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11..  概概概概概概概概要要要要要要要要  

本書には、Motion Studio Version 2.12.02 のGUI で追加、改善、変更された内容の概略が記載さ

れています。 
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22..  WWhhaatt’’ss  nneeww  ––  更更更更更更更更新新新新新新新新内内内内内内内内容容容容容容容容  

22..11..  フフフフフフフフォォォォォォォォルルルルルルルルダダダダダダダダーーーーーーーー編編編編編編編編成成成成成成成成  

画像は下記のサブフォルダーで保存されます。 

“画像画像画像画像フォルダーフォルダーフォルダーフォルダー” / ”テストセッションフォルダーテストセッションフォルダーテストセッションフォルダーテストセッションフォルダー” / ”アクイジションフォルダーアクイジションフォルダーアクイジションフォルダーアクイジションフォルダー” 

画像フォルダーはダウンロードオプション ダイアログで設定が可能ですが、基本的には変更不要で

す。テストセッションフォルダーとアクイジションフォルダーのレベルは “アクイジションの保存” と “ア

クイジションコンフィギュレーション” のダイアログボックスで設定できます。 

AVI ファイルが保存されるフォルダーは通常の画像が保存されるフォルダーと異なる場合がありま

す (下記をご参照ください)。 

2.1.1. カメラカメラカメラカメラ 1 台台台台のののの場合場合場合場合 

画 像 フ ォ ル ダ ー が “C:/Images”、 セ ッ シ ョ ン 名 が “2013_05_09_IDT” 、 ア ク イ ジ シ ョ ン 名 が

“Acquisition_A”、カメラが1台の場合、フォルダーは下記のようになります。 

 

画像は“Acquisition_A_001”フォルダーに保存されます。 
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2.1.2. カメラカメラカメラカメラ複数台複数台複数台複数台のののの場合場合場合場合 

画 像 フ ォ ル ダ ー が “C:/Images”、 セ ッ シ ョ ン 名 が “2013_05_09_IDT” 、 ア ク イ ジ シ ョ ン 名 が

“Acquisition_A”、カメラが2台 (名前が “Y3-S2 camera” と “Y4-S3 Camera”) の場合、フォルダー

は下記のようになります。 

 

画像は “Acquisition_A_001_Y3-S2 Camera” と “Acquisition_A_001_Y4-S3 Camera” サブフォ

ルダーに保存されます。 

“Save ISO Data” オ プ シ ョ ン を 選 択 し た 場 合 、 “Acquisition_A_001.mii” と 

“Acquisition_A_001.mme” の2つのファイルが “Acquisiiotn_A_001” フォルダーに保存されます。 

“Save AVI” オプションを選択した場合、各カメラサブフォルダーに同じ名前のAVIファイルが保存さ

れます。RAWダウンロードが有効な場合は、画像をコンバートした際にのみAVIファイルが作られま

す。 
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22..22..  ダダダダダダダダウウウウウウウウンンンンンンンンロロロロロロロローーーーーーーードドドドドドドド        オオオオオオオオププププププププシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン  

ダウンロードの主な設定は “オプション一般” のトップページにあります。このダウンロードオプション

は、 “アクイジションコンフィギュレーション” ダイアログボックスまたは “アクイジションの保存” ダイア

ログボックスからも選択できます。 

 

現在現在現在現在のデフォルトのデフォルトのデフォルトのデフォルト画像画像画像画像フォルダフォルダフォルダフォルダーーーー 

これはセッションフォルダー、アクイジションフォルダー、画像が保存されるフォルダーです。 “ブラウ

ズ” をクリックしてフォルダを変更することができます。 

ダウンロードしダウンロードしダウンロードしダウンロードしAVIAVIAVIAVIをををを保存保存保存保存 

このオプションにチェックを入れると、通常の画像をダウンロードした後にAVI ファイルをダウンロード

します。画像とAVI ファイルのダウンロード先を分けることも可能です。 

AVI コーデッコーデッコーデッコーデックククク 

AVI コーデックを編集することができます。 



Motion Studio 

What’s New 7

AVI ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード    フォルダーフォルダーフォルダーフォルダー 

