iMovie ’08
スタートアップガイド
まったく新しい方法でビデオを再生、鑑賞、
保存、および共有することができる
「iMovie」の使い方を紹介します。
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ホームビデオを簡単に鑑賞、保存、および共有できるアプリケーショ
ン、
「iMovie ’08」を紹介します。
さまざまなデバイスやメディアに保存されているビデオを「iMovie」に取り込んでおけば、思い
出のシーンをいつでもすぐに呼び出すことができます。デジタルカメラやビデオカメラで撮影し
たままのビデオクリップはありませんか。ディスクやテープを箱に詰めてクローゼットにしまっ
たままにしていませんか。それらをビデオライブラリに入れておけば、好きなときに見ることが
できます。ビデオカメラを取り出してコンピュータやテレビに接続する手間をかけずに、あらゆ
るホーム・ムービーを楽しむことができるのです。思い出深いイベントの、ひととき、あの年、
あの人を、1 個所にまとめて検索しやすくしましょう。「iMovie 」ならビデオカタログの作成や
管理を簡単に行うことができ、よく撮れたビデオをそうでない映像からより分けたり、見たい
シーンをいつでもすぐに探し出したりできます。
また、シンプルなムービーを手軽に作成し、ビデオにタイトルを重ねたり、場面トランジション
やバックグラウンドミュージック、あるいはアフレコ（ナレーション）を追加したりできます。
さらに、作成したムービーを Web やコンピュータ、 iPod、 iPhone、 Apple TV などを利用して
友人や家族と共有するのも「 iMovie」なら簡単です。
第 2 章からのチュートリアルを始める前に、次のセクションでは「 iMovie」におけるビデオの再
生、整理、編集に関するコンセプトとツールを紹介します。旧バージョンの「iMovie」やその他
のビデオ編集アプリケーションを使用したことがある方も、これまでの製品とは一線を画す
「iMovie ’08 」のアイデアをぜひ理解しておいてください。
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iMovie インターフェイス
下に示す「iMovie 」のメインウインドウは、ビデオの表示、整理、および編集に使用するコン
ソールです。ここから、ビデオ編集に使用するツール類のほぼすべてにアクセスすることができ
ます。
iMovie プロジェクト
ビデオクリップ、写真、ミュージックなど
さまざまな素材を組み合わせてムービーを
作成します。作成したムービーは Web、 iPod、
Apple TV などを利用して共有できます。

ビューア
ここでビデオが
再生されます。

プロジェクトライブラリ
作成したすべての

iMovie プロジェクトが
一覧表示されます。

iMovie ツールバー
使用するツールや
コントロールのほとんどが
ここに用意されています。

イベントライブラリ

ソースビデオ

ビデオに撮影して「iMovie 」に

イベントライブラリで

読み込んだすべてのイベントの
名前が一覧表示されます。

選択したイベントの内容が
表示されます。

ワンストップのビデオライブラリ
さまざまなソースから「iMovie」にビデオを取り込んでおけば、すべてのビデオを 1 個所に集約
したビデオライブラリを作成できます。ライブラリでは、録画したビデオのイベント名を選択す
るだけで内容を確認できます。これは、本を開いてページをめくるのと同じくらい簡単な操作で
す。ある 1 つのイベント（たとえば「先日の休暇」など）で撮影したビデオを、撮影機器やフォー
マットを問わず、すべて 1 つにまとめてしまいましょう。そうすれば、マウスを 1 回クリックす
るだけですべてのビデオにアクセスできます。

6

第1章

ようこそ iMovie ’08 へ

ビデオを探す／再生する
「iMovie」では、これまで以上にビデオを手軽に楽しむことができます。イベントを選択すると、
ビデオの内容が映像フィルムを広げたように表示されるため、個々のムービーフレームのイメー
ジをすぐに確認できます。イメージの上でポインタを動かすと、イメージが動きます。これは「要
約再生」と呼ばれ、この機能を利用すると、テープの早送りや巻き戻しをしたり個々のクリップ
を選択して再生したりしなくても、見つけたいシーンを手早く探すことができます。
スペースバーを押すか、ビデオの任意の場所をダブルクリックして、通常の速度で再生すること
もできます。

ビデオスライドショーを作成する
「iMovie」では、今までより短時間で、より満足できるムービーを仕上げることができます。見
栄えの良いホームビデオを作成するには、
「ビデオスライドショー」を作成するのが最も手軽な
方法です。ビデオスライドショーとは、ライブラリにあるいくつものお気に入りのシーンをそれ
ぞれ同じ長さの短いビデオクリップとして切り出してつなげたもので、
「iMovie」ならごく簡単
な操作で作成できます。これにバックグラウンドミュージックを付ければ、ペースの一定した上
質のホーム・ムービーのできあがりです。これなら、自信を持って作品を共有できます。

ビデオ・ファイル・フォーマットについて
最近では、さまざまなビデオデバイスを利用してどこでも映像を撮影できるようになりました。
ビデオカメラには、miniDVD、ハードディスク、あるいはフラッシュメモリカードに記録する新
しいフォーマットが登場しています。大半のデジタルカメラやそのほか多くの携帯機器も、ビデ
オ撮影機能を備えています。しかしこれらの機器ではビデオを録画する際のビデオ・ファイル・
フォーマットがそれぞれ異なる場合があります。
「 iMovie」は新世代のビデオ録画デバイスもサ
ポートしています。以下に示すソースのいずれからでも、
「 iMovie」のビデオライブラリにビデ
オを読み込むことができます：
カメラの種類

記録媒体

ビデオファイルのフォーマット

USB 接続のビデオカメラ

ハードディスクドライブ（HDD）

MPEG-2 および AVCHD

（ランダムアクセスデバイス）

DVD （小型の 8cm DVD）
フラッシュ（メモリカード）

FireWire 接続ビデオカメラ

Mini DV テープ

DV（スタンダード）および HDV
（High Definition Video ）

iSight カメラ

ハードディスクドライブ

QuickTime ムービー

（コンピュータ内蔵）
デジタル静止画カメラ

フラッシュ

MPEG-2 、MPEG-4 など

カメラ付き携帯電話
（
「iPhoto 」を利用して自動的に追加）

上記のビデオソース以外にも、すでにハードディスクに保存されているビデオ（「iMovie HD」で
作成したプロジェクトを含みます）も追加することができます。
参考：AVCHD ビデオを利用するには、 Intel プロセッサが必要です。AVCHD ビデオカメラの詳
細については、www.apple.com/jp/ilife/systemrequirements.html を参照してください。
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チュートリアルの内容
ビデオを「iMovie 」に読み込んで整理、並べ替え、および管理する方法については、第 2 章の
クイックチュートリアルで説明します。このチュートリアルでは、以下の内容について説明し
ます：

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

ビデオを「iMovie」に読み込む
ビデオをイベントとして整理する
好きな場面をマークしてすぐに呼び出せるようにする
気に入らない場面にマークを付けて削除する
ビデオのサウンドを調整する
不要な背景を切り取ってクローズアップショットを作成する
ビデオスライドショーを作成する
パン／ズーム効果（ Ken Burns 効果）を適用した写真を追加する
完成したムービーを共有する

はじめる前に
この書類をプリントしてから始めるか、作業の間もこの PDF ファイルを開いたままにしておい
てください。チュートリアルを一度で完了する必要はありません。後回しにしたいところは飛ば
して、最も知りたい機能から習得してください。
この文書および「iMovie ヘルプ」に記載されている説明の多くで、メニューバーにある各コマ
ンドを選択することになります。メニューコマンドは次のように表記しています：
「編集」＞「コピー」と選択します。
（＞）でつながれている場合、最初の用語は「iMovie」のメニューバーに表示されるメニュー名
です。次に続く用語は、そのメニューから選択する項目です。

必要なもの
このチュートリアルをすべて終了するには、次のものが必要です：

Â 7 ページの表に記載されたいずれかのデバイスに保存されたデジタルビデオ、またはコン
ピュータ内蔵ハードディスクか FireWire ケーブルで接続された外付けハードディスクに保存
されたビデオ。

Â コンピュータ内蔵ハードディスク、または FireWire 接続の外付けハードディスクの、少なくと
も数 GB（ギガバイト）の空き容量。（必要な容量は、使用するビデオ・ファイル・フォーマッ
トによって異なります。詳細については、録画デバイスからのビデオの読み込みに関する説明
を参照してください。）
手元にビデオ素材がない場合は、iPhoto ライブラリの写真を使用してスライドショーを作成す
ることもできます。チュートリアルの内容を実際に試しながら、
「 iMovie」の使用法を楽しく習
得してください。
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2

iMovie の使いかたを学習する

2

最新のビデオデバイスからビデオを読み込み、しまい込んでいた昔の

DV テープも箱から出してきましょう。「iMovie 」にビデオを読み込
んで整理や編集を行えば、思い出を鮮やかによみがえらせることがで
きます。
このチュートリアルでは、まずビデオを「iMovie 」に読み込み、
「イベントライブラリ」を整理
し、ビデオの再生または「要約再生」を行います。次に、お気に入りの場面を見つけてマークを
付け、よく使う項目をすぐに呼び出せるようにしたり、削除したい部分にマークを付けたりし
ます。
さらに、ビデオのトリミングや切り取りを行い、タイトル、トランジション、写真、ミュージッ
クを追加してビデオスライドショーを作成します。そして Web、iPod、または Apple TV を接続
した高精細テレビ（ HDTV ）で友達と共有してみましょう。

ステップ 1：ビデオを「iMovie」に読み込む
ビデオを使った作業を始めるには、まずビデオを「iMovie」に転送する必要があります。ビデオ
を「iMovie」に読み込んでも、録画デバイスのビデオは消去されません。
このステップでは、
「iMovie」を開いてビデオ録画デバイスからビデオを読み込んだり、すでに
ハードディスクに保存されているビデオファイルを読み込んだりして、ビデオライブラリを作成
します。
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「iMovie 」を開くには：
m 「アプリケーション」フォルダ内の「iMovie 」アイコンをダブルクリックするか、Dock にある
アイコンをクリックします。
「iMovie」をはじめて開くと、下に示すような iMovie ウインドウが表示されます。
このビューアにビデオが
ここでプロジェクトを作成します。

表示されます。

「プロジェクトライブラリ」
にはプロジェクトが
一覧表示されます。

読み込みや編集は

iMovie ツールバーの
ボタンで行います。

ここでソースビデオの内容を

「イベントライブラリ」には

確認します。

イベントが一覧表示されます。

カメラの種類を確認してビデオを読み込む
「iMovie」にビデオを読み込む方法は、いくつかあります。目的に応じて以下のいずれかの手順
を実行してから、20 ページの「ステップ 2：ビデオライブラリを整理し、ビデオを再生する」に
進んでください。

Â DVD、ハードディスクドライブ（HDD）、またはフラッシュメモリを使用したビデオカメラの
場合は、11 ページを参照してください。
Â FireWire対応のデジタルビデオカメラのテープにビデオがある場合は、14 ページを参照してく
ださい。

