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 製品ダウンロード： 
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Leawo スクリーンレコーダー製品概要 

Leawoスクリーンレコーダーは多機能な画面録画ソフトで、パソコン画面の任意の範囲や

位置、または特定のウィンドウや全画面の録画が可能し、システムサウンドや外部マイク

からの音声/音楽も簡単にキャプチャできます。音声ナレーション、マウスカーソルエフ

ェクト、さらに落書きを録画に自由に追加できできます。Leawoスクリーンレコーダーを

使用することで、PPT プレゼンテーションを録画、チュートリアル動画を作成、ゲーム実

況や Zoom ミーティングを簡単録画して動画を作成できます。あなたの知識や経験を簡単

に共有して、創造性と生産性の向上がこれまでになく簡単になります。 

 

 

 

Leawoスクリーンレコーダーの主要機能： 

・PC画面上の全てのものを簡単に録画可能 

・Webカメラカメラ画面を簡単に録画可能 

・PC内部音声、マイク音声、映像を録音可能 

・全ての画面をリアルタイムでキャプチャ可能 

・録画しながらリアルタイムで描画編集可能 

・個性あるウォーターマークやロゴを追加可能 

・録画中に音声ナレーションや BGMを追加可能 

・マウスカーソルハイライトスエフェクトを搭載 

・マルチタスクを追加、録画時間を自由に設定 

・豊富な出力形式を搭載、高画質・高音質 

 

Leawo スクリーンレコーダーを登録する方法 

Leawoスクリーンレコーダーは、無料体験版と登録済製品版の両方を提供します。マルウ

ェアやスパイウェアなしで安心安全なソフトです。無料体験版と製品版にはいくつかの違

いがあります。 

 



1．無料体験版と製品版について 

 

 無料体験版 登録済製品版 

録画時間 3 分間 無制限 

出力動画に Leawo ロゴ付き ✔ ✖ 

技術サポート ✔ ✖ 

無料アップグレード ✔ ✖ 

 

ご注意：購入したライセンスが期限切れになった場合（1年版のライセンスを購入する場

合）、ライセンスが更新しない限り、無料体験版に戻ります。 

 

 

2．購入 

Leawo スクリーンレコーダーの認証ライセンス/登録コードを購入する方法は 2 つがあり

ます。製品ページからとプログラムから。 

製品ページから購入する 

・Leawoスクリーンレコーダー製品ページにおける「今すぐ購入」ボタンをクリックしま

す。https://www.leawo.org/jp/screen-recorder/  

・Leawoスクリーンレコーダーを購入するページに飛びます。 

・ライセンスタイプ（期限）を選んで購入手続きへ進めます。 

・ライセンスコードは記入したメールアドレスに発送しております。 

 

プログラムから購入する 

・メイン画面から、右上の「今すぐ購入」ボタンをクリックすると購入ページに飛びます。 

・ライセンスタイプ（期限）を選んで購入手続きへ進めます。 

・ライセンスコードは記入したメールアドレスに発送しております。 

 

https://www.leawo.org/jp/screen-recorder/


 

3．登録 

ライセンスコードを認証して、Leawoスクリーンレコーダーの全機能製品版を楽しみまし

ょう。下記の手順に従って登録してください。 

ステップ 1．Leawoスクリーンレコーダーを起動する 

Leawo スクリーンレコーダーをダウンロード&インストールしてから、プログラムを実行

します。 

 

ステップ 2．登録パネルを入る 

右上の「メニュー」 アイコンをクリックして、「登録」を選択して登録ウィンドウ

が出ています。 



 

 

ステップ 3．登録コードを認証する 

メールで届いたライセンスを製品登録コード欄にコピー・ペーストして、右側の を

クリックすれば認証完了。ここから Leawoスクリーンレコーダー製品版を楽しめます。 

 

 
 

 

 

設定 

右上の「メニュー」 アイコンをクリックして、「設定」項目を選択して、Leawo ス

クリーンレコーダーの環境設定パネルが開きます。「録画」「出力」「マウス」「ショットか

っとキー」「その他」共に 5つの設定項目があります。「OK」をクリックして設定を保存し

ます。「キャンセル」をクリックして設定パネルを退出します。「デフォルトに戻す」をク



リックするとすべての設定内容が初期化してデフォルト設定に戻ります。 

 

