
インストール方法

L o i L o E d u c a t i o n  マ ニ ュア ル

ロイロエデュケーションのインストール

集中管理の設定

授業前の設定

起動／オブジェクトの名称

基本操作

サムネイル操作方法

ホームメニューアイコン／プロジェクト保存

マグネット

ショートカット／複数書出し／ゴミ箱

タイムライン

再生範囲／タイムラインバー

自動トランジッション

手動トランジッション

再生ウインドウ／エフェクト／時間固定

サイズ指定／ショートカットキー

カメラからのキャプチャ(取り込み)

オプション設定

動画書き出し範囲

シェアメニュー

ファイル出力

カメラ／デバイス出力

エフェクトメニュー

エフェクトペン操作方法

でこペン操作方法

でこスタ操作方法

テキスト挿入方法

1

2

3

4

5

6

29

30

メディアブラウザ 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

タイムライン　アニメーション



ロイロ エデュケーション をお使いになるには、パソコンにソフトウェアを
インストールして頂く必要があります。

　＜ご用意頂くもの＞
　・パソコン
　・インストール CD
　・ライセンス証書

インストールの前に

インストールに必要な PCスペック

利用者 (PC１台 ) ごとに 1ライセンスパソコン インストール CD

OS: 
ハードディスク :
メモリ :

《SD画質動画 動作環境》
CPU:
GPU: 

《HD画質動画 動作環境》
CPU: 
GPU :

その他 : 

Windows® 7, Vista, XP SP2 以降 (32bit/64bit)
150MB 以上 
2GB 以上 

ATOM 1.6GHz 以降 , Pentium4 2GHz 以上
PixelShader2.0 以上に対応したグラフィックカードNVIDIA Geforce 6000 以降
ATI Radeon9600 以
Intel 945 以降

Core2Duo 2GHz 以上  
NVIDIA Geforce 8000 シリーズ以降 (8800GTX, 8300 を除く ) 
ATI RadeonHD2000 シリーズ以降 (2900 を除く )
Intel G45 以降　

Microsoft .NET Framework 3.5sp1 以上　
※インストールには管理者 (Administrator) 権限が必要です。
※マルチタッチ編集を行うには、以下のシステムが必要となります。Windows Touch デバイス、
Windows® 7 Home Premium以降。 Windows® Vista, XP にマルチタッチ機能はございません。
マウス、シングルタッチでのご利用になります。
※GPUによる H.264 動画再生支援機能は Vista, Windows7 以降が必要です。
※Vista, Windows7 以降では 5.1ch 音声の再生に対応しております。

＊ライセンス証書はインストール時には使用しませんが、
　ライセンス数の確認のため、大切に保管して下さい

1



LoiLoEducation フォルダを開き、setup.exe を
ダブルクリックして、インストールを開始します。

QuickTime のインストール確認画面が表示されます。
「インストール」をクリックします。

画面に従い、インストールして下さい。
インストールが完了したら、「閉じる」を
クリックして、インストールを完了します。

続いて LoiLoEducation のセットアップ画面が
表示されます。「次へ」をクリックします。

使用許諾契約画面では、「はい」をクリックします。
画面に従い、インストールして下さい。

ロイロエデュケーションのインストール方法

1 2

3

5

4

デスクトップにロイロエデュケーションの
ショートカットが表示されます。ダブルク
リックして、開きます。

ロイロエデュケーションの使用許諾契約書が
表示されますので、「同意」をクリックします。

インストールの完了画面が表示されたら
開始をクリックします。

新規作成をクリックして、正常に
動作することをご確認下さい。

6

7

9

8
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集中管理とは

集中管理の設定

初期設定

先生のパソコンにて

集中管理ツールを使えば、子供たちが授業で使うパソコンの素材フォルダ、出力フォルダ、動画作品の長さ・大きさを、
先生のパソコンから一括で設定することができます。
時間の限られた授業の中でも、目的の素材の抽出や、作品時間・解像度の指定、保存に時間を取られることがありません。

集中管理を使用するためには、初回に一度だけ各 PCを設定する必要があります。
以下の手順にしたがって、設定を行ってください。

LoiLoEducation フォルダの中の、集中管理
ツールフォルダを開きます1

デスクトップの「集中管理ツール」アイコン
をダブルクリックして起動します3 「名前を付けて保存」 ボタンを押して、XMLファイル

をファイルサーバーなど子供達の PCから参照できる
共有フォルダ上に保存します

4

setup.msi を実行し、LoiLoEducation 集中
管理ツールをインストールします2

集中管理ツール

子どもたちのパソコンにて

子供達の PCでロイロ エデュケーションを
起動します5

ロイロ エデュケーションを再起動します7

上記の 5,6,7 を全ての子供 PCで行います8

上部メニューより、
ホームタブ → オプション設定ボタン → 集中管理タブ を開き、
先生パソコンの 4番で保存したＸＭＬファイルを指定します

6

オプション設定
アイコン .xml ファイルを

指定します
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* 注意事項 *
ロイロ エデュケーションが既に起動している状態で集中管理ツールで変更を行った場合、設定はすぐには反映されません。
このような場合には、ロイロ エデュケーションを再起動して頂くと集中管理ツールの設定が反映されます。

授業開始前の設定
予め授業などの開始前に、使用する素材フォルダの設定や出力フォルダの指定、動画作品の長さ、大きさを
先生 PCの集中管理ツールを使って変更して下さい。

著作権フリー素材集
素材集フォルダには、動画編集ですぐに使える著作権フリーの
素材が用意されています。コピーしてご使用下さい。
この素材集は株式会社 LoiLo が制作したもので、商用・非商用を
問わず、どのような場合でも無料でお使いいただけます。
ご安心してご利用ください。

先生 PCで集中管理ツールを起動します1 素材フォルダを指定します2

1 2

出力フォルダを指定します3 タイムラインで書き出す動画の長さと、
サイズを設定します4

1
2

設定を保存します5 子供達のPCでロイロエデュケーションを起動して、
設定が反映されていることを確認します。6
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ロイロ エデュケーション インストールすると、デスクトップにアイ
コンが作成されます。ダブルクリックして、起動します。

新規作成ボタンをクリックして起動し、最初に名前を入力します。
出席番号など番号でも入力できます。このときに入力した名前で、
完成した動画／プロジェクトファイルを書き出しますので、大勢で
作業する場合は、それぞれ違う名前になるよう、注意して下さい。
入力が完了したら、OKをクリックします。

続いて、新規作成や、前回の続き、またはプロジェクトを選択します。

ロイロ エデュケーションを起動

終了
ロイロ エデュケーションをフルスクリーンで使用している場合、画
面右上の×ボタンで終了します。フルクスリーン以外では、ウイン
ドウを閉じるボタンから終了します。

終了します

最小化します 画面のサイズを切り替えます

名前を入力します。数字やアルファベットも
入力する事ができます。

アイコン

サムネイル
動画、写真、音楽サムネイルはオン
マウスで再生。クリックで編集を開
始します。

メディアブラウザ
ロイロ エデュケーションで編集できる
ファイルを表示します。
動画／音楽／写真タブを選択してファイ
ルを表示し、クリック又はドラッグでファ
イルを読み込みます。
集中管理ツールを使うと、素材フォルダ
の中身だけを表示します

