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はじめて体験する動画編集 

～パソコンを使ったビデオ映像の簡単な編集加工～ 

 
 デジタルビデオカメラで撮影した映像をパソコンに取り込み簡単に編集して DVD、CD、ハー
ドディスクなどに保存することができます。ここでは、簡単にビデオ編集ができるように、

Windows XPに標準で搭載されているビデオ編集ソフト「ムービーメーカー」を利用します。操
作は下記の４つのステップがあります。 Step1. ビデオで撮影し、撮ったビデオをパソコンに取
り組む Step２．パソコンで編集する Step３．いろいろなフォーマットで保存する。 
 

０．実習準備 

配布した CD には、実習用の素材が入っています。今回は時間を節約するため、この素材を使用

します。CD にある全てのファイルを c:\user フォルダにコピーしておいてください。 

 

１. ビデオカメラの映像を取り込む 

高画質を得るためには、パソコンとデジタルビデオカメラを、IEEE 1394 という規格のケーブ

ルで接続します。データは既にデジタル形式になっているため処理や変換を行わなくても読み取

ることができるため、画質の劣化がなく、コンピュータに直接転送されます。パーソナルコンピ

ュータに IEEE 1394 端子が必要となります。オプションとして購入できるものですが、最近では

標準で装備されているタイプが増えてきました。また、USBポートに接続するだけで、撮影した
データをパソコンに転送できるビデオカメラもでてきました。 
映像を取り込み、編集するために「Widows Movie Maker」を立ち上げます。「スタート」->「プ
ログラム」->「アクセサリ」->「エンターテイメント」->「Widows Movie Maker」の順で選択
します。 
 素材として使用するファイルは「コレクション」①という領域に読み込む必要があります。 
コレクションの領域に読み込むには、デジタルビデオカメラからの読み込み（ビデオデバイスか

らの取り込み）、ビデオの読み込み（素材ビデオの読み込み）などがあります。② 
今回は、既に用意している素材と

撮影した素材を使用して、ムービー

ファイルを作成します。既に用意し

た素材は、c:¥userにコピーしたも
のを利用します。②の「ビデオの読

み込み」を選択しハードディスクか

ら素材を読み込んでください。読み

込まれた素材は「コレクション」①

に表示されます。 

① 

② 
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次に、ビデオカメラで撮影をして素材を作ります。 
ビデオカメラにバッテリーを装着し、テープを入れます。 
（テープの入れ方） 
（１） ビデオカメラの底にある「開く／カセット取り出し」レバーを右に移動し、カバーを上

に開きます。 

 
（２） ビデオテープの向きを確認してテープを入れ、中のふたを押し下げます。 

 
（３） テープが格納されたら、カバーを閉じます。 
 
（撮影の方法） 
ファインダー下のスイッチを「カメラ」にするとスタンバイ状態になります。中央のボタン

を押すと撮影が始まり、再度押すとスタンバイに戻ります。撮影が終了したら、スイッチを切

ります。 
 

素材用に１～２分撮影をしてください。 
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撮影したビデオを素材として読み込みます。デジタルビデオカメラから映像を取り込むために、 
デジタルビデオをパソコンにつなぎます。次にデジタルビデオの電源を入れます①。 

 
「ビデオデバイスからの取り込み」を選択します。取り込んだビデオファイルに名前をつけま

す。保存場所は c:¥userにします。 

 
映像を取り込むには、「テープ全体を自動で取り込む」方法と、「テープの一部を手動で取り込

む」方法があります。今回は、「テープの一部を手動で取り込む」方法で取り込みます。 

① 
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操作はビデオ取り込みウィザード⑤または、デジタルビデオカメラでおこないます。 
デジタルビデオカメラの映像

を流すと、プレビューに映像が

表示されます④。取り込みたい

場面がきたら「取り込みの開始」

を選択します①。取り込みの開

始をおこなうと、時間、ファイ

ルサイズが表示されます③。取

り込みを終了するときは、「取り

込みの停止」を選択します②。 
実際に映像を取り込んでくだ

さい。 

 

 

 

