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ACDSee Video Studioへようこそ

作成、構成、制作

ACDSee Video Studioは、動画と音声クリップ、画像、キャプション、トランジション、フィルタ、アニメーション、オーバーレイ、動作、音声

録画および画面録画を組み合わせて、さまざまな出力フォーマットで動画をレンダリングできる、使いやすい動画編集ソフトウェアです。

4K動画を録画して制作することができます。動画と音声出力パラメータをカスタマイズでき、そこからYouTubeまたはVimeoに直接アップ

ロードすることもできます。アップロード中にFacebookやTwitterで共有することもできます。

最も人気のあるファイルフォーマットで制作

MP4、WEBM、MOV、M4V、GIF、MP3など、あらゆる種類のフォーマットで制作できます。
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プロジェクトの作成、保存、共有

ACDSee Video Studioを最初に開いたときは、新しいプロジェクトを開くことなく、すぐにメディアの追加 を開始できます。このプロジェクト

を終了したら、アプリケーションを閉じずに新しいプロジェクトの開始を希望される事もあるかもしれません。これは、作業途中のプロジェク

トのためにACDSee Video Studioを開いたものの、新たに始めたい場合にも役立ちます。

新しいプロジェクトを作成するには：

[ファイル]メニューから[新しいプロジェクト]を選択するか、CTRL + Nを押します。

既存のプロジェクトを開くには：

[ファイル]メニューから [プロジェクトを開く]を選択するか、CTRL + Oを押します。

最近のプロジェクトを開くには：

[ファイル]メニューから[最近のプロジェクト]を選択します。6つの最新プロジェクトから目的のプロジェクトを選択します。

プロジェクトを保存するには：

プロジェクトを保存するには、次のいずれかを実行します：

[ファイル]メニューから[プロジェクトの保存 ]を選択し、プロジェクト名を入力して[保存 ]を押します。

Ctrl + Sを押します。

プロジェクトを新しい名前で保存するには、[ファイル]メニューから[名前を付けてプロジェクトを保存 ]を選択します。名前を入

力して[ 保存 ]を押します。

ACDSee Video Studioを終了する。まだ保存していないか、前回の保存以降に変更を加えた場合は、プロジェクトを保存す

るかどうかを尋ねられます。[はい]を選択し、名前を入力して[ 保存 ]を押します。

プロジェクトを共有するには：

プロジェクトをzipファイル形式でエクスポートすることで、ACDSee Video Studioを起動している他のユーザーとプロジェクトを共有できま

す。他のユーザーがあなたのzipファイルを自分のACDSee Video Studioのコピーにインポートすると、プロジェクトのすべての要素が保存

時と同じレイアウトでタイムラインに表示されます。これらの要素には、キャプション、トランジション、音声効果、フィルタ、録画、メディアが

含まれます。

プロジェクトをZipファイル形式でエクスポートするには：

1. [ファイル] メニューから[Zip形式でエクスポート]を選択します。

2. [プロジェクトをZip形式でエクスポート]ダイアログで、圧縮したプロジェクトファイルの名前を入力するか、[ 参照 ]ボタンをクリック

して新しい場所を選択して名前を入力します。

3. [ メディアライブラリのすべてのファイルをzipファイルに含めます]チェックボックスをオンにします。

4. [OK]を押します。

他のユーザーからのZipプロジェクトをインポートするには：

1. [ファイル] メニューから[Zip形式のプロジェクトをインポート]を選択します。

2. [zip形式のプロジェクトファイルをインポート]ダイアログで、[参照 ]ボタンを使って、ハードドライブ上のzipプロジェクトファイルを選

択します。

3. 次のフィールドで、[ 参照 ]ボタンを使用して、解凍したプロジェクトの場所を指定します。

4. プロジェクトを起動するには、[インポート後にプロジェクトを開きます]チェックボックスを有効にします。

5. [OK]を押します。
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メディアの追加と削除

ハードドライブからメディアライブラリにメディアを追加してから、タイムラインに配置して編集および制作することができます。動画、画像、お

よびサウンドファイルを追加できます。これらのファイルはクリップまたはメディアと呼ばれることがあります。

メディアをメディアライブラリに追加するには：

1. [メディア]タブをクリックするかMキーを押します。

2. メディアをメディアライブラリに追加するには、次のいずれかを実行します：

[ファイル] メニューから [メディアをインポート]を選択します。

メディアライブラリの右下にある[メディアを追加 ]ボタンをクリックします。

[ライブラリ]パネルの[メディアをインポート]ボタンをクリックします。

メディアファイルをWindowsエクスプローラから直接メディアライブラリまたはタイムラインにドラッグします。

3. [メディアファイルを追加 ]ダイアログで、メディアを参照して選択するか、Ctrlキーを押しながら クリック して特定のファイルを選択

するか、Ctrl キーとShiftキー を 押しながらドラッグして複数のファイルを選択します。

4. [開く]を押します。

[並べ替え]メニューを使用して、追加したメディアをファイル名、ファイルサイズ、メディアの種類、または変更時刻で並べ替える

ことができます。ファイルを右クリックしてコンテキストメニューにアクセスし、[並べ替え]を選択します。
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タイムラインにメディアを追加するには：

タイムラインにメディアを追加するには、以下のいずれかの操作を行います：

1. タイムラインに追加したいメディアを右クリックします。

2. コンテキストメニューから[タイムラインの再生ヘッドに追加 ]を選択します。追加したいすべてのメディアに対してこの操作を続け

ます。クリップの端を選択してドラッグし、目的の長さを指定します。

または：

1. タイムラインに追加するメディアを選択します。

2. タイムライン上の目的の場所にドラッグします。クリップの端を選択してドラッグし、目的の長さを指定します。

または：

1. タイムラインに追加するメディアを選択します。

2. Alt + Aを押します。クリップは、タイムラインの再生ヘッドの現在位置に追加されます。

クリップの上にカーソルをドラッグしてからタイムラインにドラッグすることで、メディアライブラリからタイムラインに複数のクリップを同

時に移動することもできます。または、Shiftキーを押しながらクリップを選択してから、タイムラインにドラッグすることもできます。

タイムラインを使用すると、ビデオの長さを一目で簡単に追跡できます。タイムライン上のクリップの上にカーソルを置くと、長さの

データが表示されます。最初の5桁は時間を表します。ただし、最後の2桁 (セミコロンの後 )はミリ秒ではなくフレームを表しま

す。1 秒あたりのフレーム数は30です。
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メディアライブラリからメディアを削除するには：

メディアをメディアライブラリから削除するには、次のいずれかを実行します：

削除したいメディアを右クリックします。コンテキストメニュー から[メディアライブラリから削除 ]を選択します。

メディアライブラリで[メディア]を選択して[削除 ]を押します。

すべてのメディアをメディアライブラリから削除するには、次のいずれかを実行します：

[編集 ]メニューから[メディアライブラリからすべてを削除 ]を選択します。

Ctrl + Alt + Rを押します。

タイムラインに追加されていないすべてのメディアを削除するには：

タイムラインに追加していないすべてのメディアをメディアライブラリから削除できます。

メディアライブラリ内の任意の場所を右クリックして、コンテキストメニューから[タイムライン上にないメディアを削除 ]を選択します。

タイムラインからメディアを削除するには：

タイムライン上で右クリックして[削除 ]を選択すると、個々のクリップを削除できます。

タイムライン上のすべてのクリップを削除するには、[編集 ]メニュー から[タイムラインからすべて削除 ]を選択します。

メディアのプレビュー：

メディアライブラリでメディアをプレビューするには、次のいずれかの操作を行います：

ファイルを右クリックして、コンテキストメニューから[プレビュー]を選択します。

クリップを選択して Alt + Pを押します。

全画面ボタンを使用して、プレビューを全画面表示できます。
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メディアの整理、調整、表示