Â iPhoto ライブラリにビデオがある場合は、 16 ページを参照してください。
Â 「iMovie」に直接ビデオを録画したい場合は、17 ページを参照してください。
Â ビデオが既存の iMovie プロジェクトまたはハードディスク上にある場合は、18 ページを参照
してください。
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DVD、HDD 、またはフラッシュメモリを使用したビデオカメラの場合
これらのデバイスは USB ケーブルでコンピュータと接続します。これらはランダムアクセスデバ
イス（RAD ）と呼ばれ、ビデオクリップを個別に選択して読み込むことができるため、テープを
使用する従来のビデオカメラとは異なり、読み込み時にビデオを再生する必要がありません。
参考：AVCHD ビデオを利用するには、 Intel プロセッサが必要です。AVCHD ビデオカメラの詳
細については、www.apple.com/jp/ilife/systemrequirements.html を参照してください。
ランダムアクセスデバイスからビデオを読み込むには：

1 デバイスを PC モード（コンピュータモード）に設定し、USB ケーブルでコンピュータに接続しま
す。（コンピュータへの接続方法については、デバイスに付属するマニュアルを参照してくださ
い。
）
下の図は、USB ケーブルでビデオカメラを iMac に接続する方法を示しています。

デバイスが正しく接続されると、
読み込みウインドウが開きます。

ビデオカメラが正しく接続されると読み込みウインドウが開き、デバイス内のすべてのクリップ
が表示されます。
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高解像度（HD）ビデオを読み込んでいる場合は、
「 1080i HD 読み込み設定」ダイアログが開き
ます。読み込んでいるビデオのフォーマットが 1080i ではない場合は、
「 OK」をクリックしてく
ださい。1080i フォーマットのビデオを読み込んでいる場合、または後で読み込む場合は、
「iMovie」の読み込みビデオサイズを選択します。最も一般的な用途（Apple TV での表示など）
には、「大」サイズのビデオをお勧めします。これは、ハードディスク容量が少なくて済み、
一部のコンピュータで滑らかに再生できるようになるためです。ただし、ビデオカメラでの記録
「Final Cut Pro」
が実際に 1920 × 1080 の HD ビデオで、そのビデオをブロードキャストしたり、
に書き出したりしたい場合は、
「最大」サイズを選択してください。この場合、必要なディスク
容量は大きくなりますが、元のビデオの品質を維持しやすくなります。（詳細については、
）
「iMovie ヘルプ」で「1080i」と検索してみてください。
参考：DVD ビデオカメラを使用している場合、Mac に接続すると DVD プレーヤーが開くことが
あります。その場合は、DVD プレーヤーを終了してください。

2 「すべてを読み込む」をクリックして、すべてのクリップを読み込みます。
3 「保存先」ポップアップメニューから、読み込んだビデオを保存するディスクを選択します。
FireWire ケーブルでコンピュータに接続されたハードディスク（サポートされたもの）ならどれ
でも選択できます。1 時間のビデオを保存するには、標準解像度（DV）で約 13GB、高解像度
（HD ）で約 40GB 必要です。選択したディスクに十分な空き容量があることを確認してください。
各ディスクの空き容量は、ポップアップメニューのディスク名の横のかっこ内に表示されます。

4 読み込んだビデオを「イベントライブラリ」でどのように整理するかを選択します：
Â 読み込んだビデオを既存のイベントに追加するには、「既存イベントに追加」を選択し、ポッ
プアップメニューからイベント名を選択します。

Â 新規イベントを作成するには、「新規イベントを作成」フィールドにイベント名を入力します
（「バースデーパーティー」など）。ビデオが録画された日付ごとに新規イベントを作成したい
場合は、
「日ごとのデータを新規イベントに分割」を選択します。

5 1080i フォーマットのビデオを読み込む場合は、ポップアップメニューからサイズを選択します。
高精細テレビ（HDTV）での鑑賞を含め、ほとんどの用途ではビデオのサイズを大にしても十分
な品質が得られます。しかしムービーを後で「Final Cut Pro」に書き出す場合など、何らかの理
由で元のビデオをフルサイズのまま維持したい場合は、
「1080i ビデオの読み込みサイズ」ポップ
アップメニューで「最大 1920 × 1080 」を選択します。

6 「OK」をクリックします。
ビデオの長さによっては、
「iMovie」に読み込んで各クリップのサムネールが生成されるまでに
数分から 1 時間以上かかることがあります。「読み込み」ウインドウの進捗バーによって、現在
読み込まれているクリップと、読み込み処理の進捗状況が示されます。
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7 ビデオの読み込みが完了したら、ビデオカメラの電源を切り、コンピュータとの接続を解除し
ます。
ランダムアクセスデバイスからビデオを選択して読み込む
デバイスに入っているコンテンツの一部だけを読み込みたいときには、必要なビデオクリップ
のみを選択して読み込むことができます。読み込みウインドウのビューアの下にある再生コン
トロールを使えば、クリップの内容を確認しながら読み込むクリップを決めることができま
す。このチュートリアルでは、短くとも 10 分から 15 分のビデオを読み込んでおくことをお勧
めします。
上記の手順でデバイスをコンピュータに接続したら、以下のいずれかの操作を行います。
ほとんどすべてのクリップを読み込むには：

1 読み込みウインドウの左側にあるスイッチを「手動」に設定します。
2 読み込みたくないクリップの下にあるチェックボックスの選択を解除します。
3「チェックした項目を読み込む」をクリックします。
4 12 ページの手順 3 〜 6 を実行します。
ごく一部のビデオクリップだけを読み込むには：

1 読み込みウインドウの左側にあるスイッチを「手動」に設定します。
2「すべてのチェックを外す」をクリックします。
3 読み込みたいクリップの下にあるチェックボックスを選択します。
4「チェックした項目を読み込む」をクリックします。
5 12 ページの手順 3 〜 6 を実行します。
ビデオの読み込みが完了したら、「カメラ」ポップアップメニューの横にある「取り出し」ボ
タンをクリックしてから、ビデオカメラの電源を切り、コンピュータとの接続を解除します。
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FireWire 対応のデジタルビデオカメラの場合
FireWire ケーブルでコンピュータに接続可能な DV または HDV 方式の miniDV ビデオカメラを
お使いの場合は、テープを再生しながらビデオを読み込みます。

FireWire 接続したビデオカメラからビデオを読み込むには：
1 ビデオカメラを VTR（Video Tape Recorder）モード（
「再生」モードまたは「VCR」モードとも
いいます）に切り替え、電源が自動で入らない場合は電源スイッチをオンにします。

2 ビデオカメラを FireWire ケーブルでコンピュータに接続します。
下の図は、FireWire ケーブルでビデオカメラを iMac に接続する方法を示しています。

デバイスが正しく接続されると、
読み込みウインドウが開きます。

ビデオカメラが正しく接続されると読み込みウインドウが開きます。
「 1080i HD 読み込み設定」ダイアログが開き
高解像度（HD）ビデオを読み込んでいる場合は、
ます。読み込んでいるビデオのフォーマットが 1080i ではない場合は、
「 OK」をクリックしてく
ださい。1080i フォーマットのビデオを読み込んでいる場合、または後で読み込む場合は、
「iMovie」の読み込みビデオサイズを選択します。最も一般的な用途（Apple TV での表示など）
には、「大」サイズのビデオをお勧めします。これは、ハードディスク容量が少なくて済み、
一部のコンピュータで滑らかに再生できるようになるためです。ただし、ビデオカメラでの記録
「Final Cut Pro」
が実際に 1920 × 1080 の HD ビデオで、そのビデオをブロードキャストしたり、
に書き出したりしたい場合は、
「最大」サイズを選択してください。この場合、必要なディスク
容量は大きくなりますが、元のビデオの品質を維持しやすくなります。（詳細については、
）
「iMovie ヘルプ」で「1080i」と検索してみてください。

3 ウインドウの左側にあるスイッチが「自動」に設定されていることを確認します。
4 「読み込み」をクリックします。
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5 「保存先」ポップアップメニューから、読み込んだビデオを保存するディスクを選択します。
FireWire ケーブルでコンピュータに接続されたハードディスク（サポートされたもの）ならどれ
でも選択できます。1 時間のビデオを保存するには、標準解像度（DV）で約 13GB、高解像度
（HD ）で約 40GB 必要です。選択したディスクに十分な空き容量があることを確認してください。
各ディスクの空き容量は、ポップアップメニューのディスク名の横のかっこ内に表示されます。

6 読み込んだビデオを「イベントライブラリ」でどのように整理するかを選択します：
Â 読み込んだビデオを既存のイベントに追加するには、「既存イベントに追加」を選択し、ポッ
プアップメニューからイベント名を選択します。

Â 新規イベントを作成するには、「新規イベントを作成」フィールドにイベント名を入力します
（「バースデーパーティー」など）。ビデオが録画された日付ごとに新規イベントを作成したい
場合は、
「日ごとのデータを新規イベントに分割」を選択します。

7 1080i フォーマットのビデオを読み込む場合は、ポップアップメニューからサイズを選択します。
高精細テレビ（HDTV）での鑑賞を含め、ほとんどの用途ではビデオのサイズを大にしても十分
な品質が得られます。しかしムービーを後で「Final Cut Pro」に書き出す場合など、何らかの理
由で元のビデオをフルサイズのまま維持したい場合は、
「1080i ビデオの読み込みサイズ」ポップ
アップメニューで「最大 1920 × 1080 」を選択します。

8 「OK」をクリックします。
ビデオカメラ内のテープが先頭まで巻き戻され、テープに記録されたすべてのビデオが読み込ま
れます。読み込みが完了するとテープは再び巻き戻されます。
ビデオの読み込みは、テープを再生しながら行われます。読み込み時には、ビデオの再生画面が
表示されます（音声はビデオカメラでしか再生されません）。読み込みが完了するまでコンピュー
タから離れていてもかまいません。ビデオの読み込みには、実際の再生時間よりも長い時間がか
かります。読み込みが完了すると、各ビデオクリップのサムネールが生成されます（この処理に
は数分かかります）。
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9 ビデオの読み込みが完了したら、ビデオカメラの電源を切り、コンピュータとの接続を解除し
ます。

FireWire ビデオカメラからビデオを選択して読み込む
テープに入っているコンテンツの一部だけを読み込みたいときには、必要な場面のみを選択し
て読み込むことができます。このチュートリアルでは、短くとも 10 分から 15 分のビデオを読
み込んでおくことをお勧めします。
上記の手順でビデオカメラをコンピュータに接続したら、以下のいずれかの操作を行います。
ビデオを選択して読み込むには：

1 読み込みウインドウの左側にあるスイッチを「手動」に設定します。
2 テープの巻き戻し、早送り、および再生には、読み込みウインドウの再生コントロールを使
用します。
ビデオを再生確認したら、読み込み開始位置までテープを巻き戻します。

3「読み込み」をクリックし、15 ページの手順 5 〜 8 を実行します。
頭出しをした位置からビデオの読み込みが開始されます。
「 iMovie」
4 読み込みを停止する位置で「停止」をクリックします。読み込みを停止するたびに、
に読み込んだビデオのサムネールが生成されます（この処理には数分かかります）
。

