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Camtasia Studio – 研修・プレゼン・講義
アプリケーション概要
 Camtasia Recorder – パソコン画面を録画します。ま
た、録画中に画面上で描画することもできます。
 Camtasia Editor – タイムラインでビデオを組み立て、メ
ディア クリップを編集するために使用します。タイムライ
ンはビデオを編集するための基本的な作業エリアです。タイ
ムライン上に配置するには、録画ファイル、ビデオ クリッ
プ、オーディオ、画像をEditorへインポートします。
 Camtasia 制作ウィザード – WebサイトやYouTube、モバ
イル デバイスなどのよく使用する配布先のために最適化さ
れた設定を含む制作オプションです。
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スタート – はじめて録画しよう

Camtasia Recorderで録音する

Recorder の使い方を学ぶ – デフォルト設定を使用する

最終ビデオの制作で使用されるオーディオコーデックにより音
質が低下する可能性があるため、可能な限り最高の音質で録画
することが重要です。

Camtasia Recorder は、はじめて録画する時も、録画ボタンを
クリックするだけで録画を開始できるように、シンプルで使い
やすく設計されています。デフォルト設定で録画すると、高解
像度の録画ファイルが作成されます。画面録画に加えて、録画
中、画面に描画したり、効果を追加できます。

音源となる機器の電源がオンであり、音源が正しく設定されて
いる場合、Recorderおよび[オーディオ]ドロップダウン メニュ
ーの有効なソースで、オーディオ メーターが有効と表示されま
す。

Microsoft XPでは、ドロップダウンにライブ オーディオ
メーターは表示されません。
オーディオの録音方法
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録画範囲を選択します:
 デフォルトでは全画面録画に設定されています
 ビデオ画面サイズをカスタマイズして録画
 範囲を録画
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Web カメラから録画します。
オーディオを録音します:
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デフォルトではマイクからの録音が有効です



デフォルトではシステム オーディオの録音が有効
です（Windows XP、Vistaではこのオプションは
使用できません）

[録画]ボタンをクリックして開始します。
[停止]ボタンをクリック、またはキーボードのF10キー
を押します。録画プレビューが表示されます。次には、


録画を編集します



共有するためのビデオ形式へ制作します

1. [オーディオ]オプションを有効にします。
2. [オーディオ ドロップダウン]をクリックして、音源を選択
します。使用できる音源には、有効なオーディオ メーター
が表示されます。
3. 最大音量が緑色から黄色の範囲に表示されるように、入力レ
ベルを調整します。オレンジ色の中間から赤の範囲にある場
合、オーディオのクリッピングが起きる可能性があります。
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ビデオを編集する/効果を追加する
Camtasia Editorを使用し、タイムライン上でクリップを配置し
て編集し、ビデオを作成します。タイムラインは、ビデオを編
集する主な作業エリアです。Editorで、画像、録画ファイル、
ビデオ クリップ、およびオーディオをインポートしてタイムラ
インに追加します。
Editorでは、クリップ ビン、ライブラリ、プレビュー ウィンド
ウ、タイムライン、タスクのタブの各部があり、効果の追加と
編集を行います。Editorを使用する前に、これら各部の概要を
知っておくと役に立ちます。

ビデオ作成のための重要なステップ:
ビデオを完成する手順
一般的なビデオの編集方法は、次の順序で行います。ビデオ プ
ロジェクトによっては必要のない手順もありますが、優れたビ
デオを作成するには、この順序をお勧めします。
注意: 目次またはクイズを追加するビデオは、少なくとも
640x480ピクセルの画面サイズが必要です。
1. 画像、録画ファイル、ビデオ クリップ、およびオーディオ
をインポートして、タイムライン上に配置します。
2. ビデオの大事な範囲/部分に視聴者の注目を集めるた
め、SmartFocusの適用や、ズームとパンなどのアニメーシ
ョンの追加を行います。SmartFocusは、Camtasia Studio
で録画した録画ファイルのみに適用できます。
3. タイムライン上でクリップの基本的な編集を行います。クリ
ップの切り取り、分割、移動、マーカーの追加などを行い
ます。
4. オーディオを編集します。
5. 音声ナレーションを追加します。
6. タイトル クリップと画面切り替えを追加します。
7. 吹き出し、キャプション、クイズまたはアンケート調査な
ど、その他の効果を追加します。
8. 特殊効果アニメーションを追加します。
9. 必要ならメディアをグループ化します。
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クリップ ビン
現在のプロジェクトにインポートされたすべてのビデ
オ、オーディオ、および画像のクリップを保持します。
ライブラリ
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プロジェクト間で共通して使用するタイムライン シーケ
ンス、グループ、ビデオ、オーディオ、および画像など
のクリップを保持します。
タスクのタブ
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効果や編集オプションへアクセスするには、タブをクリ
ックします。
タイムライン上でメディア（吹き出し、アニメーショ
ン、画面切り替えなど）をダブルクリックすると、関連
するタブが自動的に開きます。
タイムライン ツールバー