マグネット
デスクトップに散らばったサムネイ
ルをくっつけて整理します。色 /長
さ / タイトルを変更したり、サムネ
イルの順番入れ替えもできます。

タイムライン
複数のサムネイルをくっつけて１つ
の作品をつくる作業スペースです。

メニュー
画面上部のホーム、シェア、エフェクト、
アートボタンはツールボックスの役割
をします。

デスクトップにあるオブジェクトの名称

ゴミ箱
サムネイルをまとめて消去するゴミ
箱のマグネットです。

6
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基本操作
デスクトップ上に、動画、写真、音楽ファイルは、サムネイルで表示されます。
サムネイルはオンマウスで再生開始、クリックで編集できます。
各サムネイルを編集、削除しても元のファイルに変化はありません。
また、使用しているファイルの場所を移動したり、削除すると、デスクトップに表示できなくなります。

サムネイルの編集
マグネットの選択
タイムラインの編集
中域ズーム
広域ズーム

クリック

サムネイルの再生
タイムラインの再生

オンマウス

デスクトップをスクロール
タイムラインウインドウをスクロール

ドラッグ

サムネイルの複数選択
マグネットの複数選択
タイムラインバーの複数選択

右クリック

画面の拡大／縮小
メディアブラウザのスクロール
タイムラインウインドウの拡大／縮小
エフェクトペンの太さ変更

マウスホイール

マウス操作

クリックでズームイン／ズームアウト

マウスホイールを使って、デスクトップを
ズームイン・ズームアウトする事ができます。

タイムラインやサムネイルを大きく表示している時に、背景をクリック
すると、画面が中域までズームアウトします。既にデスクトップ全体を
表示している場合は、クリックした位置に近づきます。オブジェクト上
部のズームアウトボタンをクリックしても同様です。

中域ズームの状態で、もう一度背景をクリックすると、デスクトッ
プ上にある全てのサムネイルやタイムライン、マグネットを含む広
域までズームアウトします。

マウスホイールで
ズームイン ズームアウト

背景をクリック -中域ズーム

見たいオブジェクトをクリックするだけで、ズームイン。
大きく表示し、再生します。

見たいオブジェクトをクリックでズームイン

もう一度、背景をクリック -広域ズーム

背景をドラッグすると、画面を自由に移動
することができます。

デスクトップつかんで移動

マウスホイールを使って
画面を拡大／縮小

ズームイン編集したいサムネイルを
クリック

編集作業を始める際に、チュートリアルを一度やって頂くと、
ロイロ エデュケーションの操作感をすぐに習得できます。
新規作成画面から、チュートリアルボタンをクリックします。
実際に画面を見ながら、赤い印をクリックしたりドラッグして、
素材ファイルの読み込みや編集方法、テキストの追加、動画の
書出しを案内しています。

チュートリアルで基本的な使い方身につける

チュートリアルボタン

中域ズーム編集が終わったら、
背景をクリック

広域ズームさらに背景をクリック

6

ズームアウトボタンをクリックしても同様に
中域ズームします。



左から
再読み込みボタン
閉じるボタン
ズームアウトボタン動画を表示

動画をタブを選択すると、メディアブラウザは、動画を表示します。

音楽を表示 写真を表示

設定／メディアブラウザで表示
するフォルダを選択できます。
集中管理ツールとの併用も可能。

バーごとドラッグ＆ドロップすると
マグネットに集まった状態で読み込
まれます

ツリーのフォルダをクリックすると、
右側の一番上に表示されます

単体の素材はクリックで
読み込まれます

メディアブラウザは、
画面右下のアイコンをクリックして、
いつでも表示できます

SDカードや、USB メモリ、HDD等の外部機器
が表示されない場合は、右上の再読み込みボタン
をクリックします。

7

ロイロ エデュケーションで編集できるファイルを表示します。
動画／音楽／写真タブを選択してファイルを表示し、クリック又はドラッグでファイルを読み込みます。
集中管理ツールを設定すると、特定の素材フォルダの中身だけを表示します。
特定のローカルフォルダやサーバー上のフォルダを読み込む場合は、設定タブから必要なフォルダをチェックします。( 集中管
理ツールとの併用可能 )
SD カードや、USB メモリ、HDD等が表示されない場合は、右上の再読み込みボタンをクリックすることで、別のタブとして
メモリ内の動画／音楽／写真を表示します。

メディアブラウザ

タブとボタン



サムネイルを消す
サムネイルの編集中に右上×ボタンをクリック
してサムネイルを消すことができます。

サムネイルの枠の色
サムネイルを編集状態にすると、カラフルな枠が表示
されることがあります。これは、サムネイルを仕分け
するツール「マグネット」の色を表示しています。

始め
終わり

movie.avi

編集はとても簡単です。
使いたい部分を「始め」と「終わり」で囲みます。

サムネイルを再生するには、サムネイルの上にマウスカーソルを合わせてください。
すぐに再生が始まります。
クリックすると、編集ツールが表示され、見やすい位置までズームします。

サムネイルの再生、編集

ダブルクリックでフルスクリーン再生
サムネイルの再生画面をダブルクリックすると、全画面表
示で動画を見ることができます。再度ダブルクリックで解
除します。全画面表示でも、編集は可能です。マウスを画
面の下のほうへ持ってくると、編集ツールが表示されます。

終わり始め

movie.avi

サムネイルのコピー
好きなシーンを見つけたら、サムネイルのコピーボタンを
クリックして、素材としてとっておきましょう。コピーに
は「始め」「終わり」ポイントが保存されています。こうし
てたくさんの素材を作ってください。

サムネイルを投げる
机の上で郵便物書類を仕分けするように、マ
ウスでサムネイルをドラッグしたら、勢いを
つけて放してください。サムネイルが画面を
滑っていきます。
たとえば画面の右上が「使用されるムービー」、
左側は「まだ未定」のように、用途ごとにお
おまかに分類することができます。

終わり終わり始め始め

エフェクト設定
トレイボタン
エフェクト設定
トレイボタン

再生位置再生位置 再生 /一時停止再生 /一時停止
巻き戻し巻き戻し 早送り早送り

マグネットと同じ枠の色マグネットと同じ枠の色
ファイル元を表示ファイル元を表示 ズームアウトズームアウト

閉じる閉じる

サムネイル再生ウインドウサムネイル再生ウインドウ

音量調節音量調節
始めボタン始めボタン

ファイル名ファイル名 再生速度再生速度 コピーボタンコピーボタン

カメラボタンカメラボタン終わりボタン終わりボタン

コピーボタン
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プロジェクト保存、新規作成
作業中のプロジェクト ( ロイロ エデュ
ケーションのデスクトップ ) を保存し
たり、プロジェクトを開きます。

マグネット
マグネットを作成します。
マグネットは、画面上のサムネイル
をくっつけて整理したり、仕分けが
できます。

タイムライン
タイムラインを作成します。

オプション設定
GPU による再生支援や、集中管理ツール、
DVD作成ソフトの切り替え、カメラボタン
で作成する画像フォーマットの指定 (jpeg
または png 形式 )、背景、キャプチャの保
存先等を設定できます。