5 別のビデオを読み込むには、上記の手順 2 〜 4 を繰り返します。
6 ビデオの読み込みが完了したら、ビデオカメラの電源を切り、コンピュータとの接続を解除
できます。

iPhoto ライブラリ内のビデオの場合
デジタル静止画カメラやカメラ付き携帯電話から iPhoto ライブラリに取り込んだビデオは、
「iMovie」を開くと自動的に利用可能になります。「イベントライブラリ」で「iPhoto ビデオ」
を選択し、希望のイベントを選択します。（ iPhoto ライブラリにビデオを追加する方法の詳細に
ついては、
「 iPhoto 」を開いて「iPhoto ヘルプ」を参照してください。）
参考：「iMovie 」と互換性のあるビデオ形式のみが「イベントライブラリ」に表示されます。
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ビデオを「iMovie」に直接録画する場合
お使いの Mac に iSight カメラが内蔵されている場合や、 iSight または互換性のある Web カメ
ラ／ビデオカメラが FireWire ケーブルで接続されている場合は、ビデオを直接「 iMovie」に録
画して編集できます。
「iMovie 」に直接録画するには：
1 iSight が内蔵されていない場合は、iSight（またはその他の Web カメラや FireWire 対応ビデオカ
メラ）を接続します。

2 読み込みボタンをクリックして読み込みウインドウを開きます。
読み込みボタン

3 コンピュータに複数のデバイスが接続されている場合は、使用するカメラを「カメラ」ポップ
アップメニューから選択します。

4 「取り込み」をクリックします。
5 「保存先」ポップアップメニューから、録画したビデオを保存するディスクを選択します。
FireWire ケーブルでコンピュータに接続されたハードディスク（サポートされたもの）ならどれ
でも選択できます。1 時間のビデオを保存するには数 GB の容量が必要です。選択したディスク
に十分な空き容量があることを確認してください。各ディスクの空き容量は、ポップアップメ
ニューのディスク名の横のかっこ内に表示されます。

6 録画したビデオを「イベントライブラリ」でどのように整理するかを選択します：
Â 新規イベントを作成してそこにビデオを録画するには、「新規イベントを作成」フィールドに
イベント名を入力します（「バースデーパーティー」など）
。

Â 録画したビデオを既存のイベントに追加するには、「既存イベントに追加」を選択し、ポップ
アップメニューからイベント名を選択します。

7 録画を開始する準備が整ったら「OK」をクリックします。クリックするとすぐに録画が開始さ
れます。

8 録画を停止したいところで「停止」をクリックします。
録画の開始および停止は何度でもできます。録画を停止するたびに、
「 iMovie」にビデオのサム
ネールが生成されます（この処理には数秒かかります）。録画を再開するたびに、新規イベントを
作成するか、「OK 」をクリックして同じイベントに新しいビデオを追加するかを選択できます。

9 録画が完了したら、「完了」をクリックします。
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ハードディスク上に保存された iMovie HD プロジェクトまたはその他のムービーファイルの
場合
コンピュータの内蔵ハードディスクや FireWire ケーブルでコンピュータに接続された外付け
ハードディスク（サポートされているもの）に保存されているビデオを読み込むことができます。
ハードディスクからビデオを読み込むには：

1 「ファイル」＞「ムービーを読み込む」と選択し、読み込みダイアログでプロジェクトを指定し
ます。
高解像度（HD）ビデオを読み込んでいる場合は、
「 1080i HD 読み込み設定」ダイアログが開き
「 OK」をクリックしてく
ます。読み込んでいるビデオのフォーマットが 1080i ではない場合は、
ださい。1080i フォーマットのビデオを読み込んでいる場合、または後で読み込む場合は、
「iMovie」の読み込みビデオサイズを選択します。最も一般的な用途（Apple TV での表示など）
には、「大」サイズのビデオをお勧めします。これは、ハードディスク容量が少なくて済み、
一部のコンピュータで滑らかに再生できるようになるためです。ただし、ビデオカメラでの記録
が実際に 1920 × 1080 の HD ビデオで、そのビデオをブロードキャストしたり、
「Final Cut Pro」
に書き出したりしたい場合は、
「最大」サイズを選択してください。この場合、必要なディスク
容量は大きくなりますが、元のビデオの品質を維持しやすくなります。（詳細については、
「iMovie ヘルプ」で「1080i」と検索してみてください。
）

2 「保存先」ポップアップメニューから、録画したビデオを保存するディスクを選択します。
FireWire ケーブルでコンピュータに接続されたハードディスク（サポートされたもの）ならどれ
でも選択できます。1 時間のビデオを保存するには数 GB の容量が必要です。選択したディスク
に十分な空き容量があることを確認してください。各ディスクの空き容量は、ポップアップメ
ニューのディスク名の横のかっこ内に表示されます。

3 読み込んだビデオを「イベントライブラリ」でどのように整理するかを選択します：
Â 新規イベントを作成してそこにビデオを読み込むには、「イベント名」フィールドにイベント
名を入力します（
「バースデーパーティー」など）
。

Â 読み込んだビデオを既存のイベントに追加するには、「既存イベント」を選択し、ポップアッ
プメニューからイベント名を選択します。

4 1080i フォーマットのビデオを読み込む場合は、ポップアップメニューからサイズを選択します。
高精細テレビ（HDTV）での鑑賞を含め、ほとんどの用途ではビデオのサイズを大にしても十分
な品質が得られます。しかしムービーを後で「Final Cut Pro」に書き出す場合など、何らかの理
由で元のビデオをフルサイズのまま維持したい場合は、
「1080i ビデオの読み込みサイズ」ポップ
アップメニューで「最大 1920 × 1080 」を選択します。

5 元のファイルに対する処理を選択します：
Â ビデオを「iMovie」にコピーした後で元のファイルを削除するには、「ファイルを移動」を選
択します。

Â ビデオを「iMovie 」にコピーした後も元のファイルを残しておくには、「ファイルをコピー」
を選択します。
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6 「読み込み」をクリックします。
「iMovie HD」で作成したプロジェクトからビデオを読み込むこともできます。ただし iMovie HD
プロジェクトから「 iMovie」に読み込めるのは、もともとビデオカメラからプロジェクトに読み
込まれたビデオのみです。Finder からプロジェクトにドラッグしたビデオは、読み込むことがで
きません。クリップビューア内の各クリップはビデオライブラリに追加され、イベントとしてグ
ループにまとめられます。タイムライン内の各クリップは新規 iMovie プロジェクト内に配置さ
れます。すべてのトランジションはクロスディゾルブで置き換えられます。タイトル、エフェク
ト、ミュージック、サウンドエフェクト、写真は「iMovie」には読み込まれません。チャプター
マーカーはすべて消去されます。
既存の iMovie プロジェクトを読み込むには：

1 「ファイル」＞「 iMovie HD プロジェクトを読み込む」と選択し、読み込みダイアログでプロジェ
クトを指定します。
高解像度（HD）ビデオを読み込んでいる場合は、
「 1080i HD 読み込み設定」ダイアログが開き
ます。読み込んでいるビデオのフォーマットが 1080i ではない場合は、
「 OK」をクリックしてく
ださい。1080i フォーマットのビデオを読み込んでいる場合、または後で読み込む場合は、
「iMovie」の読み込みビデオサイズを選択します。最も一般的な用途（Apple TV での表示など）
には、「大」サイズのビデオをお勧めします。これは、ハードディスク容量が少なくて済み、
一部のコンピュータで滑らかに再生できるようになるためです。ただし、ビデオカメラでの記録
が実際に 1920 × 1080 の HD ビデオで、そのビデオをブロードキャストしたり、
「Final Cut Pro」
に書き出したりしたい場合は、
「最大」サイズを選択してください。この場合、必要なディスク
容量は大きくなりますが、元のビデオの品質を維持しやすくなります。（詳細については、
「iMovie ヘルプ」で「1080i」と検索してみてください。
）
通常は、iMovie プロジェクトは「ムービー」フォルダに保存されています。

2 「保存先」ポップアップメニューから、プロジェクトの保存先ディスクを選択します。
FireWire ケーブルでコンピュータに接続されたハードディスク（サポートされたもの）ならどれ
でも選択できます。1 時間のビデオを保存するには、標準解像度（DV）で約 13GB、高解像度
（HD ）で約 40GB 必要です。選択したディスクに十分な空き容量があることを確認してください。
各ディスクの空き容量は、ポップアップメニューのディスク名の横のかっこ内に表示されます。

3 1080i フォーマットのビデオを読み込む場合は、ポップアップメニューからサイズを選択します。
高精細テレビ（HDTV）での鑑賞を含め、ほとんどの用途ではビデオのサイズを大にしても十分
な品質が得られます。しかしムービーを後で「Final Cut Pro」に書き出す場合など、何らかの理
由で元のビデオをフルサイズのまま維持したい場合は、
「1080i ビデオの読み込みサイズ」ポップ
アップメニューで「最大 1920 × 1080 」を選択します。

4 「読み込み」をクリックします。
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ステップ 2：ビデオライブラリを整理し、ビデオを再生する
ビデオの読み込みが終わったら、ビデオを楽しむための準備は完了です。ビデオは、イベントラ
イブラリ内のイベントとして分類されており、すぐに再生、一覧、検索、あるいは加工に利用で
きます。

iMovie イベントについて
「iMovie」にビデオを読み込んでイベント名を付けると、新しいイベントが「イベントライブラ
リ」に追加され、録画の年別に表示されます。「イベントライブラリ」で年ごとの開閉用三角ボ
タンをクリックすると、その年に分類されているイベントがすべて表示されます。複数の日付に
またがった 1 つのイベントのビデオを日付ごとに分けて読み込んだ場合は、イベントが 1 日ずつ
分けて表示されます。
新しいビデオを読み込む際に既存のイベント名を選択すると、複数のソースのビデオが 1 つのイ
ベントとしてグループにまとめられます。また、複数のイベント（またはイベントのあった数日
間）を 1 つにまとめたり、1 つのイベントを 2 つに分割したりすることもできます。
イベントをまとめたり分割したり、ビデオクリップをあるイベントから別のイベントに移動した
りすることで、すべてのビデオを意味のあるカテゴリおよび時間ごとに整理し、本棚に並んだ本
のタイトルを見渡すような感覚でビデオを一覧することができます。
たとえば、休暇でガラパゴス諸島を旅行したときの映像を複数読み込み、
「ガラパゴスでの休暇」
などの名前を付けた 1 つのイベントにあらゆるソースのあらゆるビデオをまとめて、旅行に行っ
た年をもとにそれを簡単に見つけられるようにしておくことができます。
「イベントライブラリ」でイベントを 1 つ選択すると、イベントに含まれているビデオがすべて
表示されます。「イベントライブラリ」で複数のイベントを選択すると、選択したイベントに含
まれているビデオがすべて表示されます。
複数のイベントを検索するには：

m コマンド（ x）キーを押しながら、検索したいビデオが含まれるイベントの名前をクリックします。
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m 「イベントライブラリ」で年を選択し、 その年に含まれるすべてのイベントを検索します。
イベントをハードディスク別に並べ替えます。

「イベントライブラリ」では、
イベント名が日付ごとに
区切って表示されます。

ソースビデオライブラリでは、
ビデオクリップが
「フィルムストリップ」の
ように表示されます。

複数のイベントを結合するには：

m 「イベントライブラリ」で複数のイベントを選択し、「ファイル」＞「イベントを結合」と選択し
ます。

1 つのイベントを 2 つに分割するには：
m 新しいイベントの最初のクリップにしたいビデオクリップをクリックし、「ファイル」＞「選択
したクリップの手前でイベントを分割」と選択します。
ビデオの一部分（クリップ）を、あるイベントから別のイベントへ移動するには：

m クリップを表示させたいイベント（「イベントライブラリ」にあるもの）のタイトルに、目的の
クリップをドラッグします。
「イベントライブラリ」で、最新のクリップが録画された年の下にそのイベントが並んで表示さ
れます。
「イベントライブラリ」はさらに、ビデオが保存されているハードディスク別に並べ替えること
もできます。イベントをハードディスク別に並べ替えた場合は、そのディスク上のすべてのイベ
ントを検索できます。
イベントライブラリをハードディスク別に並べ替えるには：

m 「イベントライブラリ」パネルの最上部にある、ハードディスクのアイコンが描かれたボタンを
クリックします。
「イベントライブラリ」を整理するためのオプションについて詳しくは、
「iMovie ヘルプ」の「イ
ベントライブラリ内のイベントを整理し直す」というトピックを参照してください。

