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本稿は、動画への字幕の挿入方法について解説した染谷 (2008a) を補足するものである。前

稿で解説した方法は、(1) 対象とする動画ファイルを用意したうえで、(2) これに対応する「字

幕ファイル」を別途作成し、(3) Windows Media Player などのメディアプレーヤを使って動画上

に字幕データを同期表示させる、というものであった。 

作成する字幕ファイルは、マイクロソフト社が開発したキャプショニング・テクノロジーであ

る SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange) 形式によるもので、基本的にはウェブペー

ジ作成用の記述言語である HTML (HyperText Markup Language) に似た構造を持ったテキスト

ファイルである。染谷 (2008a) で詳述したとおり、この SAMI ファイルの作成はとくに難しい

ものではなく、いくつかの基本的なルールさえ覚えてしまえば――あるいは、あらかじめ基本的

な書式を組み込んだテンプレートを利用すれば――通常のテキストエディタを使って誰にでも

簡単に作成することができるものである。 

この「字幕ファイル」の作成、およびそのために必要な一連の約束事の学習は、本格的な字幕

付き動画を作成するためには欠かすことのできない手順なのだが、中には「本格的」な字幕作成

をしたい（あるいは学生にさせたい）わけではなく、あくまでも語学教育や翻訳教育を目的とし

た授業の一環として、数回の授業で完結できるような、より簡便な形で字幕作成を導入したい、

というケースもあり、実際、前稿の発表後、そのようなご意見・ご感想を何件かいただいている。 

そこで、本稿では、Windows XP および Windows Vista に標準で付属している動画編集用ソフ

トウェア「Windows ムービーメーカー」(WMM) を使って動画に字幕を挿入する方法について

解説する。WMM には動画（対応動画形式は wmv, mpg-1, avi）にタイトルやキャプションを挿

入する機能があり、これを利用することで、簡易的に各画面に字幕を付与することができる。字

幕の表示位置や文字サイズの指定等に関する自由度は低く、字幕の同期時間をミリセコンド単位

で厳密に制御することも難しい。ただし、必要 小限のことはできるようになっており、作品と

しての完成度はいくらか犠牲にしても、できるだけ指導・学習に手間暇のかからない方法で字幕

付き動画の作成を実現したい、という目的で使用するには十分であると考えられる。 
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1. WMM の立ち上げ 

  まず、Windows の「スタート」から「プログラム」フォルダを選択。表示される項目の中か

ら「Windows ムービーメーカー」をマウスで選択してクリック 1)。これで、以下のような初期

画面（図 1）が立ち上がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 動画ファイルの読み込み 

  上記画面左側の「ムービー作業」画面に表示されている項目から、「1. ビデオの取り込み」

→「ビデオの読み込み」を選択。以下のような「読み込みファイル」の選択画面（図 2）が表示

されるので、ここで読み込みたい動画ファイルを指定した上で、画面右下の「読み込み」をクリ

ック。動画の読み込みが開始される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  WMM の初期画面 

「ムービー作業」メ

ニューから次の作

業を選択。 プレビューモニタ 

「タイムライン」／「ス

トーリーボード」表示

（字幕挿入・編集作業で

は「タイムライン」表示

を選択。

タスクウィンドウ 

図 2  読み込みファイル

の指定画面 

ここをチェックしておく

と自動的にシーンごとに

分割して読み込まれる。

ただし、分割されたクリ

ップと字幕ごとのシーン

が必ずしも一致しないた

め、ここではクリップへ

の分割はしないで読み込

むようにするのがよい。 

読み込みたいビデオを選択し

たうえ、画面右下の「読み込み」

ボタンをクリック。 
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 指定した動画の読み込みが完了すると、図 3 のような画面になり、画面中央の「コレクショ

ン」画面上に、読み込まれた動画ファイルのイメージアイコンが表示される。 

 