タイムラインでは、メディアをトラックに配置してビデオを制作および編集できます。タイムラインには、トラックをいくつでも追加できます。メ

ディアライブラリから動画、音声および画像をタイムライン上の任意のトラックにドラッグアンドドロップできます。また、トランジション、音声

効果、アニメーション、動作、オーバーレイ、フィルタおよび高度な効果 を、タイムライン上のメディアまたはメディアの上のトラックの特定の

場所にドラッグすることもできます。キャプション が再生ヘッドに追加されます。タイムラインに追加したら、メディアを選択してドラッグすること

で、目的の場所に移動できます。

タイムラインのトラック

タイムライン上のトラックを使用して、階層化された階層を作成できます。たとえば、トラック1に動画または画像があり、トラック2に別の動

画または画像を追加した場合、トラック2の動画または画像はトラック1の動画または画像を覆います。ただし、不透明度とブレンドモード

を調整することで、メディアの表示方法を変更できます。不透明度は、メディアの透明度を表します。トラック2のメディアの不透明度を

変えることで、トラック1のメディアが透けて見えるようにできるのです。[ブレンド] モードによって、それぞれのレイヤーがどのようにブレンドさ

れるかが決まります。

メディアのプロパティを調整するには：

1. タイムラインでメディアを選択します。

2. 右上にある[プロパティ]ボタンをクリックします。

3. 下の表を参考にして、設定を調整します。

プロパティパネルオプション

ブレンドモード [ブレンドモード]ドロップダウンメニューの効果を使用して、メディアをその下のメディアま

たは背景とどのようにブレンドさせるかを操作できます。メディアが1つ以上のトラックに

重ねられていない場合、ブレンドモードはメディアを背景とブレンドします。デフォルトで

は背景は黒ですが、[プロジェクト表示領域設定 ]で背景の色を変更できます。詳細

については、下記の[表示領域 ]を参照してください。

不透明度 メディアの不透明度を変更するには、[不透明度 ]スライダを使用します。

回転 フィールドに値を入力するか、矢印ハンドルをドラッグしてメディアをX、YまたはZ軸だけ

回転させます。

位置 XフィールドまたはYフィールド、あるいはその両方に値を入力するか、[プレビューパネ

ル]内でクリップをドラッグして位置を変更します。
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プロパティのコピーと貼り付け

タイムライン上のクリップのブレンドモード、不透明度、位置、回転の値をコピーして、タイムライン上の他のクリップに貼り付けることができ

ます。

プロパティをコピーして貼り付けるには：

1. ブレンドモード、不透明度、位置、回転の値をコピーしたいタイムライン上のクリップを右クリックします。

2. コンテキストメニューから[プロパティのコピー]を選択します。

3. タイムライン上の別のクリップを選択します。

4. 右クリックして[プロパティの貼り付け]を選択します。

トラックのロック：

ロックボタンを押すことで、トラック上のメディアに編集やその他の変更が加えられないように、トラックをロックできます。 トラックのロック

を解除するには、ロックボタンを切り替えます。

トラックの非表示：

トラックの非表示ボタンを切り替えることで、トラックを非表示にしたり、トラック上のメディアを拡張したりすることができます。これは、動画

の特定の部分を分離して編集するのに役立ちます。

動画作品には、非表示に設定されているトラックのメディアは含まれません。
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表示領域

表示領域を使用して、レンダリング後の動画をプレビューできます。表示領域内では、コンテンツの移動やサイズ変更ができます。メディ

アの端にあるハンドルをドラッグしてサイズを変更できます。縦横比を維持しながらサイズ変更するには、いずれかのコーナーハンドルを使

用します。基準から外れた縦横比を作成するには、Shiftキーを押しながらコーナーハンドルをドラッグします。

表示領域の上部にあるドロップダウンメニューのパーセンテージを使用して、モニタサイズに合わせて表示領域をズームできます。

ACDSee Video Studioが自動的に適応するようにするには、[フィット]を選択します。

プロジェクトの表示領域とその結果としての動画作品を設定するには、次のいずれかを実行します。

表示領域の上部にある[表示領域のサイズ]ボタンをクリックします。

表示領域の上部にあるドロップダウンメニューをクリックして、[プロジェクト表示領域設定 ]を選択します。

以下の説明に従って設定を行い、[適用 ]を押します。

[制作アシスタント]の[詳細設定 ]ダイアログで、レンダリングした動画のサイズ設定を変更することもできます。

プロジェクト表示領域設定
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表示領域サイズ ドロップダウンメニューから表示領域のサイズを選択するか、または [カスタム] を選択

して一意の幅と高さを指定します。

幅/高さ [表示領域のサイズ]ドロップダウンメニューから[カスタム]を選択したときに表示領域

のサイズを変更します。

色 ドロップダウンメニューから色を選択して、表示領域の背景色をカスタマイズします。

メディアツール

パンツール：[パンツール]を使用して、サイズを変更せずにメディ

アと[表示領域 ]を移動します。

CTRL + Shift + Pを押します。

編集ツール：[表示領域 ]内でメディアを移動したりサイズ変更し

たりするには、[編集 ]ツールを使用します。

Ctrl + Shift + Eを押します。

切り抜きツール：切り抜きツールを使用して、メディアの不要な部

分を取り除きます。トリミングウィンドウのハンドルを希望のサイズ

にドラッグします。メディアの縦横比を維持するには、コーナーをド

ラッグしてトリミングウィンドウのサイズを変更します。トリミングウィ

ンドウを移動することもできます。切り取った素材を復元するに

は、[切り抜き]ツールを再入力して、必要に応じてトリミングウィ

ンドウのサイズを変更します。

Ctrl + Shift + Cを押します。
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タイムラインツールバーの使用

タイムラインツールバーには、動画を編集するために使用できる多数の機能があります。
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ズームイン/ズームアウト ズームインするとタイムライン上のトラックの見た目が

拡大され、正確な編集が可能になります。プロジェ

クト全体を表示するには、ズームアウトしてタイムライ

ン上のトラックの見た目を縮小します。あるいは、

Ctrl + Shift +(プラス) または Ctrl + Shift
+(マイナス)を押します。

元に戻す 操作を元に戻すには、[元に戻す]ボタンを使用しま

す。または Ctrl + Zを押します。

やり直し 一番最新の操作をやり直すには、[やり直し]ボタン

を使用します。または Ctrl + Yを押します。

分割 1つのクリップを2つ以上のクリップに分割するには、

[分割 ]ボタンを使用します。これにより、2つのシーン

の間にトランジションや他のクリップを挿入できます。

分割したいクリップを選択して、[分割 ]ボタンを押し

ます。または Ctrl + Shift + Sを押します。

切り取り 不要なクリップやクリップの一部を削除するには、[切
り取り]ボタンを使用します。(「分割」を参照。) そ

の後、[貼り付け]ボタンを使って貼り付けることがで

きます。(「貼り付け」を参照。)

削除するクリップを選択して、[切り取り]ボタンを押し

ます。または Ctrl + Xを押します。

コピー [コピー]ボタンを使用して、トラックまたはトラックのセ

クションを複製します。(「分割」を参照。) その後、

[貼り付け]ボタンを使って貼り付けることができます。

(「貼り付け」を参照。)

コピーするクリップを選び、[コピー]ボタンを押しま

す。または Ctrl + Cを押します。

貼り付け [貼り付け]ボタンを使用して、タイムライン上の目的

の場所に切り取りまたはコピーしたクリップを追加しま

す。

クリップをコピーまたは切り取った後、貼り付けたい場

所に再生ヘッドを置き、[貼り付け]を押します。また

は Ctrl + Vを押します。

右/左の選択スライダへ移動 タイムライン上で選択範囲の先頭を見つけるには、

[左端の選択範囲へ移動 ]スライダボタンを使用しま

す。タイムライン上で選択範囲の末尾を見つけるに

は、[右の選択範囲へ移動 ]スライダボタンを使用し

ます。これは、タイムラインを拡大表示している場合

や、大きな選択範囲で作業している場合に便利で

す。

再生ヘッドへ移動 タイムライン上の再生ヘッドを見つけるには、[再生

ヘッドへ移動 ]ボタンを使用します。これは、タイムラ

インを拡大表示している場合に便利です。

再生ヘッドを再生ヘッドの先頭また

は末尾に移動

こうしたボタンを使用して、再生ヘッドをタイムラインの

先頭 (Ctrl + Home)またはタイムライン上のメディ

アの末尾 (Ctrl + End)に移動します。

トラックを追加 [トラックを追加 ]ボタンを使用して、タイムラインにいく

つでもトラックを追加することができます。

タイムライン上で右クリックしてもコピー、切り取り、貼り付けはできます。
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これらの機能はキーボードショートカットを使ってアクセスすることもできます。
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選択範囲の作成