キャプチャー
PC に接続したDV/HDV カメラや、web カ
メラから動画をキャプチャーできます。

ホームメニューアイコン一覧

プロジェクト保存

ロイロエデュケーションで作業中の内容を保存します。
保存されたファイルは、プロジェクトといいます。
作業中の動画は、プロジェクト保存しておきましょう。デスクトッ
プにあるすべてのサムネイルとタイムラインが保存されます。
授業内容によってプロジェクトを分けて保存しておくと便利です。

プロジェクトで使用中の動画、写真データは、
削除されると、表示できなくなります
プロジェクト保存したあとに、元の動画や写真、音楽ファイル
を移動する場合は、プロジェクトファイルがある同一フォルダ
内または、含まれるフォルダ内に素材がある場合に限り、プロ
ジェクトファイルがある親フォルダを移動することで、プロ
ジェクトを維持して移動することができます。
万が一ファイルが見つからない場合でも、警告画面が表示され
再設定することができます。

自動保存
ロイロエデュケーションは、プロジェクトに対して行なわれた
変更を、自動的に保存します。

最近使ったデスクトップ
プロジェクト保存の画面では、最近使用したプロジェクトを表
示しています。いくつかのプロジェクトを同時に進行している
場合、ここから起動すると便利です。

保存された
プロジェクトファイルのアイコン
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マグネット：サムネイルを集めて整理
マグネットをドラッグして、サムネイルに近づけると、きれいに吸着してデスクトップを整理すること
ができます。マグネットは色、名前、長さを設定できます。マグネットの長さを最短にすると、サムネ
イルを格納して、コンパクトに収めます。星のアイコンをドラッグするか、ダブルクリックで最小化を
解除できます。

矢印のマークをドラッグ
して、長さを変更できます

最小化時：星が現れ、
サムネイルを格納します

カラー変更
クリックして、色相環から
マグネットの色を変更できます

名前変更
ダブルクリックして、
名前を変更できます

コピー
マグネットとサムネイルをコピー

削除
マグネットを削除します

ズームアウト
マグネットを選択中に押すと、
選択を解除し、ズームアウトします

コレクターマグネット
マグネットにあるサムネイルを指定
したフォルダに集めることができます

コレクターマグネット
マグネットの右上のフォルダのアイコンをクリックすると、
マグネット内にあるファイルを、一つのフォルダへ集める
ことができます。「コピー ( 元のファイルは残ります )」か、
「移動 ( 元のファイルを消して移動します )」のどちらかを
選択して、保存先のフォルダを指定します。

コピー又は移動を選択して
マグネットにあるサムネイルを
指定したフォルダへ移動します

マグネットに集められているサムネイルをダブルク
リックすると、フルスクリーンで再生、編集すること
ができます。さらに、自動再生ボタンをクリックすると、
マグネットにあるすべてのサムネイルを左から順に再
生します。

プレイリストを
フルスクリーンで連続再生

自動再生自動再生
ONON OFFOFF

→ 左上から再生→ 左上から再生

11 22 33

44 66

サムネイルの順番は自由に
入れ替えることができます

マグネット内の動画を連続再生します

55

矢印キーで、前後のサムネイルへ移動します

プレイリスト
マグネットについているサムネイル再生中に、左右の
矢印キーを押すと、前後のサムネイルに移動します。
同じマグネットに属するサムネイルをプレイリストの
ようにして扱うことができます。好きなように並べ替
えて簡単にプレイリストを作成できます。

前へ前へ 次へ次へHome End
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マグネット

ショートカットで画面上を素早く移動

ショートカットボタンをクリック
または
オブジェクトの上で右クリック

ショートカットへ
ドラッグ

指定された場所へ
画面上を素早く移動します

サムネイルや、タイムラインバーの上で右クリック
をすると、画面上にあるマグネット、ゴミ箱、タイ
ムラインがショートカットで表示されます。移動し
たい先のショートカットへ、そのままドラッグする
と、素早く移動します。

マグネットから複数書出し

マグネットに集められている、サムネイルをまとめて書き出すことができます。
マグネットをクリックして、選択状態にします。シェアメニューのローカル書
出し／カメラ出力／デバイス出力のどれかを選択して、書き出すと、左上のサ
ムネイルから順に書き出しされます。

同じ動作を画面左下のショートカットボタンから
も行うことができます。ボタンをクリックして、
移動したいオブジェクトの上で再びクリックする
とショートカットが現れます。

メディアブラウザの
中のファイル

マグネット タイムラインバー

サムネイル

ゴミ箱 タイムライン

ショートカットボタンを
クリックしてショートカットを
使うことができます

movie.mov

ごみ箱マグネットは、パソコンのデスクトップにあるごみ箱と同じ役割をします。
不要なサムネイルを集めて、ごみ箱のアイコンをクリックすると、サムネイルを
ロイロ エデュケーションのプロジェクトから削除します。

ごみ箱のアイコンをクリックして
サムネイルを消去します。

ゴミ箱マグネット：サムネイルをまとめて削除

マグネット

ゴミ箱

タイムライン

ごみ箱ごみ箱 タイムラインタイムライン
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ホームメニューにあるタイムラインアイコンをクリックすると、タイムラインが作成されます。
タイムラインは、サムネイルをつなげたり、重ねたりして、一つの作品を作り上げる作業台です。
タイムラインウインドウにサムネイルをドラッグ＆ドロップすると、タイムラインバーとなって表示さ
れます。動画の再生時間がバーの長さになります。
タイムラインウインドウ内で、上方にあるタイムラインバーが再生ウインドウでは前面に表示されます。

タイムラインウインドウ
タイムラインバーをくっつけたり、
重ねて繋ぎあわせる作業スペース

ツールバー
タイムラインの再生／一時停止
などを制御します

エフェクト設定トレイ
クリックしてエフェクト
設定トレイを表示／非表
示を切り替えます

再生ウインドウ

フルスクリーン再生、
閉じる、ズームアウトボタン

タイムライン

タイムライン各部の機能

ツールバー

movie02.avi

文字

動画 .mov

写真 .jpg

音楽 .mp3
選択中のタイムラインバー
は青く表示されます

色／タイトル変更 音量 巻き戻し

始めボタン 再生 /一時停止 終わりボタン

再生位置

早送り 書出しサイズ

再生速度
<カメラボタン>
　静止画出力

<黄色の範囲>
ユーザー任意の再生範囲

<ピンクの範囲>
全てのタイムラインバー
を含む再生範囲

終わり始め

コピーボタン

タイムラインウインドウの表示は、
マウスホイールで拡大／縮小できます。

タイムラインバーは、ファイルの種類に
よって動画 ( 青 )、写真 ( 黄 )、テキスト
( 緑 )、音楽 ( ピンク ) に色分けされて表
示されます。

テキスト 動画 写真 音楽

movie02.avi

タイムラインバーの枠の色は、一度吸着したマグネット
の色によって変わります。白い枠の場合は、どのマグネッ
トにも属していないサムネイルです。

タイムラインバー
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始め

任意の再生範囲任意の再生範囲

全てのバーを含む再生範囲

movie01.mov

movie02.mov

再生範囲

<素材範囲>
タイムラインバーをダブルクリックすると、
タイムラインバーの長さに再生範囲が絞られ、繰り返し再生します。

<指定範囲 >
解除するには、タイムラインの背景をクリック。任意に指定した黄色の範囲を再生します。

<全体範囲 >
もう一度背景をクリックすることでタイムライン内にある素材全体の範囲を再生します。

タイムラインの再生範囲には、ピンクと黄色の部分があります。
ピンクの部分は、再生範囲、黄色はユーザー任意の指定範囲です。始め／終わり にオン
マウスすると、そのポイントの時間を表示します。タイムラインからムービーをアップ
ロードしたり、書出しする際には、ピンク色の範囲だけが書き出されます。