1．録画設定 

左側の「録画」タブをクリックして、録画に関する設定が表示されます。 

・録画前にカウントダウンを表示するかどうかを指定可能 

・録画開始時にビーッ音を鳴らすかどうかを選択可能 

・録画範囲の境界線を表示するかどうかを指定可能 

・録画時にフラットバーを表示するかどうかを指定可能 

 
＊フラットバーはこちら    のものです。 

・録画時に録画エリア/範囲を移動できるかどうかを設定可能 

・録画時にデスクトップアイコンを表示するかどうかをを設定可能 

・録画時にシステムタスクバーを自動に非表示かどうかを選択可能 

・スクリーンショットを撮る時に Leawo スクリーンレコーダーのメイン画面を表示する

かどうかを設定可能 

・録画終了時に録画履歴をその場で開くすることを設定可能 

 

 
 



2．出力設定 

下スクロールまたは「出力」タブをクリックして出力に関する設定が出ています。 

 

⚫ 録画・録音出力ファイルの保存先やスクリーンショットの保存先を変更するには、右

側の アイコンをクリックして、出ている「出力フォルダを選択」ウィンドウで保

存先を変更できます。 をクリックすると保存先の参照フォルダを開きます。 

⚫ スクリーンショットの形式、ビデオコーデック、画質、フレームレート、音声形式、

音質、サンプルレートを変更するには、右側の アイコンをクリックしてドロッ

プメニューから変更できます。 

 

 
 

 

3．マウス設定 

下スクロールまたは「マウス」タブをクリックしてマウス操作に関する設定が出ています。 

⚫ 録画中にマウスカーソルを表示するかどうかを指定可能。また、右側の アイコ



ンをクリックしてシステムの「マウスのプロパティ」ウィンドウでマウス操作に関す

る設定が変更できます。 

⚫ 「マウス動作を録画する」にチェックを入れると録画しながらマウスのクリックアニ

メーションを追加することができます。 

⚫ マウスのクリックアニメーションには、赤、黄、青 3つのデフォルトカラーが選択可

能。隣の アイコンをクリックすると「select color」ウィンドウでもっと多く

のカラーが選択可能。 

⚫ 「サイズ」オプションのスライダーの横線 をドラッグ

して、マウスのクリックアニメーションのサイズが調整可能。 

 
 

 

4．ショートカットキー設定 

ショートカットキータブで録画開始/停止、録画一時停止/再開、スクリーンショット撮影、

ウェブカメラ開く/閉じる、フラットバー表示/非表示などのショートカットを設定できま

す。マウスでショートカットキーを変更することか、キーボードを使って変更したいショ

ートカットキーを押せば、プログラムは自動的に新しいショートカットキーを保存しま

す。デフォルトショートカットキーに戻したいなら、右下の「ショートカットキーを復元」

をクリックすれば簡単。 



 
 

 

 

5．その他の設定 

下スクロールまたは「その他」タブをクリックしてもっと多くの設定オプションがありま

す。 

⚫ 現在の製品プログラムよりも新しいアップデートが提供されていないか確認する機

能です。新しいアップデートがある場合は、ダウンロードできます。 

⚫ コンピューターを起動すると、Leawoスクリーンレコーダーが自動的に実行する設で

す。 

⚫ メインパネルを閉じるときの設定です。システムトレイに最小化するか、またはプロ

グラムを退出することを指定可能。 

⚫  



 
 

 

 

スクリーンレコードで画面録画 

ステップ 1．Leawo スクリーンレコーダーを起動する 

Leawoスクリーンレコーダーをダウンロード&インストールして、パソコンで実行します。 

 

 

 



ステップ 2．出力設定 

本番な録画する前に、「設定」＞「出力」で録画・録音の出力設定をプリセットすること

ができます。 

⚫ 出力ファイルの保存先：右側の アイコンをクリックして、出ている「出力フォル

ダを選択」ウィンドウでローカルへの保存先を変更できます。 をクリックする

と保存先の参照フォルダを開きます。 

⚫ 動画形式：録画動画のデフォルト出力フォーマットは MP4 ですが、右側の アイ

コンをクリックするとドロップメニューから MKV、FLV、3GP、MOV、TS、M2TS、AVI、

MPEGや VOBに変更できます。 

⚫ ビデオエンコード：AMDハードウェアエンコードやソフトエンコードが指定可能。 

⚫ 画質：録画動画の画質が設定可能で、高、中、低 3つのレベルがあります。 

⚫ フレームレート：録画動画のフレームレートを 5～60までに設置可能。フレームレー

トが高いほど、ビデオはより流暢になります。 

⚫ 音質：録音の音質も高、中、低 3つのレベルから設定可能。 

⚫ サンプルレート：出力音声ファイルのサンプルレートを 48000、44100、32000、3 つ

のレベルから選択可能。数値が高ければ高いほど音が滑らかになります。 

 

