリー

ル名として使用する。

User	Defined：このフィールドで指定した文字列が使

用される。

MediaManagement
Media Pool から起動できる第二の Deliver ツールと

も言える。タイムライン全体、単独のメディア、プロ

ジェクト全体を対象にできるため、必要に応じて様々

なメディア出力ができる。メディアファイルはオリジ

ナルの移動、コピー、変換の三つのモードから選択で

きる。Media Management で実行するタスクによって、

Resolve で進行中のプロジェクトにはなんら効果が得ら

れないため、外部の NLE やフィニッシング工程にメディ

アファイルを送るために使用される。

メディアが編集で使用していない IN/OUT の外側部分

を削除するためのコンソリデート機能で、Resolve がサ

ポートしていないエンコード形式を指定すると、メディ

アの全域が移動もしくは複製される。

シンプルな使用方法
三つのスコープ（Entire Project、Timelines、Clips）を
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指定して Media Management の対象範囲を指定するが、

起動前に Media Pool で選択していたアイテムにより自

動的にスコープは選択される。ただし、希望するものと

異なる場合にはユーザーが任意に変更することは可能で

ある。

次 に 三 つ の オ ペ レ ー シ ョ ン（Copy、Move、

Transcode）の中から目的に応じて選択する。

Copy：メディアファイルに対して FInder で行うよう

な複製を実行する。メディアのコーデックや解像度はオ

リジナルと変更は起こらない。

Move：Resolve が参照しているメディアファイルの

ファイルパスから、指定した場所へ移動が行われる。

Transcode：Resolve が参照しているオリジナルメディ

アを元にして、指定した形式で映像と音声の変換が行わ

れ、異なるコーデックや解像度のメディアファイルが新

しく作成される。

Browse ボタンから出力先のパスを指定する。指定で

きるのは Deliver と同じで Preferences の Media Storage

で指定している場所に限られる。

最後に選択したスコープとオペレーションにより必要

なオプションが表示されるので、目的に沿った設定を確

認する。設定に間違いがなければ Start ボタンをクリッ

クして Media Manegement を開始する。処理中は進捗

状況と残り時間の予測が表示されている。

不要メディアを取り込まない方法
Resolve で編集やグレーディングをはじめる準備をし

ている時、持ち込まれたリムーバブルストレージの中に

大量のメディアファイルが保存されていた場合の対処方

法を紹介する。事前に XML や AAF でタイムラインが届

いている場合には、必要最小限の取り込みに抑えるテク

ニックが Media Management を使用することで実現で

きる。

準備としてメディアファイルが保存されているリムー

バブルストレージを、Resolve システムに接続してお

く。次にタイムラインのコンフォームのために使用する

XML や AAF を元に、リムーバブルに保存されたメディ

アファイルを使用してコンフォームを行う。再現された

タイムラインには、未接続のメディアがないように対処

しておく。

作成されたタイムラインを Media Pool で選択して

か ら Media Management を 起 動 す る。 ス コ ー プ は

Timeline、オペレーションは Copy を選択する。オプショ

ンからは、タイムラインは目的のものだけが選択されて

いることを確認する。インポートするメディアを極力

少なくしたい場合にはハンドルを指定し、同一クリッ

プの中で使用部分が複数ある時のために「Consolidate 

multiple edit segments into one media file」にチェック

を入れておく。そして、コピーしたメディアをタイム

ラインにリンクさせるために「Relink to new files」にも

チェックを付ける。

準備が整えば Start をクリックしてメディアファイル

のコピーが開始される。終了すれば、先に作成してあっ

たタイムラインで使用しているメディアは、ここでコ

ピーされたものに差し代わっている。

MediaManagement のオプション
Copy/Move/Transcode	all	media：プロジェクトに登

録されているすべてのメディアが対象となる。ただしス

コープが Timeline では使用できない。

Copy/Move/Transcode	only	used	media	files：タイム

ラインで使用しているメディアのみ対象となる。スコー

プが Clips の場合には起動時に選択したものが対象とな

る。

Copy/Move/Transcode	and	Trim	used	media	keeping	

x	frame	handles：IN/OUT の外側の部分を切り取るにあ

たり、ハンドルサイズを指定する。

Consolidate	multiple	edit	segments	into	one	media	

file：こ れ は「Copy/Move/Transcode only used media 

files」が有効の時だけ使用可能になる。タイムライン内

の複数のクリップが同じメディアファイルを参照してい

る場合、すべてのフレームを含む単一の統合メディア

ファイルが生成される。条件によっては、使用していな
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い部分も合わせて取り込むことになるが、Color ページ

のリモートグレーディングを使用する際には設定を一括

できる。

Preserve	folder	hierarchy	after	x	levels	deep：使用し

ているメディアファイルのディレクトリ構造をユーザー

指定の深度を保持し、レンダリングするときに構造を再

現する。既定値は 0 で一致するサブディレクトリが作成

されない。

Relink	to	new	files：選択したクリップやタイムライ

ンを、コピーした場所の新しいメディアに再リンクする。

これはオペレーションで Copy を選択した時だけ有効に

なる。

Delete	unused	media：Move オペレーションを実行

するときに、使用されていないすべてのメディアをファ

イルシステムのゴミ箱に移動する。Undo が利かないの

で実行前には念入りに確認を行わねばならない。

Consolidate 時のファイル名について
ソ ー ス メ デ ィ ア が QuickTime、MXF、DPX、R3D の

い ず れ か で、「Trim Used Media」 が On、「Consolidate 

Multiple Edit Segments Into One Media File」が Off の場

合、複数のクリップを使用するタイムラインが複数のト

DPX _0, _1

R3D _S000.RDC, _S001.RDC

QuickTime _S000.mov, _S001.mov

MXF _S000.mxf, _S001.mxf

リムメディアファイルを生成する。 これらのファイル

が互いに上書きされないために、出力するメディアファ

イル名に文字列が追加される。

Consolidate 機能
オペレーションモードが Copy の際は、タイムライ

ンで使用している IN/OUT の区間だけをトリミングで

きる。これは Consolodate 機能と呼ばれることもあり、

上手に活用するとメディアファイルの容量を抑えること

ができる。

Transcode と Consolidate は何が異なるかというと、

前者は再エンコードがかかるため非可逆系のコーデック

では画質劣化を伴うことに対して、後者は再エンコード

がかからないため単純にオリジナルに比べてファイルサ

イズが小さくできる。4k や高解像度のメディアファイ

ルがこの先急増することは必至なので、クオリティを損

なうことなくメディアファイルのサイズが小さくできる

この機能は、非常にユニークであり活用すべきテクニッ

クである。

Media ページでの再リンク
クリップのオフラインは、Media ページと Edit ペー

ジで目にすることが多い。ここでは Media ページで発

生するオフラインを解決するシンプルな方法を解説す

る。

RelinkSelectedClips
参照しているオリジナルメディアの保存場所を移動し

てしまったり、Resolve のプロジェクトを作業中に同じ

ファイル名の別バージョンの CG がレンダリングされた

場合など、特定のファイルだけで再リンクをかける時に

便利な方法である。

オフラインになっている単一もしくは複数のクリップ

を右クリックして、Relink Selected Clips を実行すると

Select Source Folder ウインドウが現れるので、そこか

ら目的のファイルを指定する。もしこのウインドウ内に

ファイルパスが見つからない場合には、Preferences の

Media Storage からボリュームやフォルダーを追加する

必要がある。

ChangeSourceFolder
プロジェクトをインポートした直後では、過去に作業

していた環境と現在の環境でファイルパスが異なってい

るケースが多くなる。両者の環境でメディアファイルが

保存されていたフォルダ構造に大きな違いがなければ、

起点となるフォルダの再設定をすればそのサブフォルダ

にあるメディアファイルは一括して再リンクできる。こ

のようなケースでは Change Source Folder を使うと効

率よくメディアの再リンクが実行できる。クリップを選

択して右クリックから実行すると、Change From と To

がセットできるので、To に新しいパスを指定する。

RelinkClipsforSelectedBins
Bin の 中 に 多 く の ク リ ッ プ が イ ン ポ ー ト さ れ て い

て、それらを一括して再リンクする際に使用できる。

Change Source Folder と用途が似ているが、過去に作成

したプロジェクトの中に Bin が複数あるケースではこち

らの方が効率的に再リンクできる。
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コラム｜プロのエディター
プロフェッショナルのエディターってどんな人なん

でしょうか。NHK の人気番組プロフェッショナルでは、

番組の最後にプロフェッショナルとは？の設問に答える

シーンがあります。すでに私は現役を引退しているので

過去を思い出して考えてみると、30 年くらい前はこん

な感じでした。

あの頃は映像を作るためには専用の機材とシステムを

使わなくては何もできず、ポストプロダクションはそ

れを完備しているところでした。放送用 VTR は一台何

千万円もする信じられないくらい高価な機材で、それも

一台だけでは何もできません。少なくとも3台はないと、

オーバーラップなどのトランジションができませんでし

た。簡単に手に入らない機材なので、設備を持っている

ところに行って一時間単位で借りることにしたのが、ポ

ストプロダクションのはじまりです。アマチュアには

絶対に手に入らなかったので、趣味で映像を作る人は

8mm フィルムで撮影していました。この頃のプロはポ

ストプロで働いて、何年も経験年数を重ねたエキスパー

トでした。

そのひとが携わっている仕事についての、レベルを見

極めるキーワードで私が信じているのが、10,000 時間

です。パイロットは飛行時間が 10,000 時間を超えると

グッと評価が上がると聞いたことがあります。実際には

その 10,000 時間以外にも訓練にかけた目に見えない時

間があったことは想像できます。この 10,000 時間はい

ろんな仕事や技術でも技量を推し量る数値にできると私

は考えています。

仮に二十歳で編集をはじめて一日に四時間じっくり

と編集に取り組むと、一ヶ月二十日として 80 時間。一

年で 960 時間になりますが、残業もあるでしょうから

1,000 としましょうか。ということは 10,000 時間に達

するのに 10 年かかるわけです。自分を振り返ると 3 年

くらい経験した頃にひととおり機材の使い方は理解した

ので、その時点で一人前だと錯覚していました。今から

思えば恥ずかしい限りです。5 年を超えると任される仕

事は技量不足ではねられることは少なくなってきます。

7 年を超えると周りからの安心感も得られてきます。そ

して 10 年くらい経った頃には肩の力が抜けて編集でき

るようになり、この段階ではじめて自分でも心底一人前

にはなれたかなと自信を持てるようになりました。私は

この時点から 3 年程度しか現役を続けなかったですが、

今から思えばもう少し続けていればどんな未来が待って

いただろうと少し残念です。

単に数字では計れないとの異論も聞こえますが、この

数字の大きさが 100 時間や 1,000 時間ならともかく、

10,000 時間も同じテーマに向かってきたわけですから

評価のものさしにはできると思います。その 10,000 時

間の中には楽しかった時間ばかりではなく、苦しかった

り我慢してきた時間もたくさん含まれるはずなので、こ

の 10,000 時間の重みはそれなりにあると思います。

私個人の考えですが、今後は映像編集者は絶滅危惧種

になってしまうだろうと覚悟しています。編集だけで

食っていくためには余程の技術を持っていなければ立ち

行かないからです。使っているソフトウエアやツールが、

10 年以上継続して使えるものも多くはない事情もあり

ます。しかし、映像編集のエキスパートが少なくなると、

映像を客観的に評価できる眼を持ったスタッフがいなく

なるわけです。編集者に求められるのはこの点です。監

督自ら編集することに私が懐疑的なのはこの理由からで

す。思い入れが強い者が映像を作ることは重要ですが、

時には一歩引いいて観る眼を提供しなければ大きな落と

し穴にはまってしまう危険性があります。この映像に対

する目利き力は、経験年数がなければ培うことができな

いので、数は少なくなっても完全に絶やしてはいけない

職種なのです。

どの世界でも共通しているのが、熟練者の仕事は無駄

が省かれて洗練してくることです。手先のテクニックだ

けで眼を引くような、派手なだけの小手先では他人は騙

せないのです。もし奇抜な映像を作りたいのなら、もし

かすると学生や経験年数の短い若手に任せることが良い

のかもしれません。編集で使っている道具はプロもアマ

もほとんど変わらない時代になったので、映像編集は特

殊な行為ではなくなっています。実行するだけなら誰

でもできる敷居の低い行動になったのです。この点は

もっとプロの編集者は理解を深めるべきです。しかし、

Word を使えば誰でも文章が書けて小説家のようなもの

を完成できるかといえばそうではありません。自称プロ

を名乗るのは簡単でも、周りから認められるのはそれな

りの時間と実績は必要なのです。

ここで話題にしているエディターとは映像を編集する

技術職のことですが、映像を仕上げる仕事の中にはコン

ポジットや VFX というジャンルもあります。時々この

分野のスタッフもエディターと言われることがります

が、全く異なる思考をするので両者は明確に分けて考え

ねばなりません。映像編集に必要な訓練は、映像を観て

それを選択する目利き力を養うことだと思っています。

そのためにはたくさん映像を観て、緊張感を持ちなが

ら選択する作業を繰り返すしかありませ

ん。単にツールの使い方だけで勝負する

のではなく、目の肥えたエディターが生

き残ってくれることを期待しています。
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バージョン 14 で、動画再生時のパフォーマン

スが劇的に向上した。NLE アプリケーション

では、再生のためのスペースバーを押した瞬

間に映像も同時に再生しなければ、エディター

の気持ちが乗っていかないものである。これ

までの Color 中心だった DaVinci Resolve から、

編集機能も十分に実用的になった総合的なア

プリケーションに進化した。今後は DaVinci 

Resolve も主要な NLE のひとつになることが確

実である。

人生に確かなことなんてない、

それだけが確かなことなんだ。

〜 ビューティフル マインド

Edit
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Edit のインターフェース
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MediaPool
DaVinci Resolve にインポートしたクリップを表示す

るので、Resolve 内のファイルシステムのような役割を

担う。Finder のフォルダに相当するのが Bin で、ユーザー

が自由に作成できる。Smart Bin は検索機能付の Bin で、

条件により自動的に内容が更新される。

EffectsLibrary
Toolbox（Video Transitions、Audio Transitions、Title、

Generator）、OpenFX、Audio FX を表示し、アイテムを

ドラッグ & ドロップでタイムラインに適用できる。

EditIndex
多機能になった EDL のようなリスト表示ができる。

豊富な項目でフィルタリングができ、タイムラインの表

示とは独立している。タイムラインに対するメタデータ

を使った検索機能がある。

Mixer
タイムラインのオーディオトラックに対応したオー

ディオミキサーを表示できる。ここでの表示は編集で使

用する限定的な項目なので、すべてを使用したい場合に

は Fairlight ページの Mixer 機能を使用する。ダイナミク

スと出力チャンネルへのアサインはできない。

Metadata
メディアファイルに埋め込まれているメタデータを

表示する。メタデータは読み込み専用で修正はできな

い。表示するメタデータ項目は、Preferences ＞ User ＞

Metadata からカスタマイズできる。

Inspector
タイムラインで選択しているカットやトランジション

などに対応したパラメータの調整部が表示される。Edit

ページで加えるキーフレームはここから設定できる。

ビューワ
2 画面構成では左がソースビューワ、右がタイムライ

ンビューワになる。1 画面構成では自動的にユーザーの

操作に合わせて切り替わる。

2 画 面 時 の ソ ー ス ビ ュ ー ワ は、Source、Offline

（ 事 前 編 集 の タ イ ム ラ イ ン と の 比 較 ）、Audio Track、

Multicam を切り替えられる。タイムラインビューワは、

Transform、Crop、Dynamic Zoom、OpenFX Overlay の

切り替えができる。

タイムライン
ビデオとオーディオのトラック表示部で、編集操作の

中心部になる。タイムラインビューワ上部のタイムライ

ン名ポップアップの切り替えに伴って、ここの表示も切

り替わる。Edit ページ上部の機能を非表示にすることで、

2 つのビューワとタイムラインだけにして、広い操作部

で編集作業を進めることができる。

タイムライン上部のウインドウ中央部には、編集で使

用するトリム選択、エディットモード、スナップ、ロッ

クなどの頻繁に使用する機能が並んでいる。一番右側に

はオーディオモニターのレベル調整と、ミュートとアッ

テネータによる DIM、スモールサイズのオーディオレ

ベルメータが並ぶ。

コントローラーパーツ

ポップアップメニューを表示

ソートの順序変更／昇順・降順

検索入力部を表示

Effect カテゴリ、Bin List の
表示・非表示

オプションメニューを表示

履歴を戻る／進む

アイコンとリスト表示の切り替え

表示サイズの大小調整

縦長表示の有効／無効化

ビューワの Dual / Single 切り替え
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クリップの再生
初期の頃の DaVinci Resolve の Edit ページは、Color ペー

ジで使用するタイムラインを構成するための補助的な機

能が集まっていた。その名も Edit ではなく CONFORM

と呼ばれていた。その後徐々に単独でも映像編集ができ

る機能を加えながら進化して、バージョン 14 では立派

に NLE として利用できる内容に仕上がっている。

クリップとカット

映像編集の用語にクリップとカットがあるが、両者は

ひとつの文脈の中で同じ意味で使われることも珍しくな

い。本書では次のように両者を定義して使用する。ク

リップとはメディアファイルを Media Pool に取り込ん

だもので、ファイルに保存されている全域が含まれる。

カットはクリップから必要な部分を IN/OUT を付けて切

り取った結果で、タイムラインに配置されるのはこのク

リップの一部のカットであることが多い。

クリップをソースビューワにロードする
Media Pool からクリップをダブルクリップすると、

ソースビューワにロードすることができる。複数クリッ

プを選択している際の動作では、マウスカーソルの下に

あるクリップのみ表示される。

ソースビューワのオプションメニューにある Live 

Media Preview にチェックが付いていると、Media Pool

がサムネイル表示に限って、クリップの上をカーソルで

クリックなしで左右にスライドさせるとソースビューワ

に映像が表示される。この動作ではクリップはロードは

されることはない。

ソースビューワが選択されると、ビューワ上部のファ

イル名の文字が赤色に変化する。Q キーを押すことで、

ハイライトがソースビューワとタイムラインビューワで

交互に入れ替わる。

Media File Clip Cut

Media Storage Media Pool Timeline

IN OUT

クリップの再生
ロードされたクリップは、ソースビューワ下部にある

トランスポートコントロールから、再生や停止などが実

行できる。再生は頻繁に使用するため、キーボードショー

トカットの方が瞬時に操作できるだろう。スペースバー

は再生と停止が交互に使用できることに加えて、JKL

キーボード操作にも対応している。L キーは順方向再生、

J キーは逆方向再生、K は停止に対応している。

K キーを押したままにして J もしくは L キーを同時押

しすると、コマ送りが繰り返される。L キーを押して

順方向再生が開始されてさらにもう一度 L キーを押す

と、倍速再生になる。さらに L キーを押すと早送りにな

り、回数を重ねると段階が変化する。似たような動作で

Shift+L でも早送りが実行できる。

Shift キーを押しながら右矢印では、デフォルト設定

では 1 秒ジャンプできるが、これを押し続けることでも

早送り動作と同じ結果になる。これらの動作は逆方向で

も同様である。

ジョグコントロールボタンをマウスで左右でドラッグ

すると、VTR のジョグコントロールのように順方向と逆

方向にジョグ動作できる。マウスにスクロール機能が搭

載されている場合には、ジョグコントロールボタンの上

にカーソルを置いた状態でスクロールすると、1 コマず

つのコマ送りができる。
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ソースビューワ
タイムラインビューワと共に使用頻度が高いソース

ビューワ。単に編集直前のカットを決める目的だけでは

なく、マルチカムクリップの表示やコンフォーム時の比

較でも使用される。

4 種類のソースビューワモード

ビューワ左下にあるポップアップボタンで、4 つの

モードが切り替えられる。

Source：カットを選択するときの映像を表示する。

単一のメディアだけではなく、ネストするためのタイム

ラインを表示することもできる。

Offline：事前に編集が完了しているタイムラインを

Resolve にコンフォームする際、正確にタイムラインが

反映されているかの比較確認で使用するメディアファイ

ルを表示する。

Audio	Track：ロードされているメディアのオーディ

オ波形を表示する。

Multicam：Media Pool から作成した Multicam クリッ

プを表示する。表示するカメラ台数は切り替え可能。

ズームポップアップ

ソースビューワモードで映像系が選択されている場合

はその表示倍率、音声系では全域をどの程度拡大表示す

るかが指定できる。

デュレーションフィールド
ク リ ッ プ の IN/OUT が 付 い て い る 場 合 の デ ュ レ ー

ションを表示する。IN がなければクリップのスタート、

OUT がなければクリップのエンドポイントが代用され

る。

GPUステータス
GPU 処理が必要な場合、GPU のリソースが足りてい

る場合には緑色で、足りていない場合には赤色に変化す

る。同時に再生しているクリップのフレームレートも表

示される。

フレームカウントディスプレイ
右クリックからソースビューワに表示中のクリップが

持つ、タイムコード／タイムコードから変換されたフ

レーム数／キーコード（記録されている場合のみ）が表

示できる。

オプションメニュー
Gang	Viewers：ソースビューワとタイムラインビュー

ワの再生ヘッドが、同時に連動するようになる。

Live	Media	Preview：Media Pool をサムネイル表示し

ている際に、マウスボタンを押さずに左右にスライドす

ると、ビューワにスクラブ表示できる。

Show	All	Video	Frames：有効にすると毎フレームが

確実に表示されるので、エフェクトを持つ場合には再生

レートが下がることがあり、オーディオ再生が同期でき

ない場合がある。

Show	Zoomed	Audio	Waveform：クリップの一部分
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だけのオーディオ波形が表示される。

Show	Full	Clip	Audio	Waveform：クリップ全域のオー

ディオ波形が表示される。

Show	Marker	Overlays：有効にすると、マーカーの

情報がオーバーレイ表示できる。

Markers：マーカーが追加されている場合には、その

ポイントにジャンプできる。

ビデオ／オーディオオーバーレイ

クリップに音声トラックが含まれる場合のみ、カーソ

ルをソースビューワ上に移動した時に表示される。ビデ

オかオーディオのオーバーレイはドラッグでき、タイム

ラインビューワ内のエディットパレットか、タイムライ

ン内のトラックにドロップできる。これによりビデオオ

ンリー／オーディオオンリーの編集ができる。

タイムコードの指定方法
タイムコードを入力するときは、時間、分、秒、およ

びフレームの値の各ペアを左から右に指定する。00 の

ようにゼロが重なる時は、代わりにピリオドが使用でき

る。「..」のようにピリオドを二つ並べると 0000 の意味

になる。入力が完了したら最後に Return キーを押すこ

とで、タイムコードが確定される。入力時のルールは次

のようになっている。

1.  右端のタイムコード値のペアまたはピリオドは、

常にフレーム番号を表す。

2.  入力する数字の左または右のピリオドは、ゼロの

ペアとみなす。

3.  2 つの数字の間の単一のピリオドは、1 つのゼロで

あるとみなす。または、2 つの数字のペアの間にあ

る場合は無視される。

4.  符号なしで入力した桁数が奇数の場合は、先頭に 0

が加えられて桁数が偶数になる。

5.  符号がない数値は、右合わせで現在のタイムコー

ドから差し替えられる。再生ヘッドが 17:58:00:00

の場合、「200」と入力すると、17:58:02:00 を意味する。

6.  コロンやセミコロンの入力は不要である。

これらを踏まえて実例を見てみよう。絶対番地のタイ

ムコードは「15245218」のようにコロンとセミコロン

なしで入力できる。

先頭にプラスやマイナスの符号がない場合は、現在地

現在の TC 入力 新しい TC

01:10:10:10 15245218 15:24:52:18

01:10:10:10 2.. 01:02:00:00

01:10:10:10 15 01:10:10:15

01:10:10:10 0 01:10:10:00

01:10:10:10 1.2 01:10:01:02

01:10:10:10 115.. 01:15:00:00

01:10:10:10 23... 23:00:00:00

01:10:10:10 +20. 01:10:30:10

01:10:10:10 -5 01:10:10:05

のタイムコードの右側から入力した桁数だけ差し替えら

れる。「2..」の場合は 20000 を意味するが、先頭に 0 が

付くので 6 桁になる。01:10:10:10 の右から 6 桁を削除

した「01」に続いて、「020000」を連結して「01:02:00:00」

となる。

「1.2」のピリオドは数字に挟まれているので、単独の

0 になるが 3 桁のため先頭に 0 を加えて「0102」になる。

これと現在の TC の左から 4 桁を連結して、「01:10:01:02」

となる。

プラスやマイナス符号がある場合は、現在のタイム

コードに加算もしくは減算する。符号入力は数値の途中

でも受け付け可能である。

入力中にそれまでの入力をクリアしたい場合には、

ESC キーを入力するとキャンセルできる。電卓の「C」

と同じ動作になる。

CinemaViewer
DaVinci Resolve を外部ビデオモニターなしで、Mac

の GUI 表示だけで作業している際に効果的に使えるの

が Cinema Viewer で あ る。Workspace ＞ Viewer Mode

＞ Cinema Viewer を実行すると、ビューワが全画面表

示になり最小限のインターフェースだけ画面下部に表示

される。Color ページのビューワでも使用できる。

さ ら に Workspace ＞ Video Scopes ＞ On を 選 ぶ と、

Cinema Viewer にウエーブフォームを同時に表示するこ

とができる。
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タイムラインビューワ
編集中に最も頻繁に見ることになるビューワである。

Resolve ではレンダリングをかけなくても、常に結果が

表示されている。タイムラインビューワは、最新の編集

結果を確認できる。

タイムライン名表示部

タイムライン名称の表示に加えてポップアップが右側

にあり、複数のタイムラインがある場合にはここから

切り替えられる。上のスクリーンショットでは Master 

Timeline が表示されているが、Project Settings から表

示しないことも可能。

フレームカウントディスプレイ
右クリックから、タイムラインのタイムコード／フ

レーム数／ソースのタイムコード／フレーム数／キー

コード（記録されている場合のみ）が表示できる。

シングル／デュアルビュー
デフォルトではソースビューワとタイムラインビュー

ワの二つが並んで表示されるが、タイムラインビュー

ワのボタンによりシングルビューワに切り替えられる。

Inspector が表示されている間は、強制的にシングル

ビューワに切り替わる。

オプションメニュー
Gang	Viewers：ソースビューワとタイムラインビュー

ワの再生ヘッドが、同時に連動するようになる。

Show	All	Video	Frames：有効にすると毎フレームが

確実に表示されるので、エフェクトを持つ場合には再生

レートが下がることがあり、オーディオ再生が同期でき

ない場合がある。

Show	Marker	Overlays：有効にすると、マーカーの

情報がオーバーレイ表示できる。

Markers：マーカーが追加されている場合には、その

ポイントにジャンプできる。

トランスフォームポップアップ

タイムラインに配置されているカットを対象に、ト

ラ ン ス フ ォ ー ム、 ク ロ ッ プ、 ダ イ ナ ミ ッ ク ズ ー ム、

OpenFX オーバーレイの各機能を使用するときに切り替

える。カットを選択している時だけ使用可能になる。

セーフティマーカー
View ＞ Safety Area ＞ On にチェックをつけると、タ

イムラインビューワにセーフティマーカーが表示でき

る。Extents、Action、Title、Center、Aspect を 個 別 に

On/Off できる。Action と Title の比率は変更できないの

で、当面は Illustrator や Photoshop で独自の比率のため

のセーフティマーカーを作成すると良いのではないか。

Extents：フレームの外周。

Action：フレームの 90%。

Title：フレームの 80%。

Center：フレームの中心。

Aspect：View ＞ Select Aspect Ratio から選択した比

率に合わせて表示され、Extents が On の場合だけ表示

される。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 76Edit

クリップの IN/OUT
タイムラインにカットを編集するためには、基本的

には IN と OUT をマークすることが確実な方法である。

Resolve では IN/OUT のマークなしでも編集することは

できるが、これは特殊な方法だと理解すべきだ。ここで

は編集の基本操作である IN/OUT について解説する。

OUT 指定時の注意点
編集モードによっては IN/OUT を必要としないものも

あるが、Insert と Overwrite では予想外の編集結果を回

避するために正確な指定は欠かせない。

キーボードショートカット、もしくは二つのビュー

ワの右下にあるボタンをクリックすることで IN/OUT は

セットできる。設定済みの IN/OUT に再生ヘッドをジャ

ンプさせるには、Shift キーを押しながら I キーもしくは

O キーを同時押しする。このときに使用される IN/OUT

は、映像と音声が同じポイントになっている。

OUT ポイントに関しては、非常に大切な考え方があ

る。IN/OUT を指定した部分に別のカットを上書きした

場合、OUT 点のフレームは上書きされるだろうか。上

書きされるが正解だ。VTR を使った編集では、OUT ポ

イントのフレームは含まれない。IN 点が 01:00:00:00 で

OUT 点 が 01:00:10:00 だ っ た と す る。VTR の 編 集 で は

OUT 点の 01:00:10:00 は上書きされないので、それまで

の映像が残っている。

DaVinci Resolve などの大半の NLE は、OUT 点は上書

きされる仕様である。具体的な注意点は以下のような場

合である。再生ヘッドを 02:00:00:00 に移動させて IN 点

を指定。10 秒後を OUT 点に設定したかったのでキーボー

ドから「+1000」と Enter キーを押して移動し、このポ

イントで OUT 点をマークした。

デュレーションは 10 秒ちょうどにしたかったが、

ビューワの表示を確認すると期待とは異なり 10 秒 01

フレームになっている。どうすれば期待通りになるかは

いくつも方法はあるが、「+1000」と Enter キーを押し

た直後に左矢印キーを一回押して 1 フレームバックさせ

るのがわかりやすいのではないだろうか。

別のケースとして矢印キーの上下で、タイムラインに

並んだカットの IN ポイントにジャンプする便利な機能

がある。これを使ってカットの変わり目に飛んだつもり

で、そこで OUT ポイントをマークすると、予想よりも

1 フレーム長めのデュレーションになっている。

このように OUT 点のフレームは編集に含まれること

を十分に理解して IN/OUT 操作をすべきである。

IN/OUT を同時にセットする
IN/OUT は別々にセットすることが多いが、同時にセッ

トする機能を Resolve は備えている。タイムライン上の

任意のカット全体に IN/OUT を付けたい場合には、二つ

の便利な機能がある。

一つ目はマーククリップ機能である。再生ヘッドを任

意のカットの IN/.OUT 区間の中のどこかに移動させる。
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OUT POINT

一般的なNLE の場合

VTR の場合

ビューワのインジケータ
二つのビューワには、編集ポイントを表示するための

インジケータがある。表示部の左下と右下に表示される

のが、カットの開始と終了を示すインジケータである。

ソースビューワではメディアのスタートとエンドを示

し、タイムラインビューワでは編集されたカットの IIN/

OUT 点を示す。

タイムラインビューワにだけあるのが、エンド・シー

ケンス・インジケータだ。ビューワ右端に縦にノコギリ

状に表示され、タイムラインの終了ポイントであること

が明確になる。タイムラインの最終フレームのタイム

コードが 01:01:10:00 だった場合、エンド・シーケンス・

インジケータが表示されるのは、01:01:10:01 になる。

タイムラインに順番にカットを並べていくアセンブル

編集を行う際、IN ポイントを指定せずに再生ヘッドの

ポジションで代用する場合は、このマークを確認するこ

とで 1 フレーム上書きされることが回避できる。
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生ヘッドを移動して、そこで IN もしくは OUT をマー

クすれば良い。数値指定で IN/OUT を修正する機能は

Resolve には搭載されていない。

別の修正方法は、ビューワ下のジョグバーにセットさ

れている IN か OUT の部分をマウスでドラッグする方法

である。ドラッグ中はビューワにポイントに対応した映

像が表示されるので、こちらの方法の方が直感的に操作

できる利点がある。

スプリット編集
ビデオとオーディオで別のポイントに IN/OUT を設定

することを、スプリット編集と呼ぶ。IN もしくは OUT

がスプリットになっている時は、ビューワ下のジョグ

バーに表示される IN/OUT が、縦二列に表示される。ビ

デオは青色、オーディオは緑色に表示される。

IN/OUT が未設定の状態から、ビデオとオーディオの

ポイントを個別に変更することもできる。スプリットの

状態から通常使うビデオとオーディオが同じポイントの

設定を加えると、ジョグバーは一列表示に変更される。

これとは反対に一列表示の状態から、ビデオかオーディ

オのポイントを加えると二列表示になる。

スプリット編集はタイムラインに配置した後に、個別

に編集点をスライドさせて（ロールモードトリム）実行

することもできるので、どちらを使用するかは目的によ

り使い分けることになるだろう。

キーボードから X キーを押すとカット全体がセットさ

れる。二つ目がマークセレクション機能である。任意の

カットをマウスクリックで選択してカットに赤いアウ

トラインを付けておき、キーボードから Shit+A を押す。

マークセレクションは単一カットだけではなく、複数の

カットでも使用できる。

IN/OUT 点の修正
IN/OUT 点を修正したい場合は、新しいポイントに再

カットの途中に再生ヘッドを置いて X キーでマークした（上図）
カットを選択して赤いアウトラインをつけた状態で Shift+A キーでマークを
付けた（下図）。両方ともにカット全体が IN/OUT でマークされる。

あらかじめオーディオトラックのみを選択するために、Option キー
を押しながらトラックをクリックする。これによりビデオトラック
は選択されず、オーディオトラックだけを対象にできる。
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Edit ページの ClipAttributes
各所で対象を右クリックからアクセスできる Clip 

Attributes は、ビデオやオーディオ、メタデータの設定

を変更するための機能である。対象は Media Pool にあ

る編集前のソースクリップ、タイムラインに編集済みの

カットである。タイムラインの編集済みカットにおいて

は、全く同じカットを二箇所で使用した場合でも個別に

Clip Attributes は変更できる。例えば、タイムライン上

に配置した同一カット A と B において、A はフレームレー

トを 30fps で、B は 60fps に設定することができる。こ

の仕組みを理解することで、Clip Attributes を使用する

場合には対象が何であるかを正確に把握しなければ間違

いが起きてしまう。

ClipAttributes ／ Video
先の例のように映像のフレームレートをノーマル以外

で使用する場合には、編集を実行する前に Video Frame 

Rate を変更すべきである。例えば撮影時に 120fps で収

録した素材は、30fps のタイムラインで 30fps の再生レー

トで使用すると 4 倍のハイスピードモードになる。フ

レームバイフレームで表示されるので、Resolve 内で補

完したスピード変更以上のクオリティが実現する。この

ような場合は、タイムラインに配置した後にフレーム

レートを変更することはできるが、IN/OUT のポイント

が意図しない状態に変更されてしまうので、あらかじめ

設定することが望ましい。

ClipAttributes ／ Audio
編集前にオーディオ設定を行わなかったことが原因

で、タイムラインに編集した後に期待したオーディオが

モニタリングできないトラブルが発生することが多い。

収録された多数のクリップは大抵の場合同じチャンネル

設定で記録されているので、編集前に一括してオーディ

オ設定を済ませておくことは間違いを回避することにつ

ながる。Media Pool で対象となるクリップ全てを選択

した状態で、右クリックから Clip Attributes を起動する。

メディアファイルが維持しているオーディオチャンネ

ルと、Resolve の編集で使う際の Clip Attributes 設定の

関係は、Media ぺーじでも解説している。（Media ペー

ジの ClipAttributes参照）

基本は編集しようとしているタイムラインの目的のト

ラックタイプに、ソースクリップのトラックを合わせる

ことになる。Resolve ではソースクリップとタイムライ

ンのトラックタイプが異なっていても、編集は実行でき

てしまう。ただし、当然期待通りのチャンネルアサイン

にならないので、あらかじめ確実な設定が欠かせない。

Media Pool から複数のクリップを選択した状態で

ClipAttributes を起動した場合は、項目の左側にチェッ

クボックスが表示される。これが複数ある場合には、個

別で変更する対象を選択できるようになる。

ClipAttributes ／ Timecode
単一のクリップから Clip Attributes を起動した場合に

は、クリップの持つタイムコードを変更することができ

る。Final Cut Pro7 シリーズや Premiere Pro では、タイ

ムコードを変更した場合にはオリジナルのメディアファ

イルのメタデータが修正される仕様になっている。これ

により、最終更新日が変更されファイルのハッシュがオ

リジナルとは異なる値になってしまう。

Resolve ではこのような仕様にはなっていないので、

完全なソースメディアに対しての非破壊編集が保証され

る仕様になっている。
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作成は macOS のカラーピッカーで設定できる。

Window：黒の背景の真ん中に白の四角がウインドウ

状に配置される。

YCbCr	Ramp：Y'CbCr 信号をテストするためのグラ

デーション。

ジェネレータをタイムラインに編集を実行する際は、

タイムラインウインドウのエディットオーバーレイやエ

ディットボタンは使用できないので、タイムラインのビ

デオトラックにダイレクトにドロップするしか方法はな

い。

ジェネレータの使用
ツールバーの Effect Library から Generator にアクセ

スすると、9 種類の内蔵パターンが使用できる。技術的

な信号監視の用途のものが多いが、Solid Color は頻繁に

使用されるだろう。これらのパターンはすべて Edit ／

Fairlight ページでは表示できるが、Color と Deliver では

表示されない。これでは出力できないので、Compound 

Clip 化しておけばこれは解決できる。

10	Step：黒から白が 10 ステップのグレースケール。

100mV	Steps：信号レベルで 100mV 単位のステップ

のグレースケール。

EBU	Color	Bar：PAL 圏のカラーバー。

Four	Color	Gradient：4 つの異なる色をフレームの四

隅にブレンドするグラデーション。 Center X と Center 

Y のパラメータを調整して、4 つの色が混在する中心を

変更できる。

Grey	Scale：黒から白へのグラデーション。

SMPTE	Color	Bar：NTSC 圏のカラーバー。

Solid	Color：単色のフルスクリーンを作成でき、色の
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タイムラインの作成
もしグレーディングをすることだけが目的で、Edit

ページの機能は一切使用しないとしても、必ず一旦は

Edit ページでタイムラインを作成しなければならない。

作成したタイムラインは Edit ページをはじめ、Color、

Fairlight、Deliver ページで共有される。Color ページで

はタイムラインの修正は一切できないが、Fairlight ペー

ジではオーディオトラックの編集だけは可能となってい

る。

新規タイムラインの作成法
Edit ペ ー ジ に て、File ＞ New Timeline を 実 行 す る

か、Media Pool のファイル表示領域で右クリックして

Timelines ＞ New Timeline を実行すると新規タイムライ

ン作成のための小さなウインドウが現れる。

Start	Timecode：タイムラインで使用する先頭のタイ

ムコードを指定する。後から変更することもできる。

Timeline	Name：Media Pool やタイムラインビューワ

の上部に表示される名称を指定する。

No.	of	Video	Tracks：作成するビデオトラックの数。

1 から 99 まで指定可能。

No.	of	Audio	Tracks：作成するオーディオトラックの

数。1 から 256 まで指定可能。

Audio	 Track	 Type：Mono、Stereo、5.1、7.1、

Adaptive から選択する。Adaptive を選択した場合には、

使用できるチャンネル数が指定できる。

Empty	Timeline：チェックを入れるとカットを何も

含まない空のタイムラインが作成できる。チェックを

外すと Media Pool にあるすべてのクリップが配置され

たタイムラインが作成される。この場合、Use Selected 

Marks In/Out にチェックを入れておくとクリップにマー

クされている IN/OUT がある場合にはそれが反映され

る。

Project Settings ＞ General Options ＞ Color の

「Automatically match master timeline with media pool」

の チ ェ ッ ク が 外 れ て い た 場 合、Media Pool の 一 つ 以

上のクリップもしくは、ソースビューワから空のタイ

ムライン部にドロップすると新規にタイムラインが作

成できる。この方法ではタイムライン作成のためのア

ラートはバイパスできる。チェックが付いている場合

には Master Timeline が自動的に作成されて、その中に

Media Pool のすべてのクリップが配置されるようにな

る。後から Media Pool に追加したものも対象になる。

Edit ページだけではなく Media ページでも使用でき

る方法として、Media Pool で複数のクリップを選択後

に右クリックして、New TimelineUsing Selected Clips を

実行することでもタイムラインは作成できる。さらに選

択している対象が Bin の場合には、New TimelineUsing 

Selected Bins からも作成できる。

タイムラインはどこに保管されるか
基本的には、現在開いている Bin の中にタイムライン

は保管される。これは自由に移動できるので、Bin を作

成してその中にまとめることも可能である。

Project Settings ＞ General Options ＞ Color の、Use 

Timeline Bin にチェックをつけていると、強制的にタイ

ムライン専用の Bin が作成されて、その中に保管される。

この場合は、タイムラインの移動はできなくなる。

似たような方法として、Preferences ＞ User ＞ Editing

＞ General Settings の、Create Smart Bin for Timelines に

チェックを入れておくと、タイムラインのための Smart 

Bin が自動的に作成される。Smart Bin なのでその中にも

タイムラインは表示されるが、実体は作成した時にオー
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プンされていた Bin の中に保管される。

タイムラインの機能
Timeline	Ruler：タイムラインを作成した際に指定し

たタイムコードに基づいて、一定間隔でタイムコードが

表示される。ここをドラッグすると再生ヘッドが追従し

て、その結果がタイムラインビューワに表示される。

Playhead（ 再 生 ヘ ッ ド ）：Edit、Color、Fairlight、

Deliver の各ページで再生ヘッドは同期されるので、ペー

ジを切り替えてもポジションは維持される。

再生ヘッドは、View ＞ Show Playhead Shadow を有

効にすることで、前後にシャドウを付けることができる。

この前後のフレーム数は Preferences ＞ User ＞ Editing

から自由に設定できる。図の設定は post 側に 1 フレー

ムだけセットしている。これによりタイムラインを拡大

すると、現在のフレームがどこを示しているかがわかり

やすくなる。

Destination	control	and	Track	Number：ビデオとオー

ディオで分かれており、選択されると V1 や A1 などの

番号の周りにオレンジ色のアウトラインが付く。このボ

タンは選択するだけではなく無効にすることもできるの

で、ビデオオンリーやオーディオオンリーの編集ができ

る。ここで指定したトラックに対してソースビューワか

ら編集が実行されるが、ドラッグ & ドロップでタイム

ラインにダイレクトに編集した場合にはこのボタンは影

響しない。

Track	Name：ビデオとオーディオのトラックに対す

る名称を付けられる。名称部分をクリックすると名称変

更できる。（デフォルトでは Video1、Audio1）

Enable	Track：ビデオトラックにだけ使用できるボタ

ンで、通常は白色の状態でトラック内の映像は表示され

ている。クリックしてボタンを赤色に変更すると、トラッ

クすべての映像が無効になりブラックになる。

Mute：オーディオトラック限定で、トラック全体か

らオーディオが出力されなくなる。複数選択が可能。

Solo と同時に有効にすると Mute が優先される。

Solo：オーディオトラック限定で、選択したトラック

からだけオーディオが出力される。複数選択が可能。

Lock	Track	button：ビデオとオーディオトラックで

使用できる。有効にすると一切の変更ができなくなる。

Command キーを押しながらクリックすると、ポジショ

ンロック機能になる。

Auto	Select	button：タイムライン内でコピー & ペー

ストするときやリップル動作の対象で、このボタンが有

効か無効かで動作の結果が変わる。

Audio	Channel	Type	indicator：Mono（1.0）、Stereo

（2.0）、Sorround（5.1、7.1）、Adaptive（チャンネル数）

が表示される。

Number	of	clips：トラックに含まれるカットの総数

が表示される。編集結果によりダイナミックに変化する。
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オーディオ出力チャンネル
オーディオトラックは最大 256 まで追加でき、その

トラックは Mono、Stereo など異なるタイプを混在でき

る。これに対してオーディオ出力は、デフォルトでは

Main バスがひとつだけ割り当てられている。いくつか

のオーディオトラックからの出力は、この Main バスに

まとめられる。フォーマットは Stereo や Mono などに

加えて、さまざまなラウドネスなどのマルチチャンネル

が使用できる。

バスの追加
通常は Stereo 出力が一系統あれば足りる場合が多い

かもしれないが、多国語版のコンテンツを制作するよう

なケースでは、出力バスも複数あると便利なこともあ

る。バスを追加する場合には、Fairlight メニューの Bus 

Format から設定できる。

Main バスは、各オーディオトラックからダイレクト

に出力できるバスである。複数の出力バスを持つタイ

ムラインでは、オーディオトラックはどの Main バス

に出力するかを決めなければならない。この行き先バ

スの設定は、Edit ページの Mixer からは設定できない。

Fairlight ページには Edit ページよりも多機能な Mixer イ

ンターフェースがあるが、出力バスの指定はこちらの方

で行うしかない。

バスは Main 以外にも、Sub と Aux がタイムラインか

らは出力できる。これらは Main バスに送る手前で、グ

ループごとにまとめてミックスするような用途で使用で

きる。

Submix バスは Main バスの下にボタンは配置されて

いるが、Aux バスは Pan の上部にある。この細い部分

をダブルクリックすると、Aux バスに送り出す際の小さ

なウインドウが表示される。On にすることで Aux バス

に接続され、Pre ボタンではトラックフェーダーの手前

から出力するプリフェーダーモードになる。

モニターチャンネルの指定
複数の出力バスを追加した場合には、独立したこれ

らのバスのどれをモニタリングするかを選択すること

になる。この選択も Edit ページからはできないので、

Fairlight ページで行う必要がある。トランスポートコン

トロール部にあるモニターセレクトでそれは実行でき

る。ポップアップから、追加しているバスのどれかを選

択する。
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7 つの編集方法と TL にドロップ
編集を実行するためには、タイムラインのどこを起点

とするかを第一に決める必要がある。基本的に起点は、

IN、OUT、IN と OUT の両方、タイムライン上の再生ヘッ

ドの 4 つが使用できる。次にソースクリップにおいても、

これらの四つのポイントを指定する。

これらの準備を経て次に決めるのが、編集モードで

あ る。Insert、Overwrite、Replace、Fit to Fill、Place on 

Top、Append at End、Ripple Overwrite の七つの中から

選択できる。編集の実行は Edit メニューに並ぶ上記の

モードを実行するか、ショートカットが使用できる。別

の方法としては、Media Pool もしくはソースビューワ

からドラッグしてタイムラインビューワに持っていく

と、その時だけ表示されるエディットオーバーレイが使

用できる。

IN/OUT はひとつもしくは二つ指定することが基本に

はなるが、Resolve では IN/OUT をどちらも指定しない

場合でも、暗黙の IN/OUT を使って編集は実行できる

ケースがある。ただし、この場合には予測しにくい結果

を招くことがあるため、下記に示すように各モードに

よって推奨の条件を整えて編集を実行することをお勧め

する。

Insert
ソースの IN/OUT と、タイムラインの Insert 開始点が

必要条件になる。ソースの IN/OUT を指定しない場合に

は、ソースクリップの全長が対象となる。タイムライン

の Insert 開始点は、IN ポイントを設定するか再生ヘッ

ドのポジションが使用できる。

Insert モードはタイムライン上にソースのカットが割

り込む編集になるので、編集点以降に配置されたカット

全てはソースと等しい長さだけ後ろにズレる。この動作

を編集用語ではリップルと呼んでいる。この結果、タイ

ムラインの全長は編集前に比べて長くなる。

Overwrite
ソースの IN/OUT、タイムラインの IN/OUT の中のど

れか三つを指定する。四つ全てを指定した場合で、ソー

スとタイムラインの IN/OUT から得られるデュレーショ

ンが異なる場合には、タイムラインの IN ポイントから

短い方のデュレーションが使用される。

Overwrite モードはそれまでに配置されていたタイム

ライン上に上書きされるので、IN/OUT 区間は新しいソー

スカットで埋められる。リップルは発生しないので、タ

イムライン全体の長さに変更は起きない。

Replace
Replace 編集はすでに編集が完了しているタイムラ

インのひとつのカットに対して、同じ長さで別のカッ

トに入れ替えるために使用する。同様の操作は前記の

Overwrite を使っても実現できる。Replace モードを使

用することは、入れ替えるカットを明確に特定して、そ

こに入れる新しいカットのタイミングを調整することに

集中するときに効果的である。

Replace 編集では、タイムラインとソースビューワの

二箇所にある再生ヘッドの位置が基準になる。同期さ

せたい二つのポイントに再生ヘッドを置いておく。IN/

OUT はソースとタイムラインでは指定しないことが、

意図しない結果を防ぐテクニックになる。

FittoFill
ソースの IN/OUT、タイムラインの IN/OUT の四つを

指定する。Overwite で IN/OUT の四つを指定してデュ

レーションが異なる場合と準備は似ているが、編集後の

結果は異なる。

長さが異なるデュレーションは、ソースカットの再生

速度を 100％以外に変更することで IN/OUT に収まるよ

うに調整される。ソースデュレーションの方が短い場合

にはスローモーションに、長い場合にはファストモー

ションに変更される。

PlaceonTop
ソースクリップの IN/OUT と、タイムライン上の編集

ポイントに再生ヘッドを移動しておく。Place on Top を

実行すると、ビデオとオーディオの最上位トラックが

空いているとそこに Overwrite 編集される。もしその部

分にすでに別のカットが配置されている場合には、新規

にトラックを追加してそこにカットが配置され、先にあ

るカットがオーバーライトされないことが保証される。

Place on Top はビデオだけではなくオーディオソースで
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も使用できる。

一般的に Place on Top が使用されるのは、ビデオト

ラックの上に配置するテロップ編集を行うときに多用さ

れる。

AppendatEnd
ソ ー ス ク リ ッ プ の IN/OUT が 必 要 条 件 に な る。

Append at End はビデオテープのアセンブル編集を確実

に実行できるための安全な編集方法とも言える。同じ動

作を実現するためには Insert や Overwrite が代用できる

が、Append at End の利点は編集が実行されるタイムラ

インのポイントが、必ず End ポイントに保証されてい

るところである。

RippleOverwrite
ソ ー ス の IN/OUT、 タ イ ム ラ イ ン の IN/OUT の 四

つ を 指 定 す る。 編 集 動 作 と し て は、 ま ず タ イ ム ラ

イ ン の IN/OUT が リ ッ プ ル 動 作 を 伴 っ て 削 除 さ れ る

（Shift+Delete）。続いてカットが消えた部分に、ソース

の IN/OUT が Insert される。

Ripple Overwrite は、フィルム編集で長さが異なるカッ

トを入れ替える編集をシミュレーションできる。リップ

ル削除と Insert 編集を組み合わせると Ripple Overwrite

は実現できるが、手短かに編集が行える便利なモードで

ある。

ドラッグ&ドロップで編集する
ソースビューワに IN/OUT をセットして、タイムライ

ンビューワではなくタイムラインにダイレクトにドロッ

プすることでも編集を実行できる。ドロップするポジ

ションは、既存トラックの外側のエリアの場合は自動的

編集モード
ソース

IN
ソース

OUT
タイムライン

IN
タイムライン

OUT
ソース

再生ヘッド
タイムライン

再生ヘッド

Insert この中のどれか 3 ポイント

Overwrite この中のどれか 3 ポイント

Replace ● ●

Fit to Fill ● ● ● ●

Replace on Top
この中のどれか 3 ポイント
Title の場合はタイムラインの IN と OUT

Append at End ● ●

Ripple Overwrite ● ● ● ●

筆者が推奨する編集モードを使用する際の必要要件。表中の「●」は必須を意味し、空欄は必要としない項目を表す。上記以外の組み合わせでも編集は実行さ
れるが、条件により結果に違いが出る。

に新規トラックが作成される。ドラッグからの編集は

オーバーライトモードになるので、タイムライン上に

リップルは発生しない。

ソースビューワにロードされたクリップにビデオと

オーディオの両方のトラックがある場合には、カーソル

をビューワに移動させると Video Audio only オーバーレ

イが現れる。このどちらかをドラッグすることで、ビデ

オのみかオーディオのみで編集できる。ビデオだけを選

択したい場合には、Option キーを押しながらドラッグ

することもできる。

左がビデオで右がオーディオのフローティングボタン。ここか
らタイムラインにダイレクトにドロップすることも、タイムラ
インビューワのエディットオーバーレイにドロップすることも
できる。
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タイムラインの修正
編集を実行した結果、タイムラインに含まれるカット

はひとつずつ増えていく。すでにタイムラインに配置さ

れたカットを修正することも、編集工程の中では頻繁に

行われる。

削除
編集したもののそのカットが不要になれば、それを

削除することは編集を実行する以上に簡単に実行でき

る。削除はリップル処理のあるなしで二種類に分かれ

る。リップルがかからなければ、単純にそのカットが

あった部分がギャップになりビデオは黒みに、オーディ

オは無音になる。ギャップの発生を伴わない削除は、

Shift+Delete のショートカットで実行できる。

移動
カットの移動もリップルのあるなしで二種類の動作が

ある。単純にカットをドラッグすると元の場所はギャッ

プになり、移動先は上書きされる。同じ操作をする際に、

Shift+Command キーを押しながら実行すると、リップ

ルを伴う移動になりギャップは発生しない。

スプリット&ジョイン
カットの途中で分離するためには、Split 機能が使用

できる。Timeline ＞ Split Clip を実行するか、キーボー

ドショートカットで実行できる。カットが分離されれば、

Color ページのタイムラインでも連続している映像でも、

カットとしては二つに分かれる。

Split を実行した直後では、そのカットポイントはソー

スメディア上では連続している。Split したカット点を

元の連続した単一カットに戻すためには、カット点を選

択して Delete を実行する。Split しただけのメディアで

は連続したカット点は、Through Edit と呼ぶ。タイムラ

インでは通常のカットと区別はつかないが、Edit Index

から Show Through Edits でフィルタリングするとリス

トできる。

EnablingandDisabling
トラックヘッダでトラック全体の有効化と無効化はで

きるが、カット単位でも実行できる。キーボードショー

トカットは D キーである。再度 D キーを押すと元に戻る。

コピー&ペーストとカット&ペースト
コピー & ペーストは複製、カット & ペーストは移動

と考えることができる。Command キーと C もしくは X

キー、V キーの連携で実行できるが、この動作ではリッ

プルがかからない。カットトペースト時には、Shift キー

を合わせるとリップルを伴う動作になる。

ビデオトラック V1 にあるカットをコピー & ペースト

すると、同じ V1 トラックにカットが複製される。V2 な

ど他のトラックにコピーしたい場合には、Autoselect

ボ タ ン を 使 用 す る。 デ フ ォ ル ト で は 全 ト ラ ッ ク の

Autoselect が有効になっているが、どのトラックのボタ

ンを有効にするかでコピーの行き先トラックが指定でき

る。Autoselect が有効なトラックがひとつだけなら行き

先トラックはそこになるが、複数有効になっている場合

には番号の小さいトラックが優先になる。

TimelineView オプション
ツールバーのボタンから、ビデオとオーディオのト

ラックに関する表示を設定できる。ビデオトラックにサ

ムネイルを加えるかどうか、オーディオ波形表示、フラ

グとマーカーの表示 On/Off、トラックの高さをビデオ／

オーディオ個別に設定などが設定できる。

Autoselect ボタンが V1 が Off で V2 が On になっている。V1 上のカットをコピー
してペーストを実行すると、V2 トラックにカットが配置されることになる。
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トリミングモード
Resolve ではタイムラインに配置してあるカットに対

するトリミング機能は、4 種類に分類できる。アクショ

ンがどのような結果になるかを左右するのは、ツール

バーにある Selection Mode と Trim Edit Mode の二つの

ボタンである。

Resize
カットの長さを変更するトリミング方法。タイムライ

ンのカットの IN もしくは OUT 部をドラッグすることで、

カットの長さを増減する。Selection Mode が有効の場

合は、リップルがかからないのでギャップか上書きが発

生する。Trim Edit Mode が有効の場合は、リップルがか

かるのでギャップが発生せず全体の長さが変更される。

Roll
Selection Mode と Trim Edit Mode の状態に関わらず

動作は同じである。カット点をドラッグすることで、先

行するカットと後続のカットの長さがトレードオフの

関係で増減する。カットを選択する際に Option キーを

押すことで、個別のトラックだけを選択できる。例え

ば V1 トラックのみを選択して Roll トリムを実行すると、

ビデオとオーディオの編集ポイントがズレるので、結果

的にスプリット編集と同じつながりになる。

Slip
タイムライン上のカットの順番とカットの長さに変更

は起きないが、そのカットのソースクリップ上での IN/

OUT を変更することで、素材の使いどころを変更でき

る。リップシンクを修正する際には効果的に使用でき

る。実行するためには必ず Trim Edit Mode を有効にし

ておく。カーソルを対象カットの縦方向上部に置いて、

そのカットを左右にドラッグすることで Slip トリムが

できる。ドラッグ中は元の状態からの変化フレーム数が

カーソル付近に表示される。それと同時にタイムライン

ビューワには、4 画面分割になり、上部 2 枚は対象カッ

トの IN と OUT を、下部 2 枚は先行カットの OUT と後

続カットの IN が表示される。キーボードショートカッ

トはカンマとピリオドが使用でき、1 フレームずつの変

化になる。Shift キーを併用すると 5 フレーム単位となる。

Slide
対象カットの使いどころと長さは変更せずに、タイ

ムライン上での配置を移動できる。Selection Mode が

有効の場合はリップルがかからず、Trim Edit Mode が有

効ではリップル処理がかかるのでギャップはできない。

キーボードショートカットはカンマとピリオドが使用で

き、1 フレームずつの変化になる。Shift キーを併用する

と 5 フレーム単位となる。

TrimStart/End
タイムラインに編集済みのカットに対して、さらに

IN/OUT を短くするために便利なのが Trim Start/End 機

能である。トリムを実行したいポイントに再生ヘッ

ドを移動させてから、キーボードショートカットで

Command+Shift+[ か、Command+Shift+] を実行する。

カットに対して IN をトリムしたいのが前者で、OUT に

対しては後者である。
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カットの修正とマッチフレーム
タイムラインに編集したカットを改めてソースビュー

ワにロードし直して、IN/OUT を再考したい場合がある。

これはトリミングの機能を使用するのと似たような操作

ができるが、IN と OUT を両方ともに修正し続けたい場

合には、他の方法も用意されている。

編集後のカットをソースビューワに戻す
タイムラインの編集済みのカットをダブルクリックす

ると、ソースビューワにはカットのオリジナルである

ソースクリップに IN/OUT が付いた状態で表示できる。

この時の重要な点は、ソースビューワ上部のクリップ名

である。普段と異なるのは、クリップ名にハイフンでつ

ながったタイムライン名も表示されていることである。

これにより、タイムラインから戻されたカットであるこ

とが明示されている。

ソースビューワのジョグバーにある IN/OUT を直接ド

ラッグして修正するか、何度でもマーク IN/OUT を繰

り返しながら編集点を変更できる。このとき Selection 

Mode が有効ならリップルが無効に、Trim Edit Mode が

有効ならリップルが有効になる。

マッチフレーム
タイムラインのカットからソースクリップをビューワ

にロードするには、マッチフレーム機能も使用できる。

キーボードから F キーを押すか、タイムラインビュー

ワ右下のボタンをクリックする。これにより、タイムラ

イン上にある再生ヘッドに相当するオリジナルソースク

リップの同じポイントが、カットの IN/OUT と共にソー

スビューワに表示される。ここで表示されるビューワの

ソースファイル名にはタイムラインの名称は追加されて

いないので、Media Pool からロードされていることが

わかる。

マッチフレームボタンはソースビューワにも搭載され

ている。こちらの方は、ソースメディアからタイムライ

ン側をロードすることになるが、タイムラインで使用さ

れていないクリップや使用されていない IN/OUT 区間で

は、マッチフレームは実行されない。

マッチフレームと併用すると便利なのが、二つの

ビューワの再生ヘッドを同期させる機能である。これは

Gang Viewers 機能で、ビューワのオプションメニュー

から On/Off できる。
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マーク機能
ソースクリップやタイムライン、またそれらと関係す

るカットにおいて、気に入ったポイントやメモなどを

マークしておくことは、ユーザーの記憶だけに頼らない

確実な手段である。編集時に使用する IN や OUT ポイン

トもマークのような意味を果たすが、編集の完了と共に

その情報は消えてしまう。ユーザーが使用できるマーキ

ング機能は、マーカーとフラグが中心となる。

マーカー機能
Media Pool に置かれたソースクリップ。タイムライ

ンに編集されたカット。タイムライン。これらの三箇所

に個別にマーカーは追加できる。ソースクリップに追加

されたマーカーを編集実行時の IN/OUT に含まれている

と、マーカーも連動してタイムラインにコピーされる。

しかし、編集後のカットにコピーされたマーカーに修正

を加えても、コピー元のソースクリップにあるマーカー

には影響を与えることはない。タイムラインにつけられ

たマーカーは、ソースクリップとタイムラインにある

カットとの間で関連性はない。

図の中にある青色のマーカーはタイムラインに、オレ

ンジ色と緑色はカットに加えたマーカーである。カット

にマーカーを加えるには、タイムラインで対象カットを

選択して赤いアウトラインを付けてからマーカーを追加

すれば良い。

マーカーは七つの色から選択でき、名称とノートを加

えることができる。マーカーには単一のポイントを示す

ものと、デュレーションを持つものがある。これらはマー

カーをダブルクリックすると表示されるポップアップか

ら編集できる。

ソースクリップに加えたマーカー
ソースクリップにマーカーが追加されると、Media 

Pool をカラム表示にしているとサブクリップのように

カットの内側にマーカーが表示できる。このマーカーは

カットと同じように編集のソースとして使用することも

できる。

マーカーがひとつだけなら、マーカー点が IN でソー

スクリップの End 点が OUT になって編集される。複数

のマーカーがある場合には、次のマーカー点が OUT に

なる。デュレーションをもつマーカーではその長さが使

用される。

IN/OUT をマーカーに変換

ソースクリップに付けられる IN/OUT は一組だけであ

る。複数の IN/OUT を残しておきたい場合には、デュレー

ションマーカーを使用することで解決できる。まず IN/

OUT をマークしてからジョグバーの IN/OUT 区間を右ク

リックして、Convert In and Out to Duration Marker を

実行する。

フラグ
フラグ機能はマーカーに似ていて、Media Pool に置

かれたソースクリップと、タイムラインに編集された

カットに追加できる。タイムラインにはフラグは付けら

れない。フラグを追加すると、関係するカットすべてに

対して同時に反映される。フラグを追加したものとは別

のカットでフラグを削除しても、関係するすべてのフラ

グが削除される。
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トランジション
タイムラインに複数のカットを並べると、それらは再

生ヘッドの移動とともに瞬時に切り替わる。カット点に

長さを持ったトランジションを加えることで、二つの

カットは時間をかけて徐々に切り替わるようになる。

トランジションの追加
Effect Library から任意のトランジションをドラッグし

て、タイムラインのカット点にドロップするとトランジ

ションが追加できる。またカット点を右クリックして、

標準で用意されているトランジションタイムを選択する

ことでも追加できる。

同時に複数のカットに標準のトランジションを同時

に追加するには、目的のカット点を Command キーを

押しながら複数選択しておく。次に Timeline ＞ Add 

Transition を実行するか、キーボードショートカット

Command+T を実行する。複数のカットを選択する便

利な方法は、Trim Edit Mode を有効にしてから、タイム

ラインのカットをカーソルで作った四角で囲むことであ

る。

トランジションの修正

トランジションに関するパラメータを変更するに

は、トランジション部をダブルクリックして表示される

Inspector から行うのが便利である。トランジションタ

イプだけの変更であれば、Effect Library から別のパター

ンをドラッグで上書きする方法も使用できる。アライメ

ントのみの修正はトランジション部を右クリックから変

更できる。

Inspector からの修正では、Transition Style を変更す

るとそれに連動して変更できるパラメータも切り替わ

る。

トランジションは継続時間を持っているが、時間内に

エフェクトがどのように変化するかのカーブも変更でき

る。これはタイムラインのトランジション部にあるボタ

ンからアクセスできる。スタートとエンドのどちらかの

キーフレームを選択してから、カーブのタープを変更で

きる。途中のポイントにキーフレームを追加する場合に

は Option キーを押しながら、ポイントをクリックする。
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エフェクト
タイムラインに並んでいるカットにビデオやオーディ