3.  動画ファイルの手動分割（字幕画面ごとの分割） 

3.1  プレビュー 

 読み込まれた動画ファイルをマウスで選択してアクティブ状態にしたうえで（アクティブ状態

になっているファイルは薄い枠で表示される）、右側のプレーヤの再生ボタンを押すと、動画を

プレビューすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.2  字幕シーンの手動分割 

  次に、この動画ファイルを字幕シーン
．．．．．

ごとに手動分割 2)。基本的な手順は以下のとおり。 

1) プレビュー画面で 初の字幕（＝字幕にしたいナレーションや会話の部分）の終了位置
．．．．

ま

で再生し、一時停止。 

2) 一時停止したままでプレーヤの右下にある「分割ボタン」   をクリック。 

3) ファイルが指定の位置で分割され、画面中央の「コレクション」画面上に分割されたファ

イルが追加される（図 4）。元のファイルには自動的に (1) から順に連番が追加される 3)。 

4) 以下、同様の操作で、字幕を加えたい画面ごとに次々にシーン分割をしていく。なお、分

割クリップ（字幕シーン）当たりの字幕の語数については次項の基準を目安にする。 

 

3.3  字幕の語数について 

   一般の商業映画の場合、1 行当たりの 大文字数は 13 で、行数は 大 2 行を基本とする（た

だし、1 行当たりの語数は 12 ～16 文字程度の幅で変動することがある）。1 秒当たりの標準文

図 3  動画ファイルの読

み込み完了→プレビュー

画面 

編集対象の動画ファイルをマウ

スで選択してアクティブ状態に

すると、右側の「プレビュー」画

面で再生することができる。プレ

ビュー」画面の操作は通常の 
Windows Media Player と同じ。 

このボタンをクリックする

と、一時停止した位置でフ

ァイルが分割される。 

再生／一時停止ボタン
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字数は 4～5 文字なので、通例、字幕 1 枚当たりの 大秒数（表示時間）はおよそ 6.5 秒という

ことになる。英語の場合は、1 秒当たり 12 文字を標準とし、1 行当たり 大 32 ないし 33 文字で、

同じく 2 行まで。4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  字幕データの挿入 

4.1  「タイムライン」への読み込み 

  字幕シーンへの分割が終わったら、動画クリップをひとつずつ順番に「タイムライン」に読

み込み、字幕データを追加。クリップの移動は、図 5 に図示したとおり、まず対象クリップの

上にマウスを置き、左ボタンで選択。そのまま（＝マウスの左ボタンを押したまま）「タイムラ

イン」上にファイルをドラッグ＆ドロップすればよい。 

図 4a  字幕シーンへの手

動分割 1 （ 初のクリッ

プが作成された場面） 

図 4b  字幕シーンへの手

動分割 2 （すべてのクリ

ップが作成された場面）

初のクリップ クリップされた部分を

除く元のファイル。元の

ファイル名に (1) から

順に連番が加えられる。

「タイムライン」表示になっていな

い場合はここをクリック。 
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4.2  「ムービー作業」メニューから「タイトルまたはクレジットの作成」を選択 

  次に、「タイムライン」上に読み込んだクリップをマウスで選択した状態で、画面左側の「ム

ービー作業」メニューから「2. ムービーの編集」→「タイトルまたはクレジットの作成」をク

リック。画面が図 6 のように切り替わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  字幕を追加したい

クリップを「タイムライ

ン」に追加 

図 6 タイトル（この場合

は字幕）の追加作業選択

画面  

対象クリップをマウスで選択

し、そのまま「タイムライン」

上にドラッグ＆ドロップ。 

ここで「タイムラインで選

択したクリップにタイト

ルを追加する」選択。 

ヒント：対象クリップを「タイムライン」上に読み込んだ段階で、以降の作業

で追加する字幕の内容を書き出しておくとよい（プレビュー画面で再生して確

認）。この際、字幕データをエディタで起こしておくと、あとでそのまま Cut & 
Paste することができて効率的な作業ができる。 
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4.3  「字幕データ」の入力 

