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この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販
売店からお受け取りください。

保証書別添付

品番

ただし､VW-DMDVS1 (DV動画
編集ソフト) は保証対象外とさせ
ていただきますので、保証書は
添付されておりません。



2

内容物 ･･････････････････････････････････5
特長 ････････････････････････････････････6
ノンリニア編集･･････････････････････････････6
テープ編集 (リニア編集)･･････････････････････7
便利な機能･･････････････････････････････････7

ご使用の前に／動作環境 ･･････････････････8
最初にお読みください････････････････････････8
動作環境････････････････････････････････････8
対象デジタルビデオ機器／用意するもの････････8

MotionDV STUDIOのインストール ･･････9
MotionDV STUDIOのインストール ･･････････9

接続 ･･････････････････････････････････12
ノンリニア編集時の接続 ････････････････････12
2台のデジタルビデオ機器を使うときの接続 ･･13
正常に接続されているか確認する ････････････14

MotionDV STUDIOの起動 ････････････15
MotionDV STUDIOの起動 ････････････････15

デジタルビデオ機器を操作する ･･････････16
ご使用のデジタルビデオ機器を設定する ･･････16
MotionDV STUDIOの操作ボタンで制御する 18
操作ボタンの働きについて ･･････････････････19
テープ情報について ････････････････････････20
映像に目印を付ける ････････････････････････21
シーンが変わるところに目印を付ける ････････22
映像を頭出しする ･･････････････････････････23
テープ情報を保存する ･･････････････････････24

映像を取り込む（キャプチャー） ････････26
映像を見ながら取り込む
(ワンタッチ取り込み) ･･････････････････････26
範囲を指定して取り込む ････････････････････28
インデックスをもとに取り込む ･･････････････30
複数の映像を一度に取り込む
（バッチキャプチャー）･･････････････････････32
取り込み範囲を調整する ････････････････････33
撮影モードで映像を取り込む ････････････････34
ビデオクリップの再生 ･･････････････････････36
取り込む映像の保存場所を変更する ･･････････37

映像をつなぎあわせる（編集） ･･････････38
編集トラックについて ･･････････････････････38
編集時の操作ボタンについて ････････････････39
ビデオクリップを好みの順序につなぐ ････････40
編集したビデオクリップを再生する ･･････････42
編集内容を保存する ････････････････････････43

ビデオクリップを加工する ･･････････････44
ビデオクリップをトリミングする ････････････44
タイムコードを直接入力してトリミングする ･･45
ビデオクリップを分割する ･･････････････････46

編集した映像をテープに録画する ････････47
映像がどのように録画されるか確認する ･･････47
編集した映像をテープに録画する ････････････48

ご使用前に

編集の前に (入力テープ/編集モードで使う)

パソコンに取り込む (ノンリニア編集)

もくじ

●DVインターフェースカードをご使用の場合は編集の前に、｢DVインターフェースカード編｣をお読みください。(P204)
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印刷内容を表示する ･･････････････････････148
印刷する ････････････････････････････････150

静止画をパソコンに取り込む ･･････････151
静止画を取り込む (スナップショット) ･･････151

DVハードディスクエディター (別売) を使っての編集

もくじ
部はDVハードディスクエディターを

お使いの場合に限定される内容です。

MotionDV STUDIOの画面について････152
ファイルメニュー ････････････････････････152
入力テープメニュー ･･････････････････････153
編集メニュー ････････････････････････････155
ライブラリー/ツール/ヘルプメニュー ･･････････156
ショートカットメニュー ･･････････････････157
コントロール画面 ････････････････････････158
編集画面 ････････････････････････････････160

ライブラリー画面 ････････････････････････162

タイトラーの画面について ････････････164
ファイルメニュー ････････････････････････164
編集/表示メニュー････････････････････････165
オブジェクト/背景メニュー････････････････166
ツールバー ･･････････････････････････････167
ショートカットメニュー ･･････････････････167

便利な情報
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DVハードディスクモードの画面について168
ファイルメニュー ････････････････････････168
AVHDDメニュー ････････････････････････169
編集メニュー ････････････････････････････171
ライブラリー/ツール/ヘルプメニュー ･･････････172
ショートカットメニュー ･･････････････････173
コントロール画面 ････････････････････････175
編集画面 ････････････････････････････････176
ライブラリー画面 ････････････････････････171

こんなときは･･･(Q&A) ･･････････････178
お願いとヒント ･･････････････････････196
使用上のお願い ･･････････････････････････196

用語解説 ････････････････････････････198
索引 ････････････････････････････････202

保証とアフターサービス
(よくお読みください) ･･････････････････210
マイクロソフトエンドユーザー
使用許諾補足契約書について ･･････････212
ソフトウェア使用許諾書 ････････････裏表紙

DVハードディスクモードの画面について･･168
ファイルメニュー ････････････････････････168
AVHDDメニュー ････････････････････････169
編集メニュー ････････････････････････････171
ライブラリー/ツール/ヘルプメニュー ･･････････172
ショートカットメニュー ･･････････････････173
コントロール画面 ････････････････････････174
編集画面 ････････････････････････････････176
ライブラリー画面 ････････････････････････177

DV動画編集キット/VW-DTM1CWの内容物
DVインターフェースカードをパソコンに装着してか
らMotionDV STUDIOをお使いください。(P204)

MotionDV STUDIO (CD-ROM)
パソコンにインストールして、DV
動画編集を行います。

DVケーブル (4ピン-6ピン) 2本
DVインターフェースカードを使っ
てパソコンとデジタルビデオ機器を
接続するときに使います。

DV動画編集ソフト/VW-DTM1Wの内容物

MotionDV STUDIO (CD-ROM)
パソコンにインストールして、DV
動画編集を行います。

DVケーブル (4ピン-4ピン) 2本
パソコンとデジタルビデオ機器を接
続するときに使います。

DVインターフェースカードの装着･･････204
カードのドライバーをインストールする ････204
インストールを確認する ･･････････････････206
PCI CardBus性能アップソフトのインストール 207

デジタルビデオ機器を接続する ････････208
DVケーブル (4-6ピン) を使って接続する ･･208

カードをパソコンから外す ････････････208
お願いとヒント ･･････････････････････209
使用上のお願い ･･････････････････････････209

仕様 ････････････････････････････････209

DVインターフェースカード編 (DV動画編集キット購入時に同梱)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会
（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ
れると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明
書に従って正しい取り扱いをして下さい。

内容物

DVインターフェースカード
PC Card Standard準拠のCardBus対
応TypeⅡのカードです。 DV動画編集ソフト/VW-DMDVS1の内容物

MotionDV STUDIO (CD-ROM)
パソコンにインストールして、DV
動画編集を行います。

●別売品のご紹介
DVケーブル (4ピン-4ピン)/VW－CD１
DVケーブル (4ピン-6ピン)/VJA1129
(サービスルート扱い)

｢素材映像の取り込み････128｣、｢シナリオをテープに記録する････146｣ の項目にはi.LINK端子が2つ必要になりま
す。i.LINK端子が1つしかない場合は、DVインターフェースカードが入ったパナソニック製のDV動画編集キット/VW-
DTM1CWをお求めください。(パソコン側にPCカードスロットが必要です)
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ノンリニア編集

特長
パナソニックMotionDV STUDIOはパソコンとデジタルビデオ機器をつないで映像
を編集するソフトです。DVテープの映像を使ったデジタル編集ですので、画質劣化
の少ない映像作品を作ることができます。またMotionDV STUDIOを使うと、ノン
リニア編集とテープ編集の両方の長所を生かしたハイブリッド編集を行うことができ
ます。

ノンリニア編集とはデジタルビデオ機器の映像をパソコンのデータ (AVIファイル) と
してパソコンのハードディスクに取り込み、編集する方法です。
パソコン上で取り込んだ映像に様々な特殊効果を入れることができます。

■MotionDV STUDIOでは、以下のような効果を使うことができます。

1 ビデオエフェクト
取り込んだ映像に特殊効果を入れます。

2 トランジションエフェクト
取り込んだ映像をつなぎ合わせるときに、つなぎ目にデジタル効果を入れて場面
の切りかえを演出します。

3 オーディオミックス
取り込んだ映像に音声を追加します。

4 タイトル作成 (タイトラー使用)
タイトラーを使って、文字やイラストのタイトルを入れます。

パソコン� デジタルビデオ�
機器 

デジタルビデオ�
カメラなど�

デジタルビデオ�
機器 

デジタルビデオ�
カメラなど�

取り込み�
(キャプチャー)

テープ�
に記録�

 編集作業�

● ビデオエフェクト�
● トランジション�
   エフェクト�
● オーディオミックス�
�

�
タイトル�
作成�

  映像の加工�

ビデオエフェクトの例 トランジションエフェクトの例 タイトルの例

ノンリニア
編集の流れ

特殊効果
の例



7

テープ編集（リニア編集）

便利な機能

特長

テープ編集とは2台のデジタルビデオ機器を使って、ビデオ映像をダビングしながら
つないでいく方法です。複数のシーンを好みの順番に設定すると、パソコンから2台
のデジタルビデオ機器をコントロールし、自動的に編集した映像が出来上がります。
ハードディスク容量を気にせず編集できるので長時間の編集に便利です。

ノンリニア編集とテープ編集を組み合わせた編集 (ハイブリッド編集)
ノンリニア編集で特殊効果の入った映像 (ビデオクリップ) を作っておくと、テープ
編集時に、作った映像 (ビデオクリップ) を挿入することができます。
長時間の映像にはテープ編集、シーンが変わるところやタイトルを入れたいシーン
ではノンリニア編集と使い分けることができます。

デジタルビデオ�
カメラなど�

パソコン�

　デジタル　�
ビデオ機器�

デジタルビデオ�
カメラなど�

パソコンから�
コントロール�

● テープ上で開始点・終了点を設定し�
  て編集する�
● 自動インデックス信号を使って、好みの�
  シーンをさがす�

� パソコンから�
コントロール�

再生機側� 録画機側�デジタル�
ビデオ機器�

MotionDV STUDIOには以下のような便利な機能があります。

1 静止画取り込み (スナップショット)
デジタルビデオ機器から静止画を取り込むことができます。

2 DVテープの一覧 (インデックス) の作成
DVテープの内容が一目でわかるインデックスを作ることができます。
(インデックスはテープ情報ファイルとしてパソコンに保存できます)

3 テープラベルやタイムシートの印刷
取り込んだ映像の入ったテープラベルやタイムシートをプリンターを使ってプリ
ントできます。

4 DVハードディスクエディター/NV-HDD1 (別売) での編集
DVハードディスクエディターとパソコンを接続すると、MotionDV STUDIO
からDVハードディスクエディターが制御できます。また、様々な特殊効果、タ
イトル映像を使った編集ができます。
詳しくは、120ページの ｢DVハードディスクエディターでの編集｣ をお読みく
ださい。

ヒント

重要

テープ編集にはi.L INK端子
(IEEE1394.a準拠) が2つ必
要になります。i.LINK端子が1
つしかない場合は、DVインタ
ーフェースカードの入ったパ
ナソニック製のDV動画編集キ
ット/VW-DTM1CWをお求め
ください。(パソコン側にPC
カードスロットが必要です)



最初にお読みください

ご使用の前に／動作環境
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MotionDV STUDIOをインストールして使うには、パソコンに以下の環境が必要
になります。詳しい情報についてはインターネット上のパナソニックビデオ
(MotionDV STUDIO) のホームページをお読みください。
http://www.panasonic.co.jp/avc/video/DIGICAM/mdv/index.htm

動作環境

対象OS

CPU

ハードディスク

搭載メモリー

ビデオ

サウンド

インターフェース

その他

プリインストールされたMicrosoft® Windows® 98
Second Edition 日本語版

Intel® Celeron™ プロセッサ333MHz 以上推奨

UltraDMA-33以上
60Mバイト以上の空き容量（インストール）
約4分のデータで1Gバイト
（映像取り込みに必要なハードディスク容量）

64Mバイト以上 (128Mバイト以上推奨)

Direct Drawのオーバーレイに対応
1024×768以上／High Color (16bit) 以上

PCM音源（Direct Sound対応）

i.LINK端子（IEEE1394.a準拠）

CD-ROMが読めるドライブ

MotionDV STUDIOを使うには以下のデジタルビデオ機器 (別売) などが必要です。

対象デジタル
ビデオ機器

用意するもの

当社製のi.LINK (IEEE1394/DV) 端子付きのデジタル
ビデオ機器 (民生用デジタルVCR SD仕様) (別売)
(2000年2月現在)

DVテープ (別売)

対象デジタルビデオ機器／用意するもの

● このソフトウェアに収録されているサンプル画像等は、個人で楽しむ目的の
みに使用できます。営利目的に使用する場合には、権利者の許諾が必要です。

● ソフトウェアのバージョンアップやパソコンの使用環境などにより本説明書
の説明内容･画面と実際の内容･画面が一致しないことがあります。あらかじ
めご了承ください。

MotionDV STUDIOを使用
する前に、
● 他のアプリケーションソフ
トやウィルスチェックなど
の常駐プログラムを終了し
てください。

● 通信機能は使用しないでく
ださい。

● スクリーンセーバーや省電
力設定プログラムは切って
おいてください。

重要



MotionDV STUDIOのインストール
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DVケーブルをパソコンから抜いて
おく

MotionDV STUDIOのCD-ROM
をパソコンに入れる

CD-ROMの入れかたについてはお使い
のパソコンの説明書をお読みください。

自動的にセットアッププログラムが起
動します。

自動的に起動しない場合は、CD-ROM
内の [ S E TUP ]フォルダーの中の
SETUP.EXEをダブルクリックします。

内容をよく読んで、[次へ] ボタン
をクリックする

次ページに続きます。

MotionDV STUDIOのインストール

MotionDV STUDIOをインストールします。インストールするときはDVケーブル
をパソコンから抜いておいてください。

❏インストール：

パソコンにソフトウェアを
入れることです。

MotionDV STUDIOの前バー
ジョン (体験版、期間限定版な
ど) をインストールしている場
合は、アンインストールして
から本製品のインストールを
始めてください。

重要



セットアップが始まります。

セットアップの終了後、[完了] ボ
タンをクリックする

MotionDV STUDIOのインストール

MotionDV STUDIOのインストール
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日本語訳
このプログラムは、コンピューターに
W i n d ow s98 S e c o n d E d i t i o n
Q243174アップデートをインストール
します。続けますか?

内容をよく読んで[次へ] ボタンを
クリックする
他のフォルダーにインストールしたい
場合は、[参照] ボタンをクリックして、
変更します。

[はい] をクリックする
デジタルビデオ機器を使うためのドラ
イバーをインストールします。

Windows®98 Second Edit ion の
Q243174 (デジタルビデオ機器用のド
ライバー) をアップデートするか、確認の
メッセージが表示されますので、 [はい]
をクリックします。
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MotionDV STUDIOのインストール

MotionDV STUDIOのインストール

[Yes] をクリックする
ドライバーをアップデートする上での
使用許諾補足契約書を読み、合意する
場合は [Yes] をクリックします。

ドライバーをアップデートしなければ、
MotionDV STUDIOは使用できません。
使用許諾補足契約書の内容については、
日本語訳を掲載していますので、参考に
してください。(P212)

■アンインストールするときは：
MotionDV STUDIOが不要になったときは以下の方法でアンインストールを行います。

お願い

まず、[スタート]→[プログ
ラム]→[Panason ic]→
[MotionDV STUDIO]→
[はじめにお読みください]
を選び、補足説明や最新情
報を必ずお読みください。

[ ス タ ー ト ] → [ プ ロ グ ラ ム ] →
[Panasonic]→[MotionDV STUDIO]
→[アンインストール] を選ぶ

ファイル削除のメッセージが表示されま
すので、[はい] ボタンをクリックする
MotionDV STUDIOがアンインストー
ルされます。
インストール時にアップデートしたド
ライバーもWindows®98 Second
Edition標準のドライバーに戻ります。

重要

作成したファイル (ビデオ
クリップなど) は削除され
ません。

[はい] をクリックする
インストールしたドライバーを有効に
するためには再起動が必要です。

再起動後、MotionDV STUDIOが使用
できるようになります。

DVインターフェースカードをご使用の
場合は、引き続きカードのドライバー
(P204)とPCI CardBus性能アップソ
フト (P207)を必ずインストールして
ください。

日本語訳
新しい設定を有効にするにはコンピュー
ターを再起動しなければなりません。今
すぐコンピューターを再起動しますか?

❏アンインストール：

インストールしたソフトウェ
アをパソコンから削除するこ
とです。

お願い

アンインストール後は再起動
してから他のアプリケーショ
ンをお使いください。



パソコンを起動した後、下図のように接続します。
DVインターフェースカードをご使用の場合、カードを装着･設定してからパソコンと接続
してください。(P204)

ノンリニア編集時の接続

接続

12

1

電源
�

2
100%

80%
急速
�

100%
80%

急速
�

パソコン

デジタルビデオ機器
(デジタルビデオカメラ/
NV-C5(別売) の例)

接続例

1 デジタルビデオ機器の電源を入
れて､パソコンとDVケーブルで
接続する
デジタルビデオ機器を使用するモー
ド (再生モードなど) に設定してから
接続してください。

最初の接続時にメッセージ1 (左図)
が出ますので、必ず [はい] をクリッ
クします。
同じ機種でも初めて接続する場合は、
メッセージ1が出ます。

2正常に接続できているか確認す
る(P14)
正常に接続できていないと、誤動作
する場合があります。

3MotionDV STUDIOを起動する
(P15)

ACアダプター
VW-AD9 (別売)

i.LINK端子へ
2つの端子のどちら
でもかまいません。

DVケーブルは必ず、電源
を入れた状態で接続する

メッセージ1

MotionDV STUDIOの使用時にデジタ
ルビデオ機器を直接操作すると、誤動作
することがあります。

(表示されるまで1分ほどかか
る場合があります)

DVケーブル

お願い

DVハードディスクエディター
NV-HDD1の接続については
122ページをお読みください。

■入力切換が付いているデジタル
ビデオ機器をお使いの場合

入力切換が付いている機種 (NV -
DV10000、NV-DM1など) を接続す
る場合はMotionDV STUDIOを起動す
る前にデジタルビデオ機器側で次の設
定をしておいてください。

1 DV端子 (i.LINK) が2つ以上ある機
種は使用しているDV端子に切り換
える

2 編集モードを ｢外部｣ にする
3 ｢編集端子切換｣を ｢DV｣ にする
4 ｢入力切換｣を ｢DV入力｣ にする



パソコンを起動した後、下図のように接続します。
DVインターフェースカードをご使用の場合、カードを装着･設定してからパソコンと接続
してください。(P204)
必ず、1台ずつ以下の手順で接続してください。2台を同時に接続すると、正常に
接続できません。

2台のデジタルビデオ機器を使うときの接続

接続
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■デジタルビデオ機器接続時のお願い
●接続中はデジタルビデオ機器の電源を
切らないでください。

●接続中は電源が入っている状態でカセッ
トの出し入れをしてください。

●撮影モードで起動するときはテープを
抜いておいてください。

●デジタルビデオ機器とパソコンを接続
したときに、パソコン側でデジタルビ
デオ機器を認識するのに時間がかかる
場合があります。

●2台接続している場合に接続を外すと
きは、1台目を外した後、接続が外れ
たことを確認してから (上の手順2を
参照) もう1台を外してください。

●デジタルビデオカメラ使用時は、AC
アダプターをお使いください。

●DVインターフェースカードをお使い
の場合、機器を2台接続するときは、
カードの2端子をお使いください。パ
ソコンとカードのi.LINK端子を1つず
つ使って接続することはできません。

接続例

1 1台目のデジタルビデオ機器の
電源を入れて、パソコンとDV
ケーブルで接続する
デジタルビデオ機器を使用するモー
ド (再生モードなど) に設定してから
接続してください。
最初の接続時にメッセージ1 (P12
の左図)が出ますので、必ず [はい]
をクリックします。
同じ機種でも初めて接続する場合は、
メッセージ1が出ます。

2正常に接続できているか確認す
る(P14)
正常に接続できていないと、誤動作
する場合があります。

3 2台目のデジタルビデオ機器を
1と同じように接続する

4正常に接続できているか確認す
る(P14)
正常に接続できていないと、誤動作
する場合があります。

5MotionDV STUDIOを起動する
(P15)

接続時の
お願い

1

電源
�

2
100%

80%
急速
�

100%
80%

急速
�

S1/S2映像�
映像�

左/モノ�
右�

音声�

S1/S2映像�
映像�

左�

右�

音声�

電源�

¥DV入力/�　出力2

外部入力2�（L2）�

DV端子切換�

編集モード�録画機�
再生機�

外部�

1

2

システム D 8mmコントロール�

8mm�コントロール�

< 取出し�
入力切換�

;一時停止�

∑停止�
!再生�

6巻戻し�

¥

5早送り�

I チャンネル J

録画/終了時刻予約�

出力2

D

6

5

タイマー予約�

切/入�

編集端子切換�

インサート�ビデオ� オーディオ�

SP/LP

アフレコ�

システムD
DV

ミックスダビング�プリンター/232C
0 10

録音レベル� ミックスレベル�

ステレオ1 ステレオ2

ステレオ1

0
10

パソコン

デジタルビデオ機器
(デジタルビデオカメラ
NV-C5(別売) の例)

i.LINK端子へ
DVケーブル

ACアダプター
VW-AD9 (別売)

デジタルビデオ機器
(デジタルビデオカセット
レコーダー/NV-DM1(別売) の例)

DVケーブルは必ず、電源
を入れた状態で接続する

MotionDV STUDIOの使用時に
デジタルビデオ機器を直接操作す
ると、誤動作することがあります。

この編集にはi.LINK端子が2つ
必要になります。i.LINK端子
が1つしかない場合は、DVイ
ンターフェースカードの入っ
たパナソニック製のDV動画編
集キット/VW-DTM1CWをお
求めください。(パソコン側に
PCカードスロットが必要です)

お願い



パソコンと機器を接続した後は、必ず、正常に接続できているかパソコン側で確認
してください。機器を2台接続するときは、1台接続するごとに確認してください。

正常に接続されているか確認する

接続
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[マイ コンピュータ] を右クリック
して [プロパティ] を選ぶ
[システムのプロパティ] が開きます。

[デバイスマネージャ] タブをクリッ
クする

[イメージングデバイス] アイコン
をダブルクリックする
[Microsoft DV Camera and VCR] と
表示されていれば、正常に接続されて
います。

2台目を接続したときは[Microsoft DV
Camera and VCR] が2つ表示されます。

■正常に接続できない場合：
●DVケーブルがしっかり接続されてい
るか確認してください。

●接続機器になにか異常が発生していな
いか確認してください。

●接続されているデジタルビデオ機器が
当社製か確認してください。

お願い

[イメージング デバイス] が
表示されない場合は、正常
に接続できていません。下
記をお読みのうえ、もう一
度接続し直してください。

●パソコンの状態が不安定になっている
場合があります。起動し直したあと、
接続手順に従って接続し直してくださ
い。

●DVハードディスクエディター (別売)
をお使いの場合は122ページもお読み
ください。
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MotionDV STUDIOの起動

MotionDV STUDIOの起動

[スタート]→ [プログラム]→
[ P a n a s o n i c ] → [ M o t i o n D V
STUDIO]→[MotionDV STUDIO] を
選ぶ

MotionDV STUDIOが起動します。
画面の詳細については ｢MotionDV
STUDIOの画面について｣ をお読みくだ
さい。

12、13ページのように接続した後、MotionDV STUDIOを起動します。
(起動前に機器がDVケーブルでしっかり接続されているか確認してください)

■MotionDV STUDIOを終了す
るときは：

[ファイル]→[アプリケーションの終了] を選
びます。

コントロール画面

接続機器を制御します。また取り込ん
だ映像の再生・停止などをします。
プレビュー画面にはテープやビデオク
リップの映像が表示されます。

編集画面
入力テープトラックには接続した入力
機器の映像がアイコン表示されます。
編集トラックにテープの映像や取り込
んだ映像ファイル (ビデオクリップ)
を配置して編集します。

ライブラリー画面
取り込んだ映像やタイトラーで作った
タイトル画像などがアイコン表示され
ます。編集情報なども表示されます。

お願い

別売のDVハードディスク
エディターを接続した場合
については124ページをお
読みください。

お願い

インストールされた取扱説明
書を読むためにはAd o b e
Acrobat® Reader4.0 が必要
です。
CD-ROMの中の[Adobe] フォ
ルダー内のar405jpn.exeをダ
ブルクリックし、メッセージ
に従ってインストールしてく
ださい。



インストールした後にご使用のデジタルビデオ機器で録画するときの、タイミング
の調整を行います。(キャリブレーション) (P198)

[ツール]→[機器設定] を選ぶ

[機器設定] 画面が表示されます。

接続している機器のモデル名を入力
する

すでに接続機器の機種名が表示されて
いる場合は入力する必要はありません。

ご使用のデジタルビデオ機器を設定する

デジタルビデオ機器を操作する
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撮影�
再生�
カード�
再生�

切換�
電源�入�

切�

デジタルビデオカメラ／NV-C5の例

SPモードで録画する場合はデ
ジタルビデオ機器をSPモード
に、LPモードで録画する場合
はLPモードにしてから、キャ
リブレーションを行ってくだ
さい。

ヒント

同じ機種を2台使ってテー
プ編集を行う場合は、[機器
設定] 画面で別の名前を入
力しておくと便利です。

ヒント

再生モードになっているか確認し、
内容を消去してもいいテープを入れ
る

キャリブレーションを行うと、テスト
録画を行って録画するタイミングを調
べるため、テープ内容は消去されます。
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キャリブレーションが始まります。
キャリブレーションは8～15分ぐらい
かかります。

途中でやめるときは [中断] ボタンをク
リックします。

キャリブレーション終了後、[はい]
ボタンをクリックする
新しい設定が登録されます。

登録後、[OK] ボタンをクリックして、
[機器設定] 画面を終了します。

ご使用のデジタルビデオ機器を設定する

デジタルビデオ機器を操作する

[測定開始] ボタンをクリックする

確認のメッセージが出ますので、[OK]
ボタンをクリックします。

お願い

キャリブレーション中には
デジタルビデオ機器を操作
しないでください。

お願い

キャリブレーションしたと
きと異なる記録モード
(LP/SPモード) で録画する
(P48、P68) ときはキャリ
ブレーションをやり直して
ください。 ■キャリブレーションの微調整に

ついて
frame (フレーム) の数を入力すること
によってキャリブレーションの微調整
ができます。
微調整したいときはキャリブレーショ
ン後に行ってください。

お願い

デジタルビデオカメラNV-
MG3を接続した場合、接続
機種名にはNV-C3と表示さ
れます。



接続したデジタルビデオ機器をコントロール画面の操作ボタンで制御することがで
きます。以下のように操作します。

[入力テープ] ボタンをクリックする
入力テープモードになります。

操作ボタンをクリックする
デジタルビデオ機器が操作できます。

MotionDV STUDIOの操作ボタンで制御する

デジタルビデオ機器を操作する
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撮影�
再生�
カード�
再生�

切換�
電源�入�

切�

再生ができる状態になっているか
確認し、編集に使いたいテープを
入れる
誤消去防止つまみを ｢SAVE｣ 側にして
からテープを入れます。

詳しくはお使いのデジタルビデオ機器
の説明書をお読みください。

デジタルビデオカメラ／NV-C5の例

操作ボタン
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コントロール画面からできるデジタルビデオ機器の操作は以下の通りです。

操作ボタンの働きについて

デジタルビデオ機器を操作する

1巻戻しボタン（6）

再生時にクリックすると巻戻し再生、
停止時にクリックすると巻戻しになり
ます。

2逆再生ボタン（2）

逆再生します。

3再生ボタン（1）

再生します。

4早送りボタン（5）

再生時にクリックすると早送り再生、
停止時にクリックすると早送りになり
ます。

プレビュー画面
テープの映像が映ります。

タイムコード表示部
映像のタイムコード
が表示されます。

❏タイムコード：

テープのサブコード部に記
録される時間についての情
報です。テープ上の絶対位
置を知ることができます。
(入力テープモードの場合)

入力テープモード
ボタン

5逆スロー再生/逆コマ送りボタン（E）
再生時にクリックすると逆スロー再
生、静止中にクリックすると逆コマ送
り再生になります。

6停止ボタン（∫）

映像を停止します。

7静止画ボタン（;）

再生中にクリックすると静止画再生に
なります。もう一度クリックすると再生
します。

8スロー再生/コマ送りボタン（D）

再生時にクリックするとスロー再生、
静止中にクリックするとコマ送り再生
になります。

操作ボタン

1 2 3 4

5 6 7 8

操作ボタン



編集画面の入力テープトラックにはテープ情報が表示されます。

テープ情報について

デジタルビデオ機器を操作する
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1時間軸スケール表示

[∆]、[«] をクリックして、入力テープ
トラックに表示できる時間幅を調整し
ます。(min=分、sec=秒、frame=フ
レーム)

2入力テープモードボタン
入力テープモードにすると、接続して
いるデジタルビデオ機器を制御できま
す。

テープ情報が表示されます。

3表示切換ボタン
クリックするごとに入力テープトラッ
クの表示を切り換えます。
時間軸表示： テープの映像情報が時

間の長さに比例して表
示されます。

アイコン表示：テープの映像情報がす
べて同じ大きさのアイ
コンで表示されます。

4コピーボタン
入力テープトラックの内容をすべて編集
トラックにコピーします。

5カレントバー
(入力テープトラック上の赤い線）
再生中のテープ位置を表示します。

インデックス (次ページ参照) や設定した
取り込み範囲 (P28) がテープのどこに位
置するかわかります。

1

2

3
4

時間軸表示

アイコン表示

5

5
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お好みのところに目印 (インデックス) を付けておくと、編集するときに便利です。

インデックスを入れたいところで、
[インデックス] ボタンをクリック
する

入力テープトラックにインデックスを
付けたシーンが表示されます。

映像に目印を付ける

デジタルビデオ機器を操作する

[1] ボタンをクリックする
再生します。

インデックス情報は保存す
ることができます。(P24)
保存した情報は、再び同じ
テープを使うときに活用で
きます。

ヒント

お願い

この操作の前にインデック
スを付けたい映像のテープ
を入れておいてください。

お願い

テープにインデックス情報
が記録されるわけではあり
ません。



自動インデックス機能を使って、シーンの変わり目を探し出し、目印を付けることができます。
(撮影の一時停止などで撮影時間が不連続になる位置をシーンの変わり目と判断しています)

シーンが変わるところに目印を付ける

デジタルビデオ機器を操作する
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お願い

この操作の前にタイムコード
の連続している、記録済みの
テープを入れておいてくださ
い。

検索が終わったら、[OK] ボタンを
クリックする

途中でやめたいときは [中断] ボタンを
クリックします。

[自動インデックス] ボタンをクリッ
クする
｢自動インデックス｣画面が表示されます。

任意の検索方法をクリックして、
選ぶ

[テープの先頭から検索] ：
テープを最初まで巻き戻し、検索を開
始します。
[現在のテープ位置から検索] ：
現在のテープ位置から検索します。

[開始] ボタンをクリックする
再生しながらシーンの検索を始めます。
検出したシーンは入力テープトラックに
表示されます。(自動インデックス検索に
は再生と同じ時間が必要です)

自動インデックス検索中はプレビュー
画面の再生映像が小さくなります。インデックス情報は保存す

ることができます。(P24)
保存した情報は、再び同じ
テープを使うときに活用で
きます。

ヒント

インデックス情報を使って
テープラベルを印刷するこ
とができます。(P74)

ヒント
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インデックスをもとに映像の頭出しをすることができます。

映像を頭出しする

デジタルビデオ機器を操作する

[開始点へ移動]をクリックする

[開始点へ移動] 画面が表示され、頭出し
を開始します。
頭出しが終わると静止画再生になります。

頭出しが終わったら [OK] ボタンをクリッ
クして、[プロパティ] 画面を閉じます。

頭出ししたいシーンをダブルクリッ
クする
[プロパティ] 画面が表示されます。

[終了点へ移動] をクリック
すると、シーンの終わりで
静止画再生になります。

ヒント

■タイムコードを入力して頭出し
をするには

[入力テープ]→[ジャンプ]を選び、タイ
ムコードを入力します。
[OK] をクリックすると、頭出しが始ま
り、頭出しが終わると、静止画再生に
なります。

お願い

タイムコードが連続して記
録されていないテープでは
頭出しがうまくできません。
また、未記録部分からの頭
出しはできません。

テープの長さを超えたタイ
ムコードを入力するとメッ
セージが表示されます。

お願い
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インデックスなどの情報をテープ情報として保存しておくと、同じテープを使うと
きにいつでもインデックスの情報を使うことができます。

テープ情報を保存する

デジタルビデオ機器を操作する

[テープ情報を保存する] 画面が表示され
ます。

任意のファイル名を付けたいとき
は、ファイル名を入力する

[保存] ボタンをクリックする

[ファイル]→[テープ情報を名前を
付けて保存] を選ぶ

お願い

テープ情報の保存場所は
MotionDV STUDIOで使用
しているフォルダーを選択し
てください。

❏tap：

テープ情報ファイルの拡張
子です。
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■テープ情報について
保存したテープ情報のアイコンをダブル
クリックすると、テープ情報が入力テー
プトラックに表示されます。(自動的に入
力テープモードに変わります)