画像とAVI ファイルのダウンロード先を分けることも可能です。また “ブラウズ” をクリックしてフォル

ダを変更することができます。 

高速高速高速高速ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード 

このオプションにチェックを入れると、ロウメタデータ形式でカメラが画像をダウンロードします。この

ダウンロードと保存が行われると、通常の画像形式にコンバートされます。この変換は、自動的に開

始する(“ダウンロード後にコンバート”) か後程行うか (“後でコンバート”) を選択することができます。 

“コンバート後にロウファイルを削除” が選択されていると、コンバート完了後にこのロウファイルが削

除されます。 

JPEGでダウンローでダウンローでダウンローでダウンロードドドド 

HGシリーズ及びY-シリーズカメラでは、直接JPEGダウンロードが可能です。画像はカメラのファー

ムウエアによってJPEGにコンバートされ、PCに送られます。Motion Studioは送られてきた画像をそ

のままハードディスクに保存します。 

情報情報情報情報をををを保存保存保存保存 

録画データを画像ファイルに保存します。このデータには温度、画像インデックス、露光時間、フレー

ムレートなどが含まれます。 

ISO MME/MII データをデータをデータをデータを保存保存保存保存すすすするるるる 

MME/MII ファイルが作成され、アクイジションフォルダーに保存されます。 “ISO データを編集” をク

リックし、MME/MII ストリングを編集することもできます。 

アクイジションアクイジションアクイジションアクイジション後後後後にににに画像画像画像画像をダウンロードしをダウンロードしをダウンロードしをダウンロードし停止停止停止停止 

録画が完了次第、 Motion Studio が画像データをハードディスクに保存します。 

アクイジションアクイジションアクイジションアクイジション後後後後にににに画像画像画像画像をダウンロードしリスタをダウンロードしリスタをダウンロードしリスタをダウンロードしリスタートートートート “N” 回回回回 

録画が完了次第、Motion Studio が画像データをハードディスクに保存し、カメラが作動可能になり

ます。この過程がN回繰り返されます。 

録画後録画後録画後録画後にににに、、、、カメラをカメラをカメラをカメラを作動可能作動可能作動可能作動可能にしにしにしにし次次次次のメモリーセグメントへのメモリーセグメントへのメモリーセグメントへのメモリーセグメントへ切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる 

カメラのメモリーにセグメントが切られていてこのオプションが選択されている場合、現在のセグメン

トが完了次第 Motion Studio が自動的に次のセグメントに切り替えます。 
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22..33..  アアアアアアアアククククククククイイイイイイイイジジジジジジジジシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン        ココココココココンンンンンンンンフフフフフフフフィィィィィィィィギギギギギギギギュュュュュュュュレレレレレレレレーーーーーーーーシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンンとととととととと画画画画画画画画像像像像像像像像のののののののの保保保保保保保保存存存存存存存存  

“アクイジションコンフィギュレーション” と “アクイジションの保存” のパラメータが変更になりました。 

画像は下記のようなサブフォルダーに保存されます。 

“画像画像画像画像フォルダーフォルダーフォルダーフォルダー” / ”テストセッションフォルダーテストセッションフォルダーテストセッションフォルダーテストセッションフォルダー” / ”アクイジションフォルダーアクイジションフォルダーアクイジションフォルダーアクイジションフォルダー” 

画像フォルダーは “ダウンロードオプション” から設定が可能ですが、頻繁に変更する必要はありま

せん。 

 

