画面操作ガイド
Use "Select Cam or Aud file" mode

Rotate 180 degrees

カメラ名

画像表示部

NSR シリーズや RealShot Manager で記録し
た画像データ（.cam）や音声データ（.aud）を
再生したいときにチェックマークを付けます。
チェックマークを付けると、次ページの画面が表
示されます。

チェックマークを付けると、表
示されているすべての画像が
180°回転します。

画像を記録した
カメラの名前が
表示されます。

画像データ選択部で選択されている画像
データの表示や再生を行います。
複数のインデックスを選択したときは、
選択した順に画像が表示されます。
また、モニターフレームをダブルクリッ
クするたびに、
1 × 1 ⇄ 2 × 2/3 × 3 と
レイアウトが切り替わります。

Media File Player

機能ボタン
（情報）：バージョン情報が表示されます。
（最小化）：画面を最小化し、タスクトレイに
格納します。
（最大化）：画面を最大化します。 をクリッ
クすると、元の大きさに戻ります。
（閉じる）
：Media File Player を終了します。

日時情報表示部

画像／音声インデックス選択部

Image：画像データの再生位置の日時が表示さ
れます。
Audio：音声データの再生位置の日時が表示され
ます。
この項目は、
［Use "Select Cam or Aud file"
mode］にチェックマークを付けた状態で、音
声データを画像と同期せずに再生しているとき
に表示されます。
Start Time：複数のインデックスを選択したと
きは、最も早い開始日時が表示されます。
End Time：複数のインデックスを選択したとき
は、最も遅い終了日時が表示されます。

再生したい画像／音声データのインデックスを選
択します。
Browse Index File Folder： こ の ボ タ ン を ク
リックし、記録データファイルが格納されてい
るフォルダーを指定します。フォルダーを指定
すると、
フォルダーの場所（パス）とフォルダー
に格納されているインデックス名が表示されま
す。一覧から再生したい画像データのインデッ
クスをクリックして選択すると、画像表示部に
先頭画像が表示されます。
Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら、複数
のインデックス（最大 9 個）を選択すること
もできます。

再生ツールバー
右クリックメニュー
画像上で右クリックすると表示されます。
Rotate 180 degrees： 選 択 し て い る 画 像 が
180°回転します。
Properties：選択している画像データの情報が
表示されます。
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再生位置スライダー
記録データの再生位置を示します。

機能ボタン
（静止画キャプチャー）：表示されてい
る画像を静止画（JPG、BMP）として保存し
ます。
（AVI コンバート）：画像データや音声
データを AVI ファイルに出力します。音声デー
タのみの場合は WAV ファイルに出力します。

記録データを再生するときに使います。
（逆再生）：逆再生します。（1 倍速）
（停止）：再生を停止します。
（再生）：再生します。（1 倍速）
（早送り）：早送りします。
また、ボタンをクリックするたびに、早送り
速度が次のように変わります。

（コマ戻し）：1 フレーム戻します。
（一時停止）：再生を一時停止します。
（コマ送り）：1 フレーム進めます。
（スロー再生）：スロー再生します。
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画面操作ガイド

Media File Player

（
［Use "Select Cam or Aud file" mode］選択時）
機能ボタン

Use "Select Cam or Aud file" mode

Rotate 180 degrees

カメラ名

画像表示部

NSR シリーズや RealShot Manager で記録し
た画像データ（.cam）や音声データ（.aud）を
再生したいときにチェックマークを付けます。
チェックマークをはずすと、前のページの画面が
表示されます。

チェックマークを付けると、画像が
180°回転します。

画像を記録したカメラ
の名前が表示されます。

画像データ選択部で選択され
ている画像データの表示や再
生を行います。

（情報）：バージョン情報が表示されます。
（最小化）：画面を最小化し、タスクトレイに
格納します。
（最大化）：画面を最大化します。 をクリッ
クすると、元の大きさに戻ります。
（閉じる）
：Media File Player を終了します。

画像データ選択部
再生したい画像データを選択します。
Browse ".cam" File Folder：このボタンをク
リックし、記録データファイルが格納されてい
るフォルダーを指定します。
フォルダーを指定すると、フォルダーの場所
（パス）
とフォルダーに格納されている画像デー
タ名が表示されます。一覧から再生したい画像
データをクリックして選択すると、画像表示部
に先頭画像が表示されます。

日時情報表示部
Image：画像データの再生位置の日時が表示さ
れます。
Audio：音声データの再生位置の日時が表示され
ます。
この項目は、
［Use "Select Cam or Aud file"
mode］にチェックマークを付けた状態で、音
声データを画像と同期せずに再生しているとき
に表示されます。
Start Time：記録データファイルの開始日時が
表示されます。
End Time：記録データファイルの終了日時が表
示されます。

音声データ選択部
再生したい音声データを選択します。
Browse ".aud" File Folder：このボタンをク
リックし、記録データファイルが格納されてい
るフォルダーを指定します。
フォルダーを指定すると、フォルダーの場所
（パス）
とフォルダーに格納されている音声デー
タ名が表示されます。一覧から再生したい音声
データをクリックして選択します。

再生ツールバー

Synchronize with Image Data

再生位置スライダー

画像データと音声データを同期再生したいときに
チェックマークを付けます。
この項目は、一覧で選択されている画像データと
音声データの記録期間に重なりがある場合に有効
になります。

記録データの再生位置を示します。

記録データを再生するときに使います。
（逆再生）：逆再生します。（1 倍速）
（停止）：再生を停止します。
（再生）：再生します。（1 倍速）
（早送り）：早送りします。
また、ボタンをクリックするたびに、早送り
速度が次のように変わります。

機能ボタン
（静止画キャプチャー）：表示されてい
る画像を静止画（JPG、BMP）として保存し
ます。
（AVI コンバート）：画像データや音声
データを AVI ファイルに出力します。音声デー
タのみの場合は WAV ファイルに出力します。

“IPELA” および

（コマ戻し）：1 フレーム戻します。
（一時停止）：再生を一時停止します。
（コマ送り）：1 フレーム進めます。
（スロー再生）：スロー再生します。

は、ソニー株式会社の商標です。

