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南北海道情報教育研究会
冬期講習会（動画編集）テキスト

日 時 平成１８年１２月２５日
場 所 南北海道教育センター
講 師 本谷 聡（函館市立北中学校教諭）

※お時間までＣＤ－ＲＯＭ内にある作品例などをご覧下さい。
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１はじめに
個人で所有することができるビデオカメラが①小型化したこと ②高性能化したこと、③

安くなったこと、そして④パソコンと接続して編集が可能になったことなどから、ビデオカ
メラの販売台数は好調路線をキープしています。録画メディアもＶＨＳから８ mm、ＤＶ、
ＤＶＤ、そしてＨＤＤと、便利さと高画質さが売りのものへと変化してきています。利便性
や価格の観点からＤＶ、ＤＶＤ、ＨＤＤの３つの路線がこれからしばらく続くと思われます
が、そのいずれもパソコンでの編集を視野に入れた作りとなっています。
動画の編集は、ビデオデッキを 2 台連結してしていたころから考えると、比較にならない

ほど簡単に、誰にでもできるようになりました。近年、コンピュータの性能も飛躍的に上が
り、マルチメディアに対応したコンピュータの性能は、動画を見るだけではなく、編集する
ことも容易に行えるようになってきています。特にウィンドウズに付属している Windows
Movie Maker(ver.2)などは、無料ながら、それなりの動画編集を行うことができるのです。
授業や参観日でビデオを見せる時、撮ったままの映像を見せるのと、編集をして音楽、テ

ロップをつけて見せるのでは雲泥の差が出ています。また、編集した動画もカメラに戻した
り、ＤＶＤに焼いたりすることで、今までと比べてより効果的に、そして気軽に扱うことが
できるようになったのです。
すばらしい作品を作るためには、すばらしい素材（テープを回してビデオカメラでとった

直接の画像）はもちろんのこと、かなり奥深い画像編集のノウハウが必要でしたが、今回よ

うな簡単なソフトでも、一見すばらしい作品ができてしまうので、是非試してみてください。

市販ソフトの性能比較（独断と偏見入り）

◎
価格 Adobe Premiere Pro 2.0

（何でもできるソフト…１０万円）

○ Ulead Video Studio10
（結構使えるソフト１万円～２万円）

○ Windows Movie Maker
（それなりに使えるソフト プライスレス）

性能
※この他にもたくさんありますが、私の使ったことのあるソフトだけの紹介です…。

市販のソフトウエアは便利で高い機能を持っていますので本格的に行う方にはオススメで
すが、見てわかるとおり、高額なので今回は、無料のソフト（Windows Movie Maker）を使
うことにします。しかし、今回この講座を受けた先生方はラッキーかもしれません。ULEAD
社が来年の３月まで教育機関向けに１０００校無料プロジェクトというのを行っています。
video studioの最新版を無料で配っていますから、それに申し込むのもいいかもしれませんよ
（最終ページに申込書を付けてあります。）

uleadキャンペーンアドレス
http://www.ulead.co.jp/license/education/campaign.htm
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２編集の手順
編集の手順ですが、

Step①動画の取り込み（キャプチャー）
Step②クリップを配置しよう（タイムライン＆ストーリーボード）

※動画ではなく、静止画も時間を指定して乗せることができます
Step③クリップの編集をする（トリミング）
Step④動画と動画のつなぎ方を決める（切り替え効果）
Step⑤文字を入れる（テロップ）
Step⑥音楽を入れる
Step⑦全てをつなぎ合わせる（レンダリング）

の順に行っていきます。
順序を入れ替えると、音楽やテロップが目的の場所からずれたりすることが
ありますので、この順に作業をすることが理想と思われます。

※この他に、動画に効果を付けたり（モザイクや画質を変えたり…など）
テロップを出現させるアニメーション効果など、凝り出すとキリがない
のがこの動画編集です。先日、北中学校の生徒会が学校祭のオープニング
映像を作ったのですが、たったの４分の動画を編集するための総制作時間
は３０時間を超えていました。凝るとキリがないんです。