テープ情報を保存する

デジタルビデオ機器を操作する

ライブラリーの [テープライブラリー]
にテープ情報が保存されます。

[テープライブラリー] を詳細
表示にすると、テープの内容
がわかります。(P163)

ヒント

■テープライブラリーに保存している
テープ情報のアイコンをかえるには

1 テープ情報の映像を再生し、テープ情
報ファイルのアイコンにしたい映像の
ところでインデックスを入れる (P21)

2 インデックスを入れた場面のアイコン
をダブルクリックする

3 [代表アイコンにする] をクリックし
て、[OK] をクリックする

[ファイル]→[テープ情報を上書き保存]
にするとテープ情報ファイルのアイコン
が変更されます。

入力テープトラックの、任意の映像のア
イコンをダブルクリックし、[代表アイコ
ンにする] をクリックしてもアイコンを
変更できます。(テープ情報の上書き保存
が必要です)



取り込みを終了したいところで
[終了]ボタンをクリックする
取り込みが終了します。

プレビュー画面の映像を見ながら、取り込みたいところでキャプチャーボタンを押
すと簡単に取り込めます。

[1] ボタンをクリックする
プレビュー画面に再生映像が映ります。

取り込み始めたいところで [キャプ
チャー] ボタンをクリックする
取り込みが始まります。

ワンタッチ取り込み中はプレビュー画
面の再生映像が小さくなります。

[キャプチャー] 画面が表示されます。

1 取り込んだ (映像の) 長さ
2 記録可能時間
(残りどれだけの映像が記録できるか示
しています)

映像を見ながら取り込む (ワンタッチ取り込み)

映像を取り込む (キャプチャー)

26

21

お願い

取り込みが終了しても、デ
ジタルビデオ機器は再生し
続けます。
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手順2～3を繰り返し、編集に必要
な映像を取り込む

映像を取り込んでいるときにその容量
が2GBを超えたときは、ビデオクリッ
プが自動的に分割され、複数のファイ
ルになります。

映像を見ながら取り込む (ワンタッチ取り込み)

映像を取り込む (キャプチャー)

取り込んだ映像 (ビデオクリップ) がラ
イブラリーの [動画] に表示されます。

お願い

ビデオクリップ4分ほどで約
1GBのハードディスク容量
が必要になります。取り込
む前にハードディスクに十
分な空き容量を確保してく
ださい。

取り込んだ映像の最初のシー
ンがアイコン表示されます。

ヒント

■ライブラリーについて
ライブラリー上部の [動画] タブをクリッ
クするとビデオクリップが表示されます。
ライブラリーのタブを切り換えると、
表示が以下のように変わります。

[テープライブラリー]：
入力テープトラックの情報を保存した
ファイル (tapファイル)

[編集情報]：
編集トラックの情報を保存したファイル
(seqファイル)

[動画]：
ビデオクリップ (aviファイル)

[静止画]：
取り込んだ静止画ファイル (bmpファイル)

[タイトル]：
タイトラーで作成したタイトルファイル
(tteファイル)

[オーディオ]：
音声ファイル (wavファイル)

詳しくはライブラリ
ーの詳細をお読みく
ださい。(P162)



取り込み開始点 (マークイン) /終了点 (マークアウト) を設定して映像を取り込みます。
簡単に設定のやり直しができ、より正確に取り込むことができます。

[マークイン] ボタンをクリックする
取り込み開始点が設定され、入力テー
プトラックに赤の […]マークが表示され

ます。

右図はアイコン表示の例です。[表示切
換] ボタンをクリックすると、時間軸表
示に変わり、トラック上部の赤いライ
ンが取り込み中であることを示します。

取り込みを終わりたいところで静
止画再生にする
操作ボタンで取り込み終了位置をさがし
て再生し、[;] ボタンで静止画再生にし
ます。

[マークアウト] ボタンをクリック
する
取り込み終了点が設定され、入力テー
プトラックにアイコンと赤の [»]マーク

が表示されます。

範囲を指定して取り込む

映像を取り込む (キャプチャー)

28

操作ボタンの操作について
は19ページをお読みくださ
い。

ヒント

取り込み始めるところで静止画再
生にする
操作ボタンで取り込み開始位置をさがし
て再生し、[;] ボタンで静止画再生にし
ます。

取り込み範囲の設定を途中で
やめるには、[入力テープ]→
[マークイン･マークアウトの
中断] を選びます。

ヒント
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[キャプチャー] ボタンをクリックす
る
[バッチ･キャプチャ－] 画面が表示され
ます。

[開始] ボタンをクリックする
テープを開始点まで巻き戻し、画像を
取り込みます。

取り込み完了後、取り込んだ映像 (ビデ
オクリップ) がライブラリーに表示され
ます。

こま落ちが起こると、メッセージが表
示され、1 にこま落ちが何個所発生し
たか表示します。(P181)

範囲を指定して取り込む

映像を取り込む (キャプチャー)

[閉じる] をクリックする
[プロパティ] 画面に戻ります。

[OK] ボタンをクリックすると [プロパ
ティ] 画面が消えます。

取り込む映像のアイコンをダブルク
リックする
プロパティが表示されます。

❏こま落ち：

映像の取り込み時に、取り
込めないフレーム (映像の1
コマ) が発生することです。

1



インデックス情報をもとに映像を選び、取り込みます。

インデックス情報を入力テープト
ラックに表示する

自動インデックス検索、インデックスの
付けかたについては21､22ページをお
読みください。

取り込むシーンのアイコンをダブル
クリックする

1つのインデックスからその次のインデッ
クスまでのシーンを選ぶことができます。
インデックスが1つしかない場合、テー
プ映像の終端がシーンの終了点となり
ます。

プロパティが表示されます。

[キャプチャー] ボタンをクリック
する

[バッチ･キャプチャー] 画面が表示され
ます。

インデックスをもとに取り込む

映像を取り込む (キャプチャー)

30

お願い

この操作の前にインデック
ス情報のもとになったテー
プを入れておいてください。
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インデックスをもとに取り込む

映像を取り込む (キャプチャー)

[開始] ボタンをクリックする
テープをシーンの開始点まで巻き戻し、
映像を取り込みます。

取り込んだ映像 (ビデオクリップ) がラ
イブラリーに表示されます。

取り込み後、[閉じる] ボタンをク
リックする
[プロパティ] 画面に戻ります。

[OK] ボタンをクリックする
[プロパティ] 画面が消えます。
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取り込み開始点 (マークイン)/終了点(マークアウト) を設定する取り込みやインデック
スをもとに取り込む場合は、複数の映像を一度に取り込むことができます。

入力テープトラックに取り込みた
い映像の内容を表示させておく

[Ctrl] キーを押しながら、取り込
みたいシーンをすべてクリックし
て選ぶ

取り込み開始点 (マークイン)/終了
点 (マークアウト) を設定したシーンを
すべて選びたいときは、[入力テープ]→
[全マーク区間を選択] で選ぶと便利で
す。

[入力テープ]→[バッチキャプチャー]
を選ぶ
[バッチ･キャプチャー] 画面が表示されま
す。

[開始] ボタンをクリックする
選んだシーンをすべて取り込みます。

取り込み終わったら、[閉じる] ボタンを
クリックします。

複数の映像を一度に取り込む (バッチキャプチャー)

映像を取り込む (キャプチャー)
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[バッチ･キャプチャー] 画面から取り込み開始点・終了点を変更することができま
す。

映像をクリックして選び、取り込
み開始点、終了点を調整する

■取り込み開始点を変更するには
[開始点] に取り込みを開始したいテープ
位置のタイムコードを入力します。

■取り込み終了点を変更するには
[終了点] に取り込みを終了したいテープ
位置のタイムコードを入力します。

■クリップ名を変更したいときは
[クリップ名] に任意の名前を入力しま
す。(入力した名前が取り込んだ映像の
ファイル名になります）

取り込み範囲を調整する

映像を取り込む (キャプチャー)

[バッチ･キャプチャー] 画面を表示
させる
左ページをお読みください。

選んだシーンの番号

クリップ名を入力します。

取り込んだ後に開始点・終
了点を調整したい場合は、
ビデオクリップをトリミン
グしてください。(P44)

ヒント



デジタルビデオカメラを撮影モードにすると、カメラに映った映像を取り込むこと
ができます。(実際に撮影する必要はありません)

デジタルビデオカメラからテープ
を抜き、撮影モードにする

デジタルビデオカメラにデモモードが
ある場合は、デモモードを ｢切｣ にして
おきます。

デジタルビデオ機器とパソコンを
接続し (P12 )、Mo t i o n DV
STUDIOを起動する

入力テープモードになっているか
確認する
入力テープモードになっていない場合
は、[入力テープ] ボタンをクリックしま
す。

[1] ボタンをクリックする
カメラに映った映像が画面に映ります。

撮影モードで映像を取り込む

映像を取り込む (キャプチャー)

34

撮影�
再生�
カード�
再生�

切換�
電源�入�

切�

デジタルビデオカメラ／NV-C5の例

お願い

MotionDV STUDIOがすで
に起動している場合は、ま
ず終了させてください。
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[キャプチャー] 画面が表示されます。

1 取り込んだ (映像の) 長さ
2 記録可能時間
(残りどれだけの映像が記録できるか示
しています)

取り込みを終了したいところで
[終了]ボタンをクリックする
取り込みが終了します。

取り込んだ映像 (ビデオクリップ) がラ
イブラリーの [動画] に表示されます。

撮影モードでカメラを通した映像を取り込む

映像を取り込む (キャプチャー)

■カメラ映像を静止画取り込みする
には (スナップショット)：

[スナップショット] ボタンをクリックし
ます。
カメラ映像から静止画が取り込まれ、
ライブラリーの [静止画] に表示されま
す。

取り込み始めたいところで [キャプ
チャー] ボタンをクリックする
取り込みが始まります。

21

カメラ映像の表示をやめた
いときは、[∫] ボタンをク
リックします、(取り込みは
できなくなります)

ヒント
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取り込んだ映像 (ビデオクリップ) を再生します。

任意のビデオクリップをダブルク
リックする

ビデオクリップの再生

映像を取り込む (キャプチャー)

ライブラリーの [動画] タブをクリッ
クする
ビデオクリップが表示されます。

AVIファイル (ビデオクリッ
プのファイル形式) に対応
したソフトウェアがインス
トールされている場合その
ソフトウェアが起動するこ
とがあります。

ヒント

■Windows Media Playerを終了
するには：

Windows Media Playerの [ファイル]
→[Media Playerの終了] を選びます。

3

41

2

Windows Media Playerが起動し、ビ
デオクリップを再生します。

Windows Media Playerでは以下のよ
うな操作ができます。
詳しくはWindows Media Playerの
[ヘルプ] をご参照ください。

1 再生 2 一時停止
3 停止 4 音量調整
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MotionDV STUDIOはインストール時に ｢MyVideo｣ フォルダーが作成され、取
り込んだ映像が保存されます。保存場所は以下の手順で変更できます。

をクリックして、保存したい

フォルダーを選び、[OK] ボタンを
クリックする
｢新しいフォルダ名｣ にフォルダーのパ
ス (C:¥ など) が表示されます。

フォルダーの場所 (パス) は直接入力す
ることもできます。

[表示名] に任意の表示名を入力し、
[OK] ボタンをクリックする
ライブラリ－画面に新規フォルダーが
表示されます。

取り込む映像の保存場所を変更する

映像を取り込む (キャプチャー)

[ライブラリー]→[新規フォルダ]
を選ぶ
｢新規フォルダの作成｣ 画面が表示され
ます。

重要

ここで入力する表示名は、
MotionDV STUDIO上で
画像を整理するためのもの
です。実際のフォルダー名
ではありません。

お願い

ライブラリーのフォルダーを
削除すると、Mot i onDV
STUDIO上でフォルダーが見
えなくなります。(実際にフォ
ルダーが消去されるわけでは
ありません。削除する場合は
エクスプローラなどをお使い
ください)

■フォルダーを削除するには
削除したいフォルダーを右クリックし、
[削除] を選びます。

お願い

新規にフォルダーを作成する
場合は、必ずフォルダーのパ
スとフォルダー名を入力して
ください。
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編集トラックについて

映像をつなぎあわせる (編集)

取り込んだビデオクリップを編集トラックに配置して、映像を編集します。

1時間軸スケール表示
[∆]、[«] をクリックして、編集トラッ
クに表示できる時間幅を調整します。
(min=分、sec=秒、frame=フレーム)

2編集モードボタン
編集モードにすると、編集トラックに
配置したビデオクリップを再生できま
す。

3表示切換ボタン
クリックするごとに、編集トラックの
表示を切り換えます。
時間軸表示： ビデオクリップが時間

の長さに比例して表示
されます。

アイコン表示：ビデオクリップがすべ
て同じ大きさのアイコ
ンで表示されます。

4記録ボタン
編集したビデオクリップをテープに記
録します。

5カレントバー (編集トラック上の赤い線）
編集トラックに配置したビデオクリッ
プをクリックすると、カレントバーが
その位置に移動し、その位置の映像が
プレビュー画面に表示されます。

1
2

3
4

時間軸表示

アイコン表示

ここにビデオクリップを
配置します。

5

5

ビデオクリップを編集トラッ
クに配置すると、自動的に編
集モードに変わります。

ヒント
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編集時の操作ボタンについて

映像をつなぎあわせる (編集)

コントロール画面の操作ボタンは編集トラックに配置したビデオクリップ (取り込
んだ映像) を再生するときなどに使います。テープ再生と違い、巻戻し、早送りと
いった操作がないので、デジタルビデオ機器を操作するときと操作ボタンの働きが
異なります。

6戻しボタン（6）

表示中のビデオクリップの開始点にカ
レントバーを戻します。
その後､クリックするごとに1つ前のビ
デオクリップの開始点に移動します。

7再生ボタン（1）
編集トラックのビデオクリップを再生
します。

8送りボタン（5）

後ろに配置されたビデオクリップの開
始点にカレントバーを送ります。
その後､クリックするごとに1つ後ろの
ビデオクリップの開始点に移動します。

9逆コマ送りボタン（E）
クリックすると、1コマ戻します。

:停止ボタン（∫）
映像が静止画になります。(静止画ボ
タンと同じです)

;静止画ボタン（;）
映像が静止画になります。

<コマ送りボタン（D）
クリックすると、1コマ送ります。

カレントバーについて
映像を再生すると、カレントバーが編集
トラック上を動きます。カレントバーを
手動で動かしてビデオクリップをプレビ
ューすることもできます。(P42)

プレビュー画面
配置したビデオクリップの
映像が表示されます。

タイムコード表示部
映像のタイムコードが表示されます。

編集モードボタン

6 7 8

9 : ; <

操作ボタン



ビデオクリップを編集トラックに配置して、お好みの順序につなぎあわせます。

[ファイル]→[新規作成] を選ぶ

ライブラリーの [動画] タブをクリッ
クする
ビデオクリップが表示されます。

任意のビデオクリップを編集トラッ
クにドラッグ・アンド・ドロップす
る
ビデオクリップが編集トラックに配置さ
れます。

手順3を繰り返し、好みの順序に
ビデオクリップを配置する

ビデオクリップを好みの順序につなぐ

映像をつなぎあわせる (編集)

40

❏ドラッグ･アンド･ドロップ:

マウスの左ボタンを押して
ファイルを選択し、押した
まま任意の位置まで移動し
(ドラッグ) そこで左ボタン
を放す (ドロップ) ことです。

配置したビデオクリッ
プに特殊効果を使うこ
とができます。(P50)

静止画を配置することもで
きます。(約5秒間の静止画
映像になります)

ヒント
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■編集トラックからビデオクリッ
プを削除するには

消去するビデオクリップを選び、[編集]
→[削除] を選びます。

ビデオクリップを好みの順序につなぐ

映像をつなぎあわせる (編集)

■編集トラックに配置したビデオ
クリップの順序を変えるには

順序を変えたいビデオクリップをドラッ
グ・アンド・ドロップで任意の場所に移
動します。

ドラッグ中、カーソルの付近にビデオ
クリップと同色のライン1が挿入場所
として表示されますので、位置を確認
して、ドロップしてください。

1

ビデオクリップが削除され、消去部分
がつまります。

ビデオクリップをすべて消去したいと
きは、[編集]→[クリア] を選びます。

以下の方法でもビデオクリッ
プを削除できます。

ビデオクリップを選んだ後、
●キーボードのDelete キー
を押す

●ビデオクリップを右クリッ
クして [削除] を選ぶ

ヒント

重要

この操作では編集トラック
から編集情報が削除される
だけです。
ビデオクリップがライブラ
リーから削除されるわけで
はありません。

ライブラリー画面のビデオ
クリップも同じ方法で挿入
できます。

ヒント



編集したビデオクリップを再生し、編集した内容を確かめることができます。

[編集] ボタンをクリックする
編集モードになります。

[6] ボタンをクリックする
映像の始端に戻します。
クリックするごとに1つ前のビデオクリ
ップの開始点に戻ります。

カレントバーを直接ドラッグ・アン
ド・ドロップして先頭まで戻すことも
できます。

[1] ボタンをクリックする
カレントバーが編集トラック上を動き、
映像を再生します。

編集したビデオクリップを再生する

映像をつなぎあわせる (編集)

42

操作ボタンについて
は39ページをお読み
ください。

■手動で再生するには
カレントバーをドラッグすると、プレ
ビュー画面に映像が映ります。

カーソルをカレントバーに近づけ、カー

ソルが に変わったらマウスの左ボ

タンを押しながら動かします。

カレントバー

カレントバー

ビデオクリップの任意の位
置をクリックすると、カレ
ントバーがその位置に移動
し、静止画表示となります。

ヒント



43

編集情報は保存しておくことができます。こまめに保存しておくことをおすすめし
ます。

ファイル名を入力して、[保存] を
クリックする

編集情報が保存され、ライブラリーに
編集情報が表示されます。

編集内容を保存する

映像をつなぎあわせる (編集)

[ファイル]→[編集情報を名前を付
けて保存]をクリックする

お願い

編集情報の保存場所は
MotionDV STUDIOでビ
デオクリップを保存してい
るフォルダーを使用してく
ださい。

■保存した編集情報を開くときは
ライブラリー画面の [編集情報] タブを
クリックし、編集情報ファイルをダブ
ルクリックします。

■編集情報のアイコンをかえるには
1 編集情報ファイルのアイコンにしたい

映像のところで静止させ、[編集]→[分
割] を選ぶ

2 分割した場面のアイコンをダブルク
リックする

3 [代表アイコンにする] をクリックし
て、[OK] をクリックする

[ファイル]→[編集情報を上書き保存] に
すると編集情報ファイルのアイコンが変
更されます。
編集トラックの、任意の映像のアイコン
をダブルクリックし、[代表アイコンにす
る] をクリックしてもアイコンを変更でき
ます。(編集情報の上書き保存が必要です)

❏seq：

編集情報ファイルの拡張子
です。



ビデオクリップを加工する

トリミングしたいビデオクリップ
をクリックして選ぶ

編集トラックの [表示切換] ボタン
をクリックして、時間軸表示にする

[∆]、[«] をクリックして、時間軸
スケールを調整する
ビデオクリップが適度な大きさに表示
されるようにします。

44

ビデオクリップをトリミングする

❏トリミング：

映像の不要な部分をカット
して調整することです。

選んだビデオクリップ両端の□部
分をドラッグして、不要な部分を
カットする
カーソルを□部分に近づけ、カーソル

が に変わったらドラッグして調整

します。

編集トラックに配置したビデオクリップの前後の不要な部分をカットします。

お願い

ビデオクリップの長さが短
かすぎるとプレビュー映像
が表示されないことがあり
ます。
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ビデオクリップをトリミングする

ビデオクリップを加工する

重要

ビデオクリップ (動画) の設
定は取り込み時の長さ、終
了点を超えることはできま
せん。

1 シーンの最初をカットしたいときは左
の□部分を右にドラッグします。

2 シーンの最後をカットしたいときは
ビデオクリップ右の□部分を左にド
ラッグします。

21

タイムコードを直接入力してトリミングする

プロパティ画面で開始点・終了点を入力してトリミングすることができます。

トリミングしたいビデオクリップを
ダブルクリックする
[プロパティ] 画面が表示されます。

開始点・終了点を入力して、[OK]
をクリックする
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編集トラックに配置したビデオクリップを分割します。分割すると、ビデオクリップの
一部に特殊効果を使ったり、ビデオクリップの途中で別の映像を入れることができます。

編集トラックのビデオクリップを
再生し､分割したいところで[;] ボ
タンをクリックする

カレントバーをドラッグして分割したい
ところで静止させることもできます。

[編集]→[分割] を選ぶ
ビデオクリップがカレントバーのとこ
ろで2分割されます。

ライブラリーのビデオクリップが2つに
なるわけではありません。

ビデオクリップを分割する

ビデオクリップを加工する

46

お願い

この操作の前に、ビデオク
リップを編集トラックに配
置しておいてください。
（P38）

カレントバー
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テープに映像を録画する前に、どのように録画されるか、デジタルビデオ機器のモ
ニターなどで確認することができます。

[リハーサル開始] ボタンをクリッ
クする
編集した映像がデジタルビデオ機器側
とプレビュー画面に映ります。

映像がどのように録画されるか確認する

編集した映像をテープに録画する

[記録]ボタンをクリックする
[記録] 画面が表示されます。

編集したビデオクリップが編集ト
ラックに表示されているのを確認
する

■途中で止めるには
[キャンセル] ボタンをクリックします。
もう一度クリックすると [記録] 画面が
消えます。



｢現在の位置から録画｣を選ぶ
○マークをクリックして選びます。

以下を選ぶと、録画の開始点を自動的
にさがします。
[テープの先頭から録画]:
テープ始端から録画を開始します。
[ブランク区間の先頭から録画]:
何も記録されていない位置をさがして、
そこから録画を開始します。

編集した映像をテープに録画します。

編集した映像をテープに録画する

編集した映像をテープに録画する

48

編集したビデオクリップを編集ト
ラックに表示させる

[記録] ボタンをクリックする
[記録] 画面が表示されます。

録画用のテープをデジタルビデオ
機器に入れる
テープを入れる前に誤消去防止つまみ
を ｢REC｣ 側にしておきます。

お願い

未記録部分のないテープに
録画するときは [ブランク
区間の先頭から録画] を選
ばないでください。

お願い

録画前にキャリブレーショ
ンを行っておいてください。
(P16)

デジタルビデオカメラ／NV-C5の例
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[記録開始] ボタンをクリックする
録画が始まります。

録画完了のメッセージが表示され
たら、 [OK] をクリックする
元の画面に戻ります。

編集した映像をテープに録画する

編集した映像をテープに録画する

お願い

デジタルビデオ機器を2台
接続している場合は録画す
る機器1を選びます。

1

操作ボタンで録画を開始したいテー
プ位置をさがす

操作ボタンは入力テープの操作時と同
じです。

重要

録画中にマウスをクリック
すると、録画映像が乱れる
ことがあります。

操作ボタン

お願い

録画後は必ず映像･音声が記
録されているかご確認くだ
さい。
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MotionDV STUDIOでは、ビデオクリップにいろいろな特殊効果を入れることが
できます。特殊効果の種類には以下の4種類があります。

MotionDV STUDIOで使える特殊効果一覧

特殊効果を使う

ビデオエフェクト

ビデオクリップに以下のような特殊効果が入ります。
(P52)

モザイク
映像にモザイクが
かかります。

オーディオミックス
音声ファイル (WAVEファイル) の音声を追加し
ます。(P62)

タイトル作成

ネガポジ
写真のネガフィルム
のようになります。

アート
絵画のような映像
になります。

モノトーン
映像が白黒になりま
す。

セピア
映像が古い写真のよ
うなセピア色になり
ます。

ストロボ
コマ送りのような映像に
なります。

フェードアウト
映像が徐々に消えて、
白い画面になります。

フェードイン
白い画面から映像が
徐々に現れます。

タイトラーを使ってビデオクリップにタイトル
を入れることができます。(P66)
詳しくはタイトラーの項目をお読みください。

お願い

特殊効果のレンダリングに
は時間がかかります。レン
ダリングの所要時間につい
ては182ページをお読みく
ださい。
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MotionDV STUDIOで使える特殊効果一覧

特殊効果を使う

トランジションエフェクト
シーンが切り換わるときに以下のような特殊効果が入ります。(P58)

ミックス
場面が重なりながら変
わります。

ワイプ
場面がカーテンを引く
ように変わります。

スライド
元の場面がスライドし
ながら変わります。

ストレッチ
元の場面が縮みながら
変わります。

両スライド
2つの場面がスライド
しながら変わります。

両ストレッチ
元の場面が縮み､次の
場面がのびて変わりま
す。

ドア-ワイプ
中央からカーテンを開
くように変わります。

ドア-スライド
中央でドアが左右に開
くように変わります。

ドア-スライド-ストレッチ
中央が割れて両側が縮
みながら変わります。

ドア-センター-ストレッチ
中央が割れて次の場面
が左右にのびて変わり
ます。

ボックスワイプ
次の場面が中心から四
隅に向かって変わりま
す。

ズーム
次の場面が中心から四
隅へ拡大しながら変わ
ります。

ページ [左上]
場面が左上からページ
をめくるように変わり
ます。

ページ [左下]
場面が左下からページ
をめくるように変わり
ます。

クロックワイプ1
時計の針が動くように
ワイプして変わりま
す。

クロックワイプ2
扇子が広がるようにワ
イプして変わります。

クロスワイプ
クロックワイプ2が上
下部同時に起こって変
わります。

コーナーワイプ
次の場面が左上隅から
他の三隅に向かって変
わります。

コーナースライド
次の場面が左上から右
下に向かってスライド
しながら変わります。

コーナーズーム
次の場面が左上隅から
他の三隅へ拡大しなが
ら変わります。

コーナー両スライド
2つの場面が左上から
右下に向かってスライ
ドしながら変わります。

コーナー両ズーム
元の場面が縮み､次の画
面が拡大しながら右下
に向かって変わります。

ラインワイプ
上から下に太線で塗り
つぶしていくように変
わります。

マルチコーナー
36画面に分割され､そ
れぞれコーナーワイプ
しながら変わります。

マルチワイプ1
画面が線状に12分割さ
れ､それぞれがワイプし
ながら変わります。

マルチワイプ2
画面が線状に12分割さ
れ､左からそれぞれがワ
イプして変わります。

フリップ
元の場面が裏返るよう
にして次の場面へ変わ
ります。

モザイク
場面がモザイクになっ
て次の場面へ変わりま
す。

ブラインド1
ブラインドを開けるよ
うに次の場面へ変わり
ます。

ブラインド2
ブラインドを閉めるよ
うに次の場面へ変わり
ます。



ビデオエフェクトを使って、ビデオクリップに特殊効果を入れます。
この操作の前に編集トラックにビデオクリップを配置しておいてください。

効果を使いたいビデオクリップを
クリックして選ぶ

[編集]→[ビデオエフェクト] を選ぶ

エフェクト画面が表示されます。

エフェクトの種類をクリックして
選ぶ
必要な場合は詳細設定をします。
(P54～57)

ビデオエフェクトを使う

特殊効果を使う

52

静止画にビデオエフェクト
を使うことはできません。
タイトラーで静止画をAVI
ファイルとして保存すると、
使えるようになります。

ヒント
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レンダリングが完了すると、編集トラッ
クのビデオクリップ右上に [EF] マーク
が付きます。
(フェード効果以外は選んだビデオクリッ
プ全体に特殊効果が入ります)

特殊効果のビデオクリップはライブラ
リーにも表示されます。

ビデオエフェクトを使う

特殊効果を使う

プレビュー部の [ ] をゆっくり

とドラッグして、効果を確認する

フェードイン･フェードアウトの確認がで
きます。

❏レンダリング：

特殊効果を入れて1つのビデ
オクリップ (Mo t i o nDV
STUDIOでは1つのAVI形式
のファイル) を作ることです。

ライブラリー画面

■ビデオエフェクト効果を削除す
るには：

ビデオクリップ右上の [EF] マークを右
クリックして、[エフェクト削除] を選び
ます。

❏EF：EFfect
エ フ ェ ク ト

の略です。

[OK] ボタンをクリックする
レンダリングが始まります。

レンダリングすると元の画像とは別に特
殊効果のビデオクリップが作られます。

お願い

ライブラリーからはビデオ
エフェクトのビデオクリッ
プは削除されません。

ビデオクリップの一部に特殊
効果を入れたいときは、最初
にビデオクリップを分割
(P46) しておいてください。

ヒント

お願い

レンダリングには時間がか
かります。その間パソコン
を操作しないようにしてく
ださい。



白い映像から映像が現れるまでの時間を設定します。
(音声もフェードします)

[フェードイン] ボタンをクリックす
る

フェードインの時間を設定する

特殊効果を使う

54

ビデオクリップを選び、エフェク
ト画面を表示させる (P52)

プレビュー画面で確認し、[OK] ボ
タンをクリックする
レンダリングが始まります。(P53)

プレビュー部の [ ] を右方向にゆっく

りドラッグすると、フェード効果が確認
できます。

[ ] をドラッグして時間 (フェー

ドタイム) を設定する

フェードタイムは直接入力することも
できます。

お願い

フェードタイムはビデオク
リップの長さを超えて設定
することはできません。

レンダリングが完了すると、
フェード効果のビデオクリッ
プが作られます。(P53)

ヒント

お願い

この操作の前に編集トラッ
クにフェード効果を入れた
いビデオクリップを配置し
ておいてください。
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映像が消えて白い映像になるまでの時間を設定します。
(音声もフェードします)

[フェードアウト]ボタンをクリック
する

フェードアウトの時間を設定する

特殊効果を使う

ビデオクリップを選び、エフェク
ト画面を表示させる (P52)

プレビュー画面で確認し、[OK] ボ
タンをクリックする
レンダリングが始まります。(P53)

プレビュー部の [ ] を右方向にゆっく

りドラッグすると、フェード効果が確認
できます。

[ ] をドラッグして時間 (フェー

ドタイム)を設定する

フェードタイムは直接入力することも
できます。

お願い

この操作の前に編集トラッ
クにフェード効果を入れた
いビデオクリップを配置し
ておいてください。

レンダリングが終了すると、
フェード効果のビデオクリッ
プが作られます。(P53)

ヒント

お願い

フェードタイムはビデオク
リップの長さを超えて設定
することはできません。
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モザイクのブロックサイズを変更し、モザイク画像を調整します。

[モザイク] ボタンをクリックする
プレビュー画面の映像がモザイクにな
ります。

モザイクのブロックサイズを変更する

特殊効果を使う

ビデオクリップを選び、エフェク
ト画面を表示させる (P52)

[OK] ボタンをクリックする
レンダリングが始まります。(P53)

[ ] をドラッグしてブロックサイ

ズを設定する

ブロックサイズは直接入力することも
できます。(2～32までの整数を入力し
てください)

お願い

この操作の前に編集トラッ
クにモザイク映像にしたい
ビデオクリップを配置して
おいてください。

レンダリングが完了すると、
モザイク効果のビデオクリッ
プが作られます。(P53)

ヒント
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ストロボの間隔を変更します。

ビデオクリップを選び、エフェク
ト画面を表示させる (P52)

[ストロボ] ボタンをクリックする

[ ] をドラッグしてストロボ間隔

を設定する

ストロボ間隔は直接入力することもで
きます。(0.06～1.00までの値を入力
してください)

[OK] ボタンをクリックする
レンダリングが始まります。(P53)

ストロボの間隔を変更する

特殊効果を使う

お願い

この操作の前に編集トラッ
クにストロボ効果を入れた
いビデオクリップを配置し
ておいてください。

レンダリングが完了すると、
ストロボ効果のビデオクリッ
プが作られます。(P53)

ヒント



シーンが変わるところで特殊効果を使います。
この操作の前に編集トラックにビデオクリップを配置しておいてください。

効果を使いたいところ (2つのビデ

オクリップ間の マーク) をダブ

ルクリックする
[トランジション] 画面が表示されます。

トランジションパターンを選ぶ

効果を逆方向に設定できるパターンは
｢逆方向にする｣ をチェックするとシー
ンの変わりかたが逆になります。

効果の開始から終了までの時間を
入力する

最大値1を超えて設定することはでき
ません。

シーンとシーンの間に境界を入れ
る場合は境界の設定をする
境界の幅を入力し、[色の設定] ボタンを
クリックして、境界の色を設定します。
(選んだパターンによっては選択できな
い項目があります。)

境界の幅は0～100までの数字を入力
します。

トランジションエフェクトを使う

特殊効果を使う

58

お願い

色の設定については｢背景画
像の色を変える｣ をご参照
ください。(P113)