オの効果を加えるには、トランジションと同じ方法で追

加する。ただしエフェクトの場合は、効果のドロップ先

はカット自身である。

エフェクトは二種類ある。コンポジットモードやトラ

ンスフォームなどカットに加える基本的なパラメータ

は、Inspector の中にすべて格納されている。もうひと

つのエフェクトはトランジションと同じ、Effect Library

に置かれている。

前者はキーフレームを追加できるが、後者はできない。

OpenFX でキーフレームを使用したい場合には、Color

ページで使用することになる。

エフェクトの調整
カットに加えたエフェクトのパラメータは Inspector

パレットから値の調整を行うが、OpenFX フィルタの

Lens Flare のように画面上にコントローラーが表示され

るものは、タイムラインビューワ左下にある OpenFX 

Overlay から行う。パラメータの調整は単一カットだけ

ではなく、あらかじめタイムラインで複数のカットを選

択しておけば同時に設定できる。

あるカットに加えたエッフェクトとそのパラメータ

は、コピー & ペーストして再利用できる。カットを

Command+C でコピーしておき、カットを右クリック

し て 表 示 さ れ る Paste Attributes を 実 行 す る。Video、

Audio、Retime のカテゴリの中からコピーしたい項目に

チェックをつけておく。ウインドウ上部にはコピー元と

コピー先の対象が表示されている。またキーフレームが

コピー元に含まれている場合には、コピー先のカットの

長さにどのようにして合わせるかの二つの選択ができ

る。

Maintain	Timing：キーフレームの時間軸をそのまま

コピーするので、コピー先の長さによって途中で途切れ

るか動きが反映されない余白が発生する。

Stretch	to	Fit：コピー先のデュレーションに合わせて

キーフレームの時間軸が調整されるので、動きのニュア

ンスが変化する場合がある。

カットに加えたエフェクトは個別に削除できる。ペー

スト時に表示されたようなウインドウの中から不要に

なった項目にチェックをつけて削除を実行する。
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オンスクリーンコントロール
タイムラインビューワ左下にあるポップアップか

ら ア ク セ ス で き、Transform、Crop、Dynamic Zoom、

OpenFX Overlay が 選 択 で き る。Transform と Crop は

Inspector のパラメータと共用されているので、スク

リーン上のコントロールで映像に合わせた調整をする

場合にはこちらを使用する。OpenFX Overlay は一部の

OpenFX フィルタが必要とするスクリーンコントロール

を使用する場合だけ使用する。

DynamicZoom
写真を複数枚タイムラインに配置したタイムラインで

は、映像の見た目を単調にしないために写真の静止画像

に、ゆっくりとしたズームインやズームアウトを加える

ことがある。Dynamic Zoom はこのようなニーズを手

短に加える時に効果的なツールである。

目的の単一カットをタイムライン上で選択しておき、

オンスクリーンコントロールから Dynamic Zoom を選

択してから、Inspector でも有効にしておく。Dynamic 

Zoom を一時的に無効にしたい場合は Inspector からス

イッチを Off にする。

パラメータは限定されていて、スタートとエンドのサ

イズとポジションを決めるだけである。緑色の四角い枠

がスタートで赤色がエンドである。トランジションの

カーブタイプは Inspector から、Linear、Ease In、Ease 

Out、Ease In and Out から選択できる。
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テロップ
映像にテロップを加える際には、Effect Library にある

Titles からエフェクトを加えるようにトラックに追加で

きる。追加されたカットは通常のカットと同じように、

トリミングなどの調整ができる。使用できるフォントの

種類は、macOS に依存している。

タイトルの種類

L	Lower	3rd：画面下左側に大小二列のテロップが追

加される。

M	Lower	3rd：画面下中央に大小二列のテロップが追

加される。

R	Lower	3rd：画面下右側に大小二列のテロップが追

加される。

Scroll：縦スクロールのみに対応。

Text：画面中央に Title の文字がデフォルトでは配置

される。

テロップの加工
タイムラインのテロップを選択して Inspector を開く

と、Text と Video の二つのパネルがある。Video パネル

は他でも使っているエフェクトと同じものが使用でき

る。

Text パネルでは文字の装飾が加えられ、Rich Text 形

式をサポートしているので、文字単位で装飾を変更でき

る。

文字のサイズやポジションはオンスクリーンコント

ロールも使用でき、画面中心へのスナップ機能により正

確にセンタリングが行える。

テロップの再利用
トラック上に配置されたテロップは、キーフレームの

動きも合わせて Media Pool に保存できる。頻繁に使用

するものは保存した Media Pool のテロップを元にして、

タイムラインに配置後に修正できる。これらは連動しな

いので、タイムラインのテロップを修正しても、Media 

Pool にあるオリジナルには影響しない。

サポートしているアルファチャンネル画像形式
Resolve でサポートしているアルファチャンネル付

き の 画 像 形 式 は、OpenEXR、Photoshop、TGA、TIFF、

PNG がある。
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オーディオ設定
オーディオの音量は、カット単位とトラック単位で

設定できる。カットごとのオーディオ設定は Inspector

もしくはタイムラインのカットで、トラックの設定は

Mixer パネルで行う。

カットのオーディオ設定

タイムラインでカットを選択して Inspector を開くと、

Clip Volume と Clip Equalizer が表示される。追加で VST

や AU 形式のエフェクトを加えた場合にも、ここからパ

ラメータは設定できる。

Clip Volume を調整すると、対応するカットのオーディ

オトラックに白く細いラインが上下に移動することがわ

かる。もし Inspector を開くことなくボリューム調整を

行いたい場合には、この白いラインを直接操作して調節

することもできる。タイムライン側での調整では、視

覚的にキーフレームを使用してボリュームレベルの増

減をセットすることもできる。追加のキーフレームは

Option キーを押しながらクリックする。追加したキー

フレームはドラッグして左右と上下に移動できる。

Clip Equalizer では、パラメトリックイコライザーを

使用して音の周波数特性を変更できる。Edit ページで使

用できる Band 数は 4 に限定されているので、もう少し

細かな調整を加えたい場合には、Fairlight ページの EQ

コントローラーを使用する。また Edit ページの EQ コン

トローラーは、キーフレームをサポートしていない。

Mixer パネル
Edit ページ上部のツールバーで Mixer をオープンする

と、タイムラインの右端にコンパクトなミキサーイン

ターフェースが現れる。ここで使用できるのはトラック

ごとのボリュームとパンである。Pan はミキサーパネル

で操作することもできるが、大きなインターフェースで

詳細に調整したい場合にはダブルクリックすると独立し

たウインドウが現れる。Pan コントローラーは Fairlight

ページのものと同じ仕様になっている。

オ プ シ ョ ン メ ニ ュ ー か ら Meters に 切 り 替 え る と、

Mixer パネルの代わりに Contorol Room のための大きな

レベルメーターだけが表示される。

モニターコントロール
Mixer パネルの上部、ツールバーの右端にオーディオ

モニターコントロールがある。スピーカーマークのボタ

ンは Mute、スライダはレベル調整、DIM はアッテネー

ターをかける動作になり、小さな音量に下げられる。
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オーディオトラックのタイプ変更
DaVinci Resolve のオーディオトラックは、タイムラ

インを作成した後でも柔軟に変更できる長所がある。も

しタイムラインを作成した際の計画とは異なるトラック

に変更したくなっても、なんら心配することはない。た

だし、トラック内のチャンネル数の変更を伴う場合には、

変更により欠落するチャンネルが発生するので、その点

へは理解が必要である。

トラックタイプの変更
タイムラインを作成する際にセットしたトラックタ

イプから、後から変更を加えたい場合には、トラッ

クヘッダの対象部分を右クリックして、Change Track 

Type To から別のタイプに変更できる。例えば Stereo か

ら Mono に変更する場合は、Mono に含まれているチャ

ンネル数は 1 で Stereo は 2 なので、結果として元の

Stereo の L 側だけが有効になる。

チャンネル数が増える変更をした場合には、そのカッ

トが維持している Clip Attributes の Audio 設定が関係す

る。上記のケースで、Mono にして Stereo の L 側だっ

たオーディオチャンネルだけが再生されるようになった

が、その後再度 Stereo にタイプ変更した。この場合は

Mono に含まれたチャンネルが、新規 Stereo トラック

の L チャンネルにだけ移行するのだろうか。もし該当す

るカットの Clip Attributes で Stereo 設定になっていた

場合には、元の状態で Stereo の L と R から出力できる。

ClipAttributes の変更

すでにタイムラインに配置されているカットの、オー

ディオ Clip Attributes を変更した場合を見てみよう。ト

ラックから出力されるオーディオは、トラックタイプ

とカットごとの Clip Attributes 設定の組み合わせで決ま

る。両者の設定が異なる場合には、特定チャンネルが出

力対象から外れることもある。個別にカット単位で Clip 

Attributes の変更をする際は、配置されているトラック

タイプに一致させる変更が、トラブルを未然に防ぐこと

につながる。

Tracks の設定は編集を実行する前に、オーディオト

ラックに対してメディアファイルに含まれるチャンネル

を割り当てる際に有効である。しかし、編集でトラック

に配置された後では、クリップとトラックの構成を一致

させるために、この項目は変更しないことが望ましい。

ビデオとオーディオのリンク
ビデオとオーディオの同期は、オリジナルのメディア

ファイルに記録されている状態が基準になる。通常はビ

デオとオーディオの関係は固定されているので、タイム

ライン上を移動する際は、両者のトラックはペアの関係

を維持して同調する。このビデオとオーディオのリンク

は簡単に解除でき、同期関係がズレた後でもオリジナル

の状態に戻す方法が用意されている。

ビデオとオーディオの同期を外す
タイムラインのカットを選択して、ツールバーから

Linked Selection ボタンを押すか、右クリックから Link 

Clips を無効にすることで同期を解除できる。再度同期

関係を戻すには、関係するビデオとオーディオのカット

をすべて選択して、ツールバーか右クリックから同期を

戻す。
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同期外れの警告
Slip 機能を使って映像だけの使い所を変更すると、

オーディオとビデオの関係がオリジナルから変化する。

特にリップシンクがある場合には同期関係は重要なの

で、その場合には同期外れの警告（out-of-sync）のマー

クがカットに表示される。この状態を解決するにはマー

カーを右クリックして以下の四つのオプションのどれか

を実行する。

Slip	into	place：カットを移動せずに、選択したカッ

トの内容をスリップし、そのカットにリンクされている

他のアイテムと同期させる。

Move	into	place：選択したカットが、そのカットに

リンクされている他のアイテムと同期するように移動す

る。

Slip	others	into	place：選択したカットにリンクされ

ている他のすべてのアイテムの内容を移動せずにスリッ

プし、リンクされているすべてのアイテムが同期する。

Move	others	into	place：選択したカットにリンクさ

れている他のすべてのアイテムを移動し、リンクされて

いるすべてのアイテムが同期するようにする。

Edit ページで使えるキーフレーム
Edit ページで使用できるキーフレームのパラメータ

は、調整できる項目すべてが対象ではない。OpenFX

エフェクトはキーフレームをサポートしていないので、

カットに加えたパラメータを増減させることはできな

い。この場合は Color ページで使用することになる。

Edit ページで使用できるキーフレームは、Composite、

Transform、Cropping、Lens Correction、Title、Audio 

Clip Volume である。

キーフレームの追加

カットを選択後 Inspector を開く。変化の開始点に再

生ヘッドを移動して、設定を加えたい項目の自動キーフ

レームボタンを有効にする。ここでパラメータに変更を

加えるとキーフレームが自動的に追加される。変化の終

了点でも同じ操作を行う。変化が一定の場合には開始と

終了の二箇所に設定するだけで良いが、複雑な動きをつ

ける場合には中間ポイントにもキーフレームを追加する

ことになる。

キーフレームの修正
追加されたキーフレームは、タイムラインで映像を再

生すると結果が表示されるが、グラフで視覚的に確認す

ることもできる。タイムラインで対象カットをある程度

拡大表示すると、カットの OUT 点付近に二つのボタン

が表示されていることに気がつく。左側がキーフレーム

グラフ、右側がキーフレームのためのトラックである。

ここをクリックすることで、表示と非表示を切り替える

ことができる。

キーフレームグラフはポップアップから表示するパラ

メータを限定できるので、複数のパラメータを調整する

際には活用すると良いだろう。Option キーを押しなが

らクリックすると、グラフ上でダイレクトにキーフレー

ムを追加でき、選択してポイントを赤くした状態では

Delete することもできる。カーブのタイプはグラフ上

部から変更できる。

キーフレームのトラックはカットに対してどのように

キーフレームが配置されているかのポイントのみを表示

している。ポイントはグラフと連動しているが、タイム

ライン上でキーフレームの移動をするだけの場合は、こ

こから変更する方が確実である。

キーフレームが追加されるとトラックの中にポイントが現れる。再生ヘッド
と組み合わせてキーフレームのポイントを修正できるので、グラフよりもこ
ちらの方が操作しやすい。グラフを使うことで、キーフレームのポイントに
対するカーブの変更ができる。デフォルトではリニアになっているので、動
きの変化が滑らかではなければリニア以外の設定に変更できる。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 96Edit

スピード変更
Resolve で使用できるスピード変更は、Fit to Fill によ

る定速のスピード変更、フリーズフレームによるストッ

プモーション、タイムラインのカットに対する定速のス

ピード変更、タイムラインのカットに対する可変速のス

ピード変更がある。XML や AAF からのスピード変更も

対応しているが、他の NLE によっては Resolve でサポー

トしていないスピード調整もあるので、事前に確認が必

要である。

フリーズフレーム
タイムラインに編集済みのカットに対してフリーズフ

レームを加えることができる。どこのフレームをフリー

ズさせるかは、再生ヘッドが停止しているポイントが参

照される。Clip ＞ Freeze Frame を実行すると、対象のカッ

ト全域がフリーズフレームに変更される。

もしカットの途中でフリーズフレームに切り替えたい

場合には、そのポイントで再生ヘッドを停止させてカッ

トを Split し、後続のカットについてフリーズフレーム

を加える。

フリーズフレームを解除するには、カットを右クリッ

クして Change Clip Speed を実行し、ウインドウの中に

ある Freeze frame のチェックを外す。

等速のスピード変更
Clip ＞ Change Clip Speed か、 右 ク リ ッ ク か ら

Change Clip Speed を実行する。速度変更はノーマル再

生速度を 100% としたパーセント、フレームレート、デュ

レーションのどれかで指定できる。Ripple sequence に

チェックを入れると、スピード変更によるカットのデュ

レーション変更をもとにタイムラインがリップルされ

る。Reverse speed では、OUT 点から指定した速度で

逆再生される。Freeze frame は再生ヘッドのある位置

のフリーズフレームがカット全体に適用される。Pitch 

Correction はオリジナルの音程を維持したままスピード

が変更されるので、ひとの声が含まれる場合にはダック

スボイスになりにくい。

キーフレームがすでに適用されていた時のオプション

として、Maintain	timingは元のキーフレームが変更さ

れずに移行される。Stretch	to	fitは元のキーフレーム全

長が新しいデュレーションに合わせて増減される。

等速のリタイムコントロール
タ イ ム ラ イ ン で カ ッ ト を 選 択 技 て、Clip ＞ Retime 

Controls を実行すると、専用のコントローラーが表示さ

れる。

全体を等速でスピード変更するには、カット中央にあ

るポップアップから既定の数値を選択するか、カットに

表示されているコントローラーの上部に飛び出ている両
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端のどちらかを左右にドラッグする。

スピードコントロールによってタイムラインにリップ

ルが必要になる場合には、Trim Edit Mode に切り替える

ことで、ギャップやオーバーライトが発生しない。

可変速のリタイムコントロール
カットに対して段階的に 100％、70％、200％のよう

に速度を変化さえたい場合にも、リタイムコントロー

ラーから設定できる。

カットの最初から順番に再生ヘッドを移動させて、ひ

とつめのスピード変化点に移動させる。次にポップアッ

プから Add Speed Point を実行すると、カットのスピー

ド調整部が二つに分割される。これを繰り返して領域を

必要な数だけセットする。このままでは分割されただけ

ですべてデフォルトの 100% になっているので、それぞ

れに対してスピードを変更する。変更はポップアップか

ら規定値を選択するか、細かな速度設定を加える場合は、

領域の境界にあるスライダ上部をドラッグする。最後の

領域はスライダがないので、速度のスライダ調整はコン

トローラー上部に突き出た右側の部分をドラッグする。

速度調整が完了したら、コントローラーのクローズボ

タンをクリックして、設定をロックさせる。これにより

カットの先頭付近にスピード変更されたことがわかる

マークが付加される。

リタイムカーブで速度を調整する
スピード変更点でカクツキのない滑らかな速度移行を

するには、カーブエディタで修正すると良好な結果を得

られる場合がある。リタイムカーブを表示させるには、

カットを右クリックして Retime Curve を選択する。

グラフの横軸は映像のポジションに対応しており、縦

軸は上に行くほどスピードが遅くなる。途中のキーフ

レームのポジションを上下左右に移動することで、全体

のスピードが変わるのと同時に、映像の使い所も連動す

る。

リタイムのフレーム補間
Inspector から三つの補完方法が選択できる。Nearest

は最も高速に処理できるがクオリティは高くない。高

速時にはフレームはドロップされ、低速時にはフレー

ムが複製される。Frame	Blendは前後のフレームを混ぜ

合わせる処理を行うことで、滑らかな補完が得られる。

Optical	Flowはプロセッサの能力を最大限に必要とする

代わりに、最高品位の補間が得られる。カット内の動き

が線形の場合には好ましい結果が得られるが、異なる方

向に交差する複数の動きがある場合には、望ましくない

アーティファクトが発生することもある。
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再生レートを維持するために
DaVinci Resolve Smart Cache は、プロセッサや GPU

に負荷がかかり再生レートが落ちる可能性がある処理に

対して、Resolve が管理するしくみである。Cache ファ

イルは Project Settings で指定した Cache frames in で指

定したコーデックに基づいて、指定したバックグラウン

ド処理の有効／無効と指定時間により自動的に処理され

る。

DaVinci Resolve での Cache とは、一般的な NLE シス

テムにおけるレンダリングと呼ばれる再生のパフォーマ

ンスを向上させるためのしくみである。バックグラウン

ド処理でユーザーが管理不要なメディアファイルが一時

的に作成され、プレイバックの際にはオリジナルメディ

アの代わりにそれが代用される。

DaVinci Resolve Smart Cache を有効か無効かを切り

替 え る マ ス タ ー コ ン ト ロ ー ル は、Playback > Render 

Cache にある。ここには無効にする None か、有効にす

る Smart と User がある。Cache メカニズムは 3 つのレ

ベルがあり、Edit ページのタイムラインと Color ページ

のグレードが相互に連携している。Edit で編集されても

Color で再 Cache することがなく、Color でグレードが

変更されても Edit で再 Cache する必要がないように動

作する。

第一レベル／ソース Cache
タイムラインに Edit されているカットに対して、デ

コード処理にプロセッサを要するメディアファイル形式

の場合に Cache が作成される。対象コーデックは H.264、

DCP、JPEG2K とカメラ RAW である。ソース Cache は

メディアファイル自体に有効になるのではなく、タイム

ライン上に編集が実行された IN/OUT の部分だけが対象

となる。このため、Media ページのビューワや Edit ペー

ジのソースビューワではソース Cache の効果はなく、

これらで再生効率を上げるためには最適化されたメディ

アを使用すべきである。

第二レベル／ノード Cache
ノード Cache はソース Cache とは別のレベルで、プ

ロセッサ処理を要するノードに対して有効になる。ノー

ド 1 から 5 まである場合、3 から 5 だけに更新があると

1 と 2 のノードには再 Cache はかからない。Timeline

メニューの Render Cache Clip Output は、Edit タイムラ

インと Color タイムラインのコンテキストメニューから

有効／無効が切り替えられ、有効にした場合にはノー

ド全体が強制的に Cache される。ノードに更新が加わ

れば全体を再 Cache する必要がある。ResolveFX または

OFX フィルタを適用すると、Edit タイムラインのクリッ

プのコンテキストメニューの Render Cache OFX Filter サ

ブメニューからキャッシュする OFX を選択できる。編

集ページのタイムラインにキャッシュされているフィル

タを変更すると、そのクリップのグレードは強制的にカ

ラーページに再キャッシュされる。逆も同様である。

クリップが Color ページのグループの一部である場

合、Group Pre-Clip および Group Post-Clip ノードでグ

ループ Cache を有効にできる。これらのモードでは、

グループ・グレードのこれらの部分をノード Cache の

一部として Cache する。
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第三レベル／タイムライン Cache
タイムライン Cache は、編集ページのタイムライン

内に適用されるエフェクトの別の Cache である。これ

には、トランジション、不透明度の調整、コンポジット

モードのスーパーインポーズが含まれる。

SmartCache と UserCache の違い
Smart Cache は完全に Resolve に Cache の管理を任せ

るやり方ではあるものの、ユーザーが任意に Cache を

かけたくないクリップは手動で除外できる。User Cache

は自動的に Cache 動作は行わず、ユーザーの意思があっ

てはじめて動作が始まる。

Smart Cache はソース Cache が Auto もしくは On の

場合に有効になり、User Cache は On の場合のみ有効に

なる。

Smart モードでは、モーションブラー、ノイズリダク

ション、または OFX プラグインを使用するすべてのノー

ドを自動的に Cache する。 手動でフラグが設定された

ノードも Smart モードで Cache される。

User モードでは、右クリックして Node Cache >On

を選択することにより、フラグが立てられたノードだけ

を Cache し、そのノードを User モードで Cache する。

Smart モ ー ド で は、Render Cache Clip Output を オ

ンにすると、カラーページノードグラフの出力全体が

キャッシュされ、効果的にそのクリップのグレード全体

がキャッシュされる。 Cache するためにクリップにフ

ラグを立てると、そのクリップに関連付けられたすべて

の単一バージョンも同様に Cache される。

User モードでは、Render Cache Clip をオンにして手

動でフラグを付けたクリップも、カラーページノードグ

ラフの出力全体をキャッシュする。

Edit ペ ー ジ の ク リ ッ プ に 適 用 さ れ る ResolveFX と

OFX フィルタの Cache は、手動でのみ設定できる。ク

リップを右クリックし、Render Cache OFX Filter サブメ

ニューでエフェクトを選択して Cache すると、そのフ

ラグを設定したフィルタだけが、Smart モードと User

モードのいずれかで Cache される。

Smart モードでは、ノーマル以外のコンポジットモー

ドを使用するクリップと、不透明またはスピードエフェ

クトのクリップを自動的に Cache する。タイムライン

Cache のクリップに手動でフラグを立てることはできな

い。User モードでは、タイムライン Cache は無効になっ

ていて、Smart モードでのみ動作する。

TakeSelector
Take Selector は Edit ページのタイムラインの特定カッ

トに対して、複数のバージョンを編集可能な状態で維持

できる機能である。最終的にファイナライズするまでは、

編集可能な状態を維持し続ける。ファイナライズを実行

すると、それ以降は通常のカットと同じ振る舞いに戻る。

Take Selector はタイトルとジェネレーターには使用でき

ない。

カットを TakeSelector に変更する
目的のカットを右クリックして Take Selector を選択

する。これによりカットには Take Selector のコントロー

ラーが表示され、ファイナライズするまでは複数カット

を維持する。二番目のカット候補を追加するにはソース

ビューワにロードして IN/OUT を付けておき、そのカッ

トを Take Selector にドロップする。これによりオリジ

ナルカットの上に二番目のカットが配置される。

TakeSelector の使用方法
上下に並んだカットの候補の中から、どれか一つだけ

がプレビューで使用される。どれを当面の OK カットに

するかは Take Selector の中のカットをダブルクリック

する。Take Selector 内のカットの長さが異なり、後続の

カットに対してリップル処理を加えたい場合はリップル

ボタンを有効にしておく。不要になったカットはダブル

クリック後に、ゴミ箱ボタンで削除できる。

最終的に使用するカットが決定できたなら、Take 

Selector を閉じた状態から右クリックして Finalize Take

を実行する。これにより、Take Selector 内に保管されて

いた不要になったカットの情報も破棄される。
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CompoundClip
タイムラインに並んでいる複数のカットをグループ化

するために、Compound Clip 機能を使用することがで

きる。Compound Clip になったカットは、通常の単一

のカットと同じように扱えるので、トランジションやエ

フェクトを加えたり、Inspector で単一のパラメータで

管理できるようになる。制限事項としては、Compound 

Clip 化する前の状態では残されていた IN/OUT の外側の

ハンドル部は欠落してしまうので、デュレーションを延

ばすトリミングはできなくなる。これにより、Deliver

ページからの書き出しにおいても Compound Clip に加

えたハンドルサイズは無効になる。

Compound Clip は隣接していないカットもグループ

化できるが、カット間のギャップの部分の映像は黒みに

なり、オーディオは無音になる。

Effect Library から Generator をタイムラインに編集

できるが、このカットは Edit ページでは表示できるが、

Color ページでは表示されない。Color ページで使用し

たい Generator は、事前に Compound Clip 化しておく

と Color で使用可能になる。

CompoundClip の作成
タイムライン上で対象とするカットをすべて選択す

る。右クリックから New Compound Clip を実行すると、

Media Pool に名称を付けた Compound Clip が保存され

る。

CompoundClip の編集
一旦 Compound Clip 化したクリップは、Compound 

Clip を解除しなくても編集することができる。右クリッ

クから Open in Timeline を実行すると、Compound Clip

に含まれていたカットだけが並んだタイムラインが表示

されるので、ここから必要な再編集を加えられる。この

時のタイムラインの左下には、現在のタイムラインへの

パスが表示される。元に戻る場合には、パスの上位のパ

ス名をダブルクリックする。

Compound Clip は Color ペ ー ジ で も 使 用 で き る が、

単一クリップとして扱われる。一時的に元の単一カット

ごとに色調整を加えたい場合にも、このタイムラインが

使用できる。表示している状態で Edit ページから Color

ページに切り替えれば、個別に色調整を加えられる。

CompoundClip の解除
Compound Clip を 右 ク リ ッ ク し て Decompose in 

Place を実行すると、タイムライン上の現在の位置にオ

リジナルのカットの並びで置き換えられる。

タイムラインのネスト
長尺のコンテンツの編集では、カット数をたくさん

持った単一のタイムラインで編集するよりも、ブロック

ごとに分割したタイムラインで編集を進める方が効率面

で有利である。これらのブロックごとのタイムラインは

最終的に完成バージョンのタームラインの中にネストし

て、タイムラインの中に別のタイムラインを持つ構造に

することができる。

ネストの実行
新規タイムラインに別のタイムラインを配置すること

は、通常のカット編集と同じ要領で行うことができる。

素材として使用したいタイムラインをソースビューワに

ドロップしても、ダイレクトにタイムラインにドロップ

しても良い。この時には、タイムラインウインドウのエ

ディットオーバーレイも使用できる。

オリジナルの修正
ネスト化されたタイムラインは、それまで同様に編集

を継続することができるが、注意すべき点もある。オリ

ジナルタイムラインの総尺が延びたとしても、ネストし

た後発のタイムラインには反映されない。反対にオリジ

ナルの総尺が短くなった場合は、ギャップが発生するこ

とになる。

ネストを解除する
ネスト化した新しいタイムラインに配置されたタイム

ラインを元のカットの集合に戻すことができ、右クリッ

クから Decompose in Place を実行する。
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TimelineCompare 機能
コンフォームで再現した複数のタイムラインや、コラ

ボレーション機能で派生したタイムラインなど、視覚

的に二つのタイムラインを比較できる機能を Resolve は

持っている。

二つのタイムラインを比較する
対象となる二つのうちの片方のタイムラインをあらか

じめ開いておき、残りのタイムラインを Media Pool で

選択して右クリックし、Compare With Current Timeline

を実行する。画面中央に横長のウインドウが現れ、その

中に縦に二つのタイムラインが並んでいる。下が現在の

タイムラインで、上が比較対象となったタイムラインで

ある。二つのタイムラインはビューワにも表示されてお

り、タイムラインビューワが現在の、ソースビューワに

は対象となったタイムラインを表示する。

両者が異なる部分はハイライトで強調表示され、現在

のタイムラインか対象のタイムラインにおいて、相手側

の状態に合わせることができ、その場合は右クリックか

ら Accept Change を実行する。

デフォルトでは上下の再生ヘッドは個別に移動する

が、オプションメニューから Sync Playheads を有効に

すると両者は Gang 動作になり常に同期して移動するよ

うになる。

ウインドウ左端にある Diff Index をクリックすると、

タイムラインに違いがある部分だけを抽出した EDL の

ようなリストが表示される。

Accept Change 機能は、現在のタイムラインでも比較対象でも使用可能であ
る。適用後はタイムライン全体のリップルの状態を念入りに確認した方が安
全である。

オプションメニューから Sync Playheads を有効にすると両者が Gang モード
になり、再生ヘッドが常に同期するようになる。同期するのは、双方に共通
部分があるところだけになる。
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マルチカム編集
マルチカム編集を行うためには、撮影時にそれを前提

とするような準備をしておくことが、編集に取り掛かる

までの時間短縮に直結する。理想的には全台数のカメラ

もしくは収録機に、同一タイムコードを記録することが

望ましい。これが難しい場合には、少なくとも現場で再

生していたガイドにするための音源を収録しておくべき

である。何度もテイクを分けて収録するようなミュー

ジッククリップのような場合には、カチンコのような同

期を取るための小道具の準備も効果がある。

マルチカムクリップの作成
Media Pool の中でマルチカムでグルーピングした

いクリップをすべて選択して、右クリックから New 

Multicam Clip Using Selected Clips を実行する。これに

より、事前設定のためのウインドウが表示される。

Start	Timecode：先頭タイムコードを指定する。

Multicam	Clip	Name：Media Pool で表示されるクリッ

プ名を入力する。

Frame	Rate：フレームレートを指定する。基本的に

はソースクリップと同じに合わせる。

Angle	Sync：何に基づいて同期させるかを選択する。

タイムコードが記録されていない場合には、使用するク

リップすべてに対して、In、Out、Marker のどれかを付

けておき、それをリファレンスとする。

Angle	Nameはカメラごとの名称の命名規則を指定

する。Sequentialは順番に番号が振られる。Metadata	

-	Angle は メ タ デ ー タ 内 の Angle が 使 用 さ れ る。

Metadata	-	Cameraはメタデータの Camera が使用され

る。Clip	Nameは Clip Name が使用される。

Detect	clips	from	same	camera：各カメラに対して複

数ショットを収録している場合、同じカメラかどうかを

何に基づくかを指定する。チェックをつけると、Detect 

using ポップアップが使用可能になる。

Detect	Using：あらかじめ Media ページでメタデータ

に入力するか、ファイル内のメタデータのリール名も使

用できる。

Move	Source	Clips	to	Original	Clips	Bin：マルチカム

が生成された後に、オリジナルクリップを別の Bin に移

動する場合にはチェックを付ける。

マルチカムの同期を修正
Edit ページの Media Pool から作成したマルチカムク

リップをダブルクリックでソースビューワにロードし

て、同期のズレがないかを確認する。もしズレている場

合には、右クリックから Open in Timeline を実行してカ

メラがトラックに積まれたタイムラインの中で、ズレを

修正するために時間軸上を移動させる。

同期を修正する際には基準になるカメラを決めて、そ

れ以外のトラックだけを調整対象とする。基準のカメラ

のオーディオトラックを Solo にして、他のカメラの映

像がこのオーディオと同期しているかどうかで判断す

る。映像はトラックに積まれているので、上のトラック

から順番にトラックの無効化で対象トラックの同期を確

認する。

この時開いているのはマルチカムクリップからのタイ

ムラインなので、左下にはそれを示すパスが表示されて

いる。元の Media Pool に戻る場合は、上位のパスをダ

ブルクリックする。図の場合は、EditMultiCam がそれ

に相当する。

マルチカムクリップをタイムラインに配置
IN/OUT を付けてタイムラインに編集する。この時に、

クオリティの高いオリジナル音源がある場合には、マル

チカムクリップのオーディオトラックに合わせて、別ト
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ラックにオリジナル音源を追加して、以後はそのトラッ

クをモニタリングするよう変更する。図では現場音の

A1 トラックは Mute して、A2 に配置したオーディオを

モニタリングしている。

スイッチングの実行
タイムラインに編集した後は、マルチカムのビューイ

ングはソースビューワで行う。タイムラインビューワは

結果の表示だけになる。タイムラインを再生すると、そ

れに合わせてソースビューワ内のマルチカムクリップも

再生がはじまる。任意のポイントでスイッチングしたい

場合には、ソースビューワ内のカットをクリックするか、

キーボードショートカットを使用する。

スイッチングする際には、ビデオ、オーディオ、ビデ

オ + オーディオが選択できるが、一般的にはビデオト

ラックのみの切り替えがオーディオのモニタリングが聞

き取りやすくなるだろう。

タイムラインに編集されたカットを別へ変更したい場

合には、Option キーを押しながらソースビューワの中

をクリックする。Option キーを押さずにクリックする

と、タイムラインにカット点も追加されてしまう。

マルチカムでのオプションメニュー
マルチカムモードの際は、オプションメニューに追加

項目が表示される。ソースビューワ内に表示するカメラ

の台数と配置、カメラ台数が多い場合にはソースビュー

ワ 1 面では表示できないのでページの切り替え、スイッ

チングするトラックを V・A・VA を選択などの項目が並

ぶ。

スイッチングの確定
十分にプレビューを繰り返し完成と判断したら、マル

チカムモードを解除して通常のカットの並びと同じタイ

ムラインに切り替えることができる。クリップを右ク

リックから Flatten Muticam Clip を実行する。

一旦フラット化すると元の状態には戻せないので、タ

イムラインを複製してオリジナルはフラット化せずに残

しておくと、後から改めてマルチカムモードで再編集で

きるようになる。
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Conform
コンフォームとは、他の NLE で作成したタイムライ

ンを、DaVinci Resolve の中に再現することを意味する。

異なるアプリケーションでは当然ながら、アプリケー

ションが持つ独自の機能に違いがあるため、完全にタイ

ムラインを復元することが困難な場合もある。

他のNLE での準備
不要なカットは確実に削除して、使用しているものだ

けをタイムラインに残すようにする。トラック数はでき

るだけ少なくまとめるようにし、エフェクトやテロップ

はすべて外しておけば互換性の問題を回避しやすくな

る。また、Resolve でサポートしていないメディアファ

イルを使用している場合には、あらかじめその部分はタ

イムラインから削除しておくことが望ましい。

これらの準備が整ったら、タイムラインから比較検証

するためのムービーファイルを出力しておく。この時に

は、可能であればソースのタイムコードを焼き付けてお

くと比較の精度を高めることにつながる。

互換性の違いを理解する
異なる NLE 間でタイムライン情報を受け渡す際には、

カットの情報以外にもたくさんの項目についてうまく引

き継がれないことがあるとの理解が必要である。

Frame	Size：異 な る フ レ ー ム サ イ ズ に つ い て は、

Resolve では柔軟に対応できる。

Codec：Resolve が読み込み可能なコーデックであれ

ば問題はない。

Frame	Rate：NLE によってフレームレートが混在す

る場合の対応が異なるので、Resolve でのコンフォーム

時に「Mixed frame rate format」ポップアップから適切

な選択を行う必要がある。リストにない Premiere Pro、

Smoke、Media Composer の 場 合 に は「Resolve」 を 指

定する。

Effect：エフェクトの種類はたくさんあるため、最新

情報をユーザーマニュアルや Web サイトの情報から入

手するしか方法はない。基本的に Effect は外部から持ち

込まないようにする。

一般的なコンフォームの手順
プロジェクトを作成し、適切なタイムラインフレーム

レートと解像度を設定しておく。次に Media ページか

ら必要なクリップをインポートして、必要なら Bin を作

成して素材の整理を済ませておく。

続いて File ＞ Import AAF, EDL, XML を実行して、タイ

ムラインを引き継ぐためのフィルを選択する。これによ

りコンフォームでのオプションを設定するウインドウが

表示される。

Source	file：コ ン フ ォ ー ム の た め の AAF ／ EDL ／

XML ファイルのパスが表示される。

Import	timeline：もし AAF や XML に複数のタイムラ

インが含まれている場合には、どれを使用するかを選択

する。

Timeline	name：コンフォーム後のタイムラインの名

称を設定する。

Master	timeline	start	timecode：コンフォームで使用

されたファイルが指定したタイムラインの開始タイム

コードが表示される。

Automatically	set	project	settings：コンフォームの

ファイルに記述されたプロジェクト設定を使用する。

Automatically	import	source	clips	into	media	pool：

チェックを入れておくとメディアも同時にインポートさ

れ、Media Pool にリンクが保存される。

Ignore	file	extensions	when	matching：メディアファ

イルを探す時に、ファイルの拡張子を無視する。

Link	to	source	camera	files：AAF ファイルのみで使用

可能。インポートされたプロジェクトファイルを、現在

参照されているオフラインメディアに対応するカメラオ

リジナルファイルに再変換する場合は、このチェック

ボックスをオンにする。

Use	sizing	information：タイムラインに置かれたカッ

トに加えられたリサイズ情報を有効にする。

Use	color	information：Final Cut Pro XXML ファイル

のみで使用可能。このオプションを使用すると、Final 

Cut Pro のカラーボードコントロールから色補正データ

のサブセットをインポートできる。

Set	timeline	resolution	to：作業するフレームサイズ
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を指定できる。 デフォルトは、インポートされる XML

または AAF ファイルで指定された解像度になる。

Timeline	framerate：デフォルトでは、インポートさ

れる XML または AAF ファイルのフレームレートが使用

される。 XML または AAF ファイルを、メディアプール

にすでにメディアがあるプロジェクトにインポートする

場合は、タイムラインフレームレートがロックされ変更

できない。

Use	drop	frame	timecode：デフォルトでは、インポー

トされる XML または AAF ファイルを参照する。

EDL	framerate：デフォルトでは、インポートされる

XML または AAF ファイルを参照する。

Use	drop	frame	timecode：デフォルトでは、インポー

トされる XML または AAF ファイルを参照する。

Mixed	frame	rate	format：NLE によってフレームレー

トが混在する場合の対応が異なるので、Resolve での

コ ン フ ォ ー ム 時 に「Mixed frame rate format」 ポ ッ プ

アップから適切な選択を行う必要がある。リストにな

い Premiere Pro、Smoke、Media Composer の場合には

「Resolve」を指定する。

オフラインメディアの参照
コンフォーム後に元の NLE のタイムラインが正確に

反映されているかを確認するために、オフラインメディ

アが用意されていた場合、それを Resolve のタイムライ

ンと関連づければソースビューワに表示することができ

る。もしくは、タイムラインビューワ内でコンフォーム

後のタイムラインとオフラインメディアをワイプやミッ

クスで比較する機能もある。

オフラインメディアは、クリップをインポートする際

にも通常とは異なる方法になる。Media ページの Media 

Storage にファイルを表示して右クリックから、Add as 

Offline Reference Clip を 実 行 す る。 続 い て Media Pool

からタイムラインを選択して右クリックから Timelines

＞ Link Offline Reference Clip からインポートしてあるオ

フラインメディアを指定する。これにより、ソースビュー

ワの左下のポップアップから比較のための映像を表示で

きるようになる。

下図では、ソースビューワにオフライン後のタイム

コードを焼き付けた比較用のムービーをロードして

いる。切り替えは左下のポップアップメニューから、

Offline を選択する。タイムラインビューワを右クリッ

クすると、ビューワ内でオフラインと新しくコンフォー

ムされたタイムラインとをミックスやワイプを使用して

違いがないかを確認できる。

Offline クリップと Resolve で再現したタイムラインで

時間にズレがある場合は、ソースビューワ左上にある入

力フィールドで、オフセットを指定できる。
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DaVinci Resolve と言えば、Color。クリエイティ

ブな機能だけではなく、技術的な数学計算の

機能も交錯して、現在のバージョンでは非常

に多機能になっている。Resolve はカラーコレ

クションから一歩進んだカラーグレーディン

グで活用されてきたが、エフェクト機能の充

実でさらに次のステージではカラーエフェク

トもカバーする勢いである。機能のひとつず

つはシンプルな思想で設計されているものが

多いので、普段から頻繁に使用するツールか

ら習得していけば良いだろう。

戦争は常に人間の最悪の部分を引き出す。

 平和な時ならあいつも普通の男だ。

〜 シンドラーのリスト

Color
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Color のインターフェース
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Gallery
ビューワで表示したフレームの静止画ストアとノード

マップ、その内部に加えられている色設定が保存されて

いる。ここに保存された設定は他のカットへ再利用でき

る。静止画は単独でイメージファイルとして出力可能。

このパートには似たような機能のメモリーもあり、こち

らはキーボードショートカットで Save/Load が瞬時に

できる。

Timeline
Edit ページのタイムライン部にある映像トラックだけ

をコンパクトに表示できる。各カットの IN/OUT で切り

取られている、外側に隠れているハンドルを一時的に表

示することができる。

Clips
操作画面中央にあるサムネイルが横方向に並んだパー

ト。カット左上の番号の周りにレインボウのアウトライ

ンが付いていると、何らかの色設定が加わっていること

がわかる。ただし、カメラ RAW の設定では表示されない。

ビューワ
カ ラ ー 設 定 の 結 果 が 常 に 表 示 さ れ る。Gallery、

Timeline、オフラインクリップとのワイプやミックスで

比較表示できる。ビュワーの表示サイズは、ノーマルに

加えて全画面表示、少しだけのコントローラーが使える

Full Screen View がある。

Nodes
色調整をノード単位で加えることで設定の分離が容易

に行える。複雑なノードを使うことでエフェクト効果を

実現できる。各ノードのサムネイルには色設定の結果と

マスクも表示できる。

OpenFX
バージョン 14 で豊富に追加された ResolveFX がここ

から使用できる。エフェクトはノードにドロップして使

用する。加えたエフェクトのパラメータもここから設定

する。

Lightbox
写真をライトボックスで一覧表示するように、タイム

ラインに並んでいるカットを表示できる。単なる表示だ

けではなく、画面下部にコントローラーを表示して、色

調整もここから実行できる。

レフトパレット
通 称 プ ラ イ マ リ ー コ ン ト ロ ー ル 部。 カ メ ラ RAW、

チ ャ ー ト を 使 っ た Color Match、Color Wheels、RGB 

Mixer、Motion Effects の各機能が収められている。

センターパレット
通称セカンダリーコントロール部。Curves、色域で

選択部分を切り分ける Qualifier、ワイプパターンで部分

指定する Window、Tracker と Stabilizer、Blur/Sharpen/

MIst、Key、Sizing の各機能が収められている。

Keyframe/Waveform/ 情報表示部
拡大ボタンにより左右に広く表示できる。Keyframe

操作時に便利な機能。Color ページには Metadata 表示

部が無いため、各カットのメタデータはここの情報表示

を利用する。

ポップアップメニューを表示

検索入力部を表示

Still Album、Lightbox フィルター項目の
表示・非表示

オプションメニューを表示

表示サイズの大小調整

メモリーを表示

Gallery View を表示、Keyframe 部の拡大
ウエーブフォームの切り離し

Image Wipe、Split Screen、
Highlight の切り替え

ノードの選択と表示スクロール、
タイムラインの全ノードのバイパス

パレット内カテゴリーのリセット

部分的にリセット

調整コントロール部の切り替え

パレット内カテゴリーの
切り替え

ウエーブフォームのオプション設定

コントローラーパーツ
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Viewer
Viewer にはタイムラインにある再生ヘッドに対応す

るフレームが表示され、タイムコードやフレームナン

バーなどが表示される。上部にはプロジェクト名とタイ

ムライン名が表示され、タイムラインが複数ある場合に

はポップアップから切り替えられる。Viewer は単に映

像を表示するだけではなく、色のパラメータを決める時

のピッカーを使ったり、トラッキングのエリア調整など

のコントローラーも兼ねている。

外部ディスプレイと Viewer
基本的には DaVinci Resolve で精度の高い色調整を行

う際には、正確にキャリブレーションされたリファレン

スモニターを使用する。外部ディスプレイに表示される

映像は、クリーン出力のオンスクリーンコントロールが

表示されない状態になる。これに対して Viewer は、各

種インターフェースやコントローラーが表示されるの

で、GUI ディスプレイとしての役目がある。

Mac 環境で Resolve を使用する場合には、macOS が

サポートする純正のカラーマネージメントシステム

の Color Sync を 経 由 し て、Viewer は 一 定 の 品 質 を 維

持することが可能になる。この準備をするためには、

Preferences ＞ System ＞ Hardware Configuration か ら、

Use Mac Display Color Profiles for Viewers にチェックを

入れる。

外部ディスプレイはクリーン出力にすることが多い

が、View ＞ Window Outline からオンスクリーンコント

ロールを表示することもできる。

Off：Viewer も外部ディスプレイも非表示になる。

On：デフォルト設定。Viewer と外部ディスプレイ共

に表示される。

Only	UI：Viewer のみに表示される。

オンスクリーンコントロールメニュー
ビューワ左下にあるポップアップは、六つの機能で使

用できるオンスクリーンコントローラーを選択できる。

Off：すべてのコントローラーが非表示になる。

Qualifier：セ カ ン ダ リ ー カ ラ ー コ レ ク シ ョ ン の

Qualifier で使用する、カラーサンプルカーソルを表示す

る。

Power	Window：セカンダリーカラーコレクションの

Power Window で使用するコントローラーを表示する。

Image	Wipe：タイムラインと Grab Still の静止画像を

スプリット表示する際に使用する。

Dust	Removal	Tool：DPX か Cineon 形式のメディア

ファイルで使用できるゴミ消し機能で使用する。

OpenFX：ResolveFX と OpenFX プラグインで必要と

なるオンスクリーンコントロールで使用する。

Color	Chart：プライマリーカラーコレクションの

Color Match で使用する、カラーチャートのフレームを

合わせる際に使用する。

これらのポップアップコントローラーは Off を選択

すると非表示になるが、キーボードショートカット

（Shift+`[tilde]）もしくは、View ＞ Show Viewer Overlay

から On/Off できる。

これらのオンスクリーンコントロールメニューのポッ

プアップの右側には、さらに二つのボタンが並んでいる。

Unmix：カット点に加えられたトランジションや、スー

パーインポーズ、二つ以上のカットによるエフェクトが
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一時的に表示だけ無効になる。Deliver で出力する時に

は影響しない。この機能はオーバーラップやフェードイ

ン／フェードアウトにより映像が隠れてしまう時に有効

である。

Mute：表示しているカットに対するオーディオチャ

ンネルがある場合には、一時的に無音に切り替えること

ができる。

ViewerToolbar

Viewer のタイトルの下に三つのボタンを持つツール

バーがある。この領域は Viewer のオプションメニュー

から、常時表示するか非表示にするかを切り替えら

れる。ボタンは左側から、Image Wipe、Split Screen、

Highlight をコントロールし、有効にすると右端に関連

するボタンが表示される。

Viewer の拡大縮小表示
VIewer の表示倍率を変更するには、左上にある表示

倍率変更のポップアップから切り替える、View メニュー

の Zoom サブメニュー、キーボードショートカット

（Command + = ／ Command + -）、マウススクロール

の四種類の方法がある。縮小か拡大をした後に Viewer

全体にフィットさせるには、Shift+Z のキーボードショー

トカットがお勧めである。

拡大した時にどのエリアを表示するかを移動させるた

めのスクロールするには、マウスの真ん中ボタンを押し

ながらドラッグする。

タイムコード表示の変更
Viewer には上下に二種類のタイム表示を設定できる。

上部はポップアップから変更でき、下部は右クリックか

ら変更できる。

Timeline	Timecode：Edit ページで設定したタイムラ

インのタイムコードが表示される。

Source	Timecode：カットが参照しているソースク

リップのタイムコードが表示されるが、タイムコードを

持たない場合には先頭を 00:00:00:00 にした表示になる。

Timeline	Frame	Number：Timeline Timecode から換

算したフレーム数が表示される。01:00:00:00 の場合に

は 86400 になる。

Source	Frame	Number：Source Timecode タイムコー

ドから換算したフレーム数が表示される。

Keycode：ソースクリップに KeyKode トラックがひ

とつだけある場合には、そこからの番号が表示される。

Show	Timecode	as	30	FPS：24fps タイムコードの場

合のみ有効で、プルダウン後の 30fps タイムコードに

変換して表示する。これによりプレイバックの速度や

フィールドドミナンスに変更は起こらない。変換後の

30fps タイムコードでは、4 フレームの間は毎フレーム

表示し、5 フレーム目はドロップされる。これの繰り返

しで 0 から 29 フレームまで表示される。最初の 00、01

フレームは表示され 02 フレームはドロップし、その後

は上記のシーケンスに基づいて表示される。

Viewer モード
Workspace ＞ Viewer Mode から三つのモードを切り

替えられる。

Cinema	Viewer：スクリーン全画面を使用して映像を

最も大きく表示できる。オンスクリーン表示も非表示に

なり、画面下部に簡易的なトランスポートコントロー
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ラーが表示される。これも再生中には消える仕様になっ

ているので、映像の表示に集中できるようになっている。

右クリックから Show Scopes を有効にすると、デフォ

ルトでは右下にスコープのひとつが表示される。ドラッ

グすることでポジションは変更できる。右クリックから

Hide Scopes on Play を有効にすると、再生中は自動的

に非表示になる。

Enhanced	Viewer：通 常 の 表 示 か ら Gallery と Node

エディタを非表示にした状態。単に両側が非表示になっ

ただけで左右に余白が広くなっただけに見えるが、この

上部の領域はすべて Viewer として使用できるようにな

る。これを活かして、Split Screen で選択した 2 カット

を表示して、画面幅いっぱいに表示することで 2 カット

を比較しながらグレードできるようになる。また、細部

を拡大しながらコントローラーを表示して微調整を行い

たい場合にも効果的な表示モードである。（右図上）

Full	Screen	Viewer：プライマリー、セカンダリー、キー

フレームパレットを非表示にすることで、最小限のコ

ントローラーを使用可能にしながら Viewer を拡大表示

できる。ツールバーからは、Timeline、Clips、Nodes、

OpenFX は On/Off することができる。（右図下）
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セーフエリア
Edit ページで使用可能なセーフエリアの表示ができ

る。有効にするには、View ＞ Safe Area メニューからコ

ントロールできる。（Editセーフティマーカーを参照）

Viewer のグレーバックグラウンド
View ＞ Use Gray Background のチェックを外すこと

で Viewer の背景を完全な 0% の黒にすることができる。

チェックを付けることでグレーになるので、映像の周囲

にブランキングがある場合にはそこを視認できるように

なる。

ブロードキャストセーフ

View ＞ Display Broadcast Safe Exceptions を有効にし

て、Project Settings で設定したレベルを超える範囲の

色が見つかると、その部分が青色表示される。設定によ

り、-20 〜 120、-10 〜 110、0 から 100 の三つから選択

できる。

ImageWipe
タ イ ム ラ イ ン に 表 示 さ れ て い る カ ッ ト に 対 し て、

Gallery、他のタイムラインのカット、オフラインク

リップをワイプやミックスで比較表示することができ

る。これらを選択するには、Viewer を右クリックして

Reference Mode で三つの中から選択する。

ワイプを有効にするには、Gallery の場合には Still を

ダブルクリックするか、Viewer の Image Wipe ボタンを

On にする。もしくは View ＞ Stills ＞ Play Still を実行する。

対象が Timeline の場合は、先に基準となるカットを

タイムラインで選択し、もう一つのカットを選択後に右

クリックから Wipe Timeline Clip を実行する。Offline の

場合には、Viewer の Image Wipe を On にする。

Image Wipe のタイプを変更するには、Viewer 上部右

端に配置されているオプションから切り替えられる。縦

ワイプ、横ワイプ、ミックス、アルファを使用、ディファ

レンス、ボックスワイプがある。

SplitScreen
Image Wipe は二つのソースを比較する時に使用した

が、Split Screen 機能は三つ以上のソースをひとつのス

クリーンの中に配置しながら比較することができる。表

示できるのは Color ページのビューワだけではなく、外

部モニターにも同じものが映し出せる。

Split Screen を有効にするには、ビューワ左上にあ

る Split Screen ボ タ ン、View ＞ Split Screen メ ニ ュ ー、

Option+Command+W のキーボードショートカット、

ビューワを右クリックからメニューを選択の中から選択

できる。

Versions：カットに加えられた最大 16 種類の Version

を同時に表示できる。ビューワ上でダブルクリックする

と、その Version に切り替えられる。

Versions	and	Original：カットに加えられた最大 15

種類の Version とオリジナルを表示できる。オリジナル

は左上に表示される。オリジナル以外はダブルクリック

で切り替えられる。

Groups：最大 16 カットで構成されたグループを表示

できる。ビューワ上でクリックしたカットが現在のタイ
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ムラインで選択される。

Selected	Clips：最大 16 の選択されたカットを表示で

きる。ビューワ上でクリックしたカットが現在のタイム

ラインで選択される。

Neighbor	Clips：現在のカットに隣接する最大 4 カッ

ト が 表 示 さ れ る。 カ ッ ト 数 は Preferences ＞ User ＞

Color ＞ Neighboring Clips in Split Screen から、1、2、3

を選択できる。

Highlight	Modes：タイムラインのカットに加えられ

たキーイングの状態を、左上から時計回りにオリジナル、

グレーマット、高コントラストマット、ノードの入力か

ら生成された差分マットの 4 画面表示できる。

タイムライン
Color ページのタイムラインは Edit ページと同期して

いるが、機能と目的が大きく異なっている。タイムライ

ン上のどこに再生ヘッドがあるか、カットに対してグ

レーディングしているかどうか、トラッキングは有効か、

使用しているバージョンの表示などのプロパティを追跡

するために使用される。また、あるカットから別のカッ

トにグレードを瞬時にコピーする機能もある。タイムラ

インは次の三つのパートから構成される。

Thumbnail	Timeline：クリックするとサムネイルの

輪郭がオレンジ色になり、再生ヘッドはそのカットの先

頭フレームに移動する。カットのどのフレームを表示す

るかは変更できるが、初期設定では先頭フレームになっ

ている。サムネイルの周りには様々な情報が表示される。

Timeline	Ruler：現在選択しているタイムラインのタ

イムコードを含み、再生ヘッドは Edit ページと同じよ

うに動作する。マウスのスクロールにより縮小と拡大が

でき、拡大した状態からタイムライン全体を瞬時に表示

する場合には、キーボードショートカット Shift+Z が使

用できる。

Mini-Timeline：ミニタイムラインは、Edit ページの

タイムラインをコンパクトに反映している。オーディオ

トラックは表示されず、ビデオトラックは最大 6 トラッ

ク分を同時に表示できる。7 トラック以上ある場合には、

ミニタイムライン右側に縦方向のスクロールが現れるの

で、そこから隠れているトラックを表示できる。

カットのハンドルを表示
編集後のタイムラインを Color ページでグレードする

場合には、カットの IN/OUT で切り取られた外側の部分

は隠されている。トラッキングを加えたりディゾルブが

かかっている場合には、IN/OUT の外側のハンドル部を

表示できると都合が良い。

View ＞ Show ＞ Current Clip With Handles を 実 行 す

ると、現在選択しているカットに対してだけハンドル

が表示できるようになる。同時にミニタイムラインの

カットのバーも前後に長く表示されるようになる。この

時のハンドルサイズは Preferences ＞ User ＞ Editing ＞

Default handles length でフレーム指定できる。ハンド

ルが表示されている場合だけ、タイムラインの Timeline 

Ruler 右側に HANDLES と表示される。

サムネイルの情報
サムネイルによりカットの特徴が一目で判断でき、グ

レードの途中経過も反映される。もしサムネイルが反映

しているフレームが、そのカットを的確に示していない

場合には、自由に指定フレームを変更できる。

変更するには、サムネイルをマウスでドラッグすると

カットの中をスクラブできるので、目的に合ったフレー

ムでドラッグを止めると、そのフレームが新しいサムネ
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イルの表示に使われる。サムネイルはグレードの途中な

どでは最新の状態に更新されないことがある。その場合

には、右クリックから Update All Thumbnail を実行す

ると反映される。

サ ム ネ イ ル の 下 に は、 コ ー デ ッ ク 名、Version、

Display Name のどれかを表示できる。View ＞ Timeline 

Thumbnail Info から切り替えられるが、表示部の文字を

ダブルクリックすることでも順番に切り替えられる。さ

らに、サムネイルの周囲には各種の情報が表示されるが、

その詳細は次に示すものがある。

カット番号：サムネイルの左上にカット番号が表示さ

れる。この番号は固定ではなく、タイムラインを部分的

に表示するフィルタリングをかけると、この番号は変化

する。

グレードインジケータ：カットにグレードが加わって

いる場合には、カット番号の周りに虹色のアウトライン

が付く。

フラグ：カットにフラグが追加されている場合には、

その色に応じた表示が加わる。

ソースタイムコード：カットが参照しているオリジナ

ルタイムコードが表示される。サムネイルのためのフ

レームが移動すると、それに応じてタイムコードも変更

される。

リンクされたメディア：リモートグレードの同じ設定

を使用し参照しているオリジナルメディアが同じ場合に

は、サムネイルの右下にアイコンが表示される。これ以

外のカットを選択し直すと、このアイコンは非表示にな

る。

トラッカー：カットに対してトラッキングが有効にな

ると、トラッカーアイコンが表示される。

キャッシュ：キャッシュ設定が有効になると、タイム

コードが赤か青に変わる。赤はキャッシュが完了してい

ない状態、青はキャッシュが完了したことを示す。

トラック番号：カットが置かれているビデオトラック

の番号 V1 や V2 などを表示する。

バ ー ジ ョ ン：View ＞ Timeline Thumbnail Info で

Versions が選択されていると、バージョン名が表示され

る。

タイムラインのソート
デフォルトでは、タイムラインのカットの並び順は A

モードソートと呼ばれる、編集された順に並んでいる。

これに対して、カットが参照しているソースクリップの

タイムコードでソートすることもでき、これを C モー

ドソートと呼ぶ。

ソースタイムコードを参照する C モードを使うと便

利なケースは、撮影された順番にカットが一時的に並び

替えられるため、撮影条件が同じものがタイムラインで

隣接して並ぶことになる。これにより、あるカットに加

えたグレードを同じ条件の他のカットに転用しやすくな

る。

A モ ー ド と C モ ー ド を 切 り 替 え る に は、View ＞

Timeline Thumbnail Mode で選択するか、Command ＋

Page Down のキーボードショートカットが使用できる。

C モードでソートされている場合だけ、タイムラインの

Timeline Ruler 右側に SOURCE と表示される。

Project Settings ＞ General Options ＞ Conform 

Options の Sort timeline using reel name and timecode

にチェックをつけておくと、C モードソートの際にソー

スクリップのリール名でソートされ、次にタイムコード

を使ってソートされる。これにより、カメラごとのタイ

ムコードのブロックがタイムラインに並ぶため、同じ条

件のカットを選択しやすくなる。

Color ページのフラグとマーカー
Edit ページ同様 Color ページでも、フラグとマーカー

を使用できる。Color ページで加えたフラグとマーカー

は、Edit ページでも表示編集できる。マーカーやフラグ

は、サムネイルを右クリックして追加できる。削除する

場合には、それらをクリックして選択状態にしてから
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Delete キーで消去できる。

タイムラインのフィルタリング
Color ページ上部のツールバーにある Clips ボタンは、

タイムラインのサムネイルを表示／非表示に変更でき

る。さらにボタン右のポップアップからは、表示するサ

ムネイルのフィルタリングができる。例えば、フラグを

付けたカットのみをタイムラインに表示したり、逆にフ

ラグを持たないものだけを表示するなど、様々な条件で

選択できる。

All	Clips：デフォルト設定で、すべてのカットを表示

する。

Selected	Clips：All Clips で選択していたカットのみを

表示する。

Graded	Clips：グレードされている、カット番号の周

りが虹色になっているカットだけを表示する。

Ungraded	clips：グレードされていないカットだけを

表示する。

Modified	clips：過去の時間をさかのぼり、サブメ

ニューの時間に対応した時点で変更があったカットだけ

を表示する。

Unrendered	clips：レンダリングが完了していない

カットだけを表示する。

Flagged	Clips：フラグが付いたカットだけを表示す

る。

Marked	Clips：マーカーが付いたカットだけを表示す

る。

Grouped：サブメニューで選んだグループだけを表示

する。

Tracked：トラッキングしたカットだけを表示する。

Noise	Reduction：ノイズリダクションが有効なカッ

トだけを表示する。

OpenFX：OpenFX が使われているカットだけを表示

する。

Different	Frame	Rate：プロジェクトのフレームレー

トと異なるカットだけを表示する。

Input	Sizing：入力サイズを変更しているカットだけ

を表示する。

Common	Media	Pool	Source：選択されていたカット

と同じ Media Pool に保管されていたカットだけを表示

する。

Matte	Nodes：ノードエディターでマットを使用して

いるカットだけを表示する。

Mattes	Available：ノードエディターでマットを割り

当てられているカットだけを表示する。使用していない

場合でも表示される。

Collaborative	Update	Available：コラボレーション

ワークフロー時に、更新されたカットだけが表示される。

Clips から使用できるスマートフィルターは、Media

ページで作成できる Smart Bin と同じようにメタデータ

などの条件を設定しておくと、ダイナミックに作業の進

行に応じてタイムラインに表示されるサムネイルをフィ

ルタリングできる。

Info パレット
Color ページの右下のパレットにはシステムやカット

ごとの情報を表示する機能がある。この中には Clip と

System のタブがあり、ここでの情報は閲覧だけで変更

はできない。Clip はカットごとの情報で、System は現

在の Resolve の情報が表示される。

サムネイルを右クリックして、View Clip Details を有

効にすると、小さな別ウインドウが現れる。表示内容は

Info パレットの Clip タブと似ているが、常に Color ペー

ジの好きな場所に置いておける。カットに対する情報を

常時表示したい場合には、こちらを使用することもでき

る。
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Lightbox
Lightbox はタイムラインに並んでいるすべてのカッ

トを、サムネイルのグリッドとして左から右、上から

下に並べて表示する。これにより、Color ページのサム

ネイルで表示しきれない数のカットが同時に閲覧できる

ので、グループの作成やクリップへのフラグ付け特定の

シーンの選別、またはクリップの検索などで使用できる。

ライトボックスの右側には垂直方向のタイムライン

ルーラーがあり、カットの各行の先頭にタイムコードが

表示される。右下にはサムネイルサイズの変更のための

スライダがある。

Lightbox でカットを選択することは、タイムライン

でカットを選択することと同じである。カットを右ク

リックすると、タイムラインで使用できるものと同じコ

ンテキストメニューが使用できる。

左上の Color Controls ボタンから、プラマリーヤセカ

ンダリーのコントローラーが表示できるので、Lightbox

の中でもグレードを加えることができる。大きなスク

リーンで表示するためには、右上の外部ビデオ表示のた

めのボタンも用意されている。
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自動調整機能
DaVinci Resolve にはさまざまな手動調整機能がある

