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表記について

■ 本書に記載されていない情報が記載される場合がありますので、ディスクに添付のテキストファイルも必ず

お読みください。

■ 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。

■ 本書はパソコンの基本的な操作を行うことができる方を対象に書れています。特に記載の無い操作について

は、一般的なパソコンの操作と同じように行ってください。

■ 本書ではMicrosoft® Windows®2000 operating systemおよびMicrosoft® Windows®  XP operating systemを

Windows 2000、Windows XP (Home EditionおよびProfessionalの総称)と表記します。

警告

■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタに表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪

失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる

体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられる

方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画に関わらず個人

として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であって

も複製が制限されている場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は弊社では一切負いか

ねますのでご注意ください。
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はじめに

使用許諾契約について

本製品をご利用いただくには、この使用許諾契約書の内容にご同意いただく必要があ

ります。ソフトウェアのセットアップ時に表示される使用許諾契約にご同意いただけ

ない場合や、ご不明な点がありましたら、本書以外のパッケージを開封せずに下記カ

スタマーサポートまで書面にてご連絡ください。

このソフトウェア使用許諾契約は、お客様がセットアップを実行された時点で内容に

ご同意いただいたものとさせていただきます。

カノープスカスタマーサポート

〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-2 カノープス株式会社 カスタマーサポート宛

ご使用に当たっての留意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特

別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその

責任を負わないものとします。

製品本来の使用目的及び、当社が提供を行っている使用環境以外での動作は保証いた

しかねます。CPUなどを定格外でご使用の場合、本製品の動作保証は一切いたしかね

ます。

本製品を使用して他人の著作物（例：CD・DVD・ビデオグラム等の媒体に収録されてい

る、あるいはラジオ・テレビ放送又はインターネット送信によって取得する映像・音声）

を録音・録画する場合の注意点は下記の通りとなります。

● 著作権上、個人的又は家庭内において著作物を使用する目的で複製をする場合を

除き、その他の複製あるいは編集等が著作権を侵害することがあります。収録媒

体等に示されている権利者、放送、送信、販売元または権利者団体等を介するな

どの方法により、著作者・著作権者から許諾を得て複製、編集等を行う必要があ

ります。

● 他人の著作物を許諾無く複製または編集して、これを媒体に固定して有償・無償

を問わず譲渡すること、またはインターネット等を介して有償・無償を問わず送

信すること（自己のホームページの一部に組み込む場合も同様です）は、著作権

を侵害することになります。

● 本製品を使用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきまして

は、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
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パッケージ内容の確認

Jet Visionのパッケージの中に以下の付属品が入っていることを確認してください。

製品の梱包には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたら、下

記カスタマーサポートまでご連絡ください。

カノープスカスタマーサポート

電話: 078-992-5846 (※月曜～金曜　10:00～12:00/13:00～17:00　土日祝日および当社指定休日を除く)

■Jet Vision付属品

□ディスク

□マニュアル

・Jet Visionユーザーズマニュアル(本書）

□ユーザー登録カード・ユーザー登録控え

本製品に関するさまざまなサービスをお受けいただくために、ぜひユーザー登録を

行ってください。ご登録いただけていない場合には、一部のサービスについてお受け

いただけないものがございます。

ユーザー登録カードの各項目に必要事項を記入し、ユーザー控えの部分を切り離して

切手を貼らずにポストへ投函してください。切り離したユーザー控えは、ご購入いた

だきました製品の所有者であることを証明するものになりますので、本書と併せて大

切に保管してください。また、本製品は当社ホームページにおいてオンラインユー

ザー登録も承っております。詳しくはオンラインユーザー登録ページ(http : / /

www.canopus.co.jp/tech/regist.htm)をご覧ください。

当社ホームページについて

Jet Visionをはじめとする当社最新情報をホームページ(http://www.canopus.co.jp)

にて発信しています。当社製品の最新のドライバ、ユーティリティ、アプリケーショ

ン、製品マニュアル(PDF形式)、FAQなどを公開していますので、当社ホームページ

を是非アクセスいただき快適なパソコン環境を実現してください。
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動作環境の確認

パソコン本体について

以下の条件を満たしている場合でも、パソコン本体の問題によって正常に動作しない

場合があります。以下に書かれている条件を満たしているすべてのパソコンでの動作

を保証しているものではありません。

■必要な動作環境
本製品をお使いいただくために最低限必要な環境です。

・ CPU Intel PentiumⅢ 800MHz以上(1GHz以上を推奨)

・ メモリ 256MB以上

・ 対応機種 ADVC-200TV

DVTX200

・ ハードディスク インストール時に40MB以上の空きがあり、ATA66以上の転

送速度を持つものが必要

・ ディスプレイカード 1024x768以上の解像度をHighColor以上で表示でき、DirectDraw

のオフスクリーンによるオーバーレイに対応したもの

・ サウンド 48kHz ステレオ再生をサポートしたもの

・ その他 DirectX8.0以上

ADVC-200TVと併用する場合には、パソコン側にIEEE1394

OHCI機能が必要です。

ホイールマウスの使用を推奨

※ 録画時は1分あたり230MBの空きが必要です。

本製品をお使いいただく前に、パソコン本体がJet Visionをインストールしてお使

いいただけるものであるかどうかを確認してください。

対応OS環境

● マイクロソフト Windows 2000 Professional日本語版+サービスパック3以上

● マイクロソフト Windows XP Home Edition/Professional日本語版+サービスパック1



5



6

インストール

アプリケーションの一括インストール

Jet Visionに関連するアプリケーションを一括でインストールします。

Windows 2000/Windows XP とも同様の手順でインストールを行います。ここでは、

Windows XP環境へのインストールを例に説明します。

※ インストール作業を行う場合は、システム設定の変更を行える資格を持つユーザーID

(Administrator、コンピュータの管理者等)でログオンしてください。

※ インストール作業を行う前に、現在起動しているすべてのアプリケーションや常駐ソフ

トウェアを終了してください。

『Jet Vision Application CD』をCD-ROMドライブにセットしてください。1

すべてのインストールが終了するまで、『Jet Vision Application CD』をCD-

ROMドライブから取り出さないでください。

2 CD-ROMが自動起動し、右の画面

が表示されます。

※ CD-ROMが自動起動しない場合は、エ

クスプローラ等でCD-ROMを挿入し
たドライブを選択し、[SetupMgr.exe]

を実行してください。
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3 [次へ]をクリックしてください。

4 使用許諾契約が表示されますの

で内容をよくお読みの上、同意

される場合のみ[はい]をクリッ

クしてください。使用許諾契約

に同意されない場合は[いいえ]

をクリックし、インストール作

業を中断して当社カスタマーサ

ポートまで書面にてご連絡くだ

さい。

※ 使用許諾契約に同意されない場
合、本ソフトウェアはお使いいた

だけません。

5 [次へ]をクリックしてください。

※ インストール先のフォルダを変
更する場合は[参照]をクリック

し、フォルダを指定してください。

6 [次へ]をクリックしてください。

※ iEPG予約録画機能を使用する場

合は、必ずチェックを付けてくだ

さい。

※ あとでJet Schedulerで設定する

こともできます。

→ ファイルのコピーを開始します。
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7 [リリースノートを読む]にチェッ

クを付け、[完了]をクリックして

ください。

※ リリースノートには、マニュアル
に記載されていない事項が記載

されている場合があります。イン

ストール時には必ずお読みくだ
さい。

8 QuickTime 5.0のセットアップ画

面が起動します。

→ [次へ]をクリックし、画面の内容
にしたがってインストールして

ください。

※ QuickTime 5.0またはそれ以上の
バージョンを既にインストール

している場合は、[キャンセル]を

クリックしてください。

[基本的なインストール]を

選択し、[次へ]をクリック

します。

アイコンを登録するフォル

ダを指定し、[ 次へ] をク

リックします。

Webブラウザのプラグイン

をインストールするディレ

クトリを指定し、[次へ]を

クリックします。

セットアップは完了です。

[閉じる]をクリックします。

ユーザー登録番号は入力

せず、[次へ]をクリックし

ます。

インストール先ディレクト

リを指定し、[ 次へ] をク

リックします。

内容を確認し、[同意しま

す]をクリックします。

[次へ]をクリックします。
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9 [次へ]をクリックしてください。

10 [Jet Vision]にチェックが付いて

いることを確認し、[次へ]をク

リックしてください。

11 [次へ]をクリックしてください。

→ ファイルのコピーを開始します。

12 セットアップ完了ウィンドウが表

示されます。

→ [リリースノートを表示する]に

チェックを付け、[完了]をクリッ
クしてください。

※ リリースノートには、マニュアル等

に記載されていない事項などが記
載されていますので、インストール

時には必ずお読みください。
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13 アプリケーションのセットアップ