1

静止画にトランジションエフ
ェクトを使うことはできませ
ん。タイトラーで静止画を
AVIファイルとして保存する
と、使えるようになります。

ヒント
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プレビュー部の [ ] をゆっくり

とドラッグして、効果を確認する

[OK] ボタンをクリックする
レンダリングが始まります。

トランジションエフェクトを使う

特殊効果を使う

レンダリングが終了すると、トランジ
ションエフェクトのビデオクリップ (左
上に [TR] 表示) が追加されます。

トランジションエフェクトのビデオク
リップはライブラリーにも表示されま
す。

■トランジションエフェクトを削
除するには：

ビデオクリップ左上の [TR] マークを右
クリックして、[トランジション削除] を
選びます。

お願い

ライブラリーからはトラン
ジションエフェクトのビデ
オクリップは削除されませ
ん。

ライブラリー画面

❏TR：TRansition effect
ト ラ ン ジ シ ョ ン エ フ ェ ク ト

の略です。



ビデオクリップに音声を追加するにはWAVEファイル (音声ファイル) が必要です。ここ
ではWindowsに付属のサウンドレコーダーを使ってWAVEファイルを作ります。

[スタート]→[プログラム]→[アク
セサリ]→[エンターテイメント]→
[サウンドレコーダー] を選ぶ
サウンドレコーダーの画面が表示され
ます。

[編集]→[オーディオのプロパティ]
や[ファイル]→[プロパティ]を選ん
で必要な設定をする
設定方法についてはWindowsの説明書
をお読みください。

[●] ボタンをクリックする
録音が始まります。

サウンドレコーダーでは連続で最大1分
間の音声ファイルが作成できます。

音声を入れる
接続している音声機器を再生します。
ナレーションなどを入れるときはマイ
クに向かって音声を入れます。

音声ファイルを作成する

特殊効果を使う

60

お願い

サウンドレコーダーの使いか
たなどについてはWindows
の説明書、ヘルプなどをお読
みください。

お願い

パソコンのマイク端子に音
声機器やマイクをつないで
おいてください。
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[ファイル]→[名前を付けて保存]
を選ぶ
[名前を付けて保存] 画面が表示されま
す。

ビデオクリップが保存されている
フォルダーを保存場所に選び、名
前を入力する

音声形式を変更したいときは[変更] ボタ
ンをクリックして、変更してください。

音声ファイルを作成する

特殊効果を使う

[保存] ボタンをクリックする
音声 (WAVE) ファイルが保存されます。
MotionDV STUDIOのライブラリーに
は音声ファイルが表示されます。

保存後サウンドレコーダーを終了します。

[■] をクリックする
録音を停止します。



WAVEファイル (音声ファイル) をビデオクリップに追加して音声を入れます。
この操作の前に編集トラックにビデオクリップを配置しておいてください。

ライブラリーの [オーディオ] タブ
をクリックする
WAVEファイルが表示されます。

WAVEファイルをドラッグして音
声を入れ始めるビデオクリップにド
ラッグ･アンド･ドロップする

編集トラックのビデオクリップをクリッ
クし、[編集]→[オーディオミックス] を選
んだ後、ファイル名にWAVEファイルの
パス (場所) と名前を入力して音声を追加
することもできます。

オーディオミックス画面が表示されま
す。
ドラッグ・アンド・ドロップしたビデ
オクリップだけに音が入るように開始
点、終了点が設定されています。
開始点、終了点は変更できます。
(手順3)

音声を追加する (オーディオミックス)

特殊効果を使う

62

お願い

この操作の前にオーディオ
ミックスに使うWAVEファ
イルをライブラリーのフォ
ルダーに保存しておきます。

開始点・終了点は直接入力
できます。

ヒント

静止画に音声を追加するこ
とはできません。
タイトラーで静止画をAVI
ファイルとして保存すると、
音声を追加できます。

ヒント

WAVEファイルのうち使用する長
さ、部分を決める
[ ] をドラッグして開始点を設定します。

[ ] をドラッグして終了点を設定します。

追加する音声の長さ (開始点から終了点ま
で) がミックス時間になります1

長さを変えないときは､2をチェックして
から開始点･終了点を設定してください。

開始点、終了点の設定によ
り、複数のビデオクリップ
に音声を追加できます。
(P184)

ヒント
2

1
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音量を調整する
[ ] をドラッグして音声を調整します。

音量は0.06～16倍の間で選択します。

1音量は小さくなります。
2音量は大きくなります。

プレビュー部の [1] をクリックし
て音声を確認し、[OK] ボタンをク
リックする
レンダリングが始まります。

音声を追加する (オーディオミックス)

特殊効果を使う

レンダリングが終了すると、オーディ
オミックスのビデオクリップ (右下に
[♪] 表示) が追加されます。

オーディオミックスのビデオクリップ
はライブラリーにも表示されます。

ライブラリー画面

フェード、ミックス
比、出力音声の設定
については次ページ
をお読みください。

プレビュー部の [∫] をクリッ
クすると最初に戻ります。

ヒント

1 2

■追加した音声を削除するには：
ビデオクリップ右下の [♪] マークを右ク
リックして、[オーディオミックス削除]
を選びます。お願い

ライブラリーからはオーディ
オミックスのビデオクリップ
は削除されません。



追加する音声にフェード効果をかけます。
オーディオミックスの基本的な操作については62ページをお読みください。

音声フェードをクリックして選ぶ
フェードイン/フェードアウトにチェック
を付けます。

フェードイン ：ミックス音声が徐々に
大きくなりながら始ま
ります。

フェードアウト：ミックス音声が徐々に
消えていき、終わりま
す。

フェード時間を入力する
フェードイン/フェードアウトにかかる
時間を入力します。

その他の設定をして [OK] ボタンをクリッ
クすると、レンダリングが始まります。

音声にフェード効果をかける

特殊効果を使う

WAVEファイルをビデオクリップにド
ラッグ・アンド・ドロップして、オー
ディオミックス画面を表示させる
(P62)

64

音声はクロスフェード (も
との音声が消えながら新し
い音声が入ること) します。

ヒント
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ビデオクリップの音声と追加音声 (WAVEファイル) の割合 (ミックス比) を設定します。
オーディオミックスの基本的な操作については62ページをお読みください。

WAVEファイルをビデオクリップにド
ラッグ・アンド・ドロップして、オー
ディオミックス画面を表示させる
(P62)

もとの音声と追加する音声の割合
を設定する
[ ] をドラッグして割合を設定します。

1もとの音声の割合が増えます。
0%にすると追加音声は消えます。

2追加する音声の割合が増えます。
100%にするともとの音声は消えます。

その他の設定をして [OK] ボタンをクリック
するとレンダリングが始まります。

もとの音声と追加する音声の割合を設定する

特殊効果を使う

デジタルビデオ機器に記録するとき
の音声形式を選ぶ

1デジタルビデオ機器から取り込んだと
きの設定で記録します。

232KHz (12bit) で記録します。
デジタルビデオ機器側で別の音声を
追加することができます。(アフレコ)

348KHz (16bit) で記録します。

1 2

テープに記録するときの音声形式を選びます。
オーディオミックスの基本的な操作については62ページをお読みください。

出力時の音声を設定する

WAVEファイルをビデオクリップにド
ラッグ・アンド・ドロップして、オー
ディオミックス画面を表示させる
(P62)

1

2

3

異なる音声形式を1つの音
声形式にそろえることがで
きます。

ヒント



タイトラーを使って編集トラックのビデオクリップにタイトルを入れます。
タイトラーの使いかたについてはタイトラーの説明をお読みください。

タイトルを入れたいビデオクリッ
プを右クリックして、[タイトル作
成]を選ぶ
タイトラーが起動します。

タイトラーを使って、タイトルを
作成する
タイトラーの実際の使いかたは83ペー
ジからのタイトラーの説明をお読みく
ださい。

[ファイル]→[AVI形式で保存] を
選ぶ
[AVI形式で保存します。] 画面が表示さ
れます。

ファイル名を入力して、[保存] を
クリックする
AVIファイルの作成が始まります。

AVIファイルの作成が終わると、ライブ
ラリーの [動画] にタイトル入りのビデ
オクリップが表示されます。

編集トラックの映像にタイトルを入れる

特殊効果を使う

66
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ビデオクリップがタイトルが入ります。

編集トラックの映像にタイトルを入れる

特殊効果を使う

[ファイル]→[アプリケーションの
終了] を選ぶ
タイトラーが終了し、Mot i onDV
STUDIOが再び起動します。

■タイトルを削除するには：
タイトル映像のビデオクリップを削除
し、ライブラリーからもとのビデオク
リップをドラッグ・アンド・ドロップ
します。

お願い

ライブラリーからはタイト
ル映像のビデオクリップは
削除されません。

タイトルファイルとしても
保存しておくと、あとでタ
イトルを編集することがで
きます。

ヒント



デジタルビデオ機器を2台つなぎ、ダビングツールを使ってテープの内容をコピーしま
す。(ダビングツールを起動する前に、MotionDV STUDIOを終了させておきます)

ダビング（コピー）する

2台のデジタルビデオ機器で編集する

68

ダビング機器を設定する
ダビング元 (再生機) とダビング先 (録画
機) をプルダウンメニューから選びま
す。
2台つないでいる場合、ダビング元を選
ぶとダビング先が自動的に決まります。

記録開始点を選ぶ

[テープ先頭から開始]:
テープ始端から録画を開始します。

[現在の位置から開始]:
現在の録画機側のテープの位置から録
画を開始します。

[ブランク領域の先頭から開始]:
テープ上の何も記録されていない位置
から録画を開始します。
(再生機は常にテープ始端に巻き戻され、
再生が始まります)

[スタート ]→ [プログラム]→
[Panason ic]→[Mot ionDV
STUDIO]→[ダビングツール]を選
ぶ
[ダビング] 画面が表示されます。

[開始]ボタンをクリックする
ダビングが開始されます。
途中で止める場合は、[キャンセル] ボタ
ンをクリックします。(キャンセルボタ
ンをクリックするとダビングツールは
終了します)

お願い

ダビングツールを起動する
前に、パソコンにデジタル
ビデオ機器を2台つないで
おきます。(P13)

お願い

未記録部分のないテープに
録画するときは [ブランク
領域の先頭から録画] は選
ばないでください。

DVハードディスクエディター
を出力装置にしてダビングし
た場合、設定にかかわらず、
録画映像はブランク領域の先
頭から録画されます。

ヒント

お願い

ダビング元の機器には誤消
去防止つまみを ｢SAVE｣ 側
にしたテープを入れておき
ます。

この編集にはi.LINK端子が
2つ必要になります。
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デジタルビデオ機器を2台つないで、再生機と録画機としてコントロールすること
ができます。

デジタルビデオ機器を選択する

2台のデジタルビデオ機器で編集する

[入力テープ] ボタンをクリックす
る

再生機側にするデジタルビデオを
選ぶ

[Panasonic新規デバイス]と
表示された場合は、このソフ
トウェアが開発された以降に
発売された機器です。キャリ
ブレーション時に機種名を入
力すると、機種名が表示され
るようになります。

ヒント

お願い

MotionDV STUDIOを起動
する前に、パソコンにデジ
タルビデオ機器を2台つな
いでおきます。(P13)

[スタート ]→ [プログラム]→
[ P a n a s o n i c ] → [ M o t i o n D V
STUDIO]→[MotionDV STUDIO] を
選ぶ



インデックスやマークイン・アウトを利用して、入力テープ（再生機側のテープ）
から必要なシーンを選び、編集トラックに配置します。

入力テープを操作して、編集した
いシーンをさがし、入力テープト
ラックに表示させる

インデックスを使って表示させる場合
は、21、22ページを参照ください。
マークイン・アウトを使って表示させ
る場合は、28ページをご参照ください。

入力テープトラックから必要なシー
ンを編集トラックにドラッグ・アン
ド・ドロップする

配置された順番で編集されます。
配置後に順番を入れかえることもでき
ます。

[記録] ボタンをクリックする
[記録] 画面が表示されます。

録画機側にするデジタルビデオ機
器を選ぶ
通常、再生機以外の機器が録画機とし
て設定されてます。

必要なシーンだけを録画する

2台のデジタルビデオ機器で編集する

70

お願い

テープ編集の内容は、プレ
ビュー画面に表示されませ
ん。

お願い

デジタルビデオ機器の操作
のしかたは、18ページをご
参照ください。

この編集にはi.LINK端子が
2つ必要になります。
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■録画内容を確かめるには
録画の開始前に記録される内容を確認
することができます。
[リハーサル開始] ボタンをクリックする
と、デジタルビデオ機器のモニターで
内容を確認できます。

録画を始めるには、[記録開始]ボ
タンをクリックする
録画が始まります。
録画が終わるとメッセージが表示され、
[OK] をクリックすると、[記録] 画面が
消えます。

必要なシーンだけを録画する

2台のデジタルビデオ機器で編集する

■録画位置を変更するには
手順5で [現在の位置から録画] を選ん
だ場合、操作部のボタンで録画機側の
デジタルビデオ機器を操作し、録画を
始める位置を変えることができます。

録画機側の記録開始点を選ぶ

[現在の位置から録画]:
現在の録画機側のテープの位置から録
画を開始します。

[テープの先頭から録画]:
テープの始端から録画を開始します。

[ブランク区間の先頭から録画]:
テープ上の何も記録されていない位置
から録画を開始します。

実際に録画を始める前には、
リハーサルすることをおす
すめします。

ヒント

録画機側のデジタルビデオ
機器を操作することができ
ます。

ヒント

お願い

未記録部分のないテープに
録画するときは [ブランク
区間の先頭から録画] を選
ばないでください。

お願い

録画後は必ず映像･音声が記
録されているかご確認くだ
さい。



ノンリニア編集で作成したビデオクリップなどを追加した編集ができます。

編集したいシーンを入力テープト
ラックに表示させる

インデックスを使って表示させる場合
は、21、22ページをご参照ください。
マークイン・アウトを使って表示させ
る場合は、28ページをご参照ください。

必要なシーンやビデオクリップを
編集トラックにドラッグ・アン
ド・ドロップする

配置された順番で編集されます。
配置後に順番を入れかえることもでき
ます。

1 入力テープトラックから配置した映

像には マークが付きます。

2 ビデオクリップを配置すると
マークが付きます。

3 静止画を配置すると マークが付

きます。(約5秒間の静止画映像にな
ります) (P79)

[記録] ボタンを押す
[記録] 画面が表示されます。

ハイブリッド編集する

2台のデジタルビデオ機器で編集する

72

お願い

この操作の前にノンリニア
編集やタイトラーでビデオ
クリップを作っておきます。

お願い

マーク、 マークの映

像には特殊効果は使えませ

ん。また マークの映像

はプレビュー画面には表示
されません。

1 2 3

❏ハイブリッド編集：

リニア編集とノンリニア編集
を併用した編集のことです。

この編集にはi.LINK端子が
2つ必要になります。
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■録画内容を確かめるには
実際に録画を開始する前にどのような
内容が記録されるのかを確認すること
ができます。
[リハーサル開始]ボタンをクリックする
と、デジタルビデオ機器側のモニター
で内容を確認できます。

録画を始めるには、[記録開始]ボ
タンをクリックする
録画が始まります。
録画が終わるとメッセージが表示され、
[OK] ボタンをクリックすると [記録] 画
面が消えます。

ハイブリッド編集する

2台のデジタルビデオ機器で編集する

■録画位置を変更するには
手順4で [現在の位置から録画] を選ん
だ場合、操作部のボタンで録画機側の
デジタルビデオ機器を操作し、録画を
始める位置を変えることができます。

録画機側の記録開始点を選ぶ

[現在の位置から録画]:
現在の録画機側のテープの位置から録
画を開始します。

[テープの先頭から録画]:
テープの始端から録画を開始します。

[ブランク区間の先頭から録画]:
テープ上の何も記録されていない位置
から録画を開始します。

実際に録画を始める前には、
リハーサルをすることをお
すすめします。

ヒント

お願い

未記録部分のないテープに
録画するときは [ブランク
区間の先頭から録画] を選
ばないでください。

お願い

録画後は必ず映像･音声が記
録されているかご確認くだ
さい。



入力テープや編集トラックの内容をもとにDVやVHSのテープラベルを印刷できま
す。まず印刷する前にどのように印刷されるかを画面上で確認します。

(入力テープの映像を印刷する場合
は)［ファイル]→[テープ情報印刷
プレビュー]を選ぶ
印刷プレビュー画面が表示されます。

(編集内容を印刷する場合は)［ファ
イル]→[編集情報印刷プレビュー]
を選ぶ
印刷プレビュー画面が表示されます。

[印刷形式] ボタンをクリックする
クリックするごとに印刷形式が変わり
ます。
次ページの3種類から印刷したい形式を
選びます。

[設定] ボタンをクリックし、必要
な設定をする

印刷内容の設定については76ページを
お読みください。

印刷内容を表示する

テープラベルを印刷する

74

テープライブラリーのアイ
コンをダブルクリックする
と、保存しているテープ情
報が表示できます。

ヒント

編集情報のアイコンをダブ
ルクリックすると、保存し
ている編集情報が表示でき
ます。

ヒント

VHSテープのラベルの例
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DVテープのラベル
印刷して切り取ると、miniDVテープの
ラベルとして使うことができます。

VHSテープのラベル
印刷して切り取ると、VHSテープのラ
ベルとして使うことができます。

印刷内容を表示する

テープラベルを印刷する

タイムシート
トラックの情報をリスト形式で表示し
ます。ビデオクリップの長さやクリッ
プ名などが一覧で表示されますので、
編集作業を行うのに便利です。

■印刷形式について

■表示サイズを拡大する
[ズームイン] ボタンをクリックすると、
表示を大きくします。
[ズームアウト] ボタンをクリックする
と、表示を小さくします。

重要

画面の表示サイズを変える
だけです。実際の印刷サイ
ズを変えるわけではありま
せん。

トラック内容 代表アイコン

代表
アイコン

トラック
内容

トラック内容代表アイコン

トラック内容には前から3
つと後ろの3つの映像のア
イコンが表示されます。

ヒント



テープラベルの色や文字などを変更します。
ここで設定できるのはDVテープラベルとVHSテープラベルだけです。

印刷プレビュー画面の [設定] ボタ
ンをクリックする
[印刷形式の設定] 画面が表示されます。

必要な設定をして、[OK] ボタンを
クリックする
ラベルの色、ラベルの背景、フォント、
タイトル名の設定ができます。

ラベルの設定を変更する

テープラベルを印刷する

76

お願い

この操作の前に、印刷プレ
ビュー画面を表示させてお
きます。(P74)

■ラベルの色を変更する
画像を [(なし)] にして、[背景色] ボタン
をクリックします。

色を選んで [OK] ボタンをクリックする
とラベルの色が変わります。

お願い

色の設定についてはP113
の｢背景画像の色を変える｣
をご参照ください。

お願い

代表アイコンを変更すると、
テープラベル内の写真も変
更されます。
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ラベルの設定を変更する

テープラベルを印刷する

■フォントを変更する
フォント名の [«] ボタンをクリックし
てプルダウンメニューからフォントを
選びます。

文字の色を変えたいときは [文字色] ボ
タンをクリックして色を選びます。

■タイトルを変更する
タイトル名を入力します。

■ラベルの背景に画像を入れる
入れたい画像 (BMP形式) を選びます。

他のフォルダー内の画像を選びたいと
きは、[フォルダ変更] ボタンをクリック
して選びます。

お願い

色の設定についてはP113
の｢背景画像の色を変える｣
をご参照ください。

ラベルの背景に選んだ画像が入ります。



入力テープや編集トラックの内容をもとにDVやVHSのテープラベル、タイムシー
トを印刷します。

(入力テープの映像をもとに印刷す
る場合は)［ファイル]→[テープ情
報印刷]を選ぶ
(編集内容をもとに印刷する場合は)
［ファイル]→[編集情報印刷]を選ぶ

印刷プレビュー画面表示中に [印刷] ボ
タンをクリックして印刷することもで
きます。

印刷設定をする
用紙設定、印刷枚数などを設定します。

プリンターの設定はお使いのプリンター
によって異なります。プリンターの説明
書をお読みください。

印刷タイプを選ぶ
○マークをクリックして選びます。
(P75)

[DV用ラベル一式]：

DVテープのラベルを印刷します。

[VHS用ラベル一式]：
VHSテープのラベルを印刷します。

[タイムシート]：
テープ情報や編集情報の一覧を印刷し
ます。

[OK] ボタンをクリックする
印刷が始まります。

印刷する

テープラベルを印刷する

78

お願い

印刷前に、入力テープモー
ドまたは編集モードを選択
し、映像の情報をトラック
に表示させておきます。
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テープの映像から静止画を取り込みます。取り込んだ静止画はタイトラーを使って
タイトルを入れることができます。

[入力テープ]→[スナップショット
保存方法]から保存方法を選ぶ

静止しているものを取り込むときは
[640×480補正なし] を選びます。
動きのあるものを取り込むときは
[640×480 片フィールド] を選びま
す。(画像のぶれが軽減されます)

[スナップショット] ボタンをクリッ
クする
静止画が取り込まれ、ライブラリ－の
[静止画] に表示されます。

静止画を取り込む (スナップショット)

静止画を取り込む

カメラモードで取り込むときは34ペー
ジをお読みください。

取り込むところで静止画再生にす
る
操作ボタンで取り込み位置をさがして
再生し、[;] ボタンで静止画再生にしま
す。

操作ボタンの操作については
19ページをお読みください。

ヒント

ライブラリーの静止画ファ
イルをダブルクリックする
と、ビットマップ画像に関
連づけられたソフトウェア
が起動し、画像が表示され
ます。

ヒント

静止画を編集トラックに配
置すると、動画編集に使用
できます。(その場合約5秒
間の静止画となります)

ヒント



カード機能の付いたデジタルビデオカメラを接続すると、マルチメディアカードTM

の画像をパソコンに取り込むことができます。

撮影�
再生�
カード�
再生�

切換�
電源�入�

切�

デジタルビデオカメラにマルチメ
ディアカードを入れ、カード再生
モードにする

カードの入れかたについてはデジタル
ビデオカメラやカードの説明書をよく
お読みください。

デジタルビデオ機器とパソコンを
接続し (P12 )、Mo t i o n DV
STUDIOを起動する

入力テープモードになっているか
確認する
入力テープモードになっていない場合
は[入力テープ] ボタンをクリックしま
す。

[1] ボタンをクリックする
カードの静止画が表示されます。

マルチメディアカードの画像を取り込む

カードの画像を取り込む

80

デジタルビデオカメラ／NV-C5の例

お願い

MotionDV STUDIOがすで
に起動している場合は、ま
ず終了させてください。
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静止画 (ビットマップ画像) として
取り込む場合：
[スナップショット] ボタンをクリック
します。

ビデオクリップ (AVIファイル) として
取り込む場合：
[キャプチャー] ボタンをクリックし、好み
の長さに取り込んだ後、[終了] ボタンをク
リックします。

マルチメディアカードの画像を取り込む

カードの画像を取り込む

取り込んだ画像が保存され、ライブラ
リーに表示されます。

静止画として取り込んだ場合は [静止画]
に、ビデオクリップとして取り込んだ
場合は [動画] に表示されます。

取り込みたい静止画をさがし、表
示させる

カード画像の操作は以下の通りです。

[5] ：次の画像を表示させます。
[6] ：前の画像を表示させます。
[∫] ：カード画像を表示しません。

ビデオクリップとして取り
込むと編集時に特殊効果を
入れることができます。

ヒント

お願い

最後の画像表示中に [5]
ボタンをクリック (最初の
画像表示中に [6] ボタン
をクリック) しても表示画
像は変わりません。



JPEG形式の静止画をBMP形式に変換してライブラリーに取り込みます。(画像の
インポート) 取り込んだ画像を編集に使ったり、タイトルを入れることができます。

ビットマップ形式に変換して保存する

JPEG画像をライブラリーに取り込む
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[ツール]→[画像のインポート]を
選ぶ
[画像のインポート] 画面が表示されます。

[参照元] にJPEG画像の入ってい
るフォルダーを入力する

1をクリックしてフォルダーを選ぶこ
ともできます。

[Ctrl] キーを押しながらクリックすると
複数のJPEG画像を一度に変換できま
す。

画像を選び、出力先を選ぶ

[出力先] はライブラリーに表示されてい
るフォルダーから選ぶことができます。

変換が終わったら [閉じる] をクリック
して、[画面のインポート] 画面を消しま
す。

[インポート] をクリックする
JPEG画像がBMP形式に変換されます。

インポートされると、ライブラリーの
[静止画] タブに表示されます。

1

お願い

ライブラリーに表示されな
い場合は [ライブラリー]→
[最新の情報に更新] を選ん
でください。
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タイトラーを起動させると、編集した映像にタイトルを入れることができます。

タイトラーを使ってできること

タイトラーについて

編集画面
タイトル画像を編集する画面です。
右のライブラリー画面からタイトルを
入れたい画像をドラッグ・アンド・ド
ロップすると、編集が可能になります。

ライブラリー画面
MotionDV STUDIOと共用
のライブラリーです。ビデオ
クリップや静止画などタイト
ル機能が使えるファイルがア
イコン表示されています。

■メニューバーから起動するには
MotionDV STUDIOの[ツール]→
[タイトル作成]を選ぶ

MotionDV STUDIO画面が自動的に閉
じ、タイトラーが起動します。
(タイトラーを終了すると、MotionDV
STUDIO画面が再表示されます)

タイトラーの起動

編集トラックに配置したビ
デオクリップを右クリック
して、[タイトル作成] を選
んで、起動することもでき
ます。

ヒント

タイトラーを使うと、ビデオクリップに文字や動きのあるアニメーションを入れる
ことができます。

■ライブラリーから起動するには
MotionDV STUDIOのライブラリ
ーでタイトルを入れたい画像を右ク
リックし、[タイトル作成]を選ぶ

MotionDV STUDIO画面が自動的に閉
じ、タイトラーが起動します。
(タイトラーを終了すると、MotionDV
STUDIO画面が再表示されます)

MotionDV STUDIO側で
BMP形式に変換した画像に
もタイトルを入れられます。
(左記参照)

ヒント



ライブラリー画面からタイトルを入れたい画像（タイトルの背景にしたい画像）を
ドラッグ・アンド・ドロップで配置することができます。

ライブラリーの表示を切り換える
[動画] ：動画ファイル（AVIファ

イル）がアイコン表示さ
れます。

[静止画] ：静止画ファイル（BMP
ファイル）がアイコン表
示されます。

[タイトル] ：タイトラーで作成したタイ
トルファイル（TTEファ
イル）が表示されます。

■背景を削除する
[背景]→[背景ファイルをクリア]を選び
ます。
背景が削除されます。

■背景を入れ換える
任意の画像を編集画面にドラッグ・ア
ンド・ドロップします。
任意の画像が背景として配置されます。

ライブラリーから背景にする画像を選ぶ

タイトルを入れたい画像を配置する

84

お願い

ライブラリーに何も表示さ
れていない場合は、まず、
MotionDV STUDIOで画
像の取り込みを行ってくだ
さい。

希望の画像を編集画面にドラッ
グ・アンド・ドロップする

静止画を配置した場合は、背景に特殊
効果を使うことができます。

配置した画像が編集画面に表示されま
す。

動画を配置しても編集画面に表示され
るのは最初の場面の静止画だけです。

「静止画の特殊効果に
ついて」の項目参照
(P109)

無背景でタイトルを作成し
た後に、背景画像を配置す
ることもできます。

ヒント
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ライブラリーに表示されていない画像（別のフォルダーにある画像）を読み込んで
配置することもできます。

希望のファイルを選んで、[開く]
をクリックする
読み込めるファイルは、以下のファイ
ルです。
静止画ファイル：ビットマップファイ

ル（拡張子bmp）
動画ファイル ：AVIファイル（拡張

子avi）

メニューから背景にするファイルを読み込む

タイトルを入れたい画像を配置する

■MotionDV STUDIOから画像
を直接配置する

MotionDV STUDIOでタイトルを入れ
たい画像を右クリックし、[タイトル作
成]を選ぶと、タイトラーが起動し同時
に選んだ画像が背景として配置されま
す。

[背景]→[背景ファイルの読み込
み]を選ぶ
[背景／背景ファイルの読み込み]画面が
表示されます。

編集画面に選んだ画像が配置されます。

たて640×よこ480 (ドット) より小さ
い画像を配置した場合、画像の周囲に
背景色が入ります。

お願い

タイトルを入れられるのは
動画と静止画ファイルだけ
です。



イラストを読み込んで自由に配置することができます。

[オブジェクト]→[ファイルから挿
入]を選ぶ
[オブジェクト／ファイルから挿入] 画面
が表示されます。

希望のイラストを選び、[開く]を
クリックする
イラストをクリックすると選ぶことが
できます。

ファイルの種類1を[アニメーションファ
イル] にするとアニメーション画像を選ぶ
ことができます。
[Windows BMPファイル] にすると静
止画を選ぶことができます。

イラストが編集画面に配置されます。

[アニメーションファイル]を選んだ場合
は、アニメーション画像を配置できま
す。ただし、編集画面上ではアニメー
ションしません。

■BMPファイルについて
ビットマップ画像（静止画）を配置す
るときに、以下の手順で透明色を設定
できます。
スポイトボタン4をクリックし、カー
ソルがスポイトマークに変わったらプ
レビュー画像1の透明にしたい色をク
リックします。

2をクリックしてプレビュー画像をクリッ
クすると、プレビュー画像が拡大します。

3設定した透明色が表示されます。

イラストを読み込む

イラストを配置する
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背景が配置されていなくて
もイラストの読み込みはで
きます。

ヒント

希望のイラストをダブルク
リックして編集画面に配置
することもできます。

ヒント
1

2 3 41

お願い

透明色の設定をしても、色
が抜けない場合があります。
白、黒、青などを透明色に
設定することをおすすめし
ます。



■配置の上下(前面背面)を変える
イラストを重ねて配置した場合、[オブ
ジェクト]メニューで、下のイラストを
上に配置したり、上のイラストを下に
配置することができます。
[最前面へ] ：一番上に配置する
[前面へ] ：ひとつ上に配置する
[背面へ] ：ひとつ下に配置する
[最背面へ] ：一番下に配置する

87

配置したイラストは、自由に移動したり、拡大縮小することができます。

■拡大縮小するには
イラストを選択すると、イラストの周
りにアンカーポイント（■のマーク）
が8個所表示されます。そのアンカーポ
イントをドラッグ・アンド・ドロップ
して拡大縮小することができます。

配置したイラストを操作する

イラストを配置する

■画像の削除、コピーなどをする
[編集]メニューで、イラストの削除、コ
ピーなどができます。
[元に戻す] ：操作をやり直す
[切り取り] ：画像をカットする
[コピー] ：画像をコピーする
[貼り付け] ：コピー、カットされ

た画像を貼り付ける
[削除] ：削除する
[すべて選択] ：すべての画像を選ぶ

■移動するには
イラストをドラッグ・アンド・ドロッ
プしてお好みの位置に配置することが
できます。

操作を間違ったときは、[元
に戻す]を選ぶと、ひとつ前
の状態に戻ります。

ヒント

お願い

すでに最大の大きさで配置
されている画像は、それ以
上拡大できません。

アンカーポイント



イラストが徐々に画面に現れたり、消えていく映像になります。

[設定] ボタンをクリックする
[フェード設定] 画面が表示されます。

イラストが徐々に現れる (消える) ようにする

イラストにフェード効果をかける

88

編集画面上のイラストタイトルを
選ぶ
イラストの周りに■のアンカーポイン
トが表示されます。

[オブジェクト]→[動き設定]を選
ぶ
[動き設定] 画面が表示されます。

[静止]を選ぶ
○マーク部分をクリックして選びます。

アンカーポイント
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[OK] ボタンをクリックする
[動き設定] 画面に戻ります。

設定を取り消す場合は [キャンセル] ボ
タンをクリックします。

イラストが徐々に現れる (消える) ようにする

イラストにフェード効果をかける

フェード時間を入力する
数値を入力するか、[▲▼]をクリックし
て数値を変えてください。

フェードイン ：イラストが現れ始めて
から完全に表示される
までの時間

フェードアウト：イラストが薄くなり始
めてから完全に消える
までの時間

設定完了です。
実際にタイトルがフェードするのを見
るためには、AVIファイルとして保存す
る必要があります。

MotionDV STUDIOで使用するときも
動画ファイル (AVIファイル) として保
存してください。

｢動画ファイルとして
保存する｣ の項目を
参照してください。
(P115)

[OK]をクリックする
[動き設定] 画面が消えます。



イラストに対して回転や移動など動きを付けることができます。

編集画面上のイラストタイトルを
選ぶ
イラストの周りに■のアンカーポイン
トが表示されます。

[オブジェクト]→[動き設定]を選
ぶ
[動き設定] 画面が表示されます。

縦方向に動かす場合は[縦方向]を
選ぶ
水平方向に動かす場合は[横方向]
を選ぶ
○マーク部分をクリックして選びます。

プルダウンメニューで動きかたを選ぶ

：静止 (停滞) 状態の後、矢印の方向

に動きます。

：矢印の方向に動いた後、静止 (停

滞) 状態が続きます。

：矢印の方向に動きます。

：矢印の方向に動いた後、静止 (停

滞) し、再び動き始めます。

水平または垂直に動かす

イラストを動かす

90

お願い

この操作の時は、イラスト
を編集画面に配置しておい
てください。
[イラストを配置する] の項
目を参照してください。
(P86)

