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素人の動画編集

やさしくデジタル 2016年1月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14772

頼まれたら断れない方の性格だと思う。

半年ほど前から動画の編集を頼まれていた。私は

テレビっ子だっただけのことあって、動画の編集は

好きである。素人ながら、制作手順とそれにかかる

時間も検討がついていた。約束の日まで２週間とな

り、尻に火が点きだした。

素人の動画編集は思った以上に時間がかかる。ま

ずは道具だ。スマートフォンのアプリでいとも簡単

に出来るようなことにもなっているが、ＢＧＭの曲

やテロップの文字の大きさの調整などそれでは納得

がいかない。だからと言ってプロ仕様の道具を使う

というわけにもいかず、素人の動画編集は手持ちの

パソコンでやることになる。

パソコンにはWindows（ウインドウズ）とMac

（マック）があり、動画編集ソフトはアドビ社の

Premiere（プリミア）とアップル社のiMovie（ア

イムービー）がある。もう一つアップル社のFinal 

Cut Pro（ファイナルカット・プロ）というのもあ

るが、これは素人の手には負えない。プリミアは

WindowsでもMacでも使えるが、iMovieはMacし

か使えない。どちらにするか迷うところだけど、私

はMacでiMovieを使うことにした。決め手となった

のは、作った動画をiPadで見せたいからだった。も

ちろん、Windowsでも同じことは出来るが、全制

作工程をアップル社製で完結することで、より上手

くできるのではないかと心のどこかで信じていると

ころがある。

７年前の手持ちのMacではクリックするたび待ち

時間が長く、とても編集作業などやっていられない。

そこで一番安価なMac、Mac mini（マックミニ）

を購入した。パワーが欲しかったのでRAMメモリを

８GBに増設した。新しいパソコンの箱を開けると

きは、いつもワクワクする。その箱を開けると、な

んと中には本体と電源ケーブルしか入っていなかっ

た。間違っているのではないかとホームページで確

認したら、キーボードもマウスもＤＶＤドライブも

モニターとつなぐケーブルも全て別売りだった。二、

三日考えて、結局全て購入し、Mac miniが動くま

で10日くらいかかった。

今回依頼された動画は、次男の高校のバスケット

ボール部の卒業イベントの記念動画で、撮りためた

写真や試合のビデオをつなぎ合わせて、ＢＧＭとテ

ロップを入れてショートムービーにするというもの。

見る人は息子の同級生の15人選手とその親に限定さ

れている。３年間で撮りためた写真は１年間で約３

万枚あり、それが３年分と、試合は１年分で１試合

約１時間が20試合分あった。デジタルの恩恵で素人

でもこれだけの枚数の写真を撮りためることができ

る。これから時間との闘いがはじまる。

道具の次は素材集めと整理をする。経験からこの

工程がこれからの作業のカギを握る。時間かかかる

ものからはじめる。試合のＤＶＤをパソコンで編集

できる形式に変換する。使ったソフトは

HandBrake。無料で使えるのがウソなくらいすぐ

れものである。次に写真の整理、構図がよかったり

ピントが合っているもの、なるべく横向きの写真を

選ぶ。15人まんべんなく撮ってあればいいが、撮る

ときはそのようなことを考えてないから探すのに一

苦労する。それに加えて各選手の幼少のころの写真

が持ち込まれる。それは、スキャニングしてパソコ

ンに取り込む。最後にストリーを考えながらＢＧＭ

の音楽を揃える。この手の動画を見せるときはＢＧ

Ｍが重要なのだ。使うＢＧＭの組み合わせと長さ

（時間）に合わせて、写真の枚数、動画の時間を決

める。曲の終わりに映像もちゃんと終わらせると動

画が締まる。

ここからが楽しい作業だ。この種のビデオは、子

どものためではなく、親のために作っている。立派

に、たくましく成長したわが子のを姿をみて、大変

だったころを思い出し、子育てがんばったね！とい

うメッセージを動画に込めたい。私のところに15人

分の生まれたときを喜ぶ赤ちゃんのころの写真、綺

麗な服をきさせてもらって撮った七五三の写真、ご

馳走とケーキを前にした誕生日の写真、リレーの選

手で活躍している運動会の写真などが集まった。そ

の写真を整理していると、どの家庭もちゃんと節目

に子どもの写真があり、アルバムに整理され、大事

に育てられていることがわかる。私もオーバラップ

してしまい思わず胸が熱くなる。

こうして素人のやることには無駄が多い。30分の

動画に仕上げようと思っていたのに、出来上がった

のは50分もある。動画には長さも重要で長い動画ほ

ど最後まで見てくれない。素人の作る30分は見る方

にとってはとても長いだろう。これから20分も削ら

ないといけないが不可能に近い。削除は追加より難

しい。

なんとか編集作業が終わったら、最後に書き出し

という工程がある。これが上手く行けば動画をみん

なにＤＶＤにして配ることが出来る。失敗すると今

までの苦労が水の泡になる。デジタル機器とはいえ、

こういうときは神頼みしかない。Macに祈りながら

書き出しのボタンをゆっくりクリックして仕上がり

を待つ。

コンピュータの画面の向こう側には、何かを待っ

ている人がいる。私はだからコンピュータが好きな

のかもしれない。

（文責：中島正雄）



タイムライン
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MGの西順一郎先生と福岡の河合製氷社長・専務と
新年会が出来ました

