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TV で見るスライドショー作成
『超簡単 ボタン７回押しで DVD スライドショーが完成！！』週刊誌風な見出しですが本
当にそれだけの操作で作れます。しかも、フリーソフト、体験版ですから一部の機能制限は
あるものの大きな丌自由はなく、大画面 TV でも画像劣化なく見ることが出来ます。プラザ
のＰＣで DVD に焼き込み可能です、焼き込みまでしてみたい方は DVD-R 持参、ご自分の写
真で作成演習も可能ですが写真枚数は焼き込み所要時間の関係で 20 枚までとします。尚、パ
ソコンで見ることが主体なら既講座の Xyslide が最適であり、DVD としてこれ以上の機能を
望むなら有料ソフトしかないことをお断りしておきます。

１．DVD Photo Slideshow Professional（体験版)を入手する
会場に持参しますが急ぐ方は海外のサイトですが下記から DR して下さい。
http://www.dvd-photo-slideshow.com/ad2/dvd-photo-slideshow.html
慣れた方なら出来ると思いますので DR 方法の記載は省略します。
２．画像を取込む
Step1 デスクトップの超簡単 DVD を開き
DVDPhotoMaker.exe ショートカットをダブ
ルクリックする
下記画面が開く
Step2

世界遺産の旅京都フォルダを右下側枠内にドロップする

必要の無い写真
は選択して、×
ボタンで削除
追加ボタ
ン
一瞬にして写真が取込まれました
が、通常は写真が保存されているフ
ォルダを探す手順が必要です。

回転が必要な
ものはこのボ
タンで回転

方法１：エクスプローラー形式で表
示されている階層構造から
フォルダを探す
方法２：追加ボタンをクリックして
「ファイルを開く」画面か
らフォルダを探す
フォルダ丸ごとであればフォルダ
をドロップ、個別写真であれば個別
にドロップする。右上枠内に表示さ
れた画像はダブルクリックすれば
右下枠に取込まれる。

BGM ボ
タン
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３．BGM を取込む
Step3

前ページで示した BGM ボタンをクリックする

同時に下記二つのダイアログが開く、実際には「切替え＆音楽」設定画面の上
に「ファイルを開く」ダイアログが重なる形で開く。
＜画面の説明＞

取込まれた
BGM が表示
される

画像表示時間、画像
切替え（エフェク
ト）時間設定箇所

画像表示の際の変化（エフェ
クト）設定箇所。３１９種類。
クリックすると赤○部分でエ
フェクトの変化を見られる

自動設定されたエ
フェクトと画像が
表示順に並ぶ

サムネイルにドロップするこ
とで切替え可能

Step4 「ファイル」を開くダイアログのデスクトップ→超簡単 DVD→BGM→
朝日の中でを選んで→開く
拡張子に注意：取込み可能音楽種類は
mp3 wma wav の３種類のみ
通常は音楽を保存しているフォルダを
開いて取込む

「切替え＆音楽」設定画面の「バックグラウンド・ミュージック(BGM)」枠の
中に取込まれた曲名が表示される。
複数 BGM 挿入可
能
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デフォルトの２秒、
２秒ではあま
りにも短いので、４秒、７秒に設
定。
オーディオ時間の方が長くなる
ように設定することが望ましい。
画像が静止状態ではなく動い
ているようにズームアップ＆
ダウンする映り方

４．アルバムのテーマを選択する
スライドショー実行時の額縁のようなものを「アルバムテーマ」と言って 77
種類の中から選べるようになっているが、折角の TV の大画面を小さくする形
になるので、今回はノーテーマ、この Step 省略。
始まりと終わりのタイトル挿入可能であるが日本語が使用出来ない。有料版な
ら使用出来るのかもしれない。
「アルバムテーマ」タブ
をクリックするとテーマ
設定画面になる
今回はこれ

タイトル記入位置

５．DVD メニュー設定
これは DVD のオープニングを設定するもので 15 種類のテンプレートが容易さ
れている。
Step6 DVD メニュ
ー設定をクリック

編集タブでタイトル
挿入機能はあるが有
料版でないと使えな
い様子。
ここはまだ触らな
いこと！！

BGM タブからオー
プニング音楽設定可
能であるが、今回は
デフォルトのまま
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Step7 縦スライダ
ーを動かし、
202Scenery を選ぶ

選択された画面に
替わる
タイトルに写真フ
ォルダに付けた名
前が表示されてい
る。無料版ではタ
イトルにしたい名
前を写真フォルダ
名にするのがポイ
ントになる！！

アルバムインデッ
クスのチェックを
外すと、タイトル
の番号が表示され
なくなる。

これで DVD スライドショー作成操作完了です。あとは見る！ ディスク焼きだけ！

６．スライドショーを見る

① プレビュータブ
をクリック

② MENU ボタン
をクリック

オープニングはサムネイ
ル画像が移動しながら画
像を変えていく
右端下にくるとオープニ
ング終了、そのまま待つ

スライドショーが画像変
化（エフェクト）しなが
ら出現し、ズームアップ
＆ダウンする
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このソフトはフラッシュプレイヤーを使って表示されています。ＸＰには標準装
備の筈ですがもし装備されていない場合は、これもフリーソフトですから検索か
ら探してインストールして下さい。
プレビューでは画質丌鮮明ですがディスクに焼いた場合はそのようなことはな
い。
上映時間４分５１秒、何故か設定で表示された３分３６秒をオーバーしているが
理由丌明、ＢＧＭも繰り返し実行はない？？
オープニングを途中で終了しスライドショーに入る場合はタイトルをクリック
する
画面への説明文字表示は Step2 の段階、画像構成・アルバム画像タブでサムネ
イル画像選択後にそのタブ下にあるメニューボタン「テキスト」をクリックすれ
ば文字挿入画面が出てくる。フォントタイプ・色・サイズ選択可能。
作業途中でも完成時でも保存は、ファイル[ﾒﾆｭｰ]→名前を付けて保存、適当な場
所を選んで保存。拡張子 pdm で保存され、このソフトで開けるようになる。

７．ディスクに焼く
① ｢ディスク焼き｣
ボタンをクリッ
ク

② ▼から最高品質
を選ぶ

③ ｢DVD/CD ライタ
オプション｣タブ
をクリックし
焼くスピードの▼
から max speed を
選択

⑤ DVD 板を挿入し、ク
リック
焼く時間はレコーダ
ーの性能や容量によ
りますが一寸したも
のでも数十分、長けれ
ば１時間以上かかり
ます。

④ ｢内部の焼くエン
ジンを使用｣にチ
ェックを入れる

追記：フリーソフトで超簡単にＴＶで見ることが出来るスライドショーを作成を出来て、
しかもプラザで実行できるものとしてこのソフトを紹介するもので、私自身は通常は使
用していません。何が出来て何が出来ないかはみなさんで試してください。
WindowsXP にも Vista にも装備されている Windows ムービーメーカーでも同じようにス
ライドショー作成可能です。全て一枚一枚の設定になりますがビデオとの組合せも可能（本
来はそのためのソフト）ですので試してみて下さい。
以下のソフトは有料になりますが機能的には高度で面白いものが作れますので紹介してお
きます。今回使用ソフトの有料版はドル払いにつき省略。
＊CyberLink Power Director 7 ¥14,800 秒単位の軸、ビデオ編集ソフト
＊Life with PhotoCinema2
¥20,790 超超簡単わずか３Step ｽﾗｲﾄﾞｼｮｰのみ
＊Ulead VideoStudio 12
¥15,540 ビデオ編集ソフト
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