アンカーポイント
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[OK]ボタンをクリックする
設定を取り消す場合は、[キャンセル]ボ
タンをクリックします。

[動き設定] 画面が消えます。

水平または垂直に動かす

イラストを動かす

設定完了です。
実際にタイトルを動かすためには、AVI
ファイルとして保存する必要がありま
す。

MotionDV STUDIOで使用するときも
動画ファイル (AVIファイル) として保
存してください。

[設定]ボタンをクリックする
[詳細設定] 画面が表示されます。

静止時間を設定します。

静止時間を設定して、[OK] ボタン
をクリックする
数値を入力するか、[▲▼] ボタンをク
リックして数値を変えてください。

[動き設定] 画面に戻ります。

｢動画ファイルとして
保存する｣ の項目を
参照してください。
(P115)

お願い

この操作は、手順4で静止
動作がある矢印を選択した
場合だけです。



より自由にイラストを動かすことができます。

[オブジェクト]→[動き設定]を選
ぶ
[動き設定] 画面が表示されます。

[応用] を選ぶ
○マーク部分をクリックして選びます。

[設定] ボタンをクリックする

[応用動き設定]画面が表示されます。

自由にイラストを動かす

イラストを動かす

92

お願い

この操作の前に、イラスト
を編集画面に配置し、選択
しておいてください。
(P86)
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動きの開始点を決める
カーソルを実線四角内の■マーク2に
合わせます。

カーソルが に変わります。この状態

で好きな場所へドラッグ・アンド・ド
ロップします。

カーソルが のときは、移動範囲全体

が移動します。

動きの終了点を決める
カーソルを破線四角内の■マーク3に
合わせて、開始点と同じ方法で終了点
を移動させます。

自由にイラストを動かす

イラストを動かす

波線の曲がり具合を設定する
カーソルを破線に付いている■マーク
に合わせます。（■は2個所あります）

カーソルが に変わります。この状態

で■部分をドラッグして移動させます。

2個所の■の位置によって、波線の曲が
り具合が変わります。

この操作は、慣れるまで少
し難しいので、いろいろ動
かしてみて、波線の動きを
確かめてください。

ヒント

お願い

波線タイプを選んだ場合の
操作例です。

動きのタイプを選ぶ

：直線

：放物線

：波線

画面の四角1より内側にあるときにイ
ラストが編集画面内に表示されます。 1

2

3



動きを設定したイラストの動き出すタイミングなどを調整することができます。

■出てくるタイミングと消えるタ
イミングを調整する

■動きの開始点と終了点での動き
かたを調整する

動き出すタイミングを調整する

イラストを動かす

94

お願い

この操作は、前の項目で説
明している[応用動き設定]
画面でのみ行うことができ
ます。

お願い

この操作は、前の項目で説
明している[応用動き設定]
画面でのみ行うことができ
ます。

移動を開始する時間を [動き開始] のス
ライドタブを動かすか、数値を直接入
力して設定します。

移動を終了する時間を [動き終了] のス
ライドタブを動かすか、数値を直接入
力して設定します。

タイトルが出てくるまでの時間を [出現]
のスライドタブを動かすか、数値を直
接入力して設定します。

タイトルが消える時間を [消失] のスラ
イドタブを動かすか、数値を直接入力
して設定します。
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イラストの動きとタイミングを設定した後、動きを試しに見てみることができます。

設定した動きが確認できます。

途中で一時停止するには：
[一時停止]ボタンをクリックします。
再開するにはもう一度 [一時停止]ボタン
をクリックします。

途中で止めるには：
[停止] ボタンをクリックします。

設定内容でよければ[OK]ボタンを
クリックする
[動き設定] 画面に戻りますので、[OK]
をクリックします。

動きを試しに見る

イラストを動かす

設定完了です。
実際に動くタイトルの入った動画にす
るには、AVIファイルとして、保存し直
す必要があります。

MotionDV STUDIOで使用するときも
動画ファイル (AVIファイル) として保
存してください。

[プレビュー]ボタンをクリックす
る

お願い

この操作は、前の項目で動
きの設定が終わった状態の
ときのみ行うことができま
す。

プレビューして気に入った
動きになるまで設定を変更
することができます。

ヒント

｢動画ファイルとして
保存する｣ の項目を
参照してください。
(P115)



任意の言葉をタイトルとして入れることができます。

文字入力モード ボタンをクリッ

クする

カーソルが に変わります。

任意の場所でクリックする
文字入力領域が表示されます。

文字を入力する

選択モード ボタンをクリック

する
文字が配置されます。

配置した文字を動かすこともできます。
イラストを動かす手順と同じです。

文字を配置する

文字タイトルを作る
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お願い

編集画面に画像が表示され
ている状態からの操作にな
ります。

[イラストを動かす]
の項目を参照してく
ださい。(P90)
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配置した文字の色、大きさ、フォントなどを変えることができます。

■フォントの種類を変える
フォントプルダウンメニューでフォン
ト（文字の種類）を変えます。

■文字の色を変える
文字色 ボタンをクリックするとカラー
パレットが表示されます。希望の色をク
リックしてください。
希望の色が無い場合は、[カスタム色]を
クリックします。
カスタム色の作りかたは、「背景画像の
色を変える」の設定と同じです。

色や大きさなどを変える

文字タイトルを作る

■影を付ける
ボタンをクリックします。

再度押すと、影がなくなります。

■文字の大きさを変える
フォントサイズプルダウンメニューで
サイズを変えます。

文字を選択すると、文字の周りにアン
カーポイント（■のマーク）が8個所表
示されます。そのアンカーポイントを
ドラッグ・アンド・ドロップして拡大
縮小することもできます。

お願い

文字を配置して、文字を選
択した後の操作になります。

アンカーポイント

「背景画像の色を変え
る」の項目を参照し
てください。
(P113)



テキストファイルから文章を読み込み、画面に配置してタイトルにできます。

読み込みたいテキストの文字の大
きさ、種類などを設定しておく
(P97)

読み込んだ後に設定することもできます。

文字入力モード ボタンをクリッ

クする

カーソルが に変わります。

文字を入れる始点にしたい場所か
ら斜めの方向にドラッグする
文字入力領域が表示されます。

クリックして、1行の文字入力領域を表
示させ、テキストファイルを読み込む
こともできます。

文字入力領域を右クリックし、[フ
ァイルから挿入]を選ぶ
[ファイルから挿入] 画面が表示されます。

テキストファイルから読み込む

文字タイトルを作る
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矢印の方向に
ドラッグする
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文字入力領域にテキストファイルの内
容が表示されます。

選択モード ボタンをクリック

する
テキストファイルの内容が配置されます。

配置したテキストを動かすこともでき
ます。
イラストを動かす手順と同じです。

テキストファイルから読み込む

文字タイトルを作る

読み込みたいテキストファイル (拡
張子.txt) を選び、[開く] をクリッ
クする

｢イラストを動かす｣
の項目を参照してく
ださい。(P90)

テキストファイルはWindows
のワードパッド･メモ帳、市販
のワープロソフトなどで作る
ことができます。

ヒント

お願い

全角文字1000字 (半角文
字2000字) ぐらいまでの
テキストファイルを読み込
むことができます。



いろいろな効果を使って文字を飾ることができます。

[オブジェクト]→[文字属性]を選
ぶ

[文字属性] 設定画面が表示されます。

各設定値を変更すると、[プレビュー] 部
分に見本文字が表示されます。

すべて設定後に [OK] ボタンをクリック
します。設定内容が登録され、次から
文字を書くときすべてに適用されます。

■フォント選択、文字変形をする
[フォント名] ：フォントの種類を選び

ます。
[幅] ：文字の横のサイズ（横

幅）を設定します。
[高さ] ：文字の縦のサイズ（縦

幅）を設定します。

文字属性について

文字を修飾する
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高さを幅より大きく設定すると、縦に
伸びた文字になります。
幅を高さより大きく設定すると、横に
伸びた文字になります。

[太字] ：チェックすると、太字
になります。

[斜体] ：チェックすると、斜体
(斜めに傾いた文字) に
なります。

フォント選択、文字変形をする

文字の種類や文字の大きさを変えることができます。
文字の大きさは、高さと幅を別々に設定できます。

お願い

[文字属性] 設定画面を表示
させた後の操作になります。

お願い

既存の文字を選んでから、
[文字属性] を設定した場合、
選ばれている文字だけに設
定内容が適応されます。
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[色]ボタンをクリックして、枠や
下線の色を設定する
[固定色]設定画面が表示されます。
希望の色を設定してください。
色の設定のしかたは、「文字の色を変え
る」の項目と同様です。

枠や下線の透明度を設定する
[不透過率]の数値を小さくすればするほ
ど透明になり、後ろの色が透けて見え
るようになります。

文字のスタイルを変える

文字を修飾する

[修飾スタイル]設定部から文字ス
タイルを選ぶ

：文字だけになります。

：四角枠がつきます。

：角丸四角枠がつきます。

：下線がつきます。

：プレート型の枠がつきま

す。

文字に枠を付けたり、下線を引いたり、プレートを付けることができます。

お願い

[文字属性]設定画面を表示
させた後の操作になります。
(左ページ)

「文字の色を変える」
の項目を参照してく
ださい。(P102)

■文字の配置を変える
文字をどのように配置するか調整でき
ます。
(文字が2行以上の時に調整できます)

[左端] ：文字が左揃えになります。
[中央揃え]：文字が中央揃えになりま

す。
[右端] ：文字が右揃えになります。



文字の色を自由に作ったり、透き通った文字を作ることができます。

[文字の色]部の[固定色]を選び、
ボタンをクリックする

[固定色]設定画面が表示されます。

[RGB]タブか[HSV]タブを選び、
お好みの色に設定する

■ [RGB]で色を調整する

[赤(R)] ：[ ] を右にすると赤色が強

くなります。

[緑(G)] ：[ ] を右にすると緑色が強

くなります。

[青(B)] ：[ ] を右にすると青色が強

くなります。

例えば黄色を作る場合は、[赤(R)]バー
と[緑(G)]バーを右にして[青(B)]バーを
左にすると作れます。

全て右端 (255) にすると白色です。
全て左端 (0) にすると黒色です。

文字の色を変える

文字を修飾する
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3つの色を混ぜることによ
り、お好みの色を作ること
ができます。

ヒント

お願い

[文字属性]設定画面を表示
させた後の操作になります。
(P100)

RGB､HSVについては｢用
語解説｣ を参照してくださ
い。(P201)

ヒント
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円の中の色をクリックしても色を選ぶ
ことができます。
このとき [明度(V)]の濃淡は調整されま

せんので、[ ] を動かして調整してく

ださい。

■色を透明にする場合は
[不透過率]の数値を小さくすればするほ
ど透明になり、後ろの色が透けて見え
るようになります。

文字の色を変える

文字を修飾する

■ [HSV]で色を調整する
[色相(H)] ：色相を調整します。

[彩度(S)) ：彩度を調整します。

[明度(V)] ：濃淡を調整します。

3つの値を変えることによ
り、お好みの色を作ること
ができます。

ヒント

■ [プレビュー]部の背景色を変え
る

[プレビュー]部をクリックすると、[背
景色を選択します。]画面が表示されま
す。お好みの色に変更することができ
ます。
[プレビュー]部の背景色は実際の文字の
修飾には関係ありません。プレビュー
文字を見やすくするためのものです。



グラデーション効果を使った文字を作ることができます。

[文字の色]部の[グラデーション]

を選び、 ボタンをクリックする
[グラデーション] 設定画面が表示され
ます。

[色の指定方法]で色のタイプを選
ぶ

[RGB] ：RGB（赤緑青の割合で色を
決める）方式の色を使う場
合に選びます。

[HSV] ：HSV（色相、彩度、明度の
調整で色を決める）方式の
色を使う場合に選びます。

[補間方法]でグラデーションの変
わり具合を選ぶ
[線形補間]：なめらかに色が変わりま

す。
[曲線補間]：急激に色が変わります。

[色指定]のプルダウンメニューで
希望のグラデーションパターンを
選ぶ
選んだパターンが[プレビュー]部に表示
されます。

グラデーション文字にする

文字を修飾する
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お願い

前の項目において[文字属
性]設定画面を表示させた後
の操作になります。

[プレビュー]部
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■グラデーションパターンを作る
手順4でグラデーションを作ることもで
きます。

カラー変更ボタンをクリックする
[固定色] 設定画面が表示されます。
カラー変更ボタンは、始まりの色用と
終わりの色用があります。それぞれ自
由に設定できます。

[RGB]タブが選ばれているときは
[赤(R)]、[緑(G)]、[青(B)]の

[ ] をドラッグして色を作る

3つの色を混ぜることによって、お好み
の色を作ることができます。

グラデーション文字にする

文字を修飾する

[HSV]タブが選ばれているときは
[色相(H)]、[彩度(S)]、[明度(V)]

の [ ] をドラッグして色を作る

3つの値を変えることによって、お好き
な色を作ることができます。
円の中の色をクリックして、色を選ぶ
こともできます。

[方向] でグラデーションの方向を
選ぶ

選択した の方向に色が変わっていき

ます。

では左上と右下から真ん中へ向かっ

て色が変わります。

では円状に外から真ん中へ向かって

色が変わります。

自由に色を変えてグラデー
ションパターンを作ること
もできます。

ヒント

[プレビュー]部で確認しな
がらお好みのグラデーショ
ンパターンを作ってくださ
い。

ヒント



文字に影を付けることができます。影の色や方向を変えることもできます。

[影付けをする]を選ぶ
□マーク部分をチェックして選びます。
[影付け]設定部分が設定可能になりま
す。

ボタンをクリックして、希望

の影の色を設定する
[固定色] 設定画面が表示されます。
希望の色を設定してください。
色の設定のしかたは、「文字の色を変え
る」の項目と同様です。

影の位置を設定する
[水平] ：影の水平位置を設定します。

数値を増やすほど、右方向
に影が移動します。

[垂直] ：影の垂直位置を設定します。
数値を増やすほど、下方向
に影が移動します。

影の透明度を設定する
[不透過率]の数値を小さくすればするほ
ど透明になり、後ろの色が透けて見え
るようになります。

文字に影を付ける

文字を修飾する
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お願い

[文字属性]設定画面を表示
させた後の操作になります。
(P100)

「文字の色を変える」
の項目を参照してく
ださい。(P102)



107

文字に縁取りを付けることができます。縁取り部分の色や太さを変えることもでき
ます。

ボタンをクリックして、希望

の縁取りの色を設定する
[固定色]設定画面が表示されます。
希望の色を設定してください。
色の設定のしかたは、「文字の色を変え
る」の項目と同様です。

縁取りの太さを設定する
[幅]のプルダウンメニューで数値を選ん
でください。
数値が大きくなるほど、太い縁取りに
なります。

文字に縁取りを付ける

文字を修飾する

縁取りの透明度を設定する
[不透過率] の数値を小さくすればするほ
ど透明になり、後ろの色が透けて見え
るようになります。

[境界を付ける]を選ぶ
□マーク部分をチェックして選びます。
[境界]設定部分が設定可能になります。

お願い

[文字属性]設定画面を表示
させた後の操作になります。
(P100)

「文字の色を変える」
の項目を参照してく
ださい。(P102)



ライブラリーから静止画を背景として配置した場合は、いろいろな特殊効果が使え
ます。

ライブラリーの表示を[静止画]に
切り換える

希望の画像を編集画面にドラッ
グ・アンド・ドロップする

編集画面に画像が表示されます。

次のページからそれぞれ効果の設定方
法を説明していきます。

■静止画タイトルについて
背景として静止画を配置した場合は、
背景に特殊効果を使うことができます。
背景の色合いを変えたり、セピア色に
することができます。

背景に何も配置していないときでも、
特殊効果を使うことができます。

背景に動画ファイルを配置すると、[背
景]メニューの特殊効果設定部分は設定
できなくなります。

静止画を配置する

静止画タイトルについて

お願い

ライブラリーに何も表示さ
れていない場合は、まず、
MotionDV STUDIOで画
像の取り込みを行ってくだ
さい。

108
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背景の明るさ、コントラスト、ガンマ値などを変えることができます。

調整する色を選ぶ
[全ての色] ：すべての色に対して同じ

ように調整する場合
[赤] (R) ：赤色を調整する場合
[緑] (G) ：緑色を調整する場合
[青] (B) ：青色を調整する場合

各値を調整して好みの色合いにする
[明るさ]：
右にするほど明るくなります。

[コントラスト]：
右にするほどコントラストが強くなり
ます。

[ガンマ]：
画像の明暗の中間部分の明るさを調整
します。

背景の明るさとコントラストを変える

静止画の特殊効果について

調整が終わったら、[OK]ボタンを
クリックする
設定画面を閉じずに、設定内容を背景
に適用させたい場合は[適用]ボタンをク
リックします。

設定をやめたい場合は[キャンセル]ボタ
ンをクリックします。

[背景]→[明るさ・コントラスト]
を選ぶ
[明るさ・コントラスト] 設定画面が表示
されます。

お願い

動画ファイルを背景に配置
しているときは、この操作
はできません。

元の画像と設定後の画像の
プレビュー画面を見比べな
がら設定しましょう。

ヒント



背景の色合いと彩度を変えることができます。

[背景]→[色相・彩度]を選ぶ
[色相・彩度] 設定画面が表示されます。

背景の色合いと彩度を変える

静止画の特殊効果について

色相（色合い）を調整する

[色相] の [ ] を左右させると色合いが

変化します。

彩度を調整する

[彩度] の [ ] を左右させると彩度が変

化します。

調整が終わったら、[OK]ボタンを
クリックする
設定画面を閉じずに、設定内容を背景
に適用させたい場合は[適用]ボタンをク
リックします。

設定をやめたい場合は[キャンセル]ボタ
ンをクリックします。

お願い

動画ファイルを背景に配置
しているときは、この操作
はできません。

元の画像と設定後の画像の
プレビュー画面を見比べな
がら設定しましょう。

ヒント
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背景の画像のシャープさを調整することができます。

シャープさを調整する

[ ] を右にドラッグすると、画像がシ

ャープになり、輪郭がはっきりします。
左にドラッグすると、ぼかした感じに
なります。

調整が終わったら、[OK]ボタンを
クリックする
設定画面を閉じずに、設定内容を背景
に適用させたい場合は [適用] ボタンを
クリックします。

設定をやめたい場合は[キャンセル]ボタ
ンをクリックします。

背景のシャープさを調整する

静止画の特殊効果について

[背景]→[シャープネス]を選ぶ
[シャープネス] 設定画面が表示されま
す。

お願い

動画ファイルを背景に配置
しているときは、この操作
はできません。

元の画像と設定後の画像の
プレビュー画面を見比べな
がら設定しましょう。

ヒント



背景の画像をセピア、ネガ画像、モノトーン（白黒）にすることができます。

■セピアカラーにする
[背景]→[セピア]を選びます。背景画像
がセピアカラーになります。

■ネガ画像にする
[背景]→[ネガポジ]を選びます。背景画
像がネガ反転した画像になります。

■白黒にする
[背景]→[モノトーン]を選びます。背景
画像が白黒画像になります。

■効果を元に戻すには
[編集]メニューの[元に戻す]を選びます。
ひとつ前の状態に戻ります。

背景画像をセピア、ネガ、白黒にする

静止画の特殊効果について

お願い

動画ファイルを背景に配置
しているときは、この操作
はできません。

重要

ひとつ前の状態には戻るこ
とができますが、それ以前
の状態には戻ることができ
ません。
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背景の画像の色を全体的に変えることができます。

基本色パレットの中から色を選び、
[OK]ボタンをクリックする
基本色パレットをクリックしてお好み
の色を選んでください。
選んだ色を基本にして背景画像の色が
変わります。

■色を追加するには
虹色の画面内をクリックしてお好みの
色を作ります。
右端の色のバー表示部で色の濃さを設
定します。

[色の追加]ボタンをクリックします。
[作成した色]パレットに作った色が追加
されます。

背景画像の色を変える

静止画の特殊効果について

[背景]→[色効果]を選ぶ
[色効果] 設定画面が表示されます。

お願い

動画ファイルを背景に配置
しているときは、この操作
はできません。

基本色パレットにお好みの
色がない場合は、新しい色
を作って、[作成した色]パ
レットに追加することがで
きます。

ヒント



中タイトル

保存する

タイトルファイルとして保存することができます。
作成中のタイトルを保存して、後で開いて再編集もできます。

保存先とファイル名を入力する
ライブラリーで表示されているフォル
ダーに保存すると編集時に便利です。

ファイル名を配置した静止画ファイル
と同じものにすると、元の内容が消え
て、静止画として新たに保存されます。

[保存]ボタンをクリックする
保存します。

ライブラリーの [タイトル] タブをクリッ
クすると、保存したファイルがアイコン
表示されています。

タイトルファイルとして保存する

■タイトルファイルを再編集する
アイコン表示されているタイトルファ
イルをダブルクリックすると、編集画
面に表示されます。
再編集が可能になります。

[ファイル]→[上書き保存]または
[名前を付けて保存]を選ぶ
上書き保存または新規保存の場合は、
[上書き保存]を選びます。
別名のタイトルとして保存する場合は、
[名前を付けて保存]を選びます。

保存したファイルがライブラ
リーに表示されていなかった
り、写真のアイコンになって
いない場合は、タイトラーを
起動し直してください。

ヒント
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中タイトル

保存する

作成したタイトルは、動くタイトルとして保存することができます。保存した動画
ファイルは、MotionDV STUDIOでビデオクリップとして使うことができます。

[ファイル]→[AVI形式で保存]を選
ぶ
保存先を指定する画面が表示されます。

保存先とファイル名を入力する
ライブラリーで表示されているフォル
ダーに保存することをおすすめします。

ファイル名を配置した動画ファイルと
同じものにすると、元の内容が消えて、
タイトル入りのビデオクリップとして
新たに保存されます。

[保存]ボタンをクリックする
AVIファイルの保存が始まります。
ファイルによっては、保存が完了する
まで時間がかかります。

約4分間の再生時間のタイトルを保存す
ると約1GBのハードディスク容量が必
要になります。ハードディスクの空き
容量には気をつけましょう。

■内容を確認する
ライブラリーを更新して保存したファ
イルをアイコン表示させてください。
そのアイコンをダブルクリックすると、
再生することができます。
ビデオクリップの再生については、「ノ
ンリニア編集」で説明しています。
(P36)

動画ファイルとして保存する

重要

AVIファイルとして保存し
ないと、動くタイトルを作
ることはできません。

重要

配置した画像ファイルを残
す場合は、配置したファイ
ルと別の名前を付けてくだ
さい。

保存したファイルがライブ
ラリーに表示されていない
場合は、[ライブラリー]→
[最新の情報に更新]をクリ
ックしてみてください。

ヒント

静止画をAVIファイルとし
て保存する場合、[ファイ
ル]→[基本設定]でファイル
の時間の長さを設定できま
す。(初期設定は5秒です)

ヒント



作成したタイトルはタイトル入りのビットマップ画像として保存できます。

保存先とファイル名を入力する
ライブラリーで表示されているフォル
ダーに保存すると編集時に便利です。

ファイル名を配置した静止画ファイル
と同じものにすると、元の内容が消え
て、静止画として新たに保存されます。

[保存]ボタンをクリックする
保存します。

ライブラリーで表示されているフォル
ダーに保存すると、ライブラリーの [静
止画] に保存したファイルがアイコン表
示されます。

ビットマップ (BMP) 画像として保存する

保存する

[ファイル]→[BMP形式で保存]を
選ぶ
保存先を指定する画面が表示されます。
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タイトラーを使うときの基本的な設定です。

[ファイル]→[基本設定]を選ぶ
[基本設定]メニューが表示されます。

■背景色を設定する
背景画像を配置しないときの設定です。

[固定色] ：背景色を単色で設定
します。[RGB ]と
[HSV]方式で設定で
きます。

[グラデーション]：背景色をグラデーショ
ンで設定します。

色の設定方法は「文字の色を変える」の項
目と同様です。(P102)
グラデーションの設定方法は ｢グラデーショ
ン文字にする｣の項目と同様です。(P104)

■動画ファイルの時間を設定する
静止画をAVIファイルに保存したときの
時間を設定します。
1秒～300秒の間で設定できます。

設定完了後、[OK]ボタンをクリッ
クする

[基本設定]をする

環境設定をする

重要

動画ファイルを背景に配置
している場合は、配置した
ファイルの時間になります。



編集画面の大きさや有効枠の表示などを設定します。

■画面の表示サイズを設定する
[等倍表示] ：原寸表示になります。

[ズームイン] ：拡大表示になります。
2倍、4倍、6倍、8
倍から設定できます。

[ズームアウト] ：1/2倍、1/4倍から
設定できます。

■配置したタイトルを隠す
[オブジェクトを隠す]：

配置したタイトルを隠して、背景の絵
を見たいときにチェックをします。

■ガイドラインを隠す
[セーフティゾーンを表示しない]：
タイトルなどを配置するためのガイド
ラインを隠すときにチェックします。

ガイドライン内にタイトルなどを配置
しておくと、画面からタイトルがはみ
出すことを防げます。

■透明効果を一時的に解除する
[透明表示をしない]：
テキストなどに使った透明効果を解除
するときにチェックします。

表示の設定をする

環境設定をする

表示メニューを選ぶ
下記の項目を設定します。

118

編集画面を見やすくするよ
うに、お好みの設定にして
ください。

ヒント

お願い

編集画面上の表示サイズを
変更するだけです。実際に
作成するタイトルのサイズ
は変わりません。
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ライブラリーはフォルダー内のファイルをカテゴリー別にアイコン表示することが
できます。

タブをクリックして、希望のファ
イルをアイコン表示させる
[動画] ：動画ファイル（AVIファ

イル）だけをアイコン表
示します。

[静止画] ：静止画ファイル（ビット
マップファイル）だけを
アイコン表示します。

[タイトル] ：タイトルファイルだけを
アイコン表示します。

■ファイルの削除
[ライブラリー]→[削除]を選ぶと、選ん
でいるファイルが削除されます。

[削除時の設定] で [ごみ箱を使用しない]
を選ぶと、ファイルは消去されます。
[ごみ箱を使用する] を選ぶと、削除した
ビデオクリップはWindowsのごみ箱に
移動します。Windows上で [ごみ箱を
空にする] を選ぶと消去されます。

表示内容について

タイトラーのライブラリーについて

■表示範囲を広くする
左端の小さなタブをクリックすると、
フォルダー表示が消え、ファイルのア
イコン表示範囲が広くなります。

もう一度クリックすると元に戻ります。

■表示順位を変更、名称変更
[ライブラリー]→[アイコンの整列]を選
ぶと、[名前順] と [日付順] でアイコン
の表示順を並べかえることができます。

[ライブラリー]→[名前を変更]を選ぶと、
選んでいるファイルの名前を変更する
ことができます。

お願い

ファイルの削除などを行っ
た後、ライブラリーの表示
が変わらないときは、[ライ
ブラリー]→[最新の情報に
更新]を選んでください。

ライブラリーに別のフォル
ダーを新たに作成できます。
作成方法はMo t i o nDV
S T U D I O と同じです。
(P37)

ヒント
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DVハードディスクモードについて

DVハードディスクエディターでの編集

DVハードディスクエディター (AVHDD) /NV-HDD１ (別売) をパソコンとつなぐと、
MotionDV STUDIOはDVハードディスクモードで起動します。DVハードディスクモ
ードでは編集画面にDVハードディスクエディターの内容が表示され、MotionDV
STUDIOはDVハードディスクエディターを制御する、編集コントローラーのように使
うことができます。

編集の流れ

DVハードディスク�
エディター�

デジタル�
ビデオ機器�

� NV-HDD1

デジタルビデオ�
カメラなど�

映像の�
取り込み�

パソコン�
MotionDV�
STUDIO

DVハードディスク�
エディター�

NV-HDD1

パソコンから制御�

DVハードディスク�
エディター�

デジタル�
ビデオ機器�

� NV-HDD1

デジタルビデオ�
カメラなど�

編集した映像を�
テープに記録�

DVハードディスク�
エディター�

NV-HDD1

パソコン�
MotionDV�
STUDIO

DVハードディスク�
エディター�
NV-HDD1

特殊効果の入った�
シーンをコピー�

シーンの取り込み�

DVハードディスク�
エディターにコピー�

1

3

パソコン�
MotionDV�
STUDIO

パソコン�
MotionDV�
STUDIO

パソコンから�
制御�

パソコン�
MotionDV�
STUDIO

パソコンから�
制御�

シーンに特殊�
効果を入れる�

2

1 DVハードディスクエディター
への (素材) 映像の取り込み

3編集した映像をテープに記録

2映像 (シーン) の編集

DVハードディスクエディ
ターのシーンの順序を変え
る場合：

パソコンの映像 (ビデオク
リップ) をコピーする場
合：

DVハードディスクエディ
ターのシーンに特殊効果を
入れる場合：

すでにDVハードディスク
エディターに映像を取り込
んでいる場合、1 の操作は
必要ありません。

ヒント

特殊効果を入れられるのは
ビデオクリップ (AVIファイ
ル) だけです。

ヒント

DVハードディスクエディターのシナリオ (登録済みシーン) の内容がMotionDV
STUDIOの編集トラックに表示されます。また、MotionDV STUDIO で編集した内容
はすぐにDVハードディスクエディターに反映されます。

重要

素材映像の取り込みや編集映
像のテープへの記録はi.LINK
端子 (IEEE1394.a準拠) が2
つ必要になります。i.LINK端
子が1つしかない場合は、DV
インターフェースカードの入
ったパナソニック製のDV動画
編集キット/VW-DTM1CWを
お求めください。(パソコン側
にPCカードスロットが必要で
す)
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DVハードディスクエディターについて

DVハードディスクエディターでの編集

DVハードディスクエディターとは
DVハードディスクエディターは、内蔵のハードディスクに映像や音声を記録し、編集
する機器です。
MotionDV STUDIOを使わない場合、デジタルビデオ機器と直接接続し、そこから映
像を記録 (ダビング) します。
記録時に映像が3つのパターン (イベント、フォト、コンテンツ (2分毎) ) で検出され、
複数のシーンに分かれるので、そこから編集に使うシーンを選んで登録し (シナリオ) 、
登録したシーンの順序を変えたり、トリミングして編集を行います。また、記録した
映像から任意のシーンを登録すること (ダイレクト編集) もできます。

MotionDV STUDIOを使ってDVハードディスクエディターの映像を操作
するには
パソコンとDVハードディスクエディターを接続してからMotionDV STUDIOを起動
すると、DVハードディスクモードで起動し、DVハードディスクエディターの映像が
操作できるようになります。その場合、AVHDDトラックにはイベントが、編集トラ
ックにはシナリオ (登録済みのシーン) が表示されます。MotionDV STUDIO上で編
集トラックを操作すると、DVハードディスクエディターのシナリオも同じように変
更されます。また、編集トラックにパソコン上のビデオクリップを配置するとそのビ
デオクリップがDVハードディスクエディターにコピーされます。

特殊効果を入れる場合・・・
特殊効果を入れるには、最初に効果を入れたいシーンをパソコンに取り込んでビデオ
クリップ (AVIファイル) を作る必要があります。作ったビデオクリップを編集トラッ
クに配置すると、配置した映像とパソコン上のビデオクリップがリンク(関連付け) さ
れます。配置した映像に特殊効果をかけた場合、リンクされたビデオクリップに対し
て特殊効果処理が行われ、処理後の映像がDVハードディスクエディターにコピーされ
ます。そのときに編集トラックの映像 (シナリオ) は特殊効果の入った映像に差し替え
られます。

音声を編集する場合・・・
映像の一部にWAVEファイルの効果音を入れたり、フェード効果をかける場合は
MotionDV STUDIO側で編集する必要がありますが、DVハードディスクエディター
にはオーディオミックス以外に、アフレコ編集、オーディオインサートなどの機能が
あり、CDやカセットテープなどの音声を入れることができます。
編集内容によって、使い分けることをおすすめします。

❏イベント：

録画された内容の時間が約
2秒以上あいている部分や
インデックス (頭出し) が打
たれた部分がシーンとして
検出されたものです。



DVハードディスクモード時の接続

接続

122

すでに編集に使う映像を取り込んでいる場合は、以下のように接続します。

パソコンを起動し、DVハードディスクエディターの電源を入れて、本体表示部の｢ ｣

マークの点滅が点灯にかわってから接続してください。
DVインターフェースカードをご使用の場合、カードを装着･設定してからパソコンと接続
してください。(P204)

■ 接続時のお願い
●14ページの ｢デジタルビデオ機器接続
時のお願い｣をよくお読みください。

●DVハードディスクエディターとデジ
タルビデオ機器の接続を外す場合、1
台目を外した後、接続が外れたことを
確認してから (P14) もう1台を外して
ください。