バーをダブルクリックで、
再生範囲がバーの長さにフォーカス

movie01.mov

movie01.mov

movie02.mov
始め

タイムラインバー

タイムラインバーをクリックして、始め／終わり で編集する事ができます。
タイムラインバーの編集

タイムラインバーをドラッグして、他のバーの端とぴったり合う位置にくると、黄色に
変化して知らせてくれます。始め／終わりの位置の移動時も同様に、他のサムネイルの端、
再生範囲、時間 0:0:0 にくると黄色くなって知らせます。

タイムラインバー同士をぴったりくっつける

タイムラインバーをクリックして、右下のコピーボタンをクリックすると、すぐ後ろに
コピーされます。

コピー

タイムラインバーを選択して、再生を一時停止すると、はさみツールが表示されます。
はさみツールをクリックすると、バーを分割できます。

はさみツールでバーを分割

movie01.mov movie02.mov

movie01.mov movie02.mov

タイムラインバーの移動を元に戻したい場合は、Ctrl+Z キーか、
画面左下の元に戻す／やり直し ボタンで戻ることができます。
注意：一度でもタイムラインからバーを外に出すと、
　　　戻ることができません。

タイムラインバー移動のやり直し

movie01.mov movie01-1.mov

movie01.mov movie03.movie02.mov

マウスを右クリックしながら、赤いラインでなぞると複数選択が可能です。選
択されたバーは薄い色で表示されます。同じように、画面左下の複数選択ボタ
ンをクリックし、赤いラインで選択する事もできます。

複数選択：右クリックライン

マウスを右クリックしながら、赤いラインで選択したいバーを囲みます。選択
されたバーは薄い色で表示されます。複数選択ボタンでも同様に選択できます。

複数選択：ラインで囲う

選択したいタイムラインバーのうち、一番左にあるバーを長押しクリックをしながら少
し待つと、右側にあるすべてのバーが選択状態になります。そのままドラッグしてタイ
ムラインウインドウ内を、左右に移動できます。

複数選択：長押し

タイムラインバーを複数選択後、選択されているバーの左右に緑のハンドルが出現しま
す。この緑のハンドルを左右にドラックすることで、複数のタイムラインバーをまとめ
て伸縮させることができます。

クイックイメージ編集

movie05. movie06.mov

movie07.mov

movie01. movie01. movie03.

movie04

movie01. movie01. movie03.

movie04

movie02.mov

movie02.mov

元に戻す／やり直しボタン

複数選択ボタン

複数選択ボタン

終わり始め

終わり始め

始め 終わり

始め 終わり
movie02.mov
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自動トランジッション

自動トランジッションの法則

タイムラインウィンウインドウ内で、タイムラインバーが重なったり接したりすると、
自動的にトランジション（画面の入れ替わり）が設定されます。

カットイン
（すぐに画面が
切り替わる）

両端 20 フレームだけ
フェードイン、アウト
（だんだん入れ替わる）

重なった部分の長さだけ
フェードイン、アウト
（だんだん入れ替わる）

直線上に接して並んでいる場合（重なりなし）
画面の入れ替わりはカットイン。両端は 20 フレームフェードイン、
アウトします。

movie1 movie2 movie3

接する部分が無い場合
すべての画面は 20 フレームフェードイン、アウト。

movie1

movie2

movie3

movie01.mov

movie02.mov

長いバーの中に、短いバーが含まれる場合
20フレームフェードイン、アウト。バーの上下が入れ替わっても同じ。

movie1

movie2

movie1

movie2

末端が同じ位置の場合
全て 20 フレームフェードアウト。

movie1

movie2

部分的に重なり合う場合２
左図の上にあるバーは重なりあっている分だけ、フェードアウトしま
す。下にあるものは、20 フレームフェードインします。

部分的に重なり合う場合１
上にあるバーは下にあるバーの位置により、入れ替わり方が変化しま
す。左図の上にあるバーは重なりあっている分だけフェードインしま
す。下のバーは 20 フレームフェードアウトします。

movie1

movie2

バー同士が重なりあった部分に
自動的にトランジションが設定されます
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手動でトランジッション ( 画面の入れ替わり ) を設定する
自動で設定されるトランジッション（画面の入れ替わり）を、
手動で調節することができます。
タイムラインバーを選択し、右下のボタンをクリックします。
次に、フェードを編集するボタンをクリックすると、コントロー
ラーが表示されます。

動画の最初の透明度、フェードインの終点、動画の透明度、フェードアウトの
開始点、最後の透明度を設定します。設定が終わったら、再度トランジッショ
ンボタンをクリックするか、背景をクリックして、コントローラーを閉じます。
自動フェードに戻すボタンをクリックすると、手動トランジッションの設定は
解除されます。

movie01.mov

Opacity 100%

透明度　0%～100%
上下に動かして設定

フェードアウトの開始点
前後に動かして設定

フェードインの終了点
前後に動かして設定

フェードアウトの
最後の透明度
上下に動かして設定

フェードインの
最初の透明度
上下に動かして設定

自動トランジッションに戻す

自動フェードに戻す

音量を調節する
動画の音量を手動で調節することができます。タイムラインバー
を選択し、右下の音量調整ボタンをクリックすると、コントロー
ラーが表示されます。動画の最初の音量、フェードインの終点、
動画の音量、フェードアウトの開始点、最後の音量を設定します。
設定が終わったら、背景をクリックするか、音量調整ボタンをク
リックしてコントローラーを閉じます。

Volume 180%

音量　0%～200%
上下に動かして設定

フェードアウトの開始点
前後に動かして設定

フェードインの終了点
前後に動かして設定

フェードアウトの
最後の音量
上下に動かして設定

フェードインの
最初の音量
上下に動かして設定

始め 終わり

music.mp3
始め 終わり

ボタン

ボタン
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再生ウインドウ
再生ウインドウ内の動画または、タイムラインバーをクリックすると、自由に変形、移動できます。

タイムラインでエフェクトを設定する
タイムライン編集中にもエフェクトを追加する事ができます。タイムラインバーを選択後、メニューからエフェクトを適用す
ると、タイムラインの左側に大きなエフェクト設定トレイが現れます。タイムラインバーを選択せずにエフェクトを適用すると、
タイムライン全体へエフェクトが適用されます。