 読み込まれた素材は、コレクションに読み込まれます。コ

レクションを表示するには、「コレクション」を選択①しま

す。読み込まれたコレクションが表示されます②。「作業」

を選択③すると作業画面に戻ります。 

 

 

 

 

２．編集 

 ムービーメーカーでビデオ編集をおこなうには、「ストーリーボード」と「タイムライン」と

いう２つのモードがあります。ストリートボードでは、必要なクリップをつないで大まかな流れ

を作ります。タイムラインモードでは更に、音楽をつけたりタイトルを挿入したりすることがで

きます。ストーリーボードモードを表示するには、「ストーリーボードの表示」①を選択します。

タイムラインモードを表示するには、「タイムラインモードの表示」②を選択します。 

タイムラインモード              ストーリーボードモード 

 

 

 

 

 

 

 

２ ．

① ② 

② 

③ ①

①

②

③ ④ 

⑤ 
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１ ビデオ編集 

ストーリーボードモードを選択します。クリップをつないでいくため、映像をストーリーボー

ドにスライドさせ

ます。クリップの再

生は、①を選択しま

す。 

（コレクションを

選択すると素材の

一覧が表示されま

す） 

 

 

 

 

２．２ 切り替え効果・特殊効果 

特殊効果には、シーンとシーンとの切り替え、すなわちクリップとクリップが切り替わると

きに利用する「ビデオ切り替え効果」と、ビデオクリップ全体に特殊効果を設定する「ビデオ

特殊効果」の２つがあります。これら２つの特殊効果は、ストーリーボードに配置したクリッ

プに対して設定します。 

２．２．１ 切り替え効果 

ビデオ切り替え効果の表示を選択します。「作

業」を選択①し、「ビデオ切り替え効果」②を選

択すると、切り替え効果の一覧が表示されます。

切り替え効果を選択し③、ストーリーボードのビ

デオクリップと間にドラッグ＆ドロップします。 

 

 

２．２．２ ビデオ特殊効果の表示 

映像の色を変えたり、スピードや質感を変えたりす

る効果を付けることができます。「ビデオの特殊効

果」①を選択し、ビデオ特殊効果のクリップから選

択し②、ストーリーボードのビデオクリップにドラ

ッグ＆ドロップします。 

③

①

② 
① 

② 

①

③ 
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２．３ タイトルの挿入 

タイトルを挿入します。「タイトルまたはクレジットの作成」を選択します。タイトルの追加場

所は、「ムービーの最初にタイトルを追加する」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
タイトルの挿入方法を選択します。 
タイトルを入力します①。タイトルを入力したあと、「実行後、タイトルをムービーに追加する」

を選択します②。詳細は、

詳細オプションで設定し

ます③。 

  

 

 

 

２．４ 音楽を入れる 

 ムービーに効果音やＢＧＭを追加します。取り扱うことのできるオーディオファイルは、付録

を参照してください。タイムラインを表示します。次に「オーディオまたは音楽の取り込み」を

選択します。実習準備でコピーし

た、c:\user にオーディオファイ

ルを用意しましたので、これを読

み込んでください。なお、用意し

た素材は、著作者の利用規定を満

たしているものを提供していま

す。 

 

① 

③ 

② 
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オーディオ/音楽を選択し、読み込んだ音楽をドラッグ＆ドロップします。オーディオ時間を調整

します。① 

 

 ３．保存 

編集中のムービーのことを「プロジェクト」と呼びます。プロジャクトには、素材ファイルの

保存場所、演出効果などの情報が含まれています。プロジェクトを保存すると、ムービーメーカ

ーの拡張子MSWMMで保存されます。プロジェクトの保存は、再び編集するときに便利です。 
編集を終えたデータを、ムービーとして保存すると、基本的にはMEPG-4を利用した「WMV
形式」というファイル形式で出力されます。WMV 形式は、高画質でありながらファイルサイズ
が小さくできるという特徴があります。詳細は、付録を参照してください。  

 
１）ムービーファイルの保存 
ムービーファイルとして保存します。「ファイル」->「ムービーファイルの保存」を選択します。
保存先は、ハードディスク上の c:¥userにします。再生には、Windows XP標準のMedia Player
を利用します。 