 次に、前出の図 6 で表示されている作業オプションのうち、上から 4 つ目の「タイムライン

で選択したクリップにタイトルを追加する」を選択（クリック）。画面は図 7 のように変わり、

ここで画面左側の「テキスト入力ボックス」に字幕データを入力する。ここでは、キーボードか

ら直接入力することもできるが、前述のとおり、あらかじめ用意したテキストを Cut & Paste す

ることもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  字幕データの表示方法とフォントの設定 

 図 7 で入力（または Cut & Paste）したテキストは、プレビュー画面で確認することができる。

この例では、画面中央位置に大きく表示されているが、これを通常の字幕のように画面下部に、

かつ現在より小さめのフォントで表示させるためには、この画面の「詳細オプション」にある「タ

イトルアニメーションを変更する」および「フォントと色を変更する」を選択する。 

 このうち、「タイトルアニメーションを変更する」を選択すると、図 8 のような画面に切り

替わるので、表示されるオプションのうち、「サブタイトル」を選択。この変更はプレビュー画

面上に直ちに反映される。 

 続いて、「詳細オプション」の「フォントと色を変更する」を選択してフォントのサイズおよ

び（必要に応じて色）を指定する（図 9）。ここでは「フォント」「色」「透明度」「サイズ」

「位置」の 5 つの指定が可能で、いずれも変更は直ちにプレビュー画面で確認することができる。 

 

 

 

図 7 字幕データ（キャプ

ション）入力画面 

字幕テキストの入力（直

接入力のほか、Cut & 
Paste も可能）。 入力したテキストのプ

レビュー表示。 

表示スタイルおよびフ

ォントサイズの変更。 
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フォント：任意のフォントを選択（標準は MS UI Gothic） 

色：任意の色を選択（標準は白） 

透明度：0 % 

サイズ：サイズ調整アイコン      をクリックして適切なサイズに変更（字幕表示の場合は 

 少サイズから１ないし 2 段階上のサイズが適切）。 

位置：左寄せ、中央寄せ、右寄せのうちから任意の表示位置を選択。 

  

図 8 字幕データの表示

方式（タイトルアニメー

ション）の選択 

図 9 フォントの指定 

テキストが「サブタイ

トル」形式でプレビュ

ー画面に表示される。 
ここで「サブタイ

トル」を選択。 

フォントの指定 
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4.5  字幕データの追加と確認 

 以上の指定が終わったら、画面上に表示されている作業メニューから「終了、タイトルをムー

ビーに追加する」をクリック。画面は図 10 のようになり、画像クリップに対応する字幕テキス

トが画面下部の「タイトルオーバーレイ」に挿入されていることを確認することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  字幕の表示開始位置の調整 

  図 10 の画面でクリップをいったん再生し、もし字幕の開始位置（または終了位置）がずれて

いる場合は、①まずタイトルオーバーレイ上にある字幕ボックスをクリックしてアクティブにし、

②続いてカーソルをボックスの左端（または右端）に持っていくと、図 11 に示すように赤い矢

印が出てくるので、③この位置でマウスを左クリックして適当な位置までドラッグ。④その後、

クリップを再度再生して位置が合っているかどうかを確認する。（→巻末註 7 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 タイトルオーバー

レイへの字幕テキストの

挿入 

図 11 字幕の表示開始位

置の調整 

字幕の開始位置を調整するためには、この赤い矢印をマウスでつかんで左（また

は右）にドラッグ。 

青色の縦線は再生位置を示す。時間表示行にある四角い箱をマウスでつかんで任

意の位置に移動させることができる。 

タイトルオーバーレイ：ボ

ックスの幅は映像に対す

る字幕の表示時間に対応

する（ボックスの左端が開

始時点、右端が終了時点に

対応）。 
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  なお、タイムライン表示は、タイムライン表示部上部にある拡大／縮小アイコン         を

クリックすることで、表示サイズを自由に調整することができる。 

 