が、自動化する調整機能を使うことで、熟練者でしかで

きなかったことをカラーグレーディングのビギナーでも

手に入れることができる。また、時間短縮にも貢献でき

る場合があるので、ユーザーすべてにとって上手に活用

すべきツールである。

カラーマッチ
ポストプロダクション工程でグレーディングをするに

あたり、撮影時の情報は少しでも多く持っていることが

事前の準備にかける時間を短縮することに直結する。も

し撮影時にカラーチャートを撮影することが可能で、的

確なコンディションでシーンごとに収録できていれば、

効率的な準備作業に貢献できるだろう。現在サポートし

ているチャートは次のリストになる。

• Datacolor SpyderCheckr 24

• DSC Labs ChromaDumonde 24+4

• DSC Labs SMPTE OneShot

• X-Rite ColorChecker Classic

• X-Rite ColorChecker Classic - Lagacy

• X-Rite ColorChecker Video

• X-Rite ColorChecker Passport Video

カラーチャートを適切に撮影するには
カラーパッチにはいくつもパッチが配置されている

が、これに対するライティングはフラットでなければ的

確なグレードに役立たない。波形モニターで確認できる

場合には、下記のようにパッチの部分はフラットトップ

になっていることが望ましい。

カラーパッチはすべてクリップすることのないような

設計となっており、もし撮影時にクリップが発生すると、

Resolve でカラーマッチを実行すると正確に再現できな

い。

ホワイトパッチは、ビデオレベルの 70 から 95IRE の

範囲内に収めることが基本になる。もしも 95IRE 以上の

レベルで撮影されると、RGB バランスが正確に再現でき

なくなる。

ソースガンマ設定は、記録されたクリップの OETF 光

電変換機能またはガンマと一致するように設定する。一

般的なカメラは、ダイナミックレンジを最大化するため

に、トーンカーブの調整が加えられている。Resolve の

カラーマッチ機能は、内部でソースクリップからシーン

リニアに変換してから処理されるので、あらかじめ適切

なソースガンマ設定をしなければならない。

カラーチャートを撮影するときの光源の選択も、カ

ラーマッチの精度を高くすることにつながる。安価な蛍

光灯やスパイク状のスペクトラム分布を示す水銀蒸気機

器などは、メタメリズムエラーを引き起こす可能性が高

く、結果的には不正確なカラーマッチになってしまう。

光源のスペクトラム分布は滑らかで、黒体軌跡に近い色

度のものが望ましい。

チャート上で直接照らされる照明の色温度と、シーン

内の他の場所の照明との間の大きな違いは、知覚上の誤

りを引き起こすので、ターゲットの色温度でチャートは

照明すべきである。

カラーマッチの使い方

チャートを含むカットを選択し、記録されたソースガ

ンマの選択を行う。次に目標になるターゲットのガンマ

とカラースペースを選択する。ビューアのポップアップ

をクリックしカラーチャートオーバーレイを選択し、そ

のコーナーピンニングコントロールを使用して、サンプ



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 118Color

リングボックスをチャートのカラーパッチに合わせる。

Match ボタンをクリックすると、クリップが自動的に修

正される。

チャート撮影はすべてのショットで必須ではなく、コ

ンディションが同じシーンでは冒頭のショットにだけあ

れば良い。シーンに複数のカメラがありカットごとで精

密に調整したい場合には、細かくカラーチャートを撮影

することは無駄にはならない。

Source	Gamma：記録されたソースガンマに合わせる。

Target	Gamma：目標とするガンマに設定する。特殊

なケースでは、プロジェクトとは異なる設定をあえて選

択することもできる。

Target	Color	Space：目標とするカラースペース。

Color	Temp：調整後の色温度をどのくらいの値に設

定するかで使用できる。

White	Level：チェックボックスを有効にするとホワ

イトポイントのレベルを調整できる。その結果、コント

ラストが伸縮することになる。

Match	button：設定が完了したらマッチを実行でき

る。

Chart	type：冒頭で示した七種類のチャートから選択

できる。

Reset	All：このパレットのすべてのコントロールと調

整をリセットする。

Reset	Match	Configuration：Reset All ボタンと同じリ

セットになる。

Reset	Applied	Match：設定をクリアすることなく、

Match をクリックする前の状態に戻す。

自動ホワイトバランス
カラーホイールパレットの右下には、ホワイトバラン

スを調整するためのスポイトがある。ビューワから白の

部分をクリックすることで、正確なバランスに調整でき

る。スポイトでクリックするポイントは、少しだけ色が

混ざったオフホワイトで、明る過ぎてクリップしていな

いことが条件になる。自動ホワイトバランス機能は、プ

ライマリー部のパラメータは使用されないので、調整後

でも Lift、Gamma、Gain の RGB 値に変化は起こらない。

ピックホワイトとピックブラック
Lift と Gain コントローラーの左上にあるスポイトは、

ブラックとホワイトのポイント指定により、色が混ざら
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ないニュートラルな状態を維持できる。これらのピック

によりホワイト／ブラックバランスは精度を高められる

が、自動ホワイトバランスとは異なり Lift と Gain のパ

ラメータが使用される。

オートカラー

再生ヘッドのあるフレームにおいて、カットの白と黒

のバランスを自動調整できる。コントラストは、Master 

Lift と Master Gain の調整により最適に調整される。オー

トカラーの利点は、特別なチャートを撮影することなく

ニュートラルなグレードを得ることだが、撮影条件によ

り理想的な結果にならない場合もある。その場合は、手

動で調整することになる。上図の A マークのボタンが、

オートカラー実行のためのボタンになる。

ショットマッチ
自動調整機能はクリーンニュートラルなカラーバラン

スを得るための方法としては効果的だが、カラーリスト

は一連のシーンの中で同じ時刻に撮影したかのように見

せるための調整にも時間を費やすことになる。ショット

マッチ機能はカット間のバランス調整を Resolve に任せ

ることで、熟練のカラーリストでなくとも短時間で一定

の成果を得られることが目的である。DIT がメディアを

編集者に送る前の工程や、クライアントに見せるための

暫定的な色調整を行うエディターなど、カラーリスト以

外の職種においても効果的に使えるように設計されてい

る。

ショットマッチは見栄えを良くするためのものではな

く、選択した複数のカットの色の方向性を整えることが

目的である。カットには補正が適用されるが、最良な結

果を得るためには Lift、Gamma、Gain のシンプルな調

整にとどめることが望ましい。すでにカスタムカーブや

セカンダリー調整を加えている場合には、好ましい結果

は得られない。この機能を使用する前提は、クリップが

正規化されていることが必要なので、Log エンコードさ

れたオリジナルの状態では効果が得られない。あらかじ

め LUT を使用するなどしてノーマライズしておくこと

が必要になる。

ショットマッチは非常に複雑なアルゴリズムに基づい

て調整され、Color ページのパラメータを使わない別の

方法になっている。実行するには簡単な操作にはなるが、

どのカットを選択するかがユーザーには最も重要な判断

となる。

ショットマッチを実行するには、タイムラインのサム

ネイルを Command もしくは Shift キーを押しながら複

数選択して、基準になるカットを右クリックから Shot 

Match to this clip を実行する。これにより選択されてい

たカットに対して色調整が追加される。基準になるカッ

トは何も変更は起こらない。

ブラックサン補正
Blackmagic Cinema、Production、Pocket、Ursa の カ

メラを使用で、太陽を撮影した時に発生するブラック

サンが発生した場合には、くらいマゼンタ色に変わっ

てしまった部分を除去することができる。実行するに

は、該当カットを右クリックして Black Sun Highlight 

Correction を選択する。
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CameraRaw
Color ページのタイムラインに並んでいるカットに、

Blackmagicdesign、RED、ARRI、SONY、Vision Research

の各メーカーのカメラで撮影したものが含まれている

と、自動的に判断して Camera RAW コントロールが使

用できるようになる。さらに一眼レフカメラで撮影した

写真の RAW データもここでコントロールできる。現在

対応している形式は、Canon ／ CR2、Nikon ／ NEF 形

式がある。

Camera RAW コントローラーは、Color ページのレフ

トパレットと Project Settings の二箇所に設けられてい

る。Project Settings はプロジェクトで使用する RAW 形

式すべてに自動的に適用されるパラメータをあらかじめ

セットしておくことができる。Color ページでは、それ

に対してカットごとに個別に微調整する目的で使用され

る。Camera RAW で加えた変更は、Grab Still への保存

やカット間でのコピーで使用できるが、Version へ保存

したい場合には Save with Version にチェックを入れて

おく必要がある。

タ イ ム ラ イ ン の カ ッ ト へ の Camera RAW 設 定 は、

Decode Usingpopup から Clip を選択する。もし複数の

カットに対して同じ設定値を加えたい場合には、現在の

カットを含めて Command もしくは Shift キーを使用し

て対象となるカット全てをあらかじめ選択しておく。次

に現在のカットで希望のパラメータ調整を行なった後

に、Camera RAW パレット下にある Use Changes をク

リックすれば、他のカットに設定がコピーされる。Use 

Changes は変更したパラメータのみを他にコピーする

が、Use Settings では現在のカットに加えたすべてのパ

ラメータが他のカットにコピーされる。

Camera RAW パレットの右上にはオプションメニュー

があり、その中には二つのリセット機能が置かれている。

Reset：すべてのパラメータをデフォルトの設定に戻

す。

Revert：Resolve の基本機能 Original Memory と似た

動作を行う。例えばタイムラインのカット番号 10 の

Camera RAW 設定をしていた。途中まで進んだところで

カット 11 に移動。その後再度カット 10 に戻り、追加

のパラメータ調整を行なった。この場合 Revert を実行

すると、現在のカットに切り替わった時点の設定に戻す

ことができる。何度もカット間を切り替えるような場合

には、前回の設定に瞬時に戻すためには効果的な機能で

ある。

ColorWheels
一般的なカラーコレクションソフトウエアで見かける

インターフェースである、カラーホイールを使った調整

項目がこのパレットには備えられている。パレットの中

には三つの操作モードがあり、パレット右上にあるポッ

プアップから切り替えられる。

Primary	Wheelsは一般的な Lift、Gamma、Gain コン

トロールを持っている。Primary	Barsは Lift、Gamma、

Gain のコントロールは Primary Wheels と同じだが、垂

直方向のスライダにより RGB に加えて Y チャンネル

も 調 整 可 能 で あ る。Logは Log エ ン コ ー ド さ れ た 画

像を手動で調整するためのコントローラーが備えられ

ている。対象となる明るさの領域 Shadow、Midtone、

Highlight は明確に分離され、それらの境界線はカスタ

マイズできる。

ノードを右クリックすると HDR Mode にチェックを

付けられるが、これにより HDR 画像をグレードすると
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きにワイドラチチュードの拡張範囲に合わせた調整がで

きる。対象コントロールは Lift、Gamma、Gain、カス

タムカーブ、ソフトクリップである。

PrimaryWheels

四つのホイールは、RGB 三つのチャンネルを一回のポ

インタ動作で同時に調整できるような設計になってる。

Shift キーを押しながらホイール内をクリックすると、

瞬時にそのポイントにコントローラーを移動できる。ホ

イール内をダブルクリックすると、コントローラーは中

央のデフォルトポイントにリセットされる。これと同じ

動作は、カラーホイール右上にあるリセットボタンでも

行なうことができる。

ホイールの下には左右に動くマスターホイールがあ

る。左側で暗くなり、右側で明るくなる。これにより

YRGB 四つのチャンネル値が同時に増減する。これと同

じ動作は、カラーホイール内を Command キーを押し

ながら左右にマウスをドラッグすることでも実行でき

る。Option キーでは Y チャンネルだけを調整できる。

これらの調整により Lift と Gain では、0% と 100% でク

リップが発生することに注意すべきである。スコープの

中での表示はクリップしてはいるものの、Resolve 内部

には 0% 以下と 100% 以上のデータは維持されている。

Lift、Gamma、Gain がどのような調整範囲と影響を持っ

ているかを理解するには、ヒストグラムに対する影響量

の関係図を見ると理解しやすいだろう。Lift は 0% ブラッ

クに最も大きく影響し、その比率は 100% ホワイトに向

かって直線的に減少する。Gain はこれの反対の特徴を

持ち、100% では最大で 0% では最小の影響量になる。

Gamma はこれらとは異なる特性を持ち、50% で最大で

0% と 100% で最小になる。50% から両側への減少特性

は直線ではなくカーブを描くので、滑らかな増減を得ら

れるようになっている。

一 番 右 側 に あ る Offset コ ン ト ロ ー ル は、Lift、

Gamma、Gain とは異なる動きをする。これはヒストグ

ラムを見るとわかりやすく、RGB 各チャンネルが左右に

平行移動することがわかる。カラーホイールでは RGB

が異なる左右への動きになり、マスターホイールでは同

時に左右に移動する。Offset は Color Wheels の三つの

コントロールで使用でき、調整値も共有される。

PrimaryBars

Primary Wheels の調整では、カラーホイールという

コントローラーにより、直感的に色の方向性をマウス

のコントローラーだけで実現できた。しかし、時には

RGB どれかのチャンネルだけを操作のターゲットにし

たい場合もある。そのようなニーズに対応できるのが、

Primary Bars である。

Primary Bars にも Offset コントロールがあり、RGB を

独立して調整できる。Lift、Gamma、Gain コントローラー

にはないが、Offset コントローラーにはバーの上と下に

矢印が付いている。ここをクリックすることで、1 ステッ

Lift Gamma Gain
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プずつ値を増減できる。この調整は伝統的なフィルムの

色調整で使用されており、プリンターライトに相当する。

フィルムの処理ではこのシンプルな調整項目が美徳とさ

れ、カラーバランスをコントロールしていた。クリッ

ク す る ご と に 1 ス テ ッ プ 増 減 す る 値 は、Preferences

＞ User ＞ Color に あ る Printer Light Step Calibration で

Step size から変更できる。

もしフィルム由来のプリンターライトとして Offset

調整を頻繁に使用したい場合には、キーボードショート

カットを使うこともできる。テンキー部の 12 個のキー

に値の増減が割り当てられている。これを使用するには、

あらかじめ Command+Option+` を押しておき、これに

続いてテンキーを操作する。

1 Cyan(+)

2 Magenta(+)

3 Yellow(+)

4 Red(-)

5 Green(-)

6 Blue(-)

7 Red(+)

8 Green(+)

9 Blue(+)

0 Magenta(-)

-(Minus) Cyan(-)

.(Period) Yellow(-)

上記のテンキーを操作する際に、Command キーを押

しながらではステップが 1/2 ずつ、Command+Shift で

は 1/4 ずつに変更できる。

Log

Log モードは Primary Wheels と似たコントロールだ

が、映像に与える影響は大きく異なる。このモードは

パレット右上のポップアップから切り替えられるが、

Option+Z ショートカットでも変更できる。Log モード

を使用する目的は二つあり、ひとつは名称から想像でき

るように Log 素材のための LUT を使わないノーマライ

ズ調整で使用できる。もうひとつは、シャドウ、ミッド

トーン、ハイライトの限定的な明るさの領域に対する

調整である。DaVinci Resolve12.5 でこの Log モードは

仕様が大きく変更された。これ以前のバージョンから

のプロジェクトを新バージョンで再利用するためには、

Project Settings ＞ General Options ＞ Color か ら Use 

Legacy Log grading ranges and curve のチェックを付け

る。過去の設定を考慮しなくて良い場合には、このチェッ

クは外して使用すべきである。

現在使用できる Log エンコーディング形式のメディ

アファイルは、Kodak により開発された Cineon Log ガ

ンマ曲線から派生し広い色域を保存できる。モニタリン

グした映像はローコントラストに見えるので、そのまま

では使用できない。ポストプロダクション工程で、特別

な調整が必要になる。Log モードはこの Log エンコー

ドメディアを LUT を使用せずに手動で調整するために

設計されている。

手順 1：Offset マスターホイールで適切なブラックポ

イントを調整する。一般的には再暗部をヒストグラムの

5% 近辺にセットすることが多い。

手順 2：Offset の RGB カラーバランスを使い、ホワイ

トバランスの調整を行う。ヒストグラム上で RGB 三つ

の波形を近い状態にすることを意識する。

手順 3：Log モ ー ド の Shadow、MIdtone、Highlight

を使用して目的のカラーバランスへの調整を行う。同じ

操作を Lift、Gamma、Gain で行うことに比べて、より

細かな調節が可能になる。

Log モードは Log エンコードされた映像だけではな

く、ノーマライズされた後の素材やビデオルックで撮

影された素材にも使用できる。この時の利点は、Lift、

Gamma、Gain ではできなかった対象の明るさ領域を限

Low Range

Shadows Midtones Highlights

High Range
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定できることである。図のように Shadow、Midtone、

Highlight の対象は明確に分離できるので、相互に干渉

するのは境界部分のわずかな領域に限定される。

RGB ミキサー

画像を構成しているピクセルは、RGB 三つのチャンネ

ルの色の混ぜ合わせにより人が知覚できる色を表現して

いる。RGB ミキサーは、ピクセルが持っている RGB 値

を変更するコントロールを持っている。

Preserve	Luminanceの チ ェ ッ ク は RGB ミ キ サ ー の

値変更に合わせて、元のルミナンスを維持するための

補正を行う、Y 値の変更処理の On/Off を制御できる。

RGB で 表 現 す る 画 像 の ル ミ ナ ン ス 成 分 は、RGB 三 つ

の値の合算から求められる。RGB ミキサーで Preserve 

Luminance を On にしてブルーを上げ下げすると、R と

G も連動してレベルが変更することで確認できる。この

動作は Preserve Luminance の影響なのである。

3 × 3マトリクス
画像演算では、3 × 3 マトリクスを使った画像の色を

変換する手法がよく使われている。図のように、ピクセ

ルが保持している三つの RGB 値から、新しい RGB 値を

求めることができる。この数式を GUI でスライダを調整

することで操作するのが RGB ミキサーである。Resolve

に搭載されるこの機能では、数値入力はできないため直

感的にスライダによるコントロールに限定される。

使用例
Red Output の Red のように、三つの Output のメイ

ンチャンネルをすべて 0 にすると、結果として映像はモ

ノクロームになる。Preserve Luminance は On になって

いる。これとは反対に、三つのチャンネルを最大値 2.0

まで上げてみる。すると、オリジナルに比べて彩度が上

がることがわかる。

Preserve Luminance を Off にした状態で、メインチャ

ンネルをすべて 0 にすると完全なブラックになる。同じ

要領で RGB どれかだけを 1.0 にしておくことで、個別の

チャンネルの状態を確認できる。例えば暗部での撮影で

ノイズ成分が多くなった場合、青や赤のチャンネルだけ

にしてモニターすると、ノイズの乗り方に違いがあるこ

とがわかるかもしれない。

スワップボタン
パレット下部にあるスワップボタンから、R<>G、

G<>B、B<>R のチャンネルを入れ替えることができる。

aaR+bG+cB

dR+eG+fB

gR+hG+iB

R =

G =

B =

b c

d e f

g h i

 1.981880, -0.900388, -0.081540

-0.178143,  1.500467, -0.322325

-0.101811, -0.535343,  1.637304
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クリエイティブな用途というよりは、誤ってチャンネル

が入れ替わった場合の対処として使用することもでき

る。

モノクローム

色を持たないモノクローム映像は、カラー映像の RGB

どれかのチャンネルの値を明るさと解釈して、映像を再

構築することができる。モノクローム写真の撮影では、

どの色を明るさに使用するかを変更するためにカラー

フィルターを使うことがある。この原理を使えるように

するためには、RGB ミキサーの Monochrome にチェッ

クを入れる。

デフォルトで RGB パラメータが同一でない理由は、

ひとの視覚特性に合わせているからである。視細胞の中

の色を受け持つ錐体細胞は、赤青緑の三種類に分かれて

いる。それらの感度に相当するのがこれらのパラメー

タの違いに反映されている。正確に表記すると、R は

0.2126、G は 0.7152、B は 0.0722 である。

MotionEffects

Motion Effects パレットには、二種類のノイズリダク

ションとモーションブラーのコントローラーがあり、こ

の機能は Studio のみだけで使用可能になっている。

時間的（Temporal）と空間的（Spatial）の方法により、

映像に含まれるノイズ成分を軽減することができ、GPU

を活用しているので高速処理が期待できる。ノイズはク

ロマとルミナンスを独立して処理できるので、いろいろ

なノイズの種類に対して柔軟に対処できる。

TemporalNR
Temporal モードは複数フレームでのノイズ発生を検

知して、映像のディティールとノイズ成分を分離するた

めの処理が行われる。

Frames：細部とノイズを分離するために使用するフ

レーム数を 0 から 5 の間で指定する。0 は Temporal 処

理が無効になり、値が大きくなるほどフレーム平均化が

多くなり計算量が増え、処理の待ち時間が長くなる。フ

レーム内を高速で動く映像の場合にはこの値を大きくす

るとアーチファクトが発生して逆効果になるので、その

ようなケースでは小さい数値に抑えると改善することが

ある。

Motion	Est.	Type：動きを検出するための方法を選択

する。Faster ではプロセッサの使用量は小さくなるが精

度は低くなる。Better を選択すると、モーションを効果

的に除外できるがプロセッサの処理量が増える。None

では完全にモーションの予測が無効になり、結果的には

画面全体に Temporal NR が適用される。

Motion	Range：Small、Medium、Large の 三 つ の 設

定から、Motion Estimation が除外すると予想される動

作の速度を設定できる。小さな設定では、モーションブ

ラーがほとんどないか遅い被写体が想定されているた

め、特定のモーションスレッショルド設定で Temporal 

NR がより多くの映像に影響を与えることがある。大き

な設定は画像のより広い領域を占める速度のブレが想定

される。これは、同じモーションスレッショルド設定で

の Temporal NR からの映像の多くを除外する。

Luma	Threshold：映像の輝度成分にどのくらい適用

させるかの値を 0 から 100 で指定する。0 はノイズリダ

クションを全く適用せず 100 は最大値になる。設定値
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が高すぎると画像のディティールが損なわれる場合があ

る。

Chroma	Threshold：映像のクロマ成分にどのくらい

適用させるかの値を 0 から 100 で指定する。0 はノイズ

リダクションを全く適用せず 100 は最大値になる。値

を高くすると色のディティールが消えることがあるが、

クロマの値をルミナンスの値よりも高くするとアーチ

ファクトが目立たない場合がある。

Luma/Chroma	Threshold	ganging：通常はルミナン

スとクロマはまとめて調整するが、ノイズが多い場合に

は個別に設定することで効果を上げられる場合もある。

Motion	Threshold：ここで設定したしきい値により、

ノイズが動いている（しきい値よりも上）か、止まっ

ている（しきい値よりも下）かを判別する。Motion 

Estimation を使用すると動きのある映像にフレーム平均

化を適用しないことによって動きアーチファクトを防止

するため、このしきい値を超える領域には Temporal NR

は適用されない。低い値は、より微妙な動きを考慮して

Temporal NR を省略する。より高い値は、除外のために

より速い動きを要求することにより Temporal NR を映

像のより多くに適用する。0 は Temporal NR をピクセル

に適用せず、100 ではすべてのピクセルに適用する。デ

フォルト値は 10.7 になっている。Motion Threshold の

値を高くし過ぎると、映像の動きのある部分にアーチ

ファクトが発生する場合がある。

NR	Blend：Temporal NR の効果を加える割合を調整

することで、効果に強弱を付けられる。

SpatialNR
Mode：このポップアップでは、二つの異なるアルゴ

リズムで Spatial NR を切り替えることができる。Faster

は低い値では有効であるが、高い値になるとアーチファ

クトが発生する場合がある。Better ではレンダリングの

ための処理量が増え、好ましい結果のための高品質アル

ゴリズムが使用される。二つのモードも同じコントロー

ラーを使用するため、両者を切り替えながら結果の良い

方を選択することができる。

Radius：Large、Medium、Small から選択でき、小さ

な半径はより大きなリアルタイム性能を得られ、低いル

ミナンス及びクロマしきい値を使用するときに良好な品

質が得られる。しかし、低い NR スレッシュホールド値

を使用すると、細部にエイリアシングが発生することが

ある。Radius を徐々に大きく設定するとルミナンスと

クロマの値が大きいほどに視覚ディティールの高い領域

で高品質が得られるがパフォーマンスは低下する。

Luma	Threshold：映像の輝度成分にどのくらい適用

させるかの値を 0 から 100 で指定する。0 はノイズリダ

クションを全く適用せず 100 は最大値になる。設定値

が高すぎると画像のディティールが損なわれる場合があ

る。

Chroma	Threshold：エッジの詳細を維持しようとし

ながら高周波ノイズの領域を平滑化することにより、ク

ロマ成分に適用するノイズの低減量を指定できる。0 は

ノイズリダクションを全く適用せず 100 は最大値にな

る。値を高くすると色のディティールが消えることがあ

るが、クロマの値がルミナンスの値よりも高くすると

アーチファクトが目立たない場合もある。

Luma/Chroma	Threshold	ganging：通常はルミナン

スとクロマはまとめて調整するが、ノイズが多い場合に

は個別に設定することで効果を上げられる場合もある。

あるノイズレベルの処理により映像が軟化しすぎても、

ルミナンス成分のノイズよりもクロマのノイズが多い場

合には、Luma Threshold を低くしてディティールを保

存して Chroma Threshold を上げてカラーノイズを除去

できる。

NR	Blend：Spatial NR の効果を加える割合を調整する

ことで、効果に強弱を付けられる。

ノイズリダクションの使い方
Temporal NR の Frames ポップアップから 1 から 5 の

値を設定する。フレーム数を増やすとレンダリングの所

要時間は長くなる代わりに、効果は高くできる可能性が

ある。Motion Est. と Motion Range から、映像が動きを

どのくらい持っているかを指定する。もし多くの動きが

ある場合には、Motion Est. は Better、Motion Range は

Large にセットする。Luma と Chroma がリンクされて

いる場合には、映像の動きの少ないところでノイズが減

少しはじめたら、どちらかのパラメータを上げてみる。

ルミナンスノイズよりもクロマノイズが高い場合にはリ

ンクを外し、Chroma Threshold を上げて Temporal NR

を効かせてみる。Temporal NR の強さは、映像の動きの

少ない部分でノイズを減らすことに関係する。ノイズ除
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去と映像の動きがある部分でのアーチファクトのトレー

ドオフが満たされた場合、さらにノイズを軽減するため

に Spatial NR の設定に移行する。

ノイズの低減とイメージの柔らかさのバランスが取れ

るまで、Luma と Chroma をリンクさせたままで数値を

上げてみる。最良の結果が得られるためには Mode ポッ

プアップは Better にすることが推奨されている。ただ

しこれによってリアルタイム性能が低下するので、それ

を優先したい場合には切り替えて効果を比較することが

できる。ノイズ成分がルミナンス、クロマどちらかに

偏っている場合にはリンクを外して個別に調整してみ

る。Luma と Chroma の Thresold を上げることによりディ

ティールが損なわれたら、Radius ポップアップから大

きな設定を選択してみる。これによりリアルタイム性能

は下がるトレードオフが生じる。最終的にノイズ成分の

除去はできているものの不自然さが気になる場合には、

Temporal と Spatial の Blend を調整して効果に強弱を付

けてみる。

Temporal NR は複数のフレーム間で処理するため、映

像の動きの少ない部分において Spatial NR に比べて良好

な結果が得られることが多い。このため、まずはじめに

Temporal NR の調整を追い込んで、必要最小限の Spatial 

NR を加えるようにすると好ましい結果が得られやすい。

ノイズリダクションは他の色調整のパラメータと同じ

ように、Qualifier や Window を使った対象を限定する

ことで効果を最大に高めることができる。

MotionBlur
Motion Blur 機能は、オプチカルフローを使ったモー

ション予測処理を行う。CG でレンダリングした映像や、

高速シャッターを使った撮影の素材では、人工的にモー

ションブラーを加えることができる。映像の動きを分析

することで、可動部分の速度と方向に基づいてイメージ

の一部分にぼかし効果を加えることができる。

Motion	Est.	Type：Better 設定ではより正確な処理が

得られるがプロセッサの処理量が増える。Faster は処理

速度は速くなるが効果は Better に比べると低くなる。

Motion	Range：ボケを加える領域を決める際の動き

の速度を選択する。

Motion	Blur：モーションブラーの強弱を 0 から 100

の値で調整する。

Gallery

Gallery は映像の 1 フレームから取り込んだスチルフ

レームと、その時に加えていたグレードをセットにして

保存し、それを再利用するインターフェースを提供す

る。これに似た機能として Memory があり、Advanced 

Panel から専用のキーで瞬時にグレードを保存／再利用

できる。

さらに別ウインドウで使用できる Gallery ウインドウ

では、Resolve の出荷時に含まれるグレードのサンプル

が使用できる。これらの機能はすべて Color ページ左上

にあるエリアから使用できる。

GrabStill 機能

キーボードショートカットやメニューから Still の保存

ができる。右クリックから実行する場合には、いくつか

のオプションが使用できるようになっている。

Grab	All	Stills	>	From	First	Frame：タイムラインに並

んでいるすべてのカットの先頭フレームが保存される。

Grab	All	Stills	>	From	Middle	Frame：タイムラインに

並んでいるすべてのカットの中央フレームが保存され

る。

Grab	Missing	Stills	>	From	First	Frame：Gallery に 保

存されていないカットで、タイムラインに並んでいるす

べてのカットの先頭フレームが保存される。

Grab	Missing	Stills	>	From	Middle	Frame：Gallery に

保存されていないカットで、タイムラインに並んでいる
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すべてのカットの中央フレームが保存される。

保存されているスチルは、右クリックから Properties

を実行すると作成日時やタイムラインなどの情報を表示

できる。

Grab Still の フ ァ イ ル は、Project Settings ＞ Master 

Settings ＞ Working Folder で指定できるが、デフォルト

ではフォルダ名 .gallery の不可視設定となっている。

スチルの再生
Grab Still された静止画像はいくつかの方法により再

生することができる。もっとも直感的で簡単なのが、サ

ムネイルをダブルクリックすることである。この他の方

法として、ビューワの Image Wipe ボタンを使用する方

法などがある。

Gallery オプション
サムネイル以外のバックを右クリックすると、次のよ

うなオプションが使用できる。

Switch	Wipe	Mode：ワ イ プ モ ー ド を Gallery still、

Timeline、Offline の三つの中から切り替えられる。

Trace	Timeline：有効にしておくと、タイムラインで

選択したカットが Gallery に保存されている場合には、

自動的にそれが選択状態になる。

One	Still	Per	Scene：有効にしておくと、タイムライ

ンのカットに対して一つだけしかスチルが保存できない

ように限定される。すでに複数のスチルが保存されてい

る場合は、このオプションを有効にした時点では変化は

起きないが、それ以降に Grab Still を実行すると保存さ

れていた複数のスチルは新しいものだけに置き換えられ

てしまう。

Apply	Display	LUT：Project Settings で Display LUT が

指定されている場合にこのオプションが有効なら、スチ

ルが使用される時には Display LUT が適用される。ただ

し、保存されている画像ファイルには LUT は適用され

ない。

Sort	Stills	By：サブメニューで選択されたオプション

に従ってスチルがソートされる。Record Timecode は

タイムラインのタイムコードで、Source Timecode は参

照しているオリジナルクリップのタイムコード、Create 

Time はスチルが作成された日時、Clip and Create Time

は二段階ソートがかかり、一次は ID ナンバーで二次が

作成日時になる。

Apply	Grades	Using：スチルに含まれたグレードを

再利用する場合のオプションを指定できる。含まれる

キーフレームを適用しない No Keyframe、ソースタイ

ムコードを合わせてキーフレームを適用する Keyframe 

aligning Source Timecode、適用先の先頭フレームから

キーフレームを開始する Keyframes aligning start frame 

of edits が選択できる。

Show	All	Stills：Gallery に保存されているすべてのス

チルが表示される。一時的に隠されているスチルがある

場合にはそれが解除される。

Show	Current	Timeline	Only：現在表示されているタ

イムラインから保存されたスチルだけが表示される。

スチルアルバム機能

Gallery の中にはスチルを保存できる領域を複数指定

できる。デフォルトでは Still 1 という名称のスチルアル
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バムが使用される。このアルバムはユーザーが任意に追

加や削除ができる。すべてのアルバムリストを表示する

には、Still Albums ボタンを使用する。

PowerGrade アルバムは、ひとつのアルバムではある

ものの、Resolve システムが動いている Macintosh の中

にあるデータベースに含まれる他のプロジェクトからで

も利用できる機能である。

これらのアルバムは新規作成や名称変更などに対応し

ており、右クリックのメニューの中から実行できる。

Gallery ウインドウ
Gallery パレットにある Gallery ボタンから、別ウイン

ドウの Gallery ウインドウを表示することができる。こ

の中には、Resolve アプリケーションに含まれる Look

をリスト化している Still、保存したスチルの一覧、メモ

リーの一覧の機能が含まれる。Look にあるサムネイル

はドラッグして Gallery パレットにコピーすることで、

現在のプロジェクトの中で使用することができる。

スチルの入出力
スチルの出力機能を使用すると、タイムラインから保

存されたグレード済みの静止画像をまとめてファイル形

式を指定して書き出しができる。対応しているフォー

マ ッ ト は、DPX、CIN、TIFF、JPEG、PNG、PPM、BMP、

XPM 形式である。書き出すにはスチルを右クリック

から実行するが、Export では静止画ファイルに加えて

DRX ファイルも同時に書き出される。このファイルは

スチルに加えられたグレードだけを保存しているファ

イ ル で、 他 の DaVinci Resolve で 再 利 用 で き る。DRX

ファイルを経由することで最も簡単にカットへ加えたグ

レードを完全な形で移行できる。出力時に Export With 

Display LUT を実行すると、Project Settings で設定して

いる Display LUT を適用した静止画と DRX が出力される。

静止画の Import 機能は静止画像を取り込む目的より

も、DRX を読み込んでグレードデータを再利用するこ

とに重きを置かれる。右クリックから Import を実行

すると、ファイル選択では DRX ファイルではなくセッ

トで保存している静止画像の方を指定する必要があ

る。Import With Output LUT では、現在セットしている

OUTPUT LUT がある場合にはそれが反映されてスチルと

DRX が読み込まれる。

メモリ機能
この機能は、Advanced Panel のために瞬時にグレー

ドを再利用できるように使用されていた。役割としては

Grab Still と同じような使い方ができるので、Advanced 

Panel がない環境でも使用することはできる。
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パネルの有る無しに関わらず便利な使い方としては、

スチルをアルバム間で複製したい場合には、一旦スチル

をメモリにドラッグして保存して、その後アルバムを切

り替えてドロップすると複製することができる。

カーブ
センターパネルにある Curves には、トーンカーブ

と通称 VS カーブと呼ばれる六つのカーブコントロー

ラーがある。トーンカーブとして馴染みのある Custom

カーブは、入力と出力の関係でカーブを作成するので

1DLUT のような動作をする。これに対して HUE VS HUE

や HUE VS SAT は 3DLUT のような動きをする。これらの

カーブコントロールを使う場合は、カーブの曲線を急激

に変化させるとトーンジャンプを招く可能性があること

を知っておかねばならない。

カーブにポイントを追加するには、任意のポイントを

クリックし、追加したポイントを削除する場合は右ク

リックする。ポイントを追加する別の方法は、カーブの

中ではなく映像を表示するビューワ上で任意の点をク

リックすることもできる。クリックしたピクセルに対応

した値が、カーブ上に表示される。

ピッカー値を見るには
ビューワ上でカーソルがある位置の RGB 値を知りた

い場合には、ビューワを右クリックから Show picker 

RGB Value を有効にする。この時の RGB 値のレンジは

View メニューから 8bit か 10bit を変更できる。

Custom

Custom カーブは、トーンカーブとして広く知られて

いる調整方法である。パネルの中には左側にあるグラフ

エディタ、右側にカーブの強弱やクリップを調整できる

コントローラーの二つのパートがある。グラフの中には、

YRGB 四つのチャンネルが同じ領域に表示される。個別

に調整するには右側のコントローラーから目的のチャン

ネルに対応したボタンをクリックする。グラフの横軸は

入力、縦軸は出力を示している。

カーブに加えたポイントにより出力値は変化するが、

その適用量は YRGB ごとに個別に調整できる。0 から

100 の数値で調整でき、100 は最大で 100%、50 が適用

量は 0%、0 にすると適用量が -100% になる。

カーブは初期状態で左下から右上に向かう直線になっ

ており、横軸の値と縦軸の値が同じなので入力と出力に

違いはない。カーブの途中に追加のポイントを加えて

カーブの曲線を変更することで、入出力特性を変更する
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ことができる。また、カーブの始点と終点のポジション

を変更することで、コントラストの強弱をつけることが

できる。

カーブに加えたポイントはオプションメニューか

ら Editable Splines にチェックを加えることで、ハンド

ル付きのベジエ曲線に変更することができる。さらに

Add Default Anchors により四点の追加ポイントが加わ

ることで、五つのセグメントに分けたトーン調整ができ

る。

デフォルトではカーブのラインが白になっているの

で、YRGB 四つのカーブが同時に変更されている。この

調整はプライマリーコントローラーのマスターホイール

と似た結果を得られるが、Custom カーブの方がより細

かいコントラスト調整を行うことができる。

パレット右側のコントローラーのチャンネル別のボタ

ンを押すことで、ギャングが解除されるので YRGB 個別

のカーブが調整できるようになる。この時オプションメ

ニューのコピー機能により、あるチャンネルのカーブを

他のチャンネルにコピーすることができる。

カーブの左側の縦軸には YSFX スライダがあり、デフォ

ルトの上限位置から下限に移動させると画像がネガ反転

される。これはネガテレシネの際の反転で使用されてい

たこともある。完全に反転させるのではなく、YSFX ス

ライダを少しだけ下げることで、ヒストグラムで確認で

きるようにコントラストを下げる効果がある。

SoftClip
プライマリーや Custom カーブによって、ハイライト

やシャドウが 100% 以上や 0% 以下に調整されると、そ

の部分の階調がなくなって滑らかな表現ができなくな

る。明るさの調整を際立たせたい場合に、クリップを発

生させなくするためにはソフトクリップ機能が利用でき

る。

High：デフォルトでは 100% 以上の明るさを持つ映像

であってもクリップが発生することはない。仮に Gain

で明るい領域をさらにレベルを上げたとしても、次の

ノードで逆にレベルを落とすことができる。DaVinci 

Resolve の内部処理では、クリップをかけなければスコー

プの上限や下限を超えても階調は維持しているのであ

る。High スライダを下げるとピークの明るさが 100%

以下に抑えられることになり、調整で明るくした場合で

もそれ以上には上がらなくなる。この場合には、内部の

階調もクリップされているので、次のノードでレベルを

上げてもオリジナルの階調は取り出すことができない。

H.S.（High	Soft）：クリッピングポイントより下の階
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調エリアで、急激に明るさがカットされることを軽減す

るためのニー調整を加えることができる。これによりハ

イライト部において滑らかなクリップへのカーブを加え

ることができる。この例では H.S. を 100 にしているので、

ピークレベルが急激にカットされるのを防いでいる。

Low：映像がクリップする最小レベルを調整できる。

デフォルトでは 0% になっているが、スライダで黒レベ

ルの最低値を高めることができる。

L.S.（Low	Soft）：黒のクリッピングレベルに向かって

滑らかなカーブを加えられるので、Toe 部を付けること

ができる。

HSL カーブ
Custom カーブが YRGB ベースであったのに対して、

通称 VS カーブは HSL のパラメータを使って色を調整で

きる。HUE のカーブは左右に広がっているが、右端と

左端は連続して繋がっている。HUE はベクトルスコー

プで時計のような円を描いて表示されることを思い出せ

ばイメージしやすくなるだろう。

HueVsHue

画像の指定した色相を別の色相に変更できる。画面内

の赤い部分だけをマゼンタに変更するが、赤以外の色相

にはなんら影響を与えないような調整が可能になる。

HueVsSat

特定の色相に対する彩度を増減することができる。赤

いリンゴをより鮮やかな印象にしたい場合や、逆に色の

濃い部分がブロードキャストセーフに影響するような

ケースでは一部分だけ色の濃さを抑えることができる。

HueVsLum

特定の色相に対する明るさを増減することができる。

黄色で彩度の高い映像はレベルが高くなりやすいので、

その部分の明るさだけを軽減することでレベルオーバー

を抑えることができる。

LumVsSat

このカーブは Custom カーブのように左が暗く右が明

るくなる。シャドウ部に残っている色味を軽減させるこ

とができるので、黒髪に混ざる色味を抑えて本来の黒い

特徴を見せることができる。またホワイト部に混じった

色を抜くことができるので、ピュアな白を取り戻すこと

ができる。

SatVsSat
色の濃さによる部分的な彩度を調整することができ

る。画面内の色の薄い部分だけより鮮やかに見えるよう
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な補正を加えたり、色味が濃い部分だけを抑えたりする

ことが可能になる。

Qualifier

Curve 機能はプライマリー的な要素も含むので分類上

はあいまいな点もあったが、Qualifier は完全なセカンダ

リーパートにおける主要機能である。そもそもセカンダ

リーの定義は、画面の一部分だけに限定した二次的に加

える調整項目を言う。これに対してプライマリーは、一

番最初に調整する画面全体に加える均一なカラーコレク

ションを言う。Qualifier はキーヤーにより一部の色に限

定したマスクを作成し、その内側もしくは外側のどちら

かだけに対して他の機能を利用して色調整を加える。そ

の意味ではセンターパレットの中で最もセカンダリー的

な特徴を持った機能である。

Qualifier は 3D、HSL、RGB、Luma の中から色や明度

に限定した範囲を作成するマスクを生成する。Qualifier

の中には色調整機能はないため、作成したマスクを使っ

てプライマリーや Curve を併用して色調整を行う。対

象の色域は、複雑な形状で Window を使った単調な形

で囲むことができない場合や、動きを伴うためにトラッ

キングが必要な場合においても迅速にマスクを作成でき

る利点がある。

どのキーヤーを使用するかのガイドライン
Qualifier には四つのキーヤーがあるが、HSL、RGB な

ど目的に応じて使い分けることが必要になるが、選択す

るときのガイドラインを示す。

3D：画像の特定色だけを抽出してキーイングしたい

場合に、まずはじめに試すべきキーヤーが 3D である。

サンプルしたい部分に青いラインを 3 本程度引くと、そ

の結果領域の分離が行える。反対に含めたくない色域は

赤いラインを引いいて対象から外すこともできる。追加

する色域は多くとも三ヶ所以内にすることが推奨されて

いて、それで好ましい結果が得られない場合には、HSL

や RGB の他のキーヤーを使用することを検討すべきで

ある。

HSL：3D キーヤーで希望に沿った抽出ができなかっ

た場合には、HSL キーヤーを試すと解決できるケースが

ある。Resolve が維持する YRGB 値から計算された HSL

によりキーイングするので、人の感覚に近い三つのパラ

メータで部分的な絞り込みができる。Hue、Saturation、

Luma の各コンポーネントは、キーイングで使用したく

ない場合には個別に無効にすることができる。

RGB：機能面では HSL キーヤーと共通の利点を持つが、

RGB 成分でサンプリングするので、キーイング時の調整

を細かくできる長所がある。

LUM：HSL キーヤーで Hue と Saturation を無効にし

た時と同じ動きをする。映像の明度だけで分離できるの

で、ハイライトやシャドウだけを抽出したい場合に特に

有効である。

3D キーヤー

目的とする色域の部分にビューワの中で青いラインを

数本引くことで、対象を限定することができる。色の

処理はカラーガマットの中で RGB 値から行われるため、

LUMA に限定した領域を取り出したい場合には HSL や

LUM を使用することを検討すべきである。

Qualifier から 3D キーヤーに切り替えてビューワの中

から目的の領域にラインを引くと、ビューワの中には青

いラインが残り指定した部分が確認できる。ビューワ左

上のハイライトボタンにより、キーヤーの結果が確認で

きるこの状態では青いラインは非表示になる。必要に応

じて追加の色域にラインを加えるが、三本以内にとどめ

ておくことで、キーのエッジを硬くしてしまうことを防
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げる。

ハイライトで表示されている領域の中に含めたくない

色域がある場合には、Option キーを押しながらライン

を引くことでそのエリアを排除することができる。この

場合ラインの色は赤くなるが、青いラインと同様多くの

領域を追加しないことが推奨されている。

すでに追加されているサンプルは 3D キーヤーのパ

レットの中にリストされていて、カラーパッチの部分を

クリックするとそのサンプルの有効と無効が切り替えら

れる。もし設定済みのサンプルが不要になった場合には、

ゴミ箱のマークから削除することができる。サンプルの

リストにあるプラスのマークは青いラインを、マイナス

のマークは赤いラインを示している。サンプルリストの

上にはいくつかのオプションがある。

Show	Paths：選択に含める青と、解除する赤の二種

類のラインの表示と非表示をコントロールできる。

Colorspace（CS）：デフォルトでは YUV になっており、

もし結果に満足できない場合にはカラースペースを HSL

に変更することで、結果が改善する場合がある。

Softness（Soft）：デフォルトが 50.0 で 0 から 100 の

間で調整できる。50 から 0 に値を下げるとキーヤーの

境界がはっきりするため、結果的にノイズが出やすくな

る。50 から 100 に上げることでキーの領域が曖昧にな

るため、領域の選択が広くなって色調整の効果が柔らか

く反映される。

Despill：四 つ の キ ー ヤ ー の 中 で 唯 一 使 用 で き る

Despill 機能を使用すると、クロマキー撮影の際の前景

への色の映り込みを軽減することができる。

選 択 領 域 が 十 分 で あ る と 判 断 し た ら、 次 に Matte 

Finesse の調整に移る。キーの中に細かな黒い部分があ

るようなケースでは、Matte Finesse の微調整でキーが

クリアになることもある。Clean	Blackはキーアウトし

たい領域に残る細かな白い点を除去し、CLean	Whiteは

キーで抽出したい部分に残る黒い小さな点を除去でき

る。二つの Clipは黒と白のピークを作る際の強弱をコ

ントロールできる。In/Out	Rationはキーの領域を拡大

縮小でき、対象エリアに残る部分を追い込むときに使用

できる。Blur	Radiusは全体のキーをディフォーカスす

ることでキーのアウトラインを滑らかにできる。

HSL キーヤー
3D キーヤーは複数の色域を設定できるのに対して、

HSL キーヤーは単一の色域を特定して使用する。その際

の色の範囲は、HSL、RGB、LUM の三つのモードで使い

分けられる。色域の指定はビューワの中をカラーピッ

カーとソフトネスのコントローラーでドラッグする。

HSL キーヤーでの選択領域が十分であると判断したら、

3D キーヤーと同様に Matte Finesse の調整に移る。

Color	Picker：映像をサンプルする際に最初に使用す

るコントローラー。ビューワ内をクリックすると一つの

ピクセルが選択され、ドラッグするとそれらの一連の値

が選択される。

Add/Subtract	Color	Range：加算と減算コントロー

ラーにより、Color Picker で設定した色域から内部処理

で指定した領域を加減できる。

Add/Subtract	Softness：キーの内側から外側への柔

らかさを再定義できる。他のコントローラーと同じくク

リックとドラッグで指定できる。

プリセットされたHSL キーヤー
あらかじめ Resolve に用意されている選択色域のプリ

セットを使用することもでき、Color ＞ Presets メニュー

から使用できる。六つのベクターと三つのクロマで次の

ような選択肢がある。

• Six Vector - Green



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 134Color

• Six Vector - Yellow

• Six Vector - Red

• Six Vector - Magenta

• Six Vector - Blue

• Six Vector - Cyan

• Chroma Light

• Chroma Dark

• Chroma Light and Dark

これを適用した後に、継続して HSL キーヤーのパレッ

トから三つのパラメータを調整することもできる。

RGB キーヤー

Resolve が内部に持っている YRGB 値から領域の分離

処理を行う。この方法は必ずしも直感的とは言えないが、

対象の色域によっては最も効率的に結果が得られる場合

がある。

Low/High：分離したい RGB チャンネル毎の上下の範

囲を指定する。

Low	Soft/High	Soft：RGB チャンネルの範囲外への境

界を柔らかく設定できる。

ハイライトモード
Qualifier での作業では、常時どの部分がキーの対象で、

どの部分がキーの対象から外れているかを確認しながら

進行する。このために二つのハイライトモードが用意さ

れている。

Flat-Gray：キーで選択されている領域がオリジナル

の色で表示され、選択外の部分がグレーでオーバーレイ

される。プライマリーなどの色調整を加えると、その変

化がキーヤーによって選別できる。キーボードショート

カットは Shift+H。

High-Contrast：一般的なモノクロのキー映像が表示

され、キーの濃淡は白から灰色の階調で表現される。キー

ボードショートカットは Shift+Option+H。

ハイライトモードはノードを複数合わせて使用してい

る場合には、ソロモードで表示される。選択しているノー

ドの中でのキーヤーの結果だけが表示されるので、総合

的な結果を表示したい場合には、一番下流にあるノード

をダブルクリックして選択する。

キーの調整
Qualifier で作成した選択域であるマスクは、三つの方

法で反転することができる。

第一が Qualifier パレットにある Invert ボタンである。

これはキーを作成途中でも同じエリアにあるので、最も

使用頻度が高いコントローラーである。

第二に、Key パレットにある Qualifier Invert である。

Qualifier 調整後に複数のノードを使用しながら選択域を

変更する際には、ここからノーマルと反転を切り替える
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こともできる。

第三の方法は、Key パレットの Key Output の Invert

ボタンである。これを使用すると Qualifier と Window

を併用しているようなケースでは、ノードごとのすべて

の総合的なキーをまとめて反転できる。

Qualifier で作成したキーにどうしてもパラメータの

調整では追い込めない部分が残ってしまった場合には、

Window 機能で不要なキーのエリアを隠すことができ

る。ただしこの場合には、必要なキーの部分と重なって

いないことが条件となる。この機能を使用すると、キー

を隠すだけではなく追加したいエリアを四角や楕円形、

またはベジエを使って幾何学的な形で追加作成すること

ができる。

例えば、赤と青の二つの色域をキーの対象としたい場

合には、同時に一回の Qualifier の操作では目的を満た

すキーイングができない。このようなケースでは、二つ

の Qualifier 処理を行って、別のノードで二種類のキー

をまとめることができる。この場合には Key Mixer ノー

ドを使用する。

PowerWindow

映像の領域を分離するために、楕円、長方形、多角形、

カスタムの曲線形状によって二次元の形状を作成する。

境界線はシャープだけではなくソフトエッジにすること

もでき、これにより手動で描くキーを作成できる。この

キーを作るための領域を、DaVinci Resolve では Power 

Window、もしくは単に Window と呼んでいる。描画し

たエリアは、被写体やカメラの動きに伴って移動や拡大

／縮小が必要な場合もあり、トラッキング機能と連動さ

せて使用することが多い。

Window は複数作成することができるので、それらを

合わせてひとつの統合したキーを構成することもでき

る。個別の Window はすべてを合わせるだけではなく、

あるものは別の領域の一部を切り取る働きにすることも

できる。

Power Window はしばしばノードと連携して使用され

るので、ノードの追加と同時にその中に Window を持っ

た状態で作成することができる。Node メニューには次

の四種類のメニューがある。

Nodes	+	CPW（Option+C）：シリアルノードの中に

円形 Window を追加。

Nodes	+	LPW（Option+Q）：シリアルノードの中に

長方形 Window を追加。

Nodes	+	PPW（Option+G）：シリアルノードの中に

多角形 Window を追加。

Nodes	+	PCW（Option+B）：シリアルノードの中に

Power Curve Window を追加。

Windowインターフェース

初期状態では五種類の Window がリストに並んでい

る。これらで足りない場合には、リスト上部にある追

加ボタンからいくつでも作成できる。後から追加した

Window だけは Delete ボタンから削除できる。リスト

の左側にある Window 別のボタンは On/Off になってい

るので、作成後に一時的に無効にしたい場合にはここで

ボタンを消灯できる。右側のボタンは Invert と加算／減

算モードを切り替えるボタンである。領域は追加するだ

けではなく、別の Window で既存の領域を切り取るよ
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うな場合にはここからコントロールする。Window の形

状をリセットするには、対象の Window を選択後にオ

プションメニューから Reset Selected Window を実行す

る。

Transform は二次元の形状変更のために使用すること

ができ、グループの中の Opacity は Window によるキー

の透明度を変更できる。Softness は Window の形状に

より使用できるパラメータが変わるが、これらを組み合

わせてエッジのソフトを変更できる。

Window パレットに切り替わるとビューワは Power 

Window モードに切り替わる。これに合わせてビューワ

の中にはオンスクリーンコントロールが表示される。こ

の表示は、View ＞ Window Outline から三つの状態を切

り替えることができる。Offでは完全に表示は消え、On

では GUI ディスプレイと外部モニターの両方に、Only	

UIでは外部モニターの表示は消え GUI ディスプレイだ

けの表示となる。別の方法として、ビューワのオンスク

リーンコントローラーすべてに対して On/Off をするに

は、Shift+` のキーボードショートカットも使用できる。

ビューワの中で Window のアウトラインは白と灰色

になっているが、映像によってはこれでは確認しにく

いこともある。その場合には、Preferences ＞ User ＞

Color ＞ General Settings に あ る High Visibility Power 

Window outlines にチェックを入れると緑と黄色のアウ

トラインに変更できる。

作成済みの Window はコピー & ペースト機能を使え

ば、他のノードに複製することができる。実行はオプショ

ンメニューにある、Copy Window と Paste Window か

ら実行する。

複数の Window を組み合わせてシェイプを作成した

場合には、その全体を一つのプリセットとして保存して

再利用できる。これもオプションメニューから実行でき、

Save as New Preset から操作できる。保存後はアップデー

トや削除を加えることができるようになる。

PowerCurve

一般的にはベジエ曲線とも呼ばれ、ポイントを追加し

て複雑な形状を描画することができる。Power Curve は

精密な輪郭を描くような用途にも使われるので、その場

合にはビューワの中の表示を拡大するか、Option+F キー

により表示エリアを拡大すると操作がやりやすくなる。

スタートポイントから順にポイントを追加しながら、

最後にスタートポイントに戻るようにエリアを描画す

る。最後にスタートポイントをクリックすると、エリア

が閉じられる。追加で後からポイントを加える場合はラ

イン上をクリックする。ポイントはデフォルトでは角が

ついた状態になっているが、Option キーを押しながら

ドラッグするとカーブが付いたポイントに変更できる。

ポイントを削除したい場合は、マウスの真ん中ボタンで

クリックする。複数のポイントを同時に操作したい場合
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には、Shift キーを押しながら現れた四角形でポイント

を囲むように選択する。これにより複数のポイントは移

動、削除できるようになる。表示されている点線の四角

はポイントをドラッグすることで形状が変更でき、それ

に伴いベジエのポイントも変更される。

Linear、Circular、Polygon の Window は後から Power 

Curve に変更することができる。その場合は、あらかじ

め対象の Window を選択しておき、オプションメニュー

から Conver to Bezier を実行する。それ以降は通常の

Power Curve と同じように編集を加えられる。

トラッキング

センターパレットの Tracker には三つのモードがある。

Window モードは Power Window で作成したシェープ

を自動的に追従する機能を持つ。映像に含まれるター

ゲットの動きを追跡するトラッカーは、Power Window

の内側に含まれるピクセルから自動的に動きを取り出す

モードと、Power Window とは独立したユーザー指定の

ポイントをベースに追跡する二つのモードを搭載してい

る。トラッカーは対象の Window で、サイズ、ローテー

ション、ポジションを三次元空間で認識できる。キーフ

レーム機能を使用して、ユーザーが手動で動きを作成す

る工数を大きく軽減できる。

トラッキングの基本的な使い方
はじめに必要なのは、一つ以上の Window オブジェ

クトを作成することである。グレードを加えたい限定し

たエリアを示す Window は、動画の場合フレームごと

に位置や形状が変化する。トラッキング機能を利用して、

動画の全フレームにおいてそのエリアを追跡するのであ

る。

Window は単純な楕円や長方形の場合もあるが、ベジ

エを使った Power Curve もトラッキングの対象にでき

る。Window が作成できたら Tracking パレットに切り

替え、Track Forward ボタンで追跡を実行する。トラッ

キングを開始するのは、動画の先頭フレームである必要

はない。

基準となるフレームを任意に指定してから、前方方向

と後方に向けて二回追跡を実行すれば良い。正方向に追

跡を実行した後は、キーフレームボタンを使用してト

ラッキングを開始したフレームへ正確に戻ることができ

る。このスタートポイントに戻ったら、逆方向に向けて

再度動きを追跡することで、結果的に動画の全フレーム
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でトラッキングデータの収集が完了する。トラッキング

データが保存されているカットは、タイムラインのサム

ネイルの右下にそれを示すバッジが表示される。

別の NLE などと Resolve との間でラウンドトリップ

ワークフローを構築している場合には、Resolve から

のメディアファイルの書き出し時点ではカットに加え

た IN/OUT の外側に対してハンドルを加えることもあ

る。この場合には、トラッキングデータの収集もハンド

ル部分にも及んでいなければならない。View ＞ Show 

Current Clip With Handles を有効にすることで、指定し

たフレーム数のハンドルを一時的に表示できるので、こ

の状態で IN/OUT の外側のトラッキングデータを収集で

きる。（カットのハンドルを表示参照）

ハ ン ド ル サ イ ズ は Preferences ＞ User ＞ Editing ＞

Default handle length で指定できるが、ここのフレーム

数と Deliver ページで設定するハンドルサイズは同じに

しておかねばならない。

ト ラ ッ キ ン グ デ ー タ を 正 確 に 収 集 す る た め に は、

Window のサイズを小さくしてエッジはソフトではなく

ハードにすると精度を高めることができる。トラッキン

グを実行する場合だけこのようにトラッキングに有利な

Window 形状にして、正確にトラッキングを収集できて

から Window の形状を目的に沿って変更することがで

きる。Window の形状を後から変更しても、トラッキン

グのデータにはなんら影響することはない。

Window は複数追加できるが、収集したトラッキング

データをそれら複数の Window にコピ－することがで

きる。自動車のボディを追跡するような場合には、部分

的に作成した Window すべてに対して後からトラッキ

ングデータをコピーすることで、複雑な形状のマスクを

分割して作成できるようになる。トラックデータをコ

ピーする場合には、Window パレットのポップアップか

ら操作できる。

二つのトラッカーモード
Tracker パレットのグラフの右下には、Cloud Tracker

と Point Tracker がポップアップから切り替えられる。

デフォルトは Cloud Tracker を使用するようになってい

る。

Cloud Tracker は、Window で作成されたエリアの内

側の複数ピクセルを Resolve が自動的に指定し、動画

の中の動きを取得するモードである。通常は作成した

Window とペアで使用することで、少ない操作で最良の

結果が得られるように設計されている。

トラッカーの対象の手前に障害物が横切るようなケー

スでは、Cloud Tracker では良好な結果が得られないこ

ともある。そんなケースでは Point Tracker を部分的に

使用すると最終的に安定したトラッキングを得ることが

できる。Add Tracker Point ボタンをクリックすると、画

面の中心に青い十字マークが現れる。それを動きの対象

と連動する部分に合わせることで、Window が隠れた場

合でも補正することができる。このポイントは複数追加

でき、数を増やすことでトラッキングの精度を高めるこ

とができる。

オブジェクトトラッキング

五つのチェックボックスにより、トラッキングデータ

を取得する際に動きの軸を特定することができる。

Pan/Tilt：対象のポジションデータを取得する。

Zoom：対象の大きさの情報を取得する。
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Rotate：対象の二次元での回転情報を取得する。

3D：対象を 3D 空間に見立てて Window の形状を変

形させる。

これらのチェックボックスは必ずトラッキングデータ

を取得する前に指定する。データを取得後には、その

データの有効か無効かをチェックボックスで切り替えら

れる。トラッキングデータの取得は Forward もしくは

Reverse ボタンで行うが、フレームごとに微調整が必要

なケースでは順方向と逆方向の 1 フレームごとにトラッ

クするボタンを使うこともある。

Clip と Frame

デフォルトの Clip モードは、カットの全体でモーショ

ンのオフセットとして動作する。一度取得したトラック

データがある場合、途中で Window のポジションを変

更すると、全体を通して移動した座標がオフセットされ

る。

Clip モードでは途中の変更を加えてもキーフレームは

追加されない。これに対して Frame モードは、修正を

加えたフレームに自動的にキーフレームが追加される。

トラッキングデータを自動的に取得できない場合には、

ポイントを手動で追加してキーフレームにより補完デー

タを作成できる。

インタラクティブモード
Cloud Tracker モードの場合だけ使用できる。デフォ

ルトでは Window 内に Resolve が自動的に特徴的なピ

クセルを設定してトラッキングで使用するが、条件が良

くない場合には手動でピクセルを指定することができ

る。インタラクティブモードに入る場合には、はじめに

チェックボックスを有効にしておく。画面内にカーソル

を使って矩形のエリアを指定して Insert ボタンをクリッ

クするとその中の特徴的なピクセルにマークが付けられ

る。不要なマーカーを削除したい場合には矩形で囲っ

てから Delete ボタンで削除できる。一つの動作が完了

したら Set ボタンを押すことで矩形のエリアが解除され

る。

オプションメニュー項目
Tracker パレット右上のオプションメニューには下記

のようなコマンドが用意されている。

Reset	Track	Data	on	Active	Window：現在選択されて

いる Window に対応するトラッキングデータを削除す

る。

Clear	Selected	Track	Data：グラフの中を矩形で囲ん

でから実行すると、トラッキングデータを部分的に削除

できる。トラッキングデータを取得したものの結果が好

ましくない場合にはこの機能を使用する。削除された部

分はキーフレームで補間するのと同様に、線形補間が自

動的に適用される。

Delete	Keyframe：再生ヘッドがあるフレームにキー

フレームがある場合には削除される。

Clear	All	Tracking	Points：すべてのトラッキングポイ

ントをクリアする。

Show	Track：ビューワの中にトラッキングの移動が

ラインで表示される。

Copy	Track	Data：現在選択されている Window のト

ラッキングデータをコピーする。

Paste	Track	Data：現在選択されている Window にト
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ラッキングデータをペースとする。