完了ダイアログが表示されます。

→ インストール作業は完了です。

※ オンライン登録を行う場合は[は

い]をクリックし、画面の内容にし

たがってオンライン登録を行っ
てください。
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アンインストール
アプリケーションを使用しなくなった場合には、アンインストールすることができま

す。また、アプリケーションのアップデートを行う場合には、アンインストール後に

新しいアプリケーションのインストールを行うようにしてください。ここではWin-

dows XP環境での手順を例に説明します。

※ アンインストールを開始する前に、現在起動しているアプリケーションや常駐ソフト

ウェアを終了してください。

※ アンインストールする場合には、システム設定の変更を行える資格を持つユーザーID

(Administrator、コンピュータの管理者等)でログオンしてください。

[スタート]メニューから[マイコンピュータ]へ進み、システムのタスクか

ら[プログラムの追加と削除]をクリックしてください。1

2 削除できるソフトウェアの一覧

が表示されますので、[Canopus

Jet Vision]もしくは[MPEGソフト

エンコーダ]を選択し、[変更と

削除]をクリックしてください。

※ ここでは[Canopus Jet Vision]を

選択しています。[MPEGソフトエ

ンコーダ]を選択した場合も手順
はほとんど同じです。

3 [削除]を選択し、[次へ]をクリッ

クしてください。

4 ファイル削除確認のメッセージが

表示されますので、[OK]をクリッ

クしてください。

→ アンインストールを開始します。
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アンインストール中に[共有ファイルの検出]ダイアログが表示された場合には、

ご自分の環境にあわせて[はい]もしくは[いいえ]をクリックしてください。

※ 当社製DVノンリニア編集システムをご使用の場合は[いいえ]を選択してください。

5 [完了]をクリックしてください。

6 [閉じる]をクリックしてくだ

さい。

→ アンインストールは完了です。
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ADVC-200TVで『Jet Vision』を使用される場

合はADVC-200TV底面のモード切替ディップス

イッチをPCモードに設定してください。

ディップスイッチの設定後、ADVC-200TV の

POWERスイッチをONにしてください。

DVTX200の場合にはディップスイッチの切り替

えは必要ありません。
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Jet Visionを使用する

Jet Visionの起動

[スタート]から、[すべてのプロ

グラム](Windows 2000環境では

[プログラム])→[Canopus Jet

Vision]と進んで、 『Jet Vision』

を選択してください。

1

2 Jet Visionが起動します。

Jet Visionの動作中、予約録画時間になった場合

Jet Visionの動作中に予約録画時間となった場合には、Jet SchedulerがJet

Visionの終了を促すダイアログを表示します。予約録画時にはJet Visionを

終了するようにしてください。

また、Jet Visionを終了しなかった場合には、予約録画を行うことができま

せん。
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チャンネルを設定する

Jet Visionのチャンネル設定を行います。ここではDVTX200を装着し、地域チャン

ネル設定を行った場合を例に説明しています。

[設定]メニューから[DVTX200のプ

ロパティ]を選択してください。

※ ADVC-200TVの場合は[ADVC-200TV

のプロパティ]と表示されます。

1

2 [ プリセット設定] タブを選択

し、[変更]をクリックしてくだ

さい。

3 お使いの場所にあった[地域区

分]、[都道府県]および[受信地

域]を選択してください。

※ 該当する受信エリアがない場合

は、近い場所を選択してくださ

い。チャンネルはあとから変更、
調整することができます。
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4 設定内容を確認し、[O K ]をク

リックしてください。

5 [OK]をクリックしてください。

プリセットチャンネルは3ページ分36チャンネル登録することができます。

ただし、地域によるプリセットチャンネルの設定はPage1のみ有効となりま

す。Page2、3は個別に登録していただく必要があります。
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チャンネルを追加する

Jet Visionの地域チャンネル設定で自動的に割り当てられなかったチャンネルを追

加登録します。ここではDVTX200を装着した場合を例に説明しています。

[設定]メニューから[DVTX200のプ

ロパティ]を選択してください。

※ ADVC-200TVの場合は[ADVC-200TV

のプロパティ]と表示されます。

1

2 [プリセット設定]タブを選択し、

追加登録したいチャンネルをダブ

ルクリックしてください。

※ ここではプリセットチャネルの

3chに登録する手順を説明します。

3 チャンネル設定ウィンドウが起

動しますので、[受信チャンネル

を割り当てない]のチェックをは

ずしてください。
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4 [受信チャンネル]に放送が受信で

きるチャンネルを指定します。

※ 放送が受信できるチャンネルは、
新聞のテレビ欄などに掲載され

ていますのでご参照ください。

5 [表示名]に放送局名を入力し、

設定内容を確認後[OK]をクリッ

クしてください。

※ 放送局名は英数文字もすべて全

角文字で入力してください。

6 [OK]をクリックしてください。
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プリセットチャンネルを変更する

自動設定されたチャンネルの表示名、受信チャンネルの変更や受信チャンネルの微調

整を行うことができます。ここではDVTX200を装着した場合を例に説明しています。

[設定]メニューから[DVTX200のプ

ロパティ]を選択してください。

※ ADVC-200TVの場合は[ADVC-200TV

のプロパティ]と表示されます。

1

2 [プリセット設定]タブを選択し、

調整を行うチャンネルをダブルク

リックしてください。

3 チャンネル設定ウィンドウが起

動します。

※ ここでは受信チャンネルの微調
整を例に説明しています。
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4 微調整スライダをドラッグし、受

信状態が改善するようにチャンネ

ルの微調整を行います。確認後

[OK]をクリックしてください。

5 [OK]をクリックしてください。



21

テレビを見る

すでにチャンネル設定を行っている場合、Jet Visionを起動するとテレビを見るこ

とができます。

Jet Visionを起動してください。

→ オーバーレイ表示画面にTV放送が表示されます。
1

チャンネルを切り替える

チャンネルを切り替えます。

指定したいチャンネルをクリッ

クしてください。

※ 画面では1chを選択しています。

→ チャンネルが切り替わります。

1

チャンネルをPage1からPage2、またはPage3に切り替えたい場合は　　　ボ

タンをクリックすることで、Page1→ Page2→ Page3の順で切り替わります。

ただし、チャンネルがPage1以外に登録されていない場合にはページは切り替

わりません。



22

録画する

テレビの映像を録画します。

録画したいテレビをオーバーレイ表示画面に表示します。

※ テレビ映像を表示する場合には「テレビを見る」(前頁)を参照してください。
1

2 [ファイル]メニューから[ファイ

ルの設定]を選択してください。

3 ファイルの設定ダイアログが表

示され「保存先」および「保存する

ファイル名」を指定し[保存]をク

リックしてください。

5 録画を停止する場合は[停止]ボ

タンをクリックしてください。

4 [キャプチャ]ボタンをクリックし

てください。

→ 録画を開始します。

長時間の録画を行う場合には[設定]メニューから[参照ファイルにキャプチャ

する]にチェックが付いていることを確認してください。
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録画したファイルを見る

録画した映像を再生します。

[ファイル]メニューから[ファイ

ルの設定]を選択してください。1

2 再生したいファイルを選択し、

[保存]ボタンをクリックしてくだ

さい。

3 [再生/一時停止]ボタンをクリッ

クしてください。

→ ファイルを再生します。
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ファイルの編集-カット編集-

録画した映像の必要な部分を編集し、MPEG形式に変換します。

編集したい録画ファイルを選択

し、再生します。1

2 IN点の設定を行いたい場面で、

[再生/一時停止]ボタンをクリッ

クしてください。

→ ファイル再生を一時停止します。

3 [IN点の設定]ボタンをクリック

してください。

→ IN点を設定します。

4 [再生/一時停止]ボタンをクリッ

クしてください。

→ ファイル再生を再開します。

5 OUT点の設定を行いたい場面で、

[再生/一時停止]ボタンをクリッ

クしてください。

→ ファイル再生を一時停止します。

6 [OUT点の設定]ボタンをクリック

してください。

→ OUT点を設定します。
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7 [プレイリストにIN/OUTを設定]ボ