1
2

Editor の主な 3つの機能は、[画面の録画]、[メディアの
インポート]、[制作と共有]の機能です。

タイムラインとトラック

プロジェクトを開いたり、インポート、エクスポート、
またはその他の主な機能にアクセスします。たとえば、
スナップ機能、再生コントロール、デフォルトの表示時
間などの機能の設定へアクセスできます。

タイムラインは、ビデオの組み立てと編集に使用する主
な作業エリアです。

ビデオを編集する際の画面サイズを選択します。最終的
に仕上げたいビデオの画面サイズを選択してください。
注意: 目次またはクイズを追加する場合は、少なくとも
640x480ピクセルの画面サイズが必要です。
Camtasia Studio のヘルプ（マニュアル）
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ズーム インとズーム アウト、切り取り、分割、コピー
と貼り付けなど、基本的な編集ツールにアクセスできま
す。

メニュー オプション

ビデオの編集サイズ
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•

[ヘルプ]、または[ヘルプ]アイコンをクリックしま
す。

•

[オンライン チュートリアル]アイコンをクリックす
ると、TechSmithサイトのトレーニング ビデオとド
キュメントにアクセスできます。
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•

トラック名をダブルクリックすると、トラックの名
前を変更できます。

•

グループを開いたり、閉じたりするには、グループ
上でクリックします。

•

グループ名をダブルクリックすると、グループの名
前を変更できます。

•

トレイをクリックすると、特殊効果、ズーム アニメ
ーション、カーソル効果などが表示されます。
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ビデオの編集サイズ

タイムラインに最初のクリップを追加すると、[ビデオの編集サ
イズ]ダイアログ ボックスが表示されます。フル画面、または標
準やワイドスクリーンで録画した場合は、デフォルトの設定で動
作します。
その他のサイズに変更するには、ドロップダウン メニューから
必要なサイズを選択します。

トラック

トラックは、ビデオ内の特定の種類のクリップとメデ
ィアのシーケンスを配置します。トラックの名前をダ
ブルクリックすると、名前を変更できます。

トラックを

トラックをロックすると、そのトラック上のクリップ
やメディアに対して編集や変更が適用されなくなりま
す。

ロック /
ロック解除
再生ヘッド

ビデオの編集サイズ プリセット
プリセットは、Webサイト、YouTube、モバイル デバイスなど
一般的な配布方法向けに最適な標準の制作設定です。プリセット
を選択すると、制作された最終のビデオが、選択されたビデオ画
面サイズでどのように見えるかプレビューできます。

ビデオの編集サイズをカスタマイズ
ビデオの編集サイズで幅と高さをカスタマイズするには、[幅]と
[高さ]のフィールドにサイズ（ピクセル単位）を入力します。
オリジナルの録画ビデオの画面サイズを使用するには、[録画ビ
デオサイズ]を選択します。サイズをカスタマイズした場合や
[録画ビデオサイズ]を選択した場合は、[制作ウィザード]で[カ
スタム制作設定オプション]を選択します。

タイムライン
タイムラインは、ビデオの組み立てと編集に使用します。タイム
ラインには、ビデオに含まれるすべてのビデオ クリップとその
他のメディア（吹き出し、ズーム アニメーションなど）のシー
ケンスを配置します。

再生ヘッドはタイムライン上の選択された現在のフレ
ームを示します。現在のフレームは、プレビュー ウィ
ンドウで表示されます。
•

範囲を選択するには、再生ヘッドの緑の開始ポイ
ント、または赤の終了ポイントをドラッグしま
す。

•

開始ポイントと終了ポイントを同じ位置に戻すに
は、灰色の再生ヘッドをダブルクリックします。

主な編集ツール

切り取り - タイムラインから範囲を切り取ります。切り取った範囲
は、タイムライン上に貼り付けることができます。
分割 - 再生ヘッドの位置でクリップを分割します。
タイムラインをズーム イン、またはズーム アウトできます。完全に
ズーム アウトすると、タイムライン全体が表示されます。
ズーム レベルを変更するには、ズーム アイコンをクリックするか、
ズーム スライダを左右にドラッグします。
コピー/貼り付け - タイムライン上のメディア、またはメディアのグ
ループを選択して、コピーまたは貼り付けます。タイムラインのア
イコンを使用するか、キーボードのCTRL キーとCキーを同時に押す
か、CTRLキーとVキーを同時に押します。
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クリップ ビンとライブラリ
クリップ ビンには、現在のプロジェクトにインポートされたす
べてのビデオ、オーディオ、および画像クリップを参照先とし
て集められています。
 タイムラインには、クリップを複数回追加することができ
ます。
 タイムラインで編集しても、クリップ ビン内のクリップに
は適用されません。タイムラインにクリップを追加したと
き、クリップのコピーを作成して追加することになります。
 ビデオを制作すると、タイムライン上のクリップとメディア
のみ含まれます。