テストセッションテストセッションテストセッションテストセッション名名名名 

このパラメータはテストセッションフォルダーの名前で、画像を保存する前に作られます。これには全

てのアクイジションフォルダーが含まれます。 

同同同同じじじじ名前名前名前名前をこのアクイジションにつけるをこのアクイジションにつけるをこのアクイジションにつけるをこのアクイジションにつける 

アクイジションフォルダーの名前とテストセッションフォルダーの名前を同じにします。アクイジション

を2つ以上保存する場合は、上書き防止のために数字がフォルダー名の最後に追加されます。 
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アクイジションフォルダーアクイジションフォルダーアクイジションフォルダーアクイジションフォルダー名名名名 

決められたアクイジションフォルダー名の最後に数字が追加される形で作られていきます。例えば 

“Acq” の場合は “Acq_000”、 “Acq_001”、のように続きます。 

 

“アクイジションの保存” ダイアログボックスも改善されました。 
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22..44..  ロロロロロロロロウウウウウウウウ        ココココココココンンンンンンンンババババババババーーーーーーーータタタタタタタタ  

ロウ コンバータのインターフェースが改善されました。 

 

ロウ コンバータのアイコンがタスクトレイに表示される場合 

• 赤: コンバート中 

• 緑: コンバート完了 

アイコンをクリックすると、ロウコンバージョンマネージャーの画面が表示されます。 
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22..55..  オオオオオオオオププププププププシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン        ////////  カカカカカカカカメメメメメメメメララララララララ  

カメラのページに、追加または削除されたアイテムがあります。 

 

“Motion Studio でカメラを立ち上げた時に、前回の設定で自動的に録画を開始する” オプションが、

“アクイジションコンフィギュレーション” ダイアログボックスに移りました。 
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22..66..  オオオオオオオオププププププププシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン        ////////        タタタタタタタタイイイイイイイイムムムムムムムムススススススススタタタタタタタタンンンンンンンンププププププププ  

新たなアイテムがタイムスタンプに追加されました。 

 

IRIG/GPS. UTC    オフセットオフセットオフセットオフセット    

IRIGは常にUTCで表されるため、タイムゾーンを揃えるためのオフセットが追加できるようになりまし

た。 
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22..77..  オオオオオオオオププププププププシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン        ////////        そそそそそそそそのののののののの他他他他他他他他  

“ISO/MME データを保存する” パラメータが、“ダウンロード” ページに移りました。 
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22..88..  カカカカカカカカメメメメメメメメララララララララリリリリリリリリスススススススストトトトトトトト  

カメラリストに新しいオプションが追加されました。 

 

• カメラメモリーをカメラメモリーをカメラメモリーをカメラメモリーを削除削除削除削除しますしますしますします: カメラメモリーを削除します。画像も削除されますが、後で復元する

ことが可能です。 

• カメラカメラカメラカメラメモリーをメモリーをメモリーをメモリーを復元復元復元復元: Motion Studioが、削除された画像を復元します。このオプションはHG カ

メラではお使いいただけません。 

• パラメータをパラメータをパラメータをパラメータを同期同期同期同期: 現在開いているカメラのパラメータをコピーし、カメラリストで選択した他のカメ

ラのパラメータを同じに設定します。機種によっては同期不可能なパラメータがありますが、この

場合はそのアイテムが赤く表示されます。 

• パラメータをフラッシュメモリーにパラメータをフラッシュメモリーにパラメータをフラッシュメモリーにパラメータをフラッシュメモリーに保存保存保存保存するするするする: 現在のパラメータをカメラメモリーに保存します。保

存後にカメラの電源が切られても、次に電源が入れられた際に保存されたパラメータが有効に

なります。 
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22..99..  LLUUTT  ((((((((ルルルルルルルルッッッッッッッッククククククククアアアアアアアアッッッッッッッッププププププププテテテテテテテテーーーーーーーーブブブブブブブブルルルルルルルル))))))))  

デフォルトのルックアップテーブルが追加されました(LUT E)。 
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22..1100..  自自自自自自自自動動動動動動動動露露露露露露露露光光光光光光光光  