CloudTracker のテクニック

車のボディを追跡する場合、車の手前に電柱や看板な

どの障害物が一時的に横切ると、トラッキングデータが

部分的に追跡不能に陥ってしまう。この場合、車のボディ

だけにトラックポイント群を残しておき、電柱などの対

象としたくない部分だけポイントを削除することで希望

通りのトラッキングを取得することができる。

PointTracker のテクニック
Point Tracker は、ユーザーが任意に追跡すべきポイン

トを、複数指定してトラッキングを行うモードである。

Window でエリアを作成しておき Tracker パレットに切

り替える。グラフ右下のポップアップから Point Tracker

に切り替えて、Add Tracker ボタンから十字マークを表

示させて、マウスカーソルでそれをドラッグして目的の

場所にセットする。この設定を複数ポイントで行なって、

オブジェクトトラッカーのチェックボックスを設定して

おく。準備が整ったら、Track Forward と Track Reverse

を使ってカット全体をトラッキングする。

Point Tracker では、先に述べた Cloud Tracker で不要

なポイントを削除して的確なトラッキングを得る目的

を、異なるアプローチで使用できる。車が移動する場合、

ボディの一部が隠れてしまったフレームでは、Point 

Tracker をボディの隠れていない部分に追加することで、

正確に動きのトレースを継続することができる。これは

フレーム単位でポイントを変更することができるので、

一時的に車のボディの一部が隠れてしまうようなケース

では有効である。

ロトスコーピング
Resolve の自動追跡機能では困難な映像の場合には、

キーフレームを手動で追加する方法で滑らかなトラッキ

ングデータを作成することができる。これはしばしばロ

トスコーピングと呼ばれる。

ロトスコーピングで重要なのは、キーフレームの開始

と終了点を正確に作業前に見極めておくことである。さ

らにその期間の中のフレームを分析して、動きが切り替

わるポイントがどこにあるのかも確認しておくことが重

要である。

Window を作成したら Tracker パレットに切り替えて、

グラフ右下のポップアップから Point Tracker に切り替

え、次に Frame モードに変更しておく。キーフレーム

の開始もしくは終了点に再生ヘッドを移動して一つ目の

キーフレームを追加する。再生ヘッドを移動して二つ目

のキーフレームを作成して Window のシェイプも修正

する。まずはこの二点間で動きが滑らかになっているか

を確認して、必要に応じて修正を加えておく。この作業

を繰り返しながらカット全体のキーフレームを仕上げて

いく。すべてが完成したら、Frame モードから Clip モー
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ドに切り替え、不用意に追加のキーフレームが加わらな

いようにする。Window が複雑な形状の場合には、ひと

つだけの Window でトラッキングせずに、シンプルな

複数のシェイプに分割することを検討すると追跡しやす

くなる。

スタビライザー
Tracker パレットにあるスタビライザーは、映像に含

まれる不要な動きを滑らかにしたり、完全に固定カメラ

で撮影したような状態に固定する機能を持っている。ス

タビライザーの分析は、フレーム内の個々の被写体の動

きと望ましいカメラの動きの全体的な様子を、不安定要

素を補正しながら行なっている。

DaVinci Resolve14 以降ではスタビライザー機能が改

良されて、パレット内の Stabilize ボタンを押すだけの

簡単な操作で最良の結果が出せるようになっている。

設定項目
デフォルト設定によりほとんどの状況で良好な結果が

出るように設計されているが、好ましくない結果の場合

にはパレット右下のポップアップから三つのオプション

を切り替えることができる。

Perspective：Pan、Tilt、Zoom、Rotation の解析を使

用して安定化の処理を行う。

Similarity：Perspective を選択した場合にモーション

アーチファクトが残っている場合には、このオプション

で改善する場合がある。

Translation：Pan と Tilt だけの解析で安定化を図るモー

ド。X と Y 軸だけの分析が有効な場合に使用する。

さらに、これ以外に五つの設定項目がある。

Bypass	Stabilization：スタビライズの処理をバイパス

できるので、効果の違いを瞬時に切り替えて確認できる。

Cropping	Ratio：スタビライズの結果映像の周りにブ

ランキングが現れるので、このパラメータによりどのく

らい拡大するかを設定する。設定を変更した場合には再

度 Stabilize を実行する必要がある。

Smooth：ドリーショットの不必要なカメラの動きを

滑らかにしたいような場合、この値を高くすると動きが

スムーズになる。値を低くするとオリジナルの動きに近

くなる。値の変更を加えた場合には再度 Stabilize を実

行する必要がある。

Camera	Lock：手持ち撮影のブレを除去したい場合に

使用するチェックボックス。必ず Stabilize を実行する

前に有効にする必要がある。

Zoom：チェックをつけることで、Cropping Ratio の

値と連動して映像の周りに発生するブランキングを隠す

ように拡大処理を加える。

クラシックスタビライザー

DaVinci Resolve バージョン 12.5 以前で使われていた

クラシックスタビライザーを使用するには、オプション

メニューから Classic Stabilizer にチェックを入れる。安

定化処理の結果を良好にするためには、画面に加えるト

ラッカーポイントをできるだけ多くセットする。その

場合の選択は Tracker と同様で、Cloud Tracker と Point 

Tracker が使用できる。

クラシックスタビライザーを使用する手順は、カット

全体のカメラの動きをアナライズして、それに対するオ

プションをセットして、最後に Stabilize ボタンをクリッ

クして処理を完結させる。

Pan、Tilt、Zoom、Rotation のチェックはそれぞれの

軸の有効か無効を選択でき、アナライズを実行した後

でも切り替え可能である。インタラクティブモードは
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Tracker 機能と同じように使用できる。グラフの下には

クラシックスタビライザーで使用できる四つのオプショ

ンが配置されている。

Strong：ショットからモーションを取り除く強さを

指定できる。100 の場合安定化が最大化される。100 か

ら 0 に向けて値を減少させるとオリジナルの動きに近く

なり、0 で完全に安定化の処理を無効化する。この値を

マイナス値にすることでマッチムーブの処理が実行でき

る。

Smooth：安定化で使用するスムージングの強弱を設

定できる。99 で最大になり 0 では安定化の処理は無効

になる。

Zoom：チェックをつけることで、Cropping Ratio の

値と連動して映像の周りに発生するブランキングを隠す

ように拡大処理を加える。Smooth 値が大きいほど拡大

率が大きくなる。

Tracker	Type：Cloud Tracker と Point Tracker を 選 択

できる。Cloud Tracker は Resolve が自動的にポイント

をセットしてそれに基づいて安定化処理をアナライズす

る。Point Tracker はユーザーが任意のポイントを指定し

てそれに基づいてアナライズする。

Stabilize：すべての設定が完了したところで最後にこ

のボタンをクリックしてスタビライズを完了させる。ま

たは、パラメータを設定し直した場合にその結果を反映

させるために再度このボタンを押す必要がある。

Blur
Blur パレットには Blur、Sharpen、Mist の三種類のモー

ドがある。Blur と Sharpen の二つの機能は重複してい

るものもあるが、各モードには専用コントローラーが用

意されている。これらは Qualifier や Window 機能と併

用することができるので、映像の一部分だけに適用させ

ることもできる。中心となるコントローラーは RGB の

スライダーになっており、デフォルトでは三つのパラ

メータはリンクされている。

Blur

画面全体に均等に、ガウスぼかしとシャープネスを加

えることができる。どちらの結果になるかは Radius ス

ライダの増減できまり、増加させるとぼかしになり減少

させるとシャープネスになる。

Radius：スライダはデフォルトの 0.5 から 6.0 程度ま

で増加させられ、これによりぼかしの程度を調整できる。

0.5 から 0 までのレンジでは反対にシャープネスの調整

ができるようになっている。ぼかしのレベルには上限が

あるので、足りない場合には追加のシリアルノードを加

えて、効果をさらに高めることができる。

H/V	Ratio：現在の操作に方向性を加えられる。デフォ

ルトの 0.5 では水平と垂直方向で等しい影響を受ける。

値を上げると水平方向に沿って大きくなり下げると垂直

方向にそって大きくなる。

Sharpen

Blur コントロールでは Radius 値を下げるとシャープ

ネスが加えられたが、このコントローラーでは追加のパ

ラメータが用意されている。

Radius：Blur の Radius と同じパラメータが調整できる。

H/V	Ratio：Blur の H/V Ratio と同じパラメータが調整

できる。

Scaling：Radius コントローラーで適用されているス

ケーリングの量を乗算する。ぼかし効果のために Radius

が 0.5 以上になっている場合には、Scaling パラメータ

は無効になる。

Level：映像の細かい絵柄の部分に限定してシャープ

ネスをかける場合、どのレベルに対して効果を加えるか

のスレッショルドを指定する。デフォルトの 0 では画面

全体が対象になり、レベルを上げるに従って細かい絵柄

の部分だけに限定するような効果が得られる。

Coring	Softness：Level ス ラ イ ダ に よ り 加 え ら れ た

シャープネスに対して、効果がかかっている部分と無効

の部分の境界でブレンド値を調整できる。
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Mist
撮影時にレンズ面にワセリンを塗ったり、Pro-Mist 光

学フィルターを使用したような効果を加えることができ

る。使用時には Radius とスライダコントローラー下に

ある Mix の二つの値を連携して下げることで、ミストの

効果にバリエーションを与えることができる。

Radius：ミスト効果を加えるためには、Radius 値を

下げることになる。Mix の値と合わせて最も期待に沿っ

た結果になるように調整する。

H/V	Ratio：Blur の H/V Ratio と同じパラメータが調整

できる。

Scaling：Sharpen の Scailing と同じパラメータが調整

できる。

Mix：Radius 値と連携させてミスト効果を調整する。

Key
Key パレットは、ノードで作成されたマスクの Gain

や Offset をはじめ、反転、加算と減算など、複数のマ

スクを組み合わせることによる加工を受け持つ機能がま

とめられている。

Key パレットはノードエディターで何を選択している

かによって、三種類の機能に分かれる。

Corrector ノード選択時

ノードツリーの中心となる、Corrector ノードを選

択している時に使用可能になるモードである。Input、

Output、Qualifier のパートに分かれている。

Key	Input／ Input	Invert：入力された Key を反転する。

デフォルトでは On になっているが、この理由は直前の

ノードでグレードの対象になっていない部分を調整する

ことが多いためである。

Key	Input ／ Input	Matte：Window パレットで生成

されたマスクと入力マスクとを加算するか減算するかを

切り替えられる。

Key	Input ／ Gain：入力マスクの強度を調整する。

Key	Input ／ Offset：入力マスクのコントラストを調

整する。

Key	Input ／ Blur	Radius：入力マスクにデフォーカス

を加える。

Key	Input ／ H/V	Ratio：デフォーカスの水平と垂直

の比率を変更する。

Output ／ invert：ノードから出力するマスクを反転

させる。

Output ／ Gain：マスクの出力強度を調整する。0 で

は完全に無効になり、1.0 は 100% の強度になる。1.0 か

ら 2.0 の間では、100% 未満の強度は 100% 以上に増加

できる。

Output ／ Offset：マスク出力のコントラストを調整

し、100% の白の部分では変化は起こらない。

Qualifier ／ invert：Qualifier マスクの反転を行う。

Qualifier ／ matte：Qualifier パレットで生成されたマ

スクと入力マスクとを加算するか減算するかを切り替え

られる。

Qualifier ／ Gain：Qualifier マスクの強度を調整する。

Qualifier ／ Offset：Qualifier マスクのコントラストを

調整する。

KeyMixer ノード選択時

Key Mixer ノードを選択している時に Key パレットを

表示すると下記のようなコントローラーが使えるように

なっている。

Input	Link	#：入 力 数 に 応 じ て Input が 用 意 さ れ、

Gain と Offset が個別に調整できる。また Key の Invert

と加算と減算のためのボタンも個別に用意されている。

Output	Gain	/	Offset：まとめられたマスクはさらに

全体の Gain と Offset を調整できる。さらに、Invert ボ

タンも用意されている。

Ext.Matte ノード選択時
外部マットのノードを選択した状態で Key パレット

に切り替えると、通常とは異なるパラメータが調整でき
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るようになる。パネル内の操作を有効にするためには、

Lock Matte のチェックを外しておく。

Lock	Matte：有効の場合は、Freeze と Loop だけが変

更できる。

Transform：Sizing パレットとは独立した位置やサイ

ズ、ローテーションが修正できる。さらに垂直と水平方

向のフリップ機能も装備されている。

Offset：クリップの時間軸の同期がズレている場合は、

前後のフレームへスリップを加えることもできる。

Sizing

DaVinci Resolve は解像度に依存しないアプリケーショ

ンなので、ソースメディアの解像度がどんなものであっ

ても、自由に出力解像度を指定できる。プロジェクトの

解像度はいつでも変更することが可能で、異なるバー

ジョンの出力解像度を設定することにもなんら制限がな

い。このときにバックグラウンドで使用されるのは、光

学品質の高度なアルゴリズムで処理されるリサイズ処理

である。

Resolve でのリサイズ処理は総合的に管理されている

ため、常に最良のクオリティが維持できるように処理さ

れる。例えば 4k フッテージを使用している HD 解像度

のタイムラインで拡大処理が必要になった場合、4k か

ら HD への縮小の後に再度拡大処理を加えるとクオリ

ティに劣化が発生する。このようなケースでは、劣化を

伴う縮小と拡大の処理は Resolve が自動的に判断して、

品質劣化が起こらないように対処している。

リサイズの優先順位は、Input Sizing が一番最初に実

行され、次に Node Sizing が加えられ、最後に Output 

Sizing が処理される。

Edit ページのリサイズ

Edit ページのタイムラインに並んでいるカットに対し

て個別にリサイズが適用できるが、ここでの設定は主

に AAF ／ XML 経由でタイムラインがインポートされた

際にセットされていたカットに対するリサイズ情報が

再現されている。このリサイズ設定は、Color ページの

Sizing パレットの Edit Sizing でも共有することができる。

リサイズモード

Edit	Sizing：Edit ページのカットに加えられたリサイ

ズパラメータと共有される。

Input	Sizing：カットに対する個別のリサイズ設定を

行う。

Output	Sizing：タイムライン全体に対して同じリサ
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イズ設定を加えることができる。

Node	Sizing：ノードに対して個別にサイズ調整でき

る。

Reference	Sizing：ビューワの中で Image Wipe を有

効にした際のリファレンスになる静止画のサイズ調整が

できる。

ダスト除去
ダスト除去ツールは映像に含まれるゴミを取り除くイ

ンターフェースを提供する。処理はラスターベースで行

われ、処理前のオリジナルメディアは不可視ディレクト

リに保管されるので、結果に満足できない場合には元の

状態に戻すことができる。ダスト除去は DPX 形式のク

リップにだけ適用できるため、RAW や ProRes 形式など

の場合には、あらかじめ Media Management ツールな

どから DPX 形式に変換しておくことが必要となる。

使用方法
ビューワ左下にあるオンスクリーンコントロールか

ら、Dust Removal を選択する。ポップアップボタンに

Dust ツールが表示されている状態でボタンを右クリッ

クすると、セッティングウインドウが現れる。

Algorithm：映像の中に残っているゴミを除去するた

めのフィルタリング方法を選択する。オプションからは、

他のフレームとの関連性、同一内のフレームからの置き

換えなど異なるタイプを選択できる。

Aggression：適用したい修正の程度に応じて割合を

数値で指定する。

Blend：オリジナルとの混ぜ合わせの割合を指定する。

Optimize：チェックを加えることで最適化処理によっ

て良い結果が得られるが、プロセッサパワーを必要とす

る。

ROI	Mode：消したい対象に対して 1 クリックの操作

にするか、矩形で囲むかを指定する。Draw Only を選択

すると、赤い矩形のマーカーが表示されるがダスト除去

の処理は行われない。

CNC	Size：ダスト除去のブラシの幅を指定する。ROI 

Mode で Click and Clean を選択している時だけ有効にな

る。

アルゴリズムの違い
Auto-temporal	–/+	1：前のフレーム、次のフレーム、

現在のフレームの 3 フレームから最良のフレームを選択

してダスト除去で使用される。

Auto-temporal	–/+	2：前後 5 フレームを使用してダ

スト除去を行う。カメラがフィックスの場合にこのオプ

ションは効果的なケースがある。

Temporal	–/+	1：マウスを左から右にドラッグすると

次のフレームが、右から左へのドラッグでは前のフレー

ムがダスト除去で使用される。

Temporal	–/+	2：Temporal –/+ 1 と同じ動きで、使用
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と Last x frames がある。これは指定した先頭もしくは

最終フレームにだけ限定して表示する機能である。両者

は併用することもできる。

オプションメニューにある Gang Render Text Styles に

チェックを付けていると、すべての追加したメタデータ

のスタイルを統一することができる。これを外しておく

と個別に設定できる。また Prefix Render Text にチェッ

クを加えると、メタデータの項目名がテキストの先頭に

追加される。

されるフレームが 2 フレーム前後から使用される。

Spatial：映像が高速な動きやボヤけた動きの場合に

は前後のフレームからダスト除去をかけると良好な結果

が得られないことがある。Spatial を使用すると、同一

フレーム内の近くのピクセルからの情報を使ってダスト

除去を行う。

Median：対象の周りのピクセルを使ったブレンドを

実行する。他のオプションで良い結果が得られない場合

に使用する。小さなボックスを使用するとより良い結果

が得られる。

DataBurn

選択したメタデータを映像に焼き込む際は、Data 

Burn 機能が利用できる。ここで指定した焼き込みは、

ビューワ、外部ビデオ出力、テープ出力、レンダリン

グ出力で反映される。Data Burn は、Workspace ＞ Data 

Burn-In からウインドウを表示する。

オフライン編集とオンライン編集との間で、オリジナ

ルメディアのどの部分を使っているかを追跡しやすくす

るために、タイムコードやファイル名などのメタデータ

を映像に焼き込んだのが起源である。別の目的としては、

書き出した映像に透かしを加えることで所有者を明確に

したり、映像の悪用に備える場合にも使用できる。

ウインドウ上部にある二つのボタンにより、プロジェ

クト全体で使用できる共通設定と（Project）、クリップ

単位（Clip）で適用する Data Burn を設定できる。Clip

で指定した設定は、Project でも共通で使用されること

もある。

設定方法
Data Burn-In ウインドウを開き、Project か Clip で対

象とする範囲を決定する。追加したいメタデータをリス

トの中からひとつもしくは複数指定し、関連するオプ

ションを設定する。

一旦加えた設定をリセットしたい場合には、ウインド

ウ右上にあるリセットボタンから設定を消去することが

できる。一度設定した内容を保存して後日再利用したい

場合には、オプションメニューから Save As New Preset

を実行する。保存したプリセットはさらに編集して更新

することもできる。

ウインドウ右側にあるオプションには、First x frames
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キーフレーム処理

Color ページのセンターパレットの右側には、専用の

キーフレームコントローラーがある。Edit ページでも

キーフレーム機能はあるが、Color ページとは独立した

動きをする。キーフレームはタイムラインの二箇所に異

なる状態をセットして、その間のトランジションで徐々

に変化させる機能である。

キーフレームのインターフェース
Timeline	Ruler：タイムラインの再生ヘッドと連動す

るタイムラインルーラーで、表示しているタイムコード

はタイムラインと共通である。

Keyframe	Track	Header：ノードに対してひとつのキー

フレームトラックがあり、キーフレームパレットの中で

は Corrector と表示される。

Track	Disclosure	Triangle：トラックごとに付属する

パラメータグループをすべて表示するためのボタン。

Enable/Disable	Button：トラックヘッダ左側にある

丸い白いボタンはキーフレームトラックの有効と無効を

切り替えられる。無効にすると、対応するノードに追加

されているグレードが無効になる。

Lock	Button：トラックごとに設定できるロックボタ

ンで。ロックを有効にしている状態では、対応するノー

ドに鍵のマークが表示される。

Auto-Keyframe	Button：このボタンを有効にすると、

対応するノードに関連する調整パラメータが変更される

と自動的にキーフレームが追加される。

Keyframe	Tracks：キーフレームトラックはパラメー

タの変更をアニメートするキーフレームを作成する場所

である。一番上の Master トラックには、追加されてい

るキーフレームがすべて表示される。

Keyframes：ダイナミックキーフレームはひし形で、

スタティックキーフレームは円形のポイントで表示され

る。ダイナミックはキーフレーム間のパラメータが徐々

に変化し、スタティックではキーフレームポイントにお

いて瞬時に変化する。

Sizing	track：Pan、Tilt、Zoom、Rotation をアニメー

トするための独立したトラック。

キーフレームパレットは通常センターパレットの右側

に 1/3 程度に表示される。このエリアを拡大表示したい

場合には、パレット右上の Expander ボタンをクリック

する。パレット右上にあるポップアップからは、ハイラ

イトにするトラックを変更できる。All では Master トラッ

クが選択され、Color では選択されているノードに対応

したトラックが、Sizing は Sizing トラックが選択される。

ノードエディターで外部マットが追加されている場合に

は、キーフレームトラックにその Ext. Matte が表示され

る。

ダイナミックキーフレーム
ある状態から別の状態へアニメーションして値を変化

させる。再生してキーフレームが変化している状態でも、

それに対応しているパラメータはコントローラー上では

変化しない。ただし、キーフレームが次のポイントに移

動した瞬間にパラメータは反映される。

キーフレームを追加するには、再生ヘッドは変更を開

始するポイントに移動させる。ダイナミックキーフレー

ムを追加するためには、Auto Keyframe を有効にするか、

Mark ＞ Add Keyframe を実行する。再生ヘッドは移動さ

せずに色調整を加えると、キーフレームに合わせて色設

定も保存される。次に二番目のキーフレームに再生ヘッ

ドを移動させて、一番目と同じ操作を繰り返す。必要な

数だけキーフレームを追加して完了したら、誤操作を防
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ぐために Auto Keyframe を有効にしていた場合には無効

に切り替えておく。

スタティックキーフレーム
キーフレーム間でパラメータのアニメーションは行わ

れず次のキーフレームに再生ヘッドが到達すると瞬時に

パラメータが変化する。カット点でグレードを切り替え

るときなどに利用する。キーフレームの設定方法はダイ

ナミックキーフレームと同様である。

ダイナミック -スタティックの変更

ダイナミックとスタティックのキーフレームは、自由

にタイプを変更することができる。キーフレームを選択

してから右クリックで Change to Static Keyframe もし

くは、Change to Dynamic Keyframe を実行する。

トラック内にはダイナミックとスタティックのキーフ

レームは混在できるが、ダイナミックからスタティック

へはアニメーション補完されるが、スタティックからダ

イナミックへは補完されない。

特定キーフレームトラックの使用

Track Disclosure Triangle を開かずにキーフレームを追

加した場合は、そのノードのすべてのパラメータがキー

フレームの対象となる。一般的には調整する対象は限ら

れているので、キーフレームも必要なものにだけ追加し

たい場合には特定のトラックだけにキーフレームを追加

することができる。その場合は Track Disclosure Triangle

を開いて、目的のトラックの Auto Keyframe を有効にし

てからパラメータの調整をタイムラインの複数ポイント

に追加する。

ダイナミックアトリビュートの変更
ダイナミックキーフレームではポイント間のアニメー

ションは、デフォルトでは直線的に一定間隔で補完され

る。たいていのケースではこのままで使用されることが

多いが、パラメータの変化に抑揚を加えたい場合には、

S カーブに変更することができる。

キーフレームを右クリックして、Change Dynamic 

Attributes を 実 行 す る。 こ れ に よ り Dynamic 

Attributesvvv ウインドウが表示され、グラフの開始と

終了の 2 ポイントでカーブのタイプを変更できる。右図

上がデフォルトのリニアカーブで、下がスタートとエン

ドにカーブを加えた様子。
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ノードの基本
デフォルトではカットに対して一つのノードが含まれ

ている。すべてのグレードをこの単一ノードの中だけで

加えることも不可能ではないが、練達のカラーリストは

複数のノードを効果的に配置して、処理の工程を的確に

分離している。ノードの数はいくつが最適かといった疑

問を持つことがあるかもしれないが、ノードは必要な数

だけ使用すること以外に何も正解はないだろう。ただ、

撮影されたメディアの品質によって、必要なノードの数

は影響を受けることは間違いない。

ノードエディターの表示
ノードエディターにたくさんのノードがある場合に

は、通常よりも広く表示すると作業が効率化できる。最

もシンプルな方法は、ノードエディターとビューワの境

界線を左側にスライドさせることである。ビューワの表

示よりもノードエディターを広くすることができる。さ

らに表示エリアを拡大する必要があれば、右クリックか

ら Toggle Display Mode を実行する。これにより、ビュー

ワが非表示になりそのエリアがノードエディターだけで

占有できるようになる。再度 Toggle Display Mode を実

行すれば、元の表示に戻すことができる。

ビューワと同じようにノードエディターも拡大と縮小

ができる。右クリックのメニューとパレット右上のスラ

イダから実行できる。拡大しているとノード全体が表示

できないので、手のアイコンのパンツールで表示したい

エリアをずらすことができる。デフォルトの表示状態に

戻したい場合には、右クリックから Original Size を実行

する。

ノードツリーのコンポーネント
ツリーのスタートは左端にある Source Input からは

じまり、右端にある Node Tree Output で完結する。そ

の間に四角く表示されるノードを配置し、それらはライ

ンで結ばれる。ノードは丸型の IN と OUT を持ち、RGB

チャンネルの接続で使用する。ラインが接続されるとグ

レーから緑色に変わる。三角形はグレードを部分的に加

えるためのマスクを表す、Key を接続するために使用す

る。こちらは接続すると青色に変化する。ノードの接続

方法は直列や並列などいくつかのタイプがあるが、ノー

ド自身は Corrector ノードと呼ばれる単機能しか持って

いない。

Source	Input：ノードツリーのスタートにあり、サ

イジングとソースのデコード設定で処理された RGB イ

メージデータがここに送られてくる。Source Input から

はひとつもしくは複数のノードにラインを接続できる

が、複数の場合にはツリーの後ろで再結合することがで

きる。

Nodes：グレード処理を複数のノードに分けることで、

画像処理の順序を正確に制御し、様々な修正や効果を組

み合わせることができる。丸い RGB 入出力はノード間

を接続するときに使用する。ノードは処理の結果からサ

ムネイルが生成され、どのような加工がノード内で行わ
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れているかを確認できる。処理内容に応じてノード右下

に小さなバッジが表示される。

RGB	Inputs	and	Outputs：カットに加えられたノード

の処理は、丸い RGB チャンネルの IN/OUT を接続して

いないとグレードは無効になる。無接続では灰色、接続

していれば緑色に変化する。

Key	Inputs	and	Outputs：三角形はノードで作成した

マスクを受け渡すための Key を接続する。接続がない

と灰色で、接続されると青色に変化する。Key は専用の

ミキサーを使用して、複数をまとめて単一の Key に合

成することができる。

Node	Tree	Output：ノードツリーの最後に位置する

出力で、接続されていない場合にはノードツリーは無効

になる。Node Tree Output へは、どこかひとつのノー

ドの出力だけを接続できる。二箇所のノードの出力を同

時に Node Tree Output に接続することはできない。

Alpha	Output：ノードの Key 出力を接続することで、

映像に透明部分を加えることができるようになる。これ

によって、ビデオトラックを複数使用したコンポジット

が可能になる。

Second	Source	Input	(for	HDR)：デ フ ォ ル ト で は 表

示されないので、RED の HDR ソースのような二番目の

RGB チャンネルの入力で使用する場合のみ有効にする。

ノードバッジとラベル
ノードには様々なバッジとラベルが表示され、ノード

がグレードにどのような影響を得た得ているかを視覚的

に表現している。

ノード番号：二桁の数字で表され、ノードを追加する

と番号が増える。ミキサーなどの Corrector 以外のノー

ドには番号は表示されない。

Adjustment	badges：ノードにグレードが追加される

と対応するバッジが右下に表示される。表示されるバッ

ジの数はカラースペースラベルがあるかどうかとノード

エディターの表示倍率で異なる。表示領域にバッジが収

まらない場合には、下向きの矢印が表示される。

Color	Space	labels：ノードの処理が RGB 以外の色空

間を使用すると、左下にそれを示す YUV のような三文

字のラベルが表示される。

ノードにはデフォルトで 12 文字のテキストを追加表

示できる。後日の改訂作業ではノードに加えた処理を簡

潔にラベルしておくことで、ノードの役割を判別しやす

くなる。ラベルを加えるには、ノードを右クリックして

Change Label を実行する。

ノードの選択
選択されているノードは、アウトラインがオレンジ色

で表示される。同時に選択できるノードは一つに限定さ

れる。パラメータを調整すると、現在のノードに保存さ

れる。

ノードを選択するには、マウスからダブルクリック

を行う。別の方法は、Key ボードショートカットで次の

ノード（Option+Shift+’）か前のノード（Option+Shift+;）

である。この時の順番はノードに振られているノード番

号になり、Corrector ノードだけではなくミキサーなど

のノードも対象になる。

現在のノードは一つしか表示できないが、操作の対象

を複数にしたい場合には選択は複数できる。Command

キーを押しながらノードをクリックするか、選択モード

で四角いエリアを描いてそれに触れたノードが選択され

る。

タイムラインのカットを切り替えた時に、どのノード

が選択されている状態になるかは、Preferences ＞ User

＞ Color ＞ General Settings から Switching clips で指定

できる。

ノードのバイパス
ノードに加えた効果を確認する時に、一時的にノード

を無効化できると便利なケースがある。無効化したノー
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ドは、レンダリングの対象から外れる。

単一のノードの無効化は、ノード番号をクリック

することで実行できる。Key ボードショートカットは

Command+D である。カットに含まれるすべてのノー

ドの無効化は Option+D が使用できる。さらに、タイム

ライン全体を無効化するには Shift+D か、ノードエディ

ターパレット左上のボタンから実行できる。

ノードのリセット
現在のグレードに満足できないので最初からやり直し

たい場合、ノードのリセットはいくつかの方法がある。

Color メニューにあるリセットは、次のような三種類の

タイプがある。

Reset	Selected	Node	Grade：選択している現在のノー

ドに対してだけリセットをかける。（Shift+Home）

Reset	Grades	and	Keep	Nodes：ノードツリーの構成

は変更せずそのままで、各ノードのグレードをリセット

する。（Shift+Command+Home）

Reset	All	grades	and	Nodes：デフォルトの状態に戻

すので、複数あったノードは単一となり、グレードもす

べて破棄される。（Command+Home）

カットに加えたグレードは Undo をかけることで一つ

前の工程に戻ることができるが、次の二種類の方法は、

Undo をかけずに元の状態に戻すことができる。

Preview	Memory：Grab Still したスチルの中から複数

の設定を現在のカットに当てはめてみたい時に有効な機

能である。タイムラインのカットを選び Option+Shift+P

で Preview Memory を有効にしてから、スチルを選択

して Add Grade を実行するかマウスをミドルクリック

する。適用したグレードが満足できない場合には、再

度 Option+Shift+P を実行すると元に戻すことができる。

スチルを一つだけ試す場合は Undo で戻る方法でも変わ

りはないが、試したいスチルが多数ある場合には、一括

して試したグレードをリセットできる。

Original	Memory：タイムラインでカットを切り替

え た 時 の 状 態 を 記 録 し て い る レ ジ ス タ ー が Original 

Memory である。あるカットに切り替えてグレードの試

行錯誤を繰り返した場合、加えたグレードを破棄したく

なったら Option+Shift+O でオリジナルメモリーに戻す

ことができる。以前にある程度のグレードをセットして

あり、さらに調整を加える試行錯誤の場合に効果的に使

える。

ノードの追加
作成できるノード数に上限はなく、自由にノードは追

加することができる。追加する際は現在のノードに連結

するように追加する方法と、他のノードとは独立して接

続なしで作成する方法がある。前者は既存のノードを右

クリックして、その中からタイプを指定してノードを追

加する。後者は、ノードエディターのバックを右クリッ

クして Add Corrector を実行する。

現在のノードの後ろに連結：新規シリアルノードが接

続される（Option+A）

ノードツリーの末尾に追加：ツリーの末尾にシリアル

ノードが追加される（Option+K）

現在の手前に連結：現在のノードのひとつ手前に、シ

リアルノードが割り込む形で追加される（Shift+A）

現在のノードに並列で追加：現在のノードと並列関係

を持つノードを追加する（Option+P）

現在のノードにレイヤーノードを追加：現在のノード

と並列にレイヤーノードが追加される（Option+L）

アウトサイドノードを追加：現在のノードの次に RGB

と Key チャンネルの両方が接続されたノードが追加さ

れる。追加されたノードのマスクはインバートされる。

（Option+O）

ノードを使用する時には、一部をジオメトリックな領

域を作成してマスクを併用することが多い。このような
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ケースでは、ノードを作成したと同時に Window も作

成できると便利である。Node メニューには四つのタイ

プがある。

Add	Serial	Node	+	CPW：シリアルノードと Circular 

Power Window を追加（Shift+C）

Add	Serial	Node	+	LPW：シ リ ア ル ノ ー ド と Linear 

Power Window を追加（Shift+Q）

Add	Serial	Node	+	PPW：シリアルノードと Polygonal 

Power Window を追加（Shift+G）

Add	Serial	Node	+	PCW：シ リ ア ル ノ ー ド と Power 

Curve Window を追加（Shift+B）

ノードの削除
不要なノードがある場合は、削除して完全に効果を使

えなくできる。削除するには、Key ボードから Delete キー

か、右クリックから Delete Node を実行する。ノード

が削除されると前後のノードが自動的に接続されて、ツ

リーが途切れないように処理される。

また、ノード番号は削除された番号が欠番にならない

ように、自動的に変更される。

ノードの接続と解除
ノードツリーのすべてのノードは、入力から出口まで

途切れることなく接続されていなければ、グレードが無

効になる。ツリーを構成する途中では、接続を一時的に

解除してその後再接続することができる。

接続するには、RGB もしくは Key の Output から別の

ノードの Input にドラッグする。接続を解除するには、

そのラインを選択してキーボードから Delete を実行す

る。すでに接続されているリンクがある場合、別の IN/

OUT からリンクをドラッグすることで接続を上書きす

ることができる。

ノードに付属する IN と OUT のコネクターは、IN へ

は必ず一本しか接続できないが、OUT からは複数の接

続をリンクすることができる。

ノードの抜き出し
複数のノードが接続済みのノードツリーの中から、ひ

とつだけその中からノードを抜き出すことができる。

キーボードショートカットは E キーである。抜き出され

たノードは独立した Corrector ノードとなり無接続にな

る。抜き出されたノードがあった場所の前後のノードは

リンクを維持するために、自動的に接続される。

ノードの挿入
独立している Corrector ノードを接続ができているリ

ンクの間にドラッグすることで、ノードの中間に挿入す

ることができる。ドラッグしてカーソルがラインの近く

に来ると緑のプラスマークが現れるので、そこでマウス

ボタンをリリースすると挿入が完了する。

ノードの順番を変更
ノードの順番はグレードの結果に重要な影響を与え

る。リンクされているノードを入れ替えるには、現在の

ノードを Command キーを押しながら入れ替えたいノー

ドにドロップする。ノード番号は変更後も変わることが

ない。

入れ替えるのではなくあるノードをツリーの別の

部分に移動するためには、一旦ノードを Extract して

Corrector ノードにする。そのノードをドラッグして目

的のツリーの部分に挿入すると、結果的に移動したこと

になる。

Compound ノード
カットの中でノード数が多くなると、それに応じて

ノードツリー全体が複雑になりはじめる。たいていの

ケースでは、ノードが増えるとある目的に向けた処理

は複数のノードを組み合わせて構成していることが多

い。Compound ノードはこのような、複雑になった

ノードツリーのパートごとを単一のノードにまとめる
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機能を持つ。Compound ノードを作成するには、構

成するすべてのノードを複数選択して、右クリックか

ら Create Compound Node を 実 行 す る。Compound

ノードを解除する時も右クリックからメニューを開き、

Decompose Compound Node を実行する。

Composund ノードに変更した後も、その内部で構成

しているノードごとの設定変更は継続できる。それには

Command キーを押しながらノードをダブルクリックす

るか、右クリックから Show Compound Node を実行す

る。これにより、ノードエディターが切り替わり、パ

レット下には Compound ノードへのパスが表示される。

変更が完了したら、このパスのトップレベルをダブルク

リックすると元のノードエディターに表示が戻る。

Compound ノード内の編集において、追加のソー

スやアルファの入力、ソースやアルファの出力を複

数追加できる。これにより複雑な内部処理ができる

Compound ノードを構成できる。

Compound ノードになった単一ノードは、これに対

して通常のようにグレードを加えることができる。また、

Compound ノードを含んだノードツリーを、さらに別

の Compound ノードとして入れ子にすることもできる。

ノードの識別
各ノードで加えている処理はノードの右下に表示され

るバッジで概要を知ることはできるが、もう少しその詳

細を知ることもできる。それにはカーソルをノードの上

に置いてしばらく待つと、ポップアップでグレードの内

容がリスト表示できる。

ノードに加える LUT
Log エンコードされたメディアファイルは、そのファ

イルを記録したカメラに最適化された LUT を使用する

ことが多い。Resolve では LUT の使用を Project Settings

で一括管理することもできるが、カットごとにさらに

ノード単位で LUT を適用することができる。LUT を適

用した後の映像は、リニアライズされて 32bit 浮動小数

点処理が行われる。

ノードで LUT を使用する利点は、もし映像がレベル

オーバーになっていた場合、LUT をあてる前に適正なレ

ベルに抑えることで LUT 処理によるクリップを回避す

ることができる。

Resolve で使用できる LUT 形式は 1D、3D をはじめ、

CLF（Common LUT Format） や CTL（Color Transform 

Language）に多少の改良を加えた DaVinci CTL 形式も

使用できる。

ノード処理の順序
Resolve でのグレードをさらに注意深く進めたい場合

には、イメージプロセスのパイプラインがどのような順

序で処理されているかを知ることが、それに対して役に

立つだろう。ユーザーマニュアルに記述されているよう

に、ノードツリーの中での処理に加えて、事前処理と事

後処理の三つのパートに別れている。（次ページ参照）
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シリアル、パラレル、レイヤー
ノードエディターにデフォルトで用意されているシリ

アルノード、複数のマスクを同時に並行して加える時に

使われることの多いパラレルノード、画像処理ソフトウ

エアでポピュラーになっているレイヤー機能が使える

ノード。これらの基礎を抑えることで、Resolve でのノー

ドワークの大半はカバーできるに違いない。

シリアルノードの構造

最も単純なノード構造で、ノードツリーの中で直列に

接続される。シリアルノードは直前のノードの結果をす

べて引き継いで、必要に応じてマスクのための Key も

受け取ることができる。シリアルノードに限らずノード

の出力からの RGB もしくは Key が持つ値は、完全に次

に引き継がれる。0 から 1 のレベルを超える値を持つ場

合でも、個別のノードで見るとクリップしているように

見えても、広いラチチュードのデータを内部に維持して

いるので、基本的にはクリップがかかることはない。

シリアルノードの順番をスワップ機能などを使って入

れ替えるには、シンプルな操作によって結果に反映でき

る。たいていのケースでは順番を入れ替えることで、総

合的なグレード結果は別のものになる。また、順番の違

いによってコントラストの足りない結果を招くような劣

化に繋がるケースもあることを知っておくべきである。
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パラレルノードの構造
Corrector ノードを並列に並べて、それらの入力は前

にあるノードの出力から共有することで、パラレルノー

ドは構成できる。並行して処理したノードの出力は、す

べてパラレルミキサーでまとめられる。Window で複数

パートに領域を加える場合に、相互に共通する部分が

あると、シリアルノードを使用すると重なった部分に

不具合が生じるためパラレルノードが使用される。こ

れにより、Window を処理する際に、他のノードの持つ

Window に与える影響に縛られることがなくなる。

パラレルノードの動作を確認するためには、グレーの

背景に三つのノードを使用して互いに重なる部分を設け

た Window を配置して、その出力を確認すると理解が

深まるだろう。重なった部分は光学処理を加えた時のよ

うに、私たちが期待したような光の混合ができているこ

とがわかる。

レイヤーミキサーノードの構造
ノードの配置はパラレルノードと同じコンポーネント

で構成されるが、レイヤーモードには二つの異なる点が

ある。ひとつは接続されているノードに優先順位が与え

られている点である。Photoshop のレイヤーは後から

加えられると上に重ねられ、優先順位は上の方が高く

なるので下に置かれたレイヤーは隠されることになる。

Resolve のレイヤーミキサーも基本的にはこれと同じ仕

組みで、ただ下側に接続されたノードの方が優先順位が

高くなる。二つ目の異なる点は、パラレルノードはノー

ドの重なる部分の混ぜ合わせ方はいつも同じだったが、

レイヤーミキサーではコンポジットモードとして任意に

変更することができる。

レイヤーミキサーを使用している場合、各ノードが
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どのような結果をもたらしているかを確認するために

は、ビューワにあるハイライトスイッチを有効にする

と、選択しているノードだけが Solo 表示できる。ま

た、レイヤーの優先順位を瞬時に入れ替えるためには、

Command キーを押しながら別のノードにドロップする

ことで、瞬時にスワップを実行することができる。

使用できるコンポジットモードは、Edit ページでカッ

トに加える時に使用できるタイプと同じである。加算や

減算、スクリーンなど画像演算を使った馴染みのある合

成を、現在のノードと一つ下位にあるノードとの間で処

理される。単純なミックス処理以外の条件によって異な

る結果が得られる効果があるので、エフェクト処理の中

で使用されることも多い。

レイヤーノードで加えられる画像の混合比率は、セン

ターパレットにある Key パレットの Key Output パラメー

タで調整できる。レイヤーの透明度に相当するこの値に

より、コンポジットモードと連携した微妙な画像処理が

行える。

パラレルとレイヤーの相互変換
パラレルノードとレイヤーミキサーノードは、その配

置関係は同じであるため、両者は相互に機能を入れ替

えることができる。並列ノードを束ねているミキサー

を右クリックすると、Morph Into Layer Mixer Node か

Morph Into Parallel Node がメニューの中で確認するこ

とができる。

ノードで使うマスク機能
ノードで使用するマスクは、グレードの対象を分離す

るときによく使用される。あるノードで作成したマスク

は Key として出力させて、別のノードで再利用するこ

とができる。Key 出力から集められた複数の Key は単一

のマスクとして再構築させることもでき、専用のコンバ

インツールが用意されている。

Outside ノード
あるノードにマスクを作成して一部分だけに対してグ

レードを加えた場合、このノードに Outside ノードを追

加すると、マスクが反転したノードが作成される。接続

のためには RGB チャンネルに加えて、マスクを次のノー

ドに送るための Key チャンネルも同時に接続される。確

認のため Outside ノードの Key パレットを開くと、Key 

Input が Invert されていることがわかる。この仕組みか

らわかることは、Outside ノードは Node メニューなど

から追加しなくとも、シリアルノードを追加して二つの

チャンネルを接続して、その後 Key を Invert すると再

現することができる。

別ノードへのキーの接続
ノードで加えるグレードは RGB チャンネルの情報を

基にして処理されるが、その対象を限定するマスクを作

成するためには、RGB から得たピクセルの値から加工を

加えなければならない。このような事情があるので、精
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度の高いマスク処理を加える場合には RGB チャンネル

とはまったく別のラインでマスクのための加工を並行し

て進めていくことがある。

マスクが完成したところで、RGB チャンネルのライン

の中にあるノードの Key 入力に対して接続することで、

グレードを部分的に限定するための精巧なマスクが合成

できるようになる。

RGB と Key の接続
通常は RGB チャンネルには他のノードからの RGB

チャンネルを接続するが、マスクの加工を目的とするよ

うなケースでは、RGB から Key もしくは Key から RGB

への接続をすることもある。作成したマスクはノードエ

ディターから Alpha Output を追加することで、他のカッ

トとの間でコンポジットを形成する用途で使用すること

ができる。

外部マットの使用
マットは Media Pool で素材をインポートする時に、

通常のクリップとは異なるタイプとして指定すること

で、ノードエディターから特別な用途で使えるようにな

る。ノードエディターにマットクリップを加えるには、

接続したいノードで右クリックして Add Matte からファ

イルを指定する。追加されたノードは番号の代わりに

Ext. Matte と表記され、ノードへの入力はなく Key 出力

が 4 個、RGB 出力が 1 個付属する。

Ext.	Matte	Key 出力：4 個ある三角形のコネクタは

Key 出力で使用できる。4 個の出力から何が出力される

かは、ソースメディアに含まれている RGBA チャンネル

の構成により異なる。ソースにアルファチャンネルが含

まれている場合には、1 番目から YRGB の順で出力され

る。アルファチャンネルがない場合には、一番目の出力

はスクリーン全体が白で埋められたマットになる。ア

ルファチャンネルが含まれるかに関わらず、オプショ

ンとして 1 番目の出力へ RGB チャンネルから生成した

LUMA を送り出すことができる。これは右クリックから、

Use Luma for Alpha Output を選択する。

Ext.	Matte	RGB 出力：マットノードに含まれる RGB

チャンネルが出力される。

外部マットを使ったグレードの制限
レンダリングしたフォアグラウンド映像のように、明

確にバックグラウンドを分離できるようなマスクを生

成できるケースでは、外部マットとして Resolve にイン

ポートしておくことでグレードを目的のエリアにだけ正

確に適用できる。

外部マットを加えたいノードで右クリックして目的の

ファイルを追加しておき、グレードを加えたいノードを

選択しておく。ここで加えるグレードは、外部マットに

よって分離された領域になることが保証される。もしマ

スクで指定した領域の反対側をグレードの対象にしたい

場合は、追加で Outside ノードを使用することで、次の

ノードでは反転した領域がグレードの対象となる。

外部マットのノードを選択した状態で Key パレット

に切り替えると、通常とは異なるパラメータが調整で

きるようになる。パネル内の操作を有効にするために
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は、Lock Matte のチェックを外しておく。Lock Matte

が 有 効 の 場 合 は、Freeze と Loop だ け が 変 更 で き る。

Transform 部では Sizing パレットとは独立した位置やサ

イズ、ローテーションが修正できる。さらに垂直と水平

方向のフリップ機能も装備されている。クリップの時間

軸の同期がズレている場合は、Offset パラメータで前後

のフレームへスリップを加えることもできる。

OpenEXR ファイルを外部マットで使用した場合には、

ダブルクリックからソースメディアに含まれている複数

のアルファチャンネルのどれを使用するかを選択するこ

とができる。

KeyMixer
複数の Corrector コードで作成したマスクを、単一の

マスクに合成するために使用するのが Key Mixer である。

例えば、映像の中の赤いシャツと青いシャツの部分だけ

色を残して、それ以外の背景をモノクロにしたい。この

ようなパートカラー処理では、一度の Qualifier 処理で

二種類の色を同時に選択することは困難である。この場

合の対策の一つとしては、個別のノードで部分的なマス

クを作成しておき、それを Key MIxer でひとつにまとめ、

最終的にパートカラーの処理を行うノードの Key In に

接続する。

Key Mixer の利点は、受け付ける Key In の入力数はい

くつでも追加できること。集められた複数の Key は加

算だけではなく減算することもできる。などがある。そ

の際のオプションの設定は、Key MIxer を選択している

状態で Key パレットに切り替える。通常の設定内容と

は下記のように異なっている。

Input	Link	#：入 力 数 に 応 じ て Input が 用 意 さ れ、

Gain と Offset が個別に調整できる。また Key の Invert

と加算と減算のためのボタンも個別に用意されている。

Total	Gain ／ Total	Offset：まとめられたマスクはさ

らに全体の Gain と Offset を調整できる。

三種類の Key パレット
センターパレットにある Key パレットは、Corrector

ノード、Ext. Matte ノード、Key Mixer の三種類のどれを

選択しているかで機能に違いが出る。これ以外のタイプ

のパラレルミキサーとレイヤーミキサーには、Key 設定

の機能は持っていない。

カラーチャンネルの操作
DaVinci Resolve は YRGB チャンネルを使って色の内部

処理を行うが、ノードエディターの機能を使うことで

RGB 処理ではなく、異なるカラースペースに変更するこ

とができる。また、通常グレードは RGB 三つのチャン

ネルが同時に対象となるが、チャンネルを分離して処理

を行うこともできる。

ColorSpace を変更する
ノードを右クリックすると Color Space メニューがあ

るが、そのサブメニューにはデフォルトの RGB に加え

て、YUV、HSL、LAB も選択できる。Resolve の Color ペー

ジにある各種コントローラーは RGB のパラメータを個

別に調整できるものが多く備え付けられているが、ノー

ドの Color Space を一時的に変更した場合には RGB では

なく、別のコンポーネントがコントローラーの調整対象

となる。
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例えば Color Space を YUV に変更した場合には、R コ

ントローラーは Y に、G コントローラーは U に、B コン

トローラーは V に置き換えられる。HSL や LAB でもこ

の順序で置き換えられる。

さ ら に ノ ー ド エ デ ィ タ ー の メ ニ ュ ー に は Enable 

Channel1 から 3 の項目もあり、デフォルトではチェッ

ク が 付 い て い る。 こ の チ ェ ッ ク を 外 す こ と で RGB、

YUV、HSL、LAB の三つのチェンネルのどれかを無効に

することができるので、コントローラーの調整対象から

外すことができる。

チャンネルを分離する
ノードでのグレードを RGB チャンネル同時ではなく、

R だけ、G だけのように分離することができる。これを

実行するためには Splitter と Combiner をペアで使用す

る。ノードを選択して Option+Y のショートカットを

実行すると、Node メニューから Add Splitter Combiner 

Node を実行したのと同じ結果になり、Splitter から三つ

の Corrector に分離された後に Combiner で一つにまと

められる。この時の三つの Corrector ノードのチャンネ

ルは、それぞれ RRR、GGG、BBB になっている。

先に説明した Color Space 変更を併用することで、三

つの Corrector ノードは異なるコンポーネントで処理す

ることもできる。

Splitter ／ Combiner ノードを使用するとチャンネル

を個別に処理できることから、プリズムビネット効果を

加えることができる。この効果はレンズ収差をあえて加

えるようなイメージになり、画面の周辺部ほどカラーレ

ジストレーションがズレたような映像を作成できる。

手順としては、Sizing パレットに切り替えてからモー

ドを Node Sizing にセットする。三つの Corrector のそ

れぞれで、Zoom パラメータを微調整すると RGB 個別

のズレが現れる。この状態では画面に均一なズレにな

るので、Window パレットからチャンネル毎に楕円の

Window を加えて画面の外側だけに効果がかかるように

調整する。

クロマキー処理
DaVinci Resolve では、カットの RGB チャンネルから

取得したマスクを、ノードツリーの Alpha 出力に接続

することで、フォアグラウンドとバックグラウンドに分

離することができる。これにより、タイムラインでその

カットの下に配置したビデオトラックとの間でコンポ

ジット処理ができ、クロマキーの合成で使用できる。

Qualifier を使った合成
まずはじめに Edit ページのタイムラインで、V1 トラッ

クにバックグラウンド、V2 トラックにフォアグラウン

ドの配置を作成する。Color ページに切り替えて、フォ

アグラウンドのカットを選択し、ノードエディターを

右クリックして Add Alpha Output を実行する。ノード
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の Key 出力と Alpha Output を接続しておく。フォアグ

ラウンドのキーアウトさせたいホリゾント部に対して、

Qualifier パレットの機能を使いマスクを作成する。まず

3D キーヤーを試し、効果が好ましくない場合には HSL

キーでも試してみる。3D キーヤーを使う利点は、フォ

アグラウンドに影響しているホリゾントの反射光を抑え

る機能である。下のスクリーンショットのように、3D

キーヤーの Despill を有効にするだけで、条件が良けれ

ばフォアグラウンドの被写体に写り込んだグリーンが除

去できることがある。

必要に応じてフォアグラウンドの色調整を加えるが、

この時バックグラウンドのカットに対して自動的に色を

合わせる Resolve の機能を試してみることができる。そ

れには、タイムラインのバックグラウンドのサムネイ

ルを右クリックして、Shot Match to this Clip を実行す

る。マスクの作成で不要な被写体が混ざっている場合は、

Window パレットからその部分を除外するガベージマッ

トを加えることができる。

OpenFX プラグインで合成を行う場合
サードパーティー製のキーヤーソフトウエアを使

用して、クロマキーなどの合成を行うことができる。

OpenFX パネルからプラグインをノードにドロップし

て設定を加えたら、ノードを右クリックして Use OFX 

Alpha にチェックを加える。これによりプラグインソフ

トウエア内で生成したマスクを Key 出力から取り出す

ことができる。

この場合、Qualifier パレットと Window パレットの

機能は使用できなくなる。Window を使う場合には、

Key Mixer で OFX プラグインの Key 出力と別のノードの

Key を結合する必要がある。
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バージョン管理
タイムラインに並んでいるカットに加えたグレード

は、必ずなんらかのバージョンに保存されている。バー

ジョンとはグレードを保存するためのレジスターで、

ローカルとリモートの二種類がある。

デフォルトはローカルバージョンが使用されるが、こ

れは Project Settings ＞ General Options ＞ Color ＞ Use 

local version for new clips in timeline にチェックが付い

ているためである。このチェックを外しておくと、新規

にタイムラインを作成した際のデフォルトはリモート

バージョンになる。

現在のバージョンを確認するためには、タイムライン

のサムネイルを右クリックして、Local か Remote のど

のバージョンにチェックがついているかでわかる。別の

方法としては、サムネイルの左下に表示されている文字

列をダブルクリックすると、Display Name、コーデック

名、バージョン名が切り替えられるので、ここでも確認

できる。

Local と Remote バージョン
Local バージョンはデフォルトで使用され、タイムラ

インのそのカットに対してだけ使用できる。カットに

加えた Local バージョンを上書きして変更しても、他の

カットへの影響は発生しない。

これに対して Remote バージョンは、Media Pool に

保管されているクリップに紐付けられるバージョンであ

る。このクリップを使用しているタイムラインのカット

で、同じ Remote バージョンを有効にしているカットの

全てでグレードが共有される。

Local バージョンを使用しているタイムラインのすべ

てのカットでは、あるカットに加えたグレードが他に影

響を与えない代わりに、グレードを再利用したい場合に

はその都度グレードをコピーしなければならない。例え

ば CM の 30 秒バージョンのタイムラインをグレードし

ていて、次に 15 秒タイプを別のタイムラインでグレー

ドすることになった場合、一般的には共通するカットに

おいては同じグレードを使用することが多い。

この場合、Local バージョンを使用すると、共通する

カットの数だけタイムラインを切り替える際に手動でコ

ピーすることになる。コピーした後に別のタイムライン

にグレードの変更を戻したい場合には、毎回グレードの

Media Pool Clip

Remote-1

Remote-1

Remote-1

Remote-1

Remote-1

Remot-1

Remote-1

Remote-1

Local-1

Local-1

Local-2

Local-1

Local-1

Local-2

Timeline-1

Timeline-2
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コピーが発生してしまう。

これを効率良くするために Remote バージョンは機能

する。複数のタイムラインで共通するカットがあり、そ

れらのカットでグレードも同じ状態を維持したい場合に

は Remote バージョンを使うことで、常に関係するカッ

トにおいて同一のグレードが共有される。

すべてのカットでは、Local と Remote のバージョン

を混在して使用することができるので、グレードを共有

するかしないかはいつの時点でも自由に変更できる。サ

ムネイルの下に表示されるバージョン名に（R）のマー

クがある場合には、それは Remote バージョンを使用し

ていることを示している。

タイムラインの中に同じ Remote バージョンを共有し

ている別のカットがある場合には、サムネイルの右下に

それを示すマークがそのカットが有効の時にだけ表示さ

れる。これは Media Pool に保存されているオリジナル

メディアが共通していることを意味しているので、ツー

ルバーの Clips ポップアップから Common Media Pool 

Clips でフィルタリングすると確認できる。

Remote バージョンは常にそれを共有しているカット

においてグレードを共有できるが、部分的なカットにお

いてはグレードを共有したくないケースもある。このよ

うなケースでは Local バージョンに切り替えるのが最も

効率が良いが、その除外したいカットが複数あって、そ

れらの小さなグループの中でもグレードを共有したい場

合には、Local ではなく二番目の Remote バージョンを

使うことができる。Remote バージョンは複数のカット

でグレードを共有するグループを、複数作成することが

できるのである。

MasterTimeline
DaVinci Resolve バ ー ジ ョ ン 9 ま で は、 自 動 的 に

Master Timeline が作成されていた。これはバージョン

10 以降で仕様が変更されたが、ユーザーの設定により

Master Timeline を有効にすることができる。

Master Timeline の最大の特徴は、Media Pool に保存

されているクリップをすべて含んだタイムラインを常に

維持していることである。編集やグレードが進行するに

つれて、追加のクリップをプロジェクトに加えた場合で

も、ユーザーが意識しなくても必ず Master Timeline に

はすべての Media Pool のクリップが含まれていること

が保証される。

さ ら に、Mster Timeline で 使 用 さ れ る バ ー ジ ョ ン

は、デフォルトでは Remote バージョンが使用される。

Project Settings で Local バージョンが新規タイムライン

にセットされるようにされていても、Master Timeline

では Remote バージョンが使用される。しかし、用途

によっては Master Timeline の特定のカットに対しては

Local バージョンを使用したくなることもある。そんな

時には、自由に切り替えながら使用することができる。

デフォルトで Master Timeline を有効にしたい場合に

は、Media Pool にクリップが一つも含まれていないプ

ロジェクトを新規作成した直後に、Project Settings ＞

General Options ＞ Color か ら、Automatically match 

master timeline with media pool にチェックを付けてお

く。

バージョンの便利な機能
グレードのバージョン機能はプロジェクトに含まれた

多くのカットにおいて、タイムラインやソースメディア

と関連づけて効率良くグレードを再利用するための仕組

みである。いつでも柔軟に Remote と Local、もしくは

Remote や Local の中でも設定を切り替えることができ

る。タイムラインのサムネイルを右クリックすると、バー

ジョンに関係するいくつかの便利な機能が収められてい

る。

Use	Local/Remote	Grades：タイムライン全体に対し

て、一括して Local もしくは Remote グレードに切り

替える機能である。切り替えた後は Remote もしくは

Local のデフォルトバージョンが使用される。

Copy	Grade：Copy Remote Grades to Local と Copy 

Local Grades to Remote の二種類あり、タイムライン全

体のカットに対してで実行される。コピー先のグレード

タイプでは、末尾にコピーしたグレードが追加される。

Delete	Unused	Versions：ローカルバージョンを選択

している場合限定で、これを実行すると現在選択されて

いるバージョン以外は削除される。

Delete	All	Versions：この機能は右クリックから表

示されるポップアップの中と、Local サブメニュー、

Remote サブメニューの合計三箇所から実行できる。

ポップアップから実行すると、Remote と Local のデフォ
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ルトバージョンの最も先頭にあるバージョン以外が削除

されるが、選択されているバージョンがある場合にはそ

ちらだけが残される。Remote と Local のサブメニュー

から実行した場合には、その時に選択しているバージョ

ンかあればそれが残り、なければデフォルトバージョン

が残される。

グレードのコピー
カットに加えたグレードを複製して他のカットでも再

利用する方法は、Resolve には多数用意されている。ま

たコピーの際のオプションも豊富にあり、目的とコンテ

キストに応じて柔軟に使い分けることができる。はじめ

に、コピーを実行する際にユーザーが指定できるオプ

ションについて確認する。これらは、Gallery パレット

の空白部を右クリックすると表示される項目の一番下に

位置している。

Copy	Grade:	Preserve	number	of	nodes：コピーした

ソースに含まれているノードの、最初から数えていくつ

を反映させないかを指定する。デフォルトは 0 で最初か

ら 0 個のノードを反映しないため、結果的にすべてを複

製する。

Copy	Grade:	Preserve	Camera	Raw	Settings： コ

ピーを反映させる対象となるカットに加えられてい

る Camera RAW は 維 持 さ れ る。 コ ピ ー 元 の カ ッ ト で

Camera RAW セッティングを行なっていても、コピー先

には設定が複製されない。

Copy	Grade:	Preserve	Input	Sizing：コピーを反映さ

せる対象となるカットに加えられている Input Sizing は

維持される。

Copy	Grade:	Preserve	Convergence：コ ピ ー を 反 映

させる対象となるカットに加えられている Stereo3D 

Convergence は維持される。

Copy	Grade:	Preserve	Floating	Windows：コピーを反

映させる対象となるカットに加えられている Stereo3D 

Floating は維持される。

Copy	Grade:	Preserve	Auto	Align：コ ピ ー を 反 映 さ

せる対象となるカットに加えられている Stereo3D Auto 

Align は維持される。

Copy	Grade:	 Preserve	Dolby	VisionTM	Analysis	

Metadata：Dolby Vision Analysis メタデータは、コピー

されたグレードから複製されない。

Copy	 Grade: 	 Preserve 	 Dolby 	 Vis ionTM	 Tr im	

Metadata：Dolby Vision Trim メタデータは、コピーさ

れたグレードから複製されない。

Clip グレードと Timeline グレード
ノードグラフにある Clip グレードと Timeline グレー

ドは、Grab Still を実行して保存した時と、それを別のカッ

トに再利用する際に影響を与える。

Clip グレードと Timeline グレード両方にグレードが

含まれている場合には、Grab Still を実行すると両方と

もに保存される。これを別のカットにコピーする場合、

そのノードグラフの表示が Clip になっていると Clip 部

が、Timeline になっていると Timeline 部だけがコピー

される。

キーフレームとコピーの関係

キーフレームを含むカットをコピーする場合には、

キーフレームパレットのポップアップによってコピーさ

れる項目が異なる。All では、Color と Sizing 共にコピー

され、Color ではカラー設定だけが、Sizing ではサイズ

設定だけがコピーされる。

キーフレームを含んだグレードをコピーする場合、

ペースト時に Gallery の右クリックから選択できる三つ

のオプションが使用できる。（Apply Grades Using）

No	Keyframes：キーフレームはペーストされない。

グレード設定はスチルが作成されたフレームに加えられ

ていたものがペーストされる。

Keyframes	aligning	Source	Timecode：コピーを実行

したソースカットのタイムコードがペースト先のカット

に含まれる場合にキーフレームが複製される。もしタイ

ムコードが見つからない場合は、ペースト先の先頭フ

レームからキーフレームが開始される。

Keyframes	aligning	start	frame	of	edits：コピーを実
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行したソースカットのキーフレームが、ペースト先の先

頭フレームから開始される。

マウスを使ったグレードのコピー
グレードのコピーにおいて、タイムラインのカット

同士、Gallery のスチルからタイムラインのカットへ、

Gallery のメモリからタイムラインのカットへ。これら

のコピーを最も簡単に実行する方法は、マウスのミドル

クリックを使用することである。

あらかじめコピー先のカットを選択しておき、カーソ

ルをコピーのソースに移動してミドルクリックすると、

一瞬でグレードのコピーが完了する。もしマウスにミド

ルクリックがない場合には、代わりに右クリックから

Apply Grade を実行することでも同じ結果が得られる。

コピーする際にコピーをペーストするタイムラインの

カットは、単一だけではなく複数のカットでもコピーは

実行できる。複数のカットを選択する方法は、Shift キー

を使った範囲選択か、Command キーを使った部分選択

が使用できる。

コピーフォワード
タイムラインのカットにグレードを加えるのは、一般

的には先頭のカットから順番に進めることが多い。そん

なケースでは、一番目のカットに加えたグレードを二番

目に簡単にコピーする方法も用意されている。キーボー

ドからイコールキーを押すことで、一つ前のカットのグ

レードをコピーできる。この時にマイナスキーを押すと

二つ前のカットからグレードをコピーできる。

メモリーを使ったコピー
メモリーはキーボードショートカットや Advanced コ

ントロールパネルのボタンを使って簡単にアクセスでき

る点を除けば、スチルストアとほぼ同じ機能を持つ。

Gallery ブラウザの上部にあるメモリバンクは、保存

されたグレードがどの文字に割り当てられているかが視

覚的に表示されている。

キーボードショートカットからの実行では、使用でき

るバンクは限定されている。Save は Option キ－を押し

ながら 1 から 8 のキーを、Load は Command キーを押

しながら 1 から 8 のキーで実行できる。保存済みのメ

モリーを削除するには、右クリックから Clear を実行す

る。

PreviewMemory
Preview Memory 機能を使用すると、スチルかメモリ

のグレードを一時的にタイムラインのカットに加えてみ

て、その結果により採用するか破棄するかを簡単に選択

できる。

まずタイムラインのグレードを試したいカットを選択

しておき、キーボードから Option+Shift+P を実行する。

次にスチルかメモリを右クリックして Apply Grade を実

行する。これによりグレードが適用されるが、結果に満

足した場合は別のカットに移動する。満足しなければ再

度 Option+Shift+P を実行し、これにより元の状態に戻

すことができる。この機能は、たくさんのグレードを切

り替えながら試したい場合に有効である。試行錯誤で

複数を試して Undo で元に戻るのは面倒だが、Preview 

Memory を使うと瞬時に確実に元に戻すことできる。

ノード末尾へ追加
すでにスチルやメモリに保存しているグレード全体

を、別のカットにあるノードの末尾に追加することがで

きる。

例えばグローを加える効果を保存しておくと、タイム

ラインのカットに基本的なグレードをセットした後に、

追加のエフェクトとして保存済みのグロー効果をカット

に対して追加することができる。この手法は事前に仕込

んだ効果をプラグインのようにブロックで追加すること

ができる。

これを実行するには、追加したいタイムラインのカッ

トを選択しておき、スチルかメモリーを右クリックか

ら Append Node Graph を実行する。別の方法として

は、スチルかメモリーをドラッグしてノードグラフの最

後にドロップすることでも実行できる。ドラッグの際に

Command キ－を押しながら実行すると複数のノードが

含まれている場合にはそれらが単一の Compound ノー

ドとして追加される。複雑なノード構成の場合には、ノー
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ド全体をシンプルに管理できる。Compound ノードは