タンをクリックしてください。

→ プレイリストにIN点とOUT点を設

定したファイルが登録されます。

→ プレイリストに追加登録する場合

は、プレイリストコントローラの

　　 ボタンをクリックしてくだ
さい。

※ [IN/OUTを設定]ボタンをクリッ

クせずに、オーバーレイ表示画面
からプレイリストにドラッグア

ンドドロップすることでも登録

できます。

[IN/OUTを設定]ボタンと　　ボタンの違いについて

[IN/OUTを設定]ボタンはIN点とOUT点の設定を確定するためのボタンで、プ

レイリストに追加登録するボタンではありません。IN点とOUT点を設定した

ファイルを選択した状態で、新たに[IN/OUTを設定]ボタンをクリックすると、

ファイルの情報は上書きされます。

　　ボタンはプレイリスト上にファイルを追加登録するボタンです。

8 他に編集したいファイルを、手順 ①～⑦を参照してプレイリストに登録して

ください。

※ プレイリスト上にファイルを追加登録する場合はプレイリストコントローラの

　　ボタンを、ファイルのIN/OUT点の設定を更新する場合はファイルコントロー
ラの[プレイリストにIN/OUTを設定]ボタンをクリックしてください。

IN点やOUT点の設定を行いたい場面を探す場合、スクロールバーのカーソル

を移動したり、マウスのジョグシャトル機能(p.30参照)で効率よく設定を行

いたい場面を探すこともできます。

プレイリストに登録されたIN/OUT点設定ファイルおよび分割ファイルの取扱

いについて

IN/OUT点設定されたファイルや分割機能を使ったファイルは、元ファイルの

開始・終了点情報を変更したものです。元のファイルから別のファイルを作成

しているのではありませんので、決して元ファイルの削除もしくは同名の別

ファイルにはしないでください。
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10 [エンコード形式設定]ウィンド

ウが表示されます。出力したい

形式、出力したいファイル名を

設定し[OK]をクリックしてくだ

さい。

→ ファイルの変換を開始します。

※ 出力ファイル名を変更したい場

合は　 をクリックし、出力ファ
イルの設定を行ってください。

11 [変換状況]ダイアログが表示さ

れ変換状況を表示します。[変換

状況]ダイアログが消えれば、変

換作業は完了です。

12 キャプチャが完了すると[MPEGの

変換が終了しました]ダイアログ

が表示されますので[O K ]をク

リックしてください。

→ 以上でカット編集は完了です。

9 プレイリスト表示画面内で右ク

リックし[プレイリスト全体を

MPEG変換]を選択してください。

※ ここでは[プレイリスト全体を
MPEG変換]を選択しています。

※ 選択中のファイルのみをMPEG変

換したい場合は、[選択中のファ
イルをMPEG変換]を選択してくだ

さい。

またプレイリスト上のすべての
ファイルをMPEG変換したい場合

には[プレイリスト全体をMPEG変

換]を選択してください。
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画面の見かた

Jet Visionの各画面には、次のような機能があります。

① メニューバー

メニューが表示されます。

② ツールバー

クリックするだけで使用できる機能がツールボタンとして登録されています。

③ オーバーレイ表示画面

映像をオーバーレイ表示します。

④ プレイリスト表示画面

キャプチャファイルを並べて順に再生するためのリストを作成して、この部分に一覧表示し

ます。プレイリストに登録できるのは、最大で100ファイルまでです。

⑤ 情報表示画面

ファイルの情報やステータス情報、タイムコードなどの情報が表示されます。

⑥ ファイルコントローラ

ファイルのコントロールを行います。

⑦ チャンネルコントローラ

チャンネルのコントロールを行います。

⑧ プレイリストコントローラ

プレイリストに関するコントロールを行います。

③ オーバーレイ表示画面
④ プレイリスト

表示画面

⑤ 情報表示画面

⑥ ファイルコントローラ

⑦ チャンネルコントローラ

⑧ プレイリストコントローラ

① メニューバー

② ツールバー

Jet Visionについて
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ファイルコントローラ

ファイルコントロールは、キャプチャやファイル再生など、ファイルの操作に関する

コントロールボタンで構成されています。

■ファイルコントローラの機能

キャプチャボタン

キャプチャを開始します。

停止ボタン

キャプチャまたは再生を停止します。

再生／一時停止ボタン

再生を開始します。再生中にクリッ

クすると一時停止し、一時停止ボタ

ンになります。もう一度クリックす

ると、再生を再開します。

前のクリップボタン

現在のクリップの先頭に移動します。

自動的に一時停止状態になります。

※ 例えばABCの3クリップがプレイリストに登

録されており、リスト再生を行っている場

合に、Bの映像が表示されているところでこ

のボタンをクリックすると、Bの先頭に移動

します。

巻戻しボタン

巻戻しを行います。再生中にクリッ

クすると、-1～-40倍で巻戻し再生

を行います。

前のフレームボタン

現在位置よりひとつ前のフレーム

に移動します。自動的に一時停止

状態になります。

次のフレームボタン

現在位置よりひとつ後のフレームに

移動します。自動的に一時停止状態

になります。

早送りボタン

早送りを行います。再生中にクリッ

クすると、4～200倍で早送り再生を

行います。

次のクリップボタン

現在のクリップの次のクリップの先

頭に移動します。自動的に一時停止

状態になります。

※ 例えばABCの3クリップがプレイリストに登

録されており、リスト再生を行っている場

合に、Bの映像が表示されているところでこ

のボタンをクリックすると、Cの先頭に移動

します。

In点指定ボタン

現在位置をこのクリップのIn点（開

始点）に指定します。

Out点指定ボタン

現在位置をこのクリップのOut 点

（終了点）に指定します。
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プレイリストにIN/OUTを設定ボタン

指定したIn点とOut点で、プレイリ

ストにクリップを登録します。In点

と Out 点を指定しなかった場合は、

In点がクリップの先頭、Out点がク

リップの最後として登録されます。

スクロールバー

スクロールバーには、In点、Out点

がグレーのラインで表示されます。

スクロールバーのカーソルを移動す

ると、ファイルにランダムにアクセ

スできます。

録画したファイルを再生/一時停止中に、オーバーレイ画面上でマウスホイー

ル(マウスの中央ボタン)をクリックすることでシャトルモードに切り替えるこ

とができます。

シャトルモード時にマウスホイールを回転させることで1/4～200倍速、また

は-1/4～ -200倍再生することができます。

通常の再生に戻す場合は、もう一度オーバーレイ画面上でマウスホイールをク

リックしてください。

※ 早送りボタン、および巻戻しボタンは5段階の速度で再生されます。
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情報表示画面

デッキステータス画面には次のような情報が表示されます。

■TV入力時

プリセットチャンネルのページ、chを表

示します。

放送局名を表示します。

ステレオ放送時は[STEREO]、モノラル放

送時は[MONO]、主音声・副音声時には

[MAIN・SUB]と表示されます・

■LINE入力時

ライン入力状態を表示します。

ステレオ放送時は[STEREO]、モノラル放

送時は[MONO]、主音声・副音声時には

[MAIN・SUB]と表示されます・

■TVキャプチャ時

プリセットチャンネルのページ、chを表

示します。

キャプチャ時間を表示します。

キャプチャファイル名を表示します。

■キャプチャファイル再生時

キャプチャファイル名を表示します。

現在プレビューウィンドウに表示されて

いる画面がファイル上のどこに位置する

かを表示しています。

ファイルのトータル時間を表示します。
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チャンネルコントローラ

チャンネルコントローラは、プリセットチャンネルの選択や、入力の切り替え、音声

の設定等を行うためのボタンで構成されています。

■チャンネルコントローラの機能

チャンネルボタン

プリセットチャネルの選択に使用し

ます。
サウンドの設定

音声の出力形式を変更します。ク

リックするたびに、主音声→副音声

→主・副音声の順に出力形式が切り

替わります。

※ バイリンガル放送や音声多重放送を受信また

は再生時以外は選択することができません。

次チャンネル

チャンネルを昇順に切り替えます。

Muteの設定

消音します。もう一度クリックする

と消音を解除します。

次チャンネル

チャンネルを降順に切り替えます。

プリセットページの変更

プリセットページを変更します。ク

リックするたびにPage1→ Page2→

Page3の順に切り替わります。

※ Page2以降はチャンネル設定を行っていない

と、切り替えることができません。

OSDの切り替え

OSDの表示設定です。クリックする

たびに、表示なし→簡易表示→詳細

表示の順に切り替わります。

リピート

ファイルをリピート再生します。

入力の切り替え

ビデオの入力形式を変更します。ク

リックするたびにTV入力→ライン入

力の順に入力形式が切り替わります。
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プレイリストコントローラ

プレイリストコントローラは、プレイリストへクリップを追加したり、順番を入れ替

えたりするためのボタンで構成されています。

※ プレイリストには、キャプチャしたファイルがクリップとして登録されます。

■プレイリストコントローラの機能

上移動

プレイリストで選択されているク

リップを1つ上へ移動します。

削除

現在選択中のクリップを、プレイリ

ストから削除します。

※ この操作では、プレイリストの登録からク

リップを削除します。ファイルそのものは

削除されません。

下移動

プレイリストで選択されているク

リップを1つ下へ移動します。

リストプレイ

この項目を選択状態にすると、リス

ト表示されているクリップを選択さ

れているクリップから連続再生しま

す。選択中の1クリップのみ再生を

行うには、この項目を再度クリック

して選択状態を解除してください。

挿入

現在選択中のファイルを、プレイリ

ストの選択されている位置にクリッ

プとして挿入します。

追加

現在選択中のファイルを、プレイリ

ストの最後にクリップとして追加し

ます。

調整

現在選択中のクリップを、選択ファ

イルにします。

※ この操作により、ファイルコントローラで

再生や、in点とout点の設定を行えるよう

になります。

プレイリストに登録できるのは、最大で100ファイルまでです。
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[ファイル]メニュー