ソースビデオを表示する
「イベントライブラリ」で作成したイベントの名前を選択し、そのイベントに含まれるビデオの
一部分を確認します。イベントに含まれているビデオは、読み込んだときと同じ状態に保たれ、
「ソースビデオ」と呼ば
「iMovie」でどのような編集操作を行っても変更されることがないため、
れます。ソースビデオは、ムービーを作成するための素材として利用できます。
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ちょうどフィルムストリップをテーブルに広げたように、連続するイメージが時系列に表示され
るため、ビデオの「中身を見る」ことができます。各フィルムストリップは、ビデオクリップ、
つまりカメラが録画を開始してから停止するまでのビデオのひと区切りを示します。イベントの
録画中にカメラの開始／停止を行うたびに 1 つのビデオクリップが作成されるため、通常は 1 つ
のイベントに複数のビデオクリップが含まれます。
複数のサムネール画像がひとまとまりに
なった「フィルムストリップ」が、

1 つのビデオクリップを表します。

1 つのサムネールイメージは、
クリップ内の 1 つのビデオ
フレームを表します。

端がギザギザになっているものは、クリップが
下の行に続いているか、上の行からの続きである
ことを示します。

複数のクリップごとに、
複数のサムネールイメージを表示

デフォルトでは、ビデオクリップの 5 秒間隔のイメージが表示されます。表示間隔を長くして
フィルムストリップ全体の長さを短くしたり、表示間隔を短くしてフィルムストリップの長さを
長くしたり、必要に応じて設定を変更できます。各クリップの継続時間は、クリップの左端にポ
インタを置くと表示されます。
フィルムストリップを長くする／短くするには：

Â クリップサムネールスライダを右にドラッグすると各クリップに表示されるイメージの数が
少なくなり、フィルムストリップが短くなります。

Â クリップサムネールスライダを左にドラッグすると各クリップに表示されるイメージの数が
増え、フィルムストリップが長くなります。
クリップサムネールスライダでフィルムストリップの長さを変更しても、ビデオ自体には一切影
響がありません。作業時の参照に使用する表示が変わるだけです。
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ビデオを再生する
フィルムストリップに沿ってポインタを動かすと、フィルムストリップのイメージが動き、
ビューア内のイメージも拡大されます。ビューアには、ポインタが置かれた時点のビデオまたは
ビデオフレームのイメージが表示されます。ポインタをビデオの前後に動かしながら再生するこ
とを「要約再生」と呼びます。これは、ビデオの大まかな内容を手早く確認するのに便利です。
ビデオの要約再生中は、音声も再生されます。前方または後方へ要約再生すると、音声も順方向
または逆方向で再生されます。音声を再生すると、ビデオの中の特定のシーンを見つけやすくな
ることがあります。しかし音声を再生したくない場合もあるでしょう。
要約再生時の音声を消すには：

m iMovie ツールバーの要約再生の消音ボタンをクリックするか、「表示」＞「オーディオを要約再
生」と選択してこのメニュー項目の選択を解除します。

クリックすると要約再生の
音声が消えます。

音声再生を再度有効にするには、もう一度同じボタンをクリックします。上記の操作は要約再生
時の音声再生にのみ有効で、通常速度でのオーディオ再生には影響しません。
ビデオを本来の速度で再生することもできます。
任意の位置からビデオを再生するには、以下のいずれかの操作を行います：

m 再生を開始したい位置にポインタを置き、スペースバーを押します。
ポインタが黄色の選択ボーダー内に置かれている場合、ビデオの選択部分のみが再生されます。
ビデオの選択部分を超えて再生したい場合は、ポインタを選択範囲の手前に置いてからスペース
バーを押してください。

m クリップの再生を開始したい位置をダブルクリックします。
m クリップの一部を選択し、「表示」＞「再生」と選択します。
ビデオ再生を停止するには：

m 再生中に iMovie ウインドウの任意の場所をクリックするか、スペースバーを押します。
選択したイベントを先頭から再生するには、以下のいずれかの操作を行います：

m クリップの一部を選択し、「表示」＞「先頭から再生」と選択します。
m ￥キーを押します。
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m 「イベントライブラリ」の下の「再生」ボタンをクリックします。

クリックするとフルスクリーンで
再生します。

クリックすると先頭から
再生します。

イベントをフルスクリーンで再生するには：

1 クリップの一部を選択し、
「イベントライブラリ」の下にあるフルスクリーン再生ボタンをクリッ
クするとイベントが先頭から再生されます。またはコマンド（ x）＋ G キーを押すと現在のポイ
ンタ位置から再生が開始します。

2 巻き戻しまたは早送りをするには、まずポインタを動かします。次に、表示されたフィルムスト
リップをクリックして、前方または後方へ要約再生するか、矢印キーを押してフレーム単位で移
動します。

3 Esc キーを押すとフルスクリーンのモードが終了します。
選択したビデオのみを再生するには、以下のいずれかの操作を行います：

m スラッシュ（/）キーを押します。
m 「表示」＞「選択項目を再生」と選択します。
ソースビデオを選択する
ビデオクリップには複数のビデオフレームがあります。ビデオフレームはそれぞれ独立した静止
画のようなもので、現像式フィルムストリップの各コマ（フレーム）を構成する静止画と非常に
似ています。（ビデオ映像 1 秒当たりのフレーム数は、使用するビデオフォーマットによって異
「 iMovie」でビデオを扱うときには、ビデオフレームの範囲（フレーム範囲）
なります。）通常、
を選択します。フレーム範囲は、ビデオクリップのうちのわずかな一部分です。ただし、選択し
たフレーム範囲がビデオクリップ全体、または複数のクリップにまたがっている場合もあります。
デフォルトでは、「iMovie」でソースビデオクリップをクリックすると、クリックした位置を先
頭に 4 秒間分のビデオが選択されます。ビデオを要約再生して気に入ったシーンをクリックする
と、自動的に 4 秒間の長さのフレーム範囲が選択されるため、均等なペースのムービーを簡単に
作成できます。（1 回のクリックで選択されるビデオの長さは、「iMovie」の「環境設定」パネル
で調節できます。方法については、
「 iMovie ヘルプ」の「自動フレーム範囲選択を設定する」を
参照してください。
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フレーム範囲を選択すると、周囲に黄色の選択ボーダーが表示されます。
黄色のボーダーは、クリップ内の
選択されているフレーム範囲を
示します。

選択ハンドルをドラッグ
すると、選択範囲の
サイズを変更できます。

フレームの選択範囲の拡大／縮小、範囲選択の中心の移動、あるいはクリップ全体や複数のク
リップを一度に選択することが可能です。
ソースビデオライブラリでビデオフレーム範囲を選択するには、以下のいずれかの方法を取り
ます：

m クリップをクリックし、その場所から始まる 4 秒間分ビデオを選択します。
m クリップ上で横方向にマウスをドラッグすれば、必要なだけ選択できます。
フレームの範囲選択を調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

m 選択ボーダーのどちらかの端にあるハンドルをドラッグして、選択範囲を拡大または縮小します。
m 新しく始点または終点にしたい位置にポインタを置き、Shift キーを押しながらクリックします。
選択範囲のサイズを変えずに同じクリップ内の別のフレーム範囲を選択したい場合は、選択範囲
の中心を移動することができます。
選択範囲の中心を移動するには：

m 選択ボーダーの上辺を、クリップ内の目的の位置までドラッグします。
m →キーまたは←キーを押して、選択範囲全体を右または左に 1 フレームずつ動かします。
選択範囲をクリップ内で「スライド」させて選択範囲を移動します。こうして同じ長さの範囲を
複数選択していくと、ペースの一定したムービーを作成することができます。
ソースビデオライブラリでビデオクリップ全体を選択するには：

m Option キーを押しながらクリップをクリックします。
m Control キーを押しながらクリップをクリックし、表示されるショートカットメニューから「ク
リップ全体を選択」を選択します。

∏

ヒント：Control キーを押しながらクリックして表示されるショートカットメニューを利用する
と、効率的に作業を進めることができます。ショートカットメニューには、クリックした場所に
応じて関連するオプションが表示されます。
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複数のビデオクリップを選択するには：

m 連続したクリップをまとめて選択するには、 Shift キーを押したまま最初と最後のクリップをク
リックします。

m 連続していないクリップを個別に選択するには、コマンド（x）キーを押したままで個々のク
リップをクリックします。もう一度クリックすることで、選択対象から外すことができます。
選択した複数のクリップは、別のイベントや Movie プロジェクトにドラッグできます。また、ビ
デオクリップの外見を調整し、その調整内容をほかの複数のクリップにコピー＆ペーストするこ
ともできます。方法については、
「iMovie ヘルプ」のビデオの調整に関するトピックを参照して
ください。

よく使う項目または削除対象としてビデオをマークする
「iMovie」では、最高の瞬間をいつでもすぐに探し出すことができます。数時間におよぶビデオ
から必要なシーンを見つけたい場合でも、早送りや巻き戻しを繰り返す必要はありません。ビデ
オを手早く要約再生しながらよく撮れたシーンや失敗したシーンにマークを付けておきます。す
ると、ビデオをフィルタで絞り込んで、作業に使用したいシーンや削除対象のシーンを簡単に探
し出すことができます。
ビデオをさらに細かく整理したい場合は、フレーム範囲にキーワードでタグを付けます。ビデオ
にタグを付けてキーワードで検索する方法の詳細については、
「 iMovie ヘルプ」で「キーワード
でタグ付け」と検索してみてください。
このステップでは、特に好きなビデオを選択し、よく使う項目としてマークを付けます。また、
好みではないビデオには、削除対象としてマークを付けます。
まず、
「イベントライブラリ」の下の「表示」ポップアップメニューから「すべてのクリップ」を
選択し、ソースビデオフィルタですべてのクリップが表示されるようにします。

「表示」ポップアップメニュー

次に、ビデオを要約再生して、特に気に入っている部分を見つけます。
ビデオをよく使う項目としてマークするには：

m フレーム範囲を選択してから、iMovie ツールバーの、よく使う項目としてマークするボタンをク
リックします。

よく使う項目としてマーク

マークを解除
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フレーム範囲の上辺に緑色のバーが表示されます。
緑色のバーは、その範囲が
よく使う項目としてマーク
されていることを示します。

ビデオを削除対象としてマークするには：

m 範囲を選択してから、iMovie ツールバーの不採用ボタンをクリックします。フレーム範囲の上辺
に赤色のバーが表示されます。
赤色のバーは、その範囲が
削除対象（不採用）としてマーク
されていることを示します。