タイムライン時間固定
タイムラインの再生時間を固定したい場合は、タイムラ
インバーを何も選択しない状態で、設定トレイから指定
することができます。

エフェクトを選んで詳細
設定します。
×ボタンでエフェクトを
削除します。

エフェクト設定トレイ スイッチ
クリックでトレイの表示／非表示を
切り替えます。

オブジェクトを動かします

枠の色はタイムラインバーと同様に、
タイムラインに入る前のマグネット
の色と同じです。拡縮したり、回転
した動画を元に戻すときは、この枠
をダブルクリックまたはリセットボ
タンを押します

拡大縮小ハンドル

縦横移動ハンドル

回転ハンドル

リセット
オブジェクトの配置を元に戻します
右回り／左回りに 90°回転
左右に 90 度回転
ぴったり
再生ウインドウの幅または
高さに合わせます

長さ ( 再生時間 ) を、
制限なし／ 15 秒／ 30 秒／
1分／ 3分／ 5分／カスタム
から選択できます。
カスタムでは、分と秒を入力
します。

16＊集中管理ツールからも子たちのタイムライン（作品の大きさ）を全て同じ書き出しサイズに制御することができます。



タイムライン　アニメーション
タイムラインで、動画や写真、テキストを自由に動かしたり、
エフェクトの効き具合を記録して、アニメーションとして記
録する事ができます。アニメーション記録は、各オブジェク
トでそれぞれ設定することができます。
アニメーション記録ボタンをオフにすると、記録されている
アニメーションは一時的に無効になります。

アニメーション マップとキーフレームグループ

再生ウィンドウの中で、オブジェクトを動かすと、マップの中
にキーフレームグループで記録されます。動きによって、スケー
ル ( 拡大縮小 ) ／移動／回転のカテゴリに分けて記録されます。

キーフレーム

<開始位置 >
一時停止して、必要なキーフレームを作成します。スケール ( 拡
大縮小 ) ／移動／回転それぞれにアニメーションを付ける事が
できます。キーフレームは不要であれば、枠外へドラッグして
いつでも削除できます。

<終了位置 >
一時停止して、再生ウインドウ内のオブジェクトを、最終的に
表示したい位置まで動かします。
先に終了位置から、キーフレームを作成しても、かまいません。

キーフレームを使うと、フリーハンドでオブジェクトを動かす
よりも、スムーズなアニメーションを設定する事ができます。
開始位置と、終了位置のオブジェクトの状態を設定すると、自
動的に間のアニメーションを作成する機能です。
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アニメーションを設定するオブジェクトを選択します。
再生ウインドウの中でオブジェクトの最初の位置を決めておきます。

スケール ( 拡大縮小 )、移動、
回転のアニメーションマップ
が表示されます。

動画を再生しながら、再生ウイ
ンドウ内でオブジェクトを動か
すと、マップの移動にキーフ
レームグループ ( 青いライン )
が記録されます。

＊エフェクトなどアニメーションする項目が
2つ以上ある場合は、アニメーションしたい
パラメータをクリックすることで、選択状態
になり、青枠が表示されます。青枠のある方
をアニメーション記録しています。
＊ボタンをオフにすると、アニメーションは
一時的に無効になります

1

2

3

エフェクトトレイ内の「素材」
から、アニメーション記録ボタ
ンをオンにします。

4

一時停止して、キーフレームボタン
をクリックします

スケール
移動
回転

<再生ウインドウ>

<開始位置 >

<終了位置 >

スケール
移動
回転

スムーズなアニメーション
が作成されます

アニメーション記録中は、再生ウインドウが縮小されて表示されます。
枠外にもオブジェクトを配置できます。

4

1

2

3

4 オブジェクトを
自由に動かします

スケール
回転

移動

開始位置の
キーフレーム
開始位置の
キーフレーム

終了位置の
キーフレーム
終了位置の
キーフレーム

始め 終わり
動画 /写真 / テキスト

スケール
移動
回転

拡縮

選択されたタイムラインバー

移動

回転

動画の長さ
ラインを
全削除

ラインは、左右に
移動できます
ラインは、左右に
移動できます

<タイムラインウインドウ>

特定のラインを枠外に
ドラッグ＆ドロップすると、削除されます

動画 /写真 / テキスト
in out



動画のサイズ
タイムラインツールバーのプルダウンから動画の書出しサイズを設定できます。
集中管理ツールにより、子たちのタイムライン（作品の大きさ）を全て同じ書き出しサイズに制御することができます。

640×480
640×360
720×480
720×576
768×432
720×576
640×480
640×360
1280×720
320×180
320×240
512×384
640×480
854×480
1280×720
1920×1080

SD NTSC
SD Wide
DV NTSC
SD PAL
SD Wide
DV PAL
YouTube
YouTubeW
YouTubeHD
QVGA Wide
QVGA
QXGA
DVD
DVD Wide
HD
HD
Customize

… SD画質、日本・アメリカ等のテレビに対応
… SD ワイド、日本・アメリカ等のテレビに対応
… デジタルムービー形式、日本・アメリカ等
… SD画質、ヨーロッパ等のテレビに対応
… SD  ワイド、ヨーロッパ等のテレビに対応
… デジタルムービー形式、ヨーロッパ等
… YouTube 4:3
… YouTube ワイド
     … YouTube HD
… 1/2 SD ワイド
… 1/2 SD
… Web動画サイト向け
… DVD作成に適したサイズ
… ワイドDVD作成に適したサイズ
… HD 画質 (720p)
… HD 画質 (1080p)
… カスタム、自由にサイズを設定できます

ロイロ エデュケーションで使用できるキーボードショートカットをご紹介します。

ショートカットキー

スペースキー サムネイル　　　　再生／一時停止
フルスクリーン　　再生／一時停止
タイムライン　　　再生／一時停止

矢印キー ( 左 )
サムネイル　　　　コマ戻し
フルスクリーン　　コマ戻し
タイムライン　　　コマ戻し
マグネット中サムネイル　次のサムネイルへ

矢印キー ( 右 )
サムネイル　　　　コマ送り
フルスクリーン　　コマ送り
タイムライン　　　コマ送り
マグネット中サムネイル　前のサムネイルへ

Delete キー
Delete

サムネイル　　　　ゴミ箱へ送る
フルスクリーン　　ゴミ箱へ送る
タイムラインバー　ゴミ箱へ送る
マグネット選択時　マグネットを消去

Esc キー Esc
サムネイル　　　　選択解除
フルスクリーン　　フルスクリーン解除
タイムラインバー　選択解除
マグネット　　　　選択解除

Control + Z キー Ctrl Z タイムラインバー　移動の取り消し

Shift +Control + Z キー

CtrlShift Z
タイムラインバー　移動のやり直し
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DV/HDV カメラ、webカメラからのキャプチャ ( 取り込み )

DV または HDVなどテープカメラや、Webカメラなど、PCに接続されているカメラから動画をキャ
プチャする ( 直接取り込む ) ことができます。ホームメニューのキャプチャアイコンをクリックする
と、キャプチャ用のサムネイルが作成されます。クリックするとプレビューが開始します。
Rec. ボタンをクリックして、取り込みを開始します。録画中はボタンとサムネイルが赤く表示され
ます。再度 Rec. ボタンをクリックして、取り込みを終了します。
保存すると、ロイロエデュケーションで編集が可能になります。