 
 



 

 

 

 

ステップ 3．録画範囲を選択 

メイン画面の「スクリーンレコード」をクリックすると、録画範囲の選択肢にあるポップ

アップメニューが出ています。お必要に応じて録画範囲を指定してください。 

 

 

⚫ フルスクリーン：コンピューターの全画面を録画します。 

⚫ 特定なリージョン/ウィンドウ：録画エリアを自由に囲んで選択可能。特定なウィン

ドウも指定可能。 

⚫ 一定区域：フルスクリーン（モニターの解像度に基づく）、1080p（1920 x 1080）、720p

（1280 x 720）、480p（854 x 480）、1024 x768、640 x480、または自定義で録画範囲

のサイズを選択できます。 

⚫ 最近の録画範囲：前回使用した録画範囲は、自動的にこのオプションで保存されます。 

 

 

録画範囲を選択してから、録画フレームが表示されます。フレームの各コーナーの青いラ

インをドラッグしてサイズを調整できます。または、「リージョン/ウィンドウを選択」ボ

タン や「フルスクリーン」ボタン をクリックしてサイズを変更することもで

きます。録画範囲のサイズは右上隅に表示されます。録画フレームを移動するには、真ん

中の矢印アイコンを押したままドラッグします。 

 



 

ステップ 4．録画開始前の準備 

録画範囲を指定した後、「システム音」「マイク」「ウェブカメラ」に関する設定画面が出

ています。スクロールバーをドラッグして音量が調整できます。録画のボリュームはスク

ロールバーの下のボリュームバーに表示されます。システム音を別のソースに切り替える

には、 アイコンの隣にある下矢印アイコンをクリックして、使用可能なソー

スのリストを含むドロップダウンメニューを呼び出します。画面録画のシステム音を無効

にするには、システム音アイコンをクリックして、右下隅に✖が表示されるとよいです。 

 

マイクやウェブカメラの変更設定や有効/無効設定もシステム音との同じです。 

 

 

 

ステップ 5．録画開始 

録画を開始する準備ができたら右側の赤い丸ボタン「REC」をクリックすると、録画開始

します。または設定したショートカットキー（デフォルトでは「Ctrl + Alt + S」）を押

して録画を開始します。「録画」設定で「録画前にカウントダウンを表示する」にチェッ

クを入れると、録画が開始される前に、デフォルトでは 3 秒のカウントダウンが開始さ

れます。 

 



 

 

録画開始したら、録画情報があるフラットバーが表示されます。 、 ボタンを

クリックして、または設定したショートカットキー（デフォルトでは「Ctrl + Alt + R」）

を押して録画を一時停止/再開します。フラットバーを非表示するには、右側の を

クリックして、または設定したショートカットキー（デフォルトでは「Ctrl + Alt + H」）

を押してください。録画中にスクリーンショットしたいなら、カメラボタン をクリ

ックしてください。 

 

 
 

 

録画中にシステム音、マイク、ウェブカメラに関する設定をしたいなら、設定ボタン

をクリックして設定画面が出ています。 

 

 

 

録画スケジュール/タイマーを調整するには、 ボタンをクリックして設定できます。

「録画時間」にチェックを入れて、お必要な録画時間を設定してから、「調整」ボタンを

クリックすれば設定完了。 

 



 

 

録画しながら注釈を追加することができます。 ボタンをクリックすると編集パネル

が開きます。ここでは、長方形、楕円、線、矢印、ブラシ、エアブラシ、テキスト、およ

びコールアウト（吹き出し）などの注釈を簡単に追加できます。 

各編集ツールの下で、「サイズ」オプションの横にある円をクリックしてブラシの太さを

調整可能。また、「サイズオプション」でさまざまなカラーブロックをクリックしてブラ

シの色を指定できます。「カラー」オプションの右側にカスタムパレットも用意、お好き

な色をカスタマイズできます。 

 

 

 

 