マークを削除するには：

m よく使う項目または不採用としてマークした範囲を選択し、iMovie ツールバーのマーク解除ボタ
ンをクリックします。色のついたバーがなくなります。

ビデオを選別する（フィルタする）
ビデオにマークを付けた後は、ソースライブラリをフィルタして、よく使う項目や不採用として
選択した範囲のみを表示することができます。
ビデオソースライブラリを、よく使う項目または不採用のクリップのみにフィルタするには：

m 「イベントライブラリ」の下の「表示」ポップアップメニューから以下のいずれかを選択します。
Â よく使う項目のみ：よく使う項目としてマークしたビデオのみが表示されます。
Â よく使う項目とマークされていない項目：よく使う項目としてマークしたビデオと、何もマー
クされていないビデオがすべて表示されます。（デフォルトではこの表示です。）

Â すべてのクリップ：選択したイベントのすべてのクリップが表示されます。
Â 不採用のみ：削除対象としてマークしたクリップのみが表示されます。
「不採用のみ」を選択すると、不採用にしたクリップを削除する前にプレビューすることができ
ます。
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不採用のクリップを削除するには：

1 「表示」＞「不採用のみ」と選択するか、または「表示」ポップアップメニューから「不採用の
み」を選択します。

2 不採用のクリップの右上隅にある「ゴミ箱に入れる」をクリックします。
ビデオを削除して増えた空き容量を実際に利用するには、コンピュータのゴミ箱を空にする必要
があります。
削除されたクリップのディスク容量を利用可能にするには：

m デスクトップをクリックして Finder に切り替えてから、「Finder」＞「ゴミ箱を空にする」と選
択します。
「よく使う項目とマークされていない項目」表示
通常、
「iMovie」で作業する際はよく使う項目とマークされていない項目のみを表示するのが便
利です。このような表示にするには、 デフォルトの表示に戻します。
この表示にすると、不採用のビデオが非表示になります。不採用のビデオを再び表示するには、
「表示」ポップアップメニューから「不採用のみ」または「すべてのクリップ」を選択します。
デフォルトの表示（「よく使う項目とマークされていない項目」 表示）に戻すには、以下のいず
れかの操作を行います：

m コマンド（x）＋ L キーを押します。
m 「表示」ポップアップメニューから「よく使う項目とマークされていない項目」を選択します。
m 「表示」＞「よく使う項目とマークされていない項目」と選択します。
m 「不採用のみ」で表示している場合は、イベントブラウザの右上隅の「不採用を隠す」をクリッ
クします。

ステップ 3：映像を修正する／音量を調整する
お気に入りのシーンであっても、再生してみると少し修正が必要な部分が見つかることがありま
す。たとえばお気に入りのクリップの音量が大きすぎたり小さすぎたりする場合です。
クリップによっては、メインの被写体のすばらしい笑顔が、 少し遠めに映っていたりします。
あるいは色がくすんでいたり、露出過多の場合もあるでしょう。「iMovie 」なら、ビデオの映像
やサウンドを簡単に修正できます。

ビデオ映像を切り取る
「iMovie」では、写真と同じ感覚でビデオを切り取り、選択した被写体のクローズアップショッ
トを作成できます。
標準ビデオまたは低解像度ビデオを切り取ると、クリップが粗くなってしまうことがあります。
高解像度ビデオの場合は、切り取ってもクリップの画質低下はほとんど気になりません。
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クリップを切り取るには：

1 「切り取り」ボタンをクリックしてから、クリップをクリックして選択します。
2 ビューアで、「切り取り」をクリックします。
ビューアのフレームの外周に緑色の切り取り枠が表示されます。

3 緑色の切り取り枠をドラッグしてサイズと位置を変更し、クローズアップしたい部分を囲みます。
クリックすると切り取りを実行します。

クリックするとイメージ

クリックすると結果が

全体が回転します。

プレビュー再生されます。

クリックするとイメージが

完了したらここを

フレーム全体のサイズに
戻ります。

クリックします。

ドラッグして切り取り枠の
サイズと位置を設定します。

切り取りは元のイメージサイズの 50％までしか行うことができません。プロジェクトが選択さ
れていない場合、切り取り枠は常に 16:9（ワイド画面）のアスペクト比となります（プロジェク
トが選択されている場合は、選択したプロジェクトのアスペクト比に従います）。

4 結果をプレビューするには、再生ボタンをクリックします。
5 思い通りの結果になっていれば「完了」をクリックします。切り取りがクリップの全体に適用さ
れます。
クリップの先頭に切り取りアイコンが表示されます。
切り取りアイコン
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切り取りアイコンをクリックすると、いつでも切り取りを変更したり取り除いたりできます。
ビデオを元のサイズに戻すには、切り取りエディタを開いて「全体表示」をクリックします。

非破壊編集
「非破壊編集」とは、ビデオ（または iMovie プロジェクトに追加したその他のメディア）を編
集した後で気が変わったり、思い通りの結果が得られなかったりした場合、いつでも編集を取
り消すことができるということです。
「iMovie」では、ユーザが編集を行っても元のメディアは
変更されません。また、元のメディアのコピーが作成されるわけでもありません。「iMovie」で
は、ユーザが変更した内容が保存され、その変更内容がビデオを再生するたびに表示されます。
元のファイルに変更内容が保存されなくても、それが可能です。
最後に実行した編集を取り消すには：

m「編集」＞「＜操作名＞の取り消し」と選択します。
メディアを元の状態に戻すには：

1 クリップを選択し、イメージやサウンドに対して行った編集ツールを開くボタンをクリック
します。

2 気に入らない編集結果を取り除きます。
このチュートリアルでは、各トピックの最後にメディアを元の状態に戻す方法を具体的に説
明します。

クリップの音量を調節する
「iMovie」には、ビデオクリップの全体的な音量を簡単に調節する方法が 2 つあります。 1 つは
最大音量を下げる方法、もう 1 つはクリップの音量を「ノーマライズした」範囲内に収まるよう
調節する方法です。これらの調整は、どちらも「オーディオ調整」ウインドウで行います。
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「オーディオ調整」ウインドウを開くには：

m クリップをクリックしてから、オーディオ調整ボタンをクリックします。
ドラッグしてクリップの
選択したクリップの

音量を調節します。

音声を、競合するほかの
クリップの音声よりも
優先させたい場合に
選択します。
ドラッグして、ほかの
オーディオおよびビデオ
クリップの音量をどれだけ
下げるかを設定します。

「手動」を選択し、
スライダをドラッグして、
クリップがフェードイン／
フェードアウトするときの
音量の変化の度合いを

クリックするとクリップの
音量範囲が再設定されます。

設定します。

完了したらクリックします。

クリックするとクリップの音量が
元のレベルに戻ります。

クリップの音量を設定する
ある特定のクリップの音量がほかのクリップと比べて大きすぎたり小さすぎたりする場合は、ク
リップの音量を簡単に上げたり下げたりできます。
クリップの音量を設定するには：

1 「オーディオ調整」ウインドウを開いてから、クリップをクリックして選択します。
2 「音量」スライダを、目的のレベルまでドラッグします。
3 「完了」をクリックして「オーディオ調整」ウインドウを閉じるか、別のクリップをクリックし
て音量を調節します。
クリップの先頭にオーディオ調整のアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると
「オーディオ調整」ウインドウが開き、オーディオ調整の結果を変更したり取り消したりできま
す。「オーディオ調整」ウインドウの「オリジナルに戻す」をクリックすると、クリップの音量
を元に戻すことができます。
オーディオ調整のアイコン

クリップの音量をノーマライズする
あるクリップでは被写体の声が大きすぎ、別のクリップでは声が小さすぎるような場合、ボ
リュームをノーマライズすると適切な音量範囲に収まるように各クリップのボリュームを簡単
に再設定できます。
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複数のクリップの音量をノーマライズするには：

1 「オーディオ調整」ウインドウを開いてから、クリップをクリックして選択します。
2 「クリップのボリュームをノーマライズ」をクリックします。
これで、クリップの音量が歪みの生じない範囲で最大レベルに引き上げられます。

3 別のクリップを選択してから、もう一度「クリップのボリュームをノーマライズ」をクリックし
ます。2 つのクリップの音量が同じ範囲に設定されます。
4 ほかのクリップも同じ音量範囲に設定したい場合は、手順 3 を繰り返します。
オーディオのノーマライズは、
「オーディオ調整」ウインドウで「ノーマライズを解除」または
「オリジナルに戻す」をクリックするといつでも元に戻すことができます。

ステップ 4：iMovie プロジェクトを作成する
自分のビデオライブラリの一部を友人と共有したり、Web に公開したり、お使いの iPod や Apple

TV に送信したりしたい場合は、ビデオライブラリにあるソースビデオを使ってムービーを作成
し、好みの方法でベストクリップ集としてまとめることができます。さらに、バックグラウンド
ミュージック、サウンドエフェクト、アフレコ（ナレーション）、および写真を加えてムービー
を演出することも可能です。また、ムービーにテキストを見栄えよく追加できるタイトルスタイ
ルや、クリップ間の切り替えを滑らかにつなげるためのトランジションスタイルも「 iMovie」
には数多く用意されています。まずは iMovie プロジェクトを作成することから始めます。ここ
では、ムービーを作成するためのあらゆる素材を整理します。
このステップでは、iMovie プロジェクトを新規作成し、ソースライブラリからビデオを追加し
て好みの順番に並べ、バックグラウンドミュージックを追加して簡単なビデオスライドショーを
作成します。その後で、余分なフレームをビデオクリップからトリミングして整え、タイトルお
よびトランジションを追加し、仕上げとしてサウンドエフェクトを追加します。

iMovie プロジェクトを開始する
iMovie プロジェクトは、基本的なビデオ、およびムービーに対してどれだけ手を加えるかによ
り、シンプルなものにも複雑なものにもできます。ここで紹介する順番でタスクを実行していく
ことで、どのような iMovie プロジェクトでも最適な結果が得られます。「 iMovie」でビデオを
編集または調整しても、実際にあるメディアファイルは影響を受けません。ビデオを調整しても、
その調整内容はいつでも消去できます。元のビデオは常にオリジナルの状態に保たれるため、
ユーザの意に反して変更が加えられることはありません。楽しみながら、いろいろな操作を試し
てみてください。

iMovie プロジェクトを作成するには：
1 「ファイル」＞「新規プロジェクト」と選択します。

2 作成するプロジェクトの名前を入力します。
3 「アスペクト比」ポップアップメニューから、完成後のムービーのアスペクト比を選択します。
アスペクト比は、プロジェクトで使用するビデオおよび写真の寸法に合わせて選択してください。
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Â 標準（4:3）
： 標準的なテレビ画面や Web での視聴に適したムービーを作成します。HDTV で表
示すると、ビデオの左右に黒いスペースが入ります。このスペースのことを「ピラーボック
ス」といいます。

Â iPhone（3:2）： iPhone で表示するムービーを作成します。
Â ワイド画面（16:9）： ワイド画面モニタまたは高精細テレビ（HDTV）での視聴に最適なムー
ビーを作成します。標準的なテレビで表示すると、ビデオの上下に黒いスペースが入ります。
このスペースのことを「レターボックス」といいます。

1 つのプロジェクトにフォーマットやサイズの異なるビデオを混在させることができます。サイ
ズの異なるビデオや写真を使用する場合は、メディアに最適なアスペクト比を選択してくださ
い。これによって一部のコンテンツに「レターボックス」や「ピラーボックス」が生じた場合は、
それをプロジェクトに追加して切り取ることによって、黒い部分を除去できます。
（ビデオの切
り取りの詳細については、 28 ページの「ビデオ映像を切り取る」を参照してください。
）