取り込み中は、ボタンが赤く表示されます
取り込みを終了する時は、再度クリックします

Webカメラの
サムネイル

DVまたは HDV
カメラのサムネイル

キャプチャする
デバイスを選択します

再生中の動画から
静止画を切り出す
ことができます
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オプション設定
GPU

GPU再生支援に対応しているグラフィックボード

h.264 の動画再生支援機能に対応しているGPUをお使いの方は、再生支援を有効にする事
で、より素早く快適にロイロ エデュケーションを使用して頂けます。
＊GPUによる動画再生支援はWindows Vista、Windows 7 のみのサポートです。
　必ず最新のグラフィックドライバを使用して下さい。
　Windows XP は、対応しておりません。

DVD書き込み
DVD作成ソフトを、Windows 
DVD メーカーまたは、なしに
設定できます。

写真切り出し
サムネイルやタイムライ
ンのカメラボタンで静止
画を作成した際に作られ
る画像保存用フォルダの
設定と、保存形式を JPG
または PNGから設定で
きます。

背景
ロイロ エデュケーションの背景
のイメージを、ギャラクシー、
暗い、明るい、空の中から設定
できます。

キャプチャ
キャプチャされた動画の
保存先と一時保存先
( キャプチャ中のデータ
を一時的に保存するフォ
ルダ )、挿抜探知を無視
する外部デバイスを設定
できます。

詳細設定
H.264 の再生時の画質を落とし
て、CPUの負担を軽減するモー
ドを使用するかどうかを設定
します。
高品位の画質で再生したい場
合は、このチェックを外して
下さい。
mov ファイルの再生時に、強
制的にQuickTime を使用する
設定ができます。
mov ファイルがうまく再生で
きないような場合にチェック
して下さい。

ライセンス
ロイロ エデュケーション
のライセンス情報を表示
します。

集中管理
予め集中管理ソフトで
作成されたファイルを
設定します。
集中管理を使わずに、
スタンドアローンで利
用したい場合は、この
チェックボックスを外
して下さい。

NVIDIA Geforce 8000 シリーズ以降 (8800GTX, 8300 を除く ) 
ATI RadeonHD2000 シリーズ以降 (2900 を除く )
Intel G45 以降
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動画を出力する ( 書き出す )
編集が終わったら、ファイルを書き出して保存します。
用途ごとにローカル保存、カメラ出力、デバイス出力のアイコンを選択します。
主に PCで動画を閲覧する場合は、ローカル保存へ。ビデオカメラをモニターテレビ
などへ直接繋いで見る場合は、カメラ出力へ。iPod や DVDなどの外部デバイスで再
生する場合は、デバイス出力を選択します。
出力ファイルは、子どもたちが最初に入力した名前が適用されますので、誤った上書
き保存を防ぐことができます。

書き出す動画の大きさ／フレームレート／再生スピードを変更

サムネイルやタイムラインから出力する
際には、[ 始め ] と [ 終わり ] で囲まれた
部分だけが書き出されます。範囲を間違
えないようご注意下さい。
集中管理ツール又は、タイムライン設定
トレイで、あらかじめ子供たちの作品の
長さを固定することができます。

書出しされる範囲

サムネイルやタイムラインから、
[ 始め ] と [ 終わり ] で囲まれた部分だけ
を出力します

サムネイルの場合

タイムラインの場合

プルダウンから速度を
10%～2000%の間で
設定します。
直接入力することも
できます。

書き出す動画のサイズを変更
数値を入力するか、プルダウンから選んで
書き出す動画の大きさを変更できます。

書き出す動画のフレームレートを変更します。
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動画を書き出す際に、大きさ、フレームレート、再生スピードを変更できます。
＊QuickTime による出力 (.mov, cpu mp4) 形式の速度変更は対応しておりません。
　他の形式を選択して下さい。



各種形式の動画ファイルを出力します。
動画のサイズやビットレートなど細かな設定を行い出力することができます。

iPod や携帯電話などデバイス用の動画ファイルを出力します。
書き出し形式ボタンのふちが緑色の場合は、GPUを使った高速書出しが利用できる目印
です。CPUを使った書出しよりも高速に書出すことができます。

ビデオカメラ向けの動画ファイルを出力します。
カメラの形式プルダウンは、通常の日本製のカメラであれば、NTSC を選択して下さい。

シェアメニュー

ファイルサイズの割に高画質な形式で
す。Windows では一般的に視聴できる形
式になります。

WMV

ファイル出力

カメラ出力

デバイス用出力

AVI
比較的古い形式で、コーデックをインス
トールすることでいろいろな圧縮形式が
使用出来るようになります。
非圧縮で出力もできますので、他のアプ
リケーションに渡す際の中間形式として
も使用されます。

MPEG2
DVDやデジタル放送などで利用されてい
る形式です。
WMVやMP4 に比べ、高ビットレートで
すと高画質な形式になります。

MP4 , F4V , 3GP
ファイルサイズの割に高画質な形式です。
MP4 一般的に使用される形式です。iPod や
PSP などでも使用されます。
F4V Adobe Flash で使用される形式です。
3GP 3G 携帯電話で使用される形式です。

iPod
iPod で再生するのに最適なファイル
(m4v) を書き出します。iPod への転送は、
iTunes を使って行います。

iPhone
iPhone で再生するのに最適なファイル
(m4v) を書き出します。iPhone への転送
は、iTunes を使って行います。

Mobile 3G
各社携帯電話で再生するのに最適なファイル
(3GP 又は 3G2) を書き出します。携帯電話へ
の転送は、対応するメモリーカードなどを経
由して行います。

Apple TV
Apple TV で再生するのに最適なファイル
(m4v) を書き出します。

PS3
PS3 で再生するのに最適なファイル (mp4)
を書き出します。転送は、対応するメモリー
カードなどを経由して行います。

PSP
PSP で再生するのに最適なファイル (mp4) と
サムネールファイル (THM) を書き出します。
転送は、対応するメモリーカードなどを経由
して行います。

DVカメラで再生できる 720x480 の DV
圧縮の AVI ファイルを出力します。

DV

HDV
HDV カメラで再生できる 1440x1080 の
MPEG2-TS ファイルを出力します。
ご利用になるにはWindows7 が必要に
なります。

AVCHD
AVCHD形式 1920x1080 の MTS ファイルを
出力します。
ハイビジョンの AVCHD-DVD を作成する際
にも使用できます。

CUDA MP4
MP4ファイルを、NVIDIA CUDAテクノロジー
を使用して高速に出力します。
CUDA対応のNVIDIA 社製 GPUをご利用の
場合のみ使用することができます。

Audio
WAV 昔から使われている非圧縮の音声ファ
イル形式です。
AAC ビットレートが高いほどファイルサイ
ズは増えますが高音質になります。iPod や
iTunes などでの再生に最適です。
WMA ビットレートが高いほどファイルサイ
ズは増えますが高音質になります。
Windows MediaPlayer で再生できます。

DVDを作成するのに適したMPEG2 ファ
イルを書き出します。
DVDのオーサリングは、Windows DVD
メーカーや Corel MovieWriter2010 などに
対応しており、再エンコードなしで高速
にDVDの作成が可能です。