ファイルメニューには、ファイルの操作に関する機能が用意されています。

■ファイルの新規作成
新しいキャプチャファイルを用意します。現在表示しているファイルは閉じら

れます。キャプチャファイル名は、キャプチャ開始時に指定します。

■ファイルの設定
キャプチャするファイルの指定や再生するファイルを開きます。このメニュー

を選択すると、次のウィンドウが表示されます。

再生したいファイルを選択し、[保存]ボタンをクリックしてください。
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■プロパティ
現在選択しているクリップのプロパティを開きます。このメニューを選択する

と、次のようなウィンドウが表示されます。

名前 ファイル名を表示します。

場所 ファイルがあるフォルダ名を表示します。

サイズ ファイルサイズを表示します。

作成日時 ファイルが最初に作成された日時を表示します。

更新日時 ファイルが更新された日時を表示します。

オーディオ形式 ファイルのオーディオ形式を表示します。Jet Visionでは、

32kHz、44.1kHz、48kHzの 3つのサンプリング周波数で作

成されたオーディオデータを取り扱うことができます。

再生時間 ファイルの総再生時間とフレーム数を表示します。

in In点で指定した位置の時間とフレーム情報を表示します。

out Out点で指定した位置の時間とフレーム情報を表示します。

duration In点からOut点までの時間とフレーム数を表示します。

現在位置 再生などを行って、途中で停止した場合、その位置の時間

とフレーム情報を表示します。

□ファイルの情報
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□録画情報

録画日付 ソース映像が記録された日付を表示します。

※ 映像ソース（DVデータ）にデータが記録されていない場合には表示されません。

録画時間 ソース映像が記録された時間を表示します。

※ 映像ソース（DVデータ）にデータが記録されていない場合には表示されません。

in In点で指定した位置の時間を表示します。

out Out点で指定した位置の時間を表示します。

現在位置 再生などを行って、途中で停止した場合、その位置の時間

を表示します。

映像ソース ソース映像の情報を表示します。

※ 映像ソース（DVデータ）にデータが記録されていない場合には表示されません。
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□参照情報

参照ファイル名 AVIファイルの参照ファイル名を表示します。

場所 参照ファイル名があるフォルダ名を表示します。

参照位置 AVIファイル全体の中で、参照ファイルがどの位置から参照

されているかを表示します。
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[編集]メニュー

編集メニューでは、クリップの操作に関するさまざまな機能が用意されています。

■IN点の設定
このメニューを選択すると、現在表示中のフレーム位置をIn点に設定します。

■OUT点の設定
このメニューを選択すると、現在表示中のフレーム位置をOut点に設定します。

■プレイリストにIN/OUTを設定
設定したIn点とOut点で、プレイリストにクリップとして登録します。すでに

登録されたクリップの場合には、In点とOut点の情報が更新されます。

■クリップの分割
スクロールバーのカーソルの位置でクリップを分割します。分割されるクリッ

プは、スクロールバーのカーソルがある位置のフレーム-1が、前のクリップの

Out点、カーソルがある位置のフレームが、後のクリップのIn点になります。

※ この操作を行っても、AVIファイルそのものが分割されるわけではありません。プレ

イリストにすでに登録されているクリップを分割した場合には、すでに登録されてい

るクリップが分割されたクリップの前部となり、分割された後ろのクリップが新たに

プレイリストに追加されます。プレイリストに登録していないクリップの場合には、

前部と後部のクリップがプレイリストにそれぞれ追加されます。

■静止画保存
静止画保存ダイアログを表示します(次頁参照)。



39

■静止画保存
現在表示されている映像を静止画として保存します。

□サイズ

720× 480 720× 480（NTSCの標準サイズ）で静止画をキャプチャし

ます。

640× 480 640× 480（テレビの標準サイズ/4:3に補正されます）で

静止画をキャプチャします。

□画像設定

Frame 奇数フィールドと偶数フィールドの両フィールドをキャプ

チャします。

Odd Field 奇数フィールドの画像を基準に静止画をキャプチャします。

Even Field 偶数フィールドの画像を基準に静止画をキャプチャします。

□フィールド補間設定

（画像設定がOdd/Evenの場合のみ有効になります。）

補間しない 縦のラインを2倍に延ばして画像を生成します。

動き検出補間 動きのある部分のみフィールド補間をかけて画像を生成し

ます。

全画面補間 画面全体に補間をかけて画像を生成します。

※ 動きのある映像からの静止画をキャプチャする場合、[Odd]または[Even]に設

定して、[フィールド補間設定]を[動き検出補間]にすると、静止画がきれいに

作成されます。

BMP File 静止画を保存するフォルダとファイル名を指定します。

参照ボタン 静止画を保存するフォルダ、ファイル名とファイル形式を指

定するダイアログを開きます。保存できるファイル形式は

JPEG、JFIF、PICT、PNG、Mac Paint、Photoshop(3.0互換形

式)、QuickTime Image、Silicon Graphics Image File、

TARGA、TIFF、BMPです。
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キャプチャ開始時にこの この項目は標準でチェックされています。静止画をキャプ

ダイアログボックスを チャする際に、このダイアログボックスを開きます。この

開く 項目のチェックを外すと、メニューを選択した時点で静止

画キャプチャが実行されます。再度このウィンドウを開く

には、[設定]メニューから、[静止画保存の設定]を選択して

ください。

キャプチャ時にファイル この項目は標準ではチェックされていません。この項目を

名を自動でつける チェックすると、静止画キャプチャ時に、ファイル名に数

字をつけて自動的に連番で作成します。

※ 例えば最初のファイル名が[Clip0001.BMP]の場合、次のファイルは

[Clip0002.BMP]になります。

キャプチャ時にファイル この項目は標準でチェックされています。静止画をキャプ

の上書きチェックする チャする際に、ファイルの上書きを確認します。この項目

のチェックを外すと、ファイルが上書きされる際に確認

ウィンドウが表示されなくなります。

[はい]を選択するとファイルを上書きして保存します。 [い

いえ]を選択すると、ファイル名を指定するウィンドウが表

示されます。
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[検索]メニュー

検索メニューでは、クリップや指定したフレームを検索してその位置に移動します。

■Jump
タイムコードまたは、フレーム番号で指定したフレームにジャンプします。

ジャンプしたいタイムコードまたは、フレームを入力して[OK] ボタンをクリッ

クするとジャンプします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、処理を中止し

ます。

※ リスト再生中は、プレイリストに登録されている全てのクリップの総時間、総フレー

ム数に対する値を入力してください。

■前のシーンの変わり目を検索
現在の位置より前にある最初のシーンの変わり目を検索し、そのフレームに

ジャンプします。

■次のシーンの変わり目を検索
現在の位置より後にある最初のシーンの変わり目を検索し、そのフレームに

ジャンプします。

※ シーンの変わり目とは、場面転換などによって大きく映像が変化したフレームをいい

ます。シーンの変わり目であっても、同じような映像が続いている個所については、

変わり目を検索できない場合があります。また、同じシーンの中でも大きく映像が変

化した場合には変わり目として検索されてしまう場合があります。
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[プレイリスト]メニュー

プレイリストメニューはプレイリストを作成したり、編集するメニューです。

■新規作成
新しいプレイリストファイルを作成します。現在作成しているプレイリストは

閉じられます。一度も保存していない場合や、保存後に変更があった場合には、

保存確認のダイアログが表示されます。

■開く
保存したプレイリストファイルを開きます。開きたいファイルを選択し、 [開

く]ボタンをクリックしてください。

■上書き保存
プレイリストを現在のプレイリストファイルに上書きで保存します。はじめて

ファイルに保存する場合は、ファイル名を指定するウィンドウが表示されます。

※ 表示されるウィンドウは、[プレイリストに名前を付けて保存]を選択した場合に表示さ

れるものと同じです。

■名前を付けて保存

プレイリストに名前をつけて、ファイルに保存します。ファイル名を入

力し、[保存]ボタンをクリックしてください。

■ファイルを追加
プレイリストにファイルを追加するウィンドウを開きます。追加したいファイ

ルを選択し、[開く]ボタンをクリックしてください。

■MPEGに変換
エンコード形式設定ウィンドウを表示します(次頁参照)。
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■エンコード形式設定
MPEGファイルのエンコード設定を行います。