後から、グループ化を解除することができる。

同一カット内でのノード設定のコピー
カットの中には複数のノードが含まれることが多い

が、その中のどれかを複製するにはノードグラフの中で

Option キーを押しながら、ノード設定を適用した別の

ノードにドロップする。これによりノードの中にあった

以前の設定は新しい設定に置き換えられる。

別の方法としては、ソースのノードを選択しておき、

Edit メニューから Copy を実行し、設定を送りたいノー

ドに選択を切り替えてから Edit メニューの Paste を実行

する。

DisplayNodeGraph の使い方
すでに Grab Still されているスチルに含まれている

ノードの中から、内容を確認しながら選択して現在の

カットの中のノードにコピーする場合には、Display 

Node Graph を使うことになる。

フローティングウインドウの中は、四つのコントロー

ラーが含まれている。このフローティングウインドウを

開いている間は、スチルの切り替えやコピー先の対象と

なるタイムラインのカットを自由に切り替えることがで

きる。コピーの元となるソースは、スチル以外にもタイ

ムラインのカットを指定することもできる。この場合は

フローティングウインドウを開いた後にソースを変更で

きない制限があるが、コピー先のカットは自由に切り替

えられる。

Clip ノードグラフ：ウインドウ上部のポップアップか

ら切り替えられ、デフォルトで表示されている。ウイン

ドウ内のノードをノードエディターのノードにドロップ

すると設定が上書きされる。ドロップ先がノードではな

くノードをつなぐラインの上の場合には、そのポイント

にインサートされる。

Timeline ノードグラフ：Grab Still した際に Timeline

ノードがあった場合には、ここに表示されてコピーに

よって再利用できる。

Clip パネル：パネルの中には四つのボタンがあり、グ

レード全体（Apply Color）、サイジング（Apply PTZR）、

ソース設定（Apply Source）、すべての設定（Apply All）

からコピーの対象を選択できる。

Node パネル：パネルの中には各ノード内で使用可能

な属性が表示されている。そこにあるチェックを On/

Off することで、コピー先に適用するかしないかを選択

できる。OpenFX と Window の属性では、Tracker を有

効にするかどうかのチェックも使うことができる。

グレードのリップル処理
タイムラインのあるカットの特定のノードに加えよう

としているグレードを、別のカットにも同じようにセッ

トできる機能がある。グレードのリップル処理は、この

ようにあるノードに対して加えたグレードをシンプルな

操作で複製できる機能である。コピーできるのは一つの

ノードに加えたグレードだけで、複数のノードにグレー

ドを加えた場合には、コマンドを実行する直前に選択さ

れているノードへの変更だけが対象となる。コピー先の

カットのノード構成は、コピー元の構成と基本的には同

じになっていることが望ましい。

まずはじめにタイムラインから目的のカットに切り替

えて、ノードエディタから変更を加えたいノードを選

択しておく。一連のグレードをセットしたらコピーを



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 166Color

反映させたい他のカットを Command キーか Shift キー

を押しながら選択する。そして、Color ＞ Ripple Node 

Changes to Selected Clips を実行する。

グレードのリップル処理は、グループ化したタイムラ

インの中のカットを対象にすると、さらに操作はシンプ

ルになる。上記のように元になるカットのノードにおい

てグレードを調整するが、このカットはどこかのグルー

プに属していることが前提となる。グレードがセットで

きたら、Color ＞ Ripple Node Changes to Current Group

を実行する。

ノードを他のカットの末尾にコピー
カットの特定のノードを、他のカットのノードツリー

の末尾にコピーすることができる。ソースとなるノード

はこれからグレードを加えるのか、以前にすでにグレー

ドがセットされていたかは関係ない。コマンドの実行直

前に選択されていたノードが重要である。

ノードを選択した状態で、タイムラインから Shift

もしくは Command キーを使って、ノードを追加し

たいカットをすべて選択しておく。そして、Color ＞

Append Node to Selected Clips を実行する。

グレードのグループ機能
カットにグレードを加える場合、同じ設定を使用する

他のカットが存在することは珍しいことではない。バー

ジョン機能を使うことで同じグレードを共有するカット

の集合を構成することができるが、グループ機能は任意

のカットを自由にグループに追加解除でき、グレードを

加える際のオプションもバージョン以上に柔軟に設計さ

れている。グループを構成すると、タイムラインでその

中の一つのカットを選択すると、サムネイルの右下にグ

ループを示すバッジが現れる。

グループの管理

新規にグループを構成するには、タイムラインでメン

バーになるカット全てをハイライトさせておき、その

中のどれかのカットを右クリックして、Add into a New 

Group を実行する。次に現れたウインドウの中でグルー

プ名を入力すると、メニューの中で使用される。すでに

グループに含まれていたカットを新規グループに登録す

ると、以前のグループから自動的に解除されて、新しい

グループにだけ所属することになる。

タイムラインに表示されたグループバッジは、グルー

プに関係しないカットに選択を切り替えた後でも、表示

は維持されて消えることはない。複数のグループが設定

されている場合には、目的のグループにはどのカットが

含まれているかを確認したい場合がある。その時はタイ

ムラインサムネイルを右クリックして Group ＞グルー

プ名＞ Load を実行する。これにより選択したグルー

プのバッジがサムネイルに表示され、このグループが

Current Group になる。

新規メンバーに加えたいカットがある場合には、はじ

めに目的のグループを Load しておいてバッジを表示し

ておく。追加したいカットを右クリックして、Add into 

Current Group を実行する。もしくは、Group ＞グルー

プ名＞ Assign to Group を実行する方法もある。

追加してカットがメンバーから切り離したくなった場

合には、タイムラインでカットを選択後、右クリックか

ら Remove From Group を実行する。

グループ自体の削除をすることも可能であるが、この

場合はグループの中でセットしていたグレードも同時に

削除されることに注意が必要である。

グループモードの使い方
カットをグループに追加すると、ノードエディター上

部には合計四つのモードが選択できるポップアップが

使えるようになる。グループには関係ない標準で使え

る Clip と Timeline に 加 え て、Group Pre-Clip と Group 
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Post-Clip が追加される。

Group Pre-Clip で加えたグレードはすべての処理の前

段で実行されるので、シーンのための出発点とする色調

整で使用する用途がある。Group Post-Clip は最終段で

加える処理のため、グループ全体のトーンを整える用途

で使用される。

グループ構成カットで Grab Still を実行すると、Group 

Pre-Clip と Group Post-Clip が使用されていた場合には

スチルの中に保存される。使用していない場合はスチル

には保存されない。

Undo はノードごとのスタックエリアに保存している

の で、Group Pre-Clip と Group Post-Clip ご と に Undo

が使用できることになる。

すでに Group Pre-Clip と Group Post-Clip を使ってグ

レードを加えていたが、グループからは外したい。その

際にグレードは維持してグループ解除したい場合には、

対象のカットを右クリックして Collapse Group Grades

を実行する。これにより、Group Pre-Clip は Clip ノード

の先頭に、Group Post-Clip は Clip ノードの末尾に追加

される形でグレードは維持される。

Version 機能と関連しての注意点として、Group Pre-

Clip と Group Post-Clip は Version 機能とは同時に動作

しない。

コントロールパネル

Advanced Control Panel は、Mac 版の DaVinci Resolve

がリリースされた当初から使われてきた。三つのブロッ

クから構成されており、目的の機能へのアクセスが瞬時

に行える利点がある。ポストプロダクションのシステム

として DaVinci Resolve が使われているケースでは、多

くのユーザーに支持されてきた。

2017 年に登場した Mini Control Panel と Micro Control 

Panel は、Blackmagicdesign 社の純正パネルとしてユー

ザーが待望してきた機能を搭載している。ユーザーから

の評価が高いのは、Advanced Panel 譲りのトラックボー

ルの使い心地ではないだろうか。マウスで操作するのに

比べると、トラックボールやノブにより小さな値の調整

がやりやすいところがアドバンテージである。

MicroControlPanel
パネル上部にはダイレクトコントロールノブが並んで

いる。その手前には三つのトラックボールとマスターコ

ントローラーに対応したリングもある。右側にはトラン

スポートと頻繁に使用するキーが並んでいる。

Micro Control Panel は AC 電源が不要で、USB ポート

から給電できる。Mac との接続はこの USB のみなので、

オンセットでのグレーディングではコンパクトな特徴を

活かした運用が可能になる。

MiniControlPanel
Micro Control Panel の機能に加えて、液晶ディスプレ

イとパレットセレクションボタンの組み合わせにより、

主要な Resolve のコントローラーにアクセスできるよう

になっている。ただし、Advanced Control Panel ででき

るすべてのコントロールには対応していない。

電源は AC 駆動になるので、オンサイトでの使用の際

は注意が必要である。Mac との接続は USB かイーサネッ

トを選択できる。
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DaVinci Resolve は 今 や 単 な る カ ラ ー コ レ ク

ションだけのためのアプリケーションではな

く、カラーグレーディングに加えてエフェクト

や映像の部分的な修正もその守備範囲となっ

ている。ResolveFX はバージョン 14 で強化さ

れたプラグイン機能で、OpenFX をベースと

したエフェクトが充実している。サードパー

ティ製のプラグインを追加することでさらに

Resolve を強化することもできる。

憎しみは人間を生かし、力を与える。

〜 ベン・ハー

ResolveFX
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OpenFX は、The Foundry の Bruno Nicoletti 氏によっ

て設計された、2D ビジュアルエフェクトのプラグイン

についてのオープン規格である。イメージデータの入出

力、ユーザーからのパラメータの受け取り、マルチスレッ

ド処理、Open GL の制御などのコンポーネントを持っ

ている。この規格に基づいてビルドされたプラグインは、

OpenFX 対応の環境で動作が保証されている。

ResolveFX と OpenFX
ResolveFX は、DaVinci Resolve 出荷時に組み込まれて

いるプラグインである。大半の ResolveFX プラグインは

リアルタイム再生に最適化されており、エフェクトの

セッティング中でもその結果を瞬時に確認できる。もし

高解像度やプロセッサパワーが低い場合には、Cache 機

能を併用してコマ落ちのない再生を実現することができ

る。Smart Cache はノード単位で有効にできるので、設

定が完了して Cache が終了していればリアルタイム再

生が維持できる。

OpenFX は、様々なアプリケーションにクロスプラッ

トフォームのビジュアルエフェクトプラグインを開発で

きるようにするための、オープンな開発環境である。主

要なサードパーティ製品には、GenArts Sapphire、Boris 

Continum Complete、Red Giant Universe、NewBlue 

TotalFX などがある。OpenFX プラグインのインストー

ルはベンダー独自の方法で導入され、Color ページと

Edit ページの OpenFX パネルにリストされる。

Color ページでOpenFX を使うには
Color ページのツールバーから OpenFX をクリックす

ると、ノードエディター右側に OpenFX パレットが表

示される。Library と Settings のパートがあり、Library

ではベンダーとコレクションがグループ化されている。

Settings では適用したプラグインに関係するパラメータ

を調整するためのコントローラーが表示される。

目的のプラグインを見つけるには、Library の中から

スクロールして項目名から探す方法と、パレット上部に

ある検索フィールドに目的の項目名の一部の文字列を入

力する方法がある。頻繁に使用するプラグインがある

場合には、Library のリスト名の右側にある星マークを

クリックすると Favarites に追加される。オプションメ

ニューから Favorites に切り替えると追加してあるお気

に入り項目だけがリストアップされる。

OpenFX リストの中からプラグインを適用するには二

つの方法がある。一つ目はプラグイン項目をノードにド

ロップする方法で、二つ目がノードツリーのライン上に

ドロップする方法である。前者はプラグインの効果が、

ノードに適用されている他の調整項目と連続して加えら

れる。後者はプラグインをドロップしたライン上に新規

のノードが追加され、OpenFX のスタンドアローンノー

ドとして動作する。スタンドアローンノードでは、Key

入力を持たず追加の RGB チャンネルを持つので、ノー
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ResolveFXBlur
このカテゴリーにはタイプの異なるブラーのプラグイ

ンが含まれる。

BoxBlur

低品質からとても柔らかい品質までのぼかし効果が得

られる。縦横にラインが出るのが特徴。

ドツリーの入力以外からの RGB ソースを使用すること

ができるようになる。

ノードに加えられる OpenFX 項目はひとつに限定さ

れ、別の項目をドロップすると以前に加えられた効果

は新しいものに置き換えられる。追加してある OpenFX

項目を無効にするには、Settings パレットからプラグイ

ンのスイッチを Off にすることでバイパスできる。完全

に項目を外して削除するには、ノードを右クリックして

Remove OFX plugin を実行する。

OpenFX プラグインの Settings パレットは、そのパラ

メータが多いためすべてが収まり切らないことが多い。

その場合には、Workspace メニューの Viewer Mode か

ら Full Screen Viewer を使うとスクリーンを広く使うこ

とができる。拡大されたビューワに加えて縦方向に拡張

されたパレットにより、関係するパラメータをスクロー

ルすることなく表示できるようになる。

OpenFX のタイプによっては、Viewer の中でエフェク

トのポジションや大きさなどを調整できるものもある。

その場合には左下のポップアップから OpenFX Overlay

に切り替えるとコントローラーが VIewer 内に表示され

る。

ポ ジ シ ョ ン の パ ラ メ ー タ を 持 つ OpenFX で は、

Resolve の Tracker を使ってオブジェクトの位置を自動

的に追跡して、そこから得られたトラッキング情報をエ

フェクトに適用することができる。Tracker パレットの

ポップアップから FX に切り替えて、追跡したい部分に

マーカーを追加してトラッキングを実行する。

ResolveFX
Resolve に は リ ア ル タ イ ム 再 生 に 最 適 化 さ れ た

OpenFX ベースのプラグインが搭載されている。この

ResolveFX のすべてのエフェクトを使うためには有償の

Studio のみが必要になるが、無償バージョンでも使用

可能なものもある。

ResolveFX には二つのタイプがあり、CPU ベースと

GPU ベースである。使用環境の Mac に高いパフォーマ

ンスの GPU がインストールされている場合には、CPU

ベースに比べて高いリアルタイム性能が得られる。

すべての項目には Blend パラメータがあり、加えられ

た効果をオリジナルとブレンドすることで、その強弱を

調整することができる。
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るエフェクトである。

Gang：外すことで縦と横を分離して調整できる。

Border	Type：前項と同じである。

LensBlur（Studio のみ）

光学レンズのぼかしを高品質でシミュレーションす

る。パラメータの調整によりさまざまなぼけを表現でき

る。絞りの羽枚数の違いや球面収差補正、レンズの錯乱

円などを表現する。

Iris	Shape：カメラの絞りの枚数に合わせた多角形の

形状を指定できる。Triangle（三角形） Square（四角形）

Pentagon（五角形）Hexagon（六角形）Heptagon（七

角形）Octagon（八角形）から選択できる。

Number	of	Iterations：ぼかしの滑らかさを調整でき

る。1 から 6 までの整数で設定でき、1 が最もぼかしが

小さくなる。

Horizontal	/	Vertical：ぼかしの方向を水平と垂直で個

別に調整でき、Gang のチェックボックスで両者を同時

に設定できる。

Border	Type：画面の外周に加えられるぼかしを選択

できる。Black は黒とブレンドされるため外周部にビネッ

トのような暗部が加えられる。Replicate は近辺のピク

セルを複製して埋められる。Reflect は近辺のピクセル

を反転して使用する。Wrap-Arround は近辺のピクセル

を使って巻き付け処理を加える。

DirectionalBlur

単一の角度に制限したぼかし効果が得られる。

Blur	Strength：ぼかしの強度を指定する。

Blur	Angle：角度の指定で、0 から 180 までの小数で

指定する。

Border	Type：前項と同じである。

GaussianBlur
釣鐘型の曲線になるガウス関数を利用してぼかしを得

Blur	Strength：全体のぼかし量を調整する。

Blade	Curvature：選択したアイリスシェイプのエッ

ジを丸めることができる。

Rotation：シェイプが現れる角度を調整できる。

Anamorphism：アナモフィックレンズで作成された

レンズボケと一致するように、このエフェクトのアスペ

クト比を調整する。

Chroma	Shift：ぼかし効果の中で色収差をシミュレー

トする。

Highlights：イメージのハイライトがスムースストレ

ングスの高さに応じて、イメージのぼかし、拡大、ぼか

しにどの程度影響するかを調整する。

MosaicBlur

匿名の目撃者の顔を隠すのに適した、シンプルでピク

セル化されたぼかし効果。

Pixel	Frequency：各ピクセルのサイズを調整し、ピ

クセルの結果のグリッドの密度と解像度を決定できる。

Smooth	Strength：隣接するピクセルのエッジをぼか

すことができる。

Border	Type：前項と同じである。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 172ResolveFX

RadialBlur

イメージが中心点を回転するようなモーションブラー

をシミュレートする。

Smooth	Strength：どれくらいのぼかしを適用される

かを調整する。

X/Y	Position：ぼかしの中心を設定する。

Border	Type：前項と同じである。

ZoomBlur

カメラが被写体に向かって移動するようなモーション

ブラーをシミュレートする。

Smooth	Strength：どれくらいのぼかしを適用される

かを調整する。

X/Y	Position：ぼかしの中心を設定する。

Border	Type：前項と同じである。

ResolveFXColor
Color ページのパレットには色調整に関する高機能な

ツールが用意されているが、ResolveFX Color はそこに

はない独自の機能が備えられている。

ColorCompressor（Studio のみ）
ある範囲の色を、単一のターゲットカラーに向かって

圧縮する機能を持つ。均一に見える色でもピクセルに拡

大すると、Hue、Saturation、Luminance にバラつきが

あり値に幅があることがわかる。この幅をターゲット

カラーに合わせて狭くする（compress）ことができる。

ターゲットカラーへのカラーシフトは画面全体が対象に

なるので、一部の色だけを対象に限定したい場合には、

Qualifier と併用することになる。

図のようなオレンジの映像で、印象を夏みかんのよう

な黄色が強い色に変更したい場合に Color Compressor

が使用できる。カラーピッカーで黄色みの強い部分を

使って Compress Hue パラメータだけを調整すると、オ

レンジ色の部分が全体的に黄色方向にシフトできる。

Target	Color：ここをクリックすると macOS のカラー

ピッカーウインドウが現れるので、RGB や HSL などで

数値を正確にしていした目標色を指定できる。右側にあ

るスポイドを使えば、Viewer から目標色を指定できる。

スポイドでピックした後にカラーピッカーウインドウで

微調整することもできる。

Compress	Hue：ターゲットの Hue に向けて位相が調

整される。1.0 で完全に目標値と同じ Hue に変換される。

Compress	Saturation：ターゲットの Saturation に向

けて値が調整される。1.0 で目標値と同じ Saturation 値

に変換される。
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Compress	Luminance：タ ー ゲ ッ ト の Luminance に

向けて値が調整される。1.0 で目標値と同じ Luminance

値に変換される。

ColorSpaceTransform
このプラグインは LUT を使う処理とは異なり、クリッ

ピングの発生しない Resolve Color Management（RCM）

と同じ演算で入力から出力に変換する。

入力色空間、入力ガンマ、出力色空間、および出力ガ

ンマを設定できる 4 つのポップアップメニューが表示さ

れ、入力設定から出力設定への変換をノードで行うこと

ができる。 このフィルタを使用するには、RCM を有効

にする必要はない。

色域を大幅に拡大または縮小するワークフローにおい

て、Gamut Mapping と Tone Mapping を併用することで、

クリッピングを抑えることが可能になる。

Tone	Mapping	Method：Simple を選択すると、ハイ

ライトとシャドウを圧縮または拡大できる。100nits か

ら 5500nits の間をマッピングするので、5500nits 以上

の HDR ソースから SDR へのマッピングではハイライト

がクリッピングすることがある。Luminance Mapping

を選択すると、カスタマイズされたカーブ操作でガンマ

の最大値を有効にすることができる。

Use	Custom	Max.	Input：チ ェ ッ ク を 入 れ る と Max. 

Input (nits) が有効になる。

Max.	Input	(nits)：Max. で設定した値に再マップする

参照最大ルミナンス値をセットできる。

Use	Custom	Max.	Output：チェックを入れると Max. 

Output (nits) が有効になる。

Max.	Output	(nits)：出力色空間の最大輝度レベルを

コントロールできる。

Adaptation：HDR ディスプレイで明るい画像を表示

しているときと同じ画像を、SDR ディスプレイで見ると

きの視聴者の視覚適応の大きな違いを補うように設計さ

れている。 ほとんどの平均的な映像では、この設定は 0

〜 10 の間で設定するのが最適である。 ただし、非常に

明るい画像（正午の雪景色など）を変換する場合は、高

い値を使用するとハイライト内でより詳細な画像が得ら

れる。

Gamut	Mapping	Method：色域が大きく異なる空間

の変換の際、Saturation Mapping を選択することで彩度

のクリッピングを抑えることができる。

Saturation	Knee：Saturation マッピングが開始される

レベルを設定する。このレベル以下では再マッピングは

されず、このレベルを超える値では Saturation Max. を

もとにして再マッピングされる。値 1.0 は現在選択され

ている出力色空間の最大彩度である。

Saturation	Max.：Saturation Knee を上回るすべての

彩度を上下させる新しい最大レベルを設定する。値 1.0

は現在選択されている出力色空間の最大彩度である。

ColorStabilizer（Studio のみ）
このプラグインを使うことで、クリップの途中で発生

した望ましくないレベル変化を補正することができる。

撮影時に絞りを手動で変化させたが滑らかに変化しな

かった場合や、不幸にも芝居の最中に太陽が雲間に隠れ

てしまった場合などの事後処理で利用できる。変化の対

象は明るさだけではなく、ホワイトバランスも補正でき

る。Color Stabilizer 処理はハイライトがクリップされて

いないことが前提となっているため、ノードツリーであ

らかじめ 1023 以下のレベルに抑えてから適用すること

が推奨されている。

Region	Of	Analysis が Entire	Frame の場合：ビューワ

の再生ヘッドをクリップ全体に必要なコントラストと色

を表すフレームに移動し、Set Reference Frame をクリッ

クする。これによりクリップ全体の明るさと色の変化が

抑えられる。Entire Frame を選択する場合は、補正しよ
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うとしている変化量が少ない場合に有効である。ビュー

ワの中にエリアを示すカーソルは表示されない。

Region	Of	Analysis が Selected	Area の場合：映像フ

レームの中の特定のポジションにエリアをセットして、

その中の明るさやホワイトバランスをクリップ尺全体で

一定に変化を抑えることができる。対象エリアが画面の

中で移動する場合には、Tracker の FX 機能を使って追跡

することができる。

Analysis	Region：Region Of Analysis が Entire Frame

の場合は表示されない。Selected Area を選択した場合

にはビューワに四角でエリアが表示されるが、このパ

レットの数値で指定することもできる。

Stabilize	Method：ポップアップから、White Balance 

and Brightness と R,G,B channels separately が 選 択 で き

る。これにより、項目ごとに安定化メソッドで使用する

かどうかをチェックボックスから有効と無効を指定でき

るようになる。

Stabilize	Levels	How：Match Levels and Contrast で

は、ヒストグラム全体のレベルを対象に安定化が実行

される。Lift to Consistent Level は、レベル調整に使用

されるパラメータが Lift 中心になる。Gain to Consistent 

Level は、レベル調整に使用されるパラメータが Gain 中

心になる。

Captured	Analysis	Values：Stabilize Method で 選 択

した項目により表示される値が異なる。Set Reference 

Frame をクリックして自動補正の基準となる色を取得す

ると、対応するパラメータの High と Low のレベルがセッ

トされる。White Balance and Brightness を選択した場

合だけ、Normalize White Balance コントローラーが使

用できるようになり、ビューワか macOS のカラーピッ

カーを使って対象の色を変更できる。
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この例では、カメラはフィックスでその前を裸足の

女性が左から右へフレームイン／アウトして、それに

合わせて白波が打ち寄せている。ヒストグラムで見る

と、手前の砂浜の明るさに小さな変化があった。この

場合は Selected Area モードを使用して、砂浜の部分に

カーソルをセットする。しかし、クリップの途中で人物

の影が横切るため、一時的に砂浜の明るさが大きく下

がることになる。このままで Color Stabilizer を実行する

と影がカーソルに入るところだけ極端に暗くなるため、

Keyframe 機能を併用してクリップの前半と後半でカー

ソルのポジションを切り替えると解決できる。この例の

ようなカメラがフィックスの場合には、Tracker の FX で

は効果が得られない。

ContrastPop（Studio のみ）

Color Wheels パレットにある、Midtone Detail コント

ローラーのより極端で選択的な機能を持つ。鮮明な高コ

ントラストの外観、または柔らかい低コントラストの外

観を、画像の色調範囲の選択部分に追加するように設計

されている。

Detail	Amount：適用するエフェクトの量を指定する。 

0 では効果は適用されない。正の値で次第に鮮明なコン

トラストが追加され、負の値では徐々に柔らかい低コン

トラストが適用される。

Detail	Size：ローカライズされたコントラスト調整の

影響を受ける画像の構造を、より小さなものから大きい

ものに選択する。

Low	and	High	Threshold：このフィルタの影響を受け

るイメージ階調の範囲を定義し、この操作のシャドウま

たはハイライトを省略できる。

Softness：画像の影響を受けた部分と影響を受けてい

ない部分の間の遷移を柔らかくできる。

Dehaze（Studio のみ）
色とコントラストを素早く選択的に調整して、朝霧や

曇天時のローコントラストの映像をクリアに見せる効果

がある。

Dehaze	Strength：同時にカラーとコントラストの調

整を適用する。値を上げるとコントラストが微妙に増

加し（特にシャドウ部で）、現在選択されている Haze 

Color の補色に向かって色を再調整し、選択的に彩度を

強調する。値を下げるとコントラストが低下し、選択し

た Haze Color そのものに色を再調整し彩度を選択的に

下げる。

Display	Depth：チェックを有効にすると、効果を適

用する強度をグレースケールで確認できる。レベルが高

いほど（明るいほど）効果が強く適用される。

Shadow：シャドウを上下させる。

Highlight：ハイライトを上下させる。

画像の一つ目がオリジナルで、二つ目が Dehaze を加

えて調整した結果である。

GamutMapping（Studio のみ）
Color Space Transform プラグインや、Project Settings

の Color Management での設定と同様の働きをする。

あ え て Gamut Mapping を 使 用 す る 目 的 は、Project 

Settings では Mapping を無効にしているが、特定のク

リップだけでマッピングを設定したい場合に個別に適用

できるようになる。

Gamma ポップアップでは、ソースクリップに割り当

てられているガンマ値を指定する。これにより、ソース
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のカラーガマットとガンマからタイムラインで設定して

いる対象への変換処理が加えられる。

Tone Mapping Method と Gamma Mapping Method

のパラメータは、Color Space Transform プラグインと

同じなのでその項の解説を参照願いたい。Avg. Input 

Luminance は、Color Space Transform の Adaptation に

相当する。

ResolveFXGenerate
このプラグインは、グレードやコンポジットの中で使

えるさまざまなイメージを生成する。

ColorGenerator
Edit ページの Effect Library から Solid Color で単一色

をジェネレートするように、ノードごとにフラットカ

ラーが発生できる。色は macOS のカラーピッカーから

RGB や HSL などのスライダで指定できる。またスポイ

ドを使ってビューワに表示している映像の一部から引用

することもできる。この場合は、一時的にノードをバイ

パスすると Color Generator が無効になるので色をピッ

クアップできるようになる。

ColorPalette（Studio のみ）
このツールは、クリエイティブで使うよりも映像の色

に関する傾向を確認するために利用する。

Display	Mode：Color Palette を選択すると、Number 

of Colors で指定した色数で映像の中から引用した主要

な色のパレットを表示する。パレットは二段に表示され、

上段はシャドウ、ミッドトーン、ハイライトの領域ごと

の代表色で、下部は画像全体の明るさでの代表色を表示

している。表示するそれぞれの数は、Number of Colors

の設定による。

Shadow/Midtone/highlight のどれかの Region を選択

すると、他の領域はブラックアウトされて対象の領域

だけが取り出される。スクリーンショットは、Shadow 

Region に切り替えた結果を示している。
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Threshold：Shadow と Highlight の 二 つ の ス ラ イ ダ

で、三つの明るさの領域の分離点を指定できる。プラ

イマリーパレットの Log コントローラーで使用する

LowRange と HighRange パラメータと同じ働きになる。

Grid
ノードの映像の上にプロパティで設定したグリッドを

表示する。

Line	Properties：縦横のグリッド数と一定間隔ごとに

表示する太いラインの設定。Line Color からグリッドの

色を指定できる。

Transform	Controls：画面全体にセットされたグリッ

ドを、上下左右に移動（Pan/Tilt）、拡大と縮小（Zoom/

Width/Height）、二次元の回転（Rotate）、平行四辺形へ

の変形（Shear）、中心を軸とした回転（Pitch/Yaw）が

できる。

ResolveFXLight
このカテゴリのプラグインは、異なる光学効果と照明

効果を再現する。効果はすばやく正確な結果が得られる

ように設計されていている。

Glow
Glow プラグインは、映像の明るい部分の輝度が飽和

しているような柔らかな光を表現する。下のイメージは

上がオリジナル、下がグローを加えた様子である。

Select	Output：デフォルトの Glowing Image ではグ

ロー効果が加えられた結果が表示される。Shiny Regions
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に切り替えるとグローで使用する映像の明るい部分を確

認できる。Glow Alone ではオリジナル映像に加えるグ

ローを、Shiny Regions から作成した結果を表示する。

Shine	Threshold：グローを加えるオリジナル映像の

明るさのしきい値を設定する。

Spread：Glow Alone に対するぼかしの強度を調整し

ている。その結果として、グローが影響する領域を拡大

することができる。H/V Ration によりぼかしの縦横比を

個別に調整できる。

Related	Spread：グローの RGB バランスを調整する

ことで、加える光に色合いを加えられる。

Brightness：Glow Alone のブライトネスを調整して、

グローのコントラストを調整する。

Colorize：グローの色合いをカラーピッカーから変更

できる。Related Spread との違いは、Glow Alone に切

り替えることで確認できる。

Glow	Framing：グローが映像フレームの端に到達し

た時の動作を切り替えられる。Reflect Camera ではフ

レーム端まで光が到達し、Vignette ではフレーム外周で

は光の強度が弱められる。

Composite	Type：Glow Alone をオリジナル映像に加

える際のコンポジットタイプを変更できる。デフォルト

は Screen になっていて、グローの明るいピクセルがオ

リジナル映像に加えられる。

Opacity：グロー効果の透明度を調整できる。

LensFlare（Studio のみ）
複数の枚数で構成されるレンズ群と光の反射による相

互作用を、さまざまな種類のレンズタイプ毎にシミュ

レートした効果が得られる。レンズフレアは光学的な手

順を追って生成されるので、プロジェクトの解像度が高

くなるほど処理コストが高くなる。

Lens	Flare	Preset：ポップアップからフレアのタイプ

を選択できる。他のコントローラーでパラメータを修正

すると Custom に切り替わる。

Final	Image：効果が加えられた最終結果が表示され

る。

Flare	Elements	Alone：レンズフレアだけが単体で表

示される。

Source	Mask	/	Magnified	Source	Mask：Light Source 

Masking コントローラーで作成されたマスクが表示され

る。

Light	Source	Masking：映像から Luma キーを使って

レンズフレア効果を使用するためのマスクを作成でき

る。このマスクを有効にすると、仮想の太陽が木や建物

に隠れるとそれに同調してレンズフレアが変化するよう

な効果が得られる。Mask Threshold により Luma キー

で作成するマスクの領域を調整できる。Virtual Light 

Source Size は、仮想の太陽の大きさを調整できる。

Position：X と Y のスライダにより仮想太陽のポジショ

ンを調整できる。またビューワ上でマウスにより自由に

位置変更ができ、これらは相互に連動している。FX ト

ラッキングを使用すると、XY のポジションはトラッカー

により連動するようになる。

Global	Correction：フレア効果の全体的な品質を素早

く調整するためのパラメータがある。

Global	Scaling：すべての要素の大きさが調整できる。
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Anamorphism：フレア効果を変形させて、アナモ

フィックレンズのストレッチ効果をシミュレートする。

Lens	Center	X/Y	position：フレアを発生させている

レンズの中心をオフセットできる。

Global	Defocus：フレアに対するでフォーカスを調整

する。

Global	Brightness：フレアのブライトネスを調整して

明るさの強弱を調整する。

Global	Saturation：フレアの彩度を調整する。

Colorize	Result：Global Saturation の強弱を調整でき

る。

Colorization	Color：サンプルカラーで使用する色を

設定する。

Aperture	Blades：アイリスを構成するブレードの数（3

〜 18）を変更できる。

Angle：0 から 1 までの数値でシェイプの角度を調整

できる。

Elements：シミュレートされたレンズフレアを作成

する各レイヤー、及び要素のカスタマイズコントロー

ルが使用できる。Full-Screen Glare は画面全体をカバー

する全体的なグレア効果。Flare Spot は中央のグロー。

Starburst はフレアの中心から伸びる光線。に関するパ

ラメータである。さらに Ghost1 から 8 までのパラメー

タで、ゴーストの形状をコントロールできる。

LightRays

サーチライトや暗い部屋に外光が入った時に現れる光

の筋を表現する、volumetric lighting をシミュレートす
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る効果。この効果は時には神の光線と呼ばれることがあ

る。

MainControls
Select Output で は 最 終 段 階（Final Image） に 加 え

て、光のソース（Source Regions）、光のみ（Light Rays 

Alone）の表示が選択できる。Source of Rays は、光線を

どこから引くかを選択できる（Bright Regions / Edges）。

Source Threshold は光線の強弱を調整できる。

Position

Ray Directions で At An Angle を 選 択 す る と、 続 く

Angle パラメータからの角度によって画面全体の光の角

度がセットできる。From A Location にすると、X と Y

の Position パラメータにより光線が画面の中のどこから

発しているかを指定できる。

Appearance

Ray Dropoff ポップアップの選択によって、続くパラ

メータを調整する。パラメータは光線の長さ（Length）、

光 線 の 柔 ら か さ（Softness）、 光 線 の コ ン ト ラ ス ト

（Brightness）と、光線の色（Color ピッカー）が使用で

きる。

ResolveFXRefine
Refine カテゴリのプラグインを使用すると、異なる種

類の品質向上や修正ができる。

AlphaMatteShrinkandGrow（Studio のみ）
Qualifier や Window でマスクを使用するときに、こ

のフィルターを使用するとマスクエッジの縮小や拡大、

マスクの中にできたホールの削除ができる。マスクを

作成したノードの Key 出力から別の Corrector ノードの

RGB 入力に接続し、そこでこのプラグインを適用して、

さらにその Key 出力をマスクを使用するノードの Key

入力に接続する。

Operation：ノードに入力されたマスクの形状を、拡

大（Grow）、 縮 小（Shrink）、 ホ ー ル の 削 除（Closing）

と拡大（Opening）から選択できる。

Operator	Shape：マスクの輪郭にある角とその角度

をオプションから指定する。Square（四角形）、Circle（円

形）、Diamond（ひし形）から選択できる。

Operator	Radius：Operator Shape で指定した形状で

マスクの形状を変形させる時の半径を調整できる。

Repeat	Operation：Operator Radius の効果を反復さ

せることで、マスク変形の処理を強調できる。

FaceRefinement（Studio のみ）
Face Refinement は洗練されたフィルタで、イメージ
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ング技術を利用して人の顔を認識して肌の印象を素早く

調整することができる。顔はカメラに向けている限り自

動的に追跡される。もし複数の人物がフレーム内に見つ

かると、検出可能な顔の部分にボックスが現れる。その

中のひとつをクリックすると、青色で強調表示され処理

の対象が指定できる。同時に Face Refinement が使用で

きるのはひとりだけに限定される。ひとりの顔だけが存

在する場合にはこのボックスは表示されない。

Analyze ボタンをクリックすると、自動的にカット全

体を分析して顔の輪郭や目や鼻などの部分的なポジショ

ンや大きさを認識する。必ず使用するときには事前に

Analyze を実行する必要がある。

MainControls
Smoothing：マスク対象の内側のディティールを削

除しスムージング処理を加える。Details	size：肌に残

すディティールの最大サイズを指定する。Detail：小さ

なディティールをどのくらいシャープに残すかを調整す

る。Contrast：マスク内の顔への明るさを調整し、陰影

を残すかフラットに見せるかを調整できる。

SkinMask
顔の肌色を分離するためのマスク処理に関するパラ

メータがグループ化されている。

Use	mask：チェックを付けると、顔に関係する全

体的なマスクを使用できようになる。Use	face	mask：

Show Mask にチェックを付けると確認できるように、

顔の輪郭に対して楕円形の領域を加えたマスクを使用す

る。Face	mask	size：顔のための楕円形マスクの大きさ

調整。Face	mask	softness：Face mask の輪郭に対する

ソフトネス調整。Refine	mask：Analyze で取得した顔

の中のパーツを得るためのマスクにデフォーカスを加

えることで、目や口などの境界をボカすことができる。

Show	mask：白黒のマスクを表示する。Show	overlay：

Analyze から得た顔のパーツのためのワイヤーフレーム

を表示する。

ColorGrading
分離された肌に対して全体的なカラーバランスを調整

する。顔に限定したカラーコレクションを加えるような

パラメータがある。

Midtone：肌の色合いに輝きのある色を追加して全体

的に明るくできる。Color	boost：肌色の彩度に強弱を

加えられる。Tint：肌色の色合いを緑からマゼンタの軸

の間で調整できる。Desaturate	shadow：陰影の明るさ

が少ない部分の色の濃さを調整する。Shine	removal：

ハイライト部の強弱を調整できる。肌に対するソフトク

リップをかけるような効果がある。

EyeRetouching
眼とその周りに関するパラメータがある。

Sharpening：眼 と 眉 の シ ャ ー プ ネ ス を 調 整 す る。

Brightening：眼の中の白い部分の明るさを増減できる。

Eye	Light：眼を隠すアイマスクが覆うエリアに対して

明るさを調整する。Eyebag	removal：目の下のくまを

目立たなくする。

LipRetouching
唇の色合いを調整できる。

Hue：口紅の色合いの調整。Saturation：口紅の濃さ
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の調整。Upper	Lip	Smooth：上唇と鼻の間のコントラ

ストを調整する。

Blushretouching
頬の色合いとエリアの調整ができる。

Hue：頬の色合いの調整。Saturation：頬の濃さの調整。

Size：頬への調整を加える領域を増減できる。

Foreheadretouching
額のシワを軽減したり色合いを調整する。

Hue：額の色合いの調整。Saturation：額の濃さの調整。

Smooth：額のシワを見えにくくしてスムージングを加

える。

Cheekretouching
Blush Retouching よりも広いエリアが対象になる。

Hue：頬の色合いの調整。Saturation：頬の濃さの調整。

Chinretouching
下唇から下の顎のエリアが対象になる。

Hue：顎の色合いの調整。Saturation：顎の濃さの調整。

ResolveFXRepair
このカテゴリは、制作者を悩ます共通の技術的な問題

を修正できるようなプラグインで構成されている。

DeadPixelRemoval（Studio のみ）
イメージセンサーの特定画素が電気的に壊れると、

dead pixel となり映像に黒もしくは白の固定したピクセ

ルとして現れる。このフィルターを使うことで映像に

残ってしまう dead pixel を除去できる。

はじめにビューワの OFX オンスクリーンコントロー

ラーを有効にし、dead pixel をクリックして十時線を

セットする。セットできる数には制限がなく、自由に追

加と解除が操作できる。セットした十時線を解除するに

は Option キーを押しながらクリックし、複数のセット

済みの十時線を重複選択するには Command キーを押

しながらクリックする。

Remover-PatchProperties
Fill-in	method：デ フ ォ ル ト は Blend from surround

で、セットした十時線の周囲から自動的にピクセルを

消すに都合の良いポジションが選択される。Clone from 

elsewhere に切り替えると追加のサークルが現れ、ユー

ザーが任意に割り当てたい映像の部分を指定できる。

Remover	size：dead pixel を消すための領域の大きさ

調整。

soften：領域の輪郭に加えるソフトネスの調整。

Deband（Studio のみ）

夕景の空のような柔らかいグラデーションが含まれ映

像で、トーンカーブなどの調整により階調に不連続が

発生すると、そこにバンディングもしくはトーンジャ

ンプと呼ばれる好ましくない結果に至ることがある。

Deband フィルタを使うことで、期待した階調に改善す

ることができる。内部処理ではエッジを持つシャープネ
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スを残すべき部分を分離するが、セカンダリー機能を

使ってトーンジャンプが発生しているエリアだけにこの

フィルターを適用すると良好な結果が得られやすくな

る。

Edge	Threshold：このフィルタの影響を受けるエッ

ジをどれだけ明確に定義するかを調整する。これを下げ

るとより暗いエッジを排除できる。

Radius：影響を受ける領域でのディザリングの強度を

調整する。

Post	Refine：ディザリングの影響を受けた領域の調

整を行う。

Display	Edge：検出されているエッジを白黒で表示す

ることで、調整対象を視覚的に確認できる。

TimeLapseDeflicker（Studio のみ）
このフィルターを使用すると、タイムラプス撮影され

た際の映像の明るさが変動するフリッカーを軽減でき

る。映像のハイライトがクリップしていると最良の結果

が得られないので、あらかじめハイライトの値を 1023

以下に調整してからフィルターを使用することを推奨し

ている。

Region	For	Analysis：Entire Frame では画面全体を処

理の対象にできるので、フリッカーが画面の広いエリ

アに影響が出ているケースに有効である。Selected Area

に切り替えると Analysis Region オプションが使用でき

るようになり、ビューワの中で四角に囲んだ領域の中だ

けを使って明るさの変動を分析する。四角の領域調整は

ビューワのコントローラーと数値の両方が使用できる。

この領域は FX トラッカーでも追跡できる。

ChannelstoStabilize
Stabilize	Method：White Balance and Brightness では

ホワイトバランスと明るさを安定させ、R,G,B channels 

separately では RGB チャンネル毎に安定化処理が指定で

きる。

Stabilize	Levels	How：Match Level and Contrast で

は映像のレベルとコントラストを使ってフリッカーを

軽減させる。Lift To Consistent Level では Lift を使って、

Gain To Consistent Level では Gain を使って安定化処理

を加える。

ResolveFXSharpen
これらのプラグインは、ResolveFX Blur のシャープネ

ス操作よりも画像内の特定のディティールをシャープに

する、より新しい方法を提供する。3 つのプラグインは

同じ基本アルゴリズムを使用して、異なるタスクを実行

するさまざまな方法を提供する。

Sharpen（Studio のみ）
シャープネス処理は、Detail Levels にある 4 つのディ

ティールレベル毎に機能する。これらは、イメージ全体
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を構成するディティールサイズの異なる絵柄を含み、イ

メージの細かい、中くらい、大きな構造のそれぞれに異

なる量のシャープネスを適用することができる。

MainControls
Sharpen	Amount：イメージにシャープネスを追加で

きる、主要なグローバルコントロール。結果を絞り込む

には Detail Levels のコントロールを使用して、このプラ

グインが操作できる構造体の各サイズに適用するシャー

プネスを選択する。1.800 がデフォルト値で、0 はシャー

プネスなし、5.000 は最大シャープネスになる。

DetailLevels
Fine	Detail	Size：細かいディテールとみなされるしき

い値を調整し、これにより Medium および Large で影

響を受ける絵柄も変更される。このスライダを下げると、

画像のより大きな絵柄が鮮明化されなくなる。

Fine	Detail：デフォルト設定にすると、肌の毛穴や髪

の毛などのきめ細かなディテールのシャープネス、また

はテクスチャリングされたサーフェス上の小さな斑点や

染みをコントロールする。低い設定ではこれらの絵柄の

シャープネスが小さくなり、高い設定ではより鮮明にな

る。

Medium	Details：そばかす、しわ、髪の毛のクラスタ、

サーフェスの細部などのより粗いディテールのシャープ

ネスをエッジの定義がより大きくなるようにコントロー

ルする。低い設定ではこれらの絵柄のシャープネスが小

さくなり、高い設定ではより鮮明になる。

Large	Details	：瞼や鼻のエッジ、髪と顔の境界、画像

全体で最もコントラストの高いエッジの詳細など、画像

内の最大部のシャープネスをコントロールする。低い設

定ではこれらの絵柄のシャープネスが小さくなり、高い

設定ではより鮮明になる。

Chroma
Sharpen	Chroma：Luma（Y）のみを残しながら、選

択的に画像の彩度をシャープにする。

SharpenEdges（Studio のみ）
複数のエッジ検出によりシャープネスを加えるフィル

ターで、選択されたエッジに限定した効果を加えられる。

好ましくないソフトフォーカスがかかったクリップを最

適なシャープネスに調整できる。

MainControls
Sharpen	Amount：検出されたエッジにシャープネス

を追加するための、主要なグローバルコントロール。

Sharpen	Radius：Sharpen Amount を使用して追加さ

れたディテールの細かさを制御する。

EdgeDetectionControls
Edge Detection Controls で は、 画 像 の ど の 部 分 を

シャープにするかのキーを調整することで、シャープネ

スが適用されている画像のエッジを調整できる。

Display	Edges：このグループの他のコントロールを
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使用している間に鮮明化のために検出されているエッジ

の、グレースケールプレビューを表示できる。このチェッ

クボックスをオンにすると、他の 4 つのコントロールが

画像のどの部分を鮮明にするかを決定するための、キー

に与える影響を正確に見ることができる。

Pre	Denoise：マットを滑らかにしてノイズの個々の

ピクセルを除去する。数値を減らすと鋭くしたくない

キーのエッジを最小限に抑えることができ、過度のノイ

ズのためにギザギザのエッジを柔らかくすることができ

る。

Edge	Detect	Threshold：キーに含まれるエッジの詳

細をどの程度強くする必要があるかを調整できる。こ

のパラメータを小さくすると操作のエッジが多くなり、

エッジを上げると操作から除外される。

Edge	Mask	Strength：キーのエッジの強度を上げる

ことができる。数値を小さくするとエッジが小さくなり、

それらの領域のシャープネスの強度が低下する。

Edge	Blur：キーのエッジの柔らかさを制御できる。

数値を増やすとキーが柔らかくなり、鮮鋭化操作で画像

の細部が広がる可能性がある。

SoftenandSharpen（Studio のみ）
絵柄のサイズに基づいてディティールを滑らかにした

り、他のディティールにシャープネスを追加することが

できる。肌の部分を分離する Window や Qualifier の中

で使用されるときに、望ましくない傷やしわ、傷跡を最

小限に抑えるためによく使用される。このフィルターを

使用する利点は、Small Texture を使用して毛穴やその

他の自然な肌の細部をそのまま残すことである。

人物の顔の調整でより自然な結果を得るための最

良 の 方 法 は、Small Texture を 0 に セ ッ ト し、Medium 

Texture を最小限に抑えて、Large Texture を小さくする

ことで、消したい部分を最小限に抑えることができる。

この場合、全体的な顔の詳細はそのまま残っている。こ

れは、Small 0.000、Medium -0.800、Large -0.300 のデフォ

ルト値の背後にあるロジックである。

MainControls
Small、Medium、Large の各スライダは、負の値と正

の値の両方に移動できる。0 の値は画像の対応する詳細

に、変更が加えられていないことを意味する。負の値を

指定すると画像から対応する詳細が削除され、画像の基

本的な平滑構造だけになる。正の値を指定すると、画像

の対応するディテールにシャープネスが追加される。

Small、Medium、Large の識別可能なものは、人がど

のようにショットに収まるかに大きく依存している。ロ

ングショットの人物か、クローズアップしている人な

のかによって異なる。Small Texture は毛穴や髪の毛の

ような非常に細かいディテールに影響する。Medium 

Texture は、そばかす、しわ、髪の毛などの粗いディテー

ルに影響し、Large Texture はまぶた、眉毛、唇と鼻の

縁、髪の毛が顔に当たるエッジなど、画像内の最大のディ

ティールに影響する。

AdjustSmallSkinTextureGranularity
Small	Texture	Size：保存する Small Texture を微調整

するのに役立つ、Small、Medium、Large を区別するし

きい値を定義する。この値を大きくすると、画像のディ

ティールが細かい部分として表示されるが、小さくする

と画像のディティールが細かい部分から除外される。
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ResolveFXStylize
このカテゴリに含まれるプラグインは、映像にアー

ティスティックな変更を加えるさまざまな方法を提供す

る。

Abstraction（Studio のみ）
カラーの階調を少なくして輪郭を加えることで、コ

ミック画のようなルックを作成できる。ソラリゼーショ

ン効果に黒の輪郭を加えたような映像が得られる。 MainControls
Pre	Blur：このパラメータを使うことで、Abstraction

フィルターの事前処理で画像をぼかして単純化する。

Abstraction	Strength：Iteration Abstraction が効果を

持つためには、0 よりも大きな値を取る必要がある。値

を大きくすると類似する色が隣接する領域をひとつにま

とめることになり、画像のディティールをさらに単純化

できる。

Iteration	Abstraction：こ の 値 に よ り、Abstraction 

Strength に基づいて単純化するための処理を反復する。

QuantizationControls
Quantization：チェックを有効にすると、さらに画像

を平坦化できる。

Steps：階調を何段階に平坦化するかを指定するパラ

メータ。最小の 2 にセットすると色の階調が二値化する。

値を増やすほどに地図の等高線のように、階調の境目に

ラインが現れる。

Softness：Steps により分離された境界部をソフトな

エッジに調整できる。

DrawEdgeControls
Draw	Edge：チェックを付けることで、階調の境界に

黒のラインが加えられる。

Edge	Strength：エッジの太さを調整できる。

Edge	Detection	Threshold：エッジを画像内の最も太

い部分に制限することで、エッジの強度を調整できる。

EdgeDetect
画像のエッジを検出するエフェクトで、抽出するエッ

ジのコントラストや強度を調整できる。

Mode：RGB と Grayscale が選択できる。RGB ではオ

リジナル映像から検出したエッジ部に補色が付加され

る。Grayscale は Edge Color で指定した色がエッジ部に

加えられる。
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Edge	Color：Mode で Grayscale が選択されている場

合のみ有効で、カラーピッカーで作成した色がエッジ部

に加えられる。

Threshold：エッジの作成に使用される明度レベルを

決定する。最大値の 1.0 ではエッジが無効になる。

Smooth：得られたエッジにフォーカスエフェクトを

加えることで、全体にソフトネスをかけることができる。

Brightness：RGB、Grayscale 共に、RGB レベルを同じ

比率で増幅できる。

Denoise	Type：ノ イ ズ を 軽 減 す る た め の 処 理 を、

Soften と Sharpen で切り替えられる。

Denoise	Strength：Denoise Type の選択に基づいて、

ノイズ除去の処理の強弱を調整できる。

Edge	Mask	Overlay：チェックを加えると、オリジナ

ル映像で得られたエッジを乗算合成する。

Emboss
金属や紙に浮き彫りを施すような、エンボス効果の

フィルター。

MainControls
Emboss	Style：Relief（浮き彫り）、Emboss Over（映

像にエンボス効果を加える）、Sobel（輪郭検出に用いら

れる空間フィルタ）、Laplacian（Sobel よりも細い輪郭

が得られる）から選択できる。

Power：エ ッ ジ の 強 度 を 調 整 す る パ ラ メ ー タ で、

Relief と Emboss Over でだけ使用できる

Angle：エッジが加わる方向を指定する。0 から 360

の値が使用できる。

Blend：オリジナル映像をエッジを合成する比率を調

整する。

Channels
3 つのチェックボックスを使用して、RGB チャンネル

でこのエフェクトを作成することができる。

JPEGDamage
JPEG 圧縮で発生するクオリティ劣化によるアーティ

ファクトをシミュレートできる。圧縮した場合の画像に

起きるダメージを擬似的に作り出せる。
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Quality：イメージのビット深度を下げるためのパラ

メータ。

Resolution：JPEG での画像処理単位であるマクロブ

ロックの大きさを変更できる。値を大きくするとモザイ

ク処理をかけたようになる。

Block	Aspect	Ratio：マクロブロックの縦横比を変更

する。1.0 より小さければ縦長に、1.0 より大きければ横

長になる。

Frequency	Scale：オリジナル画像にぼかし効果を加

える処理により、フィルターをかけた結果がコントラス

トの強弱として現れる。

Scale	Component：Frequency Scale で の ぼ か し 効

果 を All Frequencies で は XY 共 に、X-Frequency と

Y-Frequency では個別に処理される。

Mirrors
鏡に映したような、映像の一部を反射させるエフェク

ト。万華鏡のような複数の鏡を使った効果を作ることも

できる。

MainControls
Mirror	Placement：三種類のミラー効果が選択できる。

Individual は一枚だけのミラー配置。Rosette はミラー

を円状に配置し、Kaleidoscope は筒状にミラーの端を

つなげた配置になる。

Reflect	at	Borders：チェックを付けると、反射の角度

と位置によってフレームの外側の黒がフレームに入るた

びに、画像の別の反射を追加できる。

Blend：オリジナル画像とのミックス合成の比率を調

整できる。

MirrorControls
Mirror Placement で Individual を選択した場合だけ、

六つのパラメータセットが使用できる。デフォルトで

は MIrror1 のひとつだけが有効になっており、一枚だけ

のミラーで反射効果を表現している。ミラーのポジショ

ンと角度を調整することで、複雑な効果が表現できる。

Flip を有効にすると、反射した映像を個別に反転できる。

Rosette を選択した場合にはポジションと角度に加えて

Wedge Width が使用でき、円状に配置した鏡の幅が調

整できる。Kaleidoscope では、Center Size で中心に残

るオリジナル映像のサイズを調整し、Number Of Sides

でミラーの枚数を指定できる。

PrismBlur
レンズのフラットな色収差と、周辺落ちしているレン

ズによるビネットをシミュレートする。

Blur	Strength：オリジナル映像にぼかし効果を加え

られる。

X	and	Y	Position：色収差が作成されたフレーム内の
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エフェクトの中心を変更できる。

Aberration	Distance：色収差の効果が中心からどの

くらい伸びるかの長さを指定する。

Aberration	Strength：色収差の効果の強度を調整で

きる。0 から 1.0 の間で調整でき、1.0 にセットするとオ

リジナル映像の比率が 0 になる。

Vignette	Size：ビネットのサイズを調整することで、

画面の外側に加えられるシャドウの領域を増減できる。

Vignette	Sharpness：シャドウとオリジナルの境界の

ソフトネスを調整する。

Scanlines
テレビの走査線をシミュレートする。または線を交互

に配置して、画像の明暗を調整する効果が作成できる。

MainControls
Line	Frequency：テレビの垂直周波数を変化させるよ

うに、この値を増減させるとイメージに重ね合わせる線

の数を調整できる。

Line	Sharpness：各ラインの境界をぼかすことで、効

果を柔らかくできる。

Line	Angle：ラインを指定した角度で回転させる。

Line	Shift：ラインを画面に向かって上下に少しだけ

移動できる。

Shift	R/G/B：RGB チャンネル毎に上下に少しだけ移動

できる。

Color	1/2：Color1 がオリジナルにはさまれたブラン

クになる色、Color2 がオリジナルに加える色を指定で

きる。

Composite	Type：エフェクトをオリジナル映像にブ

レンドするための、コンポジットモードを選択できる。

Scanlines	Only：チェックを付けると、スキャンライ

ン部のみを単独で表示できる。

GlobalAdjustment
Shadows と Highlights を使用して、最終的に合成さ

れた画像の強度を調整できる。
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Tilt-ShiftBlur
生成された Z 深度マップにより適用されるブラーを

使用して、被写界深度のエフェクトをシミュレートする。

デフォルト設定では、画面の上下に加えられたフォーカ

スアウトした部分によるミニチュア効果が得られる。

MainControls
Blur	Type：デフォーカス処理のタイプを Lens Blur と

Fast Blur で切り替えられる。前者の方が高い品質が得ら

れるが、後者の方がリアルタイム処理は高い。

Blur	Strength：ぼかしの強度を調整できる。

LensIris
Blur Type で Lens Blur を選択した場合だけ使用可能に

なるオプション。

Iris	Shape：カメラの絞りの羽枚数もしくは形状をシ

ミュレートする。

Blade	Curvature：カメラの絞りを形成する羽の湾曲

率を調整する。羽枚数が少ないほど影響を強く受ける。

Circle では完全に無効となる。

Rotation：レンズ絞りを形成する羽による開口部の形

状を回転させる。

Anamorphism：アナフィックレンズの効果の強弱を

調整する。

Highlights：ハイライト部に限定したコントラストを

調整する。

DepthofField
Depth	Map	Preview：チェックを付けると、Z 深度マッ

プで使われるマスクを白黒画像で表示する。

Center	X/Y,	Angle：Depth Map のマスク画像の XY ポ

ジションと角度を調整する。

In	Focus	Range：フォーカスが合っている部分に相当

する、マスクの黒い領域を増減させる。

Near	Blur	Range ／ Far	Blur	Range：フォーカスが合っ

ていない領域に対応するマスクの明るい部分を調整し、

これによりフォーカスアウトしている部分の強弱を調整

できる。Near は手前側、Far は奥側に対応している。

Watercolor（Studio のみ）
水彩絵の具で描かれた絵のような抽象的な効果が得ら

れる。

Channels：スムージングされた色を得るために、輝

度または RGB のどちらを使用するかを選択する。

Show	Gradient：Smoothness の値に基づいて、滑ら
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かさの色の領域を定義する境界線を表示する。

Smoothness：値が低いとスムージングが弱くなり、

0 ではオリジナル映像と同じになる。値が高くなるほど

ディティール感が少なくなり、均一に塗りつぶされる領

域が広くなる。

ResolveFXTexture
このカテゴリは、映像にテクスチャを追加して自然を

模した写実的な効果が加えられる。

FilmGrain（Studio のみ）
フィルムの粒状性をシミュレートしたフィルムグレイ

ンをレイヤーに作成し、オリジナル映像とコンポジット

する。

MainControls
Film	Grain	Presets：8mm、16mm、35mm からフィ

ルムタイプを選択できる。

Composite	Type：オリジナル映像に対して合成する

際に、どのコンポジットモードを使用するかを選択する。

Opacity：コンポジットする際の合成比率を調整する。

Grain	Only：チェックを付けると、グレーバックに対

してノイズ成分だけを表示できる。

GrainParams
Texture：フィルムグレインの形状を調整する。

Grain	Size：フィルムグレインの大きさを調整する。

Grain	Strength：オリジナル映像に対するフィルムグ

レインの強度を調整する。

Offset：ノイズの明るさを Offset 調整のように、ヒス

トグラムで見て左右に調整できる。

Symmetry：Offset 調整後のレベルをヒストグラムで

見て、左右の対象性を調整する。

Softness：フィルムグレインをぼかす調整。

Saturation：フィルムグレインの彩度を調整する。

AdvancedControls
フィルムグレインの、シャドウ、ミッドトーン、ハイ

ライトの各階調域に限定して、明るさの調整を行う。

ResolveFXTransform
このカテゴリのプラグインは、Inspector パネルの

Sizing や Transform とは異なるタイプの処理を行う。こ
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れはアニメーションの有無に関わりはない。

CameraShake（Studio のみ）
このエフェクトは、水平と垂直の位置、回転、ズーム

のランダムなカメラモーションを擬似的に加えること

で、あたかも手持ちのカメラで撮影したような動きを表

現できる。

MainControls
Motion ／ Speed	Scale：イメージに加えられたカメ

ラのブレの、全体的な振幅と速度を調整する。

Motion	Blur：モーションブラーを追加することで、

リアルなカメラ撮影素材のような外見になる。カメラの

シャッタースピードによる露出をシミュレートしている

ので、映像の動きが速い場合にはモーションブラーがよ

り目立つことになる。

ShakeLevels
Pan	Amplitude：水平方向の動きの量を設定する。

Tilt	Amplitude：垂直方向の動きの量を設定する。

Rotation	Amplitude：カメラの揺れに回転モーション

を追加する。

PTR	Speed：Pan、Tilt、Rotation のカメラの振れの速

さを調整する。

Zoom	Amplitude：動きにズームを追加する。

Zoom	Speed：ランダムズームがどのくらい速く行わ

れるかを指定する。

Zoom	Type：ズ ー ム ア ウ ト の み で 画 像 を 縮 小 す

る（Inward Only）。ズームインのみで画像を拡大する

（Outward Only）。ズームインとズームアウトの両方を

使用する（Outward and Inward）。

ShakeQuality
Motion	Method：SINE は 正 弦 カ ー ブ の よ う に 滑 ら

か な 動 き を 表 現 す る。Rectified SINE は 部 分 的 に 衝 撃

がある動きになり、手持ちのカメラが何かにぶつかっ

た時のような小さなショックを表現できる。Rectified 

SINE(Invert) はそれを反転した動きになる。Square Wave

は機械的な動きで滑らかさが一切なくなる。

Phase：選択した Motion Method と三つの Amplitude

の設定に基づいて、手ぶれの開始点を設定する。

Randomness	Scale：カメラぶれの水平、垂直、およ

び回転の動きに不規則性を加えられる。

Randomness	Speed：値 が 低 い 場 合 は 滑 ら か に

不 規 則 な 動 き、 高 い 場 合 は ギ ザ ギ ザ な 動 き に な る。

Randomness Scale の値が大きいほど効果が顕著になる。

Pause	Length：ランダムなモーションを分割する断

続的なポーズの頻度を調整する。

Pause	Interval：ランダムなモーションを分割する断

続的なポーズの期間を調整する。

Pause	Randomness：発生する間隔に対してある程度

のランダム性を追加できる。

Random	Seed：ランダムな値を生成する値を変更で

きる。

BlankingHandling
Border	Type：オリジナルの映像のフレームからエフェ

クトによって、外側に移動やリサイズが発生した場合に

は黒が現れる（Black）。Replicate では黒の代わりに外周

のピクセルが複製されて埋められる。Reflect は外周部

で画像が反射されて埋め合わされる。Wrap-Around は、

オリジナルのフレームを縦横にマルチに配置して埋め合

わされる。
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MatchMove（Studio のみ）
Match Move フィルタは、トラッカーコントロールに

