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Vegas Pro

ビデオ、
オーディオ、
および Blu-ray Disc™ の製作
重要な新機能

Vegas™ Pro 13 は最新の NLE で、
クリエイティブなコントロールを実現するよう設計されています。
この新しいエディシ

• マルチツール編集機能の向上

ョンにより、
新しい編集機能、
詳細アーカイブ ツール、
洗練されたオーディオ メーター、
および Vegas Pro Connect
（ク

• プロジェクトのアーカイブ
• Vegas Pro Connect iPad リモート コ
ントロールとコラボレーション ツール
• FXHOME の ビデオ FX
• iZotope の Nectar Elements ダイア
ログエンハンサープラグイン

ライアントとチーム メンバーが共同で効率良くパワフルなレビュー処理ができるモバイル iPad 用アプリ）
など、
表に対す
る大幅な機能強化が行われます。
Vegas Pro 13 には、
コンテンツの製作および配信のための類を見ないツールセットが
揃っており、
DVD Architect™ Pro 6、
Dolby® Digital Professional Encoder、
および FXHOME、
NewBlueFX、
および
iZotope® のプラグイン コレクションが付属しています。
優れたパフォーマンスと直感的なワークフローにより、
編集につい
て考える時間が短縮され、
実際に実行する時間が増えます。

• NewBlueFX Video Essentials VI
• EBU R128 Act/CALM 準拠ラウドネス
メーター
• Smart Render 4K intra XAVC ファイル
• Sony Camera Wireless Adapter プ
ロキシからのワークフロー

内容
• Vegas Pro 13 ソフトウェア
• DVD Architect Pro 6 ソフトウェア
• FXHOME ビデオ プラグイン
• Dolby Digital Professional Encoder
• iZotope Nectar Elements
• NewBlueFX Video Essentials VI
• 30 を超えるオーディオ プラグイン
• 300 を超えるトランジションおよび
エフェクト
• デジタル クイック スタート マニュアル
• デジタル ユーザー マニュアル
• デジタル キーボード コマンド ショートカ
ット リスト

優れた編集、
アーカイブ、
およびコラボレーション ツール
• 新しいマルチツール パラダイムを使用して、重要な編集ツールの間ですばやく切り替え
• Vegas Pro Connect モバイル iPad アプリを使用したレビューと他の人との共同作業
• 新しいアーカイブ機能を使用して、
プロジェクトのファイルと関連メディアを整理およびアーカイブ
• AVC Smart Render を実行し、MainConcept AVC レンダリング テンプレートを使用して、XAVC Intra MFX ファイルのレンダリン
グ時間を削減
• スマート プロキシを使用した大きいクリップの自動スワップにより、編集のパフォーマンスを向上
• 魅力的なマルチカメラ プロジェクトをリアルタイムで生成
• Vegas Pro プロキシからのワークフローを Sony Camera Wireless Adapter とともに使用して、製作にすばやく着手

強力なエフェクトおよびコンポジット
• FXHOME の 7 つの新しいビデオ エフェクトを適用し、直接 Vegas Pro 13 に統合
• 付属の NewBlueFXの Video Essentials VI でビデオに一味違った表現を追加。
• バンドルされた iZotope Nectar® Elements オーディオ プラグインで、完成度の高いオーディオを実現
• エフェクト チェーンにつき 最大 32 のエフェクトを組み合わせて、
イベント、
トラック、
メディア、
プロジェクトのレベルで適用
• カラーマッチングプラグインを使用して、1 つのクリップと別のクリップの色特性を簡単に一致
• レイヤー構造の Photoshop® ファイルをインポート
（各レイヤーはそれぞれのトラック上へ）
• GPU で高速化された OpenCL™ をサポートしているデバイスで、
ビデオのプロセスとレンダリングを高速化
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Vegas Pro

ビデオ、
オーディオ、
および Blu-ray Disc™ の製作
動作環境
• Windows® 7、
8、
または 8.1 オペレーティング
システム
（64 ビット）
• 2 GHz プロセッサ
（HD または立体 3D にはマ

オーディオの詳細なコントロール
• 新しいラウンドネス メーター ツールを使用して、
オーディオが EBU R128 Act/CALM に準拠して放送に使用可能な状態にあること
を確認

ルチコアまたはマルチプロセッサ CPU を推奨、

• VST および DirectX® オーディオ プラグインにアクセス

4K には 8 コアを推奨）

• オーディオ入力バスおよびイベント レベル オーディオ エフェクトの実行

• 1 GB 以上のドライブ空き容量
（プログラムのイ
ンストール用）
• 4K メディア用 SSD または高速マルチディスク

• 高品質の 24 ビット/192 kHz オーディオ ファイルをインポート、録音、
エクスポート
• VU メーターおよびミックスオートメーション使用した内蔵ミキシング コンソールで、
マルチトラック オーディオを録音

RAID
• 4 GB RAM
（8 GB を推奨、
4K には 16 GB
を推奨）
• OHCI 対応 IEEE-1394DV カード
（DV および
HDV のキャプチャおよびテープへの出力用）
• USB 2.0 接続
（AVCHD、
XDCAM EX、
NXCAM、
または DVD カムコーダからのインポート用）
• Windows 対応サウンド カード

強力な DVD および Blu-ray Disc™ オーサリング ツール
• 複数のビデオ アングル、
サブタイトル、複数言語、音声解説に対応したタイトルを作成
• レイヤー構造の Photoshop ファイルをインポートして、背景、ボタン、
マスク、
およびグラフィックとして使用
• 同梱のプロフェッショナルな AC-3 エンコーダで、Dolby Digital サラウンドに直接エンコード
• 最大 40 Mbps、平均 25 Mbps の多様なビット レートをサポートしている MainConcept AVC エンコーダを使用したレンダリング

• DVD-ROM ドライブ
（DVD からのインストー
ルに必要）
• サポートされているCD-R ドライブ
（CD
の書き込みにのみ必要）
• サポートされている DVD-R ドライブ
（DVD
の書き込みにのみ必要）
• サポートされている BD-R/-RE ドライブ
（Blu-ray Disc™の書き込みにのみ必要）
• GPU で高速化されたビデオ処理およびレ
ンダリングには、
OpenCL™ をサポートしている
NVIDIA®、
AMD/ATI™、
または 512MB メモリの
Intel® GPU
（4K には 1GB を推奨）
• その他の仕様は www.sonycreativesoftware.
com/vegaspro をご覧ください。
• Microsoft .NET Framework 4.0
• Apple® QuickTime® 7.1.6 以降
（QuickTime
ファイルの読み書き用）
• インターネット接続
（Gracenote MusicID
サービス用）
このソフトウェアを有効にするには、
米国会社の
Sony Creative Software Inc に登録情報を提
供する必要があります。
製品のオンライン登録が
必要です
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