松村寧雄先生にやさしくデジタルの原稿の打ち合わせ

iPadビジネスを一緒に展開中のTPS高村さんが来訪

やさしくデジタルを発行の様子

群馬県太田市の西幸・西田会長です

湘南ダンベル体操協会の忘年会に参加しました

秦万里子ファンクラブのイベントの写真を撮りました 秦万里子さんの個展（銀座1丁目奥野ビル）

松村寧雄先生がコンピュータリブに来訪してくれました

アットミクスト戸叶社長とミミ・フルール鎌田さん来訪



私の誕生日は昭和14年３月22日東京上野。上野の山を背にして、不忍池（しのばずのいけ）

が見える関西風の魚すき料理屋に生まれました。「兄３人、姉３人、弟１人の」８人兄弟の下か

ら２番目でした。

今から思うと生まれながらに生存競争のまっただ中に誕生したことになります。私はこれが家

庭と理解していました。今の少子化の時代とは程遠い環境でした。しかし、兄も姉も思いやりが

あり、三才下の弟とも仲良く、楽しい家庭環境でした。

誕生して２年目の昭和16年に太平洋戦争が始まり、厳しい経済統制の時代が始まりました。

大きな料理屋をしていましたが、昭和18年３月10日の東京大空襲の時に焼夷弾の直撃を受け、

上野の山に逃げた事を記憶しております。料理屋は全焼しました。

1945年（昭和20年）８月15日、日本は敗戦しました。私は６才でした。

台東区立黒門小学校に入学し、その後区立御徒町中学校、都立江北高校を経て、早稲田大学に

入学しました。

大学時代は体力と精神力を充実する為に、「体育局認定の空手部」に所属しました。そのおか

げで、体育の成績だけは、常に優でした。１００人近く入部した各学部の新入生は夏合宿終了後

には５人になってしまいました。如何に、空手部の夏合宿が過酷であったかが理解できました。

私以外は北九州出身の金子（旧姓日野）彰、山根公雄、宮本邦夫、と京都出身の清水正和の５人

に成ってしまいました。伝統ある空手部を維持する為に５人の同期部員は結束しました。「１年

部員は新人」、「２年部員は中古（ちゅうぶる）」・「３年部員は中堅（ちゅうけん）」｢卒業

時の４年部員は幹部（かんぶ）｣という組織でした。４年生の幹部が空手部の全権を運営する仕

組みでした。私は４年生の幹部の時は主務（マネージャー）の役職でした。体育局はじめ、各ス

ポーツクラブ等との折衝が主な任務でした。5年後の卒業時には、後輩に無事引き継ぐことが出

来ました。

就職は「日本オリベッティ」というイタリア系のコンピュータメーカーに入社しました。営業

部に配属されました。閨閥、学閥のない外資系の企業で、実力本意の企業でした。

学生時代の過酷な空手部の経験をしておりますので、仕事とはこんなに楽で、収入の良いもの

で、昇進の早いものかと思いました。入社１年後には、「スーパーバイザー」というグループの

長になり、５人ほどの営業社員の責任者として事業運営の一端を任されました。

２年後には「トレーニングセンター」勤務の辞令をうけ、全国の営業社員のトレーニングを担

当する部門に配属されました。営業社員の教育をする部門です。営業社員に対するトレーニング

システムはさすが世界なエンタープライズの教育手法と感心しました。

見事なオペレーションシステムでした。その手法はまず、新入社員が同年１００名入社したと

しましょう。その新入社員をファーストタームとして、一週間の営業社員トレーニングを箱根に

あるセンターで行います。

やさしくデジタル 2016年1月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14774
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昭和38年11月3日 第8回早慶空手定期戦（早大道場）筆者前列左より4人目早稲田大学空手部時代