よって指定されたパターン領域を追跡するパッチベース

のトラッカーである。このフィルタをノードに適用し、

ビューワでトラッカーをいくつでもセットして追跡でき

る。

トラッカーポイントは、理想的には高コントラストの

ディティールを持つピクセルを指定すべきである。ト

ラッカーコントロールは、（a）トラッキングされたモー

ションパスがどこにセンタリングされるかを示す中心

点、（b）追跡している画像のパッチを識別する内側の

ボックス（サイズ変更可能）、（c）検索領域を定義する

外側のボックス（サイズ変更可能）、（d）追跡している

パッチを拡大表示するウィンドウ、から構成される。

Display Options のチェックを個別に指定して、トラッ

カーコントロールを非表示にすることができる。誤って

設定済みのトラッカーに修正を加えないためにも便利な

機能である。トラッカーのボックスはサイズ修正が可能

で、小さくすることで追跡に必要な最小限のエリアに限

定することができる。不要になった場合には、Option

キーを押しながらクリックすれば削除できる。

トラッカーを追加した数と、そこから得られるデータ

の関係は次のようになっている。

スクリーンショットは三つの Border-Type の違いを示

している。上から Replicate、Reflect、Wrap-Around。

Zoom	to	Crop：カメラシェイクによってフレームの

周りに黒みが出る場合に、それを隠すための拡大処理を

加える。

• 一つのトラッカーは、水平と垂直の位置を追跡する

（パンとチルト）

• 二つ以上のトラッカーは回転を追跡できる

• 四つ以上のトラッカーでは 3D パースペクティブを

取得できる

• 六つ以上のトラッカーを配置すると、最適なトラッ

カーデータを自動的に取得して、可能な限り正確な

トラックを得ることができる

一般的なMatchMove の手順
次の例は、バックグラウンドになるモバイルデバイス

のディスプレイ面に、フォアグラウンドとしてインポー

トしたクリップに動きをつけて同調させる。

（1）Edit ページでバックグラウンドのカットをタイム
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ラインで選択する。Media Pool を開きフォアグラウン

ドに指定するクリップを右クリックして、Add as Matte 

for Color Page Clip を実行する。これで BG と FG のペア

が登録でき、Color ページで使用可能になる。

（2）Color ページを開き、バックグラウンドになるカッ

トに移動する。OpenFX パネルを開き、Match Move プ

ラグインを最後のノードと出力の間のライン上にドロッ

プして、スタンドアローンノードとして追加する。スタ

ンドアローンノードとして独立したノードにすること

で、プライマリー調整などの OpenFX 以外の機能は無

効にできる。

（3）Match Move プラグイン以外のノードを選択して、

右クリックで Add Matte から先にセットしたフォアグ

ラウンドを選択する。これによりフォアグラウンドは接

続されるが、このリンクラインは削除する。Ext. Matte

ノードの丸いコネクタの RGB 出力から、Match Move プ

ラグインの RGB 入力に接続を変更する。

（4）Match Move ノードを選択して、ビューワのオン

スクリーンコントロールが OpenFX になっていること

を確認する。クリップの先頭か最終フレームに移動して

トラッカーポイントを確認する。今回は 3D パースペク

ティブ情報を取得するため、四点以上設定しなければな

らない。ここではトラッキングマーカーにポイントを

セットした。ビューワの中をクリックするとポイントが

追加できるが、不要になったポイントは Option キーを

押しながらクリックすると削除できる。

（5）トラッカーコントロールがすべてセットできた

ら、トラッキングの分析を開始する。再生ヘッドの位置

に応じて、前方もしくは後方に向けて Track Forwards か

Track Reverse ボタンをクリックする。

（6）再生ヘッドを分析を開始したフレームに移動し

て、Show Controls For ポップアップから Positioning に
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切り替える。ビューワ全体にグリッドが現れるので、四

隅をバックグラウンドに合わせるためグリッドを調整す

る。セットしたら再生ヘッドを主要なポイントに移動し

て、グリッドが正確に連動していることを確認する。

（7）Show Controls For ポ ッ プ ア ッ プ か ら

Compositiing に、Output ポップアップを Composite に

切り替える。必要に応じて Composite Type を変更し、

Plate Cropping でフォアグラウンドをトリミングする。

MainControls
Show	Controls	For：マッチムーブの工程で使用する

四 種 類 の 機 能 を 切 り 替 え る。（Tracking、Positioning、

Compositing、Stabilising）

Output：ノ ー ド の 出 力 を 切 り 替 え る。Disabled

は 非 表 示、Positioning Reference は グ リ ッ ド 表 示、

Composite は最終合成結果が表示される。

TrackingControls
Tracking Controls はマッチムーブプロセスの第一段階

を制御し、このコントロールページはマルチパッチモー

ショントラックの設定、実行、および修正に必要なすべ

てを提供する。

Track ボタン：トラッキングを開始するために使用さ

れる主なコントロール。

Prev	/	Next	track	end：前後のトラッキングされた

セクションにジャンプできる。トラッキングデータに

ギャップがある場合は、これらのコントロールを使用し

て連続したトラッキングデータの異なるセグメントに

ジャンプできる。

Enable	Zoom	/	Rotation：ズーム及び回転を追跡する

かどうかを選択できる。トラッキングを開始する前に設

定する必要がある。

ManageTrackingPatches
Activate	None ／ Activate	All：全体的なマッチムー

ブ結果に貢献することができるトラッキングパッチを選

択できる。ボタンをクリックすることで、すべてのパッ

チを一度に有効または無効にできる。

Clear	past ／ Clear	future：再生ヘッドの現在の位置

から前後に、不適切なトラッキングデータをクリアする

ことができる。

Delete：現在のフレームで有効になっている、トラッ

カーコントロールのトラッキングデータのみを削除でき

る。

Refresh	Tracks：トラッキング対象がトラックを中断

した場合、トラッカーコントロールのパッチが更新でき

る。

DisplayOptions
このグループでは、オンスクリーンコントロールの表

示と非表示を切り替えることができる。チェックボック

スを使用すると、trackers、center（赤のトラッキング

センターポイント）、paths（トラッキングされたモーショ

ンパス）、active patches の表示ができる。Patch size は、

各パッチウィンドウのサイズが調整できる。

Positioning
Positioning コントロールは、マッチムーブプロセス

の第二段階を制御する。移動、コーナーピニング、およ

びサイズ変更によって、背景に合わせてフォアグラウン
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ドイメージを変換するために必要なすべてを提供する。

CanvasOptions
Canvas	Controls：Corners の基本的な使い方は、グ

リッドの四隅を調整してバックグラウンドに合わせ、そ

の後グリッドの各所をドラッグして微調整ができる。

Handles は任意の四箇所にポイントを追加してシェイプ

を調整できる。

DisplayOptions
このグループでは、オンスクリーンコントロールの表

示と非表示を切り替えることができる。チェックボック

スを使用すると、trackers、center（赤のトラッキング

センターポイント）、paths（トラッキングされたモーショ

ンパス）の表示ができる。

Compositing
Compositing コントロールは、マッチムーブプロセス

の第三段階を制御し、フォアグラウンド画像をバックグ

ラウンド画像に合わせてシームレスな合成を行うことが

できる。

RenderingOptions
Composite	Type：出力されているコンポジットが、

合成結果（Overlay）かフォアグラウンドのみ（Plate 

Only）を選択できる。

PlateCropping
必要に応じて四つのスライダで、画像の左、右、上、

下をトリミングできる。

Stabilizing
Stabilizing コントロールは実際にはマッチムーブとは

関係ないが、トラッキングコントロールのモーショント

ラッキングを使用してイメージを安定させることができ

る。

ResolveFXWarp
このカテゴリのフィルタを使用すると、さまざまな方

法で画像を歪ませて手作業またはカスタムの歪みエフェ

クトを作成できる。その中の Warper プラグインは、ポ

イントベースの曲線的な自由変形ツールである。

Dent
さまざまなタイプの円形の湾曲エフェクトを作成する

プラグイン。

Dent	Type：六つの異なる「へこみ」エフェクトが選

択できる。
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X	/	Y	Position：Dent エフェクトのへこみの中心位置

を縦横に移動できる。

Size：円形の直径を調整できる。

Strength：へこみの強弱と奥行きか手前の方向を調整

できる。値がマイナスになるとへこみ、プラスでは手前

に膨らむ。

Edge	Behaviour：へ こ み や 膨 ら み に よ っ て 画 像 の

エッジが現れた際、どのような処理にするかを選択で

きる。Reflect はオリジナル映像を使って反射処理を加

え、Replicate はエッジのピクセルを複製する。Wrap-

Around は画像のフレームをタイル状に敷き詰めておき、

Dent 処理がエッジに達したら隣のタイルの画像を利用

する。

LensDistortion
凸または凹レンズの歪みを画像に追加して、画像が外

側に向かって膨らんだり、内側にへこんだりする効果が

得られる。このフィルタはレンズの樽型歪みを補償する

矯正的な目的でも使用できる。また RGB 個別に歪みの

形状を調整でき、色収差の効果を作り出すこともできる。

Gang：チェックを付けると、RGB の各 Distortion ス

ライダを同時に動かすことができる。

R	/	G	/	B	Distortion：値がマイナスになると奥に、プ

ラスでは手前に湾曲が加わる。

Fine	Adjustment：Distortion スライダの可変レンジ

が狭くなり、その代わりに微妙な調整ができるようにな

る。

Edge	Behaviour：エッジが現れた際、どのような処

理にするかを選択できる。Reflect はオリジナル映像を

使って反射処理を加え、Replicate はエッジのピクセル

を複製する。Wrap-Around は画像のフレームをタイル

状に敷き詰めておき、Dent 処理がエッジに達したら隣

のタイルの画像を利用する。

X	/	Y	Position：湾曲の頂点の縦横の位置を調整できる。

パラメータの調整により画像のエッジに到達して黒い

ブランキングが出てしまう場合には、Lens Distortion を

適用したノードの手前に別のノードを追加して、Node 

Sizing であらかじめ Zoom パラメータを使って拡大して

おくと回避できる場合がある。

Ripples
さまざまな種類の波紋を作成するエフェクト。

MainControls
Ripple	Shape：Circular（ 円 形 ）、Square（ 正 方 形 ）、

Horizontal（水平）、Vertical（垂直）、Exponential（指数）、

Star（星）、Radial（放射状）の中から波紋の形状を選択

できる。
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Wave	Shape：Sinusoidal（正弦波）、Triangular（三角波）、

Fresnel In（フレネル・イン）、Fresnel Out（フレネル・

アウト）、Natural（自然波）の中から波の形状を選択で

きる。

Shine：チェックを付けると、波紋が光に反応した光

沢を有効にする。

Shine	Direction：光沢の方向を指定する。

Vertical	Shine	Height：光沢の太さが変更できる。

Shine	Size：光沢が占める広さを変更できる。

Shine	Strength：光沢の明るさを調整できる。

Animate：チェックを付けると、Speed スライダが現

れて波紋に動きが加えられるようになる。チェックを外

すと、波紋は全く動かない。

RippleControls
このコントロールは、最大五つまで同時に使用するこ

とができる。

Enable	Ripple：チェックを付けることで、このパラ

メータセットを有効にできる。

X	/	Y	Position：波紋の中心ポジションを変更する。

Amplitude：波紋の振幅の調整。値を大きくすると波

紋が高くなる。

Frequency：波紋の間隔の調整。

Decay：波紋の減衰量を調整するので、値が小さくな

るほど画面全体に波紋が行き渡る。

Phase：周期の位相を調整する。波紋の間隔や高さは

変わらないが、波の開始点を調整できる。

Vortex
X	/	Y	Position：渦巻きの中心ポジションを変更する。

Size：渦巻きの直径を変更する。

Angle：渦巻きの方向と強度を調整できる。0 未満に

設定すると画像が左に曲がり、0 以上にすると画像が右

にねじれる。

Power：渦巻きの有る無しの境界がより堅くなるよう

に、有効な領域を回転させる。

Swirl：エフェクトを強調し、イメージをより鮮明な

旋回効果になるようにねじりを加える。
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Edge	Behaviour：エッジが現れた際、どのような処

理にするかを選択できる。Reflect はオリジナル映像を

使って反射処理を加え、Replicate はエッジのピクセル

を複製する。Wrap-Around は画像のフレームをタイル

状に敷き詰めておき、Dent 処理がエッジに達したら隣

のタイルの画像を利用する。

Warper（Studio のみ）
Warper はメッシュやスプラインではなくポイントを

使用して、イメージ内のポイントをゴムシートのように

押し込んだり引っ張ったりする、フリーフォームのイ

メージエフェクトである。画像の中のポイントを歪ませ

るには、そこをクリックしてワープポイントを追加し、

ドラッグして画像のその部分を望む方向に変形させる。

ワープポイントは選択されていると白色で、解除する

と灰色で表示される。歪ませたくない部分を指定するに

は、Shift キーを押しながらクリックして赤色のリミッ

ターポイントを配置する。ワープポイントとリミッター

ポイントを組み合わせることで、特殊なワープエフェク

トを素早く作成してイメージ内のポイントを柔軟に変形

させることができる。

望ましくないワープまたはリミッターポイントは、

Option キーを押しながらクリックして削除することが

できる。Tracker パレットの FX モードを使用すると、ワー

ピングしているポイントをモーショントラッキングする

こともできる。

EffectOptions
Warp	Limits：ワープ時に画像のエッジを処理する方

法を選択する。Corners はイメージの四つの角は固定す

るが、ワープ処理によりフレームの周りにブランクが入

る場合がある。Edges はイメージの縦と横のエッジを固

定するので、フレームの周りにブランクは発生しない。

Manual は画像の一部だけに歪みを加えることができる

が、ワープポイントを追加する前に少なくとも一つのリ

ミッターポイントを配置する必要がある。

Warp	Sharpness：三種類の画像補間方法が選択でき

る。Sharp は最も尖った結果が得られ、Rubber-Sheet

は両極端のバランスを取る。Rounded は最も緩やかに

湾曲した結果が得られる。

Edge	Behaviour：エッジが現れた際、どのような処

理にするかを選択できる。Reflect はオリジナル映像を

使って反射処理を加え、Replicate はエッジのピクセル

を複製する。Wrap-Around は画像のフレームをタイル

状に敷き詰めておき、Dent 処理がエッジに達したら隣

のタイルの画像を利用する。

Quality：ワープエフェクトを高速（Faster）、デフォ

ルト（Default）、より良い（Better）の 3 つの方法から

選択できる。それぞれの選択肢は、イメージの滑らかさ

とパフォーマンスのトレードオフになる。

Warp	Scale：ワープエフェクトの全体を拡大縮小でき

る。これを 0 に設定すると、ワープエフェクトは何もな

くなり、2.0 の最大値まで上げるとワープエフェクトは

二倍になる。

On-ScreenControls
このコントロールでは、いろいろな状況で操作をしや

すくするためのオプションが用意されており、画面上の

コントロールをカスタマイズできる。

Render	a	reference	grid：チェックを付けると、画像

上に基準グリッドを重ねることで適用しているワープの

種類を簡単に確認できる。

Show	Warp	Boundaries：イメージのどの領域がリミッ

ターポイントによってロックされるのかを示す三つの選

択肢が用意されている。デフォルトは、None（非表示）

になっている。As Border（境界線）は、ワープがロッ

クアウトされる境界線を赤い線で示す。As Mask は、リ
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ミッターポイントによってワープから保護されている領

域を暗くする。

Control	Visibility：作成したワープポイントとリミッ

ターポイントを作業中に表示するかどうかを選択でき

る。デフォルトの Show は、すべてのコントロールポイ

ントを常に表示する。Auto Hide は、コントロールポイ

ントをドラッグしているときはすべてを非表示にし、ポ

イントが画像の邪魔にならないようにできる。Hide は、

すべてのコントロールポイントを常に非表示にする。コ

ントロールポイントの新規作成は制限なくできるが、既

存のコントロールポイントを編集することはできない。

Show：ワープポイントの表現方法を選択するため

の二つのオプションがある。デフォルトの Warp Points

は、単にワープポイントをグレーの点として表示する。

Warp Vectors は、ラインと矢印でコントロールを表示す

る。丸いポイントはアンカー、またはイメージのワープ

の部分を示し、矢印はイメージのその部分をワープした

場所を示している。

Scale	Controls：Warp Points、もしくは Warp Vectors

の表示を、便利なサイズに縮小または拡大することがで

きる。

Waviness
縦もしくは横方向に均一な揺れ（うねり）を加えるエ

フェクト。

Waviness	Type：揺れの方向を縦か横で指定する。

Scale：値を増やすと波の数が増える。

Strength：値を増やすと波の高さが増える。

Phase：周期の位相を調整する。波の間隔や高さは変

わらないが、波の開始点を調整できる。

Animate：チェックを付けると、Speed スライダが現

れて揺れに動きが加えられるようになる。チェックを外

すと、揺れ全く動かない。
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バージョン 14 で新しく搭載された Fairlight

ページは、MA 〜マルチオーディオ作業をポス

トプロダクションレベルで可能にする可能性

を持っている。編集やカラーグレーディング

の目的で Resolve を使うと、ここまで多機能な

オーディオ処理は使わないだろうと考えるか

もしれない。コラボレーション機能を活用す

ることで、同じプロジェクトをエディターと

サウンドエンジニアが並行作業することも可

能になるので、ワークフローの手法に影響を

与える可能性を秘めている。

正しいことをしたければ偉くなれ。

〜 踊る大捜査線

Fairlight
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Fairlight のインターフェース
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MediaPool
DaVinci Resolve にインポートしたクリップを表示す

るので、Resolve 内のファイルシステムのような役割を

担う。Finder のフォルダに相当するのが Bin で、ユーザー

が自由に作成できる。Smart Bin は検索機能付の Bin で、

条件により自動的に内容が更新される。

EffectsLibrary
Audio FX を表示し、アイテムをドラッグ & ドロップ

でタイムラインに適用できる。Mac 版 Resolve では、

VST 形式と AU 形式（Audio Unit）が使用できる。

Index
Tracks と Markers のタブがあり、Tracks ではトラック

リストが表示され名称の変更ができる。トラック数が多

くなった場合には、ここから表示と非表示が変更できる。

非表示にしてもオーディオ出力は維持される。Markers

では Edit ページで追加したマーカーがサムネイルと共

に表示される。

MIxer
フル機能のミキサーコントールが使用できる。フェー

ダー部はソースと出力に分かれていて、表示エリアはド

ラッグで変更できる。

Meters
トラックに対応したオーディオレベルが表示される。

レベルの変更（Post Fader ／ Track Source）と、ターゲッ

ト・ラウドネスのレベルとスケールは Project Settings

から変更できる。

Inspector
タイムラインで選択しているトラックに対応したパラ

メータの調整部が表示される。追加されたエフェクトの

パラメータもここから行う。

Metadata
メディアファイルに埋め込まれているメタデータを

表示する。メタデータは読み込み専用で修正はできな

い。表示するメタデータ項目は、Preferences ＞ User ＞

Metadata からカスタマイズできる。

オーディオトラック
トラックは Edit ページのオーディオトラックと連動

している。トラック内での再生ヘッドの移動方法は Edit

ページとは異なる。トラックヘッダで選択したトラック

が対象となる。

トランスポート部
再生、停止、早送り、録音のコントローラーがある。

タイムラインの切り替えや、フェーダーなどのパラメー

タの手動調整を記録するオートメーションを使用する場

合のコントローラーが置かれている。

ポップアップメニューを表示

ソートの順序変更／昇順・降順

検索入力部を表示

Effects Library のグループ、Bin List の
表示・非表示

オプションメニューを表示

履歴を戻る／進む

アイコンとリスト表示の切り替え

表示サイズの大小調整

コントローラーパーツ
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Meters
Meters ボタンで有効にしている時のみ表示される。

左からトラックに対応したトラックメータが並んでい

るが、トラックのタイプにより縦に細かく分割され

る。Mono では 1、Stereo では 2 のようにチャンネル

数に応じてピーク値が表示される。メーターの値は

Preferences に よ り、Post Fader か Track Source が 選 択

できる。これと同じ動きをするメーターが、対応するト

ラックヘッダ部にも置かれている。

トラックメーターの右側にはバスメーターがある。デ

フォルトでは Main1 のみで L と R の 2 チャンネルの出

力で、Fairlight メニュー＞ Bus Format から Sub か Aux

を追加するとここに表示される。Control Room 下のポッ

プアップでは、現在設定されている出力チャンネルのど

れかが選択でき、対応したバスのモニタリングができる。

Loudness メーターのソースは MAIN になっており、

Control Room のソースで選ばれたラウドネス値を表示

できる。Reset ボタンで計測値をクリアし、Start ボタン

を押した以降は計測を継続する。ターゲットラウドネス

の LUFS 値 は Project Settings ＞ General Option か ら 変

更できる。デフォルトは -23 になっているので、日本の

仕様の -24dB に変更することが望ましい。

メータの M 側はターゲットラウドネスで設定した値

を 0 としたステレオピークメーターとして動作し、設定

値以上になると黄色表示になる。右側のメーターはラウ

ドネス設定値付近を拡大表示したモノラルメーターであ

る。スケールは +9 Scale と +18 Scale が選択できる。こ

ちらも Project Settings から変更できる。右側の Shrot、

Short Max、Range の数値はターゲットラウドネスから

の相対レベルの表示で、Integrated の値が計測された期

間の積算値になる。

ラウドネスメーターの計測結果は、レベルに達するま

での積分時間とレベルが低下するときの減衰時間の特性

が機器ごとに一致できない。これにより、Fairlight ペー

ジで表示されたラウドネス値と、他のシステムでの結果

とは異なる場合がある。

メーター部の一番右にはビデオモニターがあるが表示

は控えめな大きさなので、拡大表示するときは右下のス

クリーン上のボタンをクリックする。これにより別ウイ

ンドウで表示できサイズも調整できるようになる。

Bus
Main：プログラムの主要な出力で最大 8 個作成でき

る。作成する新しいプロジェクトには Main 1 バスが必

ず含まれる。デフォルトではオーディオトラックはすべ

て Main 1 にルーティングされている。Deliver ページの

出力対象に含めることができる。

Sub（Submix）：ダイアログや音楽など同じカテゴ

リをまとめる用途で使用され、最大 24 個作成できる。

Main への出力前にカテゴリでミックスし、その後ルー

ティングすることで複数言語バージョンを制作するよう

な用途で効率化できる。Deliver ページの出力対象に含

めることができる。

Aux（Auxillary）：最大 24 個作成できる。グルーピン

グしてから外部エフェクターに送るような用途がある。

Deliver ページの出力対象に含めることができる。

Multi	Track：最大 24 個作成できる。ディスクに再録

音したり、他の I/O 機器にルーティングするような用途

で使用される。

Bus	Format：Fairlight メ ニ ュ ー ＞ Bus Format か ら、

出力バスの追加と削除ができる。デフォルトでは Main 

1 だけになっており、追加するタイプとバスのフォー

マットを Mono や Stereo で指定する。User Name で任

意の名称を付けると、Mixer にそれが反映される。

Bus	Assign：出力バスにどのオーディオトラックを

接続するかを指定する時に、Fairlight メニュー＞ Bus 

Assign を開く。上部の Buses で送り先を選択して、次

に Available Tracks をクリックすればリンクが作成され
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る。一括して複数のアサインをまとめて設定する際にこ

の機能が便利である。個別にひとつずつ変更する際は、

MIxer 部の Send ボタンで操作することもできる。

Patch	Input/Output：Fairlight ペ ー ジ で 使 用 で き る

ルーティングはブロックダイアグラムに書かれているよ

うに、多数の組み合わせが可能となっている。それらを

相互に接続するためにこの機能を使用する。Fairlight メ

ニュー＞ Patch Input/Output から設定する。

オーディオタイムライン
ここでの表示は、Edit ページで編集した結果のオー

ディオトラックと共有される。Fairlight ページでトラッ

クを追加削除した結果は、Edit ページでも反映される。

再生ヘッドのロケート操作は Edit ページのキーボード

ショートカットと同じではない。これは Firlight システ

ムがこれまで採用してきた操作体系を継承しているため

であり、今後 Edit ページと同じ仕様になることが予想

される。トラックに配置されたカットの先頭と末尾ごと

に再生ヘッドをジャンプさせるには、目的のトラック

ヘッダ部をクリックしてハイライトにさせてから、キー

ボードショートカットもしくはメニューから実行する。

タイムラインの左端にはトラックヘッダがあり、各ト

ラックに対応する機能が収められている。デフォルトで

薄いグリーンになっている縦長の細いラインはトラック
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カラーを反映させている。自由に変更でき Edit ページ

と共有される。トラックカラーはメーターと Mixer でも

使用される。

トラック名：トラックナンバーの右側にあり表示だけ

ではなくダブルクリックすれば名称変更できる。

Track	Type：Edit ページと共通である。右クリックか

ら Change Track Type to で Mono から Stereo のように

タイプ変更できる。

四角に囲まれた小数の数字はフェーダーバリューで、

Mixer フェーダーで変更した dB 値がここに数値で表示

される。左右にドラッグするとフェーダーレベルの変更

ができる。

ロック、Arm、Solo、Mute：Edit ページと同じ動作をし、

R は Arm ボタンでトラックをアーム（録音可能）にする。

録音する際はここをハイライトにすること。

レベルメーター：メーター部の表示と共通である。

Fairlight ページのオーディオタイムラインだけの機能

として、トラックヘッダから右クリックして Lock Track 

Height to でサイズを選択すると、全体のトラックの高

さを変更した場合でも指定したトラックの高さは固定さ

れる。

Fairlight メニュー＞ View Clip Info Display を実行する

と小さなウインドウが表示され、トラック内のカットに

表示される名称の切り替えや Clip Info の ON/OFF がで

きる。

Mixer(Fairlight)
Mixer は 2 つのブロックに分かれており、左側にはオー

ディオトラックに対応したコントローラーが、その右側

には Main や Sub などの出力バスが配置されている。

Input：ボイスオーバーの際のマイク入力を指定する

ような、外部入力ソースをトラックに指定する時などに

使用する。すでにオーディオデータが配置されているト

ラックで Input を指定してボイスオーバーを行うと上書

きされる。

Effects：AU か VST 形 式 の エ フ ェ ク ト を 追 加 で き

る。追加できるのはオーディオトラックだけではなく、

Main や Sub などの出力系にもエフェクトを設定できる。

これにより、Sub バスにまとめた複数トラックに一括し

てエフェクトをかけることができる。

Insert：BMD ハードウエアを経由して、外部機器から

の信号をリターンできる。外部のエフェクターを使用す

る時にはここを有効にする。ボタンは ON/OFF 動作する。

EQ ／ Dynamics：ダブルクリックすることで、イコ

ライザーとダイナミクスのためのサブウインドウが表示

できる。設定を加えた場合には、表示部にグラフが現れ

て明示する。
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Aux：Aux バスを追加した時だけ表示され、ダブル

クリックするとサブウインドウが表示される。Send レ

ベルの設定や Pan、Pre/Post の切り替え、Send の ON/

OFF を設定できる。

Pan：出力バスに送る際のパンニングを変更できる。

サラウンド対応のインターフェースなので単なる LR 調

整だけではない。

Main/Submix：出力バスのどれに送るかを指定する。

この機能は Edit ページの MIxer にはないので、Main バ

ス以外に出力する場合にはここで変更する必要がある。

Arm/Solo/Mute：トラックヘッダと共通に動く。

フェーダーの示す dB 値は上部に数値で表示される。

調整後にデフォルトの 0dB に戻したい場合にはフェー

ダをダブルクリックする。

オプションメニューからは、操作部ラベルの非表示、

Mixer 部の横幅を狭くしたコンパクト表示、各モジュー

ルの非表示が切り替えられる。

EQ(Fairlight)
4 バンドのパラメトリックイコライザーと、Low Pass

と High Pass フィルターで構成される。Equalize Type

ポップアップから、Earth、Air、Ice、Fire が選択できる。

Earth は Fairlight ネイティブでデフォルト設定。Air は

SSL 4K、Ice は Neve V、Fire は Focusrite のミキシングコ

ンソールをエミュレートする。

設定を残したままで EQ 設定をバイパスにする時は、

ウインドウ左上の Equalizer スイッチを OFF にする。設

定を削除してリセットをかける場合は、ウインドウタ

イトルバー右のリセットボタンをクリックする。Gain

フェーダーは EQ の効き具合を強弱調整できる。

一般的なイコライジングでは、屋外での録音で混入し

た風切り音のような雑音は周波数の低い部分を多く含む

ためカットしたり、ひとの声を強調させるには 3kHz の

あたりのゲインを上げると明瞭になることがある。EQ

の調整時は対象となるトラックを Solo にして音声をモ

ニタリングしながらグラフをドラッグすると調整結果が

わかりやすくなる。

Dynamics
オ ー デ ィ オ の レ ベ ル の 大 き さ を 調 整 す る た め に

Dynamics コ ン ト ロ ー ラ ー は 使 用 さ れ る。Expander、

Gate、Compressor、Limiter の 4 つのコントローラーを

備えている。調整は Input と Output のレベルを比較し

ながら、Gain Reduction で効果の強弱を確認する。調整

後に全体の効き具合を Make Up で調整できる。

Expander：信号のソフト部分のレベルをより大きな

部分のレベルと比較して低下させることによって、音量

の違いを強調する。Gate との同時使用はできない。

Gate：録音の静かな部分のノイズを低減または排除

するために、あるレベル以下に落ちる信号を減らすか信

号を消音することもある。Expander との同時使用はで
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きない。

Compressor：オーディオ信号のピークを検出して低

減するために使用される。クリッピングを起こさずに全

体のレベルを上げることができ、特定の信号のダイナ

ミックレンジが減少する。

Limiter：特定の信号に許容される最大レベルにハー

ド・リミットを課す制限を適用できる。

Attack：信号がしきい値を超えたときに圧縮を適用す

る速度を調整する。 デフォルトは 1.4msec で、 範囲は 0

〜 100msec である。

Hold：ある時間が経過するまで Dynamics が再びトリ

ガーされないようにする。 デフォルトは 0msec で、 範

囲は 0 〜 4000msec である。

Release：信号がスレッショルドを下回ったときに

Dynamics の適用を停止する速度を調整する。 デフォル

トは 93msec で、範囲は 0.03 〜 4.03msec である。

Pan(Fairlight)
ステレオとサラウンドに対応したパンコントロール。

Mixer 部のコントローラーから操作することもできる

が、より詳細な制御はダブルクリックして専用のウイン

ドウを表示した方が正確に操作できる。専用ウインドウ

左上の Pan ボタンにより、設定をバイパスできる。

Left/Right：ステレオミックスではこのパラメータで

L から R へのパンニングがコントロールできる。

ボイスオーバー録音
MacBook Pro や iMac では内蔵マイクが付属するので、

別途マイクや I/O ハードウエアがなくてもボイスオー

バー録音ができる。あらかじめ macOS のシステム環境

設定から、Input ソースを Internal Microphone に設定

しておく。

次に新規にボイスオーバーのためのトラックを Mono

で追加して、Mixer からそのトラックの Input をクリッ

ク す る。Patch Input/Output で Source が Audio Inputs

が選択されているので、「1 : Builtin Microphone」を選択

し、Destination 部の目的のトラックを選択した後にウ

インドウ下部にある Patch ボタンをクリックする。

ボイスオーバー録音するトラックの Arm ボタンをク

リックして赤く点灯させておく。再生ヘッドを録音した

い場所に移動させ、録音ボタンをクリックすると開始さ

れる。終了したい場合にはスペースバーを押せば、録音

された音声がトラックに配置される。

ボイスオーバー録音は、同じタイムラインのポジショ
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ンに何度か別のテイクで録音が行われることがある。

Resolve ではこのような複数回同じトラックの重複する

部分に録音を実行しても、すべての録音データを残し

ておく機能がある。View メニュー＞ Show Audio Track 

Layers にチェックを入れていると、録音したすべてのテ

イクが表示できる。古い録音がレイヤーの下に配置され、

最上部のトラックだけがトラックから出力される。これ

はビデオトラックの透明度が 100％で重なった状態と同

じで、最上部のレイヤーに隠れていない下部のレイヤー

はオーディオが出力される。

Automation
Automation 機能とは Fairlight ページで使用できる、

オーディオトラックフェーダーや、パンニング、EQ な

どの調整値を、モニタリングしながらリアルタイムに

調整した手動操作を正確にトレースして再現する機能。

キーフレームと異なるのは、事前に変化点を設定するの

ではなく、ボリュームなどのバリアブル値をリアルタイ

ムに手動操作して記録する点である。

二種類のレベル調整
Edit ページのオーディオキーフレームは、ラバー

バンドを使った視覚的に設定する方法。それに対し

て Automation の Fader コントロールは、モニタリン

グしながら聴感上の調整をリアルタイムに行う方法。

Fairlight ページでも Clip Volume に限ってキーフレーム

を設定できるが、リニアカーブのみサポートしているが

スプラインカーブは Edit ページのみで可能。

対象となるパラメータ
Fader：オーディオトラックとバスのフェーダー

Mute：Mute ボタンの On/Off のタイミング

Pan：Pan コントローラーのすべてのパラメータ

EQ：EQ コントローラーのすべてのパラメータ

Comp：Dynamics の Compressor

Gate：Dynamics の Gate

Lim：Dynamics の Limiter

Aux：トラックから Aux バスへの Aux コントロール

Plugins：プラグインのコントロール

Misc：プラグインの VST と AU 形式のコントロール

Automation ツールバー

再生や停止ボタンがあるトランスポートコントロール

にある、Automation ボタン押して On にすることで有

効になる。Automation が有効の間だけ、Automation ツー

ルバーが表示状態になる。Automation ツールバーには

4 つのオプションがある。

Automation：Write、Trim の 二 つ の モ ー ド が あ る。

Write は Automation の上書き、Trim はすでに記録して

ある Automation を修正する時に使用する。

Touch：Off と Latch は同じ動作をするが、マウスでコ

ントローラーをドラッグしている間は継続して記録す

る。Snap はマウスボタンがリリースされたら記録を終

了する。

On	Stop：三つのモードで Automation の記録が停止

した時の動作を指定する。Event は停止したポイント以

降は前回の記録を生かす。Hold は停止したレベルをそ

れ以降維持する。Return は停止したレベルから前回記

録したレベルまでを緩やかに移行させる。

Enables：どのコントローラーを有効にするかを指定

する。重複選択が可能。指定できるのは Fader、Mute、

Pan、EQ、Comp、Gate、Lim、Aux、Plugins、Misc 中

から選択する。
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Automation のグラフを表示

記録した Automation の変化をグラフで視覚的に確認

するためには、トラックヘッダ部のポップアップから目

的のパートに切り替える。Trim モードで修正する時に

もここで表示させていると修正がわかりやすくなる。

Automation の新規記録

Automation ツールバーから Enabales で対象を有効に

し、Write モードを選択する。タイムラインで再生ヘッ

ドを記録を始めたい部分に移動させ、目的のトラック

の Automation arm ボタンを有効にする。スペースバー

か L キー、もしくはツールバーのレコードボタンを押し

て再生を開始する。再生中はコントローラーを変化さ

せる。記録が完了したら再生を停止する。この時点で

Automation の記録に満足しない場合には、Undo して

記録を無効にする。希望通りの結果が記録できるまでこ

れを繰り返す。

Automation の再生
記録された Automation は、タイムラインを再生する

と再現される。トラックフェーダーは再生時にはグリー

ン変わる。

Automation の削除
現状のバージョンでは一度記録した Automation は削

除する機能が実装されていない。記録した Automation

を削除したい場合には、次の方法で消すことはでき

る の で 当 面 は こ の 方 法 で し か 削 除 で き な い。 ま ず

Automation を Write モードにして、On Stop を Hold に

設定。Automation が記録されている少し前に再生ヘッ

ドを移動させ、Automation arm を有効にする。コント

ロールの値をデフォルトにセットしておく。削除記録の

ために再生を開始して、Automation 記録部分まで再生

を継続してそこで停止する。これでデフォルト値が上書

きされたことになり、結果的に Automation が削除され

ることになる。

Automation の一部分を削除する
Automation を Write モードにして、On Stop を Event

もしくは Return に設定。削除したい少し前に再生ヘッ

ドを移動させ、Automation arm を有効にする。コント

ロールの値をデフォルトにセットしておく。削除したい

部分だけで再生させる。

記録したレベルを全体的に増減させる
一旦記録した Automation カーブを全体的にレベル

を上下させたい場合には、Trim モードを使ってレベル

を 調 整 で き る。Touch モ ー ド を Latch も し く は Snap

に 設 定 し て、Automation arm を 有 効 に す る。 コ ン ト

ローラーでレベルを上下させてから再生を開始して、

Automation 記録部分全体をすべて再生させる。どのく

らいレベルが変更されたかはトラックヘッダ部のグラフ

で確認できる。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 212Fairlight

コラム｜トレンド
私がコンピュータで映像編集できるアプリケーション

を初めて見たのは、1990 年台前半の Adobe Premiere

でした。当時は Premiere Pro ではなく、単に Premiere

でした。Mac の中で写真や音楽、時にはとても小さな

動画ファイルなどを組み合わせてコンテンツを作る、当

時で言うところのマルチメディア制作のツールでした。

今でもはっきりと記憶しているのは、そんなホビーユー

スの Premiere にもかかわらず、EDL の機能が搭載され

ていたことです。そのとてもアンバランスに見えるアプ

リケーションが、今では映像業界の主要なアプリケー

ションになっているとは不思議な気分です。ソフトウエ

アはその中にたくさんの機能を盛り込んで、どんどん進

化して姿や使い心地を変化させることができます。特に

外資系の開発会社の場合は、会社をまるごと買収するこ

とで開発体制が劇的に変わることもあります。20 年以

上このような映像系アプリケーションをいろいろ見てき

た経験から確実に言えることがあります。

Avid Media Composer は、「The Non Linear Editor」

と呼べるくらい歴史のある編集アプリケーションで、誰

もが認める編集アプリの中の長老です。私の理解では、

黎明期から現在まで生き続けている NLE（ノンリニア

編集ソフトウエア）は、Media Composer と Premiere

だけです。この二つ以外にもたくさんのソフトウエアが

ありますが、これまでに生まれては消えてが繰り返され

ています。二つの歴史あるアプリにおいても、これまで

順風満帆だったわけではありませんでした。ユーザーか

らの評価がこれに加わって、業界内の評価や評判も時間

とともに変化してきました。NLE のトレンドを意識す

ることで、ユーザーは時代の波に飲み込まれない準備を

整えられるのです。ソフトウエアは成長する。これがこ

れまで私がたくさんの NLE と接してきた経験から学ん

だことです。

私が技術サポートを担当しているお客さんや、セミ

ナーやイベントで接した時にお話しすることの一つに、

NLE のトレンドを半年から 1 年周期で見直すことが必

要と伝えています。その背景には、ソフトウエアは成長

する特徴があるからです。ユーザーに評価が高いアプリ

ケーションがあったとしても、ずっとその安定した状態

が何年も継続することは少ないことは、これまでの歴史

を振り返れば明らかです。もし今使っているお気に入り

の A というアプリケーションが衰退した時には、こち

らの B に乗り換えればなんとかなるな。のような代替

え案を用意しておくことが必要だと私は考えています。

誰もそんな残念な未来は期待しませんが、そうなっても

不思議ではないことを、歴史は私たちに教えてくれてい

ます。

Final Cut Pro 問題。勝手にこんなネーミングを付け

ましたが、映像業界にまだ残っている小さくはない問題

です。一時は私も FCP の良さをアピールして導入のお

手伝いをしていたので、使えなくなってしまうことへ少

なからず後ろめたさがあります。あれほどみんなに親し

まれてきたソフトウエアだったとしても、開発元の事情

によってドラスティックな変更があり得るのです。ユー

ザーはその波に巻き込まれないように、二度と同じ苦労

をしてはなりません。そのためにも定期的に「代替え案

B」を準備することが必要なのです。

代替え案は新しいものを見つけるだけではなく、古く

なっていく無くなるものを延命して使うのも対策の一つ

です。macOSの最新版ではインストールもできなくなっ

た FCP7 ですが、Mac OS X 10.7.6 をクリーンインス

トールしたシルバーの Mac Pro を用意して、対応した

バージョンのビデオドライバとハードウエアがあれば安

定したシステムは構築できます。Mac Pro は年代物を

使うことになるので、スペアとしてもう一台同じ仕様の

ものを用意しておきたいところです。編集で使えるコー

デックは Apple ProRes に限定されますが、特定の条件

を満たせばこれでも十分なケースもあるかもしれませ

ん。メディアファイルのコピーは USB3.0 接続の HDD

を使いたいところですが、ドライバが未対応なことも予

想されるので、FireWire800 とギガビットイーサネット

経由でのコピーが主要な方法になるでしょう。もしこれ

を用意できれば、2020 年の東京オリンピックが過ぎる

くらいまでは、このレガシーなシステムでも安定動作は

できるでしょう。もし FCP7 を継続して使うのならば、

開き直ってレガシーの安定化に努めれば良いのです。

この先の変化が予想される中で、DaVinci Resolve を

使うことはどうなんだろうか。そんな疑問に対して、私

個人の考えを最後に述べておきます。2010 年に Mac

版が登場して以来、1 年に一度のメジャーバージョン

アップは欠かさず実施され、その谷間では月一程度のマ

イナーアップデートも欠かさずに提供されています。当

然バグはありますが、更新の中で大半は解決できていま

す。開発元の BMD 社はベンチャーからのメーカーで、

CEO 自ら製品開発の先頭に立っています。別の企業と

M&A する可能性は少ないでしょう。心配事と言えば、

ソフトウエアの進化のスピードが落ちて新しさが感じら

れなくなることでしょうか。もしかしたら無償版がなく

なる？心配はそのくらいでしょうか。そ

んなわけで、当面は安定期だとは考えて

います。でも私の中では、念のため代替

え案 B は用意しながら使っています。
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完成したクリップを、デジタルデータとして

出力するために使うページが Deliver である。

クリエイティブというよりもテクニカルな作

業の色が濃く、取っ付きにくい面もあるかも

しれない。設定を誤るとせっかくのクリエイ

ティブが台無しになってしまうので、基本的

な設定箇所は確実に押さえておかねばならな

い。メディアファイルの知識と合わせて、苦

手意識を払拭しておきたい。

なんと気持ちの良い連中だろう・・・。

〜 ルパン三世カリオストロの城

Deliver
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Deliver のインターフェース
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RenderSettings
DaVinci Resolve から成果物を出力する際のビデオ／

オーディオ／メタデータの設定を行うパート。最上部に

はよく使われるプリセットが用意されているので、ラ

ウンドトリップでの XML や AAF などの編集データも同

時に書き出す場合には、これを使用すると必要な素材

をまとめて書き出せる。出力先は Preferences の Media 

Storage で有効になっているファイルパスに限定される

ので、Deliver 使用でもあらかじめ設定が必要になる。

Tape
使用しているシステムに VTR が接続されている場合

には、ここから出力できる。

Clips
操作画面中央にあるサムネイルが横方向に並んだパー

ト。カット左上の番号の周りにレインボウのアウトライ

ンが付いていると、何らかの色設定が加わっていること

がわかる。Color ページのインターフェースと同じ。

ビューワ
表示されているタイムラインは、直前に開いていた

ページで選択されていたものが引き継がれるが、ビュー

ワ上部のポップアップからでも切り替えできる。書き出

すタイムラインの IN/OUT は、デュレーションと共にタ

イムコードで確認できる。ここで表示される OUT 点の

タイムコード番地のフレームは書き出し時に含まれる。

VTR での OUT 点設定とは異なるので注意が必要である。

Deliver ページでもスコープ表示は可能で、ビューワの

右クリックから実行できる。

RenderQueu
Render Settings で登録済みのジョブリストが表示さ

れる。複数登録して、レンダリングはまとめて実行でき

る。ここに登録した後でも Render Settings の変更はで

きるので、その場合は編集ボタンからアクセスする。書

き出し完了後は、ジョブ項目を右クリックから Reveal 

in Media Storage を実行すると出力したメディアファイ

ルが Resolve で確認できる。

タイムライン
インターフェースは Edit ページに似ているが、ここ

では編集は実行できない。設定できるのは書き出し時の

対象となる IN/OUT だけである。タイムライン部右端の

音符マークをクリックするとオーディオレベルメータが

表示できる。上部にある Render ポップアップから、書

き出し対象を IN/OUT かタイムライン全体かを指定でき

る。

Render の対象が Single Clip の場合には、タイムライ

ンの IN/OUT 区間を示すバーはグレー、Indivisual clips

の場合にはオレンジに色が変化する。

コントローラーパーツ

ポップアップメニューを表示

オプションメニューを表示

表示サイズの大小調整

縦長表示の有効／無効化
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二つの出力モード
Deliver ページからメディアファイルを書き出す場

合に、あらかじめ知っておくべきポイントはタイムラ

インをどのように出力するかである。これは Render 

Settings プリセット部の下にあり、二つの選択肢がある。

Single clip にするとタイムライン全体を単一のクリップ

として出力する。Indivisual clips では、タイムラインに

含まれるカットごとに出力される。仮にタイムラインが

10 カットの映像で構成されていると、書き出されたファ

イル数も 10 になる。

Deliver ページにもタイムラインがあるが、ここでは

編集操作はできず書き出し時の IN/OUT のみ指定でき

る。Single clip 時には自由に IN/OUT が設定できるが、

Indivisual clips では IN/OUT ポイントはカット単位にな

るので、カットの途中で指定しても自動的に直近のカッ

ト点に変更される。IN/OUT 区間を示すバーは、Single 

clip はグレー、Indivisual clips ではオレンジの表示色に

なる。

この IN/OUT 指定の動作はタイムライン部の上にある

Render ポップアップでも切り替えられ、部分的な IN/

OUT を指定していても Entire Timeline に変更するとク

リアされる。

出力プリセット

Custom
これを選択すると、ユーザーにより手動で映像・音声・

メタデータの設定を行うことになる。

YouTube ／ Vimeo
レンダーモードは Single clip に固定される。ポップ

アップからフォーマットを 720P/1080P/2160P の中から

選択できる。QuickTime ラッピングで映像コーデックは

H.264、音声コーデックは AAC（320kb/sec）が指定さ

れる。映像のビットレートは 10,000kb/sec になってお

り、この値は 720P 以外の場合には再考の余地がある。

FinalCutPro
レンダーモードは Indivisual clips に固定される。対応

バージョンは 7 と X で、ポップアップから選択できる。

このプリセットは FInal Cut Pro で編集されて、Resolve

でグレーディングや加工した後のラウンドトリップの

ためのプリセットである。QuickTime ラッピングで映像

コーデックは ProRes 422 HQ、音声コーデックは AAC、

解像度とフレームレートはオリジナルに合わせられる。

メディアファイルと共に FCP 形式の XML が同時に書き

出される。出力されたファイル名は Unipue Filename の

設定が使用されるので、重複しない名前が保証される。

PremiereXML
レンダーモードは Indivisual clips に固定される。この

プリセットは Premiere Pro で編集されて、Resolve でグ

レーディングや加工を加えた後のラウンドトリップの

ためのプリセットである。QuickTime ラッピングで映像

コーデックは ProRes 422 HQ、音声コーデックは AAC、

解像度とフレームレートはオリジナルに合わせられる。

メディアファイルと共に Premiere Pro 形式の XML が

同時に書き出される。出力されたファイル名は Unipue 

Filename の設定が使用されるので、重複しない名前が

保証される。

AVIDAAF
レンダーモードは Indivisual clips に固定される。この

プリセットは Avid Media Composer/Synphony で編集

されて、Resolve でグレーディングや加工を加えた後の

ラウンドトリップのためのプリセットである。MXF OP-

Atom ラッピングで映像コーデックは DNxHR 444 12-

bit、音声コーデックは Linear PCM、解像度とフレームレー
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トはオリジナルに合わせられる。メディアファイルと

共に Avid 形式の AAF が同時に書き出される。出力され

たファイル名は Unipue Filename の設定が使用されるの

で、重複しない名前が保証される。

ProTools
レンダーモードは Indivisual clips に固定されるが、書

き出された映像は単一クリップになっている。音声ファ

イルがカット毎に分かれるためにこの設定になってい

る。このプリセットは、Pro Tools もしくは互換性のあ

る DAW に向けた出力設定である。MXF OP-Atom ラッ

ピングで映像コーデックは DNxHR 444 12-bit、音声コー

デックは Linear PCM、解像度とフレームレートはタイ

ムラインに合わせられる。MA 用途の場合には、コーデッ

ク設定をもう少し低品質に下げることを検討しても良い

だろう。メディアファイルと共に Pro Tools で読み込み

可能な AAF が同時に書き出される。出力されたファイ

ル名は Unipue Filename の設定が使用されるので、重複

しない名前が保証される。オーディオトラックに設定さ

れているカスタム名も出力される。

AudioOnly
映像は無効化され音声のみの出力になる。QuickTime

ラッピングの映像なしのファイルが書き出される。コー

デックは 16bit の Linear PCM で変更は可能となってい

る。

追加の映像出力設定
Render Settings の オ プ シ ョ ン メ ニ ュ に あ る Create 

Additional Output を実行すると、現在の設定で Audio

と File 設定は同じで Video だけ別の設定にした書き出し

ができる。ひとつ追加されると、Render Settings パレッ

ト上部に 1 と 2 の切り替えのためのスイッチが現れる。

この設定ごとにサブフォルダの指定が可能になる。この

追加の映像出力設定は、プリセットの切り替えにかかわ

らずすべてで有効になる。

設定のプリセット化
再利用するような出力設定はプリセット化できる。設

定が完了したらオプションメニューから Save As New 

Preset を実行すると名称を設定した後に保存される。後

から設定項目の変更も可能で、Update Current Preset を

実行する。

書き出し設定／ Video
オーディオのみの書き出しを使わない限りは、必ず設

定が必要なパートである。設定項目も多岐にわたるが、

設定を誤るとせっかくの成果物が台無しになるので確認

は念入りに行いたい。

ExportVideo
このチェックをつけている時だけ映像が出力される。

Format
出力メディアファイルのラッピング形式を指定する。

Codec
Video のコーデック形式を指定する。Format によっ

て選択できるタイプが限定される。

FieldRendering
コーデックにより使用できない場合もある。インター

レース素材を使用している場合でも、チェックを外して

おけばフィールドレンダリングは無効化される。

NetworkOptimization
コーデックにより使用できない場合もある。有効にし

て作成したメディアファイルをインターネットでダウン

ロードした場合、完全にダウンロードが完了しなくても

再生が可能になる。これにより、いわゆるファースト

Atom 設定が有効になる。

RenderatSourceResolution
Individual Clips 設定時のみ使用可能になる。有効にす
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るとタイムラインの解像度にかかわらず、ソースメディ

アのオリジナル解像度が使用される。ソースファイルの

解像度が統一できない場合には、このオプションを利用

するとサイズ変更せずに出力できる。

Resolution
現在のタイムライン解像度がデフォルト設定になり、

変更は任意にできる。Custom にすると、任意のサイズ

の解像度を縦と横のピクセル値で指定できる。

Framerate
Single Clip 設定時のみ使用可能になる。デフォルト

はタイムラインのフレームレートで、24fps の場合は

23.976fps も使用可能になり、さらにプルダウンした

30fps も選択できる。このようにタイムラインのフレー

ムレートにより選択できるパラメータが異なる。

ExportAlpha
Individual Clips 設定時のみ使用可能で、アルファチャ

ンネルをサポートしている Codec だけで使用可能にな

る。

Pixelaspectratio
プロジェクト設定よりもこちらの設定が優先され、ピ

クセル縦横比（PAR）が正方形かシネマスコープを選択

できる。

Datalevels
Auto の場合は、RGB 系の書き出しコーデックを選択

すると Full、YUV 系では Video が指定される。特別な用

途がない限り Auto 設定が好ましい。

Databurn-in
タイムコードやメタデータの焼き付けを選択する。

Same as Project にすると、現在のタイムラインに加え

られている焼き付け状況を維持し、None ではタイムラ

インで有効になっていても焼き付けられない。

Data burn-in ウインドウでプリセットを作成している

場合には、ここから選択できる。その場合には全カット

に設定した焼き込みが加えられる。

Useoptimizedmedia
最適化されたメディアを作成している場合には、レン

ダリング時にそのファイルが書き出しに使用される。こ

れにより書き出しにかかる時間を短縮できる。ただし低

品質なフォーマットを使用している場合には注意が必

要。

Userendercachedimages
キャッシュメディアを作成している場合には、レンダ

リング時にそのファイルが書き出しに使用される。これ

により書き出しにかかる時間を短縮できる。ただし低品

質なフォーマットを使用している場合には注意が必要。

Enableflatpass
Color ページで加えられているグレーディングを、書

き出し時に限ってバイパスすることができる。デフォル

トの Off では、Color タイムラインの状態のままで出力

される。With clip settings では、カットの有効バージョ

ンに Enable Flat Path にチェックが付いていなければ、

グレーディングが活かされる。Always On では、常にグ

レーディングはバイパスされる。

Disableeditandinputsizing
チ ェ ッ ク を 付 け る と、Input Sizing、Pan、Tilt、

Zoom、Rotation が無効になるが、ラウンドトリップ

のプリセットを使用している場合には無効にならない。
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チェックを外すと加えられている設定が有効になる。

Forcesizingtohighestquality
チェックをつけていると、もしリサイズオプションで

低品質な Bilinear を使っている場合、出力時だけシャー

プになる高品質な設定に置き換えられる。

Forcedebayerrestohighestquality
チェックを付けると、RAW データソースの場合に最

高品質のディベイヤー設定が使用される。作業時には低

品質で出力時だけ高品質にしたい場合、設定変更ミスを

回避できる。

Addframehandles
Individual Clips 設定時のみ使用可能。書き出すカット

の IN/OUT の外側に加えるノリシロを、フレーム単位で

設定できる。

書き出し設定／ Audio
どうしても映像よりは重要度を低く見てしまいがちな

パートであるが、サイレントではせっかくの映像はメッ

セージを失ってしまうので、映像と同じくらい慎重に設

定したいところである。

ExportAudio
このチェックをつけている時だけ音声が出力される。

Format
Export Video のチェックが外れている場合にだけ表示

され、出力メディアのラッピング形式を指定する。

Codec
Audio のコーデック形式を指定する。Format によっ

て選択できるタイプが限定される。

BitRateStrategy
Codec が AAC の時だけ有効になる。4 つの選択肢が

使用でき、Data Rate のパラメータとともに使用する。

Variable Bit Rate の場合だけ、数値ではなく Quality ポッ

プアップからの 5 段階から選択する。

BitDepth
オーディオデータのビットデプスを 16/24/32 から選

択する。

Renderonetrackperchannelcheckbox
有効にすると、出力されたメディアファイルに含まれ

るオーディオチャンネル内のトラック数が 1 になる。書

き出しフォーマットが MXF OP-1A の場合は、書き出し

オーディオファイルに付き 1 チャンネル固定になるの

で、このオプションは使用できない。

OutputTrack
Fairlight ページで設定した出力チャンネルの Main1 な

どが選択できる。Timeline にするとタイムラインのト

ラックが個別に選択できる。

ストレージ容量
Deliver でのメディアファイル書き出しの結果、スト

レージの容量に不足がないかを表示できる。もし、足り

ない場合には、事前に他を設定する。
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書き出し設定／ File
ファイルベースワークフローでは、映像・音声と同じ

くらいに重要な項目がメタデータである。他の項目の設

定によって影響されるところがあるので注意が必要であ

る。

FilenameUses
出 力 フ ァ イ ル 名 を 指 定 す る た め の Use Custom 

Filename では、Custom name と File prefix で指定した

文字列が使用される。Use Timeline Name は Single Clip

使用時のみ有効で、タイムラインの名称が使われる。

Use Source Filename は Individual Clips 設定時のみ使用

可能で、ソースメディアのファイル名が使用される。オ

プションで Use unique filenamses にチェックが入ると、

ファイル名の前方（Prefix）か後方（Suffix）に重複しな

い文字列が追加される。

Customname ／ Filesuffix
任意の文字列が使用できることに加えて、半角の %

を入力することでソースファイルのメタデータが引用で

きる。

Useuniquefilenames
書き出したメディアファイル名が重複しないように、

文字列をファイル名に追加する。追加する文字は、前

方（Prefix）か後方（Suffix）を選択できる。また、Add 

source frame count to filename のオプションも使用可能

になり、フレームカウントから得られた番号が追加でき

る。

Usefilenamedigits
連番ファイル出力時に使用されるフレームナンバーの

桁数を指定できる。

Eachclipsstartsatframe
Individual Clips 設定時で連番ファイルへの書き出し

で、フレームナンバーが追加されその数字のオフセット

を指定できる。

Starttimelinetimecodeat
Single Clip 設定時のみ使用可能になる。チェックを付

けなければ、タイムラインの開始タイムコードが使用さ

れる。チェックを入れれば、指定したタイムコードが使

用される。

Placeclipsinseparatefolders
Individual Clips 設定時で使用可能で、書き出したク

リップがサブフォルダの中に保存される。

PreserveSourcedirectorylevels
Media ペ ー ジ の イ ン ポ ー ト 時 で、Add Folder and 

SubFolder into Media Pool(Create Bin) が使用された場合

に選択できるようになる。After head か From tail により、

ソースファイルのファイルパスのエレメントをどのよう

に切り取るかを指定する。Preserve の数を調整すること

で、親フォルダの階層をいくつ使用するかが変更できる。

Usecommercialworkflow
Individual Clips 設定時で使用可能になる。Color ペー

ジのグレーディングにバージョンで複数の設定を作成し

た場合、そのすべてのバージョンを出力できるようにな

る。ただし、Enable Flat Path にチェックがついているバー

ジョンは対象外になる。

Alternativepassoffset
Flat Path 使用時に、同一カットの異なるバージョンで

タイムコードのオフセットを加える。後処理で使用する

際に、タイムコード指定でどのバージョンを使用するか

を変更しやすくなる。

Placereelsinseparatefolders
チェックを付けることで、リール名が同じものを一つ

のフォルダにまとめられる。

Placeclipsinseparatefolders
書き出したクリップを個別のフォルダに保存する。

Useversionnameforfolders
フォルダにバージョン名を使用する。

Renderspeed
Resolve の 書 き 出 し の フ ァ イ ル I/O が 速 す ぎ て ス

トレージが追いつかないようなケースでは、Resolve

の出力に制限をかけることができる。デフォルトは

Maximum で、1 から 100 の間の段階で変更できる。単

位は % である。

Diskspace
レンダリングによってディスクの残容量が不足するこ

とがないように、現在の状況と予想されるレンダリング

後の残容量が表示される。
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出力の実行
Browse ボタンから Media Storage で表示されている

ファイルパスを指定する。ここに表示されていない場

合には、Preferences で希望するファイルパスを追加し

ておく。Filename の表示は設定によって変化するので、

目的どおりに表示されているかを出力前に確認してお

く。

準備が整えば Add to Render Queue をクリックして

キューに登録する。登録は複数可能である。書き出しの

実行時には、必ずキューの中の Job を選択しなければ

ならない。選択していないと書き出し対象から外れる。

一度書き出した後にもう一度やり直したい場合には、

キューの対象 Job にある編集ボタンをクリックし、そ

の後 Render Settings で設定を修正し、パレット下にあ

る Update Job ボタンを押す。

一度書き出した Job を 2 度目以降に再実行すると、

すでに書き出しが実行された履歴があるとアラートが表

示される。Render ボタンをクリックすると実行はでき

るが、このアラートを表示させたくない場合には、Job

を右クリックして Clear Render Status を実行しておく。

書き出し後には、メディアファイルの内容確認をす

ることになるだろうが、Job を右クリックして Reveal in 

Media Storage を実行すると、書き出したメディアファ

イルを再度 Resolve に取り込んで Media ページのビュー

ワで確認できる。この時にはファイルに含まれるメタ

テープへの出力
NLE と VTR の関係は過去から現在に至るまで、技術

者を苦しめてきたのは間違いない。私も Final Cut Pro の

バージョン 3 から 5 くらいの頃に、キャプチャーと出

力でタイムコードのズレが解決できなくて苦心した経

データも表示できるので、映像と音声に加えてファイル

内の様子も確認できる。

験があった。最近では VTR と NLE の接続があまり必要

ではなくなったために、そこで起きるトラブルも少なく

なってきた。しかし、完全にはなくなっていないことを

私も経験している。

DaVinci Resolve の入出力に関して、時間をかけて検

証したことがあった。使用したバージョンは 12.5 であ

る。ある NLE ではテープに出力すると映像と音声が徐々

に同期関係がズレてしまう問題が発覚したので、その状

況を確かめるために DaVinci Resolve でも同じ実験をし

たのだった。Resolve では幸いなことにタイムコードや

映像と音声のズレは一切なく、発生確率は試した数十回

の中では 0% だった。

Resolve の場合は使用するビデオ I/O は自社の製品に

限定できるため、開発での検証も工数を抑えられて確実

性を高められることは想像できる。こんな背景も好結果

に繋がった理由ではないかと思う。

Resolve のテープ出力で特筆できる利点は、QuickTime

ファイルに含まれるタイムコードをそのまま利用して

テープに書き出しができる点である。QuickTime に含ま

れるタイムコードをそのまま出力できる利点は、テープ

に書き出すタイムテーブルのフォーマットをファイルに

保存しておけば、事前にビデオテープに黒みとタイム

コードを記録しておくことが不要になることである。ポ

ストプロではこの「黒み入れ」の作業で不毛な時間を割

かれるので、完全な新品テープを持ち込まれてもすぐに

出力作業に取りかかれる利点は大きいと思う。

書 き 出 し 時 に は Insert、Assemble か Crash モ ー ド

が使用できる。Insert ではプログラムの長さ以上の、

Assemble ではテープ冒頭に少しだけの黒みを、事前に

記録しておかねばならない。Crash モードでは一切の事

前準備が不要になるので、作業工程を簡略化できるのだ。
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コラム｜私のMac
セミナーなどでお会いした方からの質問として、

yamaq さんの Mac はどんなソフトウエアが入っていま

すか？や、どのように Mac を使っていますか？と聞か

れることがあります。自分の blog で紹介したこともあ

りますが、改めて私が使っている Mac はこんな中身で、

どのようにメンテナンスしているかなど、包み隠さず紹

介したいと思います。何かの参考になると嬉しいです。

まずなぜ Windows や Linux ではなく、Mac を使って

いるかの理由です。以前は Windows にはウイルスが多

くて困るので、その点は Mac は安心ですよ。なんて無

責任なことを言っていましたが、この部分は最近は少し

怪しくなってきていて、少し様子が変わりつつあると感

じています。コンピュータウイルスからの障害は、幸

いなことに Mac では皆無に近いのですが、OS 内に隠

れていたバグによる脆弱性がここに来て頻発しました。

ファイルシステムが大きく変わった macOS10.13 は、

当初はいろんな不具合が出てくることを覚悟はしていま

したが、致命的な問題は出ないだろうと予想していまし

た。しかし、それは残念なことにはじめて裏切られるこ

とになります。最初に遭遇した問題は、システムが入っ

ているボリュームをディスクイメージに書き出せないこ

とでした。スタジオで使っているMac Proと iMacでは、

使用前にクリーンインストールをするため、保存してお

いたディスクイメージから書き戻せないことは致命的で

す。方法が見つからないので当面は 10.12.6 で使うこ

とになってしまいました。その後、root 権限に昇格で

きてしまう問題などいくつかの信じられない脆弱性が出

ました。最初はなんとか沈静化すると期待していました

が、様子がいつもと違っていると感じたので、メインで

使っている MacBook Pro も 10.12.6 にバージョンを下

げた次第です。

なぜ Mac なのか？慣れ親しんでいる点がダントツ

で、二番目にあるのは UNIX 由来の OS だという点です。

UNIX ということでシェルスクリプトが使えるため、ア

プリとアプリの谷間にある手動操作はスクリプトで半自

動化できます。こうやって小さなユーティリティをいく

つも自作しています。これがないと手作業が増えて困り

ます。三番目の理由は近年の MacBook Pro のコストパ

フォーマンスが高いこともあります。Retina ディスプ

レイが搭載されて以降、フラッシュストレージの高速化

でソフトウエアの起動が遅くなる問題がほぼクリアでき

たと思っています。これは見えないところで安定動作に

貢献していると思います。

私は MacBook Pro を新旧で二台、スタジオの Mac 

Pro と iMac 各一台で、合計四台を iCloud に登録してい

ます。スタジオの Mac は頻繁にディスクイメージから

書き戻しているので、常にクリーンなシステムになって

います。ディスクイメージも主要なアプリケーションが

更新されるごとに作り直すので、だいたい月一で新しく

なっています。二台の MacBook Pro は長くても半年に

一度はクリーンインストールしていて、その際に使用頻

度が少ないツールを処分しています。HDDではなくなっ

たので、スピード低下を改善する意味ではなく、不要な

ソフトウエアを削除することが主な目的になっていま

す。

MacBook Pro はデモやセミナーで使うので、デモ用

のメディアファイルはいろいろ持っています。1TB の

内蔵フラッシュストレージはシステムのために 250GB、

メディアファイルのために 750GB のパーティションに

区切り、いつでもメディア側は初期化できるようにして

います。こちら側は大小のファイルを新規に保存したり

削除したりするので断片化は避けられず、重たくなって

来たらいつでも初期化できるようにパーティションは分

けています。

ファイルの保全は、ここ五年くらいずっと Dropbox

を有料版で使っています。メインの MacBook Pro と

Dropbox のクラウドにダブルで無くなっては困るプロ

ジェクトのファイルが保管されていて、ここにはファイ

ルサイズの大きなメディアファイル以外がすべて残って

いきます。ファイルサイズが小さめなものがここに残る

ので、更新時の同期もそれほど時間がかかりません。理

想はメディアファイルもクラウドに上げて残したいので

すが、まだ時代がそこまで進化していないと私は判断し

ています。回線スピードとストレージ単価がもう一段階

進化しないことには、映像業界では実用性は低いと見て

います。でもきっと 10 年後くらいには、実用化は見え

てくるとは期待しています。

このような Mac を毎日使っていますが、特にメイン

の MacBook Pro に関しては調子が悪くなるなどのトラ

ブルがもっとも怖いので、普段と変わったことがない

か常に気を配っています。操作に対する反応速度、Mac

が発する音、匂いも気にしています。匂い？と驚かれる

かもしれませんが、これは過去に水冷式の Power Mac

を使っていた時に、焦げ臭い匂いがしてしばらくしてラ

ジエーターが故障したことがあって、そこからの教訓で

す。最も気にしているのは反応速度で、これは 1 秒以

下の小さな単位ですが、いつもよりも反応が遅い時には

こまめに再起動して現象が改善するかを

見ています。いつもと何かが違う時には

大抵トラブルが隠れているので、変わっ

たことがないことが最も安心なのです。
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映像技術の動向はこの先も変わることなく、新