●パソコン側で機器の接続を認識するの
に時間がかかる場合があります。

●DVハードディスクモードでお使いい
ただけるパソコンは以下の通りです。
当社製WiLL PC
CF-E1
当社製ノートパソコン/Let’s note
CF-A1 (CF-A1R･CF-A1V)、CF-L1
(CF-L1A･CF-L1S)、CF-M1 (CF-
M1R･CF-M1V･CF-M1VA)

1 DVハードディスクエディター
の電源を入れる
DVハードディスクエディター 本体表

示部の｢ ｣マークの点滅が点灯にか

わってから接続を始めてください。

2 DVハードディスクエディター
を設定する
1｢DV端子切換｣ スイッチを接続し
ているDV端子に合わせる

後面のDV端子に接続する場合：1
前面のDV端子に接続する場合：2

2｢制御モード｣ スイッチを ｢外部｣
にする

3パソコンとDVハードディスク
エディターを接続する
最初の接続時にメッセージ3 (左図)
が出ますので、必ず [はい] をクリッ
クします。

4正常に接続できているか確認する
(P14)
正常に接続できていないと、誤動作
する場合があります。

5MotionDV STUDIOを起動する
(P124)

接続時の
お願い

電 源� 画面表示�
入力切換�

時計／残量�
DV入力/ DV端子切換�

1

2

外部入力2�(L2)

プリンター�コントロール�

出力2
¥

制御モード�切�
外部�

本機�自動録S1/S2映像�
映像�

左/モ

録
スタン

パソコン

i.LINK端子へ

DVケーブル

DVハードディスクエディター/
NV-HDD1 (別売)

DVケーブルは必ず、電源が完
全に入った状態で接続する

メッセージ3

(表示されるまで1分ほどかか
る場合があります)

1

2

お願い

DVハードディスクエディ
ターの内部処理のために、
電源を ｢入｣ にしてから使用
できる状態になるまで多少
時間がかかります。



接続
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DVハードディスクモード時の接続 (2台の機器の接続)

パソコンからデジタルビデオ機器を制御して素材映像を取り込む場合、パソコンを起動

し、DVハードディスクエディターの電源を入れて、本体表示部の｢ ｣マークの点滅

が点灯にかわってから以下のように接続します。
必ず1台ずつ接続してください。2台同時に接続すると正常に接続できません。
DVインターフェースカードをご使用の場合、カードを装着･設定してから接続してくだ
さい。(P204)

1

電源
�

2
100%

80%
急速
�

100%
80%

急速
�

パソコン

デジタルビデオ機器
(デジタルビデオカメラ
NV-C5(別売) の例)

i.LINK端子へ

DVケーブル

ACアダプター
VW-AD9 (別売)

DVハードディスクエディター/
NV-HDD1 (別売)

1 左ページ1、2、3、4と同じ
手順でDVハードディスクエデ
ィターの接続をする

2デジタルビデオ機器とパソコン
をDVケーブルで接続する
デジタルビデオ機器の電源を入れ、
再生ができる状態で接続します。
最初の接続時にメッセージ 3 (左ペー
ジ左図)が出ますので、必ず [はい] を
クリックします。
同じ機種でも初めて接続する場合は、
メッセージ3 が出ます。

3正常に接続できているか確認する
(P14)
正常に接続できていないと、誤動作
する場合があります。

4MotionDV STUDIOを起動する
(P124)

●DVインターフェースカードをお使い
の場合、機器を2台接続するときは、
カードの2端子をお使いください。パ
ソコンとカードのi.LINK端子を1つず
つ使って接続することはできません。

●DVハードディスクエディターの ｢制御モー
ド｣ スイッチを ｢外部｣ にすると、S映像
(映像) /音声端子からの入/出力はできなく
なります。

●MotionDV STUDIOの使用時にデジタル
ビデオ機器を直接操作すると、誤動作する
ことがあります。

●接続を外すときは以下の手順で行って
ください。
1 MotionDV STUDIOを終了する
2 DVケーブルを抜く
3 DVハードディスクエディターの電
源を切る

DVケーブルは必ず、電源が完
全に入った状態で接続する

この編集にはi.LINK端子が2つ
必要になります。i.LINK端子
が1つしかない場合は、DVイ
ンターフェースカードの入っ
たパナソニック製のDV動画編
集キット/VW-DTM1CWをお
求めください。(パソコン側に
PCカードスロットが必要です)

お願い



MotionDV STUDIOの起動

[スタート]→ [プログラム]→
[ P a n a s o n i c ] → [ M o t i o n D V
STUDIO]→[MotionDV STUDIO] を
選ぶ

DVハードディスクエディター内のイン
デックス (イベント) 情報とシナリオ情報
を読み込み、MotionDV STUDIOがDV
ハードディスクモードで起動します。

DVハードディスクモードで起動する

122､123ページのように接続した後、MotionDV STUDIOを起動します。(起動
前に機器がDVケーブルでしっかりと接続されているか確認してください)

■MotionDV STUDIOを終了す
るには：

[ファイル]→[アプリケーションの終了] を選
び、終了させた後、DVハードディスクエデ
ィターの接続を外してください。

コントロール画面

イベントやシナリオ (登録済みシーン)
の映像を再生・停止などをします。
プレビュー画面にはイベントやシナリ
オの映像が表示されます。

編集画面
AVHDDトラックにはDVハードディ
スクエディターのイベントが表示され
ます。編集トラックにはDVハードデ
ィスクエディターのシナリオ (登録済
みのシーン) が表示されます。

ライブラリー画面
パソコンに取り込んだ映像やタイト
ラーで作ったタイトル画像などがア
イコン表示されます。
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お願い

画面の詳細については168
ページをお読みください。

お願い

インストールされた取扱説明
書を読むためにはAd o b e
Acrobat® Reader4.0 が必要
です。
CD-ROM [Adobe] フォルダー
内のar405jpn.exeをダブルク
リックし、メッセージに従っ
てインストールしてください。



コントロール画面からDVハードディスクエディターの映像やビデオクリップを操
作できます。

操作ボタンの働きについて

DVハードディスクモード時の操作

1早戻しボタン（6）

AVHDDモード時
再生時や静止画再生時にクリックすると
早戻し再生、停止時やコマ送り後にクリ
ックすると、映像の始端に戻ります。
編集モード時
早戻し再生します。

2逆再生ボタン（2）

逆再生します。

3再生ボタン（1）

再生します。

4早送りボタン（5）

AVHDDモード時
再生時や静止画再生時にクリックすると
早送り再生、停止時やコマ送り時にクリ
ックすると、映像の終端に送ります。
編集モード時
早送り再生します。

プレビュー画面

タイムコード表示部
映像のタイムコード
が表示されます。

AVHDDモードボタン
AVHDDトラックが選択されます。

5逆スロー再生/逆コマ送りボタン（E）
再生時にクリックすると逆スロー再
生、静止中にクリックすると逆コマ送
り再生になります。

6停止ボタン（∫）

映像を停止します。

7静止画ボタン（;）

再生中にクリックすると静止画再生に
なります。もう一度クリックすると再生
します。(コマ送り/逆コマ送り再生後は2
回クリックすると再生します)

8スロー再生/コマ送りボタン（D）

再生時にクリックするとスロー再生、
静止中にクリックするとコマ送り再生
になります。

1 2 3 4

5 6 7 8

操作ボタン

編集モードボタン
編集トラックが選択されます。
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お願い

静止画再生中にD/Eボタンを
クリックすると、スロー再生
/逆再生する場合があります。



編集トラックについて

DVハードディスクモード時の操作
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編集画面のAVHDDトラックにはDVハードディスクエディターのイベントが表示され、
編集トラックにはDVハードディスクエディターのシナリオ (登録済みシーン) が表示さ
れます。

1時間軸スケール表示

[∆]、[«] をクリックして、AVHDD
トラックに表示できる時間幅を調整し
ます。(min=分、sec=秒、frame=
フレーム)

2AVHDDモードボタン
AVHDDモードになります。イベント
が再生できます。

3表示切換ボタン
クリックするごとにAVHDDトラック
の表示を切り換えます。
時間軸表示： シーンが時間の長さに比

例して表示されます。
アイコン表示：シーンがすべて同じ大き

さのアイコンで表示され
ます。

4時間軸スケール表示

[∆]、[«] をクリックして、編集トラッ
クに表示できる時間幅を調整します。
(min=分、sec=秒、frame=フレーム)

1
2
3

4
5

6

7

時間軸表示

アイコン表示

9

9

AVHDD
トラック

編集
トラック

8
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編集トラックについて

DVハードディスクモード時の操作

編集トラックに映像を配置す
ると、自動的に編集モードに
変わります。

ヒント 5編集モードボタン
編集モードになります。シナリオ (登
録済みシーン) が再生できます。

6表示切換ボタン
クリックするごとに編集トラックの表
示を切り換えます。
時間軸表示： シーンが時間の長さに比

例して表示されます。
アイコン表示：シーンがすべて同じ大き

さのアイコンで表示され
ます。

7記録ボタン
編集トラックの編集内容 (シナリオ)
をテープに記録します。

8ハードディスクマーク
映像がDVハードディスク内のみにあるこ
とを示しています。このシーンには特殊
効果を入れることはできません。

9カレントバー (トラック上の赤い線）
トラック上の映像をクリックすると、
カレントバーがその位置に移動し、そ
の位置の映像がプレビュー画面に表示
されます。手動で動かして映像を再生
することもできます。

:ビデオクリップマーク
ビデオクリップを配置しています。こ
れと同じ映像データがライブラリーに
あることを示しています。このシーン
には特殊効果を入れることができます。

:



デジタルビデオ機器の映像をDVハードディスクエディターに素材映像として取り
込みます。すでに取り込んでいる場合、この操作は不要です。

デジタルビデオ機器に取り込みた
い映像のテープを入れる
誤消去防止つまみを ｢SAVE｣ 側にして
からテープを入れます。

デジタルビデオ機器は再生ができる状
態にしておいてください。
(詳しくはお使いのデジタルビデオ機器
の説明書をお読みください)

[AVHDD]→[DVから素材の取込]
を選ぶ
[DVからAVHDDへ記録] 画面が表示さ
れます。

操作ボタンで取り込みを開始した
いシーンをさがし、[取込開始] ボ
タンをクリックする

操作ボタンの使い方については19ペー
ジをお読みください。

DVハードディスクエディターにデジタ
ルビデオ機器からの映像が取り込まれ
始めます。

1 取り込んだ映像の時間
2 取り込み可能な残り時間
3 DVハードディスクエディターに取り
込める映像の総時間

DVハードディスクエディターに取り込む

素材映像の取り込み
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デジタルビデオカメラ／NV-C5の例

操作ボタン

テープの映像をすべて取り込
みたい場合はダビングツール
を使うと便利です。(P68)

ヒント

1 2 3

この編集にはi.LINK端子が
2つ必要になります。
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DVハードディスクエディターに取り込む

素材映像の取り込み

取り込みを終了したいところで、
[終了] をクリックする

取り込んだ映像がAVHDDトラックにイ
ベントとして表示されます。

AVHDDトラックの削除したいシー
ンをクリックし、[AVHDD]→[素材
削除] を選ぶ
確認のメッセージが表示されたら [OK]
をクリックします。

DVハードディスクエディターから選ん
だシーンが削除されます。

一度削除すると元には戻りません。

重要

削除するシーンがシナリオ
(編集トラックのシーン) に
ある場合、シナリオのシー
ンも削除されてしまいます。

不要のシーンを素材映像から削除する

お願い

999シーンを越えるイベン
トを表示することはできま
せん。

■デジタルビデオカメラを撮影モー
ドにして映像を取り込むには：

1 [撮影] モードにしてMot ionDV
STUDIOを起動する (テープは抜い
ておく)

2 手順2 (左ページ) の後、[1] ボタンを
クリックし、取込操作をする (手順3、
4)

■マルチメディアカードの画像を
取り込むには：

1 [カード再生] モードにしてMotionDV
STUDIOを起動する (カードを入れて
おく)

2 手順2 (左ページ) の後、[1] ボタンを
クリックし、[5]/[6]ボタンをクリ
ックして取り込みたい画像を表示させる

3 取込操作をする (手順3､4)



イベントとして自動的に検出されたシーン以外に、任意の部分を選んでイベントに
することができます。

[AVHDD] モードボタンをクリッ
クし、AVHDDモードにする
映像が操作ボタンで操作できます。

目印を付けたいところを静止画再
生する

カレントバーをドラッグ･アンド･ドロ
ップしても、目印を付けたいところを
静止画再生できます。

[インデックス] ボタンをクリック
する

目印 (インデックス) を付けた部分がシー
ンとしてアイコン表示されます。
(このシーンがイベントになります)

映像に目印を付ける

シーンを作る
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カレントバー

編集に使いたい映像に目印
(インデックス) を付けてお
くと、編集時に便利です。

ヒント
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■プロパティ画面について
1 シーン (クリップ) 名 (変更できます)
2 シーンの情報
3 シーンをパソコンに取り込みます。
4 シーンの開始点に移動します。
5 シーンの終了点に移動します。

■インデックスを削除するには
インデックスを削除したいシーンをク
リックし、[AVHDD]→[インデックス
削除] を選ぶ

映像に目印を付ける

シーンを作る

シーンがAVHDDトラックから削除され
ます。

映像が消去されるわけではありません。
前のシーンとつながって1つのシーンと
なるだけなので、再度インデックスを
付けると元に戻すことができます。

■シーンの頭出しを行うには
頭出ししたいシーンをダブルクリック
し、[開始点へ移動] ボタンをクリック
する

1

2

5 34

6
[代表アイコンにする] 6を
クリックすると、印刷時に
プロパティの画像が印刷さ
れます。(P148)

ヒント



AVHDDトラックのシーンを編集トラックに配置して、シナリオを作ります。
配置したシーンはDVハードディスクエディターでは登録済みシーンになります。

AVHDDトラックの任意のシーン
を編集トラックにドラッグ･アン
ド･ドロップする
シーンが編集トラックに配置されます。

■ビデオクリップを編集トラック
に配置するには

ライブラリーのビデオクリップを編集
トラックにドラッグ･アンド･ドロップ
する

シーンを好みの順序につなぐ

シナリオを作る
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配置したシーンが、DVハードディスク
エディターにコピーされます。

編集トラックに映像が表示されます。
AVHDDトラックの終端にも映像が表示
されます。

ビデオクリップを配置した場合、シー

ン下部に [ ] 1が付きます。

1

お願い

ビデオクリップを配置する
と、配置元の (ライブラリー
の) ビデオクリップは削除で
きなくなります。

パソコン上のビデオクリップを編集トラックに配置して、シナリオを作ります。
配置した映像はDVハードディスクエディターにイベントとしてコピーされ、登録
済みシーンになります。

ビデオクリップの映像を挿入する

重要

ビデオクリップ配置後に
MotionDV STUDIOを終了
し、DVハードディスクエデ
ィター単独で編集や録画を行

うと、シーン下部の [ ]

マークは [ ] に変わり、
特殊効果を入れられなくなり
ます。
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シナリオを作る

■編集トラックに配置したシーン
の順序を変えるには

順序を変えたいシーンをドラッグ・アン
ド・ドロップで任意の場所に移動します。

ドラッグ中、カーソルの付近にシーン
と同色のライン1が挿入場所として表
示されますので、位置を確認して、ド
ロップしてください。

■編集トラックからシーンを削除
するには

削除するシーンを選び、[編集]→[削除]
を選びます。

確認のメッセージが表示されたら [OK]
をクリックします。

以下の方法でもシーンを削除
できます。

ビデオクリップを選んだ後、
●キーボードのDelete キー
を押す

●ビデオクリップを右クリッ
クして [削除] を選ぶ

ヒント

シーンが削除され、削除部分がつまり
ます。

この操作ではシナリオからシーンが削
除されるだけです。
DVハードディスクエディターからシー
ンが削除されるわけではありません。

1

お願い

配置したシーンを分割する方
法はビデオクリップと同じで
す。(P46)

お願い

配置したシーンをトリミング
する方法はビデオクリップの
場合と同じです。(P44)



DVハードディスクエディターの映像に特殊効果を入れるために、効果を使いたい部分をパソ
コンに取り込みます。その後編集トラックに配置すると特殊効果が入ります。

[AVHDD] ボタンをクリックする
AVHDDモードになります。

[1] ボタンをクリックする
再生が始まります。

取り込み始めるところで [キャプチ
ャー] ボタンをクリックする
映像の取り込みが始まります。

取り込み中はプレビュー画面の再生映
像は小さくなります。

[キャプチャー] 画面が表示されます。

1 取り込んだ (映像の) 長さ
2 記録可能時間
(残りどれだけの映像が記録できるか示
しています)

映像を見ながら取り込む (ワンタッチ取り込み)

パソコンに映像を取り込む

134 21
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パソコンに取り込んだ映像 (ビデオクリ
ップ) がライブラリーの [動画] に表示さ
れます。

ライブラリーの詳細については177ペー
ジをお読みください。

映像を見ながら取り込む (ワンタッチ取り込み)

パソコンに映像を取り込む

取り込みを終了したいところで
[終了]ボタンをクリックする
取り込みが終了します。

お願い

ビデオクリップ4分ほどで約
1GBのハードディスク容量
が必要になります。取り込
む前にハードディスクに十
分な空き容量を確保してく
ださい。

複数のシーンを取り込みたいときは、
手順3～4を繰り返します。

取り込んだ映像 (ビデオク
リップ) は [W i n d ows
Media Player] で再生する
ことができます。(P36)

ヒント

パソコンに取り込んだ
シーンを編集トラック
に 配 置 す る と 、
AVHDDトラックにイ
ベントとしてコピーさ
れ、そのシーンに特殊
効果を入れることがで
きます。(P138～)

お願い

映像を取り込んでいるとき
にその容量が2GBを超えた
ときは、ビデオクリップが
自動的に分割され、複数の
ファイルになります。



DVハードディスクエディターの映像に特殊効果を入れるために、任意のシーンを選んでパソ
コンに取り込みます。その後編集トラックに配置すると特殊効果が入れられます。

AVHDDトラックの素材映像から
取り込みたいシーンを選び、ダブ
ルクリックする
[プロパティ] 画面が表示されます。

[キャプチャー] ボタンをクリック
する
[バッチキャプチャー] 画面が表示されま
す。

[開始] ボタンをクリックする
シーンを取り込みます。

取り込み完了後、取り込んだ映像 (ビデ
オクリップ) がライブラリーの [動画] に
表示されます。

[閉じる] ボタンをクリックする
[バッチキャプチャー] 画面が消えます。

[キャンセル] をクリックして[プロパティ]
画面も消します。

効果を入れるシーンを選んで取り込む

パソコンに映像を取り込む
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取り込み中はプレビュー画
面の再生映像は小さくなり
ます。

ヒント

映像にインデックスを入れ
ておくと､効率的なシーン選
択 が 可 能 に な り ま す 。
(P130)

ヒント



137

2シーン以上に特殊効果をかけたい場合、1度に複数のシーンを取り込むことがで
きます。

[AVHDD]→[キャプチャー] を選ぶ
｢バッチ･キャプチャー｣ 画面が表示されま
す。

必要があれば、シーンの取り込み
範囲を調整する

取り込み範囲の調整方法はテープ映像の
取り込みと同じです。(P33)

複数のシーンを取り込む

パソコンに映像を取り込む

[開始] ボタンをクリックする
選んだシーンをすべて取り込みます。

取り込み終わったら、[閉じる] ボタンを
クリックします。

取り込み完了後、取り込んだ映像 (ビデ
オクリップ) がライブラリーの [動画] に
表示されます。

[Ctrl] キーを押しながら、特殊効果
をかけたいシーンをすべてクリック
して選ぶ



シーンにビデオエフェクト効果を入れます。

効果を入れたいビデオクリップを
編集トラックに配置しておく
(P132)

配置したシーンを右クリックして、
[ビデオエフェクト] を選ぶ
[エフェクト] 画面が表示されます。

エフェクトの種類をクリックして
選ぶ(P50)
必要な場合は詳細設定をします。
(P54～57)

ビデオエフェクト効果を使う

シーンに特殊効果を使う
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重要

シーンに特殊効果を入れる場
合、DVハードディスクエディ
ター内蔵のハードディスクに
十分な空き容量が必要です。
不要な素材映像をあらかじめ
消しておいてください。

プレビュー部の [ ] をゆっくり

とドラッグして、効果を確認する

フェードイン･フェードアウトの確認が
できます。

重要

特殊効果が使えるのはビデ
オクリップ(AVIファイル)
だけです。効果を使いたい
部分をパソコンに取り込ん
でおいてください。
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シーンに効果を入れると、次の操作が
自動で行われます。

1 配置元の (ライブラリーの) ビデオク
リップをレンダリングする

2 1でできた、ビデオエフェクトの映
像をDVハードディスクエディターに
コピーする

3 編集トラックのシーンをビデオエフェ
クトの映像 (エフェクトクリップ) と差
し換える

レンダリングが完了すると､編集トラック
のシーン右上に [EF] マークが付きます。
また、AVHDDトラック の終端にビデ
オエフェクトの映像がイベントとして
追加されます。
(フェード効果以外は選んだシーン全体に
特殊効果が入ります)

特殊効果の入ったビデオクリップがラ
イブラリーにも作成されます。

ビデオエフェクト効果を使う

シーンに特殊効果を使う

[OK] ボタンをクリックする
レンダリングがはじまります。

■ビデオエフェクト効果を削除す
るには：
ビデオクリップ右上の [EF] マークを右
クリックして、[エフェクト削除] を選び
ます。

お願い

シーンに特殊効果を入れる
と、(ライブラリーの) 特殊効
果のビデオクリップは削除で
きなくなります。

重要

効果を入れた後に、効果前
のシーンを削除すると、ビ
デオエフェクト効果の削除
はできなくなります。

❏レンダリング：

特殊効果を入れて1つシーン
にまとめることです。
(P200)

DＶハードディスクエディ
ターには効果前と効果後の
両方の映像が記録されるこ
とになります。

ヒント

お願い

レンダリングには時間がか
かります。その間パソコン
を操作しないようにしてく
ださい。



2つのシーンの変わるところで、特殊効果を使います。
編集トラックに配置して効果を使えるのはビデオクリップだけです。

配置したシーンの間の マーク

をダブルクリックする
[トランジション] 画面が表示されます。

トランジションパターンをクリッ
クして選ぶ(P51)

効果を逆方向に設定できるパターンは
｢逆方向にする｣ をチェックするとシー
ンの変わりかたが逆になります。

効果の開始から終了までの時間を
入力する

最大値1を超えて設定することはでき
ません。

トランジション効果を使う

シーンに特殊効果を使う
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重要

シーンに特殊効果を入れる場
合、DVハードディスクエディ
ター内蔵のハードディスクに
十分な空き容量が必要です。
不要な素材映像をあらかじめ
消しておいてください。

特殊効果を使って、切り換えたい
映像をビデオクリップから2つ選
び、編集トラックに配置しておく
(P132)

1つのビデオクリップを配置するごとに
DVハードディスクエディターにコピー
されます。

1

重要

特殊効果が使えるのはビデ
オクリップ(AVIファイル)
だけです。最初に効果を使
いたい部分をパソコンに取
り込んでおいてください。
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[OK] ボタンをクリックする
レンダリングが始まります。

シーンに効果を入れるため、次の操作
が自動で行われます。

1 配置元の (ライブラリーの) ビデオク
リップをレンダリングする

2 1でできた、トランジションの映像
をDVハードディスクエディターにコ
ピーする

3 編集トラックのシーンをトランジシ
ョンエフェクトの映像(エフェクトク
リップ) と差し換える

レンダリングが完了すると､編集トラック
のシーン左上に [TR] マークが付きます。
また、AVHDDトラックの終端にトラン
ジションエフェクトの映像がイベント
として追加されます。

特殊効果の入ったビデオクリップがラ
イブラリーにも作成されます。

トランジション効果を使う

シーンに特殊効果を使う

■ビデオエフェクト効果を削除す
るには：

ビデオクリップ左上の [TR] マークを右
クリックして、[トランジション削除] を
選びます。

お願い

シーンに特殊効果を入れる
と、(ライブラリーの) 特殊効
果のビデオクリップは削除で
きなくなります。

プレビュー部の [ ]をドラ

ッグすると、効果を確認で
きます。

ヒント

シーンとシーンの間に境界を入れ
る場合は境界の設定をする
境界の幅を入力し、[色の設定] ボタンを
クリックして、境界の色を設定します。
(選んだパターンによっては選択できな
い項目があります。)

境界の幅は0～100までの数字を入力
します。

DＶハードディスクエディ
ターには効果前と効果後の
両方の映像が記録されるこ
とになります。

ヒント

重要

効果を入れた後に、効果前
のシーンを削除すると、ト
ランジションフェクト効果
の削除はできなくなります。



シーンの一部にWAVEファイルの音声を追加できます。アフレコ編集やオーディオ
インサートをするときはDVハードディスクエディター側で行ってください。

音声を入れたいビデオクリップを
編集トラックに配置しておく
(P132)

ライブラリーの [オーディオ] タブを
クリックし､WAVEファイルを、配置
したシーンにドラッグ･アンド･ドロッ
プする

編集トラックのシーンをクリックし、[編集]
→[オーディオミックス] を選んだ後、ファイ
ル名にWAVEファイルのパス (場所) と名前
を入力して音声を追加することもできます。

オーディオミックス画面が表示されま
す。
ドラッグ・アンド・ドロップしたビデ
オクリップだけに音が入るように開始
点、終了点が設定されています。
開始点、終了点は変更できます。
(手順4)

WAVEファイルのうち使用する長
さ、部分を決める
[ ] をドラッグして開始点を設定します。

[ ] をドラッグして終了点を設定します。

追加する音声の長さ (開始点から終了点)
がミックス時間として表示されます。1

長さを変えたくないときは、2をチェッ
クしてから開始点、終了点を設定してく
ださい。

音声を追加する (オーディオミックス)

シーンに特殊効果を使う

142

お願い

この操作の前に、WAVEファ
イルをライブラリーのフォル
ダーに保存しておいてくださ
い。(P60)

2

1
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[OK] ボタンをクリックする
レンダリングが始まります。

シーンに効果を入れるため、次の操作
が自動で行われます。

1 配置元の (ライブラリーの) ビデオク
リップをレンダリングする

2 1でできた、音声効果入りの映像をDV
ハードディスクエディターにコピーす
る

3 編集トラックのシーンを音声効果の映
像 (エフェクトクリップ) と差し換える

音声を追加する (オーディオミックス)

シーンに特殊効果を使う

レンダリングが完了すると､編集トラック
のシーン右下に [♪] マークが付きます。
また、AVHDDトラックの終端にも音声
の入った映像がイベントとして追加さ
れます。

音声効果の入ったビデオクリップがラ
イブラリーにも作成されます。

音量を調整する
[ ] をドラッグして音声を調整します。

音量は0.06～16倍の間で選択します。

1音量は小さくなります。
2音量は大きくなります。

プレビュー部の [1] をドラ
ッグすると、効果を確認で
きます。

ヒント

オーディオミックス
の詳細設定について
は64ページをお読み
ください。

1 2

■音声効果を消去するには：
ビデオクリップ右下の [♪] マークを右
クリックして、[オーディオミックス削
除] を選びます。

重要

効果を入れた後に、効果前
のシーンを削除するとオー
ディオミックス効果の削除
はできなくなります。

DＶハードディスクエディ
ターには効果前と効果後の
両方の映像が記録されるこ
とになります。

ヒント



タイトラーを使って、編集トラックのシーンにタイトルを入れます。

タイトルを入れたいビデオクリッ
プを編集トラックに配置しておく
(P132)

配置したシーンを右クリックし、
[タイトル作成] を選ぶ
タイトラーが起動します。

タイトラーを使って、タイトルを
作成する
タイトラーの実際の使いかたは83ペー
ジからのタイトラーの説明をお読みく
ださい。

[ファイル]→[AVI形式で保存] を
選び、タイトルを保存する
AVIファイルの作成が始まります。

AVIファイルの作成が終わると、
1 ライブラリーの[動画] タブにタイト
ル入りのビデオクリップが表示され、

2 1でできたタイトル映像がDVハード
ディスクエディターにコピーされま
す。

シーンにタイトルを入れる

シーンに特殊効果を使う

144
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シーンにタイトルが入ります。

タイトル入りのシーンはライブラリー
の [動画] にも表示されます。
またAVHDDトラックの終端にもイベン
トとして表示されます。

シーンにタイトルを入れる

シーンに特殊効果を使う

[ファイル]→[アプリケーションの
終了] を選ぶ
タイトラーが終了し、Mot i onDV
STUDIOが再び起動します。

■タイトルを削除するには：
編集トラックにあるタイトル映像のシー
ンを削除し、AVHDDトラックからもと
のシーンをドラッグ・アンド・ドロップ
します。



編集トラックの映像 (シナリオ) をテープに録画します。

録画に使うデジタルビデオ機器の
キャリブレーションを行っておく

キャリブレーションのしかたについて
は16ページをお読みください。

録画用のテープをデジタルビデオ
機器に入れる
テープを入れる前に誤消去防止つまみ
を ｢REC｣ 側にしておきます。

[記録] ボタンをクリックする
[記録] 画面が表示されます。

[リハーサル開始] ボタンをクリックする
と、録画前にどのように録画されるか、
確認できます。

編集した映像がデジタルビデオ機器側
とプレビュー画面に映ります。

編集した映像をテープに録画する

シナリオをテープに記録する

146

デジタルビデオカメラ／NV-C5の例

お願い

AVHDDトラックのイベント
をすべてテープに記録したい
場合はダビングツールをお使
いください。(P68)

この編集にはi.LINK端子が
2つ必要になります。
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操作ボタンで録画を開始したいテー
プ位置をさがす

操作ボタンの使い方については19ペー
ジをお読みください。

[記録開始] ボタンをクリックする
録画が始まります。

編集した映像をテープに録画する

シナリオをテープに記録する

録画完了のメッセージが表示され
たら、 [OK] をクリックする
元の画面に戻ります。

｢現在の位置から録画｣を選ぶ
○マークをクリックして選びます。

以下を選ぶと、録画の開始点を自動的
にさがします。
[テープの先頭から録画]:
テープ始端から録画を開始します。
[ブランク区間の先頭から録画]:
何も記録されていない位置をさがして、
そこから録画を開始します。

お願い

未記録部分のないテープに
録画するときは [ブランク
区間の先頭から録画] を選
ばないでください。

重要

録画中にマウスをクリック
すると、録画映像が乱れる
ことがあります。

操作ボタン

お願い

録画後は必ず映像･音声が記
録されているかご確認くだ
さい。



AVHDDトラックのイベントや編集トラックの内容 (シナリオ) をもとにテープラベル、タイ
ムシートを印刷します。まず印刷する前にどのように印刷されるかを画面上で確認します。

(イベントをもとに印刷する場合は)
［ファイル]→[AVHDD情報 印刷プ
レビュー]を選ぶ
印刷プレビュー画面が表示されます。

AVHDDトラックの内容 (イベント) を
もとに印刷します。

(シナリオをもとに印刷する場合は)
［ファイル]→[編集情報 印刷プレビ
ュー]を選ぶ
印刷プレビュー画面が表示されます。

編集トラックの内容 (シナリオ) をもと
に印刷します。

[印刷形式] ボタンをクリックする
クリックするごとに印刷形式が変わり
ます。
次ページの3種類から印刷したい形式を
選びます。

[設定] ボタンをクリックし、必要
な設定をする

印刷内容の設定については76ページを
お読みください。

印刷内容を表示する

テープラベルを印刷する

148

VHSテープのラベルの例
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印刷内容を表示する

テープラベルを印刷する

DVテープのラベル
印刷して切り取ると、miniDVテープの
ラベルとして使うことができます。

VHSテープのラベル
印刷して切り取ると、VHSテープのラ
ベルとして使うことができます。

タイムシート
イベントやシナリオの情報をリスト形
式で表示します。シーンの長さやシー
ン名が一覧で表示されますので、編集
作業を行うのに便利です。

■印刷形式について

■表示サイズを拡大する
[ズームイン] ボタンをクリックすると、
表示を大きくします。
[ズームアウト] ボタンをクリックする
と、表示を小さくします。

重要

画面の表示サイズを変える
だけです。実際の印刷サイ
ズを変えるわけではありま
せん。

トラック内容 代表アイコン

代表
アイコン

トラック
内容

トラック内容代表アイコン

トラック内容には前から3
つと後ろの3つの映像のア
イコンが表示されます。

ヒント



AVHDDトラックのイベントや編集トラックの内容 (シナリオ) をもとにテープラベ
ル、タイムシートを印刷します。

(イベントをもとに印刷する場合は)
［ファイル]→[AVHDD情報印刷]を
選ぶ
(シナリオをもとに印刷する場合は)
［ファイル]→[編集情報印刷]を選ぶ

印刷プレビュー画面表示中に [印刷] ボ
タンをクリックして印刷することもで
きます。

印刷設定をする
用紙設定や印刷枚数などを設定します。

プリンターの設定はお使いのプリンター
によって異なります。プリンターの説明
書をお読みください。

印刷タイプを選ぶ
○マークをクリックして選びます。
(P149)