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↑最近の筆者・毎月東京でマンダラシリーズセミナーの講師を務める（詳細は→http://www.myou.co.jp/ )

そして、フィールド（現場）に戻します。その後１ヶ月の営業活動を経験して、トレーニング

センターに再度参加させます。ここで、トレーナーの私たちは大変重要な経験をします。送り出

す時と、１ヶ月後の実践営業を経験した後では、送り出す時の評価と１ヶ月後の実践営業の成績

分析を見ると、期待通りの結果を出す人物もいれば、期待外れの人物も存在するこが理解出来ま

した。如何に「頭で理解した知識」と「現場で経験した知識」との差のある事が分かり、大変参

考になりました。「頭で理解した通りに、現場でも業績を上げる人物」。｢教育時には評価が低

かった人物が素晴らしい業績でセコンドターム（前述の現場での評価研修）に来る人という事が

分かりました。 この経験から分かったことは、理解力が良いから、実践の業積が良いとは限ら

ないこと、その逆もあると言うことが教育指導体験を通して認識出来ました。

その後、トレーニングセンターの仕事から現場の営業に戻り、東京上野の営業所長になりまし

た。

東京都内には、８カ所のブランチ（営業所）があり、ブランチ同士での業績競争が始まりまし

た。10名のスタッフの協力を得て、東京都内の営業グループでは常に良い業績結果を出すこと

が来ました。

上野営業所での業績が良かったことで、オリベッティの本社がある北イタリアのイブレヤの研

修旅行にいくことが出来ました。

帰国後、岐阜に新たに営業所を設立するとのことで、そこの所長に任命されました。私は東京

育ちで、旅行以外で東京を離れたことがありませんでしたが、社命ですので、引き受けて家族全

員、といっても長女のみゆき（５才）と生まれたばかりで首のすわらない長男剛志（現在のク

ローバ経営研究所の社長）をつれて、家族４人で、岐阜に赴任しました。

岐阜の営業所は、行ってから分かったことですが、それまで、代理店を置いていたところを、

直接オリベッティの営業所にする任務でした。

東京の上野営業の担当の時は東京都内の台東区だけがテリトリーで市場も一般企業に限定され

ていましたが、今度は岐阜県全体を担当することになりました。その上、市場の担当領域も、一

般事業所以外に、会計事務所チャンネル、金融機関の農協チャンネル、その他コンピュータを活

用する企業体を担当することになりました。

本社からの各チャンネルに対するアドバイザー部門の協力はありましたが、それにしても、仕

事の質と量ががらりとかわりました。私は営業活動が性に合っているというか、好きですので、

担当市場の拡大と営業の質の変化はありましたが、お陰様で、会社の使命を達成することはでき

ました。２年間の任務が過ぎ、市場に対しての運営も順調に経過しておりました。

次女絵里子は神戸営業所勤務の時に生まれました。神戸は良いところでしたので、これから楽

しく仕事も暮らしも出来ると思っていました。（つづく）

松村寧雄（まつむら やすお）
1939年東京上野生まれ、早稲田大学法学部を卒業後、日本オリベッティに入
社。1979年に経営コンサルタントとして独立し、株式会社クローバ経営研究
所を千葉に設立、同年「中心核を持つ３×３の９マス」マトリックス「マンダ
ラチャート」を開発。この思考法はトヨタ、ソニー、キヤノンなどの日本企業
が成功した秘訣を解き明かしたアメリカの書籍、「Created in Japan」の中で
「日本の新しい発想法」として紹介されている。「マンダラチャート」を応用
して開発された「マンダラ手帳」は30年のロングセラー商品となっている。主
な書籍に「マンダラ思考で夢は必ずかなう！」などがある。（題字は筆者）
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「身近なできごとに興味を持つこと」