３編集をはじめる前にもう一言
さて、これから編集を始めますが、ここで少

しファイルサイズのお勉強です。
最近のデジタルカメラは画素数が良くなってき
た分、ファイルの大きさもどんどん大きくなっ
てきていますよね。１枚１０メガを超える写真
というのも珍しくなくなりました。動画は１秒
間に３０枚のデジカメの写真が連続して保存し
てあると考えてくれればイメージしやすいと思
いますが、動画のファイルサイズは非常に大き
いです。まともに保存すると

５分で約１Ｇバイトになります。

みなさんにお渡ししたＣＤの中にも数点ファイ
ルがありますが、たったの２４秒のファイルに
もかかわらず、８７Ｍ（メガ）バイトというとんでもないファイルサイズになってしまうの
です。

あまりにも動画のサイズが大きいとＨＤＤの容量も足りなくなりますので、
動画の取り込む際は次のことを考えて、キャプチャーの仕方を検討しましょう。

動画をもう一度テレビで見たいですか？
→迷わず avi形式でのキャプチャーをしましょう。

ＤＶＤに焼く場合も同じです。

別にパソコンで見れるならいいや
→ＨＤＤの容量と相談しましょう。今回のサンプル動画のような
出来具合になります。
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４ Step①キャプチャーをしてみよう
さて、それでは前置きが長かったですが
編集を始めてみましょう。
Windows Movie Makerを起動して下さい。

ビデオデバイスからの取り込み
をクリックしてみます。

題名をつけておくと、キャプチャした動画
にその名前でファイル名がつきます。

動画を保存する南北センターのシステムの
都合から、動画の取り込み先は、
「Ｄ：￥」にして、一つ自分がわかりやす
い名前のフォルダを作ってください。

（再起動すると、Ｃドライブに保存した全
てのファイルが消されてしまうそうです。）

動画の画質を決めて下さい。

今回は、デジタルデバイス方式（avi）で
行ってみましょう。

これはあくまで私の経験ですが、動画の
長さは６秒～１５秒にしておくと見やす
い映像になります。後ほど短くできます
から、少し長めにキャプチャーしておく
といいでしょう。ただし、テープ全体を
キャプチャーをしておいて後から一部分
を切り取って使うのはあまりオススメで
きません。

「ウィザードを完了するときに、クリップを作成する」のチェックを入れておくと、
動画が適当に区切られた「クリップ」に分割されるので便利です。
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５ Step②クリップを配置しよう

ストーリーボード、 タイムライン。

まずは、コレクションに登録されている動画を映像の順番を考えて下のタイムライン又はス
トーリーボードにドラックしていきます。サンプル動画を使いたい人は、
①ビデオの読み込み

↓
②ファイルを指定して読み込む

↓
③コレクションに入るので、そこから
ストーリーボード（タイムライン）
にドラックする。

①～③を繰り返します。
ストーリーボード、タイムライン、どちらにもドラ
ックすることができます。２つの違いは、タイムラ
インは全ての情報（時間や効果、音楽）を見れるよ
うになっています。好みもありますが、Step②～④
まではストーリーボードの方がいいと思います。
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６ Step③クリップの編集をしよう
ただクリップを並べただけだと、だらだらとした長い映像にしかなりません。そこで、ク

リップの一つ一つに無駄な映像がないかチェックしながら、ある程度無駄な部分を省いてい
きます。このような作業を「トリミング」といいます。トリミングの目安は、

１クリップあたり
６秒～１５秒です

これ以上長いとだれますし、
あまりにも短いと、次のステ
ップの切り替え効果を付ける
ときに困難になります。

（後にも述べますが、編集を
する人は、編集を考えた撮影
ができれば、編集に要する時
間は格段に短くなります）

この辺で、一度プロジェクトを保存しておきましょう。
動画の編集はＣＰＵにかなり負担がかかります。思わぬトラブルでフリーズ…
なんてことになると今までの数時間が水の泡に…。
こまめな保存を心がけましょう。