注釈を制御する方法について、「元に戻す」ボタン をクリックして 1 段階前に戻り

ます。、「やり直し」ボタン をクリックして最後の操作を再開します。 または、適用

した効果を選択的に消去したい場合は、「消去」ボタン をクリックしてから、描画と

注釈を塗りつぶして消去します。または、「消去」タブの下にある矩形のボタン をク

リックして、フレーム領域に適用されている効果を消去することもできます。さらに、ゴ

ミ箱ボタン をクリックすると、適用されているすべての効果をクリアできます。編

集を終了するには、終了ボタン をクリックします。 

 

 



ステップ 6: 録画ファイルを管理する 

画面録画を停止したい場合は、「停止」ボタン をクリックしてください。設定したショ

ートカットキー（デフォルト：Ctrl+Alt+S）を押して録画を停止することもできます。録

画を停止すると、「録画履歴」パネルに、すべてのメディアが、名前、解像度、時間、サ

イズとともに一覧表示されます。さらに、「履歴」の後ろにあるポップアップリストをク

リックすると、「すべてを表示」、「ビデオ」、「オーディオ」、「画面キャプチャ」で表示す

るメディアを設定できます。検索バーでメディアを検索することも可能です。 

 

「録画履歴」でメディアを選択すると、4 つのボタンが表示されます。「再生」ボタン

をクリックしてメディアを表示したり、「リネーム」ボタン をクリックしてメディアの

名前を変更したり、「フォルダを開く」ボタン をクリックしてメディアファイルの場所

を開いたり、「削除」ボタン をクリックしてメディアを削除したりすることができます。 

 

すべての履歴記録をリストから削除するには、下部の「すべて削除」ボタンをクリックし、

ポップアップウィンドウの「OK」ボタンをクリックします。ローカルファイルを削除した

くない場合は、ポップアップウィンドウに「ローカルファイルを削除」のチェックを外し

てください。 

 

 

 

 

 



Web カメラを録画する方法 

Leawoスクリーンレコーダーは、直感的なユーザーインターフェースと明確なガイダンス

により、初心者から上級者までウェブカメラを録画することができます。 

 

 

ステップ 1: 「ウェブカメラ」モジュールを開く 

Leawo スクリーンレコーダーを起動しして、「ウェブカメラを録画」ボタンをクリックし

て、Webカメラレコーダーモジュールに入ります。 

 

 

 

 

 

 

ステップ 2: 出力環境設定 

ウェブカメラを録画する前に、録画メディアの出力ディレクトリ、動画形式、ビデオコー

デック、画質、フレームレート、音質、サンプルレートなどを設定・変更することができ

ます。 

Leawoスクリーンレコーダー上部のメニューバーにある「メニュー」のアイコンをクリッ

クして、「設定」オプションを選択すると、「環境設定」パネルが表示されます。そして、

サイドバーの「出力」タブをクリックして、出力設定を行うことができます。 

 

⚫ 出力ディレクトリ: メディアファイルの保存先をのフォルダーを指定します。「フォ

ルダ」のアイコンをクリックすると、既定のフォルダが開かれます。 

⚫ 動画形式: MP4、MKV、FLV、3GP、MOV、TS、M2TS、AVI、MPEG、VOBの中から動画形式

を選択します。デフォルトでは、ビデオフォーマットは MP4 にに設定されています。 

⚫ ビデオコーデック: ハードウェアコーデックは半導体チップや基板など、機器類に

よって処理するタイプのコーデックです。ソフトウェアコーデックはコンピュータ・



プログラムとして駆動するコーデックです。ビデオエンコーダをハードウェアとソフ

トウェアから選択します。 

⚫ 画質:録画メディアの画質を「高」、「中」、「低」から選択することができます。 

⚫ フレームレート: ビデオのフレームレートを 5～60 の間で設定します。フレームレ

ートが高いほど、映像がより動きを滑らかに表現することができます。 

⚫ 音質: ビデオの画質と同様に、オーディオの音質も「高」「中」「低」から選択できま

す。 

⚫ サンプルレート: オーディオのサンプルレートを 48000Hz、44100Hz、32000Hzから選

択します。サンプルレートは数値が高ければ高いほど音が滑らかになります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ステップ 3: 録画前に関連設定を行う 