私自身、高校は理系で物理と化学を専攻していたわけですが、高校の物理や化学は実験というよりも

暗記や計算が中心で興味が持てるものではありませんでした。これは私の出身校の実験室が貧弱という

のもあるのですが、大学受験で実験が試験科目にあるわけではないというのもあるかもしれません。

一方、小学生に対しては理科の実験教室が流行っていて実験の結果を通して知識を身につけること、

また、実験によって子供がどのような問いを持つかが重要だと考えられています。ただ知識を詰め込む

だけでは何の興味も持てず、将来、理系に進む人数が少なくなることでしょう。私も理科を教えたこと

がありますが、昆虫好きの昆虫博士は好きなだけに生物の知識をよく覚えています。当然、テストの点

数も良くなり、ますます理科の勉強をして成績が上がります。算数も勉強してよと思うわけですが、子

どもの興味を妨げることはできないわけです。

さらに、実験が重要なのは「こうなるだろう」という予想が見事に裏切られることがあるわけです。

そして、それが中学受験の問題で出てきます。

（平成20年 聖光学院中学）

①密閉した容器の中に重さ50gの鳥を入れ、はかりの上に置きました。

鳥が止まり木に止まっていたとき、はかりは500gを示していました。

図のように鳥が羽ばたいて空中に浮いているとき、はかりは何gを示しますか。

次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

(ア)550g (イ)500g (ウ)450g (エ)400g

②体重計の上で静かに立っていたひろし君が、急にしゃがみました。

このとき、体重計の針はどのようになりますか。

次の(ア)～(オ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

(ア)大きい方へふれた後、そのまま動かない。

(イ)大きい方へふれた後、やがて初めの位置に戻る。

(ウ)まったく動かない。

(エ)小さい方へふれた後、そのまま動かない。

(オ)小さい方へふれた後、やがて初めの位置に戻る。

①は(ウ)と答えた人はいませんか。鳥が飛んでいても密閉されている空間であれば、空気が押し出され

ているため、重さは変わりません。よって(イ)が答えになります。②はエレベーターと同じで最初見か

けの体重は軽くなりますが、その後、元に戻るので(オ)が正解になるわけです。

さて、最後ですが以下の問題を考えてみましょう。これは2014年駒場東邦中学の問題ですが、答えを

見ればなるほどと思うわけですが、単に知識を覚えるだけでは答えることはできません。なぜならこう

した問題は覚える知識として入っていないからです。皆さんも考えてみてください。

昔からの雪国の言い伝えで、カマキリは卵を雪に埋もれない高さに生み付けていて、その年の雪の高

さを予知しているというものがあります。しかし、雪に埋もれない卵の方が、雪に埋もれる卵よりも死

亡率が高くなるという考え方もあります。

問い 文中の下線部は、どのような理由でそうなると考えられるか説明しなさい。

ヒント：雪に埋もれた卵と埋もれていない卵の違いを考えてみましょう。

(文責：有限会社スモール 福井）

やさしく教育論＜４時限目＞

＜著者プロフィール＞
福井俊保(ふくいとしやす) fukui@small.co.jp 1976年生まれ。大学は理系に進学し数学を学んでいたが大学院では文
系に進学し国際政治の勉強をする。大学院で研究する傍ら中学受験塾で4教科を約15年間教える。現在は有限会社ス
モール（http://www.small.co.jp）で脳力研究部の主任を勤めている。
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コンビニより多い全国に約八万社!!

～全国神社マップ～

市川の今月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!