□全般

エンコード形式の設定内容を表示します。

プリセット カスタマイズした設定の保存、または呼び出しを指定します。

出力ファイル名 出力するファイルの保存先、およびファイル名を指定しま

す。指定する場合は　　をクリックしてください。
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□MPEG

ファイル変換後に作成されるMPEGストリーム形式を指定します。

MPEG1 システムストリーム ビデオとオーディオを多重化して1つのMPEG1

ファイルに記録します。

MPEG1 エレメンタリストリーム ビデオとオーディオをエンコードしてそれぞ

れ別個のファイル(ビデオはMPEG1ファイル)

として同時に記録します。[映像]もしくは[音

声]を指定することでビデオまたはオーディオ

を単独でエンコードできます。

MPEG2 プログラムストリーム ビデオとオーディオを多重化して1つのMPEG2

ファイルに記録します。

MPEG2 エレメンタリストリーム ビデオとオーディオをエンコードしてそれぞ

れ別個のファイル(ビデオはMPEG2ファイル)

として同時に記録します。[映像]もしくは[音

声]を指定することでビデオまたはオーディオ

を単独でエンコードできます。

ビデオCD Video CD形式に準拠したMPEG1ファイルを作

成します。元データのオーディオサンプリン

グレートに関係なく、サンプリングレートは

44.1kHz/16bitに変換されます。

SVCD スーパービデオCD規格に適合した変換を行い

ます。
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□ビデオ設定

ビデオデータに関する設定を行います。

CBR 固定ビットレートで記録します。ビットレート400bps単位で

設定できます。

VBR 画像内容に応じた可変ビットレートで記録します。平均ビッ

トレートと最大ビットレートを設定できます。

GOPパターン MPEGは前後のフレームを参照することによって圧縮を行いま

す。そのためフレームの相関圧縮参照ピクチャに関する設定

を行います。

IBBP

GOPを構成するピクチャを指定します。IBBPとはピクチャの

名称で、I(非圧縮)、B(前後相関圧縮)、P(前フレーム相関圧

縮)の順になります。

IFrame

圧縮しないピクチャ(Iフレーム)のみでGOPが構成されます。

ピクチャ枚数

GOPに含まれるピクチャ枚数を1～30も範囲で設定します。

Iフレーム時は1枚です。

周期の自動設定

IもしくはPピクチャが現れる周期を1～3の範囲で設定しま

す。Iフレーム時は1枚です。自動設定にすると最適な値に

なります。

Closed GOPを使用する

GOP内の画像を独立して再生可能にします。
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プロファイルとレベル MPEG規格に沿った変換形式を選択できます。プロファイルは

符号化機能の分類で、レベルは解像度です。MP@MLが最高画

質になります。

画像サイズ アンダースキャン画像サイズを選択できます。
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□オーディオ設定

オーディオデータに関する設定を行います。

サンプリングレート サンプリング周波数を指定します。

形式 表示状態の時にはレイヤー設定ができます。エレメンタリス

トリーム時は、出力形式を「レイヤー2」と「ウェーブ」か

ら選択できます。

ビットレート オーディオの変換ビットレートを設定します。

チャネル 元データのステレオ効果(左右の位相)の程度によって選びま

す。位相が比較的似ている場合は、「ステレオ」、ほとんど同

じ場合は、「ジョイント」、大きく異なる場合は「デュアル」、

モノラルにする場合は「モノラル」を選択してください。

エンファシス 再生システムの互換性保持のための設定です。通常はなしです。

プロテクション CRCエラー検出用の機能です。ビデオCD変換時は不要です

が、MPEG2変換時にはチェックを付けてください。

オリジナル このデータがオリジナルであることを示すオリジナルビット

をオーディオファイルに付けます。

コピーライト このデータに著作権があることを示します。
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□オプション設定

オプション設定を行います。

エンコード実行モード 速度優先、画質優先、画質最優先の中から選択することがで

きます。

シーケンスヘッダ インデックスサーチなどを行うときの目印をつける場所を設

定します。指定した間隔でシーケンスヘッダを付けるとき

は、GOP間隔を設定できます。

インターバル IもしくはPピクチャが現れる周期を1～3の範囲で設定しま

す。Iフレーム選択時にはインターバルは1に固定されます。
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[クリップ]メニュー

クリップメニューは選択されているクリップを編集するメニューです。

■削除
プレイリストで現在選択しているクリップを削除します。

※ リストプレイモード時や、クリップが選択されていない場合は、このメニューは選択

できません。

■切り取り
プレイリストで現在選択しているクリップを切り取り、コピーバッファに一時

的にコピーします。

※ リストプレイモード時や、クリップが選択されていない場合は、このメニューは選択

できません。

※ コピーバッファにコピーされた情報は、他のデータがコピーバッファにコピーされた

時点で削除されます。

■コピー
プレイリストで現在選択しているクリップをコピーバッファに一時的にコピー

します。

※ リストプレイモード時や、クリップが選択されていない場合は、このメニューは選択

できません。

※ コピーバッファにコピーされた情報は、他のデータがコピーバッファにコピーされた

時点で削除されます。

■貼り付け
コピーバッファに一時的にコピーしているクリップをプレイリストに貼り付けます。

※ コピーバッファに貼り付け可能なデータがコピーされていない場合は、このメニュー

は選択できません。

※ クリップの貼り付けは、プレイリストでクリップを選択している場合にはその位置に

貼り付けられます。クリップ が選択されていない場合には、リストの最後に貼り付

けられます。
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■名前を付けてファイルに保存
プレイリストで現在選択しているクリップのIn点～Out点間をAVIファイルと

して保存します。ファイル名を入力し、[保存]ボタンをクリックするとファイル

が作成されます。

※ このメニューを選択して作成されるAVIファイルは、実体を持ったAVIファイルで、他

に存在する実体ファイルを参照する参照AVIファイルではありません。2GB以上のAVI

ファイルは作成できませんので、2GBを超えるサイズでIn点、Out点を指定している

場合には、2GBになった時点で、自動的にファイルの作成は終了します。

■クリップを参照ファイルに保存
プレイリストで現在選択しているクリップのIn点～Out点間を参照形式のAVI

ファイルとして保存します。ファイル名を入力し、[保存]ボタンをクリックする

とファイルが作成されます。

※ [クリップをファイルに保存]という処理と、[クリップを参照ファイルに保存]という処

理の違いは、実体を持ったAVIファイルを作成するか、参照形式のAVIファイルを作

成するかという点にあります。参照ファイルを新たに作成した場合でも、実体ファイ

ルはすでにあるものを使用します。参照情報のみで実体ファイルは別にあるため、実

体をもったAVIファイルを作成する場合に比べて必要なディスク容量を少なく済ませ

ることができるという利点があります。参照AVIファイルについても2GBを超えるファ

イルは作成できません。

■MPEGに変換
エンコード形式設定ウィンドウを表示します(p.43参照)。
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[設定]メニュー

設定メニューには、Jet Visionの機能の設定を行うためのさまざまな項目が用意さ

れています。

■リピート再生
この項目をチェックすると、クリップの再生や、プレイリストの再生を繰り返

して行います。

■IN点 -OUT点のみ再生
この項目をチェックすると、クリップのIn点からOut点のみ再生するようにな

ります。

■プレビュー表示を4:3に補正する
この項目をチェックすると、オーバーレイ表示画面に表示する映像の縦横比

（アスペクト比）を、4:3に補正して表示します。この場合、表示画面の上下ま

たは左右に映像が表示されない領域ができます。
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■キャプチャ時間の設定
キャプチャ時間を制限したい場合、このメニューを選択して、設定ウィンドウ

でキャプチャ時間（またはフレーム数）を指定してください。

キャプチャ時間を制限 キャプチャ時間を制限したい場合、このチェックボックス

する をチェックしてください。

□時間設定

時間 キャプチャ時間を時間で指定したい場合、ここにキャプ

チャ時間を入力してください。

フレーム キャプチャ時間をフレーム数で指定したい場合、ここにフ

レーム数を入力してください。

OKボタン 設定を有効にして、元の画面に戻ります。

キャンセルボタン 設定を行わずに、元の画面に戻ります。

■キャプチャ時のファイル名を自動でつける
この項目は標準ではチェックされていません。この項目をチェックすると、

キャプチャ時にファイル名に数字をつけて自動的に連番で作成します。

※ 例えば設定したファイル名が Capture.avi の場合、次に作成されるファイルは

Capture1.avi になります。
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[はい]を選択するとファイルを上書きしてキャプチャを開始します。[いいえ]を