デフォルトでは、「システム音」 と「ウェブカム」 の機能が自動的に有効になって

います。「システム音」、「マイク」、「ウェブカメラ」のアイコンの右にある下向き矢印を



クリックして、表示される使用可能なソースのリストで別のソースに切り替えることがで

きます。 

マイクが接続されている場合は、「マイク」アイコン をクリックすると、Webカメラの

録画プロセス中にマイクからの音声を録音することができます。同様に、他のソースに切

り替えるには、下向き矢印のアイコンをクリックして、利用可能なソースのリストから選

択します。 

 

システム音やマイクの音量を調整するには、アイコンの右にあるスクロールバーをドラッ

グします。音の大きさはスクロールバーの下のボリュームバーに表示されます。 

 

 

 

Webカメラの録画ウィンドウの上にマウスを置くと、画面の右上に Webカメラの設定アイ

コンが表示されます。 

 

⚫ 最前面表示アイコン をクリックすると、Web カメラの録画ウィンドウが常に最前

面に表示された状態になります。 

⚫ 反転アイコン をクリックすると、Web カメラの録画ウィンドウが水平に反転しま

す。 

⚫ 設定アイコン をクリックすると、「カメラ設定」パネルが表示され、録画カメラ、

出力フォーマット、ウィンドウの位置を選択することができます。 

⚫ 調整アイコン をクリックすると、ウィンドウの透明度を調整できます。 

⚫ カメラアイコン をクリックすると、録画カメラのスクリーンショットが撮れます。 

⚫ バツアイコン をクリックすると、録画中のウェブカメラを閉じることができます。

なお、ウェブカメラが録画されていない場合は、自動的に音声の録画に変更されます。 

 

上記の設定は、ウェブカメラの録画プロセス中にもリアルタイムで提供されます。 

 



 

 

 

 

 

ステップ 4: Web カメラの録画を開始する 

Webcam Recorderウィンドウの右側に「録画」ボタンをクリックすると録画が開始されま

す。設定したホットキー（デフォルト：Ctrl + Alt + S）を押して録画を開始することも

できます。「環境設定」の「録画」パネルで「録画前にカウントダウンを表示する」オプ

ションをオンしている場合は、カウントダウン（3秒）後に録画が開始されます。 

 

 

 

 

Web カメラの録画プロセス中に、一時停止ボタン をクリックして処理を一時的に停止

し、再開ボタン をクリックして停止した処理を再開することができます。また、設定

したホットキー（デフォルト：Ctrl + Alt + R）を押して、処理を一時停止および再開す

ることもできます。 

ウィンドウを最小化するには、端にあるマイナスボタン をクリックするか、パネルを

隠すために設定したホットキー（デフォルト：Ctrl + Alt + H）を押します。 

 



 

 

Webカメラの録画処理中に「システム音」や「マイク」を有効または無効にしたい場合は、

設定ボタン をクリックして切り替えることができます。 

 

 

録画予約をするには、時計ボタン をクリックして、「録画時間」の前にあるチェックボ

ックスを選択した後、録画の時間を設定します。「調整」アイコン をクリックする

と、時間を入力できます。 

さらに、「録画の終了後に自動でシャットダウンします」の前にあるチェックボックスを

選択すると、画面の録画処理が終了した後、システムの電源が自動で切れます。 

 

ご注意：少なくとも一秒以上の録画時間を設定してください。 

 

 

 

 

 

ステップ 5: 録画ファイルを管理する 

画面録画を停止したい場合は、「停止」ボタン をクリックしてください。設定したショ

ートカットキー（デフォルト：Ctrl+Alt+S）を押して録画を停止することもできます。録

画を停止すると、「録画履歴」パネルに、すべてのメディアが、名前、解像度、時間、サ

イズとともに一覧表示されます。さらに、「履歴」の後ろにあるポップアップリストをク

リックすると、「すべてを表示」、「ビデオ」、「オーディオ」、「画面キャプチャ」を選択し

て、表示するメディアを設定できます。検索バーでメディアを検索することも可能です。 

 

「録画履歴」でメディアを選択すると、4 つのボタンが表示されます。「再生」ボタン



をクリックしてメディアを表示したり、「リネーム」ボタン をクリックしてメディアの

名前を変更したり、「フォルダを開く」ボタン をクリックしてメディアファイルの場所

を開いたり、「削除」ボタン をクリックしてメディアを削除したりすることができます。 

 