プロジェクトにビデオを追加する
ビデオプロジェクトにはいくつでもビデオを追加できます。単一または複数のイベントからビデ
オを選択して、好きな順序にまとめることができます。プロジェクトに追加されたフレーム範囲
は、
（それがソースビデオクリップの一部であっても）クリップ全体であるかのように表示され
ます。
イベントからプロジェクトにビデオを追加しても、ビデオが移動または複製されることはありま
せん。「 iMovie」では、単にソースビデオが参照されるだけです。このため、ソースビデオが外
付けハードディスクに保存されている場合は、そのビデオを参照するプロジェクトで作業してい
る限り、ハードディスクをコンピュータに接続しておく必要があります。また、ビデオの 1 つの
部分を何回も同じプロジェクトに追加して複製を作成したり、同じビデオを複数のプロジェクト
に追加したりすることもできます。いずれの場合にも、ビデオは 1 つの独立したクリップとして
扱われます。
ビデオスライドショーを作成する際は、プロジェクトのすべてのクリップの長さを同じ（または
ほぼ同じ）にそろえるとよいでしょう。クリップの長さを同じにそろえると、ペースの一定した
ムービーを作成できます。
「iMovie」には自動選択機能が用意されており、1 回のクリックで常に一定の長さのソースビデ
オを簡単に選択できます。
プロジェクトにクリップを追加するには：

1 ソースビデオクリップをクリックして、プロジェクトに含めるフレーム範囲を選択します。
4 秒分のビデオが自動的に選択されます。

2 iMovie ツールバーの中央辺りにあるプロジェクトへの追加ボタンをクリックすると、ビデオがプ
ロジェクトの末尾に追加されます。または、選択したビデオをプロジェクト内の追加したい場所
までドラッグします。

プロジェクトへの
追加ボタン
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3 必要なだけビデオを選択してプロジェクトに追加します。
4 プロジェクト内でクリップをドラッグして、目的の順序に並べ替えます。
プロジェクトをプレビューするには、以下のいずれかの方法で再生します：
選択したプロジェクトを先頭から再生するには：

m 「プロジェクトライブラリ」の下のプロジェクト再生ボタンをクリックするか、￥キーを押します。
選択したプロジェクトを任意の場所から再生するには：

m スペースバーを押すか、再生を開始したいフレームをダブルクリックします。
プロジェクトビデオの再生を停止するには：

m スペースバーを押すか、 iMovie ウインドウ内の任意の場所をクリックします。
プロジェクト内の選択したクリップまたはフレーム範囲を再生するには：

m スラッシュ（/）キーを押します。
選択したプロジェクトをフルスクリーンで再生するには：

1 プロジェクトの再生を開始する位置を選択します：
Â 現在のポインタ位置から再生を開始するには、コマンド（x）＋ G キーを押します。
Â プロジェクトを先頭から再生するには、プロジェクト内のいずれかのクリップを選択してか
ら、
「プロジェクトライブラリ」の下にあるフルスクリーン再生ボタンをクリックします。

2 ポインタを動かして、表示されたフィルムストリップをクリックします。次に、ビデオを前方ま
たは後方へ要約再生します。

3 Esc キーを押すとフルスクリーンのモードが終了します。
プロジェクトで作業する際は、プロジェクトのフィルムストリップの長さを変更し、各クリップ
に表示されるフレームの数を増やしたり減らしたりできます。プロジェクトのフィルムストリッ
プとソースビデオのフィルムストリップは、個別に伸縮を設定できます。
プロジェクトのフィルムストリップを長くする／短くするには：

m プロジェクトの下にあるプロジェクト・サムネール・スライダを直接ドラッグします。
プロジェクトにバックグラウンドミュージックを追加する
ムービーにミュージックスコアを追加すると、雰囲気を出すことができます。iTunes ライブラリ
に曲があれば、それをドラッグしてビデオに追加できます。曲がなければ、
「 iLife」のジングル
を使ってみるのもよいでしょう。

iMovie プロジェクトにバックグラウンドミュージックを追加するには：
1 「ウインドウ」＞「ミュージックとサウンドエフェクト」と選択するか、 iMovie ツールバーの
ミュージックとサウンドエフェクトボタンをクリックします。

2 「ミュージックとサウンドエフェクト」パネルで「iTunes」をクリックすると、iTunes ライブラ
リ内のすべてのミュージックが表示されます。または「Sound Effects」フォルダをクリックし
て、ムービーで使用するのに最適なバックグラウンドミュージックを探します。
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サウンドファイルをダブルクリックすると試聴できます。

3 ミュージックファイルを選択してプロジェクトの背景部分へドラッグします。プロジェクト内の
クリップの上にドラッグしないよう注意してください。
ビデオクリップの背景に、緑色のバックグラウンドミュージックのアイコンが表示されます。こ
のアイコンは、ビデオの先頭から曲の終わりまたはビデオの終わり（どちらか短い方）まで表示
されます。ビデオよりもバックグラウンドミュージックの方が長い場合は、ビデオの末尾に
ミュージックインジケータが表示されます。ミュージックはビデオの最後で自動的にフェードア
ウトします。
バックグラウンド
ミュージック

ミュージックインジケータ

4 バックグラウンドミュージックの始点と終点を調整するには、緑色の背景部分をクリックしてか
ら「編集」＞「ミュージックをトリム」と選択します。
ミュージックのトリムウインドウが開き、バックグラウンドミュージック・クリップのみが表示
されます。ミュージック・クリップ内には波形が表示されます。ピンク色の波形は、ビデオとバッ
クグラウンドミュージックが重なっている部分を示します。ミュージック・クリップ内のこの部
分を要約再生すると、ビューアにビデオが表示されます。ビデオの始点または終点よりも外側に
あるミュージック・クリップは、黒の波形で表示されます。クリップを追加してビデオが長くな
ると、その部分にもバックグラウンドミュージックが自動的に適用されます。

ビデオの始点ハンドル

ミュージックの終点ハンドル

第2章

iMovie の使いかたを学習する

35

5 ミュージックのどこからビデオの再生を開始するか（ビデオの始点）を設定するには、最初の選
択ハンドルをドラッグします。
ビデオの始点ハンドルをドラッグすると、ミュージック・クリップ内のピンク色の波形の部分が
シフトすると同時に、ビューアにはハンドル位置のビデオが表示され、ビデオの新しい始点を設
定できます。

6 ビデオのどこでミュージックが終了するか（ミュージックの終点）を設定するには、 2 番目の選
択ハンドルをドラッグします。
ミュージックの終点ハンドルをドラッグするとハンドル位置のビデオがビューアに表示される
ため、好みの位置に終点を設定することができます。

7 トリムウインドウの再生ボタンをクリックしてプレビューし、思い通りの結果になっていれば
「完了」をクリックします。
「iMovie」のオーディオを整理、編集する方法（複数のバックグラウンドミュージックのクリッ
プまたはサウンドエフェクトの追加と整理、ビデオからのオーディオの抽出、オーディオの
フェードイン／フェードアウトなど）についてさらに詳しく知るには、
「 iMovie ヘルプ」の（
「ビ
デオプロジェクトを作成する」のセクションにある）
「オーディオをエンハンスする」というト
ピックを参照してください。
「ミュージックとサウンドエフェクト」パネルを閉じるには：

m iMovie ツールバーのミュージックとサウンドエフェクトボタンをクリックします。
バックグラウンドミュージックを削除するには：

m ビデオクリップの背景をクリックしてミュージックを選択してから、 Delete キーを押します。
シンプルなビデオスライドショーが完成しました。これを家族や友人と共有することもできま
す。もう少し手を加えたい場合は、以下のセクションの手順に従ってさらに編集を続けることも
できます。

プロジェクトのクリップから不要なフレームを取り除く
iMovie プロジェクトでは、ビデオクリップの両端の不要なフレームを削除したり、それらを好
きなときに元に戻したりすることが、簡単にできます。
ビデオクリップをトリムするには：

m 残したいフレームを選択してから、「編集」＞「選択部分をトリム」と選択します。
不要なフレームが取り除かれます。
操作を取り消したい場合は、プロジェクト内のクリップの継続時間（フレーム範囲）を調整する
ことによって、いつでもトリミングしたフレームを元に戻すことができます。
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クリップの継続時間（フレーム範囲）を調整するには：

1 プロジェクトでクリップを選択します。
2 「編集」＞「トリム」と選択するか、クリップの先頭の隅にあるクリップ継続時間アイコン
（ポインタをクリップの上に置くと時計の絵で表示されます）をクリックします。

クリップ継続時間アイコン

クリップのトリムウインドウが開き、選択したクリップのみが表示されます。2 つの選択ハンド
ルは、プロジェクト内でのクリップの始点と終点を示します。

クリップ始点ハンドル

クリップ終点ハンドル

3 クリップの始点と終点を調整するには、以下のいずれかの操作を行います。
Â 選択範囲の開始位置または終了位置で選択ハンドルをドラッグします。
Â Option キーを押したまま←キーまたは→キーを押して、選択範囲の始点および終点をフレー
ム単位で移動します。ポインタが選択範囲の開始位置付近に置かれている場合は、クリップの
始点が調整されます。ポインタが選択範囲の終了位置付近に置かれている場合は、クリップの
終点が調整されます。

Â ←キーをまたは→キー押して、フレームの範囲選択全体を右または左にフレーム単位で動かし
ます。

4 変更結果をプレビューするには、トリムウインドウの再生ボタンをクリックします。思い通りの
結果になっていれば「完了」をクリックします。
トリムウインドウを使わないでも、プロジェクトのクリップを 1 フレームずつすばやく拡大／縮
小することができます。
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クリップの継続時間を 1 フレームずつ調整するには：
1 調整したいクリップの終了位置付近にポインタを移動して、 以下のいずれかの操作を行います：

Â コマンド（x ）キーと Option キーを押したままにします。クリップの終了位置でオレンジ色
の選択ハンドルが表示されたら、選択ハンドルを右または左にドラッグして、クリップの継続
時間を 1 フレーム単位で増やしたり減らしたりします。

Â Option キーを押したまま←キーまたは→キーを押して、クリップの継続時間を 1 フレーム単位
で増やしたり減らしたりします。

編集内容をすばやくプレビューする
ビデオクリップの継続時間を調整するかプロジェクトに別の変更を加えた後は、ビデオを数秒
間だけ再生して変更内容をプレビューし、さらに調整を行うということも可能です。
「 iMovie」
は、このような短時間のプレビューを簡単に行うためのキーボードショートカットを備えてい
ます。
編集内容を短時間でプレビューするには：

m 編集を行った位置にポインタが置かれていることを確認し、以下のいずれかの操作を行い
ます：

Â 左向きのブラケット（[）キーを押して、ポインタが置かれている位置から 1 秒間だけビ
デオを再生し、さらに 1 秒間再生します。ポインタが選択されたフレーム範囲内に置か
れている場合、左向きのブラケット（[）キーを押すと、ポインタが選択範囲のどちらの
端に近いかに応じて、ビデオが選択範囲の開始位置または終了位置から 1 秒間だけ再生
されます。

Â 右向きのブラケット（]）キーを押して、ポインタが置かれている位置から 3 秒間だけビ
デオを再生し、さらに 3 秒間再生します。ポインタが選択されたフレーム範囲内に置か
れている場合、右向きのブラケット（]）キーを押すと、ポインタが選択範囲のどちらの
端に近いかに応じて、ビデオが選択範囲の開始位置または終了位置から 3 秒間だけ再生
されます。
作業を効率化するためのその他のキーボードショートカットについては、「iMovie ヘルプ」で
「キーボードショートカット」を検索してください。