７ Step④切り替え効果を付けよう
ビデオの編集をして一番楽しいのがこの「切り替

え効果」だと思います。（トランジション効果とも言
います）
クリップとクリップのつなぎ目に見た目に楽しい効
果を付けることで、映像がとてもかっこよくなりま
す。この効果は、前のクリップと後ろのクリップの
重複した部分に付けることになるため、映像全体の
時間は少し短くなります。

編集をしていくと楽しくなってしま
い、全てのクリップとクリップの間に
切り替え効果を付けたくなります。
それはそれでかまいませんが、あまり
にも激しい切り替え効果はいい加減飽
きてきます。明らかにシーンが変わる
ときは激しい効果を、そうじゃない時
はおとなしめの効果を付けるのがポイ
ントです。
（フェードなどがオススメです）
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８ Step⑤テロップを入れよう
最近のバラエティー番組は、出演者の発言一つ一つがテ

ロップになり、ごちゃごちゃした
番組になっていると感じているのは私だけでしょうか？しか
し、文字を入れることでよりわかりやすい映像になることも
確かです。トランジション効果の時と同様に、適度なテロッ
プを入れてみましょう。ムービーメーカーでは、映像のタイ
トルやクレジットなどといったものも入れることができます
から、それらも入れてみましょう。

←タイトルも入れてみました。

←テロップの長さもクリップの長さを変える方法と同様
に、長くしたり短くしたりすることができます。
（最初は１ .５秒で設定されているようです）

９ Step⑥音楽を入れよう
さぁ、ここまでくるとあと一歩ですが、
ここがまたビデオ編集の面白いところなんです。なぜかとい
うと、同じように編集をした映像でも、ＢＧＭが変わるとガ
ラッと違う映像に見えてしまうからです。ムービーメーカー
は、WAV 形式から mp3 形
式なども認識するため、
様々な音楽を入れることが
できます。

左の「オーディオまたは音楽の読み込み」をクリックし、
ファイルを読み込みます。
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配布したＣＤの中にサンプルの曲が入っています。
（著作権フリーの曲ばかりですので安心してお使
い下さい）
選択したファイルがコレクションの中に含まれま
すから、タイムラインにドラックしてみましょう。

さぁ、これで完成です。
ＢＧＭを入れると実際の音声が気になることがあ
ります。クリップの音量をミュートにしても、な
かなか面白い映
像になります。

10 Step ⑦完成！
さて、他にもいくつか機能があるのです

が、その辺は家でゆっくりやってください。
ここまでできるとほとんど完成です。
しかし、今までは、クリップと切り替え効
果、音楽、テロップをソフトウエア上で並
べただけですので、最後にこれらをつなぎ
合わせる作業をしなくてはなりません。こ
の作業をレンダリングといい、時間がかか
る作業です。
これが終わって初めて一本の映像になるの
です。

完成したら、ムービーメーカーを終了させ、
でできあがったファイルを見てみましょう。

11 おわりに
ご苦労様でした。ビデオ編集をするようになると、はじめは時間が過ぎるのを忘れて作業

に当たると思います。一度作っては、「あぁ、この曲じゃないな」とか、「あそこにあのテロ
ップを入れたら」とか…。その都度作り直せるのがパソコンでの編集のいいところです。
しかし、たくさんの編集を重ねていくと、大事なのは「編集」より「撮影」であるというの
が実感としてわいてくると思います。

ビデオを撮影するときの３箇条

①ビデオカメラはなるべく動かさない 是非、子供達の興味を引く
（どうしても動かすときは、パンした状態で） 魅力的な自作ビデオ教材を作

②ズーム＆パンより自分の足でポジション取りをする ってください。
③録画時間は６秒から１５秒を目安に