セグメントを作成することで、クリップ全体ではなく動画のセクションを制作できます。

選択範囲を作成して制作するには：

1. タイムライン上の希望のメディアを使用して、選択範囲を開始する場所に緑色のセレクタを引きます。それから選択範囲を終

了したい場所に赤いセレクタを引きます。

選択範囲スライダが見えなくい場合は、[選択範囲スライダの左へ移動 ] ボタンを押して、選択範囲の開始位置を見つ

けます。選択範囲の終了位置を見つけるには、[選択範囲スライダの右へ移動 ]ボタンを押します。

2. 選択範囲を右クリックして、コンテキストメニューから[タイムライン選択範囲を名前を付けて生成 ]を選択します。

3. [制作アシスタント]で制作設定を構成します。

タイムラインで再生ヘッドを選択範囲の前に配置して、選択範囲を再生することもできます。

選択範囲の削除

選択範囲を削除するには：

クリップの選択範囲を削除して、実質的にクリップから選択範囲を切り取ることができます。

1. 赤と緑のセレクタを使用して、削除したいクリップの領域を選択します。

2. クリップを右クリックして[削除 ]を選択します。

選択を削除して埋めるには：

クリップの選択範囲を削除すると、ACDSee Video Studioは周囲のメディアを移動してギャップを埋めます。

1. 赤と緑のセレクタを使用して、削除したいクリップの領域を選択します。

2. クリップを右クリックして[前方削除 ]を選択します。
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ACDSee Video Studioのキーボードショートカット

次のキーボードショートカットを使用して、動画編集プロセスの効率アップを図ることができます。
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ショートカット 発生アクション

プロジェクトマネジメント

Ctrl + N 新しいプロジェクトを作成します。

Ctrl + O [開く]ダイアログを開きます。

Ctrl + S プロジェクトを保存します。

Ctrl + P 制作アシスタントを起動します。

Ctrl + R ACDSee Video Recorderを起動します。

Ctrl + W ACDSee Video Studioを終了します。

Alt + O [オプション] ダイアログを開きます。

M [メディアライブラリ]を開きます。

編集
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Ctrl + Z 元に戻す

Ctrl + Y やり直し

Ctrl + X 切り取り

Ctrl + C コピー

Ctrl + V 貼り付け

削除 削除

Ctrl + Delete 前方削除します。

Ctrl + Shift + S 分割

Ctrl + Shift + E [編集 ]ツールを起動します。

Ctrl + Shift + P [パン]ツールをアクティブにします。

Ctrl + Shift + C [切り抜き] ツールをアクティブにします。

Ctrl + プラス(+)キー 拡大します。

Ctrl + マイナス(-)キー 縮小します。

Ctrl + Shift +プラス(+)キー タイムラインを拡大します。

Ctrl + Shift + マイナス(-)キー タイムラインを縮小します。

Ctrl +マウスホイール ズームせずにビデオを拡大縮小します。

Alt +プラス(+)キー タイムラインの高さを増やします。

Alt +マイナス(-)キー タイムラインの高さを減らします。

Ctrl + A すべて選択します。

Ctrl + D すべての選択を解除します。

Ctrl + Home 再生ヘッドをタイムラインの先頭に移動します。

Ctrl + End 再生ヘッドをタイムライン上のメディアの末尾に移動しま

す。

Ctrl + Alt + C 選択したメディアのプロパティをコピーします。これらのプロ

パティには、ブレンドモード、不透明度、位置、回転設

定が含まれます。

Ctrl + Alt + P 選択したメディアにプロパティを貼り付けます。

Ctrl + 2 選択したクリップのプロパティパネルの開閉を切り替えま

す。

Ctrl + 1 ライブラリパネルの開閉を切り替えます。

Ctrl + Alt + T タイムラインからすべてを削除します。

Ctrl + Alt + R メディアライブラリからすべてのメディアを削除します。

Ctrl + Alt + S すべてのキャプションを削除します。

Shift + C タイムラインにキャプションを追加します。

メディアライブラリでメディアを選択した状態で...

Alt + A タイムライン上の再生ヘッドの現在位置にメディアを追加

します。
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Alt + P メディアのプレビューを起動します。

Alt + T [メディア詳細 ]ダイアログを開きます。

Ctrl + Alt + O メディアのファイルの場所を開きます。

ツールと効果

C [キャプション]タブを開きます。

R [音声レコーダー]タブを開きます。

T [トランジション]タブを開きます。

D [音声効果 ]タブを開きます。

A [アニメーション]タブを開きます。

B [動作 ]タブを開きます。

F [フィルタ]タブを開きます。

O [オーバーレイ]タブを開きます。

E [高度な効果 ]タブを開きます。

S メディアの現在の再生のスナップショットを撮ります。

F1 サポートページを開きます。

タイムラインでクリップを選択した状態で...
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スペースバー タイムライン上のメディアを再生または一時停止します。

Alt + M 再生中にメディアをミュートします。

Alt + F フリーズフレーム は、タイムライン上の再生ヘッドの位置

に静止画像を作成します。フリーズフレームの長さはカス

タマイズできます。

Alt + A 選択したクリップの音声が編集可能な状態に切り替わり

ます。音声の調整を参照してください。

Alt + S 選択したクリップの音声と動画を分離します。音声は上

のトラックに移動します。音声の調整を参照してくださ

い。

Alt + C 選択したクリップにクリップスピード効果を追加します。

Alt + 左矢印 選択したクリップの左側にあるメディアを選択します。

Alt + 右矢印 選択したクリップの右側にあるメディアを選択します。

Ctrl + 左矢印 押すたびに1フレームずつ、選択したメディアを1つずつ戻

します。

Ctrl + 右矢印 押すたびに1フレームずつ、選択したメディアを1つずつ進

めます。

Ctrl + Shift + 左矢印 再生ヘッドを左に戻して、クリップ、画像、オーバーレイ、

モザイク、キャプションなど、タイムライン上の各メディアの

先頭に移動します。

Ctrl + Shift + 右矢印 再生ヘッドを右に進めて、クリップ、画像、オーバーレイ、

モザイク、キャプションなど、タイムライン上の各メディアの

先頭に移動します。

Ctrl + Alt + E フィルタバーを調整用に表示するために、フィルタを適用

したタイムライン上のクリップの高さを拡張します。メディア

にフィルタを追加を参照してください。
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オーディオの調整

タイムライン上のオーディオクリップにオーディオポイントを追加して、希望の間隔で音量を上げ下げすることができます。オーディオを個別

に調整したり、ビデオクリップからオーディオを完全に削除したりすることもできます。

オーディオの最初にフェードインを、または最後にフェードアウトをすばやく追加する方法については、[動画へのオーディオ効果の追加 ]を
参照してください。

[クリップの速度 ]効果を使って、オーディオ速度を操作することもできます。

動画クリップからオーディオを分離するには：

タイムライン上のクリップを右クリックして、コンテキストメニューから[オーディオと動画を分離 ]を選択するか、クリップを選択して Alt + Sを
押します。オーディオは上の別のトラックに分離され、独立して移動することができます。

オーディオクリップの音量を上げ下げするには：

1. タイムライン上のクリップを右クリックして、コンテキストメニューから[オーディオと動画を分離 ]を選択します。

2. オーディオは上の別のトラックに分割されます。オーディオのあるトラックで、黄色い線を選択して上にドラッグすると音量が上が

り、下にドラッグすると音量が下がります。

音量を上げ下げすると、中心に近づくにつれてレベルは急に100%になります。これを避けるには、SHIFT を押しながら音量

を上げ下げします。

オーディオポイントをオーディオクリップに追加するには：

1. クリップの目的の場所でオーディオクリップを右クリックして、コンテキストメニューから[オーディオポイントの追加 ]を選択します。

2. 必要なだけオーディオポイントを追加し続けます。

3. オーディオポイント(ドット)を選択して上にドラッグするとそのポイントの音量が上がり、下にドラッグするとそのポイントの音量が下

がります。

動画クリップからオーディオを削除するには：

タイムライン上のクリップを右クリックして、コンテキストメニューから[動画からオーディオを削除 ]を選択します。
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メディアにキャプションを追加

動画にキャプションを追加することができます。これは、情報の追加や字幕の作成、コメントの追加などに役立ちます。

動画にキャプションを追加するには：

1. [キャプション]タブをクリックするか、Cキーを押します。

2. [キャプション]パネルで、[追加ボタン]を押します。 あるいは、Shift + Cを押します。キャプションはタイムラインの再生

ヘッドに追加されます。

3. 表示領域の下のフィールドに、追加するテキストを入力します。

テキストフィールドの左側のボックスは、テキストが表示される時間が示されます。必要に応じて、タイムライン上でテキス

トを移動します。
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4. テキストスタイルオプションを調整するには、[テキストスタイル]ドロップダウンメニューをクリックします。フォント、背景色、テキスト