DVD
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wmv書出しダイアログ
ファイル出力

画質、ファイルサイズ、ビットレートの書出し設定が
できます。

すべての出力にに共通の設定です
チェックボックスをオンにすると下記の設定変更が可能です。
リサイズ ( 動画のサイズを変更 )
フレームレート (1 秒間のコマ数 )
再生スピード ( ハイスピード 2000%から、スロー 10%に設定できます )

書出し画質を初期設定に戻します

avi 書出しダイアログ
video codecで映像の圧縮形式
audio codecで音声の圧縮形式が選択できます。
右側の設定ボタンから、各 codec の詳細設定ができます。

mpeg2 書出しダイアログ
ビットレートの変更で、画質の調整ができます。

mp4/ f4v/ 3gp 書出しダイアログ
ファイルの種類をmp4、f4v、3gp から選択します。
mp4は PCで動画を再生するのに適した形式です。
f4vは、iPod や iPhone で再生するのに適した形式です。
3gpは、携帯電話で再生するのに適した形式です。
すべての形式で映像の平均ビットレートと最大ビット
レート、音声ビットレートを設定できます。

CUDAエンコード書出しダイアログ
NVIDIA 社 CUDA対応のグラフィックボードをお使いの方のみ
使用できます。CUDAエンコードを使用すれば、書出し時間
が通常の 1/10 で完了できます。

プリセットの設定で、カスタムを選択すると、h.264 プロファ
イルや、ビットレートなどの詳細な設定が可能です。その他
の iPodや PSPを選択しても、mp4 形式で書き出されますが、
書き出される動画のサイズが異なります。
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カメラ出力
DV/HDV/AVCHD書出しダイアログ

デバイス用出力
DVD/iPod/iPhone/Apple TV
書出しダイアログ

PC のローカルに動画の保存先と、ファイル名を入力して、
保存します。書き出された動画ファイルは、付属ソフト等
でカメラへ保存し直して下さい。

PCのローカルに動画の保存先と、ファイル名を入力して、保
存します。
DVD　DVD作成ソフトで動画ファイルをDVDに書き込みます
iPod/iPhone/Apple TV　iTunes を経由して動画を移動します。

Mobile 3G 書出しダイアログ
お手持ちの携帯電話メーカーにて、再生できる動画形式を
確認して下さい。一般的な形式では、
3GP　docomo、softbank(iPhone を除く ) の携帯電話
3G2　auの携帯電話

PS3 書出しダイアログ
画質をハイクオリティ／標準画質／コンパクトから選びます。

PSP 書出しダイアログ
画質をハイクオリティ／標準画質／コンパクトから選びます。
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エフェクト (1)

Color Change: カラーチェンジ

色相、彩度の調節を行うことができます。
色相で色合いを選び、彩度で調節します。彩度 0になると、モノクロになります。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

Clipping : 切り抜き

エフェクトペンを使って、画像の一部分を切り抜くことができます。透明度、サイズの
を選んだら、スタンプ、ブラシ、アニメーションから形状を選択します。画面をクリッ
クまたは、ドラッグして適用します。切り抜く部分を反転させることもできます。
切り抜きの効果は、タイムラインで他の動画や写真と組み合わせるとより効果的です。

Blur : ブラー

画面がぼやけたような効果です。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

Edge : エッジ

輪郭を強調して、それ以外の部分をカットアウトします。効果の適用率や、輪郭線の厚
みなども調節できます。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

Threshold : スレッシュホルド

指定された値以上の色を強調し、それ以下を黒くカットアウトします。 効果の適用率や、
しきい値は自由に調節できます。 
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

Brightness : ブライトネス

明るさと、コントラストを変更することができます。画面が暗すぎる又は明るすぎる場合、
まず、明るさを調節し、その後コントラストを調節します。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。
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Mosaic : モザイク

動画にモザイクをかけます。モザイクの細かさを調節できます。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

Negative/Positive : ネガポジ反転

動画の色をネガ /ポジ反転します。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

Monochrome : モノクロ

カラーの動画をモノクロフィルムのように変換するエフェクトです。適用率は自由に調
節できます。セピアカラーも選択できます。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

DECO-Pen : でこペン

動画にフリーハンドのイラストを描画できます。線の太さ、線のスタイル、色を選んだら、
画面に直接描きます。描いた後に、アニメーション効果を適用し、ぷるぷる動いたり移
動したり明滅したりといった、アクションを適用することもできます。アニメーション
の「なしなし」は、アニメーションしない、という意味です。

DECO-Stamp : でこスタ

動画にスタンプを押すように、イラストを追加できます。 通常のスタンプに加え、スプ
レー、コロコロ、アニメーションなどの種類があります。

Glow : グロー

動画に光彩を追加して、ふんわりと光っているような印象になるエフェクトです。
明るさとぼかしの度合いを調節することができます。
エフェクトペンを使えば、エフェクト効果を部分的に適用することができます。

エフェクト (2)
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エフェクトペン

エフェクトペンのツール
(エフェクト設定トレイ )

エフェクトペンを使ってエフェクトを適用すると、ペンでな
ぞった部分だけにエフェクトを適用することができます。

エフェクトを適用した部分の透明度を
設定します。( 切り抜きツールのみ )

透明度

チェックをして、エフェクトペンを
適用します。

エフェクトペン

ブラシの形状を選択できます。スタン
プは、クリックするごとにスタンプを
押すように、エフェクトをかけます。
ブラシは、ドラッグして画面をなぞる
と、ブラシの形状が連続して現れます。
アニメは回転したり、拡大・縮小する
動きを含んだブラシです。

ブラシ

丸いボタンをオンにすると、エフェク
トの設定の変更をアニメーションとし
て記録します。オフにすると一時的に
アニメーションを無効にします。

アニメーション記録ボタン

ブラシ
動画にエフェクトを適用するブラシです。
スタンプ／ブラシ／アニメから形状を選び
ます。

ブラシサイズ
エフェクトペンのブラシサイズを設定できます。

反転
エフェクトをかける範囲を反転します。
筆圧
ペンタブレットを使用している場合に使用します。

アニメーション消しゴム
エフェクトペンを適用した後に、エフェク
ト効果を消すタイミングを設定できます。

オブジェクト消しゴム
エフェクトを画面から消去します。

全消し ( ゴミ箱 )
画面に描いたエフェクトを全て消去します。

選択ツール
画面に描いたエフェクトを選択／移動します。

クリックしてエフェクト設定トレイの
表示／非表示を切り替えます

エフェクトトレイスイッチ
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エフェクトアニメーション
エフェクトの適用度をアニメーションとして記録する事がで
きます。アニメーション記録は、各エフェクトでそれぞれ設
定することができます。
アニメーション記録ボタンをオフにすると、記録されている
アニメーションは一時無効になります。