 
 

 
 
 
 

 

① 
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２）プロジェクトを保存する（必要に応じて） 
「ファイル」->「名前を付けてプロジェクトを保存」を選択します。次に c:\user を選択し、

名前を付けて保存します。 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

４．著作権・肖像権について 

著作物を許可なく使用すれば、著作権の侵害にあたります。論文、写真や絵画、イラストなど

他人が創作したものを無断でホームページなどに使用したり、プログラムのコピーや音楽ソフト

をコピーしたりする行為も著作権法違反に問われることがありますので注意してください。 

他者が作った著作物を記載・引用する場合事前に必ず、著作権者や各種著作権協会へ相談して

ください。 

下記の例のような、何気ない行為が著作権の侵害に関わってくる場合があります。下記以外に

も、文章や小説等の一部、デザイン、プログラム等を扱うときも同じで、著作権を侵害しないよ

うご注意ください。 

１）自分のホームページに、BGM として音楽を流すために音楽データをアップロードし、許可な

く公開した。 

２）自分のホームページに写真を載せたいと思い、別のホームページから画像データをダウンロ

ードして許可なく掲載し公開した。 

３）自分のホームページにインパクトをつけたく、別のホームページから動画データをダウンロ

ードして許可なく掲載し公開した。  

等 
 
著作権： 

 著作権法で保護される写真や絵画、論文、音楽、映画、プログラムなどの著作物が、著作者等

に認められる権利。 他者が創作したこれらの著作物を、許可無く使用すれば、著作権の侵害に

あたる。 
 
肖像権： 

 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたりする事がないように主

張できる権利。 歌手・俳優の画像や、映画・TV のスクリーンショットを自分のホームページで

公開するなど、本人に掲載許可を得ていない場合は、肖像権の侵害にあたる。
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付録 

１）ムービーファイル 

ムービーメーカーで使用できるムービーファイルにはさまざまものがあります。 
現在、MPEG（「Moving Picture Coding Experts Group」の略で、動画データや音声データを
圧縮し、ファイルサイズを小さくするためのテクノロジー）で MEPG-1 や MEPG-2、MEPG-4 といっ

た種類があります。ムービーファイルの代表的なものは下記のとおりです。 

ファイル形式 拡張子 説明 

AVI avi 
Windows標準のムービーファイルで映像をデジタルデータ化して、そ
のままファイルしたもの 

WMV ｗmv ＷＭＶは[Windows Media Video]の略で、Microsoft が MPEG-4 をベース

に開発した動画データ用のファイルフォーマット。高画質でありなが

らファイルサイズを小さくできるという特徴がある。インターネット

など通信によるビデオ配信に利用されつつある。 

MPEG-1 mpeg,mpg MPEG-1規格のムービーファイルで、ビデオ CD など、CD メディアへ
の記録を目的に利用されている。 

MPEG-2 m2p DVD-Video など、高画質な映像が要求される目的に利用されている。 

MPEG-4 m4p インターネットなど、通信環境での映像配信に利用されている 

 
２）オーディオ・音楽ファイル 

 ムービーメーカーで使用できるオーディオ・音楽ファイルには、さまざまなものがあります。 
代表的なものは下記のとおりです。 
ファイル形式 拡張子 説明 

WAVE wav Windows標準の音声ファイル 

WMA wma Windows標準の圧縮音声ファイル 

AIFF aif,aiff,aifc Macintosh で使われる音楽ファイル 

 
３）画像ファイル 

 ムービーメーカーで使用できる画像ファイルには、さまざまなものがあります。 
代表的なものは下記のとおりです。 
ファイル形式 拡張子 説明 

BMP bmp Windows標準の画像ファイル。1677万色の表示が可能 

GIF gif インターネット上でよく使われる画像圧縮ファイル。256色まで扱える。

JPG jpg,jpeg 
インターネット上でよく使われる画像圧縮ファイル。1677万色まで扱え
る。 

PNG png 
GIFの代わりとして開発された新しい画像圧縮ファイルファイル。 
圧縮率が極めて高い 

 