はじめて録画を制作しよう
制作ウィザードでは、[ビデオの編集サイズ]ダイアログ ボック
スで選択されたビデオ画面サイズに基づいて、設定を自動で選
択します。
1. ビデオの編集をすべて終了します。
2. [制作と共有] をクリックします。

3. 制作ウィザードが表示されます。

ライブラリには、プロジェクト間で共通して使用できるタイム
ライン シーケンス、グループ、ビデオ、オーディオ、および画
像のクリップが保持されます。
ライブラリには、ビデオをプロ仕様に仕上げるためのイント
ロ、エンディング、タイトル クリップなどのメディア アセット
があらかじめ用意されています。
 ビデオにライブラリからクリップやメディア アセットを追
加するには、クリップをライブラリで選択しタイムラインに
ドラッグするか、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。

 どのクリップもタイムライン上のどのトラックに
も追加でき、タイムラインには数に制限なくトラ
ックを追加できます。
ビデオを制作して共有する
制作プロセスは、レンダリングとも呼ばれ、タイムライン上の
すべてのビデオ クリップ、オーディオ クリップ、画像、および
効果に基づいて最終のビデオ ファイルを作成します。あらかじ
め設定された制作オプションには、Web、YouTube、モバイル
デバイスなどの配布方法に最適な制作設定が含まれています。

4. デフォルト設定では、録画ビデオサイズ、ビデオの編集サイ
ズ、またはタイムライン上のコンテンツに基づいて、推奨さ
れるビデオ ファイル形式が設定されています。別の出力設
定に変更するには、ドロップダウンから[カスタム制作設定
オプション]を選択します。
5. [次へ]をクリックします。[制作名]フィールドにビデオのフ
ァイル名を入力します。
6. [完了]をクリックします。レンダリング プロセスが開始さ
れ、制作されたビデオが指定された場所に保存されます。
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7. レンダリングが完了すると、制作結果が表示されます。ここ
には、作成されたファイル、時間、ファイル サイズなど、
ビデオの仕様についての概要が表示されます。
8. [完了]をクリックして、制作ウィザードを閉じます。

興味深いビデオを作成する方法を学ぼう
準備しよう

無料トレーニング
TechSmithでは、Camtasia Studio内のヘルプファイル（マニ
ュアル）やオンライン チュートリアル ビデオなど製品の使用方
法をステップごとに学ぶための無料の参考資料をご用意してい
ます。
製品情報や使用方法のヒントは、TwitterやYouTubeでもご覧に
なれます。

1. いろいろなほかのビデオを見て、どのようにすれば興味深
く、人の関心をひくビデオになるか、または反対に興味のな
いビデオになるか調べておきましょう。前もって何を録画す
るか決めて計画し、ストーリーボードを作成するか、概要を
作っておきます。

Twitter：@TechSmith_jp

2. 視聴者を理解し、ビデオで使用する用語や概念を視聴者が良
く知っているか確認します。

はじめて製品をご使用になる場合は、弊社サイトに掲載されて
いるチュートリアル ビデオを参照して操作に慣れることをおす
すめします。

話し方を向上させよう
1. ビデオの内容を熟知して、ゆっくりとはっきりと話し、自分
らしく自然に話します。台本に添って話します。

基本を学ぼう
1. 無料のチュートリアル ビデオを参照します。
http://www.techsmith.co.jp/tutorial.html
2. Camtasia Studio 8内のヘルプ ファイル（マニュアル）を
活用します。
3. 実践してみよう – ただし、プロジェクトファイルはたびた
び保存します。
4. 必ず練習しよう！

TechSmith Japan チャンネル：
http://www.youtube.com/user/TechSmithKK

チュートリアル ビデオとドキュメント

https://www.techsmith.co.jp/tutorial-camtasia.html

テクニカル サポート
「ナレッジベース FAQ」では、よくお問い合わせのある使用方
法や問題の対処方法を検索できます。
テクニカル（カスタマー）サポートへのお問い合わせは、サポ
ートページ > サポートサイトから登録し、お問い合わせフォー
ムをご利用ください。https://support.techsmith.co.jp

Camtasia Studioライブラリ
ライブラリのメディアを使用、またはライブラリに自分で作成
した吹き出しやタイトル スライドなどを保存すると、編集時間
を節約でき、さらにビデオシリーズの作成やチームで作成する
際に、すばやく統一したデザインに仕上げることができます。
さまざまな無料のメディア コンテンツを弊社サイトからダウン
ロードして、ビデオをよりクリエイティブに作成できます。
http://www.techsmith.co.jp/camtasia-library-media.html
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