すべての履歴記録をリストから削除するには、下部の「すべて削除」ボタンをクリックし、

ポップアップウィンドウの「OK」ボタンをクリックします。ローカルファイルを削除した

くない場合は、ポップアップウィンドウに「ローカルファイルを削除」のチェックを外し

てください。 

 

 

 

 

 

 

音声レコーダーでオーディオを録音する方法 

 

Leawoスクリーンレコーダーは、直感的なユーザーインターフェースとわかりやすいガイ

ドで音声を録音するソリューションを提供します。 

 

ステップ 1：音声レコーダーモジュールに入る 

パソコンで Leawo スクリーンレコーダーを起動します。そして、「オーディオ録音」ボタ



ンをクリックして、音声レコーダーモジュールに入ります。 

 

 

 

 

 

ステップ 2: 出力環境設定 

オーディオを録音する前に、出力ディレクトリ、オーディオフォーマット、オーディオ品

質、オーディオサンプルレートを設定することができます。Leawoスクリーンレコーダー

上部のメニューバーにある「メニュー」のアイコンをクリックして、「設定」オプション

を選択すると、「環境設定」パネルが表示されます。そして、サイドバーの「出力」タブ

をクリックして、出力設定を行うことができます。 

 

 

⚫ 出力ディレクトリ: メディアファイルの保存先をのフォルダーを指定します。「フォ

ルダ」のアイコンをクリックすると、既定のフォルダが開かれます。 

⚫ 音声形式：MP3、AAC、M4A、WMA、OGG、DTS、OPUS、AC3、MKA、FLACから音声形式を選

択します。デフォルトでは MP3が選択されています。 

⚫ 音質：オーディオ品質を「高」「中」「低」から選択します。 

⚫ サンプルレート: オーディオのサンプルレートを 48000Hz、44100Hz、32000Hzから選

択します。サンプルレートは数値が高ければ高いほど音が滑らかになります。 

 

 



 
 

 

ステップ 3: 録音前にサウンド設定を行う 

デフォルトでは、音声録音時にシステム音が自動的に録音されます。音量はスクロールバ

ーで調整でき、スクロールバーの下のボリュームバーに音の大きさが表示されます。シス

テム音の他のソースに切り替えるには、「システム音」アイコン の右にある下向き矢印

をクリックして、表示される使用可能なソースのリストで別のソースに切り替えることが

できます。 

 

マイクが接続されている場合は、「マイク」アイコン をクリックして機能を有効にする

ことができます。同様に、他のソースに切り替えるには、下向き矢印のアイコンをクリッ

クして、利用可能なソースのリストから選択します。 

 

システム音やマイクの音量を調整するには、アイコンの右にあるスクロールバーをドラッ

グします。音の大きさはスクロールバーの下のボリュームバーに表示されます。 

 

 



 

 

 

ステップ 4: オーディオ録画を開始する 

Webcam Recorderウィンドウの右側に「録画 REC」ボタンをクリックすると録音が開始さ

れます。設定したホットキー（デフォルト：Ctrl + Alt + S）を押して録画を開始するこ

ともできます。「環境設定」の「録画」パネルで「録画前にカウントダウンを表示する」

オプションをオンしている場合は、カウントダウン（3秒）後に録音が開始されます。 

 

 

オーディオ録音中、一時停止ボタン をクリックして処理を一時的に停止し、再開ボタ

ン をクリックして停止した処理を再開することができます。また、設定したホットキ

ー（デフォルト：Ctrl + Alt + R）を押して、処理を一時停止および再開することもでき

ます。 

ウィンドウを最小化するには、マイナスボタン をクリックするか、パネルを隠すため

に設定したホットキー（デフォルト：Ctrl + Alt + H）を押します。 

 

 

 

 



 

録音プロセス中に「システム音」や「マイク」を有効または無効にしたい場合は、設定ボ

タン をクリックしてから、各機能のアイコンをクリックして、対応する機能を有効ま

たは無効にします。 

 

 

録音予約をするには、時計ボタン をクリックして、「録画時間」の前にあるチェックボ

ックスを選択した後、録音の時間を設定します。「調整」アイコン をクリックする

と、時間を入力できます。 

さらに、「録画の終了後に自動でシャットダウンします」の前にあるチェックボックスを

選択すると、画面の録画処理が終了した後、システムの電源が自動で切れます。 

 

ご注意：少なくとも一秒以上の録画時間を設定してください。 

 