[DV用ラベル一式]：

DVテープのラベルを印刷します。

[VHS用ラベル一式]：
VHSテープのラベルを印刷します。

[タイムシート]：
イベントの情報やシナリオの一覧を印
刷します。

[OK] ボタンをクリックする
印刷が始まります。

印刷する

テープラベルを印刷する

150
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DVハードディスクエディターから静止画を取り込みます。取り込んだ静止画はタ
イトラーを使ってタイトルを入れることができます。

取り込むところで静止画再生にす
る
操作ボタンで取り込み位置をさがして
再生し、[;] ボタンで静止画再生にしま
す。

[AVHDD]→[スナップショット保
存方法] から保存方法を選ぶ

静止しているものを取り込むときは
[640×480補正なし] を選びます。
動きのあるものを取り込むときは
[640×480 片フィールド] を選びま
す。(画像のぶれが軽減されます)

静止画を取り込む (スナップショット)

静止画をパソコンに取り込む

[スナップショット] ボタンをクリッ
クする
静止画が取り込まれ、ライブラリ－の
[静止画] に表示されます。

静止画を編集トラックに配置すると、
動画編集に使用できます。
(AVHDDトラックの終端にイベントと
して追加されます)

[AVHDD] ボタンをクリックする
AVHDDモードになります。

ライブラリーの静止画ファイ
ルをダブルクリックすると、
ビットマップ画像に関連づけ
られたソフトウェアが起動
し、画像が表示されます。

ヒント

任意のJPEG画像を編集に
使うことができます。(方法
は82ページと同じです)

ヒント



ファイルメニュー

MotionDV STUDIOの画面について
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新規作成：
新規に編集するときに選びます。
入力テープトラック、編集トラックは
クリアされます。
映像を編集中に新規作成するときは、
保存後に新規作成を選んでください。

テープ情報を開く：
テープライブラリーのテープ情報ファイ
ル (拡張子 .tap) を開きます。
テープ情報はデジタルビデオ機器にテー
プ情報のもとになったテープが入ってい
ないときは編集することはできません。

テープ情報を上書き保存：
入力テープトラックのテープ情報が上
書き保存されます。
一度も保存していない場合、[名前を付
けて保存] 画面が開きます。

テープ情報を名前を付けて保存：
入力テープトラックのテープ情報を別
名で保存します。[名前を付けて保存] 画
面からファイル名を入力します。

テープ情報印刷：
テープ情報をもとにテープラベルやタ
イムシートを印刷します。

テープ情報印刷プレビュー：
テープ情報をもとに印刷する前に、どの
ように印刷されるか画面上で確認します。
印刷プレビュー画面から詳細な設定が
できます。

編集情報を開く：
編集情報ファイル (拡張子.seq) を開き
ます。

編集情報を上書き保存：
編集情報が上書き保存されます。
一度も保存していない場合、[名前を付
けて保存] 画面が開きます。

編集情報を名前を付けて保存：
編集情報を別名で保存します。
[名前を付けて保存] 画面からファイル名
を入力します。

編集情報印刷：
編集情報をもとにテープラベルやタイ
ムシートを印刷します。

編集情報印刷プレビュー：
編集情報をもとに印刷する前に、どのよ
うに印刷されるか画面上で確認します。
印刷プレビュー画面から詳細な設定が
できます。

アプリケーションの終了：
MotionDV STUDIOを終了します。
編集中のビデオクリップやテープ情報
がある場合は、保存してから終了して
ください。

お願い

DVハードディスクモード
のメニューについては168
ページをお読みください。



入力テープメニュー

MotionDV STUDIOの画面について
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自動インデックス：
テープに記録されている映像のシーンの
変わり目を自動的にさがし、インデック
スを付けます。(撮影の一時停止など記
録が不連続になるテープ位置をシーン
の変わり目として検出しています)

インデックス：
テープ映像の任意の場所にインデック
スを付けます。インデックス情報を使
っての編集や頭出しができます。

マークイン：
映像を取り込むときに、取り込みの開
始点を設定します。

マークアウト：
映像を取り込むときに、取り込みの終
了点を設定します。
マークインとマークアウトを設定する
と、映像を取り込むことができます。

インデックス削除：
選択した部分のインデックスを入力テー
プトラックから削除します。

マークイン･マークアウトの中断：
[マークイン] ボタンや[マークアウト] ボ
タンをクリックしたあとで、マークイン
またはマークアウトの設定を中断します。

全て選択：
入力テープトラックの映像をすべて選択
します。

全マーク区間を選択：
取り込み範囲を設定した部分 (マークイ
ン/アウト) をすべて選択します。

代表アイコンにする：
テープ情報を保存している場合に、選
択した映像のアイコンをテープ情報フ
ァイルのアイコンにします。
上書き保存した後、表示が変わります。

プロパティ：
選択した映像の情報を表示します。プロ
パティ画面から、頭出し、代表アイコン
設定、映像の取り込みができます。

ジャンプ：
タイムコードを入力してテープ映像の
頭出しをします。

クリア：
テープ情報を入力テープトラックから
削除します。

バッチキャプチャー：
複数の映像を一度に取り込むことがで
きます。



入力テープメニュー（つづき）

MotionDV STUDIOの画面について
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キャプチャー：
選択した映像を取り込みます。

キャプチャー保存方法：
キャプチャー画像の保存方法を選びます。

こま落ちしても続ける：
取り込み中にこま落ちが起こってもそ
のまま保存します。
こま落ちしたら巻き戻してつなげる；
こま落ちしたテープ位置の約5秒前まで
巻き戻し、再生を始め、こま落ち画像
以降を取り込み直します。

スナップショット：
静止画を取り込みます。

スナップショット保存方法：
スナップショットで取り込む静止画の形
式を選びます。

640×480補正なし：
静止しているものを取り込むとき
640×480片フィールド：
動きのあるものを取り込むとき
(画像のぶれが軽減されます)

秒あたりの表示フレーム数：
テープ映像をプレビュー画面に表示す
るときに、1秒に表示させるフレームを
設定します。表示するフレーム数が多
いほどスムーズな映像になります。
非表示；プレビュー表示しません。
10fps：1秒に10フレーム表示
15fps：1秒に15フレーム表示
30fps：1秒に30フレーム表示

時間軸表示：
入力テープトラックのテープ情報が時
間の長さに比例して表示されます。

アイコン表示：
入力テープトラックのテープ情報がす
べて同じ大きさのアイコンで表示され
ます。

縮小：
入力テープトラックに表示できる時間幅
を調整します。(縮小)

拡大：
入力テープトラックに表示できる時間幅
を調整します。(拡大)
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記録：
編集トラックのビデオクリップをテー
プに記録します。

削除：
選択しているビデオクリップを編集ト
ラックから削除します。
削除しても、ライブラリーのビデオク
リップは削除されません。

分割：
1つのビデオクリップを、カレントバー
を境に分割します。(ビデオクリップが
2つに増える訳ではありません)

全て選択：
編集トラックに配置されたビデオクリ
ップをすべて選択します。

プロパティ：
選択しているビデオクリップの情報が
表示されます。

代表アイコンにする：
編集情報を保存している場合に、選択
したビデオクリップのアイコンを編集
情報ファイルのアイコンにします。

クリア：
ビデオクリップを編集トラックから消
去します。

ビデオエフェクト：
選択しているビデオクリップに特殊効
果 (ビデオエフェクト) を入れます。

オーディオミックス：
選択しているビデオクリップに音声を
追加します。

トランジションエフェクト：
シーンの変わり目に特殊効果 (トランジ
ションエフェクト) を使います。

エフェクト削除：
ビデオクリップの特殊効果が削除され
ます。

時間軸表示：
編集トラックのビデオクリップが時間
の長さに比例して表示されます。

アイコン表示：
編集トラックに配置されているビデオ
クリップがすべて同じ大きさのアイコ
ンで表示されます。

縮小：
編集トラックに表示できる時間幅を調整
します。(縮小)

拡大：
編集トラックに表示できる時間幅を調整
します。(拡大)

お願い

DVハードディスクモード
のメニューについては171
ページをお読みください。
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■ ライブラリーメニュー
新規フォルダ：
ライブラリーに新規フォルダーを作成
します。

アイコンの整列：
ライブラリー内のビデオクリップを整
列します。
名前順：名前順に整列
日付順：取り込んだ順に整列

削除：
ビデオクリップを消去します。

名前の変更：
ビデオクリップのクリップ名を変更し
ます。

最新の情報に更新：
ライブラリーに最新の情報を反映させ
ます。

削除時の設定：
ごみ箱を使用しない：
[削除] を選ぶと、ビデオクリップなどが
削除されます。
ごみ箱を使用する：
[削除] を選ぶと、ビデオクリップなどが
ごみ箱に移動します。Windows上で[ご
み箱を空にする] を選ぶと消去されま
す。

■ ツールメニュー
機器設定：
デジタルビデオ機器を設定します。
(キャリブレーション)

タイトル作成：
タイトラーを起動します。

画像のインポート：
パソコン内 (またはフロッピーディス
ク、CD-ROMなどの) にあるJPEG形式
の画像をBMP形式の画像に変換し、編
集に使うことができます。

■ ヘルプメニュー
バージョン情報：
現在お使いのソフトウェアのバージョ
ン情報が表示されます。

ライブラリー/ツール/ヘルプメニュー



マウスの右ボタンをクリックすると、メニューやボタン操作と同様の操作が行える
ショートカットメニューが表示されます。内容はメニューの項目と同じです。
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入力テープトラックの映像上でマウス
の右ボタンをクリックします。

編集トラックのビデオクリップ上でマ
ウスの右ボタンをクリックします。

ライブラリーの[動画]、[静止画]ファイ
ル上を右クリックします。

ライブラリーの [テープライブラリー]、
[編集情報]、[タイトル]、[オーディオ]
ファイル上を右クリックします。

ライブラリーのフォルダー名の上を右
クリックします。

特殊効果の入ったビデオクリップの、
特殊効果マークを右クリックします。
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1 プレビュー画面
テープの映像や編集したビデオクリッ
プの映像が表示されます。

2 入力テープモードボタン
入力テープモードに切り換えます。
入力テープモードにすると、デジタ
ルビデオ機器が制御できます。

3 編集モードボタン
編集モードに切り換えます。編集モー
ドにすると、編集トラックに配置した
ビデオクリップを再生します。

4 タイムコード表示
入力テープモード時にテープ映像の
タイムコードが表示されます。
編集モード時に表示されるタイムコー
ドは配置したビデオクリップの先頭を
00:00:00:00としています。
[MINI DV IN]/[DV IN]：
接続したデジタルビデオ機器にDVテー
プを挿入すると表示されます。
[WRITE PROTECT]：
誤消去防止つまみが ｢SAVE｣ 側にして
いるテープを挿入すると表示されます。

5 デジタルビデオ機器名
接続しているデジタルビデオ機器名
が表示されます。2台つないでいる
場合、プルダウンメニューで切り換
えることができます。

6 [6] ボタン
入力テープモード:
再生時にクリックすると巻戻し再生、
停止時にクリックすると巻戻しにな
ります。
カード再生時に1つ前の画像を表示
します。
編集モード:
表示中のビデオクリップの開始点に
カレントバーを戻します。
クリックするごとに、前のビデオク
リップの開始点に移動します。

7 [2] ボタン
入力テープモード:
テープの映像を逆再生します。
編集モード:
使用しません。

8 [1] ボタン
入力テープモード:
テープの映像を再生します。
カメラ映像やカードの画像を再生し
ます。
編集モード:
配置したビデオクリップを再生します。

1

2 3 6 7

4

5

8 9

お願い

DVハードディスクモード
のメニューについては174
ページをお読みください。
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9 [5] ボタン
入力テープモード:
再生時にクリックすると早送り再生、
停止時にクリックすると早送りにな
ります。
カード再生時に1つ後ろの画像を表
示します。
編集モード:
表示中のビデオクリップの終端にカ
レントバーを送ります。
クリックするごとに、後ろのビデオ
クリップの開始点に移動します。

: [E] ボタン
入力テープモード:
再生時にクリックすると逆スロー再
生、静止画中にクリックすると逆コ
マ送り再生になります。
編集モード:
クリックすると、1コマ戻します。

; [∫] ボタン
入力テープモード:
映像や画像を停止します。
編集モード:
再生が停止し、映像が静止画になり
ます。([;] ボタンと同じです)

< [;] ボタン
入力テープモード:
静止画再生になります。もう一度ク
リックすると再生します。
編集モード:
再生が停止し、映像が静止画になり
ます。([∫] ボタンと同じです)

= [D] ボタン
入力テープモード:
再生時にクリックするとスロー再生、
静止画中にクリックするとコマ送り
再生になります。
編集モード:
クリックすると、1コマ送ります。

> 自動インデックスボタン
シーンの変わり目を自動的に検出し
て、目印 (インデックス) を付けます。

? インデックスボタン
任意の場所に目印 (インデックス) を
付けます。

@ マークインボタン
範囲を指定して編集するときに、映
像の開始点を設定します。

A マークアウトボタン
範囲を指定して編集するときに、映
像の終了点を設定します。

B キャプチャーボタン
映像を取り込みます。

C スナップショットボタン
テープなどの映像を静止画として取
り込みます。

: ;

>

@

< =

B

?

A

C
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1 時間軸スケール表示
[∆]、[«] をクリックして、入力テー
プトラックに表示できる時間幅を調整
します。(min=分、sec=秒、frame=
フレーム)

2 時間軸スケール
時間軸表示のときに時間軸の目盛り
が表示されます。
アイコン表示の時はそれぞれの映像
のタイムコードとテープの記録可能
時間が表示されます。

3 入力テープトラック
テープの情報 (インデックス、マーク
イン/アウトなど) が表示されます。

4 入力テープモードボタン
入力テープモードに切り換えます。
入力テープモードにすると、デジタ
ルビデオ機器が制御できます。

5 表示切換ボタン
入力テープトラックの表示を切り換
えます。
時間軸表示： テープ情報が時間の

長さに比例して表示
されます。

アイコン表示： テープ情報がすべて
同じ大きさのアイコ
ンで表示されます。

6 コピーボタン
入力テープトラックのテープ内容を
すべて編集トラックにコピーします。

1 2 3

4

5
6

お願い

DVハードディスクモード
のメニューについては176
ページをお読みください。
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7 時間軸スケール表示
[∆]、[«] をクリックして、編集ト
ラックに表示できる時間幅を調整し
ます。(min=分、sec=秒、frame=
フレーム)

8 編集モードボタン
編集モードに切り換えます。編集モー
ドにすると、ビデオクリップの映像が
再生されます。

9 表示切換ボタン
編集トラックの表示を切り換えます。
時間軸表示：編集情報が時間の長さ

に比例して表示されま
す。

アイコン表示：編集情報がすべて同じ
大きさのアイコンで表
示されます。

: 記録ボタン
編集した内容をテープに記録します。

; 編集トラック
ここにビデオクリップや編集したい映
像を配置します。

< 時間軸スケール
時間軸表示のときには時間軸の目盛
りが表示されます。
アイコン表示の時は配置された映像
のタイムコードと総時間が表示され
ます。

7
8

9

: ; <



ライブラリー画面

MotionDV STUDIOの画面について

162

1 ライブラリーフォルダー
MotionDV STUDIOやタイトラーで作
成したビデオクリップ、音声ファイル、
テープや編集の情報などを保存できる
フォルダーです。
[ライブラリー]→[新規フォルダ] を選
ぶと、新規フォルダーが表示されます。

2 ライブラリー
ビデオクリップや音声ファイルなど
のデータが表示されます。
データの種類によって区分けされて
います。(タブで切り換えます)

3 フォルダー表示切り換えボタン
クリックして [4] 表示にすると、ラ
イブラリーフォルダー一覧が表示さ
れます。
ライブラリーフォルダー一覧から、
選んだフォルダーにビデオクリップ
などのデータが保存されていきます。
(ライブラリーフォルダーが複数ある
場合)
[1] 表示にするとライブラリーフォ
ルダー一覧が消えます。

4 アクティブフォルダー
ライブラリーフォルダー一覧から選ん
だフォルダーが表示されます。ライブ
ラリーに表示されているファイル内容
はこのフォルダー内に保存されている
ものです。

5 [テープライブラリー] タブ
クリックすると、保存しているテー
プ情報が表示されます。
詳細表示<にするとテープ情報の内
容を確認することができます。
入力テープトラックに情報がないと

きにテープ情報を保存すると ア

イコンが表示されます。

6 [編集情報] タブ
クリックすると、保存している編集
情報が表示されます。
詳細表示<にすると編集情報の内容
を確認することができます。

3 4 5 6

1

2
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7 [動画] タブ
取り込んだ映像 (ビデオクリップ) は
ここに表示されます。
クリックすると、保存しているビデ
オクリップの一覧を見ることができ
ます。

8 [静止画] タブ
取り込んだ静止画 (スナップショッ
ト画像) はここに表示されます。
クリックすると、保存している静止
画の一覧を見ることができます。

9 [タイトル] タブ
タイトラーで作成したタイトル画像
が表示されます。
クリックすると、保存しているタイ
トルの一覧を見ることができます。

: [オーディオ] タブ
保存しているWAVEファイル (音声
ファイル)が表示されます。
クリックすると、保存している
WAVEファイルの一覧を見ることが
できます。

; アイコン表示ボタン
テープライブラリーと編集情報の内容
をアイコン表示します。
(表示の切り換えができるのはテープラ
イブラリーと編集情報の内容だけです)

< [詳細表示ボタン]
テープライブラリーと編集情報の内
容を詳細表示にします。
詳細表示にすると、内容が表示され
ます。1

8 9 : ; <

1

7



新規作成：
新規にタイトルを作るときに選びます。
編集画面は無背景になり、新しくタイ
トルを作ることができます。
編集中のタイトルがある場合は、保存
後、新規ファイルを開いてください。

開く：
既存のタイトルを開くときに選びます。
選ぶと、ファイル選択画面になります。
希望のファイルを選んで[開く]ボタンを
クリックしてください。

保存：
作成中のタイトルを上書き保存すると
きに選びます。
選ぶと、編集中のタイトルが上書き保
存されます。一度も保存していないフ
ァイルの場合は、[名前を付けて保存]
画面が開きます。

名前を付けて保存：
作成中のタイトルを別名保存するとき
に選びます。
選ぶと、[名前を付けて保存] 画面が開き
ます。保存先とファイル名を入力して
[保存]をクリックすると保存されます。

AVI形式で保存：
作成中のタイトルを動くタイトル（ビ
デオクリップ）として、保存するとき
に選びます。
動くタイトルが見たい場合やMotionDV
STUDIOで編集に使いたい場合はこの保
存をしてください。

BMP形式で保存：
作成中のタイトルをビットマップ形式
の画像ファイルとして、保存するとき
に選びます。

基本設定：
基本設定するときに選びます。
無背景時の背景色や静止画を動画ファ
イルにしたときの時間を設定できます。

最近使ったファイル：
最近使ったファイルが表示されます。
ファイル名をクリックすると、そのフ
ァイルが開きます。

アプリケーションの終了：
タイトラーを閉じる（終了）するとき
に選びます。
編集中の画像がある場合は、保存して
から、終了してください。
タイトラーを終了すると、MotionDV
STUDIO画面が開きます。

ファイルメニュー

タイトラーの画面について
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編集／表示メニュー

タイトラーの画面について

■編集メニュー

元に戻す：
操作を元に戻したいときに選びます。
選ぶと、操作する前の状態に戻ります。
もう一度選ぶと、操作した状態に戻り
ます。

切り取り：
選択しているイラストや文字を切り取
る（画面上から削除する）とき選びま
す。
[貼り付け] して、配置することができま
す。（下記参照）

コピー：
選択しているイラストや文字をコピー
するときに選びます。
[貼り付け] すると、配置することができ
ます。

貼り付け：
切り取りやコピーしたイラストや文字
を配置するときに選びます。

削除：
選択しているイラストや文字を削除す
るときに選びます。

すべて選択：
編集画面上のすべての画像を選択しま
す。

■表示メニュー

等倍表示：
画面表示を原寸表示します。

ズームイン：
編集画面の表示サイズを拡大するとき
に選びます。
2倍、4倍、6倍、8倍に拡大して表示
することができます。

ズームアウト：
編集画面の表示サイズを縮小するとき
に選びます。
1/2倍、1/4倍に縮小して表示するこ
とができます。

オブジェクトを隠す：
オブジェクト（配置したイラストや文
字）を編集画面上から一時的に消すと
きにチェックします。

セーフティゾーンを表示しない：
編集画面上にイラストや文字を配置す
るときの目安になるガイドラインを表
示するときにチェックを外します。

透明表示をしない：
文字に使っている透明効果を一時的に
やめる場合にチェックします。

ツールバー：
ツールバーを表示します。チェックを
外すと、ツールバーを表示しなくなり
ます。



文字属性：
文字の修飾設定するときに選びます。
ここで設定した内容は、新しく入力す
る文字すべてに適用されます。
ただし、文字を選択しているときに設
定した内容はその文字だけに適用され
ます。

動き設定：
選択しているイラストや文字を動かす
設定をするときに選びます。
再生して見る場合やM o t i o n D V
STUDIOの編集に使う場合は、必ずAVI
ファイルとして保存する必要がありま
す。設定するだけでは、動きません。

以下の機能は、イラストや文字を重ね
て配置した場合、下のイラストを上に
配置したり、上のイラストを下に配置
するときに選びます。
[最前面へ] ：一番上に配置する
[前面へ] ：ひとつ上に配置する
[背面へ] ：ひとつ下に配置する
[最背面へ] ：一番下に配置する

ファイルから挿入：
既存のビットマップファイルやアニメー
ションファイルを編集画面に配置すると
きに選びます。
あらかじめ数種類のアニメーションタ
イトルが付いていますのでご利用くだ
さい。

オブジェクト／背景メニュー

タイトラーの画面について
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明るさ・コントラスト：
背景画像の明るさとコントラストを調
整するときに選びます。

色相・彩度：
背景画像の色相（色合い）と彩度を調
整するときに選びます。

シャープネス：
背景画像のシャープさ（輪郭の強調）
を調整するときに選びます。

セピア：
背景画像をセピアカラーにするときに
選びます。

ネガポジ：
背景画像をネガ反転するときに選びま
す。

モノトーン：
背景画像を白黒にするときに選びます。

色効果：
背景画像の色を変えるときに選びます。

背景ファイルをクリア：
編集画面に配置されている背景画像を
削除します。
無背景状態になります。

背景ファイルの読み込み：
既存のビットマップファイルやAVIファ
イルを背景として配置するとき選びま
す。

お願い

背景の特殊効果を使えるの
は、無背景状態または静止
画ファイルを背景として配
置しているときだけです。 ■オブジェクトメニュー ■背景メニュー
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ツールバー

タイトラーの画面について

1選択ツール

編集画面上に配置されたイラストタ
イトルや文字などを選択するときに
使います。

2テキストツール

文字を入力するときに使います。

3フォント変更プルダウンメニュー

文字のフォントを変更するときに使
います。

1 2 3 4 5 6

4文字サイズ変更プルダウンメニュー

文字サイズを変更するときに使いま
す。

5文字カラーメニュー

文字の色を変更するときに使います。

6影文字ボタン

文字に影を付けるときにクリックし
ます。もう一度クリックすると、元
の文字に戻ります。

マウスの右ボタンをクリックすると、メニューやボタン操作と同様の操作が行える
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニュー

文字やイラストを選択し、マウスの右
ボタンをクリックします。

マウスをドラッグして文字入力領域を
作った後、マウスの右ボタンをクリッ
クします。
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AVHDDの初期化：
DVハードディスクエディターの全デー
タを消去します。

AVHDD情報 印刷：
AVHDDトラックの内容 (イベント) を
もとにテープラベルやタイムシートな
どを印刷します。

AVHDD情報 印刷プレビュー：
印刷する前に、イベントがどのように
印刷されるか画面上で確認します。
印刷プレビュー画面から詳細な設定が
できます。

編集情報 印刷：
編集トラックの内容 (シナリオ) をもと
にテープラベルやタイムシートを印刷
します。

編集情報 印刷プレビュー：
印刷する前に、シナリオがどのように
印刷されるか画面上で確認します。
印刷プレビュー画面から詳細な設定が
できます。

アプリケーションの終了：
MotionDV STUDIO (DVハードディス
クモード) を終了します。
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DVから素材の取込：
パソコンに接続したデジタルビデオ機器
から、映像をDVハードディスクエディ
ターにイベントとして取り込みます。
(取り込まれた映像はAVHDDトラックに
表示されます)

インデックス：
DVハードディスクエディターの映像の
任意の場所にインデックスを付けます。
インデックス情報を使っての編集や頭
出しができます。また、インデックス
情報はDVハードディスクエディターの
シーン情報にも反映されます。

インデックス削除：
選択したシーンのインデックスが消え、
AVHDDトラックから、その部分のアイ
コン表示が消えます。

素材削除：
AVHDDトラックからシーンを選んで、
DVハードディスクエディターから削除
します。

全て選択：
AVHDDトラックのシーンをすべて選択
します。

代表アイコンにする：
選択したシーンのアイコンをAVHDD情
報の代表アイコンにします。代表アイコ
ンはテープラベルなどに印刷できます。

プロパティ：
選択した映像の情報を表示します。プロ
パティ画面から、頭出し、キャプチャー、
代表アイコン設定ができます。

ジャンプ：
タイムコードを入力してDVハードディ
クスエディターの映像を頭出しします。
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キャプチャー：
選択したDVハードディクスエディター
の映像をパソコンに取り込みます。
複数の映像を一度に取り込むことがで
きます。(バッチキャプチャ－)

キャプチャー保存方法：
キャプチャー画像の保存方法を選びます。
こま落ちしても続ける：
取り込み中にこま落ちが起こってもそ
のまま保存します。
こま落ちしたら巻き戻してつなげる：
取り込み中にこま落ちが起こると、こ
ま落ち個所に戻って取り込みなおしま
す。

スナップショット：
DVハードディスクエディターの映像を
静止画として取り込みます。

スナップショット保存方法：
スナップショットで取り込む静止画の形
式を選びます。

640×480補正なし：
静止しているものを取り込むとき
640×480片フィールド：
動きのあるものを取り込むとき
(画像のぶれが軽減されます)

秒あたりの表示フレーム数：
DVハードディクスエディターの映像を
プレビュー画面に表示するときに、1秒
に表示させるフレームを設定します。
表示するフレーム数が多いほどスムー
ズな映像になります。
非表示； プレビュー表示しません。
10fps： 1秒に10フレーム表示
15fps： 1秒に15フレーム表示
30fps： 1秒に30フレーム表示

時間軸表示：
AVHDDトラックのシーンが時間の長さ
に比例して表示されます。

アイコン表示：
AVHDDトラックのシーンがすべて同じ
大きさのアイコンで表示されます。

スケール縮小：
AVHDDトラックに表示できる時間幅を
調整します。(縮小)

スケール拡大：
AVHDDトラックに表示できる時間幅を
調整します。(拡大)
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記録：
編集トラックの内容 (シナリオ) をデジ
タルビデオ機器に記録します。

削除：
選択しているシーンを編集トラックか
ら削除します。
DVハードディスクエディターではこの
シーンがシナリオ (登録済みシーン) か
ら削除されます。

分割：
編集トラックの映像を、カレントバーを
境に分割します。

全て選択：
編集トラックのシーンをすべて選択し
ます。

代表アイコンにする：
選択したシーンのアイコンを編集情報
の代表アイコンにします。

プロパティ：
選択しているシーンの情報が表示され
ます。

ビデオエフェクト：

選択しているシーン ([ ] マークの付

いているシーン) に特殊効果 (ビデオエ
フェクト) を使います。

オーディオミックス：

選択しているシーン ([ ] マークの付

いているシーン) に音声を追加します。

トランジションエフェクト：

シーン ([ ] マークの付いているシー

ン) の変わり目に特殊効果 (トランジショ
ンエフェクト) を使います。

時間軸表示：
編集トラックのシーンが時間の長さに
比例して表示されます。

アイコン表示：
編集トラックのシーンがすべて同じ大
きさのアイコンで表示されます。

スケール縮小：
編集トラックに表示できる時間幅を調整
します。(縮小)

スケール拡大：
編集トラックに表示できる時間幅を調整
します。(拡大)
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■ ライブラリーメニュー
新規フォルダ：
ライブラリーに新規フォルダーを作成
します。

アイコンの整列：
ライブラリー内のビデオクリップを整
列します。
名前順： 名前順に整列
日付順： 取り込んだ順に整列

削除：
ビデオクリップを削除します。

名前の変更：
ビデオクリップのクリップ名を変更し
ます。

最新の情報に更新：
ライブラリーに最新の情報を反映させ
ます。

削除時の設定：
ごみ箱を使用しない：
[削除] を選ぶと、ビデオクリップなどが
消去されます。
ごみ箱を使用する：
[削除] を選ぶと、ビデオクリップなどが
ごみ箱に移動します。Windows上で[ご
み箱を空にする] を選ぶと消去されま
す。

■ ツールメニュー
機器設定：
デジタルビデオ機器を設定します。
(キャリブレーション)

タイトル作成：
タイトラーを起動します。

画像のインポート：
パソコン内 (またはフロッピーディス
ク、CD-ROMなど) にあるJPEG形式の
画像をBMP形式の画像に変換し、編集
に使うことができます。

■ ヘルプメニュー
バージョン情報：
現在お使いのソフトウェアのバージョ
ン情報が表示されます。



マウスの右ボタンをクリックすると、メニューやボタン操作と同様の操作が行える
ショートカットメニューが表示されます。内容はメニューの項目と同じです。

ショートカットメニュー
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AVHDDトラックのシーン上でマウスの
右ボタンをクリックします。

編集トラックのシーン上でマウスの右
ボタンをクリックします。

ライブラリーの[動画]、[静止画]ファイ
ル上を右クリックします。

[タイトル]、[オーディオ] ファイル上を
右クリックします。

ライブラリーのフォルダー名の上を右
クリックします。

特殊効果の入ったシーンの、特殊効果
マークを右クリックします。
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1 プレビュー画面
イベントやシナリオの映像が表示され
ます。

2 AVHDDモードボタン
AVHDDモードに切り換えます。
AVHDDモードにすると、イベント
が再生できます。

3 編集モードボタン
編集モードに切り換えます。編集モー
ドにすると、シナリオを再生できま
す。

4 タイムコード表示
DVハードディスクエディターのシー
ンのタイムコードが表示されます。

5 [6] ボタン
AVHDDモード時
再生時や静止画再生時にクリックす
ると早戻し再生、停止時やコマ送り
後にクリックすると、素材映像の始
端に戻ります。
編集モード時
早戻し再生します。

6 [2] ボタン
逆再生します。

7 [1] ボタン
再生します。

8 [5] ボタン
AVHDDモード時
再生時や静止画再生時にクリックす
ると早送り再生、停止時やコマ送り
時にクリックすると、映像の終端に
送ります。
編集モード時
早送り再生します。

1

2 3 5 6

4

7 8
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9 [E] ボタン
再生時にクリックすると逆スロー再
生、静止中にクリックすると逆コマ
送り再生になります。

: [∫] ボタン
映像を停止します。

; [;] ボタン
再生中にクリックすると静止画再生
になります。もう一度クリックする
と再生します。(コマ送り/逆コマ送り
再生後は2回クリックすると再生します)

< [D] ボタン
再生中にクリックするとスロー再生、
静止中にクリックするとコマ送り再
生になります。

= インデックスボタン
映像の任意の場所に目印 (インデッ
クス) を付けます。インデックスを
付けるとイベントが作られます。

> スナップショットボタン
DVハードディスクエディターの映像
を静止画として取り込みます。

? キャプチャーボタン
DVハードディスクエディターの映像
をパソコンに取り込みます。

9 :

=

>

; <

?
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1 時間軸スケール表示
[∆]、[«] をクリックして、AVHDDト
ラックに表示される時間幅を調整しま
す。(min=分､sec=秒､frame=フレー
ム)

2 時間軸スケール
時間軸表示のときに時間軸の目盛り
が表示されます。
アイコン表示の時はシーンごとのタ
イムコードと総時間が表示されます

3 AVHDDトラック
DVハードディスクエディターのイベ
ントが表示されます。

4 AVHDDモードボタン
AVHDDトラックに切り換えます。
AVHDDモードにすると、イベント
が再生できます。

5 表示切換ボタン
AVHDDトラックの表示を切り換え
ます。
時間軸表示： シーンが時間の長さに

比例して表示されま
す。

アイコン表示：シーンがすべて同じ大
きさのアイコンで表示
されます。

6 時間軸スケール表示
[∆]、[«] をクリックして、編集トラ
ックに表示される時間幅を調整しま
す。(min=分､sec=秒､frame=フレー
ム)