選択するとキャプチャを中止します。

■キャプチャ時に上書きチェックをする
この項目は標準でチェックされています。キャプチャする際に、ファイルの上

書きを確認します。この項目のチェックを外すと、ファイルが上書きされる際

に確認ウィンドウが表示されなくなります。

■参照ファイルにキャプチャする
この項目はデフォルトでチェックされています。キャプチャする際に、参照形

式のAVIファイルと参照先となる実体のファイルを作成します。長時間のキャ

プチャを行う場合には、この項目をチェックしてください。

通常のAVIファイル この項目をチェックしない状態で、通常のAVIファイルを

作成した場合、AVIファイルは2GBまでしか作成できませ

んので、DV形式のAVIファイルだと約9分しかキャプチャ

を行えません。

参照形式のAVIファイル この項目をチェックした状態で作成した参照形式のAVI

ファイルの場合、実体となるファイルが別に作成され、

AVIファイル本体は参照情報のみとなりますので、十分

ハードディスクに空き容量がある場合、約3時間のキャプ

チャを行うことができます。
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■再生時サンプリングレートの設定
プレイリストに登録されたクリップのオーディオのサンプリングレートが異な

る場合、このメニューで指定したサンプリングレートで、リスト再生を行いま

す。このメニューを選択すると、サブメニューが表示されます。

48kHz 16bit プレイリストでリスト再生を行う際に、オーディオのサン

プリングレートを48kHz 16bitに変換して再生を行います。

44.1kHz 16bit プレイリストでリスト再生を行う際に、オーディオのサンプ

リングレートを44.1kHz 16bitに変換して再生を行います。

32kHz 16bit プレイリストでリスト再生を行う際に、オーディオのサン

プリングレートを32kHz 16bitに変換して再生を行います。

32kHz 12bit プレイリストでリスト再生を行う際に、オーディオのサン

プリングレートを32kHz 12bitに変換して再生を行います。

■静止画保存の設定
静止画保存時のサイズ、フィールド、補間の方法やファイル名等の設定を行う

ウィンドウを開きます。

※ 各項目の詳細については[編集]メニューの[静止画保存]の項目(p.39)で説明していま

すので、そちらを参照してください。
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■DVTX200/ADVC-200TVのプロパティ

動作に関するさまざまな設定を行うための設定ウィンドウを開きます。

ここでは例としてDVTX200使用時のプロパティについて説明します。

※ お使いの製品により表示内容は異なります。

※ ADVC-200TVでも表示内容はほぼ同じです。

□Tunerタブ

チューナー入力時の明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネ

スなどの画質調整と音量、高音、低音などの音質調整を行います。

標準の状態の戻す 初期値に設定を戻します。

□Line inタブ

ライン入力時の明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合い、シャープネスな

どの画質調整と音量、高音、低音などの音質調整を行います。

標準の状態に戻す 初期値に設定を戻します。
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□プリセット設定タブ

プリセットチャンネルの設定を行います。

変更 チャンネル設定ウィンドウを表示します。

標準の状態に戻す 初期値に設定を戻します。

□詳細設定タブ

ビデオ設定や色変換、キャプチャ時のオーディオ設定を行います。

ポーズ時のフィールド ポーズ時に出力するフィールドを切り替えます。

FRAME

ポーズ時に奇数と偶数の両フィールドを出力します。

ODD

ポーズ時に奇数フィールド(First Field)を出力します。

EVEN

ポーズ時に偶数フィールド(Second Field)を出力します。
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YUV<->RGB変換を150% YUVからRGBへの変換を行った場合、色に対する明るさの比

でクリップする 率を1対1で変換すると変換しきれない色が発生し、正しく

色が再現されない場合があります。この項目をチェックする

と、一定の値から色の変換係数を変更し、最終的に色に対す

る明るさの変換軸を150%までに延ばして変換しきれない色を

補正します。

編集ソフトなどでレンダリングを行ったときに、元の映像に

比べて著しく色が異なる場合には、この項目をチェックして

ください。

Locked Audio Mode Locked Audio Modeの有無を選択します。

サンプリングレート オーディオ周波数を選択します。

バイリンガル設定 音声の出力モードを設定します(LINE INのみ)。

Jet Vision上では「32kHz 12bit」でキャプチャを行っても、

[32kHz 16bit]と表示されます。

主音声・副音声

L-chに主音声(MAIN)、R-chに副音声(SUB)がキャプチャされ

ます。

主音声のみ

L-ch、R-chに主音声(MAIN)がキャプチャされます。

副音声のみ

L-ch、R-chに副音声(SUB)がキャプチャされます。

標準の状態に戻す 初期値に設定を戻します。

「Locked Audio」とは…

音声を映像の速度に合わせて正確にデジタル化します。映像と音声データをシ

ンクロさせることにより、アナログ入力で音声が遅延することがありません。

映画などの長時間のコンテンツをコンバートする場合も安心です。

※ Locked Audio機能はアナログからDVに変換する場合のみ有効です。DV-DVの接続時には機能しま

せん。

「サンプリングレート」とは…

48kHz16ビットモード

　オーディオデータを48kHz16ビットのステレオ音声で記録します。

32kHz12ビットモード

　32kHz12ビット4chの音声信号を持った記録モードです。

　DVTX200/ADVC-200TVの録音時では、メインの2chのみ記録し、サブの2chは

　無音となります。
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表示メニュー

表示メニューでは、Jet Visionの表示に関する設定を行うための項目が用意されて

います。

■プレイリスト
プレイリストの表示・非表示を切り替えます。

■OSD表示設定
OSD表示を切り替えます。表示なし、簡易表示および詳細表示より選択するこ

とができます。

■画面モード
画面モードを切り替えます。基本モード、フロートモードおよび全画面モード

より選択することができます。

基本モード選択時 フロートモード選択時 全画面モード選択時

フロートモードおよび全画面モード選択時に表示されるミニコントローラにつ

いてはp.62を参照してください。
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ヘルプメニュー

ヘルプメニューからは、Jet Visionのバージョン情報を参照できます。

※ バージョン表記は、お使いのバージョンにより異なります。

※ [Free Memory]、[Free Disk Space]、[Free Capture Time]の値は、お使いの環境によ

り異なります。

■バージョン情報
Jet Visionのバージョン情報が表示されます。
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ツールバー

ツールバーからは、いくつかの機能にボタンをクリックするだけでアクセスできるよ

うになっています。

新規ファイルボタン

新しいインデックスリストファイル

を作成します。[ファイル]メニュー

の[ファイルの新規作成]と同じ機能

です。

クリップを分割ボタン

スクロールバーのカーソルの位置で

クリップを分割します。[ 編集] メ

ニューの[クリップの分割]と同じ機

能です。

ファイルの設定ボタン

保存したインデックスリストファイ

ルを開きます。[ファイル]メニューの

[ファイルの設定]と同じ機能です。

静止画保存ボタン

静止画保存ダイアログを表示しま

す。[編集]メニューの[静止画保存]

と同じ機能です。

■ツールバーの機能

全画面モードに切り替えボタン

画面モードを全画面モードに切り替え

ます。[表示]メニュー→[画面モード]

の[全画面モード]と同じ機能です。

フロートモードの切り替えボタン

画面モードをフロートモードに切り

替えます。[表示]メニュー→[画面

モード]の[フロートモード]と同じ機

能です。

プレイリストの表示/非表示ボタン

プレイリストの表示/非表示を切り

替えます。[表示]メニューの[プレイ

リスト]と同じ機能です。

新規プレイリストボタン

新しいプレイリストファイルを作成

します。[プレイリスト]メニューの

[新規作成]と同じ機能です。

プレイリストを開くボタン

保存したプレイリストファイルを開

きます。[プレイリスト]メニューの

[開く]と同じ機能です。

プレイリストを保存ボタン

プレイリストを上書き保存します。

[プレイリスト]メニューの[上書き保

存]と同じ機能です。初回選択時は

[プレイリストに名前をつけて保存]

ウィンドウが表示されます。

プレイリストに追加ボタン

プレイリストにファイルを追加しま

す。[プレイリスト]メニューの[ファ

イルを追加]と同じ機能です。

切り取りボタン

プレイリストで現在選択している

ファイルを切り取り、コピーバッ

ファに一時的にコピーします。[ ク

リップ]メニューの[切り取り]と同じ

機能です。

コピーボタン

プレイリストで現在選択している

ファイルをコピーバッファに一時的

にコピーします。[クリップ]メニュー

の[コピー]と同じ機能です。
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貼り付けボタン

コピーバッファに一時的にコピーし

ているファイルをプレイリストに貼

り付けます。[クリップ]メニューの

[貼り付け]と同じ機能です。

プレイリスト表示切替ボタン

プレイスリストファイルの表示を

「チャンネル情報」または「DV情報」

に切り替えます。

■ チャンネル情報

録画したプリセットチャンネルのペー

ジ、chを表示します。

録画した放送局名を表示します。

録画した日時を表示します。

■ DV情報

IN点を表示します。

OUT点を表示します。

IN点とOUT点の間隔を表示します。
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前のクリップボタン