 

 

 

ステップ 5: 録音ファイルを管理する 

オーディオレコードを停止したい場合は、「停止」 ボタンをクリックしてください。設

定したショートカットキー（デフォルト：Ctrl+Alt+S）を押して録画を停止することもで

きます。録画を停止すると、「録画履歴」パネルに、すべてのメディアが、名前、解像度、

時間、サイズとともに一覧表示されます。さらに、「履歴」の後ろにあるポップアップリ

ストをクリックすると、「すべてを表示」、「ビデオ」、「オーディオ」、「画面キャプチャ」

を選択して、表示するメディアを設定できます。検索バーでメディアを検索することも可

能です。 

 

「録画履歴」でメディアを選択すると、4 つのボタンが表示されます。「再生」ボタン



をクリックしてメディアを表示したり、「リネーム」ボタン をクリックしてメディアの

名前を変更したり、「フォルダを開く」ボタン をクリックしてメディアファイルの場所

を開いたり、「削除」ボタン をクリックしてメディアを削除したりすることができます。 

 

すべての履歴記録をリストから削除するには、下部の「すべて削除」ボタンをクリックし、

ポップアップウィンドウの「OK」ボタンをクリックします。ローカルファイルを削除した

くない場合は、ポップアップウィンドウに「ローカルファイルを削除」のチェックを外し

てください。 

 

 

 

 

 

スクリーンキャップチャーで画面をキャップチャーする

方法 

Leawoスクリーンレコーダーはインターフェースも見やすいし、操作方法も分かりやすい

ので、誰でも簡単に使えます。 

 

ステップ 1：Leawo スクリーンレコーダーを起動する 

PCに Leawoスクリーンレコーダー を起動します。 



 

 

ステップ 2：出力先を設定する 

スクリーンショットする前に、あらかじめ出力先やスクリーンショットの形式を設定でき

ます。画面上部にあるメニューバーで 3本線アイコンをクリックして、プルダウンメニュ

ーから「設定」ボタンを選択すると、「環境設定」パネルが表示されます。左側の設定項

目から「出力」タブをクリックして出力設定をします。 

 

⚫ 出力先：「スクリーンショットの保存先」の横にある横 3点アイコンをクリックして、

ファイルを参照して出力先ディレクトリの設定ができます。 

⚫ 画像形式：スクリーンショットの形式はデフォルトでは JPG形式で保存されます。変

更できません。 

 



 

 

                     

ステップ 3：スクリーンショットを行う 

Leawoスクリーンレコーダーはカスタムモード、フルスクリーンモード、自動検出モード

という 3 つのスクリーンショットモードを提供しています。スクリーンショットを行う

には、「スクリーンキャップチャー」ボタンをクリックし、またはホットキーを押します。

ホットキーは、デフォルトでは「Ctrl + Alt + C」です。 

 

⚫ カスタムモード：デフォルトでは「スクリーンキャップチャー」ボタンをクリックす

るとカスタムモードに入ります。マウスをドラッグしてスクリーンショットしたい領

域を選択します。ドラッグした範囲はキャプチャーされます。 

⚫ フルスクリーンモード：カスタムモードでスクリーンショットを撮った後、コントロ

ールパネルが表示されます。「フルスクリーン」ボタンをクリックして、フルスクリ

ーンモードに切り替えます。 

⚫ 自動検出モード：ウィンドウ全体または分離されたブロック、フレーム、ウィジェッ

トなど、任意の位置にマウスカーソルを合わせて、画面をクリックしてスクリーンシ

ョットを行います。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

ステップ 4：スクリーンショットした画像を編集する 

スクリーンショットを撮った後、編集ツールバーが表示されます。矩形 、楕円 、



線 、矢印 、ブラシ 、エアブラシ 、文字 、ぼかし 、コールアウト  

という図形ツールが利用可能です。各図形ツールは、線の太さやカラーが変更できます。

また、プロユーザー向けに、「カラー」オプションにカスタムパレットが用意されていま

す。「ぼかし」ツールを使えば、長方形アイコンの横にあるスクロールバーをドラッグし

て、ぼかしレベルを変更できます。 

 

 

 

 

 