しいものが登場しながら使われなくなるもの

は静かに姿を消すだろう。新しいテクノロジー

が登場した時に理解を助けるには、基本とな

る知識を持っていることだと思う。余程のこ

とがない限り、従来の技術からかけ離れた突

然変異的なものは生まれないものである。常

に過去の技術をベースにした世代交代で時代

は進んでいく。未来に登場するものへの理解

を深めるためにも、基本的な知識は押さえて

おきたい。

見出しを大きくすれば、事件も大きくなる。

〜 市民ケーン

Technical
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映像と色の関係
買い物から自宅に帰る道に、イタリアの名車フェラー

リが止まっていた。遠くから見ても強烈な存在感がある

理由は幾つかあるが、私は人一倍自動車に興味があるわ

けではなく、せいぜいスーパーカーブームを体験したく

らいの知識だ。そんな私でもフェラーリに視線がいくワ

ケは、ボディの形状に加えてそのカラーリングではない

かと思う。フェラーリの赤と言えば、誰でもがイメージ

できる鮮烈で混じり気のない真っ赤なカラーリングであ

る。フェラーリはもちろん赤以外にも黒や黄色などバリ

エーションを持つが、イメージカラーは赤だと確信して

いるのは私だけではないだろう。

イギリスの服飾メーカーの代表でもありブランド名に

もなっているポールスミスは、自社の特別な製品のデザ

インを自ら担当する際に、染料の配色は身近なスタッフ

にも伝えることはなく、彼一人の特別な配合だったと聞

いたことがある。色が特に製品の特徴に影響するポール

スミスでは特別なことではないが、色に関する感覚は他

人に伝えることが難しく一人だけで決定すべきと考えた

のではないかと私は想像した。

私たちの日常生活を振り返ると、色に関係する言葉が

多いことに気がつく。それは対象の色彩を表現すること

だけではなく、白か黒かをはっきりさせる、真っ赤な嘘、

のように性質を表現するときにも使われる。色はその性

格や特徴を表現するときにも使われているのだ。「個人

の色を出す」と言うように、個性を出すことと色は同じ

ベクトルにあるのだ。

映像は基本的に色を持っていて、特別な目的や思い入

れがなければカラー映像が一般的だ。一回目の東京オリ

ンピックの頃、そう昭和三十九年以降はテレビ放送もカ

ラー化へ急激に進んだ。今となっては、テレビ放送から

色彩を取り除いてモノクロで視聴することに大きな意味

はない。映画では少し状況は異なり、モノクロで表現す

ることには一定の効果はあるように感じる。映画はライ

ブ感を描写するのではなく過去に起きたことや物語を伝

達するので、現実世界の私たちの視覚とは異なる風景が

許容される。

映像は基本的に色を持った描写にもかかわらず、プロ

の映像制作者たちの大半は色の扱いに関してあまりにも

無関心だったと言わざるをえない。私はテレビ番組の制

作から映像業界に入ったが、色に強く関わる職種は技術

スタッフの中では VE 〜ビデオエンジニアだけだった。

日常生活の会話で色に関係する言葉が多用されている

ように、映像でももっと色に関して気を使って積極的に

利用すれば、コンテンツのクオリティは今以上に高まる

ことは確実だ。映像と色、と聞けばカラーコレクション

や最近ではカラーグレーディングの用語を思い浮かぶだ

ろう。映像の色をハンドリングするには、カラーコレク

ションだけしか手段がないのだろうか。これでは考え方

が貧弱で、積極的に活用できるまでには物足りない。色

に関するプロセスは、撮影からはじまり編集、そしてカ

ラーコレクション、その後の映像完パケやマスタリング

など、すべての工程で色に関わる処理は存在する。

デジタルシネマの登場
2006 年頃からデジタルシネマカメラが CM や映画、

ミュージックビデオの撮影で使われるようになった。そ

れまで主流だったビデオカメラの表現では難しかった、

被写界深度の浅い現実から離れた映像が手軽に撮影でき

るようになったことが、爆発的な普及の最大の理由だっ

た。さらに写真撮影に使われたデジタル一眼レフで動画

を撮る手法も加わって、動画カメラの革命と呼んでも良

いような大きな時代の変化があった。その流れは今でも

継続していて、毎年新しいカメラが登場するような活発

な新製品ラッシュが続いている。

デジタルシネマカメラの登場は、色に関する処理を大

きく変えることになる。ビデオカメラでは、撮影する瞬

間にホワイトバランスを適切にしアイリスで光の量を調

整して、色に関しては撮影が終了した時点で完成してい

た。その頃のカラーコレクションという用語は、撮影時

に何らかの不具合があってホワイトバランスが正常に取

れなかったために、編集時に修正するために行われてい

た。そのため、カラーコレクションと聞くと「今回の撮

影はミスがあったのか」のように感じ、ネガティブな印

象をみんなが持っていた。

デジタルシネマカメラによって、撮影時の色調整の考

え方が大きく変わった。撮影時には光学的な絞り、ズー

ムレンズ使用時の画角、シャッタースピードは正確に設

定するものの、色温度や色合い、機種によっては ISO 感

度までも後処理で変更できるものが登場した。このカメ

ラの特徴は、撮影時には色調整は必要なくポストプロ工

程で行うものとの考え方の変化につながっていく。誤解

を防ぐために補足すると、デジタルシネマカメラでは色

のことを全く考慮しないで撮影できるという意味ではな
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く、色に関するカメラのパラメータがほとんどないので

ある。撮影時から完成した際の色のイメージを計画して、

そのための準備を怠らないことは言うまでもない。それ

がプロの仕事というものだ。

デジタルシネマカメラの先陣を切った RED DIGITAL 

CINAME 社のカメラは、RAW データの記録を動画で実

用化した。RAW データはダイナミックレンジが広いイ

メージセンサーの出力を、そのまま手つかずの生の状態

で記録することが語源だ。RED は RAW データに劣化の

少ない圧縮をかけて記録し、豊富なダイナミックレンジ

にもかかわらずコンパクトなファイルサイズで記録する

ことを実現した。また、データサイズを抑えていながら

ダイナミックレンジはオリジナルに近い状態で記録する

Log 形式のカメラも登場して、RAW VS Log といったユー

ザーの間で宗教論争のようなアドバンテージの論争が起

きたことも記憶に新しい。

白黒にも色がある
ビデオカメラからデジタルシネマカメラに進化したこ

とで、撮影現場での色調整に神経を使うことは少なく

なったものの、色に関する知見は少なくなるどころかよ

り一層に増えているのが現状である。

イギリスの映画監督のアルフレッド・ヒッチコックは、

「白黒映画の作り方は習得したが、カラーではまだそこ

まで至っていない」という趣旨のことを本の中で語って

いた。色がないモノ・クロームは、色の情報であるクロー

ムがモノ、すなわち単一という意味から来た用語だ。誤

解してはならないのは、単一な色であり色味がないノン

クロームではないないのだ。モノクロームは色の処理が

不要なのではなく、カラーに比べて少しだけシンプルな

だけである。

例えばこの写真を題材にして考えてみよう。春の日に

散歩で撮影したスナップだ。Adobe Creative Cloud には

クリエイティブに向けたツールが豊富に用意されている

が、その中から写真加工ツールの Lightroom で RAW デー

タから読み込んでみた。色調整を全く加えていない素の

状態である。後ろ姿に映る傘の表面はフォーカスが来て

いることもあり鮮やかに見えるが、傘の内側の服のディ

ティールは黒くつぶれていて認識しにくい。さらに女性

の右側にある木の陰も暗くなり過ぎて視認しにくくなっ

ている。そこで Lightroom の調整項目を使って Blacks

と Shadows を上げてみた。ブラックとシャドウと聞く

と日本語的にはどんな違いがあるかと明確ではないが、

Blacks は最暗部、Shadows は黒からもう少し明るい部

分と理解するとわかりやすい。さらに Lightroom では

ヒストグラムの中を 5 つの領域に分けてマウスでドラッ

グすることで対象領域の明るさを調整できる。こちらの

方が直感的に調整できるだろう。

そうやってできたのが 2 枚目の写真である。先ほど気

になっていた傘の下の服、木の陰のディティールが現れ

てそこに写っている様子が認識できるようになった。そ

の代りに最も目を引く傘のディティールが薄らいで重厚

感が少なくなっている。高級なブランドの傘から、安価

で手にはいる普及品の傘のような印象に変わってしまっ

た。

単純に暗部のディティールのために明るくするだけで

は写真にメリハリがなくなり、訴えかけるポイントも

ぼやけてしまってメッセージ性が薄れてしまう。そこ

で Gradient Filter を使ってハイライトとシャドウを人工

的に加えてみた。傘の質感は増し、見えなかった暗部の

様子も損なわれることなく、見せたい部分が際立ってい

る。これらの 3 枚を並べるだけでも、はっきりと観る者

の印象を操作できていることがわかる。1 枚目のオリジ
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ナルに対して 2 枚目の明るさを補正したバージョンは、

カラーコレクションを施したと言える。そして 3 枚目の

人為的に作者の意図を強く盛り込んだバージョンは、カ

ラーグレーディングと言える。

カラーコレクションとカラーグレーディングの用語と

しての違いは明確ではない。本書ではカラーコレクショ

ンを、補正や適正を維持する基礎的な調整と位置付けて

解説する。これに対してカラーグレーディングは、演出

意図を映像に盛り込んでメッセージを伝える手助けをす

る調整とする。カラーコレクションは今の時代では必須

の工程になったが、カラーグレーディングは場合によっ

ては不要なこともある。これは第一段階のカラーコレク

ションの処理で目的を十分に満たしている場合だ。料理

と似ていて、あまり手を加えすぎると味はどんどん変化

していくが、その変化が目的に沿ったものであるかを客

観的に判断することが重要で、これはプロでも見失うこ

とがよくある危険な落とし穴である。

色に関するパラメータを操作することは個性を表現す

ることであり、誰にも門戸を開いたオープンな手法なの

だ。何も色のスペシャリストであるカラーリストだけの

仕事ではなく、個性を作品に強く盛り込むことが良しと

される映像制作では、積極的に「色を出す」ことで個性

をアピールすることは理にかなっているわけだ。

DaVinci Resolve では、Color ページの Primary 部 RGB 

Mixer を使うことで、このようなモノクロのための「色

調整」ができる。モノクロフィルムで撮影する際には、

どの部分を黒く、どの部分を白くするかはレンズ前に取

り付けたフィルターでコントロールする。このフィル

ターは、光に含まれる RGB の量を調整することで明暗

を演出できるが、この手法が RGB Mixer 機能で可能にな

る。

光の存在
万有引力を発見したアイザック・ニュートンは 1666

年に、太陽光をガラスでできたプリズムに通すことで、

色を感じなかった白い光から原色の光に分光できること

を発見した。さらに分光した光の一部を複数混ぜ合わせ

ることで、別の色を作ることも発見した。この実験をきっ

かけにニュートンは、「The Rays are not colored.」（光は

色を含まない）の概念を残す。

ひとの眼に見える光は赤や緑のように光が色を放って

いるのではなく、エネルギーの振動の違いがひとの眼に

入った時点で色の違いとして判別される。このエネル

ギーの波の間隔は波長と呼ばれ短いものから長いものま

であり、私達の生活の中で利用されている。これらの様々

な波長を持つエネルギーは総称して電磁波と呼ばれてい

る。さまざまな電磁波の波長の中には、レントゲン検査

で使う X 線や放送で使う電波、コンセントから取り出

せる電気なども広い意味では電磁波の中の一つである。

ひとが光と感じる電磁波は特定の波長に限られてお

り、波長が 380nm（ナノメートル）から 780nm の範囲

で、この限定的な電磁波の一部だけが眼に入った時点で

光として判別できる。この可視領域の外側にある紫外線

や赤外線は、存在はあるもののひとの眼に入っても判別

できない。眼に入った可視領域の電磁波がどのような色

の特徴を持っているかは、網膜の奥にある視細胞によっ

て判別している。

視細胞は色を受け持つ錐体細胞と、明るさの桿体細胞

に分けられる。桿体細胞の方が約 20 倍くらい数が多い

ので、ひとの感覚では色よりも明るさの違いの方が敏感

なのである。いくら視力が良くても、少し離れた場所に

ある小さなものの色の違いは判別しにくいものなのだ。

同じ小さな対象物でも明るさの違いなら見分けられるこ

ともある。

屈折率：小

太陽光

プリズム

屈折率：大
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ひとが色を見分けられる理由
色を受け持つ錐体細胞は、さらに波長によって L 錐体、

M 錐体、S 錐体の三種類がある。L が黄色のあたりの波

長を敏感さのピークに持ち、M が緑色、S が青をピーク

に感覚の分布の特徴を持ってる。錐体細胞はある程度の

明るさがなければ、正確に色の違いを判断できない。暗

闇では色が正確に見えない経験から、そのしくみは理解

できるのではないか。

太陽光を考えたときに、朝焼けの太陽と晴れた日中の

太陽とでは光の強さや色が違うことを私たちは経験から

知っている。これを科学的に一歩踏み込んで観察するた

めに、分光光度計を使って調べてみた。分光光度計は原

理的に反射型のプリズムを波長ごとに細かく区切り、そ
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短波長・・・S (Short) 錐体

こから得られた光の強さを測定することで、波長毎の光

の強弱を観測でる。分割する単位は 1nm から 10nm く

らいの機器が多いが、各波長ごとのレベルをグラフにす

ると、画像処理でよく見かけるヒストグラムのような波

形になる。

私たちに馴染みの深い太陽光を観察すると、図のよう

なグラフになる。日中の場合は太陽光は白く色味がない

ように感じているが、波長ごとの分布では色によってレ

ベルに違いがあることがわる。決して均一なレベルでは

ないのである。この他室内で使用される光源の蛍光灯や

最近増えてきた LED 電灯などと比較すると、光の性質

が見えてくる。これらの分光した光のことをスペクトル

と呼び、分光光度計で光を観測することをスペクトルを

観る、と言うこともある。

光源から発した光は直接ひとの眼に入ることもある

が、物体に当たってからそのエネルギーの一部が減衰し

て吸収されて、残りが跳ね返って眼の中に到達すること

もある。生活の中で感じる光の大半はこのような物体か

ら跳ね返った反射光である。

なぜイチゴは赤くてレモンは黄色なのだろう。これら

を太陽光の下で見た時と、トンネルの中のオレンジ色の

光の下で見たときでは、イチゴとレモンの色に違いがあ

る。同じ物体であるにも関わらず条件によって色が変わ

るのは、それを照らしている光の影響を受けているから

である。これは光の波長によって反射率が変わるためで、

物体固有のその特性のことを分光反射率特性と呼ぶ。赤

いイチゴでは、赤い成分の波長に対する反射率が高く、

レモンでは黄色に該当する波長での反射率が高くなる。

この反射率の特性と光が持つスペクトルを合わせた結果

を、ひとは眼に受け止めて視覚を経由してどのような色

なのかを知覚しているのである。

角膜

網膜

中心窩

視神経

水晶体
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光を認識する三要素
ひとが色を感じるのは、空間に対象となる物体が存在

することが第一条件である。もし見たいと思った対象物

がない場合には、光源から発する光だけを見ているこ

ともある。光は白熱電灯や蛍光灯、最近増えてきた LED

照明器具など種類はいろいろある。光源で忘れてはなら

ないのは、人類が古代からお世話になってきた太陽光で

ある。テレビ映像を映す液晶モニターも光を発している

ので、分類上では光源と言えなくもない。一部のテレビ

で採用されている有機 EL タイプのモニターは、まさに

デバイス内の発光素子から光を発しているので、細かく

発光している点の集まった面として光源を見ていること

になる。

空間に置いた物体を照らし出す光源によって、その対

象物が持っている色をひとは知覚することができる。ひ

とは眼から入ってくる光を集光レンズの役割をした水晶

体によって焦点を絞り、眼の奥にある網膜上に結像させ

る。網膜の中心部には少しだけ凹んだ部分があり中心窩

と呼ばれ、そのあたりは色を判別するための錐体細胞が

密集している。球面をした網膜には、色を判別する錐体

細胞以外にも明るさを受け持つ桿体細胞も敷き詰められ

ている。

錐体細胞はさらに三つの種類に分けられていて、光

の波長の高いところから L 錐体、M 錐体、S 錐体に分類

される。錐体細胞がどんな感覚で色を受け止めるかは、

カメラが光の強度をどのくらい受け止めたかに似てい

る。LMS の錐体が受け止めた神経強度を測定する試み

が 1931 年頃に行われて、その結果によって CIE 国際照

明委員会によって CIE XYZ 色空間が策定された。今から

80 年以上もさかのぼる以前に定義されているにも関わ

らず、光を客観的に数値化したこの表現は、現在でも産

業界で光を定量的に取り扱う際の物差しになっている。

CIEXYZ 色空間
CIE XYZ 色空間の長所の一つは、光源からの光だけで

はなく、物体に反射して眼に入った光、ガラスのような

半透明な物質を通り抜けてきた光など、さまざまな条件

の光を対象にできるところである。テレビに映る映像と

印刷物に刷り込まれた色を同じ土俵で比較観察できるの

は、この色空間があるおかげなのだ。紙からスキャンし

たデータをモニターに「同じ印象で」表示したり、それ

をプリントアウトできるのも、この色空間で数値化でき

ている恩恵なのだ。

1931 年に行われた実験の原理は、図のような外部の

光が入らない箱を用意して、そこを覗くことができる小

さな穴を開け、内部に対象となる光を照射する。それに

対して、赤緑青の三色の光源を用意してそれらの混ぜ方

具合で対象となる色と同じに見えるよう比率を調整す

る。こうやって様々な色が赤青緑のどんな配合で再現で

きるかを調べていった。その中でどうしても赤緑青三色

の配合では表現できない、シアンのような色があること

がわかった。そんな時には両者を同じにする等色をさせ

るため、対象側にだけ赤色の光をその時だけ照らしてみ

た。これにより例外的に等色できたので、完全な三色で

常に色を表現できるわけではないことも発見できたの

だ。

その結果を表したのが、RGB の等色関数と呼ばれるグ

ラフである。シアンなどの可視光線の波長が低い部分で

のみ赤色がマイナス側になっているのは、先に述べた対

象側に一時的に光を加えた結果で、赤緑青側の混ぜ合わ

光源ランプ
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せる側の反対側に赤を加えたためマイナス表現になって

いる。

これが策定されたのは今からだいぶ前の 1931 年昭和

6 年である。間違いなく数の計算のための電卓は登場し

ておらず、コンピュータも未知の存在の時代だ。計算と

言えば計算尺か手計算になるので、光を数値化する際に

もなるべく計算が複雑でないことが必要条件であったこ

とが想像できる。そんな背景により、RGB の等色関数で

赤がマイナスに振れてしまうことを避けて、赤緑青の三

色がプラス側に振れて足し算だけで光を表現できる方法

が考案された。
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置き換わった RGB 赤緑青は XYZ と名前を変え、これ

らで表現した色空間を CIE は XYZ 色空間と名付けた。

RGB から XYZ へは一次変換で比較的簡単に計算でき、

下記の式でそれが実現する。グラフで見ると RGB から

置き換わった XYZ は、すべて正の値になっていること

がわかる。

X = 2.7689*R + 1.7517*G + 1.1302*B
Y = R + 4.5907*G + 0.0601*B
Z = 0.0565*G + 5.5943*B

ひとの視細胞は、色を受け持つ錐体細胞と明るさの桿

体細胞がることを先に書いた。カラーコレクションの代

表的なアプリ DaVinci Resolve の内部処理が YRGB なの

で、ひとの視覚とも似ている部分がある。ひとが感じ

た明るさは、XYZ の中の Y の特性に近いことがわかっ

ている。XYZ が求められれば、その中の Y を引用する

ことで対象の明度が取り出せるわけだ。光の三原色は

RGB というのは映像業界では何度も耳にしていたので、

色を表現する時の三要素と刷り込まれているだろう。た

だ三つの要素を三次元空間で表現するとわかりにくいと

考えて、なんとかして二次元上に表現できないものかと

1931 年頃に試行錯誤されていた。当時は三次元空間な

どという言葉は今以上に難解だったことが伺える。XYZ

の X、Y、Z ひとつずつが、三つを足した中にどのくら

いの比率で含まれるかを表した別の三つの記号があり、

それを小文字で xyz と表記する。

x = X / (X + Y + Z)
y = Y / (X + Y + Z)
z = Z / (X + Y + Z) = 1 - x - y

小文字の xyz は全体の中の比率なので、三者の合計は

必ず 1 になる。上記 z の式の後半に書かれているように、

全体を表す 1 から他の二者を差し引くと自分になるわけ

だ。大文字の XYZ は等色実験の三つの原色の絶対値だっ

たが、そもそも三色のどんな混合比かを知れば良かった

ので、小文字の xyz の方が感覚的には近いとも言える。

三次元ではなく二次元のグラフで表したかったので、小

文字の xyz の中から x と y を使うことにした。RGB から

XYZ への等価変換は、数学的な計算をする上での事情や

ひとの視覚との整合性などを考慮して検討され、下記の

ような式が決定した。

X = 2.7689*R + 1.7517*G + 1.1302*B
Y = R + 4.5907*G + 0.0601*B
Z = 0.0565*G + 5.5943*B

CIE では定義されていないものの、XYZ から RGB を導

くための式もあり、下記のように求められる。

R = 0.41847*X - 0.15866*Y - 0.082835*Z
G = -0.091169*X + 0.25243*Y + 0.015708*Z
B = 0.0009209*X - 0.0025498*Y + 0.1786*Z

RGB 等色実験から得られた RGB を元にして、等価変

換をして求められた XYZ を経て得られた xy を使って二

次元グラフに表したのが、よく見かける CIExyY 色度図

である。このグラフの前提条件は、大文字の Y が示す

明るさは一定なので、極端に黒い緑とか極端に明るい赤

のような明るさを伴った表現はできない。明るさ Y が

ある条件のもとでの色の表現になる。

CIExyY 色度図からわかることは、中心部ほど色が薄



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 230Technical

くなり外周部に行くほどに濃くなって、ベクトルスコー

プに似ている。小文字の xyz は三刺激 XYZ の比率だっ

たので三者が同じ分量で混ざりあうのは xyz がそれぞれ

1/3 であることが条件だ。1/3 である 0.33 あたりに相当

する x と y の交点あたりの色が、薄くなり白っぽくなっ

ているのはそんな理由である。

(1,0) と (0,1)、そして (0,0) の三点を結んだ直角二等辺

三角形のエリアは、XYZ が表現できる空間である。その

内側の限定的な馬の蹄鉄のような楕円形で底辺が直線の

領域が CIExyY 色度図のエリアで、人間が知覚できる色

の全域になる。直角二等辺三角形にはあって馬蹄形には

含まれないグレーの部分は、虚色と呼ばれて理論的には

あるものの人間が認識できない色である。

1931 年に行われた等色実験では世の中に存在する三

つの赤緑青が使われたが、それを使うのであれば馬蹄形

の全域は表現できない。それを示すには実験で使用した

三原色の波長を馬蹄形の外周に三箇所ポイントして、そ

れらを結んだ三角形を描けば明確である。その三角形は

馬蹄形内に収まってしまって、三角形と馬蹄形全体の差

が表現できない色になる。二次元のエリアを収めるには

その外側に三つのポイントを持つエリアが必要になるわ

けである。

CIExyY 色度図は印刷やグラフィックデザインを仕事

にする分野では目にすることが多かったかもしれない

が、映像業界ではそれほど頻繁に見かけることはなかっ

たと言える。しかし、カメラの広色域化や複雑化する素

材の整理において、個々の特性を把握してどのように扱

うかを見極めるためには、色を数量化して的確に処理す

ることは欠かせない。ちなみに Apple の ColorSync では、

内部処理において XYZ カラースペースが使われること

もある。
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色温度
色温度とは、光を発する光源がどのような色の特徴を

持っているかを、ひとつの数値だけを使って示す方法で

ある。6500K や 9300K のように、モニターに表示した

ピークの白がどんな白なのかを表す際に色温度を使って

いる。色温度が高ければ青く低ければオレンジ色になる

というのは経験から知っているが、その先にあるもう一

歩突っ込んだ色温度について考えてみよう。

産業革命が起きたイギリスでは、高品質な鉄鋼を大量

に製造することが要求されていた。熔鉱炉の中で加熱熔

融された鉄は液体のような状態になり、この時の温度を

正確にコントロールしなければ品質の高い鉄の製造には

結びつかなかった。当時数千度を正確に測ることができ

る温度計は存在しておらず、なんらかの方法で精度を高

めることが求められていた。こんな背景から液状になっ

た鉄の色と温度の関係が研究されていた。

色温度は、黒体が燃えた時の絶対温度と色の関係を単

位ケルビン K で表す。この温度を示せば固有の色を表す

ことができる。黒体とは身近にあるものではなく理論的

に導かれたものである。完全放射体とも呼ばれ、外部か

ら入射する電磁波を、あらゆる波長にわたって完全に吸

収し、また熱放射できる物体のことを言う。

物体の色というのは、その物体が反射する可視光線の

波長に由来する。特定の波長の可視光線を吸収し、残り

を反射する物質は、その波長に応じて色を持つ。一方で

全ての可視光線を反射する物体は白であり、逆に全ての

可視光を吸収する物体は黒という事になる。そしてそこ

から発展して、可視光線に限らず、あらゆる波長の電磁

波を吸収する物質の事を、黒体と呼ぶ。

しかしながら黒い物体であっても、全く可視光線を反

射しない物質は存在しない。したがって完全な意味での

黒体（完全黒体）は、理想気体や剛体のように現実には

存在しないと言われている。ブラックホールなど近似的

にそうみなせる物質、物体はある。現在、工業的に作り

出された最も黒体に近い物質は、99.96 % の光（電磁波）

を吸収するベンタブラックである。

（Wikipedia ／黒体より）

特定温度の黒体が発する光の分光分布はプランクの法

則で求められる。温度ごとの変化を可視光の 380nm か

ら 780nm に限定したのがこのグラフである。ひとが最

も明るさに敏感な波長 555nm を 1 として、その相対値

をグラフ化したものである。ケルビン値が低いほど赤み

が強く、高くなると青みが強くなる。CIExyY 色度図常

にケルビン値を示したカーブを黒体軌跡と呼ぶ。

DaVinci Resolve のプライマリー調整のレフトパネル

には、Temp と Tint のコントローラーがある。Temp は
38
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色温度だが、Tint は黒体軌跡に対して直行する軸で色合

いのパラメータを制御できる。ホワイトバランスの調整

では、これら二つを合わせて使用する。

ColorSync
1990 年代前半にカラーファックスが生まれた頃、送

信元と送信先で原稿の色をどのように合わせるかが研究

されていた。メーカー独自の方法を採用してしまうと、

送り先の機種が限定されてしまい汎用性が維持できなく

なる。そこで色のコントロールを一旦送受信機から切り

離して、機種に依存しない空間上に展開することで、一

定の色の再現性を維持しようとした。必要な要件は、入

出力デバイスに依存せず、入出力をカバーする広い色空

間でなければならなかった。

このような流れから世界的に印刷物などの色を定量

的に規格するために、メーカー 8 社が中心となって

International Color Consortium が発足した。ここで策定

された規格が組織の頭文字から ICC プロファイルと呼ば

れるようになった。この一連の色管理システムのことを

Color Management System と呼んで、現在でもモニター

調整の時にこの言葉が使われている。

中間的な

色空間

128 Byteプロファイルヘッダ

4 ByteTag Count
12 ByteSig Size

タグテーブル

エレメントデータ

12 ByteSig Size
12 Byte

variable size

Sig Size

ICC Profile

中間的な色空間

PCS
Profile Connection Space

Input

Input

Output

Display

現在ではカラーファックスからコンピュータ、カメラ、

スキャナー、プリンターなど関係するデバイスは大きく

変わったが、ICC プロファイルは時代の流れに沿って着

実に進化してきている。中間的な色空間の考え方は ICC

プロファイルの中心にあり、PCS（Profile Connection 

Space）となってデバイス間の色の違いを吸収して相互

に色情報の変換を担っている。

拡張子が icc の ICC プロファイルの内部構造は大きく

3 つのパートに分かれており、プロファイルヘッダに続

くタグテーブルは書籍の目次のように項目に対する固有

の ID のようなものとデータ部のサイズが記述されてい

る。実データはエレメントデータ部に格納されており、

ケースによってこの中に 3D ルックアップデータが記録

されている場合もある。ICC プロファイルには入力デバ

イス、出力デバイス、モニターなどカテゴリに分かれて

おり、モニターの ICC プロファイルの場合には、その内

部にはモニターが持つ最大 RGB 値、ホワイトポイント、

ガンマカーブ情報、PCS からの変換マトリクスもしくは

LUT などが記録されている。

Macintosh の 場 合 は、macOS の カ ラ ー マ ネ ー ジ メ

ントシステムとして OS の一部となっており、Apple 

ColorSync と呼ばれる。ユーザーからはシステム環境
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設定のディスプレイからアクセスできるが、何かの設

定を作成するのではなく、すでに保存されているプロ

ファイルを切り替えたり、確認や削除をする程度であ

る。X-rite 社のモニター調整のためのプローブを使用し

てユーザーが ICC プロファイルを作成した場合には、こ

このリストの中に表示されることになる。macOS はプ

ロファイルに基づいて、アプリケーションの中のパート

ごとにどのような色で表示すべきかの指令を送ることが

でき、アプリケーション開発者はこの機能を利用して色

の管理は OS 側に任せることもできる。例えば DaVinci 

Resolve のビューワの中の色をどのように管理するかは

アプリケーション側の責任になるため、macOS は情報

を提供するだけである。そのため NLE アプリケーショ

ンによってビューワ内の映像の色が異なるのはこのよ

うな事情も影響していると考えられる。Resolve では

Apple の ColorSync を利用するための設定が Preferences

の中にある。これを有効にした場合には、ビュワー内の

色管理は完全に macOS に依存する。macOS の管理下で、

ColorSync がアプリケーションの各パーツごとにどの

ような色調整をしているかは、OS 付属の Digital Color 

Meter で確認できる。ICC プロファイルはデバイスごと

の色特性を保管できるが、デバイスごとに正確に校正が

取れていることは前提条件になる。モニターではキャリ

ブレーションを実施することが精度を高めることに直結

するが、この操作の中にはモニターが発光する光がどん

な特性かを測定し、目標値に向けて発光を調整すると言

う処理が含まれている。校正をする際には、キャリブレー

ション機能を持つ EIZO 製の ColorEdge などでは付属の

キャリブレーションセンサーとソフトウエアを使うこと

が推奨である。iMac や MacBook Pro では Apple が専用

のキャリブレーターは用意していないので、ユーザーの

判断で何かシステムを用意することになる。オープン

ソースの CMS である DisplayCAL はそんな際に便利に使

えるソフトウエアである。これと連携する Argyll もオー

プンソースのソフトウエア群で、開発は現在も活発に継

続されている。これらと組み合わせて使うキャリブレー

ションプローブは、X-rite 社の i1 Display や ColorMunki 

Photo が安価で入手できて精度も十分である。前者はカ

ラーフィルター式で、後者はプリズム式である。プリズ

ム式では光のスペクトルの観測も可能になっている。

フィルター式 i1 Display Pro（左）とプリズム式 Colormunki Photo（右）

EIZO の ColorNavigator NX は、ColorEdge と合わせて使用することで、高精
度なキャリブレーションが短時間で完了できる。メーカー推奨では 200 時間
ごとの再校正となっているので、定期的な調整が重要である。

DisplayCAL は Argyll と合わせて使用する。両者ともにオープンソースで無
償で使用可能である。調整対象は豊富で、対応しているプローブも新旧多岐
にわたる。操作手順は複雑になるため習得に時間は必要だが、Apple 製品の
キャリブレーションでは導入の価値はある。
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ACES
DaVinci Resolve であえて ACES ワークフローを使用す

るケースは、日本国内ではあまり多くはないと筆者は見

ている。しかし、ACES を理解することは Resolve のカラー

ワークフローを深く理解することにも役に立つはずであ

る。

ACES が生まれた背景とこれまでの経緯
ACES（Academy Color Encoding System） は、 ハ リ

ウッドのアカデミー賞で有名な映画芸術科学アカデミー

AMPAS（Academy of Motion Picture Arts and Sciences ）

による映像の色を扱うための規格である。長い歴史の中

で、映画はフィルムで撮影して、フィルムのポストプロ

ダクションを経て、フィルムで劇場上映してきた。アナ

ログの良さもあったが限界も見えてきて、さらにフィル

ム現像における環境問題もあり、現代の映画制作から姿

を消すことになった。フィルムに代わるのはデジタルカ

メラであり、完全デジタルなポストプロダクションと、

劇場での上映も DLP などを利用したデジタルに移行し

ていった。使用していたフィルムのタイプは限定されて

いたので、いつも同じ制作環境が維持できた。デジタル

になるとカメラをはじめ使う機材はすべて規格が統一さ

れていなかったため、常に毎回異なる変換をすることに

なっていた。そんな課題を克服するために ACES は生ま

れた。

ACES の目的は、今後新しく登場するシステムも含め

て統合的にワークフローを一本化することである。その

ためのツールの開発やアーカイブまでも含めて規格化し

ている。ACES はデジタルだけではなく過去のフィルム

の再利用や、まだ残っているフィルム撮影でも利用でき
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るように考えられている。2014 年 12 月にバージョン 1.0

が正式にリリースされて、後に小さな改訂やバグフィッ

クスも経て、2018 年現在はバージョン 1.0.3 に進んでい

る。

ACES ワークフローでは、ICC プロファイルで使う

PCS のようなすべての色域をカバーできるくらいの広い

カラーガマットを規定して、そこに対してカメラやフィ

ルムスキャンした素材をプロファイルに基づいて配置す

る。カラーグレーディングなどのポストプロ処理はこの

空間で処理され、その際のモニタリングのための出力

プロファイルが用意されている。完成して出力する際

も、行き先に合わせてプロファイルを使用する。初期の

ACES バージョンでは、入力の IDT や出力の RRT や ODT

が規定されていたが、最新バージョンではさらに簡素

化 さ れ て い る。 入 力 系 は Input Transform、 出 力 系 は

Output Transform、モニタリングでは Look Modification 

Transform が使用される。

ACES の色空間は非常に広く定義されており、CIE 色

度図で見ると人間が知覚できる範囲に比べると緑と青
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のエリアが拡大されている。カラースペースは AP0 と

AP1 の二つが定義されていて、AP0 が ACES の全域をカ

バーしており、AP1 はカラーコレクションのために現実

的な範囲に限定されている。カラーコレクションでは主

にカメラで撮影した素材が大半になるためこのような配

慮が生まれたと想像できる。AP1 は Rec.2020 とほぼ同

じ RGB カラープライマリーを持っている。

トーンカーブを見ると、AP1 のカラースペースを持つ

ACEScc は直線的なリニアな特性だったが、ACEScct は

最暗部に近い階調で toe（つま先）のカーブが加わって

いる。初期に登場した ACEScc に対して暗部のノイズ特

性を改善した ACEScct が開発された背景があり、今後

新規に ACES ワークフローを使用する際には ACEScc で

はなく ACEScct を使うことが推奨されている。

DaVinci Resolve でもすでに ACEScct1.0.3 がサポート

されているので、RCM と合わせて ACES ワークフロー

も選択できるようになっている。設定項目は RCM より

も少なく、Input と Output のプロファイルを選択する

のみである。

シーン参照とディスプレイ参照
DaVinci Resolve で 使 用 で き る Color science は 現 在

4 種類ある。以前は DaVinci YRGB のみだったが、バー

ジョン 12 移行段階的に機能拡張されて現在に至ってい

る。従来使っていた DaVinci YRGB はディスプレイ参照

（Display Refered）だが、後から追加された 3 種類はす

べてシーン参照（Scene Refered）である。

ディスプレイ参照は、正確に校正された Rec709 準拠

のブロードキャストモニターの中だけで表示することを

目的にした色管理である。色域カラーガマットは ACES

の AP0 や AP1 に比べてかなり内側に限定されている。

赤や緑の原色の被写体では色のイメージが物足りなくな

ることは想像できる。Rec709 規格はハイビジョン放送

をターゲットにしたものなので、これに対応した映像コ

ンテンツは基本的にはすべて近い色で視聴できるはずで

ある。テレビ放送が登場して以来規格は限られていたの

で、Rec709 のような単一の規格だけを満たしていれば

問題はなかったが、Web のための sRGB やデジタルシネ

マの DCI-P3 など規格は単一ではなくなったので、これ

に対応する必要が出てきた。

DaVinci Resolve の Color science は、シーン参照にも

対応している。

私たちが生活している空間には様々な光で溢れてお

り、それを忠実に映像で再現するためには光の持つ深い

ダイナミックレンジをカバーしていなければならない。

光をデジタルデータに変換するカメラには、光からの変

換に十分なレンジが必要であることは言うまでもない。

そしてそれらのデジタルデータを処理するポストプロダ
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単板式カメラの原理
写真カメラは動画カメラよりも先行して、フィルムか

らデジタルに移行してから RAW データで記録する撮影

方法が定着していた。RAW とは生ものや、加工されて

いないとの意味を持つ。カメラで RAW と言えば、光か

ら電気信号に変換するイメージセンサーから取り出し

た、そのままの状態を指す用語である。イメージセン

サーから取り出したままの状態とはどのようなことなの

だろうか。まずはイメージセンサーの原理を知ってから、

RAW について理解を深めてみよう。

最近のカメラではイメージセンサーは CMOS タイプ

イメージセンサー

カラーフィルター

が主流になり、さらに単板式 CMOS センサーが大半を

占めている。カメラは光から電気信号を経てデジタル

データを取得することで、私たちが日常で眼にする光景

を映像として記録するための機器である。ひとの視覚を

似たように電子化するとなれば、明るさと赤青緑の四つ

の入力部を持たねばならない。電子式カメラの受光部に

は明るさだけを取り出す回路はなく、赤青緑の光の三原

色だけを取り出して映像化する仕組みが基本となってい

る。レンズから入射した光をプリズムで赤青緑に分光し

て、三枚のイメージセンサーで受け止めるカメラも過去

には多く製品化されていた。最近では CMOS タイプの

イメージセンサーが主流になってからは、単板式のカメ

ラがスティルや動画のカメラの主流となっている。単板

式ということは赤青緑の光に分光しないわけだが、さま

ざまなスペクトルを持つ光をどうやって赤青緑の光に分

けて、その先の回路で RGB のデジタルデータを取得し

ているのだろうか。

原理は非常にシンプルで、レンズとイメージセンサー

中間に RGB 三色のカラーフィルターを配置して、そこ

を通った光のレベルをイメージセンサーで光電変換して

いる。三色のカラーフィルターは精密に整頓された配置

になっていて、ひとつずつの大きさはひとの髪の毛の

1/10 くらいの大きさになっている。フィルター面を目

視で見たとしても配列が見える大きさではなく、細かな

配列が故に玉虫色のような虹色のプレートのようにしか

認識できない。

カラーフィルターの奥には一枚だけのイメージセン

サーがあり、実はこのセンサーはカラーを認識すること

ができず、明るさの違いだけを判別できる白黒センサー

なのだ。フィルターに対応した非常に細かな素子の一つ

ずつは、フィルター越しの赤か緑か青のどれか一つの色

のレベルしか取得できない。本来はひとつの素子で RGB

三つの光のレベルを取り出したいがどれかひとつしか取

得できないため、取り出せなかった残り二つの情報は計

算によって推測するしかない。ひとの視覚は緑の波長が

最も敏感なため、フィルターも緑が 2 に対して赤と青は

1 の比率で配置されている。この配列は発案した技術者

の名前から、ベイヤー配列と呼ばれている。ベイヤー配

列から取得した情報は RGB の中のひとつの情報なので、

周りの素子からの情報から計算で導くしか方法はない。

初期のベイヤーパターンでは単純な平均値で RGB 三つ

の情報を導いていたが、これでは偽色と呼ばれる存在し

ない色を計算結果から作ってしまうため、現在ではもっ

と高度な画像演算アルゴリズムを駆使してメーカー独自

の開発が進んでいる。単色の情報から RGB のデータを

導くことを、ベイヤー配列からの情報を読み解くという

意味でディ・ベイヤー処理と呼ぶ。

RAWカメラ
ディベイヤー処理をされた直後の情報を、なんの色の

加工を施さずに記録したものを RAW データと呼んでい

クションでも十分な作業空間が必要なのである。シーン

参照では、ACES AP0 のような非常に広い色域の中で色

に関する演算を行う。最終的に出力フォーマットに応じ

て広い色域から狭い出力形式に変換をして映像を完成さ

せる。
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る。実際の RAW データは、ディベイヤー処理は済ませ

ていたり、ある程度の色調整を済ませていたりと純粋な

未加工のデータではない。クリエイターには最も重要

な「余計な」色修正が行われていない、という点は共通

している。余計なというのは少し誤解を招くかもしれな

いが、ユーザーの味付けではなくメーカーの味付けが加

わっている、というのがここでいうところの「余計な」

という意味である。色調整はクリエイターが自分の意思

で加える、というのがプロの世界では好まれる。この部

分にこそ撮影者の意思が盛り込まれるので、この処理は

他人任にはしたくないところなのである。

RAW データがどのようなもので、どんな調整を後

処 理 で 加 え る こ と が で き る か を 知 る た め に は、RED 

DIGITAL CINEMA 社のシネマカメラを使うことが最も理

解を早めるだろう。RED カメラでは光学的なフォーカス、

ズーム、絞り、シャッターの調整以外はすてべ後処理で

調整が可能となっている。ISO 感度も撮影時ではなく、

後から自由に変更できる仕組みになっている。

RAW データで収録できるカメラは、基本的にはシー

ン参照のカラーサイエンスをサポートしている。光のダ

イナミックレンジをイメージセンサーで受け止めて、リ

ニアな特性で明るさのレベルをデジタル化できる仕組み

を搭載している。RED のカメラではそのリニアなデータ

を独自のデータ圧縮技術を使ってファイルサイズをコン

パクトにできるので、動画の RAW データにしては現実

的なファイルサイズに抑えることができている。

光源 輝度[cd/㎡]

1

4,500,000

450,000

日中の太陽

10,000

2,000

蛍光灯 40W

北の青空

500lx で
照明された読書面

シーリングライトで
照明されている白壁

冬の日没
30 分後の天頂

電球 100W
まぶしさでものが見にくい

短時間であれば許容できる輝き

短時間でも不快な眩しさ

長時間直視しても不快ではない

多用する階調域

あまり使われない階調域

Log カメラ
Log エンコードは、フィルムの DI 〜デジタル・イン

ターミディエイト処理がはじまった時期に、Kodak 社の

Cineon システムで採用されたのが最初である。ネガフィ

ルムのラチチュードの深い映像を余すことなくデジタル

化するためには、どうすれば効率的にデータサイズを抑

えつつクオリティを維持できるかが考慮されていた。ネ

光のダイナミックレンジと Log エンコードの関係。身の回りには明るい光の方が広いレンジを持っていることがわかる。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 238Technical

ガフィルムは光の透過率が映像の明るさに反映される

が、光と映像の明るさの関係は直線的でリニアな特性で

はなかった。光の量が二倍になってもひとの感覚では明

るさが二倍になったとは感じないため、単純な比例関係

にはならないのである。

日常で感じる光の強弱を表した図で見ると、最も明る

い光は太陽光なので、それをピークにすると非常に幅広

いダイナミックレンジを持っていることがわかる。この

レンジすべてをリニアなスケールでデジタル化すると、

非常に効率の悪いデータ構造になってしまう。私たちが

日々目にしている被写体の反射光は、全体のレンジの中

の低い部分に偏っている。レンジの大半は映像の被写体

としてはあまり使うことのない、人の眼にとって明るす

ぎる被写体が大半なのである。これらを均等にリニアな

スケールでデジタル化したところで、ほとんど使うこと

のないところにもデータ領域を確保してしまって、映像

表現にとっては役に立たない明るすぎる部分が大半を占

めてしまうのである。レンジの全体から見て暗い部分に

こそ階調を豊富に確保して、明るすぎる部分にはデータ

を間引いてしまうような、記録する階調に偏った依怙贔

屓することができればデジタルデータを効率よく使うこ

とができる。こんな目的に適しているのが Log エンコー

ドなのである。

Log とは数学的に見ると指数と表裏の関係にある。2

の 2 乗は 4 であるが、2 は何乗すれば 4 になるかを示す

のが Log（対数）である。指数のグラフを見れば小さな

値のエリアにはポイントが多く、大きなエリアではポイ

ントの間隔が開いていることがわかる。このような一定

間隔のリニアなスケールではないことが、人間の光を感

じる特性と近いことで、フィルムのデジタル処理や動画

カメラでも採用されている。

Log エンコードは、RAW データをリニアに記録する

よりもエンコード後のデジタルデータを少ない bit 数

で記録できる。RAW では 16bit 必要でも、Log ならば

10bit エンコードで 16bit 相当の階調を再現できると言

われている。データ使用の効率が良い代わりに記録後の

ポストプロ処理において、LUT データを使用してリニア

階調に戻すノーマライズ処理が必要な点は課題ではあ

る。Log 素材がコントラストが低いぼんやりした映像に

見えるのは、一時的にリニアではなく Log 特性でエン

コードされているのが理由である。

1DLUT
計算結果を求める際に、同じ計算を何度も行う場合に

はあらかじめ計算結果を導いておき、それを保存して再

利用すると計算に対するコンピュータの負荷を軽減でき

る。このような事前に想定される組み合わせを保存して

おいたデータ構造を、Look Up Table（LUT）と呼ぶ。

映像の画像処理では、入力と出力の関係においてすべ

ての組み合わせをあらかじめデータ構造としてメモリー

にロードしておけば、必ず同じ結果が導かれることにな

る。8bit のデータ構造では、256 種類のデータが用意で

きれば LUT は実現できる。映像では RGB の 3 要素ある

ので、256 × 3 で 768 個の数値が必要ということになる。

これは表計算の行と列の関係と同じである。

入力に対して出力が決められているということなの

で、色調整で使われるトーンカーブのようなインター

フェースとも考えられる。このような LUT のことを 1D 
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3DLUT
1D LUT は正確で確実にいつも同じ結果が得られるが、

8bit なら 768 個のデータ構造で済んだが、10bit や 16bit

のように階調が細かくなるにつれて維持すべきデータの

数が膨大になってしまう。これの解決のために 3D LUT

が生まれた。3D LUT では RGB のそれぞれの階調に対し

てそのすべての値ではなく間引いたデータを維持して、

その中間の値は計算で求めることで答えを取得する。

RGB の 3 要素をルービックキューブのようなマス目

のついた立方体として、各辺を何分割するかでデータの

細かさと精度が変わり、この分割したものをメッシュと

呼ぶこともある。よく使われる 3D LUT のフォーマット

は CUBE 形式で、RGB 各階調を 32 分割や 16 分割した

ものがよく使われる。16 分割は 256 階調の場合には各

メッシュの含まれるピクセル数は 16、32 分割ではピク

セル数が 8 になる。図の中のグレーのピクセルは、実デー

タを維持しているポイントになる。

分割数を増やせば精度は高くできるが計算のコストも

増えるため、現実的な分割数に留めておかねばならない。

よく使用される CUBE 形式では 17 × 17 × 17 や 33 ×

33 × 33 が使われるが、先に述べた分割数とひとつだけ

数が合わない。これは原点の 0 についてもデータを維持

するために分割数に 1 加えた数になっている。3D LUT

R OUT G OUT B OUTINPUT
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通 称 Abramowitz and Stegun に 掲 載 さ れ て い る 常 用 対 数 表 の 一 部
（Wikipedia より）

実データを持っているのはメッシュの中のグ
レーで示したピクセルだけで、それ以外のピ
クセルの RGB 値は計算で推測する。

LUT と呼んでいる。

1D LUT では RGB が個別のテーブルで表記されるので、

R チャンネルの値は G や B には影響を及ぼさない。この

原理から、RGB それぞれの明るさやコントラストは表現

できるが、彩度については対象外になる。またカラース

ペースの変換でも使用できない。
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は原理的には実データを維持しない部分の値を求めるた

めには計算で推測しているため、精度に関しては完璧で

はないことを知っておくべきである。3D LUT は過信し

てはならないのである。また入力データが LUT テーブ

ルの想定以上の大きな値だった場合には、出力がクリッ

プすることになるのでこの点も理解が必要である。明ら

かにクリップが起きそうなデータを処理しなければなら

ない場合には、前段処理でレベルを 3D LUT のデータ範

囲内に丸める処理が必要なこともある。

RGB と YUV
コンピュータで扱う色は内部処理が RGB が使われる

ことが多いが、映像信号はカラーテレビ放送由来の事情

で色差信号を使うことが多い。人間が視聴するためのテ

レビ放送なので、視覚の特性を上手に利用して電波の

有効利用のためには使用帯域の節約は理にかなってい

る。無理をして全データを送受信しなくとも、人の眼に

感じるところだけで十分なのだ。ところが、放送以外で

の映像利用が拡大すると、色差信号ではなくデータとし

てもロスのない RGB での取り扱いが必要となってきた。

RGB と色差の YUV が混在することは、当面の間は避け

られない。またデジタル化されたメディアファイルのサ

イズを小さくできる利点からも、RGB と YUV が併用さ

れる理由は残されている。色差信号を表す時は正確には

YCbCr ではあるが、慣習上本書では YUV と表記してい

る点を明記しておく。YUV と記述されている際には、色

差信号もしくはそのデジタル化されたデータ構造とご理

解いただきたい。

YUV フォーマットのベースとなっているのは、ITU で

定義されている規格書を見ることが最も正確である。そ

Y =  0.2126*R + 0.7152*G + 0.0722*B
U = -0.1146*R - 0.3854*G + 0.5000*B
V =  0.5000*R - 0.4542*G - 0.0458*B

R =  Y - 0.0002*U + 1.5748*V
G =  Y - 0.1873*U - 0.4681*V
B =  Y + 1.8556*U + 0.0001*V

上記の RGB から YUV を導く公式を、Excel の計算機能

を使って YUV から RGB を導く式に変換すると次のよう

になる。解説書によっては小数点以下の切り捨てによっ

て多少の違いがあるかもしれない。

こから引用すると、RGB と YUV データの変換式は下記

のようになる。

の、RGB から YUV への変換とさらにそこから再度 RGB

に値を戻した際の数値の一覧を下記に紹介しておく。

表を落ち着いて見ると、YUV から RGB に戻した際の

数値では厳密には同じ値にならないケースが多いことが

わかる。ただその違いは大きくはない数値なので、現実

的には障害になるとは考えにくい。しかし、もし RGB

と YUV の変換を何度も繰り返すようなことをすれば、

徐々に色の再現性にズレが大きくなることは想像でき

る。

RGB と YUV の数値の組み合わせをいろいろ試して計

算結果を比較していくと、RGB の値が 1 以上になるこ

とが少なくないことに気がつく。もしも使っているソフ

トウエアのデータレンジで RGB の 1.0 以上を保持できな

い場合には、すべてオーバーフローして値がクリップし

てしまうことになる。VTR などからキャプチャしたムー

ビーファイルを編集や合成した結果、再度ビデオテープ

に戻したところオリジナルと発色が違っていたという事

例を耳にした頃があるのは背景には、RGB と YUV の変

換においてのこのような事情があることを知っておくの

は重要である。

RGB のデータ範囲は小数で表すと 0 から 1.0 まのレン

ジになる。YUV の Y は同じく 0 から 1.0 だが、U と V は

マイナス符号が使われ -0.5 から 0.5 になっている。これ

らからいくつかの主な色と値を段階的に変化させた場合
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クロマサンプリング
RGB エンコーディングではピクセルひとつに対して、

RGB 三つの要素が保存される。これに対して YUV エン

コーディングでは、ルミナンスの Y チャンネルは各ピ

クセルに保存されるが、UV チャンネルは間引いて保存

される。一見するとクオリティ劣化の原因と考えられる

が、ひとの視覚の特性を上手く利用して感覚の鈍い色情

報は削減している。ルミナンスに対してはひとの感覚は

敏感なので、間引くことなくデータを保存している。

Apple ProRes コーデックのホワイトペーパーに書かれ

ている、クロマサンプリングの解説から引用したものが

図のようになる。補足するために、Y と UV のデータが

ピクセル単位で見ると、どうなっているかを図示した。

四種類のエンコード方式において、Y チャンネルはどれ

でも各ピクセルごとにデータを維持している。4:4:4 形

式は間引くことなく保存するため UV チャンネルも各ピ

クセルになる。

これに対して 4:2:2 の UV チャンネルは、横方向で見

て 2 ピクセルまとめてデータ化している。これによりク

ロマの解像度は水平方向では半分になる。しかし、この

ことによる視覚的な劣化を感じることは少ないだろう。

ただ、クロマキーや Resolve での精密な Qualifier 処理を

行う際には、この削減しているクロマ成分が悪影響にな

るケースはあるかもしれない。このような処理が想定さ

れている場合には、RGB エンコーディングで収録するこ

とも検討すべきである。

4:2:0 や 4:1:1 ではさらにクロマデータは削減される。

4:2:0 では垂直方向でも 2 ラインごとになるのでピクセ

ル等倍の高品位ディスプレイでモニターすると、劣化は

目視できるかもしれない。4:1:1 は放送用ビデオレコー

ダーの HDCAM で採用しているが、この VTR 規格は横

方向の 1920 ピクセルを 1440 ピクセルに間引いて記録

しているため、品質劣化は抑えられることが想像できる。

一般的にクロマサンプリングを使用することは、先に

も述べたようにひとの視覚の特性を利用しているため、

極端な画質劣化を感じることは少ないだろう。しかし、

細かな織物や絵画を映像化した時のように、被写体が持

つ色の模様が非常に細かな場合には、アーティファクト

（画像処理の過程で生じた歪みや劣化）が出てしまうこ

とがある。

4:4:4

Y

U, V

4:2:2 4:2:0 4:1:1

4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:1:1

Web で閲覧できる動画のエンコード形式は、今では

大半が H.264 になっているのではないだろうか。今後は

ここに H.265 も加わることは間違いないが、これらは

4:2:0 形式をサポートしていて、ファイルサイズ軽減に

大きく貢献している。ワークフローの上流では RGB や

4:2:2 形式をできる限り採用し、下流である成果物を作

る場合には、ファイルサイズの制限に合わせて 4:2:0 形

式を検討する。というのが基本的な考え方である。
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コーデックとラッピング
動画データをファイルに格納する際には、継続時間に

比例してファイルサイズが膨大になることが予想され

る。写真データは動画よりも大きなフレーム解像度にな

る場合があるが、ワンショットにおいては一枚だけで完

結できる。これに対して動画ではフレームレートにより

1 秒間あたりの枚数も拡大の方向であり、ファイルサイ

ズを軽減するための措置が欠かせない状況が今後はより

強くなるだろう。

コンピュータで動画を扱えるようになってからこの課

題は常につきまとっており、データの圧縮技術は動画技

術と共に進歩を続けてきた。初期の頃はビデオテープか

らコンピュータに映像信号をキャプチャして、メディ

アファイルとして保存することが基本だった。動画の

ソースは大抵ビデオテープだったのである。このキャプ

チャするときの処理は映像信号をコンピュータで扱える

データにコード化することだった。この処理のことを

encode（エンコード）と呼んだ。逆にコンピュータか

ら VTR に出力する際にはデータを解除し映像信号に変

換し、これを decode（デコード）と呼んだ。コンピュー

タの中に保存されたメディアファイルはなんらかのコー

ド化処理が加わっており、このコード化された種類のこ

とを encode と decode の造語から codec（コーデック）

と呼ぶようになった。エンコード時には何らかの圧縮処

理が加わるため、compressor と decompressor をコー

デックの由来とする説もある。

HD 解像度以上の 4k や 8k フォーマットで、なおかつ

フレームレートも 30fps ではなくそれ以上の 60fps が標

準化されれば、メディアファイルのサイズは今以上に肥

大化することは目に見えている。SD 解像度の頃はコー

0
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4:2:2 formats4:4:4 formats

デックのタイプも、圧縮処理をかけないオリジナルと

品質に違いが出ない可逆圧縮が好まれていた。これは非

圧縮や無圧縮と呼ばれることがあるが、クオリティがエ

ンコード処理を経ても劣化を伴わないフォーマットを指

す。解像度やフレームレートが拡大することを踏まえれ

ば、今後は圧縮処理をかけないことは現実的には無理が

あるため、なんらかの圧縮行程を持つコーデックの運

用が現実的になることは間違いない。インターネット

上で多用されているコーデックの H.264 はその後継規格

の H.265 が定着しはじめているように、圧縮技術はコン

ピュータの進化に合わせてどんどん発達していくだろ

う。映像制作ではこの技術を上手に活用しながらクオリ

ティを維持するテクニックを磨いていくことが、今後の

ワークフローでは重要なのである。

コーデックを考える上ではいくつかの要素があるが、

動画のフレーム間圧縮をどのように処理しているかは、

編集などのポストプロダクション行程では重要なポイン

トになる。動画のメディアファイルでは 1 フレームず

つのデータは、人の眼には見分けにくいところである。

この特徴を利用した圧縮がフレーム間圧縮の手法であ

る。毎フレームのデータは持つことなく、基準になるフ

レームを 1 秒程度毎に設け、そのフレームに関してだけ

1 フレーム内のすべてのデータを保持する。このフレー

ムをイントラフレーム（I-frame）と呼ぶが、この間に
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挟まれたフレームはイントラフレームとの差分だけデー

タを保持することで記録時のデータを削減できる。この

タイプはインターネットでのダウンロード用途などのよ

うな、ファイルサイズを小さくすることが第一条件の用

途には適している。ただし、エンコード時やデコード時

にコンピュータにかかる処理コストが小さくないため、

一定スピードで正方向の再生だけをするような用途には

都合が良いが、映像編集などのように前後に行ったり来

たりするようなスクラブ再生ではパフォーマンス低下に

なってしまう。

編集用途には不向きなフレーム間圧縮のために、イ

ントラフレームだけを持つコーデックが開発され、Avid

や Apple から独自のコーデックがリリースされて来た。

これらは編集アプリケーションに最適化する目的のた

め、編集時のスクラブ操作でも非常にレスポンスの良い

動作を維持できるる利点がある。その反面ファイルサイ

ズを抑えるにはフレーム間圧縮の方が効率は高い。

ポストプロダクション作業では、どうしてもエンコー

ドとデコードの処理が複数回繰り返されることがある。

過去のようなアナログビデオテープのダビング処理のよ

うな、複製による極端な劣化まではいかないが、それな

りの劣化は避けられない。デジタルデータだからと言っ

ても、複製によるエンコードとデコードの品質変化への

配慮は欠かせない。また、カラーエンコードのタイプが

RGB なのか YUV なのか。YUV ならばクロマサンプリン

グが 4:4:4 なのか 4:2:2/4:2:0/4:1:1 かの理解も重要である。

現在の日本の映像制作では、デファクトスタンダード

になっているコーデックは Apple ProRes コーデックで

あると言える。技術的な優位性はあるのと、これまで使

われて来た実績と信頼性が後押ししていることは間違

いない。ただし、Windows バージョンの QuickTime の

開発終了に伴って、今後もこの状況が長く続くかどう

かは誰にも確実な予想は立てられない。DaVinci Resolve

や Adobe Premiere Pro が CPU だけではなく GPU の処

理能力を積極的に活用しているために、ポストプロダク

ションではパフォーマンスを向上させるためには GPU

の存在感は今後さらに高まるだろう。GPU は NVIDIA 社

と AMD 社の 2 社の独占状態が続いており、このハー

ドウエアを余すところなく活かせるのは Windows や

Linux 環境が Macintosh よりも先行している。しかし、

Windows 環境では ProRes コーデックの書き出しが困難

なため、どうしても Macintosh 環境でなんとかやりく

りせざるを得ない状況が続いいている。コーデックの選

択は、単なる技術的な仕様だけではなく、それを read/

write する環境と合わせて考えなければならない。

コーデックと合わせて考えなければならないのが、

コーデックをどんなファイル形式でラッピングするかで

ある。ラッピングによってユーザーの眼に触れるとこ

ろで変化があるのは、ファイルの拡張子である。ProRes

コーデックでは基本的には mov 拡張子で使用すること

が多いはずである。最近では Apple の Final Cut Pro か

らの書き出しにおいて ProRes コーデックの MXF ラッピ

ングが使えるようになりつつあるが、どのように活用で

きるかはまだ未知数である。ラッピングは買い物をした

際の包み紙のようなもので、コーデックをどんな包み紙

でラッピングするかでそれを読み込めるアプリケーショ

ンが変わる。組み合わせによっては、H.264 コーデック

のラッピングが mov だったものを、MP4 ラッピングに

変更するというような処理が可能になる。この場合には、

コーデックの再エンコードをかけることなくファイル形

式だけを変更するため、処理時間の短縮と品質劣化を抑

えることができる。ラッピング変更ができるアプリケー

ションは現状では多くはないので、今後の対応に期待し

たいところである。現状で比較的柔軟に対応できる入手

しやすいソフトウエアは、オープンソースで開発が続い

ている歴史のある ffmpeg くらいである。

ドロップフレーム
タイムコードには、NDF（ノン・ドロップフレーム）

と DF（ドロップフレーム）があるがその原理を理解す

る前に、映像信号と密接な関係がある周波数について見

てみよう。直流ではない交流の電気信号は、周期を持っ

ている。1 秒間に何回周期が繰り返されるかの数を周波

数と呼ぶ。1 秒間に 30 回周期があれば 30Hz（ヘルツ）、

3 万回あれば 30kHz（キロ・ヘルツ）である。日本が採

用しているテレビ方式は NTSC 系であるが、フレーム周

波数は 29.97Hz である。周波数が整数ではなく小数で表

されるのは、30Hz ちょうどになる直前のところが 1 秒

のポイントになるためである。このように実は NTSC 系

では 1 秒間で 30 回の周期が完全には終了していないの

である。フレーム周波数は 1 周期が 1 フレームに相当

するので、30Hz に比べて 29.97Hz は 0.1% だけ遅く回転
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している駒のようなものなのである。