現在のクリップの先頭に移動します。

自動的に一時停止状態になります。

※ 例えばABCの3クリップがプレイリストに登

録されており、リスト再生を行っている場

合に、Bの映像が表示されているところでこ

のボタンをクリックすると、Bの先頭に移動

します。

ミニコントローラ
画面モードをフロートモードおよび全画面モードに設定している場合には、ミニコン

トローラが表示されます。

■プレイリストコントローラの機能

キャプチャボタン

キャプチャを開始します。

STOPボタン

キャプチャまたは再生を停止します。

PLAY/PAUSEボタン

再生を開始します。再生中にクリッ

クすると一時停止し、一時停止ボタ

ンになります。もう一度クリックす

ると、再生を開始します。

前のフレームボタン

現在位置よりひとつ前のフレーム

に移動します。自動的に一時停止

状態になります。

次のフレームボタン

現在位置よりひとつ後のフレームに

移動します。自動的に一時停止状態

になります。

次のクリップボタン

現在のクリップの次のクリップの先

頭に移動します。自動的に一時停止

状態になります。

※ 例えばABCの3クリップがプレイリストに登

録されており、リスト再生を行っている場

合に、Bの映像が表示されているところでこ

のボタンをクリックすると、Cの先頭に移動

します。

次チャンネル

チャネルを昇順に切り替えます。

次チャンネル

チャネルを降順に切り替えます。

閉じる

Jet Visionを閉じます。

スクロールバー

スクロールバーのカーソルを移動す

ると、ファイルにランダムにアクセ

スできます。

OSDの切り替え

OSDの表示設定です。クリックする

たびに、表示なし→簡易表示→詳細

表示の順に切り替わります。
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基本モードに切り替え

画面モードを基本モードに切り替え

ます。

サウンドの設定

音声の出力形式を変更します。ク

リックするたびに、主音声→副音声

→主・副音声の順に出力形式が切り

替わります。

入力の切り替え

ビデオの入力形式を変更します。ク

リックするたびにTV入力→ライン入

力の順に入力形式が切り替わります。
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Jet Schedulerを使用する

Jet Schedulerの起動

Jet Visionの動作中、予約録画時間になった場合

Jet Visionの動作中に予約録画時間となった場合には、Jet SchedulerがJet

Visionの終了を促すダイアログを表示します。予約録画時にはJet Visionを

終了するようにしてください。

また、Jet Visionを終了しなかった場合には、予約録画を行うことができま

せん。

[スタート]から、[すべてのプロ

グラム](Windows 2000ではプロ

グラム)→[Canopus Jet Vision]

と進んで、 『Jet Scheduler』を

選択してください。

1

2 Jet Schedulerが起動します。
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Jet Schedulerのウィンドウについて

Jet Schedulerを起動すると以下のダイアログが表示されます。

① [番組表]ボタン

設定ウィンドウの[インターネット番組情報のURL]で設定したサイトを表示します(p.68

参照)。

② [設定]ボタン

設定ウィンドウを表示します(p.68参照)。

③ [新規]ボタン

時間ウィンドウを表示し、録画設定を行います(p.69参照)。

④ [編集]ボタン

スケジュールウィンドウを表示し、録画内容を編集します(p.71参照)。

⑤ [削除]ボタン

設定内容を削除します。

⑥ [録画結果]ボタン

録画結果を表示します。

⑦ [閉じる]ボタン

Jet Schedulerを閉じます。

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ②
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■設定ウィンドウ

プログラム起動マージン 録画プログラム起動時のマージンを設定します。

予約録画終了後の処理 予約録画終了後の処理を[なし]、[休止状態]、[スタンバ

イ]、[再起動]、[シャットダウン]、[ログオフ]から選択

します。

ファイルが既に存在する場合の処理 ファイルが既に存在している場合の処理方法を選択し

ます。

インターネット番組情報のURL Jet Scheduler起動時に表示されるウィンドウの[番組

表]ボタン、または[ブラウザで開く]ボタンをクリック

することで起動するサイトのURLを設定します。

ブラウザで開く [インターネット番組情報のURL]で設定したURLを表

示します。

iEPGを処理できるように関連 ここにチェックを付けることで[インターネット番組情報

付けする のURL]で設定したURLがiEPGを処理できるように関連

付けされます。
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■時間ウィンドウ
iEPGの[予約]ボタン、またはJet Scheduler起動時に表示されるウィンドウの

[新規]ボタンをクリックすることで表示されます。

予約名 予約時の名称を入力します。

1回のみ/毎日/毎週 予約録画を行うパターンを選択します。[毎週]にチェックを

付けると、曜日の選択が可能となります

開始日 録画を開始する日を設定します。

開始時刻 録画を開始する時刻を設定します。[午前]、[午後]、[分]をク

リックすることで選択することができます。

※ [分]をクリックすると、5分ごとに時刻を指定します。

※ 録画時間を直接入力することもできます。

録画時間 録画時間を設定します。

※ [分]をクリックすると、5分、15分、30分、54分、60分、90分、114分および

120分のプリセットされた時刻から選択できます。

※ 開始時刻を直接入力することもできます。

終了日 [終了日を指定]にチェックを付けると、録画終了日を設定す

ることができます。

録画マージン 録画開始時と録画終了時のマージンを設定します。
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■出力ウィンドウ
時間ウィンドウの[次へ]ボタンをクリックすることで表示されます。

ファイル名 出力時のファイル名を入力します。出力先を変更したい場合

は[参照]をクリックして出力先を指定してください。

入力 入力形式をLine、Tunerから選択します。

プリセットPAGE チャンネルが登録されているプリセットページ(1～3)を設定

します。

プリセットCH 録画を行うプリセットチャネルを選択します。

オーディオ 録画時のオーディオ設定を行います。

■確認ウィンドウ
録画設定の内容を表示するウィンドウです。
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■スケジュールウィンドウ
スケジュールウィンドウは[時間]、[出力]および[確認]などの3つのタブで構成

されています。メイン画面のスケジュール内容をダブルクリック、もしくは[編

集]をクリックすることで表示されます。

□時間

録画予約の日時を表示します。表示内容は『時間ウィンドウ』と同じです(p.69参照)。

□出力

出力するファイル設定を表示します。表示内容は『出力ウィンドウ』と同じです(p.70

参照)。

□確認

録画設定の内容を表示します。表示内容は『確認ウィンドウ』と同じです(p.70参照)。
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■Jet Scheduler(録画結果)ウィンドウ

予約名 設定した予約名を表示します。

録画結果 録画の結果を表示します。

ファイル名 録画ファイルの名称を表示します。

録画予定日時 予約録画を設定した日時を表示します。

予約実行日時 予約を実行した日時を表示します。

録画開始日時 録画を開始した日時を表示します。

録画終了日時 録画を終了した日時を表示します。

Windows XP環境で Jet Visionや Jet Schedulerの起動中に他のユーザーに

切り替えると、Jet Visionや Jet Schedulerは正しく動作しません。

ユーザー1とユーザー2の2人のユーザーが設定した録画予約でも、1人のユー

ザーが録画予約を行ったものとして扱われます。

予約時間が既に過ぎている録画内容を登録することはできません。
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予約録画時間が重なった場合

Jet Schedulerで予約録画時間が重なった場合には以下の図のように処理され

ます。

※ 以下の図のT1は、「予約1」の予約録画開始時間をあらわしています。T2は「予約2」

の予約録画開始時間を、T3は「予約2」の予約録画終了時間を、T4は「予約1」の予

約録画終了時間をそれぞれあらわしています。

予約登録時に録画時間が同じ場合

Jet Scheduler での予約登録時に、既にある予約内容と新規登録する予約

内容を比較し、録画時間が重なっている場合には警告ダイアログを表示し

ます。この場合新規登録を中止するか登録を選択してください。

【状況1】

Jet Scheduler での予約登録時に、既にある予約内容と新規登録する予約

内容を比較し、録画開始時間が同じ場合には警告ダイアログを表示します。

この場合登録を中止するか登録を選択してください。

【状況2】

【状況1】

時間軸

予約1

予約2

T1 T2 T3

この場合は予約1はT2まで録画され、T2からは予約2が実行されます。予

約録画を行った順番は関係ありません。また予約の切り替わりには多少時

間がかかる場合があります。

【状況2】

時間軸

予約1

予約2

T1 T2 T3

この場合は予約1はT2まで録画され、T2からは予約2が実行されます。予

約1のT3からT4は録画されません。予約録画を行った順番は関係ありませ

ん。また予約の切り替わりには多少時間がかかる場合があります。

T4
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Jet Schedulerで予約録画をする-その1-

