
新機
能編



新規プロジェクトをタッ
プします。

CapCutの基本画面の見方

❸プレビュー
　画面

❹再生

❺戻る・進める

❽タイムライン
編集のメインと
なる場所。編集
内容を見たり、
実際に編集を
行ったりします

➓メニューバー

❷エクスポート
❶編集終了: 編集を終了します。編集はプロ
ジェクトとして保存されるので、続きから編
集を再開することが可能です。

❷エクスポート: 編集した動画のエクスポー
ト（書き出し）を行います。解像度（1080p 
/ 720p / 480p）を選択できたり、フレーム
レート（60 / 50 / 30 / 25 / 24）を選択し
てエクスポートが可能です。

❸プレビュー画面：編集してる動画のプレ
ビューを見る場所。
（この画面を見ながら編集します）

❹再生：編集中の動画を再生します。全体
の長さと、現時点が表示されています。

❺戻る・進める：作業を一つ手前に戻した
り進めたりします

➏全画面表示: 動画を全画面表示で再生する
ことができます。

❼クリップの音声をミュート: 編集中の動画
のもともと音声をワンタッチで削除（ミュー
ト）したり、元に戻したりできます。

❽タイムライン：編集を行う場所

❾動画や画像の追加ができます。追加した
後に、それぞれの動画の部分を長押しする
と、順序を入れ替えることが可能になりま
す。

➓メニューバー: 編集メニューの一覧になり
ます。「編集」「オーディオ」「テキスト」
「スタンプ」「オーバーレイ」「エフェク
ト」「フィルター」「フォーマット」「キャ
ンバス」「調整」の項目があります。

❶編集終了

➏全画面表示

❼クリップの
音声をミュート

⓫カバー
カバーフレーム（サムネイル、カ
バー写真、カバー画像）を作成す
ることができます。

⓫カバー

❾動画や画像の
　追加
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1.人物切り抜き機能

オーバーレイ

①背景となる動画(又は
写真)を選択します。次
に下部の「オーバーレ
イ」をタップします。

②下部の「はめ込み合
成を追加」をタップし
て、人物のクリップを
「追加」します。

追加

③人物が選択された状
態で、移動・カットを
行います。次に下部の
「カットアウト」→
「背景の削除」をタッ
プします。

カットアウト

④背景を認識して、自
動で人物を切り抜いて
くれます。位置やサイ
ズを2本指を使って修正
します。

2.自動キャプション機能

※カットアウトには、「背景を排除」、「カスタ
マイズカットアウト」、クロマキーがあります。

①使う動画を選択しま
す。この場合音声が録
音されている必要があ
ります。

次に下部の「テキス
ト」をタップします。

テキスト

②下部の「自動キャプ
ション」をタップしま
す。
デフォルテ設定のま
ま、言語は日本語を選
び次に「開始」をタッ
プします。

自動キャプション

新機
能
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③自動でテロップが入
りました。文字の修
正、変更の場合は下部
の「一括編集」をタッ
プします。

一括編集

自動でテキストが挿入されました

④鉛筆のマークで編集
ができます。

⑤フォントやスタイル
でテキストの編集ができ
ます。

「自動キャプション」に
適用に✓が入っていると
すべてに適用されます。

最後に✓をタップ。

3.テキストテンプレート機能

①下部の「テキスト」
→「テキストテンプ
レート」をタップしま
す。

②下のテンプレートか
ら好みのものを選んでサ
イズを大きくしたり、文
字の編集を行います。
テンプレートは数多くあ
りますので試してみま
しょう。

・人気上昇中 ・2022
・SNS ・クリスマス
・タイトル ・時間
・字幕 ・メッセージ
・泡 ・ニュース

ダブルタップすれば
編集できます
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4.動画に直接「手書き」できる機能