4.7  次のクリップの編集→すべての作業の完了 

 初のクリップの作業が終わったら、次のクリップをタイムライン上に読み込み、図 5 から

図 10（または図 11）までの作業を繰り返す。すべてのクリップの読み込みと字幕データの挿入

が終わった画面を図 12 に示す。なお、この画面ではタイムラインを縮小表示して、全体を表示

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  字幕データの修正・編集 

 以上ですべてのクリップへの字幕データの挿入が完了したことになる。ここで全体を通してプ

レビューしたあと、いずれかのクリップの字幕の開始位置や終了位置を再度調整したい場合は、

図 11 で説明した手順で作業を行う。また、どこかの箇所の字幕データの内容を修正・変更した

い場合は以下の手順で作業を行う。 

①修正する字幕データの入った「タイトルオーバーレイ」のボックスをクリック。 

②該当する字幕データ（キャプション）の入力画面（図 7 参照）に移行。 

③入力ボックスに表示されているテキストに必要な修正を加えたのち、 

④入力ボックス下部にある「終了」をクリック。 

図 12  すべてのクリップ

の読み込みと字幕データ

の挿入が終わった画面 

字幕データを修正したい場合は、該当の箇所をマウ

スで選択し、ダブルクリック。画面は図 7 の「字

幕データ（キャプション）入力画面」に移行するの

で、ここで必要な修正を加える。 
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6.  完成した字幕付きビデオの保存 

 字幕付き動画の編集が完成したら、次にこれを保存する（字幕データのエンコーディング＝映

像への焼き込み＝は保存作業とともに自動的に行われる）。 

 保存作業は前ページ図 12 の画面から、「ムービー作業」→「3. ムービーの保存」→「コンピ

ュータに保存」を選択し、「ムービーの保存ウィザード」画面（図 13）から行う。ここでは、

まず保存するムービーのファイル名を入力し、次に保存場所を指定してから、画面下の「次へ」

をクリック。保存場所は、デフォルトではマイドキュメント内の「マイビデオ」フォルダになっ

ているが、これは任意に変更することができる（変更する場合は「参照」ボタンをクリック）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 13  で「次へ」をクリックすると、以下のような 「ムービーの設定」画面（図 14）に移

行。ここでは、通常は初期設定値の「コンピュータの 高の品質で再生」のままでよい。ただし、

何らかの理由で、初期設定値以外のプロファイルで出力したい場合は、「詳細選択肢の表示」→

「その他の設定」を選択し、表示されている各種オプションの中から任意のものを選択すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13  「ムービーの保存ウィザード」

画面 

図 14  「ムービーの設定」画面 

保存先を変更する場合はここをクリッ

クし、「フォルダの参照」画面から既存

のフォルダを選択（または新しいフォル

ダを作成）。 

ムービーの保存に使用する設定を指定。

通常は「コンピュータの 高の品質で再

生」のままでよい。 

「次へ」をクリックすると保存開始。 
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 後に、画面下の「次へ」をクリックするとムービーの保存が開始される。保存が終わると完

了メッセージが表示されるので、保存ウィザートを閉じて作業終了。なお、プログラムを閉じる

前に、図 12 の状態から上部メニューの「ファイル」→｢名前をつけてプロジェクトを保存｣を選

択し、作業ファイルをそのまま「ムービーメーカープロジェクト」（拡張子 .MSWMM）として

保存しておくと、あとからいつでもこのファイルを呼び出して再編集することができる 5)。 

 

7.  字幕付きビデオの再生 

  図 13 で指定した保存場所（ここでは仮に「マイビデオ」フォルダとする）を開くと、先ほ

ど保存した字幕付きビデオが確認できる。このほか、オリジナルの動画と上述の「ムービーメー

カープロジェクト」ファイルも同じ場所に保存されていれば、図 15 に示すように 3 つのアイコ

ンが表示されているはずである。このうち、字幕付き動画のアイコンをダブルクリックすると 

Windows Media Player が立ち上がり、字幕付きビデオが再生される（図 16）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16  保存した映像ファ