Jet Schedulerのスケジュール機能を利用したテレビ番組予約録画を行います。番組

の予約名、予約時間および出力設定を以下の手順で行ってください。

Jet Scheduler起動後、[新規]を

クリックしてください。1

2 時間ウィンドウが表示されま

す。予約名を入力し、録画日時

を設定後[次へ]をクリックして

ください。

3 保存するファイル名、入力設

定、録画するプリセットPAGEと

プリセットCH、およびオーディ

オ出力を設定し、[次へ]をク

リックしてください。

※ テレビを録画する場合は[入力]

を『Tuner』に設定してください。
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4 録画予約の内容を確認後、[完

了]をクリックしてください。

5 [閉じる]をクリックしてくだ

さい。

※ ADVC-200TVをご使用の場合、録

画開始時に電源が入っている必
要があります。

予約録画中もしくは予約録画直前には録画時間等を表示するダイアログが表示

されます。録画時間を延長する場合は時間を設定し、[延長]をクリックします。

録画を中止する場合は[録画中止]もしくは　　をクリックすると、確認のダイ

アログが表示されますので[はい]もしくは[いいえ]を選択してください。

　 をクリックすると[録画予約]ダイアログがタスクトレイに収まります。

※ 録画時間を設定し、[延長]をクリックした時点で録画延長時間が確定します。そのた

め延長時間の確定後、さらに録画の延長を行うと、最初の延長時間に今回の延長時間

が上乗せされます。

(例)

一度目に10分の延長を設定し、さらに10分の延長を設定すると、合計で20分の延

長が設定されたことになります。
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Jet Schedulerで予約録画をする-その2-

iEPG番組表を利用したテレビ番組予約録画について説明します。この機能を利用

するためには、インターネットに接続できる環境が必要です。予約録画が開始され

る時間に、お使いのパソコンのタスクスケジューラが復帰できる状態である必要が

あります。

ここでは、テレビ番組情報サイト「テレビ王国」を例に手順を説明します。

インターネットで「テレビ王国」

が起動します。

→「テレビ王国」のURLは「http://

www.so-net.ne.jp/tv/」です。

→「テレビ王国」の使用方法につい

ては、「テレビ王国」のFAQ等を参

照してください。

2

3 予約したい番組の予約ボタンを

クリックしてください。

Jet Scheduler起動後、[番組表]

をクリックしてください。1
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5 出力するファイルの設定を行

い、[次へ]をクリックしてくだ

さい。

6 録画予約の内容を確認後、[完

了]をクリックしてください。

7 [閉じる]をクリックしてくだ

さい。

※ ADVC-200TVをご使用の場合、録

画開始時に電源が入っている必

要があります。

4 時間ウィンドウが表示されま

す。録画日時を設定し[次へ]を

クリックしてください。
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予約録画を削除する

予約録画設定を取り消します。

Jet Scheduler起動してください。1

2 削除したい予約を選択し、[削

除]をクリックしてください。

3 削除する方法を選択し[削除]を

クリックしてください。

※ ここでは[選択しているスケジュー
ルを削除]を選択しています。

4 [閉じる]をクリックしてください。
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この章では、MPEG Tools について説明しま

す。MPEG Toolsは、ノンサポートソフトウェ

アとなります。あらかじめご了承ください。

MPEG Tools のインストール

CD-ROM 内の MPEGTools￥Setup.exe を実行

し、画面に表示される手順に従ってインス

トールしてください。
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MpegCutterについて

注意事項

● MpegCutterはGOP単位でのMPEGカットツールです。

● カットしたシーンで、音声が途切れる場合があります。

● 編集したMPEGストリームは、デコーダによっては、映像と音声がずれる場合があ

ります。

● 表示されているフレームは、GOPの先頭のIフレームです。

● 編集したMPEGストリームのPackサイズは、編集前のPackサイズと異なる場合が

あります。

● 編集後のファイルを再生するとき、カット直前の位置が滑らかに再生されないこと

があります｡Closed GOP, GOP完結 オプションを有効にすることをお勧めします｡

● Video CD用 MPEG1ファイルはサポートしていません｡編集後に再生されない、も

しくはオーサリングソフトで処理できない可能性があります｡

● MPEGの性質上、編集後のファイルが扱えない環境が存在する可能性があります｡

オリジナルファイルを保存しておくことをお勧めします｡

● FAT32環境では、4GB以上のファイルは出力できません｡

MpegCutterを起動します。1
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メニューの[操作]-[先頭を残す]

で、編集対象となるMPEGファイ

ルの先頭を削除するか残すかを

設定します。

画面下部のスライダを操作し、

カットするシーンを選択します。

2 メニューの[ファイル]-[開く]で

編集したいMPEGファイルを開き

ます。

→ マークリストウィンドウが開き

ます。

3

4
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メニューの[操作]-[Mマークの

設定]でリストにマークを追加

します。

→ マークした所が残すシーンと
カットするシーンの切れ目にな

ります。

手順④、⑤の操作を繰り返します。

メニューの[ファイル]-[保存]で

編集結果を保存します。

→ 書き出しを開始します。

5

6

7
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チップテクニック

●オーバーレイ画面をダブルクリックしフレームリストを表示すると、現

在メインウィンドウに表示されているフレームの前後のIフレームが確認

できます。

●フレームリストに表示されているフレームウィンドウを右クリックする

と、スキップ間隔の変更ができます。

　このときクリックしたフレームを中心として表示します。

●メインウインドウを右クリック

するとスキップ間隔が設定でき

ます。

　この操作で、スキップ再生およ

びIフレームリストのスキップ

間隔を変更できます。
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[入力ファイル]の[参照]をク

リックします。

編集したいファイルを開きます。

DeMultiplexerについて

映像と音声をエレメンタリストリームとして分離します｡

制限事項

● タイムスタンプで同期が取られているストリームの場合、「サンプル補正」機能を

使用することで同期処理を行います｡ただし、音声パケットは1152サンプル単位

での処理となります｡

DeMultiplexerを起動します。1

2

3
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出力ファイルの保存先を選択し

ます。

→ 初期値は入力ファイルと同じ
フォルダになっています。

オプションを必要に応じて選

択し、[書き込み]をクリック

します。

4

5

→ 書き込みを開始します。
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制限事項

● 扱える映像はMPEG1、MPEG2（ 幅720, 704, 352  高さ 480, 576 ) です。

● 環境によっては処理できないことがあります｡

● FAT32環境では、4GB以上のファイルは出力できません｡

MPEG-MPEG File Converterを起動します。

[参照]をクリックします。

[開始位置]（in点）、[終了位置]（out点）を選択します。

MPEG-MPEG File Converterについて

MPEGファイルを再変換するツールです｡

注意事項

● 幅が720以外の場合、両端に黒帯が入ります｡

● MPEGの性質上、変換できないファイル、音と絵のずれが大きくなるファイルが存

在する可能性があります｡

● ストリームの状態によっては音ずれが発生する場合があります｡

DeMultiplexerにて「サンプル補正」機能を有効にして出力したエレメンタリス

トリームを使用しておためしください。

1

2

3
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エンコーダを選択し、[コンバー

ト]をクリックします。

※ 当社製MVR-D2000、MTV Series、
StormEncoderをお持ちの場合

（但し、正常動作していること）

は、これらをエンコーダとして
選択することができます。

エンコードの設定を行います。

→

↓

[完了]をクリックします。

→ コンバートを開始します。

4

5

6
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MpegExplorerについて

MPEGファイルの情報を表示するツールです。

注意事項

● プレビューはアプリケーションが非アクティブになると停止します｡

● フォルダ、およびファイルの変更内容が一覧に反映されないことがあります｡

● ショートカットを作成した場合でも、表示する拡張子として「LNK」拡張子が指定

されていないと一覧に表示されません｡

① 画面更新

最新の情報に更新します。

② 前のフォルダ/次のフォルダ

③ ひとつ上のフォルダへ

④ プレビュー

プレビューウィンドウで簡易再生を行います。

⑤ 再生/停止

プレビューの操作を行います。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧⑨⑩⑪

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰
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⑥ MPEG解析モードのON/OFF

選択すると⑫～⑯に情報が表示されます。

⑦ 拡張子一括変換

フォルダ内の拡張子を一括変換します。初期値は「m2p → mpg」です。

⑧ MpegCutterで編集

⑨ DeMultiplexerを起動

⑩ MEDIACRUISEで再生

※ 本製品では使用しません。

⑪ MPEG-MPEG File Converterを起動

⑫ ファイル名

⑬ 種類

⑭ 再生時間

⑮ ビデオビットレート

⑯ オーディオビットレート

⑰ ビデオサイズ

※ ⑫～⑰の項目のならびについては、ドラッグ＆ドロップすると順番を入れ替えることができます。
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