みなさんこんにちは。今回は結構マニアックなアプリの紹介です。
日本には悠久の古から神社が存在し全国にある神社の総数は平成25年12月31日時点で81,336社あるそうです。
これは全国にあるコンビニよりも多くある計算になるそうです。都内などは数メートルあるけばコンビニに当る
訳ですから、もの凄い数が全国にあるんですね。ビックリです。
そして今、日本では空前の神社ブームが湧き起こっており、全国にある有名な神社は多くの人でにぎわっている
そうです。『御朱印ガール』なる方も出現しているようですが･･･。
そんなご時勢だからなのか、このようなアプリが重宝されるのでしょうか？確かにあると凄い便利です。
しかし、このアプリは有料なのでお金がかかってしまうんですが、PC版とスマホ版(Googlemapsと連動してま
す)もありますので、うまく使えば無料でお使いになれます。(アプリいらないかもしれません)
全国にある有名な神社に行く際には、是非このアプリをお使いになって参拝されてみてはいかがでしょうか？

今年は思うことがありまして、新春早々に『伊勢神宮』へ参拝さ

せていただきました。この二日間は全般的に曇り空だったのです

が、お参りの時は太陽の光が差し込んで来たので、とても気持ち

の良い参拝をさせていただく事ができました。実は何を隠そう私

は4年前までは神社に一度も行った事が無く、神社の｢じ｣の字も

知らないような非国民のような人間だったのですが、平成25年

の『第62回式年遷宮』の前年に初めて伊勢神宮で正式参拝させ

て以来すっかり虜になってしまいました。それから神社について

色々と調べていくうちに、神社と日本の国家の成り立ちが非常に

深い関わりがある事が分かるようになりました。今まで日本人と

して自信や誇りを持てなかった私が『日本人って世界に誇れる素

晴らしい民族なのだ！』と実感できるまでになりました。世界最

古の歴史を持つ日本が、その技術と伝統と日本の心を伝え続けて

いる『伊勢神宮』という存在は日本人にとってなくてはならない

ものなのだと改めて実感する事ができました。今後も更に日本の

事を勉強していきたいと思います。（市川徳宏）

伊勢神宮に
参拝させていただきました。

PC版

スマホ版

アプリ版
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編集後記 実は今回の参拝で初めて前日に｢五十鈴

川｣で禊をしてから｢御垣内特別参拝｣を

させていただいたのですが、辺りも真っ

暗な夜の8時にフンドシ一丁で冷たい川

の中に無言で入るのですから正気の沙汰

とは思えません(笑)昔よくテレビで寒中

水泳や雪の降る中で大の大人が大声だし

ながら水浴びをしている姿を見て、あん

なアホな事絶対にしないと心に誓ってい

た私が禊をするなんて！20年前の私が見

たら何というのでしょうか？人って変わ

る物なのですね。（市川徳宏）

イベントのご案内

「やさしくデジタル読者イベント」

日付 ２０１６年２月１６日（火曜日）13:30～17:00

時間
1330■ビデオ大木「リアル動画野郎セミナー」
1530■井辻栄輔さんを囲む会
1700■懇親会（近隣の飲食店で行います。希望者の方：3,000～5,000円程度）

会場

TKP品川カンファレンスセンター（５F・ミーティングルーム5I）

品川駅高輪口徒歩1分
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目26番33号 京急第10ビル
TEL：03-4577-9260

会費 無料

申込
※どなたでも参加いただけます。事前にお申し込み下さい。
コンピュータリブまで、TEL.03-3556-1477 ホームページ http://www.computerlib.co.jp/
電子メール info@cpl.jp でお申し込み下さい。

私の履歴書の「井辻栄輔さんを囲む会」
ビデオ大木さんの「動画セミナー」

私の履歴書の著者・井辻さんに会いたい！
大木さんに動画撮影の極意を聞きたい！

というリクエストにお応えして、読者ミーティングを企画しました。

みなさま、いつもありがとうございます。
今回はお知らせしたいことが３つありま
す。今月号より「私の履歴書」がマンダ
ラの松村寧雄先生になりました。表紙の
絵をイラストレーターの吉田稔美さんが
描いていただけることになりました。２
月１６日（火）品川で初めての読者イベ
ントを開催します。参加無料です。ぜひ
来てください！２０１６年の「やさしく
デジタル」もどうか楽しみにしていて下
さい。寒い日が続きます。お体には十分
気を付けて、合言葉は「やさしくデジタ
ル」（中島正雄）締切間に合うかな～

会場地図→ http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa/access/

京急第10ビル入り口です。
エレベーターにて、4Fへお上
がり下さい。