の配置、太字や斜体などのオプションを設定します。

キャプションの特定のセクションを太字や斜体にしたり下線を引くには、[テキスト]フィールドでテキストを選択し、[太
字 ]、[斜体 ]、または[ 下線 ]ボタンを押します。

5. タイムライン上で、クリックしてドラッグすることにより、キャプションを移動または拡張します。

タイムラインからキャプションを削除するには

タイムラインからキャプションを削除するには、タイムライン上のキャプションを右クリックして、コンテキストメニューから[ 削除 ]を選択します。

タイムラインからすべてのキャプションを削除するには：

[編集 ] メニューから[キャプションをすべて削除 ]を選択します。
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メディアに音声録音を追加する

マイクを使ってナレーションやサウンドを録音し、タイムラインに追加することで動画プロジェクトに組み込むことができます。

録音するには：

1. [オーディオレコーダー]タブをクリックするか、Rキーを押します。

2. ドロップダウンメニューから目的の録音デバイスを選択します。

3. 録音を開始するには、[オーディオレコーダーを開始 ]ボタンを押します。

4. 録音を停止するには、[オーディオレコーダーを停止 ]ボタンを押します。

5. 指示に従い、クリップの名前を入力して[保存 ]を押します。録音されたクリップはメディアライブラリに入れられます。

録音したクリップをプロジェクトに追加するには：

1. メディアライブラリで、次のいずれかの操作を行います。

録音したクリップを右クリックして、[タイムラインの再生ヘッドの位置に追加 ]を選択します。

録音したクリップを選択して Alt + Aを押します。

録音したクリップを選択して、タイムライン上の目的の場所にドラッグします。
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タイムラインから音声クリップを削除するには：

タイムライン上の音声クリップを右クリックして、コンテキストメニューから[削除 ]を選択します。
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メディアにトランジションを追加

トランジションは、あるクリップの終わりと別のクリップの始めの間に追加できる視覚効果です。トランジションを使用して、動画の物語の

変化を示したり、動画と静止画の切り替えを行ったりできます。

画像または動画の間にトランジションを追加するには：

1. タイムラインに2つ以上のクリップを配置したら、[トランジション]タブをクリックするか、Tキーを押します。

2. [トランジション]パネルで、使用するトランジションを選択し、タイムライン上で2つのクリップが交わる場所にドラッグします。また

は、クリップの先頭または末尾にドラッグすることもできます。

1つのクリップの末尾にトランジションを追加してから2番目のクリップを追加しようとすると、トランジションは最初のクリップの最

後にのみ表示され、2番目のクリップにはまったく表示されなくなります。

トランジションを削除するには：

タイムライン上のトランジションを右クリックして[削除 ]を選択します。

トランジションの長さを変更するには：

クリップ上のトランジションの端をクリックしてドラッグし、希望の長さを指定します。

あるトランジションから別のトランジションに切り替えるには：

1. タイムライン上で、クリップ上のトランジションを選択し、右上にある[ プロパティ]ボタンを押します。

2. [タイプ]ドロップダウンメニューから別のトランジションを選択します。
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メディアへの音声効果の追加

動画ファイルの先頭に、音声効果のフェードインを追加することができます。動画ファイルの末尾に、音声効果のフェードアウトを追加す

ることもできます。

[クリップの速度 ]効果を使って、音声速度を操作することもできます。

音声効果を追加するには：

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[音声効果 ]タブをクリックするか、Dキーを押します。

2. 使用する音声効果を選択して、クリップの先頭または末尾、あるいはタイムライン上の2つのクリップが交差する場所にドラッグし

ます。
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メディアにアニメーションを追加

アニメーションを使用して、メディアのプロパティをある状態から別の状態に移行させることができます。事前作成されているアニメーション

を選択することも、カスタムアニメーションを作成することもできます。カスタムアニメーションの場合は、ブレンドモード、不透明度、回転、

位置、サイズなど、どのビジュアルプロパティを変換するかを操作できます。アニメーションを使用した後は、[アニメーションの復元 ]を使っ

てメディアを以前の設定に復元することができます。

事前作成されているアニメーションをメディアに追加するには：

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[アニメーション]タブをクリックするか、Aキーを押します。

2. タイムライン上のクリップの目的の場所にアニメーションをドラッグします。アニメーションはクリップ上に矢印として表示されます。矢

印を右または左にドラッグして、アニメーションの長さを操作します。[アニメーションの復元 ]または別のアニメーションを追加しな

い限り、アニメーションの矢印の右側にあるメディアはこの新しい状態のままになります。

メディアを復元するには：

1. アニメーションによってクリップのビジュアルプロパティが変更されたら、[アニメーションの復元 ]をアニメーションの右側にドラッグしま

す。この場所で、ビジュアルプロパティが復元されます。

2. [アニメーションの復元 ]はクリップ上に矢印として表示されます。矢印を右または左にドラッグして、[アニメーションの復元 ]の長さ

を操作します。[アニメーションの復元 ]の右側には、以前の設定が復元されます。

メディアにカスタムアニメーションを追加するには：
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1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[アニメーション]タブをクリックするか、Aキーを押します。

2. タイムライン上のクリップの目的の場所に[カスタムアニメーション]をドラッグします。アニメーションはクリップ上に矢印として表示さ

れます。矢印を右または左にドラッグして、アニメーションの長さを操作します。

3. 再生ヘッドを[カスタムアニメーション]の右側に配置します。

4. [プロパティ] ボタンを押します。

5. メディアの終了状態に合わせて、ビジュアルプロパティを設定します。これには、ブレンドモード、不透明度、回転、位置などの

プロパティが含まれます。

6. アニメーションの前にメディアのビジュアルプロパティを変更するには、再生ヘッドをカスタムアニメーションの左側に配置して、プロ

パティパネルで設定をカスタマイズします。
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メディアに動作を追加

メディアの始まりや終わりの見た目を変えるために、動作を追加します。メディア中に発生する動作を追加することもできます。

メディアに動作を追加するには

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[動作 ]タブをクリックするか、Bキーを押します。

2. 使用する動作を選択して、タイムライン上のクリップの上にドラッグします。

メディアの始まりを様式化した動作については、[動作 ]セクションの上部にある[イン]タブから選択します。[イン]
タブから適用された動作は、次の円のアイコンを使用してクリップに表示されます：

メディアの実行中に発生する動作については、[実行中 ]タブから選択してください。[実行中 ]タブから適用された

動作は、次の丸のアイコンを使用してクリップに表示されます：

メディアの終わりを様式化した動作については、[アウト]タブから選択します。[アウト]タブから適用された動作

は、次の円のアイコンを使用してクリップに表示されます：

動作の開始時間と長さをポップアップ表示するには、円のアイコンの上にカーソルを置きます。

動作設定

メディアに適用する各動作のプロパティを調整できます。

動作設定を調整するには：
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1. 次のいずれかを実行して、動作のプロパティを表示します：

タイムライン上でクリップを選択し、右上にある[プロパティ]ボタンを押します。

タイムラインで、クリップを右クリックして [プロパティを表示 ]を選択します。

2. [プロパティ]で、以下の説明に従って動作設定を調整します。

動作オプション

イン/アウ

ト

これらのタブを使用すると、メディアの始まりと終わりに設定された動作の設定を調整できます。

スタイル [スタイル]ドロップダウンメニューを使用して、動作のスタイルを

変更できます。

動き 動きドロップダウンメニューを使用して、動作の流れをカスタマ

イズできます。

実行中 このタブでは、メディア実行中に発生するように設定された動作の設定を調整できます。

スタイル [スタイル]ドロップダウンメニューを使用して、動作のスタイルを

変更できます。

動き 動きドロップダウンメニューを使用して、動作の流れをカスタマ

イズできます。

ループの時間 動作がループする時間を設定します。

ループ スライダをドラッグして、動作のループ数を設定します。

無限にループ このチェックボックスを切り替えることで、動作を無限にループ

させるかどうかをコントロールできます。
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メディアへのフィルタの追加