プロジェクトのクリップ間にトランジションを追加する
iMovie プロジェクトに変化と味わいを追加するために、ビデオクリップ間の移行を滑らかにす
るトランジションを挿入することができます。たとえば、あるクリップの最後の数フレームを
フェードアウトしながら次のクリップの先頭の数フレームと重なるようにしたり、前のシーンを
押しのけるようにして次のシーンが表示されるようにしたりできます。
「 iMovie」にはスタイリッ
シュなトランジションが複数用意されており、プロジェクトに彩りを添えることができます。
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2 つのクリップ間にトランジションを追加するには：
1 「ウインドウ」＞「トランジション」と選択するか、iMovie ツールバーのトランジションボタン
をクリックします。
「トランジション」パネルで各トランジションスタイルの上にマウスポインタを置くと、プレ
ビューできます。

2 使用したいトランジションを選択し、iMovie プロジェクト内の 2 つのクリップの間にドラッグし
ます。
黒いトランジションアイコンが表示されます。
トランジションアイコン

プロジェクトに追加したトランジションをプレビューするには：

m クリップ内でトランジションの直前の任意の場所をダブルクリックして再生するか、トランジ
ション部分でポインタを好みの速度でドラッグして要約再生します。
追加したトランジションに満足できない場合は、その上に別のトランジションをドラッグして置
き換えるか、またはトランジションを削除し、別のトランジションを追加することでいつでも修
正できます。
トランジションを削除するには：

m 黒いトランジションアイコンを選択してから、 Delete キーを押します。
プロジェクトのさまざまな場所にいろいろな種類のトランジションを挿入して、効果を試してみ
てください。
「トランジション」パネルを閉じるには：

m iMovie ツールバーのトランジションボタンをクリックします。
1 つのクリップから次のクリップまでのトランジションの時間をトランジションの継続時間と呼
びます。トランジションの継続時間は、その前後にある短いほうのクリップの継続時間の半分よ
りも長くすることはできません。たとえば、4 秒のクリップと 6 秒のクリップの間にトランジ
ションを設定した場合、トランジションの継続時間は最大 2 秒となります。
デフォルトでは、プロジェクト内のすべてのトランジションの継続時間が 0.5 秒に設定されてい
ます。「編集」＞「長さを設定」と選択すると、
「プロジェクトの情報」ウインドウでトランジ
ションの継続時間を変更できます。詳細については、
「iMovie ヘルプ」で「トランジションの継
続時間」を検索してください。
また、
「iMovie」では、プロジェクト内のクリップ間のすべてに、同じトランジションを自動的
に挿入することも可能です。この操作の詳細については、
「iMovie ヘルプ」で「自動トランジショ
ン」を検索してください。

第2章

iMovie の使いかたを学習する

39

プロジェクトにタイトルを追加する
プロジェクト内の任意のポイントでビデオにテキストを追加することができます。たとえば、
ムービーのタイトルやエンドクレジットを付けたり、場面や人物を特定するキャプションとして
テキストを使用したりできます。ここでは、追加するテキストのことをタイトルと呼びます。
ビデオにタイトルを追加するには：

1 「ウインドウ」＞「タイトル」と選択するか、iMovie ツールバーのタイトルボタンをクリックし
ます。

2 好みのタイトルスタイルを選択し、 iMovie プロジェクト内のクリップにドラッグします。
ビデオクリップの上にタイトルを重ねるとクリップに紫の影が表示されます。この影はタイトル
の表示位置（クリップ全体／クリップの先頭から 3 分の 1 ／クリップの末尾から 3 分の 1）を示
していますが、これは後で移動したり長さを変えたりできます。タイトルを目的の位置にドロッ
プすると、「iMovie」のビューアにタイトルが表示され、ビデオクリップの上に青いタイトルア
イコンが表示されます。
タイトルアイコン

3 ビューアでプレースホルダとして入っている仮のテキストを選択し、好みのテキストを入力し
ます。
クリックすると「フォント」
ウインドウが開き、テキストの
外観を変えることができます。

クリックすると結果が
プレビュー再生されます。

完了したら
クリックします。

プレースホルダとして入っているテキストを選択し、
好みのテキストを入力します。

4 テキストのカラー、フォント、またはスタイルを変更するには、テキストを選択してから、ビュー
アの「フォントパネルを表示」ボタンをクリックし、
「フォント」ウインドウで設定を変更します。
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5 ビューアの再生ボタンをクリックしてプレビューし、思い通りの結果になっていれば「完了」を
クリックします。
タイトルを短縮または伸張するには：

m ポインタをタイトルの端に置き、縦線に変わったらタイトルアイコンの外側または内側へドラッ
グします。
ポインタの形が変わったら、
タイトルアイコンの端を
ドラッグします。

タイトルを移動するには：

m ドラッグして、ビデオ上の表示したい個所に置きます。2 つのクリップをまたいで置くことも可
能です。
作成済みのタイトルを編集するには：

m タイトルアイコンをダブルクリックして、ビューアで変更を加えます。
タイトルを削除するには：

m タイトルアイコンを選択してから、 Delete キーを押します。
プロジェクトにサウンドエフェクトとアフレコを追加する
プロジェクトにサウンドエフェクトやアフレコ録音を追加して、特定のフレームに関連付けるこ
とで、オーディオを必要なときに開始および停止することができます。iTunes ライブラリまたは
サウンドエフェクトのフォルダ内にあるサウンドファイルは、どれでもサウンドエフェクトとし
て使用できます。ナレーションのアフレコは、
「 iMovie」のビデオに対して直接行うことができ
ます。
サウンドエフェクトを追加するには：

1 iMovie ツールバーのミュージックとサウンドエフェクトボタンをクリックするか、
「ウインドウ」
＞「ミュージックとサウンドエフェクト」と選択します。

2 Sound Effects フォルダをクリックしてサウンドエフェクトを一覧表示するか、 パネル下部の検
索フィールドを使ってオーディオファイルを名前で検索します。
オーディオファイルをダブルクリックすると試聴できます。

3 ミュージックファイルを選択し、iMovie プロジェクト内で再生を開始したい位置までドラッグし
ます。
ビデオクリップの下に緑色のサウンドクリップアイコンが表示されます。

サウンドエフェクトアイコン
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4 ビデオ内でオーディオクリップの位置を変更するには、ムービー内で再生を開始したい位置まで
アイコンをドラッグします。

5 長さを縮めるには、末尾を左へドラッグします。
アフレコを録音するには：

1 「アフレコ」ボタンをクリックして「アフレコ」ウインドウを開きます。

左右のボリュームレベル
インジケータ

2 使用する録音マイクを「録音元」ポップアップメニューから選択します。
3 「入力音量」スライダを右または左にドラッグします：
Â 音量が小さい場合は「入力音量」スライダを右にドラッグして録音レベルを大きくします。
Â 音量が大きい場合は「入力音量」スライダを左にドラッグして録音レベルを小さくします。
4 「ノイズリダクション」スライダを右端までドラッグして、背景ノイズ（ホワイトノイズ）をで
きるだけ抑えます。
バックグラウンドのサウンドを録音に少し残しておきたい場合は、スライダを左へドラッグし
ます。

5 「ボイスエンハンス」を選択すると、録音した声を滑らかにできます。
6 アフレコを録音しながら音声を聴く必要がある場合、「録音中にプロジェクトの音声を再生」の
チェックボックスを選択してからヘッドフォンを接続すれば、マイクは再生中の音声を拾いませ
ん。このチェックボックスの選択を解除すると、アフレコの録音中は音声の再生は無音状態にな
ります。

7 準備ができたら、クリップ内でアフレコを開始する位置をクリックします。すると「iMovie」は
3、2、1 とカウントダウンを行います。
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8 プロンプトが表示されたらアフレコを開始します。
コンピュータのマイクに向かって、明瞭な音声で話してください。左右のボリュームレベルイン
ジケータが緑の範囲を超えないようにしてください。黄色は声がやや大きいことを示していま
す。赤になると声が大きすぎて録音した音声に歪み（クリッピング）が生じます。

9 録音を停止するには、スペースバーを押すか、iMovie ウインドウの任意の場所をクリックします。
アフレコを短縮するには：

m アフレコアイコンの右端を左にドラッグします。
アフレコのクリップは元の長さよりも長くすることはできません。
プロジェクト内でアフレコを移動するには：

m 再生を開始したい位置のビデオフレームまでドラッグします。
アフレコを削除するには：

m アイコンを選択してから、 Delete キーを押します。
動きのある写真を追加する
iPhoto ライブラリにある写真をビデオに追加することで、ムービーに変化を持たせることがで
きます。Ken Burns のパンおよびズームエフェクトを使用すると、静止画に躍動感を与えること
ができます。これは、静止画の上をカメラが移動しながら近寄ったり離れたりする手法です。
写真を追加するには：

1 「ウインドウ」＞「写真」と選択するか、iMovie ツールバーの写真ボタンをクリックします。
2 「写真」パネルで、追加したい写真を選びます。
パネル下部の検索フィールドを使って写真を名前で検索することもできます。

3 写真をドラッグして、プロジェクト内で表示したい個所に置きます。
デフォルトの写真の表示時間は 4 秒で、Ken Burns エフェクトが適用されます。プロジェクトの
サムネールスライダの設定によっては、1 枚の写真がフィルムストリップのように展開表示され
ることがあります。

4 プロジェクトでの写真の表示時間を変更するには、写真クリップの左下隅にある継続時間ボタン
をクリックし（このボタンはクリップの終点近くにポインタを置くと表示されます）、ムービー
で写真を表示する時間を秒単位で入力します。
写真に適用された Ken Burns エフェクトが気に入らない場合は、適用方法を変えたり削除したり
できます。
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Ken Burns エフェクトを変更するには：
1 プロジェクト内の写真を選択し、 iMovie ツールバーの切り取りボタンをクリックします。

2 ビューアで「Ken Burns」をクリックします。
ビューアに 2 つの切り取り枠が表示されます。緑の切り取り枠は Ken Burns エフェクトの開始位
置を表し、赤の切り取り枠は Ken Burns エフェクトの終了位置を表します。選択した切り取り枠
内に表示される 2 つの矢印の付いた小さなボタンをクリックすると、赤と緑の切り取り枠の位置
を簡単に入れ替えることができます。

3 緑の切り取り枠をドラッグしてサイズと位置を調整し、Ken Burns エフェクトの開始位置を枠で
囲みます。
クリックすると Ken Burns エフェクトを

クリックすると結果が

作成または変更できます。

プレビュー再生されます。

クリックすると動きのない
イメージを切り取ります。

クリックするとイメージ
全体が回転します。

クリックすると動きのない

完了したらここを
クリックします。

イメージをフレーム全体の
サイズに戻します。

クリックすると
開始位置と終了位置の
枠が入れ替わります。

赤の切り取り枠をドラッグしてサイズを
調整し、 Ken Burns エフェクトの
終了位置を枠で囲みます。

緑の切り取り枠をドラッグして
サイズを調整し、Ken Burns エフェクトの
開始位置を枠で囲みます。

4 赤の切り取り枠をドラッグしてサイズと位置を調整し、Ken Burns エフェクトの終了位置を枠で
囲みます。

2 つの切り取り枠は常にプロジェクトで設定したアスペクト比を維持します。

5 結果をプレビューするには、再生ボタンをクリックします。
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6 思い通りの結果になっていれば「完了」をクリックします。
クリップの先頭に切り取りアイコンが表示されます。単に切り取りや回転を適用しただけのク
リップにも、Ken Burns エフェクトを適用したクリップにも、同じ切り取りアイコンが表示され
ます。
切り取りアイコン