1 秒間ではこの違いは人間の感覚ではわからない程

度の誤差と言えるが、1 分、10 分、1 時間と時間が長

くなるほどに誤差では片付けられなくなってしまう。

29.97Hz では 1 時間になると 3.6 秒遅くなってしまう。

ハイビジョン放送に移行してもこの周波数は同じなの

で、1 時間分のフレーム数を再生し終わる時には 3.6 秒

実時間よりも長くかかってしまうのだ。理想的な解決法

は 29.97Hz を 30Hz に変更することだが、これは簡単な

ことではない。そのために周波数は 29.97Hz を維持しつ

つ 1 時間で 3.6 秒の誤差を、なんとかして辻褄を合わせ

る方法を見つけるしかなかった。

解決するための方法は、映像信号の周波数は維持しつ

つ時計の役割をしているタイムコードの進み方で調整す

ることだった。正確にタイムコードをカウントしてい

けば 1 時間後には 3.6 秒オーバーしてしまうので、これ

に相当する 108 フレームを少しずつ間引くことにした。

これをドロップフレームと呼んでいる。どのように間

引くかといえば、60 分で 108 フレームなので、10 分で

18 フレームずつ間引けば計算は合うことになる。そこ

で、毎 10 分毎に 2 フレーム間引くことにして、ただし

0 分、10 分、20 分、30 分、40 分、50 分になる瞬間は

間引かないこととした。

ドロップフレームの間違った解釈を見かけることがあ

る。フレーム周波数の 29.97Hz を選択した場合には DF

にしなければならないと理解している人がいるが、これ

は間違いである。先の説明のようにそもそも映像信号は

29.97Hz なので、この周波数でも DF と NDF は存在でき

1秒間に何周期あるか？を周波数と呼ぶ
30周期あれば30Hz（ヘルツ）

1周期

周期が 1 秒間でちょうど 30 回終了している

1 秒間 1 秒間

周期が 1 秒間では 30 回直前の

29.97% のところで終了

00
:0
0:
00
;0
0

00
:0
0:
59
;2
9

1,800 frames

Drop count(30) = 30fps / 15 = 2
Drop count(60) = 60fps / 15 = 4

00
:0
1:
00
;0
2

00
:0
1:
59
;2
9

1,798 frames

00
:0
9:
00
;0
2

00
:0
9:
59
;2
9

1,798 frames

first

00
:1
0:
00
;0
0

1,800 frames

first

Dropframe (00 and 01)

drop sequence = 1,800 + 1,798 x 9 = 17,982 ---> for 10minutes

144 times for 24 hours

second 10th

るのである。ただし 29.97Hz で NDF を指定した場合に

は、実時間とタイムコードの関係は同じにはならない。

30Hz にした場合には、周波数とフレームの関係が同じ

なので DF は選択する必要はない。

少し難解な表記にはなっているが、筆者がドロップフ

レームに対応したシェルスクリプトをコーディングした

際に、その計算の基礎にした考えをまとめたのが下図で

ある。30 フレームでのドロップフレームにはなってい

るが、この計算方法は 60 や 120 でのドロップフレーム

でも同様に使用できる。
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Mac 内蔵モニターの調整
正確な色で映像を表示するためには、コンピュータの

GUI を表示する PC ディスプレイではなく、外部モニター

を使うことが昔から必要だった。マスターモニターは、

放送局の主調整室と同じ品質のモニタリングができるこ

とが担保された、非常に高価な放送機器である。主調整

室がマスターコントロールルームと呼ばれていたので、

通称マスターモニターと呼んでいた。

放送番組やテレビ向けのコマーシャルだけを製作して

いた時代では、このような用途のマスターモニターは存

在することにそれなりの意味はあった。ここに来てテレ

ビ番組以外のコンテンツが多くなっており、Web 向け

の映像制作も日常的に行われている。マスターモニター

の概念から言えば、Web 制作向けのマスターモニター

がなければならないことになる。実際にはそのような製

品はないが、Web のための規格である sRGB をサポート

したモニターを使うことで目的は満たすことができる。

間違っても Web 制作にもかかわらず、テレビ制作向け

のマスターモニターで色の確認を行ってはならないので

ある。

テレビ以外の規格を満たした業務用モニターが、各種

手に入るようになっている。幸いなことにマスターモニ

ターよりも安価にである。今後はマスターモニターの

ニーズは減少し、マルチフォーマット対応の安定したモ

ニターが、その座に置き換わることは間違いない。

理想的には外部接続した色の再現性が調整されたモニ

ターを使うことが望ましいが、映像制作は低予算化の中

にあって、iMac や MacBook Pro だけの環境でもそれな

りの品質を求められることが増えてきている。そこで、

ベストではないものの、ベターな色再現性を持ったモニ

タリング方法をここで紹介したい。

必要なツール
想定しているコンピュータは、モニター内蔵型の

Macintosh の iMac や MacBook Pro である。製造年代は

ここ 3 年程度以内のモデルを想定している。必要なツー

ルは下記のとおりである。

• 測色プローブ X-Rite 社 i1 Display Pro

• 測色プローブ付属ソフト i1 Profiler

• オープンソースソフトウエア DisplayCAL

• オープンソースライブラリー ArgyllCMS

測色プローブは、モニター面から発した光を受け止め

て、スペクトル分析できる機能を持った精密機器である。

RGB 分解するための分光フィルターが内蔵されたフィ

ルター式と、プリズムの原理を使って光を分光するプリ

ズム式の二種類が使われている。一般的には後者の価格

は前者よりも高いが、経年劣化が少ないため測色精度は

優れている。リストに揚げた i1 Display Pro はフィルター

式の機器である。このように、有償のプローブさえ入手

できれば、それ以外は無償で入手できるツールばかりで

ある。

フィルター式は経年劣化と分光特性の限界により、プ

リズム式よりも精度が高められない課題がある。しかし、

一般的にはフィルター式の方がセットアップにかかる所

要時間が大幅に短縮できるので、Mac の台数が多くプ

ロファイルも複数ある場合には、上手にフィルター式を

活用したいところである。

そこで、フィルター式の足りない精度を補正する仕組

みが用意されており、これを入手できる場合にはフィル

ター式の弱点を補って短時間でセットアップできる方法

もある。

インストール
i1 Display Pro は、USB 接続して Mac と共に使用する

測色プローブである。付属のソフトウエア i1 Profiler は

無償で使用できる。更新は 1 年に数回行われているので、

最新バージョンを使うことが推奨されている。ソフトウ

エアパッケージの中には、先に述べたフィルター式プ

ローブのための補正データも含まれる。また、i1 Profiler

を使うことで使用している Mac のモニターのバックラ

イトのタイプを判別できる。

今回は i1 Profiler でモニター調整は行わないが、必

要に応じてバックライトのタイプ確認だけで使用する。

i1 Display Pro は特別なドライバソフトウエアは必要な

く、i1 Profiler をインストールしなくても DisplayCAL や

ArgyllCMS と共に使用可能である。

オープンソースの DisplayCAL と ArgyllCMS は開発元

からダウンロードして、アプリケーションフォルダにコ

ピーしておく。DisplayCAL はディスクイメージの中に

ツール群がいくつも含まれているので、DisplayCAL の
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ような名称のフォルダを作成してから、その中にツール

群をコピーしておく。

ArgyllCMS は ZIP 形式で配布されているので、解凍後

のフォルダをそのままアプリケーションフォルダに移動

しておけば良い。

初期設定
使用している Mac の液晶デバイスのバックライトタ

イプが不明な場合には、はじめに i1 Profiler を起動して

確認することになる。アプリケーションが立ち上がった

ら、メインウインドウにある User Mode から Advanced

に切り替える。この時に、i1 Display Pro が正常に認識

されていると、グリーンのチェックマークが表示される。

赤いクエスチョンマークはプリンターやスキャナーのオ

プションなので、今回の使用には影響はない。

Workflow Selector から Profilling に切り替えると画面

が切り替わり、Mac の機種が自動的に認識されてその

下に GB-LED のようなバックライトのタイプが表示さ

れる。この情報が入手できれば目的は達成したので、i1 

Profiler は終了して構わない。

はじめて DisplayCAL を起動した時だけ、バックグラ

ウンドで呼び出される CMS ツール群である、ArgyllCMS

の パ ス を 指 定 す る 必 要 が あ る。Browse ボ タ ン を 押

してアプリケーションフォルダにコピーしておいた

ArgyllCMS を指定する。

次にフィルター式プローブの補正データを指定する

ためのウインドウが現れる。Select file をクリックして、

下記のパスを指定する。

/Library/Application Support/X-Rite/
Frameworks/XRiteDevice.framework/
PlugIns/i1d3.xrdevice/Contents/Resources/
Calibrations

パス最後尾の Calibrations フォルダの中に、バックラ

イトごとの補正データが格納されている。今回は GB-

LED タ イ プ に 相 当 す る RG_Phosphor_Family_25Jul12.

edr を指定した。アプリケーションが起動したので、

Options メニューから Show advanced options にチェッ

クを加えておく。これにより詳細な機能が使えるように

なる。

プロファイリングの実行
ここからは実際のキャリブレーション作業に入る。一

般的にはモニターの色調整のことをキャリブレーション

と呼ぶことが多いが、実際には小さな工程がソフトウエ

ア内部でいくつも処理されている。内蔵型 Mac の色調

整では、モニターのハードウエアに対して調整という手

を加えることがユーザーには許されていない。

では何を行うかというと、モニター面から発光する光

が最終的に規格に沿った状態になるような、ColorSync

のための ICC プロファイルを作成することである。内蔵

型 Mac の色調整を行うこととは、環境に合わせた ICC

プロファイルをユーザーが作成することなのである。

補正ファイルの使用
フィルター式ではプリズム式ほど精度を高められない

が、処理速度は大きく短縮できる。この課題を克服する

ために、フィルター式プローブのための補正データを選

択、もしくは作成することになる。

はじめに、メーカーが用意している補正ファイルを

使用する手順から解説する。この方法の利点は、プ



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 247Technical

ローブの用意は i1 Display Pro だけあれば済む点であ

る。DisplayCAL ウ イ ン ド ウ の 中 の 5 つ の 設 定 画 面 か

ら、一番左側にある Display & Instrument に切り替える。

Display は内蔵のデバイスが選択されていて、Mode は

LCD になっているはずである。少し下にある Correction

ポップアップが補正データの選択部になる。ポップアッ

プではなく右側のフォルダアイコンをクリックして、下

記のパスに移動する。

Library/Application Support/ArgyllCMS

こ の 中 に RG_Phosphor_Family_25Jul12.ccss フ ァ イ

ルがあるのでそれを Open する。ポップアップに反映

されていなければ、改めてポップアップの中から RG 

Phosphor を選択する。

メーカーが用意したファイルではなく、ユーザー自ら

補正データを作成する場合は、次の手順で作成できる。

この場合には、プローブは i1Display Pro に加えてプリ

ズム式の Color Munki や i1Pro などが必要になる。

プリズム式のプローブを接続してポップアップ右側の

プラスマークをクリックする。今回使用したのは Color 

Munki である。新しいウインドウが表示されるので、右

下の Measure をクリックする。測色のためのウインド

ウが表示されるのでそこに合わせてプローブをセットす

る。

Start measurement を押すとプローブをキャリブレー

ションモードにセットするように指示がある。OK を押

すとしばらくして、今度はキャリブレーションモードを

解除するようにメッセージが表示される。再度 OK を押

すとカラーパッチが切り替わって測色がスタートする。

プローブをフィルター式の i1Display Pro に差し替え

て、ウインドウ右下の Measure をクリックする。今回

はプローブのキャリブレーションは行われない。終了す

ると補正データの Description を確認して必要に応じて

修正しておく。Display technology は LCD RG Phosphor 

IPS を選択した。

OK を押すと補正データの一覧が表示される。これは

3 × 3 のマトリクスデータと呼ばれるもので、ICC プロ
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ファイルなどで使用されているデータである。Save ボ

タンで保存すると、データを DisplayCAL のサイトにアッ

プロードするかどうかの確認ウインドウが表示されるの

で、アップロードしても構わなければ OK を押す。この

データは、二種類のプローブと使用しているモニタータ

イプが同じであれば、他のユーザーも再利用できるため、

開発者がデータを収集している。これに参加する意向が

あればアップロードを実行してコミュニティに協力でき

る。補正データはポップアップの中に表示されているの

でこれを選択しておく。

設定と実行
これで一通りの準備はできたので、ここからは設

定 を 加 え て 処 理 を 実 行 す る。Display & Instrument、

Calibration、Profiling の三つのパートで設定を変更し

て、ウインドウしたの Calibrate & Profile をクリックす

る。カラーパッチ表示のためのウインドウが画面中央

に表示されるのでそこにプローブをセットして、Start 

measurement をクリックする。モニターのホワイトポ

イントとホワイトレベルの測定が行われ、次にブライト

ネスの設定に移る。別ウインドウの Start measurement

をクリックするとブライトネスの測定が始まる。指定

した 100cd/㎡に合わせるためにモニターのブライト

ネスを調整する。ブライトネスがセットできたら Stop 

measurement をクリックする。続いて Continue on to 

calibration をクリックする。ここから先は 10 分程度自

動的に処理が行われる。

ブライトネスの調整は、Mac が持っている機能を使っ

ての調整では微調整がやりにくい。特にキーボードから

の調整では上げ下げのステップが大きすぎてちょうどの

明るさにセットすることが困難である。微調整はシステ

ム環境設定のディスプレイのスライダーで行うことが望

ましいが、後日同じブライトネスを再現することができ

ない。せっかく精度を維持して調整しているにもかかわ

らず、ブライトネスが変わってしまうとコンディション

が維持できなくなってしまう。こんな課題のためにブラ

イトネスを微調整できて保存できるツールを弊社で開発

した。AppStore で販売しているので、ブライトネスの
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調整に困っている方は検討されると良いだろう。アプリ

ケーション名は Brival である。

一連の処理が完了すると、カラーガマットのカバー率

が表示されて、プロファイルのインストールを促される。

Install profile ボタンを押して実行する。これにより、シ

ステム環境設定のディスプレイに ICC プロファイルがイ

ンストールされる。

ここで作成した ICC プロファイルを DaVinci Resolve

で 反 映 さ せ る た め に は、Preferences ＞ System ＞

Haedware Configuration か ら、Use Mac Display Color 

Profiles for Viewer にチェックを付けなければならない。

DisplayCAL の Resolve モード
DisplayCAL は、DaVinci Resolve のビューワ専用の調

整モードを持っている。基本的な手順は通常と同じだが、

プローブをセットする直前に Resolve 側でひとつだけ準

備が必要になる。Resolve には外部モニターキャリブレー

ションシステムへのインターフェースを持っているが、

それを起動する必要がある。

DisplayCAL から接続する場合には、Color ページに移

動 後 に Workspace ＞ Monitor Calibration ＞ SpectraCal 

CalMan を起動しておく。これにより、プロファイリン

グのカラーパッチは、Color ページのビューワの中に表

示されることになる。CalMan への接続時に現れるウイ

ンドウにある IP Address には、「localhost」と入力する。

Resolve モードの設定は下記のスクリーンショットの

ようになっている。
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プロファイリングが完了すると、カラーガマットの

結果が表示される。続いて生成した 3D LUT を保存する

ためのダイアログが現れるので、Resolve のデフォルト

LUT フォルダを指定する。Resolve では Project Settings

を開いて、Color Management に移動する。Update List

を実行して、先ほど保存した LUT ファイルが使えるよ

う に 準 備 を す る。 作 成 し た 3D LUT は、Viewer の 3D 

LUT として選択すると表示に反映されるようになる。

モニターの精度とは
今回紹介したモニター内蔵型 Mac での色調整は、ベ

ストではないもののベターな環境を手に入れるためのテ

クニックである。プロファイリングの結果得られた ICC

データを使って表示した時と、出荷時のデフォルトと比

べると明らかに別物であることがわかる。このことから

わかるのは、Mac のモニターは Apple 独自の規定に基

づいて設定されていることである。おそらく Apple の

製品は、Macintosh に限らず iPhone や iPad など、どの

製品で観てもある程度の範囲の中に色の発色傾向が収

まっているのではないだろうか。

EIZO の ColorEdge シリーズには、製品パッケージの

中にユニフォミティ出荷データシートが同梱されてい

る。製品一台ごとに色の再現性に関わる値を検査して、

書式化しているのである。図のデータシートは、私の手

元にあったものを示している。Δ E などのΔではじまる

値は、規格で決められている値からどのくらいの偏差が

あるかを示しており、すべてが規定値に収まっているこ

とがわかる。このようにハードウエアのスペックが安定

していることが担保されているからこそ、ユーザーによ

るプロファイリングも精度が維持されるのだ。モニター

の素性がはっきりしていない場合や、経年劣化が大きな

製品では、せっかくのユーザーによる調整も効果が半減

してしまう。

測定最大値 規定値

Δ E 1.17 ≦ 3.0

Δ x -0.0024 ≦ ± 0.005

Δ y -0.0016 ≦ ± 0.005

Δ LR 99% ≧ 90.0%
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FFmpeg
FFmpeg とは、主にメディアファイルを変換するため

に使用されるフリーソフトウエアである。UNIX で開発

が始まったが、その後 Mac、Windows、Linux で使用で

きるクロスプラットフォームになっている。メディア

ファイルで採用しているコーデックは、開発元に依存し

ているものもあり、ライセンスと関係してユーザーから

見ると混沌とした状況になっている。元来有志のソフト

ウエア開発者たちによるハッカープログラムだったの

で、技術的に解決できることの多くは、ソフトウエアの

開発に盛り込まれて来た。

FFmpeg の長所と短所
DaVinci Resolve は、新しいモデルのカメラで記録さ

れたメディアファイルを、いち早く使えるように対応を

進めて来た。さらに、読み込みと書き出しで対応してい

るコーデックも多岐にわたっている。しかし、Resolve

もあらゆるコーデックに対応することには限界があ

る。例えば Mac バージョンでの制限として有名なのは、

WindowsMedia 形式の読み書きができない点である。

対応することは技術的には難しいことではないが、背景

にあるライセンスによる制限や開発元の考え方によると

ころが大きい。

もし WMV 形式のメディアファイルを Resolve の Mac

版で使わなければならない場合、事前になんらかのソフ

トウエアを使って、ProRes 形式などに変換しておくこ

とが必要になる。このような場合に使えるのが FFmpeg

である。読み込み可能な形式が多いことと、無償で使え

るところが最大の利点である。その反面いくつかの課題

もある。FFmpeg は開発者の Web サイトから自由にダ

ウンロードして使えるが、メディアファイルの変換をす

るにはターミナルアプリケーションから CLI によって、

文字だけのコマンド入力で使わなければならない。普段

からコマンドラインに不慣れなユーザーには、この点が

最も敷居が高く感じるところになるだろう。

基本的な使い方
Mac 版のソフトウエア本体は下記の URL から入手で

きる。最新版をダウンロードすると、ディスクイメージ

がコピーされるので、その中にある ffmpeg ファイルを

デスクトップなどに移動しておく。準備はこれだけであ

る。

http://www.osxexperts.net/ffmpeg/
ffmpegexperts.html

メディアファイルの変換をはじめるために、ユーティ

リティフォルダにある Terminal.app を起動する。この

中に半角英数文字だけでコマンドを入力して実行するの

である。

$HOME/Desktop/ffmpeg -i $HOME/Desktop/
source.mov -c:v prores_aw -profile:v 2 
-pix_fmt yuv422p10le -timecode 01:00:00:00 
-acodec aac -strict -2 -vendor ap10 
$HOME/Desktop/result.mov

ダウンロードした ffmpeg をデスクトップに置き、デ

スクトップにある source.mov という名称のファイルを

ProResSQ に変換する場合には、上記のコマンドを入力

する。変換するソースファイル名と生成されるファイル

名を記述してあるので、2 回目からの実行では作成され

るファイルが上書きされるので、その都度リネームする

ことが必要になる。

これは FFmpeg の最もシンプルな使い方に過ぎな

い。実用的な使い方では、作成したメディアファイルを

WMV に変換するとか、インターレース形式のファイル

をバッチ処理でデ・インターレース処理を加えるような

使い方がすぐに思い浮かぶだろう。使い方はユーザーの

好みに応じてたくさんの選択肢が用意されている。

もし FFmpeg が気に入れば
コマンドラインからの操作に違和感を感じなければ、

この使い方でも良いかもしれない。しかし、そんなユー

ザーは限られているので、FFmpeg をもう少し使いやす

くしたツールが有償で発売されている。

ffWorks は FFmpeg 本体を使って、GUI で変換のため

の設定を便利にするアプリケーションである。アプリ

ケーション自体には FFmpeg は含まれないので、ユー

ザーが自ら先ほどの URL などからソフトウエアをダウ

ンロードして所定の場所にコピーすることで使えるよう

になる。
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コラム｜諦めないこと
恥ずかしさを噛みしめて告白すると、私の中には劣等

感が至るところにあって、二十歳までの自分をやり直す

ことができたらどんなに楽だろうと反省することしきり

で。劣等感によって、現在の自分の能力で解決できない

ことが起きると、誰のせいにもできないので自分だけで

悶々となることがあります。

工業高校の三年生で私はコンピュータの実習を受けま

したが、これがてんでさっぱり理解できず、すべてのソー

スコードは友人のものを丸写しする始末。当時使ってい

たコンピュータは、Fortran 言語のためのびっくりする

くらい巨大なシステムでした。入力はキーボードです

が、打ち込んだ文字の確認はタイプライターからのプリ

ントアウトです。入力済みのソースコードは保存できま

すが、紙テープにパンチで穴を開けて記録していました。

同時に使えるのはこんなに大きなシステムにもかかわら

ず、たった一人に限定されます。使えるようになるまで

は順番待ちなのです。コンピュータが置いてある実習室

はその発熱対策のため冷房完備でした。ちょうど暑い時

期だったので、コンピュータの実習の時間だけは当時珍

しかった冷房完備の部屋で過ごすことができました。こ

うやって私はコンピュータに対してコンプレックスを残

したまま、高校を卒業することになりました。

映像編集の仕事をはじめて四年くらい経過した頃、編

集機のデータを保存するためにパソコンというものを使

わねばならなくなって、NEC 製の PC98 を生まれて初

めて触りました。思い出すのは高校時代のコンプレック

スです。はじめての MS-DOS でコンピュータに対する

強い苦手意識から、目的の機能が使えるまで一ヶ月近

く格闘した記憶があります。せっかくの PC98 なのに

EDL の入出力でしか使えなかったので、当時としてか

なり高価だったコンピュータを上手に活用できていませ

んでした。ここでコンピュータに対して 2 回目の挫折

を味わうのです。

きっと自分にはコンピュータを活用する能力が欠落し

ていると確信していて、大きな劣等感を持っていたので

す。そんなところに知り合いの音楽系の仕事をしている

方から Macintosh というのがあって、それまでのコン

ピュータとは全くの別物であることを知りました。は

じめてショップの店頭で見た時には、衝撃的な初対面で

した。まず操作画面は黒ではなくグレーなので優しい感

じがあります。キーボードはあるもののマウスの操作が

基本です。ひとつひとつの操作のたびに愛嬌のある画面

表示が出てくるので、気がつくと機械相手にもかかわら

ず仲良くなっている錯覚がありました。さらに東京に職

場が変わってから社内にたくさん Mac があったことも、

今から思えば何かの縁があったのかもしれません。

そこからは乾いたスポンジが水を吸い込むように、

Mac やコンピュータの知識を吸収していきました。で

もまだその頃にはプログラムを自分で書いて実行できる

までには至っていませんでした。完全にコンプレックス

が解消したわけではなかったんです。実際にはじめて

コードを書いて実行できたのは、Mac を初めて使って

から十年くらいは経過していました。その時使った言語

はお馴染みの C でした。ぼんやりと C 言語でコーディ

ングできたら一人前だと勝手な目標を持っていたので、

解説書はたくさん買ったものです。読了できたのはほん

の一部でしたが。

結局コンピュータが人並みに使えるようになって、プ

ログラムを書けるようになったのは、諦めずに数え切れ

ない回数の再チャレンジを繰り返したからです。この部

分には能力は関係なかったのです。しつこいくらい繰り

返すと、誰でもそのうちに、できなかったこともできる

ようになっているものなのです。

実は本書を書き始めてからも似たようなことがあっ

て、最初は勢い余って書き始めたのですが、ある程度進

んだ時点で勢いがなくなって、先の長さに気がついて続

けるモチベーションがなくなり始めたのです。そんなと

きは無理をせずに一旦休憩をして、書きたい気持ちに

なった時に少しずつ書いていました。やる気がなくても、

過去に書いた部分を読み返すだけでもやる気が湧いてく

ることもあり、自分の中でやる気スイッチを見つけなが

ら少しずつ進めていた時期もありました。武道のぶつか

り稽古みたいなもので、勝てない相手であっても何度も

駄目元で当たっているうちに、稀にチャンスが生まれた

りするのです。思い返せば子供の頃から繰り返しやり続

けることは嫌いではなかったので、ダメだったらまた今

度挑戦すればいいや、と今回は諦めても良いのだと思い

ます。無理に頑張り過ぎて、二度と取り組みたくないく

らい嫌いになるのは避けねばなりません。

コンピュータのコンプレックスは時間をかけて克服で

きたのですが、他にもいろいろまだ抱えていることは

あって、その一つが英語です。本書を書くにあたり最大

の情報源は BMD 社がリリースしている操作マニュアル

ですが、最新バージョンは英語だけです。Google 翻訳

を多用して、原文と翻訳を並べて読んでから日本語のイ

メージを持って原稿を書きました。ただしこれは文章で

あって、会話をすることなんてまだまったくできません。

英語に対する劣等感は生きている間に克

服できるかわかりませんが、文章の読解

力くらいはもう少し向上させてみたいと

ころです。また諦めなければ、ですが。
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ここでは Resolve の機能をピンポイントで取

り上げる。それぞれのチャプターの解説を読

んでもピンとこない場合でも、TIPS をヒント

にして新しい発見があるかもしれない。ここ

で刺激を受けたら Resolve を使って試してみる

といい。もう少し情報がほしい場合には、PDF

の検索機能からキーワードを探せば解説ペー

ジにたどり着くだろう。

家族を大切にしない奴は男じゃない。

〜 ゴッドファーザー

Tips
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デフォルト値
各ページにある数値を変更できるコントローラーで

は、数値を示すラベルやスライダなどをダブルクリック

すると、デフォルト値に戻すことができる。

静止画フォーマット
使 用 で き る 静 止 画 フ ォ ー マ ッ ト は、TIFF、PNG、

JPEG、DPX、OpenEXR、DNG、PSD。このうちアルファ

チャンネルをサポートしているオススメは TIFF。

マウス
3 ボタンマウスは必携。Color ページで他のカットの

サムネイルを真ん中クリックすると Color 設定がコピー

される。これが最も簡潔な方法。 

ノリしろ
Color ページで IN/OUT の外側のノリしろ部分も確

認 し た い 場 合 に は、View ＞ Show Current Clip With 

Handles にチェックを入れる。これにより Edit で使って

いる外側を Color ページで確認できる。表示フレーム数

は Preferences で設定可能。

Unmix
Color ページで色調整している際に、一時的にトラ

ンジションを外して単独でクリップを見たい時には

Unmix 機能が便利。ビューワ左下の菱形が重なったア

イコンが Unmix ボタン。

ノード部 Timeline
Color ページですべてのカットに色調整が終わった時、

もしも全部のカットの色の濃さを均一に少しだけ濃くし

たくなったら？ Node ツリー上部の Clip を Timeline に

切り替える。現れるツリーはタイムライン全体に適用さ

れる共通のノードになる。

Tempと Tint
Color ページ Primary 部にある Temp と Tint は、ホワ

イトバランスのズレを修正する際に便利。Temp は色温

度なのでアンバーからブルーに変化するが Tint が感覚

的にわかりにくいかも。Temp に対して直行する方向に

変化するので、グリーンからマゼンタ系の軸をイメージ

すると良い。

トーンカーブ
Color ページトーンカーブの左縦軸に白い矢印がある。

試しにデフォルトで一番上にある位置から一番下に移動

してみると、画面全体がカラーネガになる。ヒストグラ

ムを見ながら調整するとどんな処理なのかがわかるが、

このスライダはダイナミックレンジを変更していること

がわかる。

Saturation
Saturation とは何か？色の濃さだが RGB 値との関連は

意外と知られていない。RGB3 つの中の最大値から最小

値の差が Saturation として演算される。モノクロではヒ

ストグラムの波形は RGB で同じになるが、色が濃いほ

ど形の違いが大きくなっている。

Clips
Color ページで表示されているカットはフィルタリン

グして一部のみの表示に変更できる。たくさんのカット

が並んでいる時に便利。Viewer 上部の Clips ボタンのポッ

プアップから指定できる。ユーザーカスタムのフィル

ターも作成可能。

ACES と ACEScct
ACES ワークフローを新規にはじめる際は ACEScct が

おすすめ。ACEScc の暗部ノイズ特性を改善したのが

ACEScct。当然ながら使用するカメラの Input Transform

が DaVinci Resolve でサポートしていることが前提。

TimelineThumbnailInfo
Color ページのサムネイル下には文字情報が表示でき

る。View メニュー Timeline Thumbnail Info で選択でき、

Codec、Version、Display Name の 3 つ か ら 選 択 す る。

文字部をダブルクリックでも切り替えられる。

ヒストグラム
ヒストグラムは映像のダイナミックレンジを的確に反

映させる。最も暗い左端から最も明るい右端までの間に

どのように該当するピクセルが分布するかで映像の特徴

がわかる。左右に広いほどコントラストが広く、Log の

ようにコントラストが低いと中央に寄った分布になる。

SplitScreen
色を合わせる際など、複数カットをひとつのビューワ

内に並べて表示した場合がある。ビューワで右クリック

して Split Screen を On にしてから、並べたいカットを

複数選択する。サブメニューは Selected Clips にしてお

く。

ビューワ
Color ペ ー ジ で ビ ュ ー ワ を 拡 大 し た い 時 に は 3 つ
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の モ ー ド が 用 意 さ れ て い る。 画 像 部 が 大 き い 順 に、

Cinema Viewer（Command+F）、Screen Viewer（Shift+F）、

Enhanced Viewer（Option+F）がある。

DisplayNodeGraph
特定のひとつのノードに含まれる色やマスクなどの設

定を他にコピーしたい場合は、一旦 Grab Still としてギャ

ラリーに保存してから Display Node Graph をオープン

し、別のノードにドラッグ & ドロップできる。

drx
Color ページでカットに加えた色設定は Grab Still 毎

にファイルに書き出すことができる。右クリックから

Export を実行すると拡張子 drx のファイルがその実体。

同時に静止画ファイルも書き出され、これら 2 つをセッ

トに他の Resolve システムに送ることができる。

静止画出力
動画の中の 1 フレームを静止画として書き出したい際

のひとつの手段。Color ページで目的のフレームで Grab 

Still を実行。これを必要枚数実行して、ギャラリーから

すべてを選択して Export を実行する。

Memory
Color ページで迅速に色設定を適用したい場合の一つ

の手段として Memory を使う方法もある。ギャラリー

から Memory を表示すれば Grab Still 以外にも保存領域

が現れる。これは色のプリセットのような仕組みで、キー

ボードショートカットが 8 つまで使用できる。

OriginalMemory
Color ページのタイムラインですでに色設定があるク

リップに切り替えた際、さらにいくつかの色変更を加え

たようなケース。これらの変更が気に入らなかった場

合、最初にクリップを切り替えた状態に一気に戻せるの

が Color メニューの Original Memory 機能。

PreviewMemory
Color ページの Memory もしくは Grab Still に保存し

た色設定を、タイムラインの任意のカットに当てはめた

い場合の機能が Preview Memory。まずカットに対して

Preview Memory を実行、次に Gallery のサムネイルを

右クリックから Add Grade を実行。元に戻す際は再度

Preview Memory を実行。

コントラスト調整
明るさのコントラスト調整の際、暗部と明部を自動

的に指定するのが Auto Color。手動で選択するのが Pick 

White Point と Pick Black Point。

WhiteBalance
Color ページ Primary 部の White Balance ピッカーは、

指定した部分を色が混ざっていない無彩色のバランスに

変更するために利用できる。あくまでもピックした一部

分に限定したバランス変更が加えられる点に注意。

3:2 プルダウン
24fps のタイムラインからは 3:2 プルダウンした 30fps

に出力できる。Deliver ページで Frame rate 29.97(3:2) を

選択し、Field rendering にチェックを付ける。 

テープ出力でのタイムコード
メディアファイル内のタイムコードを維持したまま

VTR へ出力できる機能がある。事前にテープに黒信号を

記録することが不要で、時間短縮と安定性を兼ねたテク

ニック。ムービーファイルは単一なのが条件。 

RevealinMediaStorage
Deliver ページでレンダリングが終了後、書き出した

ムービーファイルを確認したい場合は、Render Queue

から右クリックして Reveal in Media Storage を実行す

る。これにより Media ページに移動してビューワにロー

ドされる。

UpdateJob
Deliver ペ ー ジ で レ ン ダ リ ン グ を 実 行 す る 際 に、

Render Queue に登録後に設定内容を修正する必要が出

た場合、鉛筆アイコンをクリックすると修正できるよう

になる。修正後は Update Job を欠かさぬように。

プロジェクト間での Timeline 複製
タイムラインはプロジェクト間でコピーできる。Edit

ページ Media Pool で希望のタイムラインを選択後コ

ピー。別のプロジェクトに切替えて Edit ページ Media 

Pool でペースト。これでクリップの並びに加えて Color

の設定も複製できる。 Dynamic Project Switching 機能

を使わなくても複製できる。

タイムラインでのカットの入れ替え
タイムラインでのカットの入れ替え。直感的で瞬時に

実行するには、Command+Shift キーを押しながらカッ

トを左右にドラッグする方法。対象となっているカット
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に赤枠が付くので見失いにくい。 

Lock 機能
二つの Lock。Timeline で Lock するとすべての編集が

できなくなる。これに対して Position Lock は時間軸上

の移動だけができなくなる。映像のリップシンクを維持

したい場合に効果的。タイムライン上部のツールバーに

ある鍵に左右の矢印が付いたアイコン。 

PositionLock 機能
Position Lock をトラック単位で ON/OFF したい場合

は、トラックヘッダ部の Lock ボタンを Command キー

を押しながらクリックする。

クリップをハイライト
タイムラインでカットを選択すると、それに対応した

クリップを Media Pool でハイライトにすることができ

る。Preferences を開き Editing の General Settings から

Always highlight 〜にチェックを付ける。

マーカーと IN/OUT
素材のクリップに対して IN と OUT は一組しか保管で

きない。複数の使いどころを残したい場合にはビューワ

のスクラバーで Convert In and Out to Duration Marker

を実行して、マーカーに変換できる。

DuplicatedFrames
編集したカットがタイムラインの他の部分でも使われ

ているかを調べたい場合は、調べたいカットを右クリッ

クして Duplicated Frames を実行する。見つかればサブ

メニューに表示される。

スナッピング
Edit ページでのタイムライン編集でスナッピングを無

効にしている場合、カットをドラッグしている間だけ一

時的にスナッピングを効かせたい時には N キーを押す。

ドラッグが完了したら元の状態の無効を維持してくれ

る。

シングルビューワ
Edit ページのビューワは伝統的なソースとタイムラ

インが 2 つ並んだ構成に加えて、シングルビューワ

でも使用できる。ビューワ上部の切り替えボタンか、

Workspace メニューから Single Viewer Mode で変更で

きる。

ComapreTimeline
オリジナルのタイムラインを元に別バージョンを作っ

た場合、両者の違いをグラフィカルに比較できる。元

になるタイムラインをロード後に Media Pool から対

象になるタイムラインを右クリックし Comapre With 

Current Timeline を実行する。

トリム編集
タイムラインでのトリム編集は、編集点を複数同時に

実行することができる。Trim Edit Mode に切り替えて、

目的の編集点を複数選択して数値によるトリムを実行

する。例えば選択した複数のカットをすべて OUT 点を

-10frame するようなことが可能。

オーディオスプリット編集
シンプルなオーディオスプリット編集は、Option キー

を押しながらビデオトラックのみを選択してロール編集

する。この際キーボードショートカットのカンマもしく

はピリオドを Shift キーと併用して行うと直感的に実行

できる。

AutoSelect
Edit ページのタイムラインの編集で Auto Select をす

べて ON/OFF したい場合には、キーボードショートカッ

トもあるが Shift キーを押しながらどれかの Auto Select

ボタンを押すことでも実行できる。

トラック間のカット移動
Edit タイムラインで、カットを時間軸の移動をせずに

上下トラック間を移動する場合には、選択後 Option キー

を押しながら上下矢印キー。移動先に別のカットが存在

する場合は重複部分だけ上書きされるので要注意。移動

先が空でなくてもカットの移動は可能。

トラック内でのカット移動
Edit タイムラインで、カットを時間軸方向左右 1 フ

レームずつ移動させたい場合は、カンマもしくはピリオ

ドキー。Shift を同時に押すとデフォルトでは 5 フレー

ム単位で移動する。

カットへの IN/OUT
タイムライン上のあるカット全体に IN/OUT を付けた

い場合。Resolve では OUT 点は編集対象に含まれるため、

カットの最終フレームで OUT 点をマークする必要があ

る。これを正確に行うためには、目的のカットを選択し

て Shift+A が確実。もしくは再生ヘッドをカットの途中

に置き X キーでも。
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RippleOverwrite
タイムライン側とソース側の IN/OUT 点の Duration

が異なる場合の編集で、スピードを 100％に維持した

い場合。ギャップやオーバーライトを発生させたくな

い時は、Ripple Overwrite 編集が便利。これは Trim Edit 

Mode、Selection Mode 両方で実行できる。

トリミング
ソースビューワ内でのトリミング。タイムラインに編

集済みのカットに対して、IN/OUT を変更して長さを変

更したい場合の一つの方法として使える。タイムライン

で対象のカットをダクブクリック後 Trim Edit Mode に

切り替え、ソースビューワ内で IN/OUT を修正する。リッ

プルモードで編集ができる。

TakeSelector
タイムラインのカット部分に複数の候補を切り替え

ながら編集できる Take Selector 機能。候補のカットの

Duration が異なる場合には、リップルモードを有効に

すると後続のカットとの間にギャップや上書きが起きな

くなる。

タイムラインのネスト
タイムラインのネストでは、ソースになるタイムライ

ンの長さを短く編集してもそれを参照しているタイムラ

インに変更はなく、足りない部分は黒味になるだけ。長

さを修正する際にはその点を意識することが重要。

マウスでジョグコントロール
マウスのスクロール操作で前後のフレームを細かく

ジョグコントロールしたい場合は、ビューワ下にある

Jog Control 部にカーソルを置きながらマウスのスク

ロール操作をする。

トランジションの追加
Option+Shift キーを押しながらドラッグするとトラン

ジションを加えることができる。あらかじめカットの

IN もしくは OUT、またはカットを選択しておく。ドラッ

グ & ドロップ編集時にも Option+Shift キーを押してい

ればトランジションを付けられる。

カットにバラしてネスト
タイムラインに別のタイムラインを素材として再利

用するネスティング機能がある。デフォルトではシー

ケ ン ス の ブ ロ ッ ク が 1 カ ッ ト に な り 編 集 さ れ る が、

Command キーを押しながらドラッグ & ドロップする

と、オリジナルのカットの並びが維持される。

OfflineReferenceClip
タイムラインに Offline Reference Clip が指定されてい

る場合、タイムラインビューワを右クリックするとタイ

ムラインとオフラインメディアとのミックスオプション

が選択でき、比率はドラッグで変更できる。

DisplayName
Edit や Color で使用するクリップ名はユーザーが判別

しやすいものに変更できる。Display Name は自由に変

更できるクリップ名として使用でき、デフォルトでは

ファイル名から拡張子を除いたものがセットされてい

る。

OptimizedMedia と Cache
リ ア ル タ イ ム 再 生 の た め の テ ク ニ ッ ク と し て、

Optimized Media と Cache がある。前者はあらかじめ

Resolve 内で再生に最適化したメディアを内部的に作成

する。後者は進行に応じて Resolve が動的に作成する。

Cache は一般的なレンダリングのこと
Playback メニューには Cache に関わる項目がいくつ

かあるが、これは Final Cut Pro などの編集アプリで言う

ところのレンダリングに似ている。リアルタイム再生の

ために事前に Resolve がメディアを連番ファイルとして

キャッシングしている。

Cache
Cache は Resolve 内部で、入力ソース、ノード、タイ

ムラインに分けて処理される。修正が入るとこれらの

パートに応じて変更部分のみが効率的に処理される。

OptimizedMedia と Cache の保存場所
キャッシュされるメディアは、Media Storage の一番

目のパスにデフォルトでは保存される。キャッシュや

Optimized Media はここに自動的に保存されるので、長

期間継続するプロジェクトでは、この保存パスが肥大化

しないよう管理することが肝要。

MediaOffline
Media Offline には 2 種類ある。タイムラインの赤い

マークを見て、クエスチョンマークは missing clip、斜

め線があるのが unlinked clip。前者は Media Pool に素

材が見つからない状態。後者は Media Pool にはあるが

それが Media Storage に見つかっていない状態。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 258Tips

DataBurn-In
Workspace メニューの Data Burn-In 機能は、すべての

タイムラインに対してタイムコードやメタデータをイン

ポーズできる。これは Media 以外のページで反映され、

Deliver から書き出す際にも反映できる。

LayeredAudio
Voice Over でトラックに録音する際に Layered Audio

機能を有効にすると、2 回目以降の録音では上書きされ

ずトラック内に階層的に保存される。

オーディオレベル調整
オーディオクリップに加えたレベル調整は変更を

維持したままデフォルトレベルに戻すことができる。

Inspector を開き Clip Volume のスイッチの ON/OFF で

切り替えられる。オーディオレベルのバイパス機能。

オーディオバス
オーディオトラックからの送り先バスを指定するのは

Fairlight ページで行う。Edit ページではミキサーの機能

は簡略化されているので、これ以外にも使えない機能が

ある。

出力チャンネルの書き出し
出力するメディアファイルのオーディオチャンネルを

増やしたい場合は、Main、Submix、Aux バスを追加する。

これにより Deliver ページの Audio 設定でバスが選択で

きるようになる。

Conform
オフライン編集から Resolve へタイムラインを引き

継 ぐ Conform。EDL や XML/AAF フ ァ イ ル を 渡 す だ け

では不十分。編集時のプロジェクトファイルとタイム

ラインをムービーファイルに書き出すことも忘れずに。

Resolve ではそのムービーと再現したタイムラインを比

較する機能がある。

CompoundClip
Compound Clip は複数のカットとトラックを組み合

わせて作るグルーピングの役割がある。単一のカットと

して Edit と Color で使用可能。構成カットを個別で色調

整したい場合は、Edit タイムラインで Open in Timeline

で開いてから Color ページに切り替える。

VoiceOver
仮ナレーションを録音する Voice Over は Fairlight ペー

ジで行う。フェーダー上部にある Input でソースを指定

してから R ボタンを赤く点灯させておく。再生ヘッド

を希望の位置に移動させて、レコードボタンで録音が開

始される。

ゴースト
Fairlight ページでのカット／コピー & ペースト。目的

のカットがあるトラックをはじめに選択し、次にカット

かコピーを実行。すると再生ヘッドを移動させるとカッ

トのゴーストが表示されるので結果がイメージしやすく

なる。

Fairlight のビューワ
Fairlight ページの映像ビューワが小さ過ぎると感じた

場合は、右下の分離するためのボタンをクリックする。

ビューワが独立して自由に大きさと位置が変更できるよ

うになる。

Fairlight のタイムコード表示
Fairlight ページのタイムラインのタイムコード表示

を、feet やサンプルに変更したい場合は、タイムコード

表示部の一番下のところで右クリックするとポップアッ

プが現れる。

AutoSelect
Fairlight ページのタイムラインには Edit ページとは異

なり Auto Select ボタンがない。その代わりにトラック

ヘッダを選択することで、Auto Select ボタンのような

挙動が可能になる。複数トラックの選択は Command

キーを押す。

CreateDiagnosticsLog
トラブルシューティングを依頼する場合には、Help

メニューから Create Diagnostics Log を実行する。生成

された ZIP ファイルをメール送信などすれば使用環境を

的確に伝えることができる。

MD5
Resolve ではハッシュなどを使ったファイル複製時の

検証機能 Clone Tool がある。処理時間と信頼性のバラ

ンスから MD5 を選ぶことが映像業界ではポピュラーに

なっている。確実性を担保したファイルコピーの際は利

用価値はある。

ビューワの全画面化
キーボードショートカット Command+F でビューワ

を全画面化できるが、これは Edit や Color だけではなく
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Media ページでも有効で Media Storage でも使用できる。

作業前のたくさんの素材確認で便利。

DF と NDF
Media Pool にメディアを取り込んでしまうと、その

後はプロジェクトのフレームレートと DF/NDF の変更

はできなくなる。新規プロジェクトを立ち上げる際には、

一番先に Project Settings を入念に確認することが重要。

LiveMediaPreview
Media ページのビューワでオプションメニューにあ

る Live Media Preview 機能。Media Storage のサムネイ

ルをスキミングするとビューワにも映像が反映するが、

Mac のパフォーマンスが低い場合にはこれを無効にす

るとレスポンスが改善することもある。

タイムコードに offset をかける
ビデオテープからキャプチャした際に、タイムコー

ドが全体的にズレていることが発覚したら、Media Pool

に取り込む際に正確な状態に offset をかけることができ

る。

SceneCutDetection
Scene Cut Detection 機能は、完成しているプログラ

ムをビデオテープからキャプチャした場合のような、単

一クリップになっているメディアからカット点を半自動

的に見つけ出す方法。Media ページの Media Storage か

らファイルを右クリックして実行する。

PowerBin
プロジェクト間で Media Pool のクリップを共有する

のが Color ページの Power Bin。デフォルトでは隠れて

いるので View メニューから表示して使う。毎回使う共

通素材などはここに入れておくとその都度取り込み直さ

ずに済む。 

MediaStorageLocation
Resolve で 使 用 で き る メ デ ィ ア の 保 管 場 所 は

Preferences から事前に指定することが必要。ドライ

ブ の 取 り 外 し が 頻 繁 に あ る 場 合 に は、Automatically 

display attached local and network storage locations の

チェックを付ける。

ボリュームの追加
Media ペ ー ジ で Mac 側 の フ ァ イ ル パ ス を 新 規 に

Media Storage に追加したい場合、Preferences に行かな

くても右クリックから Add New Location でも可能。

LiveSave
Live Save は直前の操作までを自動的に保存する機能。

Resolve を終了しても最後の未保存の状態も自動的に保

存される。

AutoSave
Auto Save は指定した時間間隔で自動的にプロジェ

クトの状態が上書き保存される。Preferences から To 

backup project を指定しておけば、複数のプロジェクト

ファイルが保管される。過去の状態に戻りたい場合に有

効。

Save
プロジェクトに変更が加わった際に保存されていない

状態ではプロジェクト名の右側に Edited の表示が出る。

長時間保存されないままが続くと表示色が黄色と赤色に

変わる。マウスをそこに当てると最後に保存した時刻が

わかる。

プロジェクトを読み込み専用で開く
以前作成したプロジェクトの内部を確認だけして変更

を加えたくない場合は、Project Manager から目的のプ

ロジェクトを右クリックして、Open In Read Only Mode

でオープンする。

読み込み専用でも別名で保存できる
Read Only モードでプロジェクトを開いている際は操

作画面の上部に赤い文字で表示される。この状態で修正

を加えることは可能で、それを保存することもできるが

別プロジェクトを複製することになる。

DynamicProjectSwitching
複数のプロジェクト間でクリップやタイムラインなど

をコピー & ペーストしたい場合には、Project Manager

で Dynamic Project Switching を有効にする。これによ

り操作画面上部のプロジェクト名にポップアップが現れ

切り替えできるようになる。

LoadProjectSettings
複数のプロジェクト間で Project Setting 情報を再利用

したい場合には、Project Manager で右クリックして、

Load Project Settings to Current Project を実行する。た

だし、異なるフレームレートは移行できない。
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Archive と Export の違い
プロジェクトの Archive と Export の違い。Archive は

Media Pool にあった未使用のメディアも含めて素材と

プロジェクトデータを保管する。Export はメディアは

対象外で、プロジェクトデータだけを保管するのでファ

イルサイズはコンパクトにできる。

データベース
使用している Mac の中にプロジェクトのデータは保

管されるが、データベースはそれを分割して管理してい

る。Project Manager ではデータベース単位でファイル

に書き出しと読み込みができるので、異なる Mac 間で

データベースの受け渡しに使用できる。

旧バージョンでのユーザー
DaVinci Resolve バ ー ジ ョ ン 14 か ら は、admin や

guest などのマルチユーザーが作成できなくなった。た

だし過去に作成したデータベースのマルチユーザーの情

報は読み込むことが可能で、Project Manager のデータ

ベース部からアクセスできる。

MasterTimeline
Media Pool の 全 ク リ ッ プ が 含 ま れ る の で 便 利 な

Master Timeline。 作 成 し た い 場 合 は、 必 ず メ デ ィ ア

を 取 り 込 む 以 前 に、Project Settings の General か ら

Automatically match 〜のチェックを ON にしておく。 

設定変更を維持しながら Save
Project Settings で変更を保存しながら続けたい場合、

Option キーを押しながら Save をクリックすると Apply

できるので、ウインドウを閉じずに操作を継続できる。

関連ファイルの保存場所
AppStore 版の Resolve は LUT や XML データベースフォ

ルダが散らばっている。前者は Project Settings の Color 

Management、 後 者 は Project Manager の Database 

backup からアクセスできる。

インストール
パーソナルな Mac で使える DaVinci Resolve は、本家

BMD と Apple の AppStore から入手でき、それぞれ有

料版と無償版がある。両者は基本的には同じ仕様ではあ

るが細部で AppStore 版の方が制限がある面も。関連ファ

イルのインストール先は大きく異なる。

drp
プロジェクトを Export すると拡張子 drp のファイル

が作成される。Finder で拡張子を zip に変更して解凍す

ると DaVinci Resolve が保存したデータ内部を垣間見る

ことができる。ただし、そのファイルを手動で再利用す

る意味は少ないが。 

PostgreSQL
大半の映像編集アプリのように、プロジェクトを作成

するとそれに対するひとつのファイルができるわけでは

ない。DaVinci Resolve のデータは Mac の内部に見えに

くい形で保管されている。それはリレーショナルデータ

ベースの PostgreSQL で当初は管理されていた。現在の

デフォルトは XML ファイルを分割して保存している。

XML と PostgreSQL
プロジェクトの保管には現在デフォルトで XML 形

式を採用している。プロジェクトが肥大化して長期

間継続するようなケースでは、XML ではなく従来の

PostgreSQL 形式も選択できる。別途データベースシス

テムは必要にはなるが、Save 実行時のパフォーマンス

を稼ぐことが期待できる。

TimelinesBin
Media Pool で タ イ ム ラ イ ン を 整 理 し た い 場 合、

Project Settings の General Options か ら Use Timelines 

Bin にチェックを付けてみる。専用の Timelines Bin の中

にしか保存できなくなる。Media Pool に素材を登録す

る前だけ有効にできる。

ColorSync
macOS の ColorSync 設 定 を Resolve の Viewer に

反映させるかどうかは切り替え可能。Preferences の

Hardware Configuration か ら、Use Mac Display Color 

Profiles for Viewers にチェックを付ける。

PDF 検索
英語か日本語かどちらで使用するかは好みだが英語

に少しだけ利点がある。マニュアル PDF で検索する

際に目的に辿り着きやすいため。PDF 内の検索時は

"Primaries Wheels" のように複数のワードの場合は、全

体をダブルクォーテーションでくくるとピンポイントで

ヒットしやすい。

Google 翻訳
最新版の日本語マニュアルはどうしても英語版に比べ

て遅れてしまうもの。そんな際は英語最新 PDF から部

分的にコピーして、Google 翻訳すると理解度が上がる

ことも。マニュアル全部を読破する必要はなく、不明な
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一部分だけ解明できれば良い。

conform
conform は、Final Cut Pro など他のアプリのタイムラ

インを DaVinci Resolve のタイムラインに再現する操作。

タイムラインで加えたエフェクトはアプリが異なれば同

じように再現されないケースが多い。

primary と secondary
primary と secondary。一番目／ primary に加える調

整で基本的なトーンを整える。二番目／ secondary に

画面の一部分だけに必要に応じて色の変更を加える。

DaVinci Resolve では primary と secondary の区別は緩い。

機能面ではなく概念的な違いと言える。

Lift/Gamma/Gain
Lift/Gamma/Gain は Primary 部で調整する際に理解し

ておくべき概念。ヒストグラムを三分割して暗い方から

Lift/Gamma/Gain の 3 つの領域を意識して、カラーホ

イールやバーを調整すると良い。

プルダウンタイムコード表示
Color ページのビューワには二つのタイムコード表示

がある。右下の方にだけ限定で 24fps プロジェクトの時

にプルダウン後のタイムコードが表示できる機能があ

る。右クリックから Show timecode at 30 fps にチェッ

クを入れる。

スキントーンインジケーター
四つのスコープの中のベクトルスコープには Show 

Skin Tone Indicator を表示する機能がある。有効にして

おくとベクトルスコープで 10 時半くらいのところにラ

インが表示される。一般的な被写体はこのラインに収束

するのでホワイトバランス調整で利用できる。

サムネイルの変更
Color ページのタイムラインで表示されるサムネイル。

デフォルトはカットの先頭フレームがサムネイル画像に

セットされるがマウスでサムネイルをドラッグすると表

示フレームを変更できる。サムネイル上のタイムコード

はこのフレームを示している。

もう一つのコントラスト調整
トーンカーブで S カーブを付けるとコントラストを

はっきりさせることができる。同じトーンカーブを使っ

た方法で、0% 点を横軸に沿って右に移動、100% 点を

横軸に沿って左に移動。これによりカーブの傾斜がきつ

くなって同時にダイナミックレンジが拡張できる。

CameraRAWのリセット
オプションメニューから実行できるリセット方法に

は Reset と Revert の二種類ある。Reset は完全に初期状

態に戻す。Revert はそのカットに切り替えた時点の状

態に 戻す。Revert は Resolve の特 徴的な Undo 機 能の

Original Memory と同じような働きをする。

Key の三つの顔
Color ページにある Key パレット。実は三つの機能が

あってノードエディターで何を選択しているかで変わ

る。最も頻繁に目にする Corrector ノード。複数の Key

をまとめて合成する Key Mixer。そして外部からマスク

を取り込むための Ext. Matte ノード。

DustRemoval 機能
レンズについたゴミやフィルムダストなどを除去する

機能。過去には Resolve の有償オプションだった Revival

から移植された機能でフィルムノイズを消すためのもの

だった。これを使うにはソースクリップが DPX 形式に

限定されているので、あらかじめ Media Management

機能で変換しておく必要がある。

再エンコードなしの書き出し
Media Management 機能は単一クリップ、タイムラ

イン、プロジェクト全体を対象にしてメディアファイル

の生成ができる機能。Deliver 機能にはない便利な機能

として Consolidate がある。これを使えば mov、mxf、

R3D など限定ではあるが再エンコードなしでオリジナ

ル品質を維持したトリミングができる。
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巻末に本書を執筆するにあたって参考にした

資料をリストアップした。書籍だけではなく

インターネット上のソースもあり、最近の情

報源の多様化を感じることができる。URL の

先にある情報は、今後いつまでも閲覧できる

とは限らないことに留意願いたい。

明日という別の日があるわ。

〜 風と共に去りぬ

Appendix
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参考資料とリンク先

錐体細胞（ウィキペディア）
https://ja.wikipedia.org/wiki/ 錐体細胞

桿体細胞（ウィキペディア）
https://ja.wikipedia.org/wiki/ 桿体細胞

光と色の話　第一部
https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color/

色彩検定公式テキスト 3級編／ 1級編
A・F・T 公式テキスト編集委員会

色彩学の基礎
山中俊夫

CIE1931色空間（ウィキペディア）
https://ja.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_ 色空間

スペクトラムと RGBの関係
http://rayspace.xyz/CG/contents/Spectrum_RGB.html

色空間の変換 (1)－XYZ色空間
http://w3.kcua.ac.jp/~fujiwara/infosci/colorspace/

colorspace1.html

黒体（ウィキペディア）
https://ja.wikipedia.org/wiki/ 黒体

照明光の色味
https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color/

vol33.html

液晶ディスプレイの「色温度」を究める
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia02_05/

AppleProResWhitepaper2017
Apple

ノードベースのデジタルコンポジット
ボーンデジタル（スティーブ・ライト）

ディジタル画像技術事典 200
Interface 編集部 編

色彩学の基礎
文化書房博文社

カラーマネジメント技術
東京電機大学出版局

色彩工学入門｜定量的な色の理解と活用
森北出版

i1DisplayPro（X-Rite 社）
http://www.xrite.co.jp/products/i1/i1display-pro.html

DisplayCAL
https://displaycal.net/

ArgyllCMS
https://www.argyllcms.com/

Brival
https://itunes.apple.com/us/app/brival/id1244695992

FFMpeg ダウンロードサイト
http://www.osxexperts.net/ffmpeg/ffmpegexperts.html

ffWorks
http://www.ffworks.net/

DCTL ファイルのダウンロード
https://github.com/baldavenger/DCTLs
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本書で使用する用語について
映像技術に関係する専門用語や俗語は数多くあるが、

それが語られている文脈によって受け取る側は理解を切

り替えなければならない。本書の各所に登場する用語も、

同じ言葉であっても発信者によって異なる意味で使われ

ることも少なくない。

そこで誤解が想定される用語について、本書で意図

するところの意味を紹介しておきたい。用語によって

は、業界の慣習と異なる場合もあるかもしれないが、

DaVinci Resolve との関係から本書ではこのように使用

している。

クリップ
Media Pool に配置されたメディアや編集前のオリジ

ナルメディアで、インポートした IN/OUT がついていな

い状態を指す。Media Pool のソースクリップ、のよう

な使い方をする。

カット
クリップを元に Edit / Color / Fairlight ページでタイム

ラインに配置されたエレメントのひとつを指す。編集済

みのクリップをカットと呼んでいる。

メディア
DaVinci Resolve で使用できる映像、音声、グラフィッ

クスを含むデジタルデータ。通常は Media Pool にイン

ポートされた、これらのオリジナルファイルへのインス

タンスを示す。インスタンスはオリジナルに対する分身

のような存在である。

メディアファイル
映像、音声、グラフィックスを含むコンピュータで扱

う単位のファイル。MOV 拡張子の QuickTime ファイル

や、AIFF ファイルなどを指す。同じファイルでも、テ

キストファイルや表計算データを格納するファイルはメ

ディアファイルとは呼ばない。Media Pool にあるメディ

アが指し示す、Macintosh に保存されているファイルを

示す。

映像メディア
メディアの中でも映像を保持しているものを特定する

ときに使用する。

音声メディア
メディアの中でも音声を保持しているものを特定する

ときに使用する。

トラック
タイムラインの映像と音声を配置するためのひとつず

つのレーンのことを指す。

チャンネル
オーディオメディアで使われることが多いが、含まれ

ているオーディオストリームの一つずつの単位を指す。

マスク
Color ページの Qualifier で、一部分を隠してグレード

の対象を限定する時に作成する、画面上の領域のことを

示す。マスクの領域は反転することで、グレードの対象

を切り替えられる。マスクを指定する場合には RGB チャ

ンネルではなく単一のチャンネルが使用され、そのレベ

ルを黒から白の階調で表現できる。本書では、部分的に

隠すための映像のことをマスクと表記している。

Key
映像信号を使ったビデオスイッチャーでは、映像から

作成した黒から白への階調を持った Key 信号を使って

画像合成している。Key とは、鍵穴とそこに差し込む鍵

の形状が語源になっている。先に述べたマスクと目的は

同じである。本書ではマスクをノードや映像信号として

使用するような場合に Key と表記している。マスクか

ら作成した Key 信号、のような表現を使っている。

アルファチャンネル
画像は RGB の三つのチャンネルで表現するが、マス

クのために四番目のチャンネルを使うことがあり、プ

ラスアルファという意味でアルファチャンネルと呼ば

れている。アルファチャンネルは単一でなくてもよ

く、ひとつの画像ファイルに複数のマスクを維持できる

OpenEXR フォーマットなどがある。本書でアルファチャ

ンネルは、ファイル内に記録されたマスクのためのチャ

ンネルの意味で使用している。



DaVinci Resolveで映像を仕上げるための基礎知識 265Appendix

動作確認している環境
Blackmagicdesign DaVinci Resolve Studio14.3.1 for Mac

Blackmagicdesign DaVinci Resolve14.3.1 for Mac

Apple macOS 10.12.6 以降

Apple Mac Pro

Apple MacBook Pro

Apple iMac

EIZO ColorEdge シリーズ

Blackmagicdesign UltraStudio シリーズ

バージョン情報
バージョン番号

1.3

最終更新日

2018 年 7 月 12 日

免責事項
yamaqbook Colorz は、DaVinci Resolve Mac 版を使用

した映像制作に関するテクニックをまとめたものです。

開発元の Blackmagicdesign 社は、本書の作成に一切の

かかわりを持っておりません。

DaVinci Resolve は Blackmagicdesign 社の商標です。

Macintosh、Mac、macOS は、米国およびその他の国

における登録商標です。

その他の会社名、商品名は関係各社の商標または登録

商標であることを明記して本文中での表記を省略しま

す。

本書に掲載されている説明および事例を運用して得ら

れた結果について、筆者およびマウントキュー株式会社

は一切責任を負いません。個人の責任の範囲内にて実行

してください。

また、本書の制作にあたり、正確な記述に努めていま

すが、内容に誤りや不正確な記述がある場合も、当社は

一切責任を負いません。
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