画像や動画の見た目を変えるためにフィルタを追加することができます。

画像や動画にフィルタを追加するには

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[フィルタ]タブをクリックしてFキーを押します。

2. 使用するフィルタを選択して、タイムライン上のクリップにドラッグします。

フィルタの継続時間を調整するには：

クリップがフィルタの影響を受ける長さを設定できます。

1. フィルタが適用されたタイムライン上のクリップを選択して、クリップの下部にあるバーをクリックします。

2. クリップ上のフィルタの端をドラッグして、長さを変更します。
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フィルタのタイミングを調整するには：

クリップがフィルタの影響を受けるタイミングを設定できます。

1. フィルタが適用されたタイムライン上のクリップを選択して、クリップの下部にあるバーをクリックします。

2. クリップ上のフィルタの端をドラッグして、長さを変更します。次にフィルタを水平方向にドラッグして、目的の開始時間と終了時

間を指定します。

フィルタの設定

メディアに適用する各フィルタのプロパティを調整できます。

フィルタ設定を調整するには：

1. 次のいずれかを実行して、フィルタのプロパティを表示します：

タイムラインで、クリップのフィルタを右クリックして [プロパティを表示 ]を選択します。

タイムライン上で、クリップ上のフィルタを選択し、右上にある[プロパティ]ボタンを押します。

2. [プロパティ]で、下の表を参考にしてフィルタ設定を調整します。
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白黒フィルタオプション

[赤 ]、[緑 ]、[青 ]のスライダを調整して、モノクロ画像または動画に色を追加します。

明るさ 画像または動画の色の明るさを調整します。

RGBフィルタオプション
[赤 ]、[緑 ]、[青 ]のスライダを調整して、画像または動画のRGBチャンネルのバランスや高さを調整します。

露出フィルタオプション
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露出 スライダを右に移動して露出を増やすか、左に移動して露出を減らします。

コントラスト スライダを右に移動してコントラストを増やすか、左に移動してコントラストを減らしま

す。

写真効果フィルタオプション
ドロップダウンメニューから写真効果を選択して、画像または動画の見た目を変更します。

ぼかしフィルタオプション

[ガウス] または [方向ぼかし] ボタンを選択してぼかしの種類を選びます。

ガウスぼかし 全体を均等に、滑らかにぼかします。

強度 ぼかしの強度を調整します。ス

ライダを右へ動かすほど効果が

強くなります。

方向ぼかし 画像に動きの錯覚をつけてぼかします。

強度 ぼかしの強度を調整します。ス

ライダを右へ動かすほど効果が

強くなります。

角度 ぼかし効果が適用される方向

を指定します。

ライトEQ™フィルタオプション

明るくする スライダを右にドラッグすると、画像または動画の暗い領域が明るくなります。

暗くする スライダを右にドラッグすると、画像または動画の明るい領域が暗くなります。

シャープネスフィルタオプション

強度 エッジの各サイドのコントラストを増減することで、適用するシャープネスの強度を指

定します。

半径 各エッジの周りを調整するピクセルの数を指定します。値が高くなるほどシャープにな

るピクセルの数が増えるため詳細が荒く仕上がり、値が小さくなるほどシャープになる

ピクセルの数が減るため詳細が細かく仕上がります。

ディテール 強度を減らすことにより光輪 (極端なシャープネスを適用したエッジの周囲に現れる

光の境界線 )を抑えます。値が大きいほど、減らす度合いが強くなります。

しきい値 エッジ内のピクセルをシャープにする前に、エッジ内に見られるピクセル値の異なるべき

量を指定します。値が高くなるほど強いエッジのみがシャープになりますが、ノイズを最

小限に抑えることができます。値が低くなるほど強弱両方のエッジがシャープになりま

すが、ノイズ を増やすことになります。エッジを浮き出しながらも、背景のノイズを最小

に保つようにしきい値を設定するのが理想的です。

自然な彩度フィルタオプション
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自然な彩度 スライダを右に移動して自然な彩度の量を増やすか、左に移動して自然な彩度の

量を減らします。自然な彩度を増やしても、画像や動画の肌の色合いには影響しま

せん。

彩度 スライダを右に移動して彩度の量を増やすか、左に移動して彩度の量を減らします。

色相 画像または動画の色相を調整します。スライダを右に移動して色相の量を増やす

か、左に移動して色相の量を減らします。

明るさ 画像または動画の明るさを調整します。画像または動画は、スライダを右にドラッグす

ると明るくなり、左にドラッグすると暗くなります。

ヴィネットフィルタオプション

強度 ヴィネットのサイズと強度を指定します。

距離 焦点の周りにあるクリア ゾーンのサイズを指定します。スライダを左に動かすと、クリア

ゾーンのサイズが小さくなります。スライダを右に動かすと、クリア ゾーンのサイズが大き

くなります。

形状 フレームの形を指定します。

ホワイトバランスフィルタオプション

温度 補正の暖かさをブルーからイエローに調整します。

色合い 補正の色合いを緑からマゼンタに調整します。

反射フィルタオプション

高さ スライダをドラッグして反射の高さを設定します。

テレビの壁フィルタオプション

テレビの数 ドロップダウンメニューから、表示する「テレビ」の数を選択します。

上下分割オプション

分割数 ドロップダウンメニューから、画像または動画を分割する回数を選択します。

一部モザイクオプション

幅 幅を大きくすると、ブロックは水平方向から埋められます。

高さ 高さを上げると、ブロックは垂直方向から埋められます。

度合い スライダをドラッグしてブロックのサイズを調整します。

エンボスオプション

明るさ 画像または動画上の光源の明るさを指定します。値が小さいほど、影の量が多くな

るため、画像や動画は暗くなります。値が大きいほど、影の量が少なくなるため、画

像や動画は明るくなります。

方位角 画像または動画に追加する凹凸の量を指定します。値が大きいほど、画像に適用さ

れる凹凸は大きくなります。

強さ 画像または動画の細部の端から伸びる影の角度を指定します。0の値では影は左に

伸び、180の値では影は右に伸びます。
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色相変更オプション

色相 スライダをドラッグして、画像または動画の色相を変更します。

形態オプション

幅 バーの幅を調整します。

高さ 各バーの高さを指定します。

ミラーオプション

水平方向

垂直方向

ミラーの軸の向きを選択します。

軸 スライダをドラッグして、ミラーの軸の位置を調整します。

カラーフェンスオプション

度合い スライダをドラッグして、画像または動画に表示されるカラーバーの数と相対幅を変更

します。

四季オプション

水平方向

垂直方向

画像または動画のカラーバーの向きを選択します。

ゆれオプション

度合い パルスの強さを指定します。

ペインオプション

幅 動画上で移動するカラーバーの幅を指定します。

背景のぼかしオプション

[ガウス] または [方向ぼかし] ボタンを選択して、ぼかしの種類を選びます。

ガウスぼかし 全体を均等に、滑らかにぼかします。

強度 ぼかしの強度を調整します。ス

ライダを右へ動かすほど効果が

強くなります。

方向ぼかし 画像に動きの錯覚をつけてぼかします。

強度 ぼかしの強度を調整します。ス

ライダを右へ動かすほど効果が

強くなります。

角度 ぼかし効果が適用される方向

を指定します。
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メディアにオーバーレイを追加

オーバーレイは、メディアの上または後に追加できる視覚効果です。

画像や動画にオーバーレイを追加するには：

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[オーバーレイ]タブをクリックするか、Oキーを押します。

2. 使用するオーバーレイを選択し、タイムライン上の目的の場所にドラッグします。メディアの前後、またはメディアの上の別のトラッ

クに追加することでメディアの最中に配置できます。

オーバーレイを削除するには：

タイムライン上のオーバーレイを右クリックして[削除 ]を選択します。

オーバーレイの長さを変更するには：

オーバーレイの端をクリックしてドラッグし、目的の長さを指定します。
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メディアへの高度な効果の追加

[高度な効果 ]タブのツールを使用して、メディアを微調整し、さらにカスタマイズすることができます。

色を削除

メディアの背景から単色を削除できます。これはほとんどの場合、容易に好みの背景を追加できる緑色の画面で撮影された動画で使

用されます。

メディアから色を削除するには：

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[高度な効果 ]タブをクリックするか、Eキーを押します。