イルを Windows Media 

Player で再生 

映像上に焼きつけられた

字幕 

図 15  「マイビデオ」フォ

ルダを開いて保存ファイル

を確認 

字幕付き動画 

WMM プロジェクトファイル

オリジナル動画 

このアイコンをダブルクリック 
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7.  まとめ 

 以上、「Windows ムービーメーカー」(WMM) を使って動画に字幕を挿入する方法について

述べた。すでに述べたとおり、この方法は、いくつかの限界はあるものの、動画に簡易的に字幕

を挿入する方法として も手軽なものである。また、授業での使用を念頭に入れた場合、1 つの

無償ソフトウェアだけで動画の編集から、字幕の挿入、エンコーディングまでを行うことができ

るという点でも便利なものである。 

  ただし、WMM ではミリセコンド単位の厳密なタイミング計測ができないことや、発話単位ご

とにシーンを切り分けていくために、1 時間を超えるような大きな動画ファイルを扱う場合、ク

リップの数が膨大になり、かなり扱いにくくなってしまう（パソコンの性能によっては作業途中

でフリーズしてしまうこともある）という欠点がある。また、字幕データのみを別個に取り出す

ことができないため、字幕データを翻訳研究という観点から量的・質的にじっくり分析したいと

いう場合には不向きであろう。本格的な字幕作成や翻訳研究を念頭に入れた場合には、やはり染

谷 (2008a, 2008b, 2008c, 2008d) で紹介したような方法を採用することをお勧めしたい。 

 なお、授業の一環として字幕付き動画を作成する場合、対象とする動画ファイルはあらかじめ

いくつかに分割して処理するようにするのがよい。たとえば 90 分の動画なら 10 分ずつの 9 つの

クリップに（クラスプロジェクトとして取り組む場合は、グループの数に合わせて）分割し、こ

のそれぞれに図 4a 以下で見たような方法で字幕を挿入させる。その後、完成した動画ファイル

を回収し、すべてのクリップを再度 WWM に読み込んでひとつの連続した動画ファイルとして

統合する。再結合したファイルはシームレスに結合・再生されるが、必要に応じて各クリップご

との切れ目に WWM でチャプタータイトルを挿入することもできる。また、「Windows Media エ

ンコーダ 9」に含まれている「Windows Media ファイルエディタ (Ver. 9)」6)  を使えば、各チャ

プターごとに（または任意の箇所に）「ファイルマーカー」（再生位置マーカー）を挿入するこ

とができ、クリックひとつで特定のチャプター（または任意の画面）にジャンプすることができ

る。こうしておけば、授業で特定の箇所を学生に見せたい場合などに、場所の見当を付けて探す

必要がなくなり、効率的な指導が可能になる。 

 

 

【註】 

1)  「Windows ムービーメーカー」 は Windows XP SP2 以降および VISTA に標準で搭載されている機能

で、通常はすでにプログラムフォルダに登録されているが、もし見当たらない場合は以下のサイトから

ダウンロードすることができる。 

 XP 版「Windows ムービー メーカー 2.1」 

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx 

 Vista 版「Windows ムービー メーカー 2.6」 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D6BA5972-328E-4DF7-8F9D-068FC0F80CFC&di

splaylang=ja 
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    なお、Windows 7 では、Windows 用ソフトウエアとサービスをまとめた「Windows Live Essentials」

の構成ソフトの 1 つとして、「Windows Live Movie Maker」という名称で提供されている（OS への同梱

は中止されたが、Windows Live のページから無償でダウンロードするｋとができる）。基本的には従

来の Movie Maker と同じものだが、インターフェイスもかなり変わり、従来よりむしろ使いにくいも

のになってしまったのは残念である。ただし、字幕の表示位置やフォントのサイズについては従来より

も自由度が高くなっている。 

2)  本稿では字幕を入れる画面ごとに分割してから各シーンごとに字幕を挿入するという方法をとってい

るが、シーン分割は作業上の便宜的なもので、慣れてくれば元のファイルに（シーン分割せずに）直接

字幕を挿入してもかまわない。この場合、字幕の挿入位置を合わせるのにやや苦労することがあるが、

特に大きな問題になるほどではない（註 7 で述べたように音声波形を表示させると字幕の挿入位置を合

わせやすくなる）。シーン分割せずに字幕を入れた場合、本文の図 12 の「タイムライン」表示は次の

ようになる。 

 