切り取りアイコンをクリックすると、いつでも切り取りを変更したり取り除いたりできます。切
り取りエディタを開いて「全体表示」をクリックすれば、いつでも Ken Burns エフェクトを取り
除いてビデオを元のサイズに戻すことができます。
「iMovie」ではイメージを回転することもできます。手順については、
「 iMovie ヘルプ」でイメー
ジの回転に関するトピックを参照してください。

イメージの回転と切り取り
イメージに切り取りや Ken Burns エフェクトを適用する際に表示される回転ボタンをクリック
すると、イメージの向きが 90 度ずつ回転します。
こうすると、
カメラを 90 度回転して撮影した写真やビデオを本来の向きに戻すことができます。
同様に、プロジェクトで設定したアスペクト比に合わない写真やビデオを切り取ることもでき
ます。ムービーは、その中に含まれる最も横幅の広いビデオや写真の寸法に合わせて書き出さ
れるため、
「ピラーボックス」や「レターボックス」が生じることがあります。写真やビデオを
切り取って同じ寸法に合わせておけば、これを防ぐことができます。

ステップ 5：ムービーを共有する
「iMovie」で作成したムービーは、Web、コンピュータ、iPod、 iPhone、 Apple TV などさまざ
まなデバイスでの表示に適したフォーマットで共有できます。また、完成したムービーを直接、
「MobileMe ギャラリー」や YouTube で公開することもできます。どのような方法でムービーを
鑑賞する場合でも、
「iMovie」を使えばムービーファイルを適切なフォーマットで簡単に書き出
すことができます。
このステップでは、一般的な用途に適した 4 つのサイズのいずれかで、ムービーをレンダリング
します。

iPod、iPhone、または Apple TV で公開する／表示する
iPod、 iPhone、または Apple TV のムービーを鑑賞したい場合は、まず完成したムービーを
「iTunes」に送信する必要があります。
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完成したムービーを iPod、iPhone、または Apple TV で鑑賞できるようにするには：
1 「共有」＞「iTunes」と選択します。

2 ムービーのサイズを選択します（複数選択可）。
iPod での表示には中サイズが最適です。また、HDTV での表示には大サイズが最適です。iPhone
で表示する場合は、小サイズとモバイルサイズの両方のムービーを作成しておくことをお勧めし
ます。場合によっては、一部のサイズオプションが利用できないことがあります。これは、元の
プロジェクトメディアが小さすぎてそのサイズではレンダリングできないためです。元のメディ
アが高解像度でない場合は、サイズの大きいムービーをレンダリングすることはできません。
特に複数のサイズを同時にレンダリングする場合は、プロジェクトのレンダリングに時間がかか
ることがあります。ムービーのレンダリングが完了すると、
「iTunes」の「ムービー」ライブラ
リにムービーが追加されます。このムービーは、 iPod または iPhone に転送したり、 Apple TV
を使って HDTV へブロードキャストしたりできます。

完成したムービーを「iDVD」、「iWeb」、またはほかのアプリケーションに
送信する
「iMovie」でムービーの編集を終えると、それをメディアブラウザで表示できるようになります。
ほかのアップルのアプリケーションで利用するための準備が整います。
完成したムービーを「 iWeb」、
「iDVD」、
「GarageBand」、およびその他のアプリケーションで
使用できるようにするには：

1 「共有」＞「メディアブラウザ」と選択します。
2 用途に応じて、完成後のムービーのサイズを選択します。
場合によっては、一部のサイズオプションが利用できないことがあります。これは、元のプロ
ジェクトメディアが小さすぎてそのサイズではレンダリングできないためです。元のメディアが
高解像度でない場合は、サイズの大きいムービーをレンダリングすることはできません。
特に複数のサイズを同時にレンダリングする場合は、プロジェクトのレンダリングに時間がかか
ることがあります。ムービーのレンダリングが完了すると、
「iLife」のメディアブラウザにムー
ビーが追加され、
「 iDVD」
、
「 iWeb」、および「GarageBand」で利用できます。
プロジェクトを共有するためにレンダリングすると、
「プロジェクトライブラリ」のプロジェク
ト名の横にレンダリングのサイズを示すアイコンが表示されます。
レンダリング後にプロジェクトを修正すると、修正後のプロジェクトと「iTunes」やメディアブ
ラウザで共有されているプロジェクトが異なるバージョンになることを知らせる警告メッセー
ジが表示されます。共有アイコンは、もう一度プロジェクトをレンダリングするまで表示されま
す。もう一度レンダリングすると、以前にレンダリングされたバージョンは削除されます。
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レンダリングしたムービーをメディアブラウザや「iTunes」以外で使用できるようにコピーを残
しておきたい場合は、
「 iMovie ヘルプ」で共有および書き出しに関するトピックを参照してくだ
さい。

プロジェクトが 4 つのいずれかの
サイズでレンダリングされたことを
示します。

プロジェクトが Web で
公開されたことを示します。

最後に Web で公開した後に
プロジェクトが変更されたことを
示します。

Web で直接公開する
MobileMe アカウントをお持ちの場合は、完成したムービーをすぐに公開することができます。
ムービーを直接「 MobileMe ギャラリー」で公開するには：
1 「プロジェクトライブラリ」でプロジェクトを選択してから、「共有」＞「 MobileMe ギャラリー」
と選択します。

2 「Title」フィールドでムービーの名前を入力し、必要に応じて閲覧者のための簡単な説明文を「説
明」フィールドに入力します。

3 友人や家族のインターネット接続の速度を考慮し、最適な表示が行われるように公開サイズを設
定します。

4 閲覧者がムービーのコピーをダウンロードできるようにするには、「ムービーのダウンロードを
許可」を選択します。

5 ムービーを表示する権限を制限したい場合は、「ウェブギャラリーのページにあるムービーを隠
す」を選択します。

6 「公開」をクリックします。ムービーが自動的に、お使いの「MobileMe ギャラリー」にアップ
ロードされます。
ムービーが「MobileMe ギャラリー」にアップロードされたら、「iMovie」のプロジェクトのタ
イトルバーに「MobileMe に公開する」と表示されます。また、ムービーの Web ページにアク
セスするためのボタンと、友人に通知を送るためのボタンも表示されます。

7 ムービーの Web ページにアクセスするには、「アクセスする」をクリックします。
8 新しいムービーが公開されたことを友人に通知するには、「お友達に教える」をクリックします。
MobileMe アカウントをお持ちでない場合は、www.me.com でアカウントを申し込むことがで
きます。また、作成したムービーを YouTube に公開することもできます。
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プロジェクトを YouTube で公開するには：
1 「プロジェクトライブラリ」でプロジェクトを選択してから、
「共有」＞「YouTube」と選択します。

2 「アカウント」ポップアップメニューから自分のアカウントを選択します。
YouTube のアカウントをお持ちでない場合は、
「追加」をクリックして YouTube の Web サイト
でアカウントを作成することができます。

3 「タイトル」フィールドでムービーの名前を入力し、閲覧者のための簡単な説明文を「説明」フィー
ルドに入力します。

4 YouTube の Web サイトでユーザがムービーを検索できるように、
「タグ」フィールドにキーワー
ドを入力します。

5 公開用のサイズを選択します。推奨は「中」サイズです。
6 ムービーを一般に公開したくない場合は、「プライベートムービーに指定」を選択します。
7 「次へ」をクリックし、YouTube のサービス規約に合意したら「公開」をクリックします。
「iMovie」
から YouTube の Web サイトにムービーが自動的にアップロードされます。
ムービーが YouTube の Web サイトにアップロードされたら、
「 iMovie」のプロジェクトのタイ
トルバーに「YouTube で公開しています」と表示されます。また、ムービーの Web ページにア
クセスするためのボタンと、友人に通知を送るためのボタンも表示されます。

8 ムービーの Web ページにアクセスするには、「アクセスする」をクリックします。
9 新しいムービーが公開されたことを友人に通知するには、「お友達に教える」をクリックします。
プロジェクトを公開すると、
「プロジェクトライブラリ」のプロジェクト名の横に公開済みを示
すアイコンが表示されます。公開後にプロジェクトを修正すると、修正後のプロジェクトと公開
済みのプロジェクトが異なるバージョンになることを知らせる警告メッセージが表示され、ムー
ビーを再度公開するまで公開済みアイコンの上に警告バッジが表示されます。
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「iMovie」をもっと使ってみる
お疲れさまでした。これでチュートリアルは完了です。「 iMovie」の基本ツールおよび基本機能
に慣れたら、好きなときにビデオを読み込んで、より多くのムービーを作成および共有すること
ができます。
「iMovie ヘルプ」では、ビデオ編集に関するショートカットなど、ビデオやサウンドの処理につ
いてのヒントがたくさん紹介されています。今まで紹介したもの以外にも、
「 iMovie」には以下
のような機能があります：

Â
Â
Â
Â

カラー、明度、コントラストなどのイメージ品質を調整する。
目的のシーンをすぐに呼び出せるように、ビデオにキーワードでタグを付ける。
各自の作業スタイルに合わせてワークスペースをカスタマイズする。
多様なフォーマットおよびデバイスでムービーを共有する。
「iMovie」ではムービーを多様なフォーマットで作成できるので、以下に示すようなほとんど
すべてのデジタルメディアで配布できます：

Â メールのメッセージで送信する
Â 「iDVD」を使って DVD に書き込む
Â さまざまな形式の QuickTime ムービーとして保存する
こうした方法でムービーを共有する方法の詳細については、「iMovie ヘルプ」でムービーの共
有に関するトピックを参照してください。
「iMovie 」に用意されている高度なツールを活用して
「iMovie」の基本機能をマスターしたら、
ビデオをよりすばやく思いどおりに編集できます。高度なツールを使用すると、ビデオにキー
ワードでタグを付ける、ビデオを修整するといった、このチュートリアルでのタスクをいつでも
すばやく実行できます。高度なツールの詳細については、
「 iMovie ヘルプ」で高度なツールの使
用に関するトピックを参照してください。

その他の情報を参照する
「iMovie」の使用に関しては、以下の資料も参考にしてください：

Â オンスクリーンヘルプ：「 iMovie」にはヘルプシステムが組み込まれています。「iMovie」が
開いているときに、
「ヘルプ」＞「 iMovie ヘルプ」と選択します。ヘルプのページが開いたら、
上部の検索フィールドに語句を入力します。また、トピックの 1 つをクリックすると、特定の
作業を実行するための詳しい手順が表示されます。

Â ビデオ形式のチュートリアル（www.apple.com/ilife/jp/tutorials/imovie）：「iMovie」
で行う一般的な作業の手順を短いビデオ形式のチュートリアルで紹介しています。アクセス
するには、
「ヘルプ」＞「ビデオ形式のチュートリアル」と選択します （一部の言語でのみ閲
覧できます）。
：ここでは、詳
Â 「iMovie サポート」Web サイト（www.apple.com/jp/support/imovie）
細なトラブルシューティング情報やソフトウェア・アップデートのほか、有用なディスカッ
ショングループにアクセスできます。
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