2. [ 色を削除 ]を選択してタイムライン上のクリップにドラッグします。

3. クリップを選択した状態で、[プロパティ]パネルの[色の削除 ]セクションで、以下の説明に従って設定を調整します。

カラーオプションを削除
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色 [色 ]ポップアップを使用して、メディアから削除する正確な色を選択します。右端にあるカラース

ライダを使用して、カラーグループに移動します。色をクリックすると、その色の数値が[赤 ]、
[緑 ]、[青 ]の各フィールドと[16進数 ]フィールドに表示されます。特定の色を得るために正確

な値を入力することができます。[カラースポイト]ツールを使用して、メディアから特定の色を選

択することもできます。

許容範囲 スライダを調整して、選択した色とどの程度類似する色を削除するのかを定義します。

柔らかさ スライダーを調整して、削除されている色と残っている色の間のエッジを柔らかくします。柔らかさ

は、画像全体の不透明度も低下させます。

設定を反転 選択した色以外のすべての色を削除するには、[設定を反転 ]を有効にします。

カラーLUT

「カラーLUT」とはカラールックアップテーブルの略です。カラーLUTは、特定のRGB値を他の特定の色値にマッピングするようにVideo
Studioに指示するリストです。LUTをインポートしてVideo Studioのフィルタとして使用できます。カラーLUTに対応しているファイルの種

類は、3DLと.CUBEです。

カラーLUTをメディアに適用するには：

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[高度な効果 ]タブをクリックするか、Eキーを押します。

2. [カラーLUT]を選択してタイムライン上のクリップにドラッグします。

3. クリップを選択した状態で、[プロパティ]パネルの[カラーLUT]セクションで、次のいずれかの操作を行います。

[プロパティ]パネルの[カラーLUT]ドロップダウンメニューから[LUT]を選択します。

[LUTをロード ]ボタンを押します。[開く]ダイアログで、LUTファイルの場所を参照して[開く]を押します。LUTがすぐに適用され

ます。

カラーLUTドロップダウンメニューからカラーLUTを削除するには：

使用可能なLUTのリストからカラーLUTを削除するには、まずハードドライブからLUTを削除するか、別の場所に移動する必要がありま

す。次にドロップダウンメニューの横にある[リストの更新 ]ボタンを押します。

クリップの速度

[クリップの速度 ]効果を使用して、メディアのスピードと全体的な長さを制御します。

メディアを速く/遅くするには：

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[高度な効果 ]タブをクリックするか、Eキーを押します。

2. [クリップ速度 ]を選択してタイムライン上のクリップにドラッグするか、クリップを選択して Alt + Cを押します。

3. クリップを選択した状態で、[プロパティ]パネルの[クリップ速度 ]セクションで、以下の説明に従って設定を行います。

クリップの速度オプション

速度 このフィールドの値を1.00より小さくして、クリップの速度を下げます。このフィールドの値を1.00
より大きくして、クリップの速度を上げます。

分/秒 クリップの長さを分または秒で設定します。

フレーム [フレーム]フィールドを使用して、メディアの速度と長さを微調整できます。
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音声の速度

[クリップの速度効果 ]を使用して、音声のみの速度と全体的な長さをコントロールすることもできます。

音声を速く／遅くするには：

1. タイムライン上でクリップを右クリックして、コンテキストメニューから[音声と動画を分離 ]を選択するか、Alt + Sを押します。

2. [高度な効果 ]タブをクリックするか、Eキーを押します。

3. [クリップ速度 ]を選択してタイムライン上の音声クリップにドラッグするか、クリップを選択して Alt + Cを押します。

4. 音声クリップを選択した状態で、[プロパティ]パネルの[クリップ速度 ]セクションで、以下の説明に従って設定を行います。"クリッ

プの速度オプション" on page 39.

モザイク

メディアの特定の部分をぼかすことができます。これは、機密情報を保護したり、メディア内の個人に匿名性を提供するのに役立ちま

す。

メディアにモザイク効果を追加するには：

1. タイムラインに1つ以上のクリップを配置したら、[高度な効果 ]タブをクリックするか、Eキーを押します。

2. [モザイク]を選択してタイムライン上のトラックにドラッグします。

3. [モザイク]を選択した状態で、[プロパティ]パネルの[モザイク]セクションで、以下の説明に従って設定を行います。

モザイクのオプション

ブレンドモード ブレンドモードを使用して、不透明度を変更したときにモザイク効果が最終的な画像に与える

影響をコントロールすることができます。

不透明度 不透明度スライダで、モザイク効果の不透明度を変更できます。このスライダを使用して、モザ

イク効果がメディアにどの程度明確に表示されるかをコントロールします。その後、ブレンドモー

ドを使ってさらにカスタマイズできます。

回転 フィールドに値を入力するか、矢印ハンドルをドラッグしてモザイク効果をX、YまたはZ軸だけ回

転させます。

度合い [度合い]スライダを使用して、モザイク効果のぼかし具合をコントロールできます。
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クリップから静止画を作成

メディアの選択したフレームの長さを延ばすことができます。動画の再生のスナップショットを撮って、メディアライブラリの利用可能なメディ

アに追加することもできます。

スナップショット

いつでも動画の再生のスナップショットを撮ることができます。

スナップショットを作成するには：

1. タイムライン上の目的のメディアで、プロジェクト表示領域の下にある[再生 ]ボタンを押します。

2. 希望のフレームで、[スナップショット]ボタンを押すか、Sキーを押します。 スナップショットが保存されたハードドライブの

場所を示すダイアログボックスが表示されます。

3. [OK]を押します。

保存したスナップショットの場所を変更するには、[オプションと設定 ]を参照してください。

フリーズフレーム

メディアの特定のフレームの長さを延ばすことができます。これはフリーズフレームと呼ばれます。

フリーズフレームをメディアに追加すると、選択した時間に基づいてクリップが延長されます。したがって、タイムライン上のクリップ

の右側にスペースがない限り、[フリーズフレーム]はコンテキストメニューで有効になりません。

フリーズフレームを作成するには：

1. タイムライン上の目的のメディアを使用して、キャプチャする動画のフレームに再生ヘッドを置き、右クリックしてコンテキストメ

ニューから[フリーズフレーム]を選択するか、Alt + Fを押します。

2. [長さ設定 ]ダイアログで、フリーズフレームを継続する秒数を設定します。

3. [OK]を押します。フリーズフレームはタイムライン上のメディアに追加されます。



ACDSee Video Studio User Guide

Page 42 of 53

録画の作成

画面を録画したり、ウェブカメラで録画したり、録画したクリップをタイムラインに追加したりできます。

ACDSee Video Recorderを起動するには：

ビデオレコーダーを起動するには、次のいずれかを実行します：

ACDSee Video Studioの左上にある[録画 ]ボタンを押します。

Ctrl + Rを押します。

画面を録画するには：

1. 右上にある[録画 ]ボタンを押すか、F9を押します。

2. レコーダーウィンドウで希望の設定を行います。下記の「 レコーダーオプション 」セクションを参照してください。

3. [録画 ]ボタンを押します。

4. 録画を停止するには、F10を押します。(このキーボードショートカットを変更するには、下の[録画オプション]の表の[ホット

キー]セクションを参照してください。)
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5. [ファイルを保存 ]ダイアログで、録画の名前を入力して[保存 ]を押します。

6. 録画されたクリップはメディアライブラリにあります。

録画中：

録画を開始したり停止したりするには、一時停止/再開 ボタンを切り替えます。

録画を保存するには、[保存 ]ボタンを押します。

録画を中止するには、[キャンセル]ボタンを押します。

レコーダーオプション

レコーダーウィンドウのオプションの設定

[サイズ]セクションの横にあるドロップダウンメニューを選択してから、録画領域のサイズを選択します。全画面以外のサイズを使用する

場合は、マーキーハンドルをドラッグして、録画領域を希望のサイズに調整できます。

幅と高さのフィールドに値を入力することもできます。録画のサイズの縦横比をロックまたはロック解除するには、[リンク]ボタンを使用しま

す。

ウェブカメラの録画：
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ウェブカメラ録画を有効にするには、[ウェブカメラ]セクションの[オン/オフ]スイッチを切り替えます。ドロップダウンメニューからデバイスを選択