キーフレームグループ
アニメーションのある箇所にキーフレームグループ ( 青いライン ) が
現れます。

移動、消去
キーフレームグループは位置を前後に移動できます。
枠外にドラッグすると、消去します。全て消去する
場合は、右端の×ボタンをクリックします。

再生を一時停止すると、
キーフレームを追加する
事ができます。クリック
して適用します。

アニメーション記録ボタン
オンの時に、エフェクトの適用度を変えると、
アニメーションとして記録されます。

＊エフェクトなどアニメーション
する項目が 2つ以上ある場合は、
青枠のある方をアニメーション記
録しています。



でこペン
でこペンを使えば、動画や静止画にペンでお絵描きをしたような、イラストを描き加えることができます。
サムネイルやタイムラインバーを選択して、エフェクトメニューからでこペンをクリック。設定トレイから
ペンツールを選択します。再生画面をクリックして記録を開始します。再生が始まったら画面の上に自由に描
画して下さい。
遅く再生しながら描きたい場合は、Slowまたは、Super Slow をクリックします。遅く再生していたものを通常
に戻す場合はNormal をクリックします。

再生しながら描くと、ひとつひとつ線が流れるように現れます。
一時停止しながら描くと、一気にイメージが現れます。
再生が終わると、一時停止します。更に描き足したいときは、画面をクリッ
クして描きます。

でこペンにはさらに、描いたイメージを任意のタイミングで消す、アニ
メーション消しゴムや、オブジェクトが画面上を移動するアクションを
簡単に設定することができます。

ペン
動画に自由に描画できるツールです。再生しながら描いていくと、動画の中でだ
んだんイメージが現れるようになります。一時停止した状態で描くと、あるタイ
ミングでイメージがぱっと現れるようになります。

アニメーション消しゴム
でこペンで描かれたイメージは、動画の場面が変化しても、ずっと表示されたま
まになります。アニメーション消しゴムを使うと、イメージを任意のタイミング
で消すことができます。再生しながら、ペンで描いた線をひとつひとつクリック
して消していくか、一時停止して、複数の線を一気消すことができます。

オブジェクト消しゴム
描いたイメージの一部を動画の中から完全に消したい場合に使います。

全消し（ゴミ箱ツール）
動画上のイメージを一括消去します。
最初からやり直したい場合にご使用下さい。

選択ツール
一度描いたイメージの位置を変更する際に使います。
選択ツールで移動したいイメージを囲んで選択しま
す。選択されたイメージは色が変化します。そのま
まドラッグして移動します。

アニメーション
でこペンで描いたイメージに、アクションをつけます。４種
類のプルダウンから、好きなアクションを選びます。初期の
状態は「なしなし」で、アクションが何も無い状態です。
左側のアニメーション記録ボタンをオンにすると、アニメー
ションとして記録されます。

ペン先の形状とサイズ
ペン先のサイズは、サイズスライダーでも、マウスホイールでも変えることがで
きます。ペン先の形状は丸、四角、枠付き、などから選択できます。描画色を変
更する事はできますが、枠の色は自動で設定されます。

色を選ぶ
色を選択するには、カラーピッカーを使います。七色の
帯をクリックして色相を決めます。彩度や明度、透明度
を選ぶことができます。

筆圧 ペンタブレットを使用して描画する際に筆圧を有効にします。

アイコン

動画の上に自由に描くことができます

設定トレイ
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再生中にスピードを変える場合は、再生速度プルダウンメニュー
から変更します。ここで選択された再生速度は、出力時にも反映
されますので、ご注意下さい。



でこスタ

スタンプトレイ

でこスタは、動画にスタンプを押すように、賑やかに演
出することができます。サムネイルまたは、タイムライ
ンバーを選択して、エフェクトメニューからでこスタを
選びます。

画面をクリックして、記録を開始します。遅く再生しな
がら描きたい場合は、Slowまたは、Super Slow をクリッ
クします。通常の速さで再生する場合はNormal を選び
ます。また、再生中にスピードを変える場合は、再生速
度プルダウンメニューから変更します。ここで選択され
た再生速度は、出力時にも反映されます。
画面をクリックまたはドラッグして適用します。
動画の再生が終わると、一時停止した状態になります。
更にでこスタを追加する場合は、画面をクリックして、
書き加えます。

＊でこスタの消しゴム、全消しなどのツールはでこペン
と同じ使い方ができます。

でこスタの種類は、スタンプ、スプレー、コロコロペン、
アニメの４種があり、それぞれ違ったアクションをしま
す。好きなスタンプを選んで、画面上にマウスオーバー
すると、半透明の状態で動きを確認できます。クリック
かドラッグして適用します。

スプレー
動きのあるでこスタです。画面をドラッグすると、スプ
レーのように飛散します。同じスプレーでも、サイズを
変えて変化を付けると、賑やかなイメージになります。

スタンプ
画面をクリックまたはドラッグして適用します。ドラッグ
している間は表示されますが、離すと数秒後に消えます。

コロコロペン
画面をドラッグして自由な線を描いて下さい。軌跡に沿っ
て、オブジェクトが現れ、すっと消えます。消えるタイ
ミングは、マウスを離したときですから、しばらくクリッ
クしたままにしておくと、動画の中で留まり、離したタ
イミングで最初に描いた方から順に消えていきます。

アニメ
パラパラまんがのような動きのあるでこスタです。クリッ
クしている間出現し、離すと数秒後に消えます。

アイコン

再生速度変更
動画の再生する速度を調節する事ができます。編集ツールの中の×1を
クリックすると、プルダウンメニューが表示されます。×1は、通常の
速度で再生している事を表しています。これを、×0.1 から×8の間で
速度を変更して編集することができます。
＊再生速度変更は、出力時にも反映され、同じ素材からでも再生速度が
異なる動画を書出しできます。

動画にスタンプを押すように、イラストを追加で位置をきます。 スタンプのサイズは自由
に変更できます。通常のスタンプに加え、スプレー、コロコロ、アニメーションなどの
種類があります。
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アートメニュー　テキスト
アートメニューには、テキストとテキストフレームのアイコンが含まれています。

テキストは、タイムラインで他の動画や写真の上に重ねると、文字だけが表示されます。
文字の入力は、サムネイルの中を直接編集して行います。

テキストフレーム ( 背景付きテキスト ) は、文字とイラストがセットになっています。
入力した文字がうまく収まらない場合は、背景の無いテキストを別に作成し、何も入
力しないテキストフレームに重ねるなど、工夫次第で動画に楽しい演出を加えること
ができます。

設定トレイの左側で、背景／テキスト／影から設定したい項目を選びます。
各トレイでは、文字色、文字の大きさ、影の位置、色、背景のパターンなど ( テキストフレームのみ ) を
詳細に設定します。

文字のフォント ( 書体 ) や、サイズ、
太さ、配置、色を設定します。

文字色は、虹色のバーでだいたいの色
を選びます。次に左側のカラーピッカー
で濃淡を、透明度を付けたい場合は、
右側のバーで指定します。

テキスト テキストフレーム

設定トレイ

テキスト設定

文字につける影 ( ドロップシャドウ ) を
ON/OFF 設定します。ONの場合は、影
のぼかしや方向、距離を設定します。

影設定

テキストフレームの背景のデザイン
と、透明度を設定します。
背景のデザインは、「メッセージ」「リ
ボン」「クール」「ファンシー」「イラ
スト」のカテゴリから選ぶことがで
きます。オンマウスで中身をみて、
クリックで適用します。

背景設定

テキストフレームと動画をタイムラインで組み合わせると、
簡単に賑やかな動画を作成することができます。
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