自動露光のダイアログが変更されました。X, Y, 縦, 横の値を設定できます。 
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22..1111..  モモモモモモモモーーーーーーーーシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンントトトトトトトトリリリリリリリリガガガガガガガガーーーーーーーー  

モーショントリガーの手順が変更になりました。 

1. カメラタブの “編集” をクリックし、ダイアログを開きます。ROI を任意で変更します。 

 

2. トリガー条件の種類と、感度の値(1が低感度、20が高感度)を任意で変更します。 

3. “テストを開始” をクリックし、セットしたパラメータをテストします。トリガー条件が整うと、赤い枠

が緑に変わります。 

4. OKをクリックしてモーショントリガーを有効にします。赤い太枠がライブ画像に表示されますが、

位置もサイズも変更することもできません。これらを変更する場合は “編集” をクリックします。 
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22..1122..  11PPPPSS  ママママママママススススススススタタタタタタタターーーーーーーー//ススススススススレレレレレレレレーーーーーーーーブブブブブブブブ  モモモモモモモモーーーーーーーードドドドドドドド  

1PPS 同期モードは一部のカメラモデルで使用可能です。このモードでは、マスターカメラの “同期

出力” シグナルを、スレーブカメラの“同期入力Sync In” 端子に入力する必要があります。 

 

マスターカメラは、内部の同期信号で作動し、“1PPS” 同期出力信号 (1 Hz) を発します。スレーブカ

メラは、自動的に1PPS外部同期信号で作動するよう設定され、その外部信号に合うよう内部同期

信号を調整します。 

マスターカメラが発する同期出力信号は、例えばGPSリファレンス信号と同様に、録画フレームレー

トの調整に使われます。 
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22..1133..  複複複複複複複複数数数数数数数数ウウウウウウウウイイイイイイイインンンンンンンンドドドドドドドドウウウウウウウウのののののののの同同同同同同同同期期期期期期期期再再再再再再再再生生生生生生生生  

 

複数のカメラを複数のウインドウで表示している場合、再生を同期させることができます。各カメラの

ウインドウの“同期”オプションを選択し、プレイバックボタンをクリックします。 

 



Motion Studio 

 

What’s New 20 

22..1144..  同同同同同同同同期期期期期期期期////////トトトトトトトトリリリリリリリリガガガガガガガガーーーーーーーーのののののののの詳詳詳詳詳詳詳詳細細細細細細細細設設設設設設設設定定定定定定定定  

このダイアログボックスに、デバウンス/遅延/パルス幅の最大値が表示されます。 
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22..1155..  そそそそそそそそのののののののの他他他他他他他他のののののののの変変変変変変変変更更更更更更更更点点点点点点点点  

• 現在の画像のスナップショットを jpeg形式で保存するオプションが追加されました。 

• サムネイルとラベルの最適化表示に対応したカメラリストがサイズ変更可能になりました。 

• 使用できるロゴ画像の横幅が細かく選択できるようになりました。 

• ロウビューワーが初期の N シリーズカメラによって作成されたアドレスリスト付ファイルを表示で

きるようになりました。 

• トリガーホットキーリストにスペースが追加されました。 

• GUI のリソースが多数のカメラを同時に開けるよう最適化されました。 

• カメラリストのトリガーモード不整合が表示されるようになりました。 

• 複数カメラ接続時のライブと再生は、画面に開いているカメラのみで行われるようになりました。 

• ロウライトモードが改善されました。 

• ホワイトバランスの設定と画像パラメータの編集が、再生画像で可能になりました。 

• MME と MII の作成が改善されました。複数カメラ接続時は MME ファイルが 1 つ作成されます。 

• 動画像の最初のフレームの位置を変更できるオプションを追加しました。 

• NX-Air シリーズカメラのメモリーステータス表示を追加しました。 

• Xシリーズカメラのフラッシュメモリー診断が改善されました。 

 