してください。

ウェブカメラの録画を無効にするには、[ウェブカメラ]セクションの[オン/オフ]スイッチを切り替えます。

画面録画が進行中でないときは、ウェブカメラで録画することはできません。

録音：

音声録音を有効にするには、[マイク]セクションの[オン/オフ]スイッチを切り替えます。ドロップダウンメニューから音声入力デバイスを選択

します。

オーディオ録音を無効にするには、[マイク]セクションの[オン/オフ]スイッチを切り替えます。

システム音声の録音：

システム音声を有効または無効にするには、[システム音声 ]セクションの[オン/オフ]スイッチを切り替えます。

注釈：

録画に注釈を追加するには、以下の録画オプション表の説明に従い、追加する注釈のタイプを有効にします。それから、以下のいずれ

かの操作を行います：

録画に日付と時刻を追加するには、[ツール]メニューから[ 注釈 ]を選択し、[システムタイムスタンプを追加 ]をクリックします。

録画にキャプションを追加するには、[ツール]メニュー から[ 注釈 ] を選択し、[キャプションを追加 ]をクリックします。

録画に透かしを追加するには、[ツール]メニューの[注釈 ] を選択し、[透かしを追加 ]をクリックします。

録画オプション
録画オプションを設定するには、[ツール]メニューから[オプション]を選択します。[オプション]ダイアログで、以下の説明に従って設定を行

います。
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一般

一般設定 録画 録画中はス

クリーンセー

バーを無効

にする

スクリーンセーバーを一時的に無効にします。これは、長時間

の録画に役立ちます。

保存 出力ディレク

トリ

録画したクリップを置く場所を選択できます。

ファイルの保

存時に確認

録画が終了すると、それを保存するかどうかをACDSee
Video Studioが確認します。

一時

保存

フォル

ダ

一時ファイルはレコーダによってここに保存され、録画の作成を支援します。録

画を保存またはキャンセルするとすぐに削除されます。一時ファイルの保存場所

を変更するには、[参照 ]ボタンを押します。

ハード

ウェア

アクセ

ラレー

ション

ハードウェア

アクセラレー

ションを有効

にする

デフォルトで有効になっているため、このオプションはエンコード

処理がCPUではなくグラフィックカードによって行われることを保

証します。これにより、メディアレンダリング処理が高速化され

ます。複数のグラフィックカードを使用している場合、ACDSee
Video StudioはNVIDIA、Intel® Quick Syncなどの階層

を使用してハードウェアアクセラレーションオプションを優先しま

す。

注釈 注釈のオプションを設定します。注釈を追加するには、[ツール]メニューの[注釈 ]を選択し、[[システムタイムス

タンプ/キャプション/透かし] を追加 ]を クリックします。

システムタイムスタン

プ

システ

ムタイ

ムスタ

ンプ

位置 正方形を選択して、画面上の日付と時刻の位置を指定しま

す。

テキスト [フォント]ボタンを押してフォント、サイズ、スタイル、色を

設定します。

[背景色 ]ボタンを押して、日付と時刻の後ろに表示さ

れる背景色を選択します。

背景色を指定しない場合は、[透明の背景 ]チェック

ボックスをオンにします。

プレビュー 録画に表示される日付と時刻を表示します。

キャプション キャプ

ション

キャプションのテキストを入力します。

位置 正方形を選択して、画面上のキャプションの位置を指定しま

す。

テキスト [フォント]ボタンを押してフォント、サイズ、スタイル、色を

設定します。

[背景色 ]ボタンを押して、日付と時刻の後ろに表示さ

れる背景色を選択します。

背景色を指定しない場合は、[透明の背景 ]チェック

ボックスをオンにします。

プレビュー 録画に表示されるとおりにキャプションを表示します。

録画する前

に確認

[録画 ]ボタンを押すと、ACDSee Video Studioは追加する

キャプションを確認します。

透かし 透かし 透かしとして使用するファイルを参照します。
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位置 正方形を選択して、画面上の透かしの位置を指定します。

不透明度 [不透明度 ] スライダをドラッグして、透かしの透明度を指定し

ます。

入力

入力の設定 動画 画面録画の

フレームレー

トを制限す

る

画面録画のフレームレートを選択して、画像の更新速度を

決定します。

キャプチャ中にフレームレートを制限することは可能

ですが、フレームレートをコンピュータの機能を超え

て設定しても高品質にはなりません。

ホットキー 録画プロセスのためにキーボードショートカットを設定することができます。

ホットキーの設定 開始/
再開/
一時

停止

チェックボックスを選択したり、ドロップダウンメニューを使用して、録画の開始、

進行中の録画の一時停止および再開に使用するホットキーを指定できま

す。

保存 チェックボックスを選択したり、ドロップダウンメニューを使用して、録画を保存す

るためのホットキーを指定することができます。

ウェブカメラ ウェブカメラの録画に関するオプションを設定します。

ウェブカメラの設定 ウェブ

カメラ

位置 正方形を選択して、画面録画上でウェブカメラ録画を表示

する位置を指定します。

サイズ スライダを動かして、画面録画上でウェブカメラ録画を表示す

るサイズを設定します。
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オプションと設定

ACDSee Video Studioの機能をカスタマイズおよび自動化するためのオプションを設定できます。

オプションを設定するには：

1. [ツール]メニューから[オプション]を選択するか、Alt + Oを押します。

2. 以下の表の説明に従ってオプションを設定します。

ダイアログボックスオプション
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一般

長さ トランジション：トランジションを表示する長さを設定します。

画像：画像を表示する長さを設定します。

キャプション：キャプションを表示する長さを設定します。

アニメーション：アニメーションを表示する長さを設定します。

フリーズフレーム：フリーズフレームを表示する長さを設定します。

モザイク：モザイクを表示する長さを設定します。

アドバンス 一時保存

フォルダ

プロジェクトの作業中は、ライブラリにあるメディアが一時保存フォルダに保存されます。

プロジェクトを保存すると一時保存フォルダはクリーンアップされ、プロジェクトを作成する

と空になります。

ハードウェアア

クセラレーショ

ン

ハードウェアアクセラレーションを有

効にする

デフォルトで有効になっているため、このオプション

はエンコード処理がCPUではなくグラフィックカード

によって行われることを保証します。これにより、メ

ディアレンダリング処理が高速化されます。複数

のグラフィックカードを使用している場合、

ACDSee Video StudioはNVIDIA、Intel®
Quick Syncなどの階層を使用してハードウェア

アクセラレーションオプションを優先します。

自動保存 自動保存を有効にする このオプションは、指定した頻度でプロジェクトを

自動的に保存します。予期しないシャットダウン

の後にACDSee Video Studioを再起動すると、

プロジェクトが復元され、最新の保存時点の状

態で開きます。

間隔 ...分 自動的に保存したい頻度を指定します。

透かし 透かしを有

効にする

動画に透かしを入れるには、このチェックボックスをオンにします。

透かし 透かしに使用する画像を参照して見つけます。

位置 正方形を選択して、動画画像上の透かしの位置を指定します。

不透明度 スライダを使って透かしの不透明度を変更します。デフォルトでは、透かしは100%不透

明です。つまり、透かしを通してその下の画像は見えません。不透明度を下げると、透

かしの透明度が高くなります。不透明度をゼロにすると、透かしは完全に透明になりま

す。

スナップ

ショット

スナップショッ

トの場所

保存したスナップショットの場所を表示します。[参照 ] ボタンをクリックして、ハードディス

ク上の新しい場所を指定します。

メディアライブ

ラリにスナップ

ショットを追

加する

デフォルトで有効になっているこのオプションは、メディアライブラリで利用可能なメディア

にスナップショットを自動的に追加します。ここから、スナップショットをタイムライン上へ簡

単にドラッグできます。

表示

デフォルトの

表示領域設

定

表示領域サイズ ACDSee Video Studioを開くたびにデフォルトで

ロードされる表示領域のサイズを設定できます。

幅 ACDSee Video Studioがデフォルトとして開く表

示領域のカスタム幅を入力します。

高さ ACDSee Video Studioがデフォルトとして開く表

示領域の高さをカスタマイズします。
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キャンバスをメディアのサイズに合