7 編集モードボタン
編集モードに切り換えます。編集モー
ドにすると、シナリオが再生できます。

8 表示切換ボタン
編集トラックの表示を切り換えます。
時間軸表示： シーンが時間の長さに

比例して表示されま
す。

アイコン表示：シーンがすべて同じ大
きさのアイコンで表示
されます。

9 記録ボタン
編集した内容 (シナリオ) をテープに
記録します。

: 編集トラック
DVハードディスクエディターのシナ
リオが表示されます。

; 時間軸スケール
時間軸表示のときに時間軸の目盛り
が表示されます。
アイコン表示の時はシーンごとのタ
イムコードと総時間が表示されます

1 2 3

4
5

6
7
8
9

: ;
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1 ライブラリーフォルダー
MotionDV STUDIOやタイトラーで作
成したビデオクリップ、音声ファイル、
テープや編集の情報などを保存できる
フォルダーです。
[ライブラリー]→[新規フォルダ] を選
ぶと、新規フォルダーが表示されます。

2 ライブラリー
DVハードディクスエディターなどか
ら取り込んだビデオクリップや音声
ファイルなどのデータが表示されま
す。
データの種類によって区分けされて
います。(タブで切り換えます)

3 フォルダー表示切り換えボタン
クリックして [4] 表示にすると、ラ
イブラリーフォルダー一覧が表示さ
れます。
ライブラリーフォルダー一覧から、
選んだフォルダーにビデオクリップ
などのデータが保存されていきます。
(ライブラリーフォルダーが複数ある
場合)
[1] 表示にするとライブラリーフォ
ルダー一覧が消えます。

4 アクティブフォルダー
ライブラリーフォルダー一覧から選ん
だフォルダーが表示されます。ライブ
ラリーに表示されているファイル内容
はこのフォルダー内に保存されている
ものです。

5 [動画] タブ
取り込んだ映像 (ビデオクリップ) は
ここに表示されます。
クリックすると、保存しているビデ
オクリップの一覧を見ることができ
ます。

6 [静止画] タブ
取り込んだ静止画 (スナップショッ
ト画像やインポート画像) はここに
表示されます。
クリックすると、保存している静止
画の一覧を見ることができます。

7 [タイトル] タブ
タイトラーで作成したタイトル画像
が表示されます。
クリックすると、保存しているタイ
トルの一覧を見ることができます。

8 [オーディオ] タブ
保存しているWAVEファイル (音声
ファイル)が表示されます。
クリックすると、保存している
WAVEファイルの一覧を見ることが
できます。

3 4

1

2

5 6 7 8
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こんなときは・・・（Ｑ＆A）
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：デジタルビデオ機器が認識されない。

：DVケーブルを抜き差しし直してみてください
：デジタルビデオ機器の電源が入っているか確認してください。
：DVケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
：接続されているデジタルビデオ機器になにか異常が発生していないか
確認してください。

：接続されているデジタルビデオ機器が当社製か確認してください。
：パソコンの状態が不安定になっている場合があります。起動し直した
あと、接続手順に従って接続し直してください。

：MotionDV STUDIOを起動していると、パソコンの省エネ機能が働
かない。

：MotionDV STUDIOを起動していると、パソコンの省エネ機能やス
クリーンセーバーが働かない場合があります。MotionDV STUDIO
を起動する前には省エネ機能やスクリーンセーバーを切っておいてく
ださい。また、編集後はMotionDV STUDIOを終了し、DVケーブル
を外しておいてください。

：接続しているデジタルビデオ機器を外したり、電源を切ると、パソコ
ンの状態が不安定になる。

：デジタルビデオ機器を外すときは、MotionDV STUDIOを終了して
から行ってください。(その場合、デジタルビデオ機器を外してから
電源を切ってください)

：接続しているのに、MotionDV STUDIOが起動しない。

：MotionDV STUDIOがうまくインストールできていない可能性があ
ります。インストールし直して、起動してください。

：撮影モードで起動する場合はテープを抜いてから起動してください。
：DVインターフェースカードをお使いの場合、PCI CardBus性能アッ
プソフトをインストールしないと起動しません。必ず、MotionDV
STUDIOをインストールした後にPCI CardBus性能アップソフトを
インストールしてください。
(詳しくはDVインターフェースカードの項目をお読みください)

接続時にはケーブル類をしっ
かりと差し込んでください。

パソコンを再度、起動し直す
方法は、パソコンの説明書を
お読みください。

お願い

DVハードディスクモード
(DVハードディスクエディ
ター接続時) でお使いの場
合は191ページをお読みく
ださい。
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デジタルビデオ機器の操作がうまくいかないときに、よく起こるトラブルの解決方
法を説明しています。

デデデデジジジジタタタタルルルルビビビビデデデデオオオオ機機機機器器器器がががが操操操操作作作作ででででききききなななないいいい

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：デジタルビデオ機器が操作できない。

：デジタルビデオ機器の電源が入っているか確認してください。
：入力テープモードになっているか確認してください。
：デジタルビデオ機器にテープが入っているか確認してください。
(撮影モードで使用するとき以外)

：撮影モードで操作する場合はテープを抜いているか確認してください。
：DVケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
：接続されているデジタルビデオ機器になにか異常が発生していないか
確認してください。

：接続されているデジタルビデオ機器が当社製か確認してください。
：パソコンの状態が不安定になっている場合があります。MotionDV
STUDIOを終了し、パソコンを起動し直してください。

：デジタルビデオ機器の映像がパソコンに表示できない。

：映像が記録されているテープがデジタルビデオ機器に入っているか確
認してください。(撮影モードの場合はテープを抜いておく必要があ
ります)

：パソコンから再生操作をして、デジタルビデオ機器に映像が映っても、
パソコンの画面に映像が映るまで少し時間がかかる場合があります。

：デジタルビデオ機器を2台接続している場合は、再生機 (入力側) と録
画機 (出力側) の選択が正しくできているか確認してください。

：パソコンの状態が不安定になっている場合があります。MotionDV
STUDIOを終了し、パソコンを起動し直してください。

：自動インデックスがうまく働かない。

：テープ映像にタイムコードが連続して記録されていないと、自動イン
デックス機能がうまく働きません。編集するテープは必ずタイムコー
ドが連続しているテープを使ってください。タイムコードは通常に記
録を続けている場合は、自動的にテープに連続して記録されますが、
テープを早送りや巻戻しなどをして未記録部分を作って記録するとタ
イムコードが不連続になります。

：テープの始端付近では自動インデックスが働かない場合があります。
：タイムコードが連続していても、途中で自動インデックスが止まる場合
があります。再度自動インデックスボタンをクリックすると再開します。

：デジタルビデオ機器の操作中にパソコンの状態が不安定になる。

：MotionDV STUDIOを使用中にデジタルビデオ機器の電源を切らな
いでください。パソコンの状態が不安定になることがあります。
また電源を切る前には必ず接続を外してください。

DVハードディスクモー
ドでは自動インデック
ス機能はありません。



映像の取り込み操作がうまくいかないときに、よく起こるトラブルの解決方法を説
明しています。
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：取り込みができない。

：映像の取り込みには十分なハードディスクの空きが必要です。約4分
の画像を取り込むに約1GB以上の空き容量が必要です。ハードディ
スクの空き容量は、[マイコンピュータ] のハードディスクドライブの
アイコンを右クリックして[プロパティ] 画面を開くと確認できます。

：MotionDV STUDIO以外のソフトウェア (常駐ソフトウェアなど) が起
動しているときは、うまく取り込みのできない場合があります。
MotionDV STUDIOを使用するときは他のソフトウェアは終了してお
くことをおすすめします。

：テープ映像にタイムコードが連続して記録されていないと、うまく取
り込めないことがあります。タイムコードが連続している、記録済み
のテープをご使用ください。

：取り込み中にハードディスクの空き容量がなくなると、メッセージが
表示されます。(ハードディスクの空き容量が300MB以下になると、
メッセージが出て、それ以上取り込むことができなくなります)

：取り込み中にMotionDV STUDIOのプレビュー画面が小さくなる。

：このソフトウェアの仕様です。異常ではありません。取り込み動作は、
非常にパソコンのパワー（CPUへの負担など）を使います。画像を
スムーズに表示するためにプレビュー画面の映像を小さくして表示し
ています。

：インデックスやマークイン/アウトを利用したキャプチャーがうまく
いかない。

：インデックスやマークイン・アウトを使った後に、デジタルビデオ機
器のテープを交換すると、キャプチャーはうまくできません。

：テープの始端付近のキャプチャーはうまくできないことがあります。

タイムコードが連続してい
るテープをお使いください。
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取り込みができない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：取り込み中にこま落ちする。

：スタートメニューから [プログラム]→[アクセサリ]→[システムツー
ル]→[デフラグ] を選び、デフラグを実行してください。

：MotionDV STUDIO以外のソフトウェアが起動していると、こま落
ちする場合があります。MotionDV STUDIOを使用するときは、他
のソフトウェアは閉じておくことをおすすめします。

：[入力テープ]→[キャプチャー保存方法] で[こま落ちしたら巻き戻して
つなげる] をチェックしておくと、こま落ちしたテープ位置の5秒前
まで巻き戻して再生し、こま落ちした画像から取り込み直します。

：デスクトップ (壁紙) を右クリックし、[アクティブデスクトップ] の
[Webページで表示] のチェックマークを外してください。

：2カ国語放送の映像を取り込むと、日本語しか取り込まれていない。

：2カ国語放送など音声多重の映像を取り込むと、主音声だけが取り込
まれ、副音声は取り込まれません。また、アフレコ音声の入ったテー
プの映像を取り込むと、撮影時の音声だけ取り込まれ、アフレコ音声
は取り込まれません。

：映像を取り込むと、複数のビデオクリップができている。

：映像を取り込み、その容量を2GBを超えたときは、ビデオクリップが
自動的に分割されます。また12bit音声と16bit音声が混在している映
像を取り込むと、音声の変わり目でビデオクリップが分割されます。

：テープ編集時に短い時間が設定ができない。

：テープ編集で複数の映像を設定する場合、映像間を2フレーム以上あける
必要があります。また、2秒以下の映像を設定することはできません。
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特殊効果を使うときに、よく起こるトラブルの解決方法を説明しています。

特殊効果がうまく使えない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：レンダリング中にパソコンの状態が不安定になる。

：レンダリングは、非常にパソコンのパワー（CPUへの負担など）を
使います。MotionDV STUDIO以外のソフトウェアが起動している
と、うまくレンダリングできない場合があります。MotionDV
STUDIOを使用するときは、他のソフトウェアは終了しておくことを
おすすめします。また、ファイルのコピー、移動や印刷動作などをし
ている場合は、それらの動作が完全に終了してから、レンダリングを
行うことをおすすめします。

：パソコンの状態が不安定になっている場合があります。MotionDV
STUDIOを終了し、パソコンを起動し直してください。

：レンダリングに時間がかかる

：長時間のビデオクリップをレンダリングすると、非常に時間がかかり
ます。レンダリング中は、パソコンを操作しないでください。操作す
ると、レンダリングがうまくいかないことがあります。
レンダリング時間のめやすはビデオエフェクト･トランジションエフ
ェクトで設定した効果の時間の約10～20倍、オーディオミックスで
約1～3倍です。(時間はお使いのパソコンによって異なります)

：静止画に特殊効果を入れることができない。

：静止画にビデオエフェクト、トランジションエフェクト、オーディオ
ミックスを使うことはできません。

：タイトラーを起動し、静止画をAVIファイル形式で保存すると、特殊
効果を使えるようになります。

：長いビデオクリップの一部に特殊効果を入れたい。

：配置したビデオクリップは分割することができます。(P46)
ビデオクリップを分割すると、その部分だけに特殊効果を入れること
ができます。
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特殊効果がうまく使えない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：トランジションエフェクトを削除すると映像の長さが変わってしまう。

：トランジションエフェクトのビデオクリップをDeleteキーで削除し
た場合、前後のビデオクリップが短くなります。これはトランジショ
ンエフェクトが前後のビデオクリップの一部をミックスして作られて
いるためです。
前後のビデオクリップの長さをもとに戻すには、ビデオクリップをダ
ブルクリックし、[プロパティ] 画面でビデオクリップの長さを入力し
ます。(ビデオクリップは取り込み時の長さを超えて設定できません。
取り込み時より長い時間を入力しても、取り込み時の長さに修正され
ます)
詳しくは、｢ビデオクリップを加工する｣の項目をご参照ください。



オーディオミックス機能を使うときに、よく起こるトラブルの解決方法を説明して
います。

オーディオミックスがうまくいかない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）
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：オーディオミックスができない。

：オーディオミックスができるのは、ビデオクリップだけです。静止画
や入力テープの映像には、オーディオミックスできません。

：オーディオミックスすると元の音声が消えた。

：[オーディオミックス]設定画面の[ミックス比]の設定が100%になっ
ていると、オーディオミックスした音声だけしか残りません。0％に
すると元の音声しか残りません。ミックス比を両方の音が適切に聞こ
えるように調整してください。

：オーディオミックスするためのWAVEファイルが作れない。

：オーディオミックスできる音声ファイル形式は、WAVEファイルだけ
です。WAVEファイルを作成するには、Windowsに標準で添付され
ている[サウンドレコーダ]を使います。ただし、サウンドレコーダで
は、1分を超えて連続したWAVEファイルを作ることができません。
長時間連続したWAVEファイルを作る場合は、別途WAVEファイル
作成ソフトウェアが必要になります。

：複数のビデオクリップに音声を追加できない。

：複数のビデオクリップに音声を入れたいときは、音声を追加しはじめ
るビデオクリップにWAVEファイルを重ね、[ミックスする区間] で開
始点、終了点を設定すると、音声の長さが自由に設定できます。ただ
し、WAVEファイルの音声がビデオクリップよりも短い場合、複数の
ビデオクリップに音声を追加することはできません。

：オーディオミックスした後、デジタルビデオ機器などを使ってアフレ
コできなくなった。

：オーディオミックス効果を入れた映像にアフレコなどをする場合、オー
ディオミックス時に [出力する音の周波数] を [すべて　32KHz (12bit)]
にしてください。48KHz (16bit) にするとアフレコはできなくなります。
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テープに記録するときに、よく起こるトラブルの解決方法を説明しています。

テープに記録がうまくできない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：録画すると、テープの画像が消えてしまった。

：録画するときは、録画機のテープをよく確認してください。消しては
いけない画像が記録されているテープが入っている場合、その上から
録画されてしまい、元の映像が消えてしまいます。元の映像に続けて
録画したい場合は、[記録] 設定画面で、[ブランク区間の先頭から録
画]を選ぶか、録画を開始したい位置を検索しておき[現在の位置から
録画]を選びます。

：再生機側のテープに録画されてしまった。

：デジタルビデオ機器を2台接続している場合は、録画やダビングする
前にかならず、再生機と録画機の機種設定が合っているか確認してく
ださい。操作の途中で何かのはずみで入れかわってしまったまま録画
操作をすると、大切なテープの内容が消えてします。消したくない内
容の入ったテープは、誤消去防止タブを [SAVE] 側にしておくことを
おすすめします。

：録画した映像を再生すると、スムーズに再生されない。

：テープに録画する動作は、非常にパソコンのパワー（CPUへの負担
など）を使います。MotionDV STUDIO以外のソフトウェアが起動
していると、うまく記録できない場合があります。MotionDV
STUDIOを使用するときは、他のソフトウェアは閉じておくことをお
すすめします。また、ファイルのコピー、移動や印刷動作などしてい
る場合は、それらの動作が完全に終了してから、記録を行うことをお
すすめします。

：パソコンの状態が不安定になっている場合があります。MotionDV
STUDIOを終了し、パソコンを起動し直してください。

：ハードディスクのアクセス速度が落ちている可能性があります。
Windowsのデフラグ機能を使って、ハードディスクの状態を最適化
することをおすすめします。

：キャリブレーションしているのに、編集内容が数フレームずれている。

：本ソフトウェアの仕様により多少編集結果にずれが生じる場合があり
ます。

テープ編集にはi.LINK端子
が2つ必要になります。



テープに記録がうまくできない（つづき）

こんなときは・・・（Ｑ＆A）
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：テープに録画すると、テープに空き (未記録部分) ができたり、映像
の先頭が録画されていなかったりする。

：録画する前にキャリブレーションを行ってください。キャリブレーシ
ョンを行うと、接続しているデジタルビデオ機器に合わせて録画のタ
イミングなどが補正されます。また、SPモードで録画したいときは
SPモードで、LPモードで録画したときはLPモードでキャリブレー
ションを行う必要があります。モードを変更した後は、必ずキャリブ
レーションをしておいてください。

：テープに録画した映像の最後が一瞬静止画になっている。

：映像を記録するときに、つなぎ目に未記録部分ができないようにするた
め、連続している映像のつなぎ目に1フレーム (1/30秒) を数回繰り返
して記録しています。

：記録した映像の音声が途切れている。

：ノンリニア編集で16bit音声のビデオクリップと12bit音声のビデオ
クリップを混在させると、音声モードが変わるところで音声が途切れ
ることがあります。

：テープに録画したら、もともとあったフォトインデックス信号や日付
情報が消えている。

：パソコンに取り込んだ映像に特殊効果を入れてレンダリングすると、
撮影時の日付情報は消去されます。また、フォト(シーン) インデック
ス信号やワイドテレビに対応した信号 (S2映像信号など) も消えてし
まいます。
ただし、取り込んだ映像に特殊効果をかけず (レンダリングせず) その
まま録画する場合はこれらの情報は維持されます。
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テープに記録がうまくできない（つづき）

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：記録しようとしたら、｢IEEE1394バスの帯域の確保に失敗しまし
た。･･･｣ というメッセージが出た。

：MotionDV STUDIOを終了し、パソコンを起動し直してください。

：静止画を編集トラックに配置して記録したら、その部分だけ画像が横
のびしている。

：横とたての比率が4:3ではない静止画を配置すると、通常は上下や左
右に黒い帯が出ます。ただし静止画を配置したときに、編集トラック
の画像を右クリックして、[ビットマップ縦横比固定にする] のチェッ
クを外しておくと、強制的に画像を4:3に引き伸ばす (縮める) ため、
画像が縦や横に伸びることがあります。これを防ぐには、配置した静
止画を右クリックし、[ビットマップ縦横比固定にする] をチェックし
てからテープに記録してください。



タイトル作成するときに、よく起こるトラブルの解決方法を説明しています。

タイトルがうまく作れない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）
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：タイトラーで作成したタイトルがMotionDV STUDIOで使えない。

：タイトラーで作成したタイトルをそのまま保存すると、タイトルファイ
ル (拡張子TTE) として保存されます。このファイルは、MotionDV
STUDIOの編集に使うことができません。MotionDV STUDIOでタイト
ルとして使うためには [AVI形式で保存]を行う必要があります。

：タイトラーに配置したイラストに動き設定をしたのに動くタイトルが
作れない。

：動く設定をしたタイトルは、[AVI形式で保存]してAVI形式になったと
きに動くようになります。保存されたAVIファイルをダブルクリック
して、[Windows Media Player]で再生するとタイトルの動きを見
ることができます。

：作成したタイトルを他のビデオクリップにも使いたい。

：タイトルを作成したときは、まず、タイトルファイル (拡張子TTE) と
して保存することをおすすめします。タイトルファイルは、何度でも
編集することができます。タイトルとして保存せずにAVIファイルと
してだけ保存した場合は、タイトルファイルは残りません。また、
AVIファイル形式のタイトルはタイトルとして編集することはできま
せん。一度保存されたタイトルファイルは、背景に配置する画像を自
由に変えることができますので、タイトル作成後、別の動画を配置し
て、AVIファイル形式で保存すれば、同じタイトルを利用して複数の
ビデオクリップを作ることができます。

：複数のタイトルを同じように動かしたい。

：タイトルを2つ以上選択 (シフトキーを押しながらクリック) して、
[動き設定] 画面で設定すると、緑のアンカーポイントがついているタ
イトルを中心に同様の動きが設定できます。
ただしプレビューできるのは1つのタイトルだけです。(緑のアンカー
ポイントが表示されているタイトルがプレビューできます)
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MotionDV STUDIOのテープラベルやタイムシートの印刷操作時に、よく起こる
トラブルの解決方法を説明しています。

印刷がうまくできない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：印刷できない。

：プリンターが正しくパソコンに接続されているか確認してください。
また、用紙が入っているか、用紙設定が合っているかも確認してくだ
さい。プリンターについての詳しい説明は、お使いのプリンターの説
明書をよくお読みください。

：静止画を印刷したい。

：MotionDV STUDIOの印刷機能では、テープラベルの印刷とタイム
シートの印刷しかできません。取り込んだ静止画や動画の一部分を印
刷したい場合は、ライブラリーの静止画をダブルクリックして、
Windows標準の画像ソフト[ペイント]を起動させ、そちらから印刷
してください。（ビットマップ画像が他のソフトウェアに関連づけさ
れている場合は、そのソフトが起動します）

：よりきれいに印刷したい。

：動画の一部分を印刷した場合、ぶれた画像が印刷される場合がありま
す。撮影するときにフォトショット機能などを使って記録した静止画
をスナップショット機能で静止画として取り込んだ画像を印刷したほ
うがきれいに出力されます。

：テープラベルなどのサイズを変えたい。

：テープラベルはVHSテープ、DVテープのサイズに合った大きさで印刷
されますが、お使いのプリンターによっては大きさが異なることがあ
ります。
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ノンリニア編集全般についての一般的な疑問点を、説明しています。

ノンリニア編集って？

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：取り込まれた映像はどうなるの？

：デジタルビデオ機器から取り込んだ画像は、パソコン上ではAVIファ
イルとして任意の場所に保存されます。音声と映像を記録したこのフ
ァイルは、Windowsの標準の[Windows Media Player]で再生する
ことができます。ノンリニア編集上では、このAVIファイルをビデオ
クリップと称することが多いようです。本書でもビデオクリップとし
て説明しています。

：レンダリングってどうして時間がかかるの？

：ビデオエフェクトやトランジション機能でビデオクリップに特殊効果
を使うことができますが、このとき元のビデオクリップの内容に特殊
効果を効かせるためにパソコン内で複雑な演算（デジタル処理）が必
要になります。この演算には非常にパソコンのパワーを使います。レ
ンダリング中は、なるべくパソコンには他の作業をさせないようにし
たほうが、より安定して速くレンダリングをすることができます。

：ノンリニア編集の利点は？

：パソコン上のAVIファイルは、テープ上の映像のように早送りや巻戻
し操作をしなくても瞬時に希望の位置を再生することができます。ま
た、AVIファイルに対していろいろなデジタル処理が可能で、とても
複雑な映像効果を使って楽しい映像を作ることができます。

：ノンリニア編集の欠点は？

：デジタルビデオ機器からの映像をAVIファイルを作った場合、約4分
の映像を記録するために約1Gバイトのハードディスク容量を必要と
し、長時間の映像を編集するためには、非常に大きなハードディスク
が必要になります。また、レンダリングには非常にパソコンのパワー
を使います。そのため高速なCPUが必要になります。
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DVハードディスクエディターを接続したときのトラブルについて説明しています。

接続できない (DVハードディスクモード時)

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：DVハードディスクモードで起動しない。

：正しく接続されているか確認してください。
：DVハードディスクエディターになにか異常が発生していないか確認
してください。

：DVハードディスクエディターの設定が正しいか確認してください。
MotionDV STUDIOでDVハードディスクエディターを制御する場
合、[制御モード] スイッチを [外部] にする必要があります。

：DVハードディスクエディターにはi.LINK端子 (DV端子) が2つありま
す。接続しているi.LINK端子がDVハードディスクエディター側で選
ばれているか確認してください。

：必ずパソコンを起動し、DVハードディスクエディターの電源が ｢入｣
の状態で接続してください。

：パソコンの状態が不安定になっている場合があります。起動し直した
あと、接続手順に従って接続し直してください。

：DVハードディスクエディターの電源が入らない、またはDVハードディ

スクエディターの本体表示部の [ ] マークが点滅したままになってい
る場合は、DVケーブルを抜き、DVハードディスクエディターの電源を
入れ直してください。



DVハードディスクエディターがうまく操作できない

こんなときは・・・（Ｑ＆A）
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：DVハードディスクエディターがまったく操作できなくなった。

：MotionDV STUDIO操作中に [制御モード] スイッチや[DV端子切換] ス
イッチを切り換えたり、DVケーブルを抜き差しすると、MotionDV
STUDIOが不安定になることがあります。操作中はDVハードディスクエ
ディターの設定をかえないでください。

：MotionDV STUDIOでシーンを再生しても、DVハードディスクエデ
ィターの本体表示部になにも表示されない。

：シナリオの映像を再生する場合、タイムコード表示は停止したままです。
また、音声レベル表示も停止したままです。

：デジタルビデオ機器の映像がDVハードディスクエディターに取り込
めない。

：パソコンの状態が不安定になっている場合があります。起動し直した
あと、接続手順に従って接続し直してください。(P122)
デジタルビデオ機器が正常に接続されているか確認してください。
取り込みたい映像にコピー防止信号が入っている場合、取り込めませ
ん。
DVハードディスクエディターの空き容量がない場合は取り込めませ
ん。

デジタルビデオ機器の映像
をDVハードディスクエデ
ィター取り込むにはi.LINK
端子が2つ必要になります。
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特殊効果がかからない (DVハードディスクモード)

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：映像に特殊効果が入らない

：映像に特殊効果を入れる場合、実際のレンダリングはパソコン上で行
いますので、同じ映像のビデオクリップがパソコン上に存在しなけれ
ばなりません。特殊効果を入れたいときはまず、その部分の映像をパ
ソコンに取り込み、そのときにできたビデオクリップを編集トラック
に配置してから、特殊効果を入れてください。

：シナリオの映像に特殊効果を入れると、すぐにDVハードディスクエ
ディターのハードディスクの空き容量がなくなってしまう。

：特殊効果を入れるシーンをパソコン側にキャプチャーし、できたビデ
オクリップを編集トラックに配置するときに同じ映像がDVハードデ
ィスクエディターにコピーされ、さらに特殊効果の入ったシーンがコ
ピーされるため、十分なハードディスクの空き容量が必要になります。
特殊効果を入れる場合、あらかじめ不要な素材映像を消去し、ハード
ディスクの空き容量を十分にとるようにしてください。

：特殊効果の削除ができない。

：特殊効果を入れる過程で、特殊効果を入れる前のシーンと入れた後の
シーンがAVHDDトラックのイベントとして記録されています。
AVHDDトラックから特殊効果前のシーンを削除した場合、特殊効果
の削除はできなくなります。

：アフレコ編集やオーディオミックスができない。

：MotionDV STUDIOでの編集ではオーディオミックス以外の音声編
集はできません。DVハードディスクエディター側で編集を行ってく
ださい。また、MotionDV STUDIOでミックスダビングをした後、
DVハードディスクエディターで音声編集を行う場合は、ミックスダ
ビング時に [出力する音声周波数] を [すべて 32KHz (12bit)] に設定
してください。

お願い

それぞれの特殊効果につい
ては182～184ページをあ
わせてお読みください。



特殊効果がかからない (DVハードディスクモード)

こんなときは・・・（Ｑ＆A）
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：編集トラックに配置したシーンの[ ] マークが [ ]マークに変
わって、特殊効果を入れることができなくなっている。

：MotionDV STUDIOで編集した内容をDVハードディスクエディター
単独で編集し直すと、再びMotionDV STUDIOを起動させたとき編

集トラックに配置したシーンの[ ] マークが [ ]マークに変わ
り、特殊効果を入れたシーンからは特殊効果マークが消えてしまいま
す。この場合シーンに特殊効果を入れるには、再びパソコンに取り込
み、配置し直す必要があります。また、特殊効果マークが消えたシー
ンからは特殊効果の削除はできなくなります。これはパソコンの状態
が不安定になり、MotionDV STUDIOを終了させずにパソコンを再
起動した場合やMotionDV STUDIO操作中にDVハードディスクエデ
ィターの設定をかえたり、電源を ｢切｣ にした後でMotionDV
STUDIOを起動させた場合にも起こることがあります。

：編集トラックに配置したシーンに[ ] マークが付いているのに特殊
効果がかからない。

：DVハードディスクエディターの映像に特殊効果を使うにはリンクさ
れたビデオクリップがライブラリーに存在する必要があります。ライ

ブラリーのビデオクリップを削除した場合、シーンに [ ] マークが
付いていても特殊効果を入れることはできません。特殊効果を入れた
い場合はそのシーンを再度キャプチャーし、配置してから行ってくだ
さい。



195

パソコンのファイル形式など、一般的な疑問に対しての説明をしています。

その他

こんなときは・・・（Ｑ＆A）

：スナップショットした静止画を年賀状ソフトなどに利用することがで
きますか？

：スナップショットした静止画は、ビットマップファイル (拡張子は
bmp) としてパソコン上に保存されます。ビットマップファイルは、
パソコン上で一般的に扱われる画像ファイル形式です。ほとんどの画
像ソフトで利用することができます。

：別の画像ソフトなどで作成した画像を編集に使うことができますか？

：ビットマップ形式で保存されていればそのまま使用することができま
す。ただし、編集に使う場合の画像の大きさは、よこ640×たて
480ドットです。それより小さい画像は拡大されて使用されますので、
画質が低下します。それより大きい画像サイズでは縮小されて使用さ
れます。編集に使う画像のたてよこ比は維持されない場合があります。
JPEG形式の画像はMotionDV STUDIOの [ツール]→[画像のインポー
ト] を実行し、BMP形式に変換することで、使用できるようになります。

：編集情報やテープ情報のファイルがうまく使えない。

：テープライブラリーのテープ情報ファイルを使うときは、デジタルビ
デオ機器に同じテープを入れておく必要があります。
編集情報ファイルを開くときは、その編集で使うビデオクリップがハー
ドディスクに保存されている必要があります。ただし、編集情報を保存
した後に使っているビデオクリップを移動させるとその編集情報は開け
なくなります。

：ビデオクリップが多すぎて区別がつかず、わかりにくい。

：テーマ別のフォルダーを新規作成して、その中にビデオクリップを保存
すると便利です。その場合、編集作業をする前にビデオクリップを移動
させてください。編集した後にビデオクリップを移動させると、編集情
報ファイルが開けなくなることがあります。

：プレビュー画面に日付表示が出ない。

：プレビュー画面には接続しているデジタルビデオ機器のモニターに表
示されている日付やタイムコードなどの情報は表示されません。
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MotionDV STUDIO使用中、パソ

コンが不安定になったり、ソフトウ
ェアが終了することがあります。パ
ソコンの使用状態にもよりますが、
画像編集は非常に大きなパソコンの
パワーを必要としますので、パソコ
ンが不安定な状態になることがあり
ます。編集したデータなどはこまめ
に保存しておくことをおすすめしま
す。

フレーム動画モードの映像を取り込

んで、ビデオエフェクト、トランジ
ションエフェクトをかけてレンダリ
ングすると、映像はフィールド画に
なり、フィールドの映像と同じ画質
になります。

録画中、録画機側のモニター映像

(液晶モニターやテレビなどの映像)
の画面下部がゆがんだり、上下にゆ
れることがありますが、故障ではあ
りません。記録される映像には影響
ありません。

ブランクサーチ機能のないデジタル

ビデオ機器 (NV-DV10000やNV-
DM1) を録画機として使用するとき
は、[ブランク区間の先頭から録画]
[ブランク領域の先頭から録画] を選
んで録画やダビングはできません。

自動インデックスが止まった場合は、

そのまま再度 [自動インデックス] ボ
タンをクリックしてください。自動
インデックスが再開します。

カセット装着後は10秒ほどたってか

ら操作を行ってください。

ノートパソコンをお使いの場合はAC

電源をお使いください。バッテリーを
使用するとパソコンの設定によって、
CPU性能を制限していることがありま
す。 (その場合こま落ちが発生しやす
くなります)

入力テープの操作中、[∫](停止) ボタ

ンをクリックすると、タイムコード
が00:00:00:00になることがあり
ます。(再生などの操作をするともと
に戻ります)

MotionDV STUDIO使用中はデジタ

ルビデオ機器の電源を切らないでく
ださい。電源を切ると、MotionDV
STUDIOが操作不能になることがあ
ります。

デジタルビデオ機器は3台以上接続

しないでください。3台以上の接続
についてはサポートの対象外とさせて
いただきます。

WAVEファイルの形式によっては

(例：4bitのWAVEファイル)、オー
ディオミックス編集には使えない場
合があります。

ライブラリーのファイルをドラッ

グ・アンド・ドロップでデスクトッ
プへ移動できます。ただし、戻すと
きはライブラリーフォルダーに重ね
てください。また編集トラックに表
示中にそこで使われているビデオク
リップは移動できません。

ハイブリッド編集時にビデオクリッ

プとテープの映像のつなぎ目で映像
や音声がとぎれることがあります。

未記録部分のないテープに録画する

ときに [ブランク区間の先頭から録
画] を選ぶと、テープの終端部に約
30秒間の映像が記録されることがあ
ります。未記録部分のないテープに
記録するときは [ブランク区間の先頭
から録画] を選ばないでください。
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使用上のお願い