 

 

 

 

  

 

3）図 4a にもコメントを加えたとおり、ある動画ファイルをいくつかのクリップに手動分割した場合、

初のクリップには元のファイル名（たとえば Sample）がそのまま残り、それ以降のクリップには Sample 

(1), Sample (2), Sample (3) のように順番に連番が加えられる。途中で（または分割作業終了後に）いず

れかの分割ファイルを再度 2 つに分割すると、新たに分割されたファイルにはそれまでに作成されてい

るファイルの数+1 の番号が付与される。これをそのままにしておくと、あとで正しい順番がわからな

くなってしまうので、再分割したあとに直ちに番号を書き換えておくのがよい（たとえば、Sample (2) を

2 つに再分割した場合、それまでに 10 つの分割ファイルがあった場合、新たに作成されたファイルは 

Sample (11) になるので、これを Sample (2-2) のように書き換えておく）。ファイル名の変更は、該当

するファイルをマウスで右クリックして「名前の変更」を選択し、キーボードから新しい名称を入力する。 

4)  ただし、翻訳を前提とした場合、シーン分割に当たっては、（起点言語の字数や語数でなく）1 字幕画

面当たりの 大秒数＝6.5 秒を目安に、この範囲内で適当な発話単位ごとに分けるようにすると、後で

字幕付けの作業がやりやすくなる。なお、字幕の切り替えが頻繁になると見ている側がかなりせわしな

い感じになるので、切り替えは（1 画面あたりの情報量の許容範囲を考慮に入れた上で）できるだけ少

なくするほうがよい。 

5) 「プロジェクトファイル」の保存は作業中のどの段階でも可能。したがって、作業を途中で中断したい

場合はその時点までのデータを「プロジェクトファイル」として保存しておけば、後日、この「プロジ

ェクトファイル」を立ち上げるだけで同じ場所から作業を再開することができる。なお、後述のとおり、

１つのファイルのまま表示 

再生中、任意の位置で一時停止して字幕を挿入することができる。 
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大きな動画ファイルを扱う場合、パソコンの性能によっては作業途中で画面がフリーズしてしまうこと

があるため、定期的に「プロジェクトファイル」を保存しておくのが望ましい（「プロジェクトファイ

ル」が保存してあればパソコンがフリーズした場合でも、再立ち上げ後、プロジェクトファイルを読み

込むことで現状を回復することができる）。 

6)  「ファイルマーカー」の挿入について詳しくは染谷 (2008d, pp. 27-31) 参照。 

7)  字幕表示の開始位置の調整は、以下のようにして音声波形を表示させることでより効率的な作業が可

能になる（図 17）。 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、音声波形の表示については、2009 年 12 月 12 日に青山学院大学で行われた「字幕翻訳ワークシ

ョップ」（日本時事英語学会 英語教育・メディア教育分科会主催）において、参加者の方からご示唆

をいただいた。ここに記してお礼の言葉としたい。 

①この  マークをクリック。 

②オーディオ波形が表示される。 

③このボーダーラインをマウスで

つかんで上方向に移動させると、タ

イムライン表示が拡大され、波形表

示が見やすくなる。 

④波形表示を見ながら字幕表示の

開始位置を調整。 

⑤波形をより大きく表示させるに

は、波形表示の上でマウスを右クリ

ックして [ボリューム] を選択し、

[ボリュームレベルの調整] でレベ

ルを挙げるとよい（プレビュー再生

時の音量も大きくなるので注意）。

図 17 音声波形の表示
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