①下部の「テキスト」
→右端の「描く」をタッ
プします。

描く

ベーシック

テクスチャ―

文字のサイズは自由に
変更できます。最初は
大きく描いて後で調整
します。

手書きの文字にアニメー
ションをつけることもで
きます。

②手書きには2通りの
パターンが用意され
ています。両方共試
して見ましょう。

文字のサイズの変更ができます。

5.写真を3Dにする機能

①3Dにしたい写真を
数枚選んで、下部右の
「追加」をタップしま
す。今回は4枚です。

②タイムライン上の一
枚目の写真をタップし
て選択します。下記の
メニューから「スタイ
ル」を選択します。

スタイル

③「Zoom 3D Pro」
をタップします。3D
ズーム効果のプロセス
が完成するまで待ちま
す。100%でOKです。

④同じ動作を他の写真
に繰り返します。動作
しない時は「3Dズー
ム」で行うようにして
ください。

Zoom 3D Pro 3Dズーム

・文字のサイズは20程度
・スマホ用ペンで描くことをお勧めします
・文字はゆっくり描くようにします
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6.スローモーションを滑らかにする機能

①タイムライン上の動
画をタップして選択し
下部の「速度」をタッ
プします。

速度

タップして選択

②下部の「通常」を
タップします。

速度

③今回は0.2Xにします。
長さは12.5s→41.8sにな
ります。✓をタップ。

④「スムーズにする」
をタップして「高画質」
を選びます。
次に✓をタップします。

⑤滑らかなスローモー
ションができました。上
部右の「保存(エクス
ポート)」をタップしま
す。「完了」をタップ。

高画質

7.加工の強化機能

①加工したい動画又は写
真を選択し「追加」を
タップ。タイムライン上
をタップし下部の「加
工」をタップします。

加工

②今回は「身体」を
選択します。

「顔」では、顔のみ
アップしてくれま
す。

③・スリム(横幅調整)
　・レッグ(足を長く)
　・ヘッドサイズ(頭が
　　小さくなります。)

ここを動かして調整

身体の場合

④・伸ばす
　・スリム
　・サイズ変更

リシェイプの場合

「顔」の場合
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8.動画にアフレコする機能

動画に後から声を入れることができます。映像に合わせてアフレコをするときに使
える便利な機能です。

①動画を選択して下部
の「追加」をタップし
ます。

②「音声を追加」を
タップしてから下部右
端の「録音」をタップ
します。

追加
録音

音声を追加

③マイクボタンをタッ
プして、マイクに向かっ
て音声を入れます。

マイクボタン

④音声を入れ終えた
ら、下部の✓マークを
タップして右上のエク
スポートをタップ。や
り直しOKです。

9.自動で動画を作成する機能(自動カット)

CapCuには、「自動カット」という自動で動画を編集してくれる機能があります。
ショート動画を簡単に作りたいときなど手軽です。

①トップメニューか
ら「自動カット」を
タップします。

②使いたい動画を選択
し、下部右の「次へ」
をタップします。

③提案された動画から
好みのテンプレートを選
びます。

♥いろいろなテンプレー
トが用意されています。
楽曲も変更できます。

♥また、テンプレートを
ベースにして更に編集を
加えることも可能です。
使いたいテンプレートの
「編集」をタップ。する
とプロジェクト作成に移
行し、自由に編集を加え
ることができます。
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11.文字のドーナツ加工

ドーナツ加工とは、文字などがドーナツ型になつているありメーション加工のことで
す。写真(静止画)・動画いずれにでも加工できます。

①「新しいプロジェク
ト」をタップし、端末
内の写真や動画が表示
されますので選択して
下部右の「追加」を
タップします。

追加

②ドーナツ状にする文
字を「テキスト」→
「テキスト挿入」から
入力します。タブを
「フォント」「スタイ
ル」に切り替えると
フォントや色を自由に
切り替えられます。

③文字を入力し終えた
ら「アニメーション」を
タップし「ループ」の中
にある「ドーナツ」を
タップします。

④ドーナツの文字が動
く速度は、画面下の
バーを左右に動かして
調整できます。ドーナ
ツの位置や大きさを調
整して画面右上のエク
スぽーをタップして保
存します。

文字の前後に絵文字
を入れると効果的です

速度調整バー
ドーナツ

テキスト入力

12.広告を最初から消す方法

CapCutを編集すると最後に広告動画が追加されます。編集で毎回削除することもできます
が、最初から出ないように設定できます。

①アプリを開いたとき
右上にある「設定」を
タップします。

②上から二番目の「デ
フォルテの編集を追
加」のバーをOFFにし
ます。

③「エンディングを破棄しますか?」と表示される
ので「破棄」をタップしたら完了です。
こうしておくだけで編集動画の最後に追加されてい
た広告が出ないようになります。

破棄をタップします
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