お願いとヒント

入力テープにSPモードで記録した映

像とLPモードで記録した映像が混在
している場合、モードの切り換わり
部分での取り込みが正常にできない
ことがあります。

キャリブレーション実行中にデジタ

ルビデオ機器を操作しないでくださ
い。

テープの始端や終端付近ではうまく

記録できないことがあります。

オーディオミックスのプレビューで

音声がとぎれることがありますが、
異常ではありません。

静止画を表示させると左右に黒い帯

が出ますが、テレビ画面には表示さ
れません。

MotionDV STUDIO使用中にタスク

バーなど、MotionDV STUDIOウィン
ドウ以外を操作すると、プレビュー画
像が表示されなくなります。

MotionDV STUDIOをインストール

したことで、パソコン本体、パソコン
周辺機器、他のアプリケーションの動
作に不具合が起こることがあります。
この場合、付属のツールでMotionDV
STUDIOをアンインストールしてくだ
さい。

MotionDV STUDIOのアンインストー

ル時に ｢コピー元　Windows98
Second Edition CD-ROM｣ と表示さ
れますが、アンインストールは正常に
行われます。

他のアプリケーションソフトで作った

AVIファイルのMotionDV STUDIO
でのご使用についてはサポートの対象
外とさせていただきます。

■DVハードディスクモードについて

編集トラックに80を越えるシーンを

配置 (登録) することはできません。

MotionDV STUDIOを使用中にDV

ハードディスクエディター側で設定
を変更したり、電源を切らないでく
ださい。

MotionDV STUDIOからシナリオ

(編集トラックの映像) を再生した場
合、DVハードディスクエディターの
本体表示部のタイムコード表示は変
わりません。

DVハードディスクエディターの [制

御モード] スイッチを [外部] にする
とS映像 (映像) /音声コードでの入出
力ができなくなります。

MotionDV STUDIO使用中はDVハー

ドディスクエディター本体、リモコン
からの操作はできません。

AVHDDトラックに表示できるイベン

ト数は最大999までです。

編集トラックに配置するシーンは3秒

以上の長さが必要です。
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あ行

アンカーポイント
タイトラーで配置したイラストを選
択すると、イラストの周りに∫マー
クが8個所表示されます。これがア
ンカーポイントです。
アンカーポイントをドラッグ･アン
ド･ドロップすることでイラストを拡
大したり縮小することができます。
(すでに最大の大きさで配置している
画像はそれ以上に拡大できません)

イベント
DVハードディスクエディターの映像
から録画された内容の時間が約2秒
以上あいている部分やインデックス
(頭出し) 信号が打たれている部分を
検出し、シーン分けしたものです。
イベントはAVHDDトラックに表示
されます。MotionDV STUDIOから
映像をコピーした場合、イベントと
してAVHDDトラックに追加されま
す。

インデックス
MotionDV STUDIOでは入力テー
プの映像の内容に目印 (インデック
ス) を付けることができます。
再生しているテープの内容を見なが
ら任意の位置にインデックスをつけ
たり、自動的にシーンの変わり目を
検出して、インデックスを付けると、
インデックスをもとに取り込んだり、
テープ編集をすることができます。
インデックス情報はMot ionDV
STUDIO側の情報として管理されま
すので、実際のテープ映像には、何
も付きません。ただしDVハードディ
スクモードでお使いの場合は、イン
デックス情報はDVハードディスクエ
ディター側にも反映されます。

エフェクト
ノンリニア編集ならではのデジタル
処理による多彩なエフェクト（特殊
効果）を使うことができます。
ビデオクリップは、レンダリングと
呼ばれる、パソコン上での演算処理
（デジタル処理）をすることにより、
特殊効果の入った映像になります。

か行

ガンマ
タイトラーで静止画を配置したとき
に、明るさ、コントラスト、ガンマ
の値を設定して、色合いを調整する
ことができます。
ガンマとは画像の階調 (ある色が別
の色に変化していく段階のこと) が
どのように変化しているかを表す数
値です。
[ガンマ] を調整すると、画像の最も
明るい色と最も暗い色は変えずに画
像の明暗の中間部分の明るさを変え
ることができます。ガンマは値が大
きいほど明るい画像になります。
[明るさ]を調整すると、画像全体を
明るくしたり、暗くすることができ
ます。
[コントラスト]を調整すると、明る
いところはより明るくし、暗いとこ
ろはより暗くして、画像全体がくっ
きりした印象になります。

キャリブレーション
MotionDV STUDIOからデジタルビ
デオ機器を制御するときに微妙なタイ
ミングのずれなどがあると、録画した
テープに未録画部分ができたり、映像
の一部が切れてしまいます。そこで、
接続した機器でテスト録画し、最適な
録画タイミングを判断します。その結
果が登録されると、タイミングのずれ
がなくなり、最適な映像が録画できま
す。このようにデジタルビデオ機器の
特性を補正し、最適な録画ができるよ
うに調整することをキャリブレーショ
ンといいます。
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さ行

シナリオ
DVハードディスクエディターのシー
ンを選んで (登録した) 並べたものを
シナリオと呼んでいます。シナリオ
のシーンを並べ換えたり、特殊効果
をかけて編集を行います。
MotionDV STUDIOではAVHDDト
ラックにイベントが表示され、編集
トラックにシナリオが表示されます。
AVHDDトラックのイベントから必
要なシーンをを編集トラックに配置
するとシーンが登録され、シナリオ
に新たなシーンが追加されます。

シーン
DVハードディスクエディターの映像
をMotionDV STUDIOで編集する場
合に、使用する場面のことです。シー
ンの先頭がアイコン表示されます。

素材映像
編集に使う元映像のことを素材映像
といいます。DVハードディスクエデ
ィターでの編集ではDVハードディス
クエディターの全映像が素材映像に
なります。MotionDV STUDIOでは
AVHDDトラックには素材映像にイ
ンデックスを付けて区切られたシー
ン (イベント) 表示され、ここから任
意のシーンを選ぶことで編集を行い
ます。
ビデオクリップを配置したときはま
ず素材映像にイベントとしてコピー
されてから、シナリオに追加されま
す。

た行

タイムコード
時、分、秒、フレーム (1秒は約30
フレーム) で表される時間データの
ことです。00:00:00:00を起点と
して表示され、リセットできないた
め、映像の絶対位置を知ることがで
きます。
テープに映像を記録すると、同時に
テープ上のサブコードにタイムコー
ドが記録されていきます。途中まで
記録されているテープでは、そこか
ら続けてタイムコードが記録されま
す。ただし、テープの途中に無記録
部分があると、タイムコードが再び
ゼロから記録されます。
MotionDV STUDIOはタイムコード
をもとに取り込み、編集していますの
で、タイムコードが正確でないと、う
まく編集できません。テープの映像を
取り込んだり、テープ編集する場合は
タイムコードが連続して記録されてい
る (ブランクのない) テープを使って編
集してください。

な行

ノンリニア編集
映像や音声のデータを、パソコンの
ハードディスクに取り込み (記録) 、
パソコン上で編集を行う方法です。
ビデオテープのような線型 (リニア)
の記録媒体を使用しないことからノ
ンリニア編集と呼ばれています。
MotionDV STUDIOでDV端子から
デジタルビデオ機器の映像を取り込
み、順序を入れ換えたり、特殊効果
を入れる編集がノンリニア編集です。
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は行

ハイブリッド編集
ノンリニア編集とテープ (リニア) 編
集を組み合わせた編集方法です。
長時間の映像はテープ編集、特殊効
果やタイトルを入れたいところでは
ノンリニア編集というように両方の
長所を生かした編集を行うことがで
きます。

バッチキャプチャー
テープ映像のシーンを複数指定し、
一度に取り込む (キャプチャー) こと
です。マークイン/アウトを付けて取
り込む場合やインデックスをもとに
取り込む場合などにバッチキャプチ
ャーをすることができます。

フレーム
ビデオの映像は、映画のフィルムと
同じように静止画を連続して表示さ
せ、動きを作っています。NTSC方
式 (日本、米国、カナダなどで採用
されている放送方式)の場合、静止画
は1秒間に約30枚表示され、その静
止画1枚のことをフレームといいま
す。(2フィールドが1フレームにな
ります)
NTSC方式のタイムコード1フレー
ムは約1/30秒になります。

ら行

リニア編集 (テープ編集)
デジタルビデオテープなどの線型
(リニア) の媒体に録画して編集を行
います。編集したいシーンをさがす
のに早送り、頭出し、再生などをす
るため時間がかかりますが、ハード
ディスクの容量を気にせず長時間の
編集をすることができます。
MotionDV STUDIOでは2台のデジ
タルビデオ機器を接続し、パソコン
で制御しながらリニア (テープ) 編集
を行うことができます。

レンダリング
ビデオクリップにタイトルやフェー
ド、オーディオミックスなど特殊効
果を使って、一つのビデオクリップ
にまとめる処理のことをレンダリン
グといいます。レンダリングをする
と、AVIファイルとして保存され、
ビデオテープなどの媒体に録画でき
るようになります。
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用語解説

アルファベット

AVI
Audio Video Interleaveの略で、映
像と音声のデータを同期させたデー
タ形式です。拡張子は [.AVI] です。
タイトラーで作ったタイトルを
MotionDV STUDIOで使用するた
めには、AVI形式で保存する必要が
あります。

BMP
BitMapの略で、Windowsでは最も
一般的に使われている画像形式です。
拡張子は [.BMP]です。

DV端子
デジタルビデオ機器の映像・音声デー
タの入力/出力を行うための端子です。
映像・音声データはDVケーブルを通
じてデジタル信号のまま送られるた
め、映像をコピーしても画質や音質
の劣化が少なくなります。また、機
器の状態により信号の流れる方向を
自動的に判断するので、従来の映
像・音声コードのように入力/出力に
応じて端子をつなぎ変える必要はあ
りません。
MotionDV STUDIOはDV端子どう
しをDVケーブルで接続して編集して
いますので、高品質な編集が行えま
す。
DV端子はi.LINK端子とも呼ばれてい
ます。

JPEG
カラー画像のうち、人間の目ではわか
らない程度に色データを間引いたデー
タ圧縮方式です。JPEGというのは、
Joint Photographic Expert Group
の略で、この圧縮形式を開発した委員
会の名称からきています。

HSV
色相 (Hue)、彩度 (Saturation)、
明度 (Value) の値を設定して色を表
現する、加法混色の色表現です。色
相とは色合いのことで、HSV方式
では赤、黄、緑、青、紫を順に並べ
て輪を作り、赤を0度として角度で
色合いを指定します。
彩度は色の鮮やかさのことで、明度
は色の明るさのことです。この3つ
の値を設定すると色が決まります。

RGB
光の3原色の赤 (R)、緑 (G)、青 (B)
の混合比で色を表現する方法です。
R=0、G=0、B=0は黒を表し、
R=255、G=255、B=255は白を
表すというように色を足すほど白に
近づく加法混色です。(フルカラーの
場合)
タイトラーなどで色を作るときはR、
G、Bの値を設定して色を決めます。

WAVE
P CM音声のファイル形式です。
Windowsの標準形式で、Windows
98に付属のサウンドレコーダーを使
うと簡単にWAVEファイルが作成でき
ます。拡張子は[.WAV] です。
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アイコン表示 ･･････････20､38
アイコン表示･･････････････126
頭出し ････････････････････23
アニメーション ････････････86
アンカーポイント･･････87､198
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入力テープモード ･･････････20
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ノンリニア編集 ･･････････6､26

ハイブリッド編集 ･･････････72
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ビデオエフェクト ･･････････52
ビデオエフェクト･･････････138
ビデオクリップ ････････････36
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はDVハードディスクモード
に限定されるページです。
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DVインターフェースカードの付け外し方法についてはお使いのパソコンによって
違います。パソコンの説明書をよくお読みください。

 DV Interface
 CARD

 DV Interface
 CARD

DVイ
ンター

フェー
スカー

ド 

DVイ
ンター

フェー
スカー

ド 

VFA0313
VFA0313

カードのドライバーをインストールする

DVインターフェースカードの装着

204

ラベル面を上に
して入れます。

パソコンの起動後に、PCカードス
ロットにまっすぐ奥まで入れる
ドライバーのインストール画面が表示
されます。
(すでにドライバーがインストール済みの場
合は、インストール画面は表示されません）

[次へ] をクリックする

[次へ] をクリックする
「使用中のデバイスに最適なドライバを
検索する」 が選ばれていることを確認
してください。

チェックをすべて外して、[次へ]
をクリックする
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[次へ] をクリックする

[完了] をクリックする
ドライバーのインストールが完了しま
した。

カードのドライバーをインストールする

ドライバーのインストール

[次へ] をクリックする
[更新されたドライバ] が選ばれているこ
とを確認してください。



ドライバーが正常にインストールされているか確認します。

[マイ コンピュータ] を右クリック
して [プロパティ] を選ぶ
[システムのプロパティ] が開きます。

[デバイスマネージャ] タブをクリッ
クする

[1394 バスコントローラ] のアイコ
ンをダブルクリックする

[NEC FireWarden OHCI Compliant
IEEE 1394 Host Controller] と表示
されていれば、正常にインストールさ
れています。

インストールを確認する

ドライバーのインストール

206
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PCI CardBus性能アップソフトをインストールすると、MotionDV STUDIO使用
時に画像の転送能力を向上できます。

[スタート]→[ファイル名を指定して実
行] を選び､｢D:¥DVCARD¥SETUP｣
(CD-ROMドライブがD:の場合) と入
力し、[OK] をクリックする
[PCI CardBus 性能アッププログラム
セットアップ] 画面が表示されます。

[OK] をクリックする

PCI CardBus性能アップソフトのインストール

ドライバーのインストール

[OK] をクリックする
PCI CardBus 性能アップソフトのイン
ストールは完了しました。

MotionDV STUDIOのCD-ROM
を入れる
セットアッププログラムが起動します
ので、[キャンセル] をクリックし、 [中
止] をクリックしてセットアッププログ
ラムを中止します。

重要

必ず、MotionDV STUDIOを
インストールした後にインス
トールしてください。インス
トールしないと、MotionDV
STUDIO使用時にエラーを起
こす場合があります。



実際の接続方法については12ページ、122ページ (DVハードディスクモード) を
お読みください。

DVケーブルの6ピン側 をDVイン
ターフェースカードの端子に接続
し、4ピン側をデジタルビデオ機
器に接続する
デジタルビデオ機器の電源を入れ、パ
ソコンを起動してから接続してくださ
い。

使用しているアプリケーションをす
べて終了し、カードに接続されてい
るDVケーブルを抜く
DVケーブルはコネクター部を持って抜
くようにしてください。

[OK] をクリックし、カードを外す
カードを外すことができます。
取出しボタンを押し、カード側面のくぼ
んだ部分を押さえながら抜いてください。

カードの外しかたはパソコンによって異
なります。パソコンの説明書をお読みく
ださい。

DVケーブル (4-6ピン) を使って接続する

デジタルビデオ機器を接続する

208

タスクバー右のPCカードアイコン

｢ ｣ を ク リ ッ ク し 、 [ N E C

Firewarden OHCI Compliant
IEEE 1394 Host Controller の中
止] を選ぶ

カードをパソコンから外す
DVインターフェースカードを外すときは、以下の手順で行ってください。

お願い

実際に接続する前に、必ず
209ページの ｢カード接続
時のお願い｣ をお読みくだ
さい。
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使用上のお願い

お願いとヒント

DVインターフェースカード
インターフェース ：PC Card Standard準拠　CardBus対応

(カード形状はType Ⅱ)
i.LINK端子数 ：6ピン×2ポート
転送速度 ：最大400Mbps
電源 ：DC 3.3 V
消費電流 ：約300mA
動作温度/湿度：10～35℃/20～80% (ただし結露しないこと)
外形寸法 ：幅54×奥行127×高さ5mm

(i.LINKコネクター部分の高さは約15mm)
質量 ：約55 g

仕様

■カード接続時のお願い

i.LINK端子が搭載されているパソコ

ンにDVインターフェースカードを装
着してビデオ編集を行うと、デジタ
ルビデオ機器の接続位置の確認メッ
セージが表示されます。接続に応じ
て、[はい] または [いいえ] を選択し
てください。

DVケーブルなどを接続した状態でカ

ードをパソコンに付けないでくださ
い。故障の原因となります。

カードを挿入するときはカードの向

きをお確かめください。間違って挿
入するとカードやパソコンの故障の
原因となります。

パソコンにデジタルビデオ機器 (や

DVハードディスクエディター) を2
台接続する場合はDVインターフェー
スカードの2つの端子をお使いくだ
さい。パソコンに搭載されている
i.LINK端子とカードの端子をそれぞ
れ1つずつ使って編集することはで
きません。

PCカードスロットが2段あるパソコン

をお使いの場合、本カードは上側のス
ロットに付けてください。下側に付け
ると、他のPCカードを挿入できませ
ん。(ただし、他のPCカードの形状に
よっては本カードと併用できない場合
があります)

本カードを2つ同時に取り付けること

はできません。

■カード使用/保管時のお願い

カードをぬらしたり、曲げたり、落

としたり、強い衝撃を与えないでく
ださい。

カードを高温になるところや直射日

光のあたるところ、ちりやほこりの
多い場所に置かないでください。

カードを分解したり、改造したりし

ないでください。

お使いのパソコン、ご使用の環境に

よっては、画像が正常に表示されな
い場合があります。

PCI CardBus性能アップソフトをア

ンインストールするには以下の手順
で行ってください。
1 [スタート]→[設定]→[コントロー
ルパネル] を選ぶ

2 [アプリケーションの追加と削除]
をダブルクリックする

3 [PCI CardBus 性能アッププロ
グラム]を選び、[追加と削除] を
クリックする

4確認のメッセージが表示された
ら、[OK] をクリックする
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修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証とアフターサービス よくお読みください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
● 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
● その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(別添付)･･･

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお
読みのあと、保存してください。

■修理を依頼されるとき
この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続を外して、お買い上げの販売店へご連絡くだ
さい。

● 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品
に保証書をそえてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
は、修理に使用した部品および補助材料代です。
は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。出張料

部品代
技術料

保証期間：お買い上げ日から本体1年間　※｢本体｣ にはソフトウェアの内容は含みません

ただし、VW-DMDVS1 (DV動画編集ソフト) は保証対象外とさせてい
ただきますので、保証書は添付されておりません。

365日／受付9時～20時�

お 客 様 ご 相 談 セ ン タ ー �

フリーダイヤル �
(料金無料 )

ナショナル／パナソニック�

パ ナ は � 3 6 5 日 �

0120-878-365

Help  desk  for  foreign  residents  in  Japan�
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo  (03) 3256 - 5444                    Osaka  (06) 6645 - 8787

  使いかた・�
お買い物の�
ご相談は�
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沖 縄 地 区 �

北 海 道 地 区 � 近 畿 地 区 �

中 国 地 区 �

東 北 地 区 �

首 都 圏 地 区 �

四 国 地 区 �

九 州 地 区 �

中 部 地 区 �

●お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。�
　呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。�
●携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。�
　（ナビダイヤルはご利用頂けません）�

修 理 ご 相 談 窓 口 �
ナショナル／パナソニック�

ナビダイヤル�
（全国共通番号）� 0570-087-087

パ ナ � パ ナ �

修理の�
ご相談は�

札幌�

旭川� 函館�

滋賀�

京都�

大阪�

奈良�

鳥取�

米子�

松江�

出雲�

香川� 高知�

福岡�

沖縄�    (098)877-1207浦添市城間4丁目23-11

佐賀�

長崎�

天草�

大分�

鹿児島�

宮崎�

大島�

徳島� 愛媛�

高松市勅使町152-2 南国市岡豊町中島331-1

徳島県板野郡北島町�
鯛浜字かや108

松山市土居田町750-2
   (087)868-9477    (088)866-3142

   (088)698-1125
   (089)971-2144

岡山�

広島�

山口�

鳥取市安長295-1

米子市米原4丁目2-33

松江市西津田2丁目10-19

出雲市渡橋町416

岡山県都窪郡早島町�
矢尾807

広島市西区南観音8丁目�
13-20

山口市鋳銭司�
字鋳銭司団地北447-23

   (0857)26-9695

   (0859)34-2129

   (0852)23-1128

   (0853)21-3133
浜田�浜田市下府町327-93

   (0855)22-6629

   (086)292-1162

   (082)295-5011

   (0839)86-4050

和歌山�

兵庫�

守山市勝部6丁目2-1

京都市南区上鳥羽石橋町�
20-1

大阪市北区本庄西1丁目�
1-7

大和郡山市椎木町404-2

和歌山市中島499-1

神戸市中央区琴ﾉ緒町�
3丁目2-6

   (077)582-5021

   (075)672-9636

   (06)6359-6225

   (0743)59-2770

   (0734)75-1311

   (078)272-6645

秋田�

岩手�

青森�

山形�

福島�

宮城�

秋田市御所野湯本2丁目�
1-2

盛岡市羽場13地割30-3

青森市大字八ッ役字矢作�
1-37

山形市流通センター�
3丁目12-2

福島県安達郡本宮町�
字南ﾉ内65

仙台市宮城野区扇町�
7-4-18

   (018)826-1600

   (019)639-5120

   (0177)39-9712

   (023)641-8100

   (0243)34-1301

   (022)387-1117

栃木�

群馬�

水戸�

つくば�

埼玉�

千葉�

石川� 名古屋�

富山�

福井�

長野�

静岡�

岐阜�

岡崎�

高山�

三重�

石川県石川郡野々市町�
稲荷3丁目80

名古屋市瑞穂区塩入町�
8-10

富山市寺島1298

福井市開発4丁目112

松本市大字笹賀7600-7

静岡市西島765

岐阜県本巣郡北方町�
高屋太子2丁目30

岡崎市岡町南久保28

高山市花岡町3丁目82

久居市森町字北谷1920-3

   (076)294-2683    (052)819-0225

   (076)432-8705

   (0776)54-5606

   (0263)58-0073

   (054)287-9000

   (058)323-6010

   (0564)55-5719

   (0577)33-0613

   (059)255-1380

東京�

山梨�

神奈川�

新潟�

宇都宮市御幸町194-20

高崎市萩原町沖中205-18

水戸市柳河町309-2

つくば市花畑2丁目8-1

桶川市赤堀2丁目4-2

千葉市中央区星久喜町172

東京都世田谷区宮坂�
2丁目26-17

甲府市下飯田2丁目1-27

横浜市港南区日野5丁目�
3-16

新潟市東明1丁目8-14

   (028)689-2555

   (027)352-1109

   (029)225-0249

   (0298)64-8756

   (048)729-2102

   (043)208-6034

   (03)5450-7431

   (0552)22-5171

   (045)840-3155

   (025)286-7725

帯広�札幌市厚別区厚別南�
2丁目17-7

旭川市2条通21丁目�
左1号�

函館市西桔梗589番地241�
（函館流通卸センター内）�

帯広市西19条南1丁目�
7-11

   (011)894-1251

   (0166)31-6151    (0138)48-6631

   (0155)33-8477

熊本�春日市春日公園3丁目48

佐賀市本庄町大字本庄�
896-2

長崎市東町1949-1

本渡市港町18-11

大分市萩原4丁目8-35

鹿児島市与次郎1丁目�
5-33

宮崎県宮崎郡清武町�
下加納366-2�
�

名瀬市矢之脇町10-5

熊本市健軍本町12-3
   (092)593-9036

   (0952)26-9151

   (095)830-1658

   (0969)22-3125

   (097)556-3815

   (099)250-5657

   (0985)85-6530

   (0997)53-5101

   (096)367-6067

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。� 0100
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｢MotionDV STUDIOのインストール｣ の手順9 (P11) で表示される使用許諾補足契約書の日本語訳です。よくお
読みの上インストールしてください。

下記の使用許諾契約書をお読みください。「Page Down」キーを押して本契約書の他の部分をご確認ください。

マイクロソフトソフトウェアのエンドユーザー使用許諾補足契約書

重要：以下のライセンス契約書を注意してお読みください－「オンライン」または電子文書を含むこれら
のMicrosoft Corporation（以下「マイクロソフト」といいます）オペレーティングシステム・コンポ
ーネント（以下「OSコンポーネント」といいます）には、お客様が以下に記載された当該Microsoftオ
ペレーティングシステム製品（以下「OS製品」といいます）の使用許諾を得ている契約書（各「エンド
ユーザー使用許諾契約書」以下「使用許諾契約書」といいます）の諸条項および本エンドユーザー使用許
諾補足契約書（以下「本補足契約書」といいます）の諸条項が適用されるものとします。本OSコンポー
ネントをインストール、複製、または他の方法で使用することにより、お客様は当該OS製品の使用許諾
契約書および本補足契約書の諸条項に拘束されることに承諾されたものとします。これらの諸条項に同意
されない場合は、本OSコンポーネントをインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。

注意：お客様が「OS製品」（Microsoft Windows 95、Microsoft Windows 98、Microsoft
Windows NTワークステーション・バージョン4.0および/またはMicrosoft Windows NTサーバー・
バージョン4.0）の正当な使用許諾契約書を保有していない場合は、OSコンポーネントをインストール、
複製、または他の方法で使用する権限がないものとし、お客様は本補足契約書のもとでの権利を保有しな
いものとします。

本補足契約書において、別の定義がされていない用語は、当該OS製品の使用許諾契約書の用語に与えら
れた意味を有するものとします。

一般。OSコンポーネントは、当該OS製品の既存の機能を更新したり、補足したり、または置き換える
目的でマイクロソフトによってお客様に提供されます。お客様のOS製品がWindows NTサーバーのバー
ジョンである場合、OSコンポーネントは「クライアントソフトウェア」とみなされます。当該OS製品
に対するOS製品の使用許諾契約書の諸条項（参照事項別に本補足契約書中に記載されます）および本補
足契約書に記載された諸条項をすべてお客様が遵守するという前提の下に、マイクロソフトはこれら諸条
項に基づいてOSコンポーネントの使用をお客様に許諾するものとします。本補足契約書の条項が当該
OS製品の使用許諾契約書の条項と矛盾する場合、OSコンポーネントに関しては本補足契約書の条項の
みが適用されるものとします。

その他の権利と制限

お客様が正当な使用許諾を得た複数の当該OS製品のコピーを所有している場合、 OS製品の正当な使
用許諾を得たコピーが使用されているお客様の全てのコンピューター上で当該OS製品の一部としてOS
コンポーネントのコピーを１部複製、インストール、使用することができますが、お客様が上記の諸条項
に従ってOSコンポーネントの追加コピーを使用することを条件とします。当該OS製品の正当な使用許
諾を得た各コピーについて、お客様はOSコンポーネントが事前にインストールされたのと同じコンピュ
ーター上でOSコンポーネントの保存、もしくは再インストールの目的のためにのみOSコンポーネント
の追加コピーを１部複製することもできます。マイクロソフトは、OSコンポーネントに対するすべての
権利、タイトル、利害関係を保持します。明白に譲渡されていない権利はすべてマイクロソフトによって
保有されるものとします。

OSコンポーネントには、アプリケーションが１台のコンピューターにしかインストールされていなく
ても、複数のコンピューター間でアプリケーションを共有できる技術が含まれている場合があります。お
客様は、複数ユーザー間の会議のために、すべてのマイクロソフトアプリケーション製品について、この
技術を利用することができます。マイクロソフト以外のアプリケーションについては、付属の使用許諾契
約書を参照されるか、アプリケーションの共有が認められているか否か許諾者に確認してください。

当該OS製品がマイクロソフトまたはその全額出資子会社によってお客様にライセンス供与された場合、
OSコンポーネントが当該OS製品の使用許諾契約書の限定保証条項の範囲内でお客様にライセンス供与
されていることを前提として、当該OS製品の使用許諾契約書に記載された限定保証（もしあれば）が
OSコンポーネントに適用されます。ただし、本補足契約書によって限定保証の与えられる期間は延長さ
れません。

マイクロソフトエンドユーザー使用許諾補足契約書について
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当該OS製品がマイクロソフトまたはその全額出資子会社以外の企業によってお客様にライセンスが供与
された場合、マイクロソフトは下記の通り、OSコンポーネントに関するあらゆる保証を否認します。

保証の否認。準拠法によって容認される範囲内で、マイクロソフトおよびそのサプライヤーはお客様に
OSコンポーネントおよび（もしあれば）OSコンポーネントに関連したサポートサービス（以下「サポ
ートサービス」といいます）を現状のまま、瑕疵を問わない条件で提供します。そして、マイクロソフ
トおよびそのサプライヤーは、明示的か黙示的かを問わず、また法律に定められているか否かを問わず、
OSコンポーネントおよびサポートサービスについて、あらゆる保証および条件を否認するものとします。
それは以下の、または以下に関連する保証（もしあれば）または条件を含みますが、これに限定されま
せん。権原、権利侵害のないこと、商品性、特定目的に対する適合性、無ウイルス性、応答の正確性ま
たは完全性、結果、過失のないことまたは技術的労力が不要なこと、安心して使用し、所有できること、
また記載された通りであること。OSコンポーネントおよびサポートサービスの使用または性能から生じ
るすべてのリスクは、お客様が負うものとします。

付随的損害、間接的損害、その他の特定損害の賠償責任免除。準拠法によって容認される範囲内で、マ
イクロソフトまたはそのサプライヤーは、マイクロソフトまたはそのサプライヤーが損害発生の可能性
を知らされていたとしても、以下に掲げる損害（これらの損害を含むがそれに限定されない）に対する
特定的、付随的、または間接的損害賠償について一切責任を負わないものとします。OSコンポーネント
またはそのサポートサービスを利用したこと、または利用できないことによって生じたかそれに関連し
て生じた、あるいは本補足契約書の規定に基づいて、またはそれに関連してサポートサービスを提供し
たこと、または提供できないことによって生じたか、それに関連して生じた（利益の損失、機密情報や
その他情報の消失、業務の中断、人身事故、プライバシーの侵害、義務の不履行（誠実の義務又は相当
な注意義務を含む））、過失およびその他の金銭上のまたはその他一切の損害。

責任および補償の制限。お客様のこうむった損害（上に記載したあらゆる損害及びあらゆる直接的損害
または全般的損害が無制限に含まれる）がいかなる理由によるものであっても、本補足契約書の規定に
基づくマイクロソフトおよびそのサプライヤーの全ての責任、および上記の全ての損害に対してお客様
の受ける一切の補償は、OSコンポーネントに対してお客様が実際に支払われた金額か5.00米ドルの何
れか大きい額に制限されるものとします。補償が本来の目的を達していない場合であっても、上記の制
限、免除、否認は、準拠法によって容認される最大限度適用されるものとします。

本使用許諾契約書のすべての条項に同意しますか。「No」を選択すると、インストールが終了し、実行中のプログ
ラムが閉じます。インストールするためには、本契約書への同意が必要です。

● Microsoft®Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
● その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
● Intel®、Celeron™はIntel Corporationの商標または登録商標です。

● 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
● 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
● 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。

マイクロソフトエンドユーザー使用許諾補足契約書について
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このソフトウェア製品については下記の「ソフトウェア使用許諾書」に同意していただけることが使用の条件となっており
ます。お手数ではございますが、ディスクの包装を開封される前に「ソフトウェア使用許諾書」を十分にお読みください。
ディスクの包装を開封された場合にはお客様が「ソフトウェア使用許諾書」に同意いただいたものとさせていただきます。

開封前に必ずお読みください

ソフトウェア使用許諾書

1 権利
お客様は松下電器産業株式会社より以下の条件に基づき、本ソフトウェア（「MotionDV STUDIO」
およびそのマニュアルに記録または記載された情報のことをいいます）を日本国内で使用する権利
の承諾をうけますが、著作権がお客様に移転するものではありません。著作権は、松下電器産業株
式会社および松下電器産業株式会社へのライセンス許諾者が所有します。

2 第三者の使用
お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡、
頒布、貸与あるいは使用などをさせることはできません。

3 コピーの制限
本ソフトウェアのコピーは保管（バックアップ）の目的のために限り、機械読みとり可能な形式で
1部のみを行うことができます。お客様は本ソフトウェアの複製物上に本ソフトウェアに表示され
ているものと同一の著作権表示を行ってください。

4 使用コンピューター
本ソフトウェアはそれぞれのコンピューター1台に対してのみの使用とし、それ以上のコンピュー
ターで使用することはできません。

5 解析、変更および改造
本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行ったり、第三者に行わせたりすることはできません。
このようなお客様の行為から、本ソフトウェアに何らかの欠陥、またはお客様に損害が生じたとして
も、弊社、弊社へのライセンス許諾者および販売店等では一切の責任を負いません。

6 ネットワーク
ネットワーク上で、本ソフトウェアを使用したり別のコンピューターへ伝送することはできません。

7 アフターサービス
お客様がご使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社の指定する窓口まで電話でお問
い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り
(バグ) や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。ただし、これには付属のご愛用者
登録カードによるご愛用者登録がなされていることが必要です。

8 免責
本ソフトウェアに関して弊社、弊社へのライセンス許諾者および販売店などは何等の保証を行うも
のではありません。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたハードウェアなどの不具合を含むお客
様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社、弊社へのライセンス許諾者お
よび販売店などはその責任を負いません。
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