操作を間違えたとき、「元に戻す」 ボタンをクリックして、一つ前の操作に戻すこと

ができます。または「やり直し」 ボタンをクリックして、戻した操作を取り消すこ

とができます。不要な部分を消去するには、「消去」 ボタンをクリックし、描画と注

釈を塗りつぶして消去します。または、「消去」タブの下にある長方形アイコン を

クリックして、指定範囲内の描画と注釈を消去します。さらに、「クリア」ボタン を

クリックすると、すべての編集内容を一括消去できます。画像編集を終了するには、「描

画編集を退出する」ボタンをクリックします。 

 

ステップ 5：スクリーンショットした画像を出力する 

スクリーンショットを撮った後、コントロールパネルに「保存」、「コピー」、「画面にペ

ースト」という 3つの出力方法が選択できます。 

⚫ 保存：「保存」ボタンをクリックして、フォルダーを指定してスクリーンショットを

保存します。 

⚫ コピー：「コピー」ボタンをクリックして、スクリーンショットをクリップボードに

コピーします。 

⚫ 画面にペースト：「画面にペースト」ボタンをクリックして、スクリーンショットを

画面に貼り付けます。 



 

 

 

・追加機能 

録画体験を向上させるために、Leawoスクリーンレコーダーは自動タイマー、タスクス

ケジュール、透かしという 3つの追加機能が提供しています。 

 

 

・タイマー録画 

タイマー録画機能を利用すると、録画時間を設定することができます。タイマー録画機

能を利用するには、画面下部にあるメニューバーから時計アイコンをクリックします。

「録画時間を設定」にチェックを入れて、時間を入力して、または上ボタン/下ボタンを

クリックして、録画時間を増減します。さらに、「録画の終了後にシャットダウンしま

す」にチェックを入れると、録画が完了した後に自動的にシャットダウンします。 

 

要注意：録画時間は 1秒以上である必要があります。 

 



 
 

 

・タスクスケジュール 

タスクスケジュール機能を利用すると、複数の録画スケジュールを指定することができ

ます。タスクを作成するには、画面下部にあるメニューバーからカレンダーアイコン

をクリックします。次に、「タスクスケジュール」パネルで、左上にある「新しいタスク

を追加」ボタンをクリックして、新しいタスクを作成します。ポップアップウィンドウ

が表示されると、新しいタスクの名前を入力し、「OK」ボタンをクリックして続行しま

す。設定画面に、次の設定を行うことができます。 

 

 

⚫ タスク名 

⚫ 開始時間 

⚫ 停止時間 

⚫ 繰り返し期間 

⚫ 録画時間 

⚫ ループ 

⚫ 録画エリア 

⚫ ディスプレイ 

⚫ システム音 

⚫ マイク 

⚫ ボリューム 

⚫ ウェブカメラ 

⚫ 録画終了 



 

 

 

 

設定完了後に、「OK」ボタンをクリックしてタスクを保存して終了ます。「タスクスケジ

ュール」パネルでは、作成したタスクの開始時間、録画時間、ループ、状態が表示され

ます。次に、上部のメニューバーにある 4つのボタンを利用してタスクを管理できま

す。 

⚫ 三角形のボタン  をクリックして、選択したタスクを有効にします。 

⚫ 一時停止ボタン  をクリックして、選択したタスクを無効にします。 

⚫ 編集ボタン  をクリックして、選択したタスクのパラメータをリセットします。 

⚫ ごみ箱ボタン  をクリックして、選択したタスクを削除します。 

 



 
 

 

要注意： 

1.タスクを実行するために、プログラムは自動的に起動するように設定されています。 

「設定」で変更できます。 

2.コンピューターをスリープまたは休止モードにしないでください。 

 

 

・透かし 

コンテンツを保護するために、Leawoスクリーンレコーダーには透かしエディタが組み

込まれており、文字や画像の透かしを自由に追加できます。 

 

⚫ 文字透かし：「文字透かし」にチェックを入れて、録画に文字透かしを追加します。

ボックスにテキストを入力します。横にある「字体」や「カラー」をクリックする

と、文字透かしの字体やカラーを指定できます。 

⚫ 画像透かし：「画像透かし」にチェックを入れて、録画に文字透かしを追加します。

「画像を追加」ボタンをクリックして、画像ファイルを参照して透かしに設定しま

す。 

 



透かしを選択したら、下のプレビューアで、透かしを任意の位置にドラッグできます。

また、透かしの不透明度、サイズ、および位置を調整できます。最後に、「OK」ボタンを

クリックして、設定を終了します。 

 

 

 

 