わせるように促す

ACDSee Video Studioはキャンバスのサイズを

メディアのサイズに合わせるように促します。

キャンバスを常にメディアのサイズ

に合わせる

ACDSee Video Studioを設定して、メディアの

サイズに合わせてキャンバスサイズを自動的に調

整することができます。

3. [OK]を押します。
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メディアの作成と共有

プロジェクトの編集が終了したら、作成と共有機能を使用してビデオを完成させ、配信することができます。作成プロセスのこの最終段

階では、配置されたメディアから出力ファイルを作成し、タイムラインにエフェクトをかけます。この制作プロセスでは、出力ファイルの動画と

音声のパラメータ、ならびにYouTube、FacebookおよびTwitterで出力を共有するオプションを選択できます。

タイムライン上のメディア全体または選択範囲から出力ファイルを制作できます。

タイムライン上のすべてのメディアから出力ファイルを作成するには：

動画を制作するには、次のいずれかを実行します：

右上にある[制作と共有 ]ボタンを押します。

[ファイル]メニューから[制作と共有 ]を選択します。

Ctrl + Pを押します。

動画制作には、非表示に設定されたトラックのメディアは含まれません。

動画制作には、表示領域外に移動されたメディアは含まれません。

GIFを制作するには：

GIFを作成するには、次のいずれかを実行します。

1. 表示領域の上部にある[表示領域のサイズ]ボタンをクリックします。

2. [プロジェクトの表示領域の設定 ]ダイアログで、[表示領域のサイズ]ドロップダウンメニューから[GIFサイズ(480 x 270)]を
選択します。このサイズであれば簡単に共有できます。

3. 右上にある[制作と共有 ]ボタンを押します。

4. 下記のように続けてください。

または：

1. 制作アシスタントの[出力フォーマット]ドロップダウンメニューから、[GIF]を選択します。

2. [ビデオフレームサイズ]ドロップダウンメニューから [480 x 270(GIF)]を選択することをお勧めします。このサイズであれば簡

単に共有できます。

3. 下記のように続けてください。

選択範囲から出力ファイルを制作するには：

タイムラインで選択したら、[ファイル]メニューから[タイムラインの選択範囲から制作 ]を選択します。

制作アシスタントで出力ファイルを設定するには：

YouTubeでの共有については、下記の共有 セクションをご覧ください。

1. 制作アシスタントで、ドロップダウンメニューから目的の出力フォーマットを選択します。

2. 下の表に示すように、[詳細設定 ]ボタンをクリックして追加の動画および音声パラメータを変更します。

詳細設定ダイアログボックス
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フォーマット 出力フォーマットを表示します。

動画パラメータ コー

デック

動画コーデックは、ACDSee Video Studioで使用する動画データ圧縮の種類を指

定します。

サイ

ズ

デフォルトでは、動画の画像サイズは表示領域サイズの現在の設定を反映します。

サイズを変更するには、動画の画像サイズを選択するか、[ カスタム]を選択して独自

の幅と高さを指定します。

ビット

レート

1秒間の再生で画面に表示されるデータ量を決定するには、ビットレートを選択しま

す。ビットレートが高いほど画像はより高品質になりますが、ファイルサイズも大きくなり

ます。

ビットレートを高 (30000kbps)より上に設定すると、ファイルサイズは大きく

なる可能性がありますが、明らかな品質の向上は見られません。

ルー

プ

GIF形式にのみ適用されます。

[無限ループ]チェックボックスを無効にしてから、GIFがループする回数を設定します。

フレー

ム

レート

フレームレートを選択して、画像の更新速度を決定します。

音声パラメータ コー

デック

コーデックは、ACDSee Video Studioで使用する音声データ圧縮の種類を指定しま

す。

サン

プル

レート

サンプリングは、音声録画のデータレートを表します。サンプルレートが高いほど高音

質になりますが、ファイルサイズも大きくなります。

チャン

ネル

ドロップダウンメニューから、左右のスピーカーから同じ音を出すには1を、左右のスピー

カーから異なる音を出すには2を選択します。

ビット

レート

1秒間の再生でスピーカーに送信されるデータ量を決定するには、ビットレートを選択

します。ビットレートが高いほどより高音質になりますが、ファイルサイズも大きくなりま

す。

3. [OK]をクリックします。

4. [次へ]をクリックします。

5. [名前 ]フィールドに、出力ファイルの名前を入力します。

6. [フォルダ]フィールドで、[参照 ]ボタンを押して、出力ファイルを保存するフォルダを探します。

7. [制作する]を押します。動画がレンダリングされます。

8. [完了 ]を押してACDSee Video Studioに戻ります。

共有

YouTubeで共有するには：

動画コンテンツをYouTubeにアップロードして、友人と個人的に共有することや、YouTubeコミュニティに公開して共有することができま

す。

1. 制作アシスタントで、[出力タイプ]ドロップダウンから[ YouTubeで共有 ]を選択します。

2. 上記の説明に従って設定を行い、[次へ]を押します。

3. [名前 ]フィールドに、出力ファイルの名前を入力します。

4. [フォルダ]フィールドで、[参照 ]ボタンを押して、出力ファイルを保存するフォルダを探します。
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5. [次へ]を押します。

6. [YouTubeログイン]ポップアップに、ユーザー名とパスワードを入力します。指示に従って、[ 許可 ]ボタンを押して、ACDSee
Video Studioがメディアファイルをアカウントにアップロードすることを承認します。

7. 制作アシスタントの[ビデオ情報の入力 ]で、下の表の説明に従って、フィールドに入力します。

8. [制作する]を押します。レンダリングが完了するとすぐに、動画がYouTubeにアップロードされます。FacebookまたはTwitterで
動画リンクを共有することを選択した場合、それらがブラウザに表示され、ユーザー名とパスワードを入力するように求められま

す。

9. YouTube.comに移動してビデオを表示または共有します。

制作アシスタントダイアログボックス

動画情報の入力 タイトル 動画のタイトルを入力します。

説明 動画の説明を入力してください。

カテゴリ ドロップダウンメニューから、YouTubeで動画をリストするカテゴ

リを選択してください。

タグ 動画に割り当てるタグを入力してください。これらのタグは、

YouTubeの検索で動画がいつ表示されるかを決めるのに役

立ちます。

プライベート 動画が自分だけに表示されるようにするには、[プライベート]
チェックボックスをオンにします。

Facebookで共有 Facebookで動画のリンクを共有する場合は、[Facebookで
共有 ]チェックボックスをオンにします。YouTubeに動画をアップ

ロードすると、Facebookが開き、Facebookのユーザー名とパ

スワードを入力するように求められます。

Twitterで共有 Twitterで動画のリンクを共有する場合は、[Twitterで共

有 ]チェックボックスをオンにします。YouTubeに動画をアップ

ロードするとTwitterが開き、Twitterのユーザー名とパスワー

ドを入力するように求められます。

Vimeoで共有するには：

動画コンテンツをVimeoにアップロードすることができます。

1. 制作アシスタントで、[出力タイプ]ドロップダウンから[Vimeoで共有 ]を選択します。

2. 上記の説明に従って設定を行い、[次へ]を押します。

3. [名前 ]フィールドに、出力ファイルの名前を入力します。

4. [フォルダ]フィールドで、[参照 ]ボタンを押して、出力ファイルを保存するフォルダを探します。

5. [次へ]を押します。

6. Vimeoのログインポップアップに、ログイン認証情報を入力します。手順に従います。

7. 制作アシスタントの[ビデオ情報の入力 ]で、下の表の説明に従って、フィールドに入力します。

8. [制作する]を押します。レンダリングが完了するとすぐに、動画がVimeoにアップロードされます。FacebookまたはTwitterで動

画リンクを共有することを選択した場合、それらがブラウザに表示され、ユーザー名とパスワードを入力するように求められます。

9. Vimeo.comに移動してビデオを表示または共有します。
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動画情報の入力 タイトル 動画のタイトルを入力します。

説明 動画の説明を入力してください。

タグ 動画に割り当てるタグを入力してください。これらのタグは、

Vimeoの検索で動画がいつ表示されるかを決めるのに役立ち

ます。

プライバシー ドロップダウンメニューからプライバシー設定を選択します。[パス

ワード ]を選択した場合は、下の欄にパスワードを入力する必

要があります。

FacebookでVimeoリンクを

共有

Facebookで動画のリンクを共有する場合は、[Facebookで
Vimeoリンクを共有 ]チェックボックスをオンにします。Vimeoに
動画をアップロードするとFacebookが開き、Facebookのユー

ザー名とパスワードを入力するように求められます。

TwitterでVimeoリンクを共

有

Twitterで動画のリンクを共有する場合は、[Twitterで
Vimeoリンクを共有 ]チェックボックスをオンにします。Vimeoに
動画をアップロードするとTwitterが開き、Twitterのユーザー

名とパスワードを入力するように求められます。
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