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PMB VAIO Edition
を使うには
PMBの起動と終了
PMB VAIO Editionを起動する
VAIO Gateを表示する
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PMB VAIO Editionが起動した

マイ ピクチャフォルダーが登録され、
写真一覧が表示された

初期設定を実行する

初回起動時のみ
表示される

素材を保存してあるフォルダーを
設定するには
PMB VAIO Editionは、標準では「マイ ピクチャ」
に保存されているデータを素材として参照します。
別のフォルダーのデータを参照したいときは、
［ツー
ル］から［設定］をクリックし、
［フォルダーの登録］
でデータが保存されているフォルダーにチェックを
付けましょう。

できる

❶［VAIO Gate］にカ
ーソルを合わせる

PMB VAIO Edition

❶［おすすめ設定］になって
いることを確認する
❷
［次へ］をクリック

PMB VAIO Editionを終了する
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PMB VAIO Editionを終了する
フォルダーの一覧
が表示される

［閉じる］を
クリック

［VAIO Gate］
が
表示される

の
起
動
と
終
了

❶［フォルダーの登録］
をクリック

VAIOを起動しておく
◆VAIO Gate

2

PMB起動後、
［ツール］から［設定］をクリック
するとこのような画面が表示される

ダイアログボックスが
表示された

PMB

1

実際にPMB VAIO Editionを使ってみま
しょう。まずは、PMB VAIO Editionを起
動します。デスクトップのVAIO Gateか
らアイコンをクリックしましょう。

❷［PMB］
をクリック

ここでは［マイ ビデオ
フォルダー］を追加で設
定する
❷フォルダー横のチェ
ックボックスにチェッ
クマークを付ける

❸
［完了］をクリック

［おすすめ設定］では、マイ ピクチャフォルダーが登録
され、すべての写真とビデオをPMB VAIO Editionが
取り込み後自動的に解析する設定になる
PMB VAIO Editionが
終了した

「VAIO Gate」ってなに？
「VAIO Gate」は、
VAIOに搭載されているアプリケー
ションを簡単に起動するためのランチャーです。普
段は隠されていますが、デスクトップ上部にマウス
カーソルを移動すると、アニメーション形式でアイ
コンが表示され、登録されているアプリケーション
を素早く起動することができます。

❸［OK］
をクリック

起動と終了の基本を知っておこう
間違った場合は？
手順2で別のアプリケーションを起動してしまったとき
は、そのアプリケーションを閉じてから、もう一度、
PMB VAIO Editionを起動し直します。

PMB VAIO Editionは、VAIOに標準で搭載さ

から起動した方が素早く、簡単です。デスク

れているアプリケーションです。このため、イ

トップ上部の緑色の部分にカーソルを合わせ、

ンストールなどの作業をすることなく、購入し

表 示 さ れ た ア イコ ン の 中 か らPMB VAIO

た状態のVAIOでそのまま利用できます。起動

Editionを選びましょう。一方、終了するとき

は、Windowsのスタートメニューから行うこ

は通常のアプリケーションと同じように右上の

ともできますが、手順のように「VAIO Gate」 ［閉じる］ボタンをクリックするだけです。
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●用語の使い方

本文中では、
「Microsoft ® Windows ® ７ Ultimate」、
「Microsoft ® Windows ® ７ Professional」、「Microsoft ®
Windows® ７ Home Premium」のことを「Windows ７」または「Windows」と記述しています。また、本文中
で使用している用語は、基本的に実際の画面に表示される名称に則っています。

●本書の前提

本書では、「Windows ７」と「PMB VAIO Edition」がインストールされている VAIO を前提に画面を再現し
ています。

●本書に掲載されている情報について

本書に掲載されている情報は、2009 年 12 月現在のものです。本書の発行後に、情報が変更されることもあり
ます。

「できる」
、
「できるシリーズ」は、株式会社インプレスジャパンの登録商標です。
VAIO、PMB VAIO Edition は、ソニー株式会社の商標です。
Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
その他、本文中の製品名およびサービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス提供元の商標または登録商標です。
なお、本文中には ™ および ® マークは明記していません。

Copyright © 2009 Masashi Shimizu and Impress Japan Corporation. All rights reserved.
本書の内容はすべて、著作権法によって保護されています。著者および発行者の許可を得ず、転載、複写、複
製等の利用はできません。

まえがき
デジタルカメラやビデオカメラ、さらには携帯電話のカメラ機能など、高性能で手軽に扱える
機器がそろってきたことで、私たちの身の回りに写真やビデオなどのデジタルデータがあふれか
えるようになってきました。
このような写真やビデオを1つのアプリケーションで統合的に管理し、さらにいろいろな用途
に活用できるようにしたのが、本書で紹介する「PMB VAIO Edition」です。さまざまな機器か
ら写真やビデオを取り込めるだけでなく、カレンダー形式で効率的に管理したり、簡単な操作で
画像を編集したり、オリジナルのショートムービーを作成したりして楽しめるようになっている
うえ、ブルーレイディスクへの書き込みや、インターネット上のサービスへのアップロードまで
もできるようになっています。
これまで、いろいろな機器、いろいろなソフト、いろいろなサービスがあって、どれをどう活
用すればいいのかに悩んでいた人も少なくないかもしれませんが、PMB VAIO Editionさえあれ
ば、統一された環境で、さまざまなメディアをあらゆる用途に活用することができます。本書を
手に取ることで、PMB VAIO Editionの基本的な使い方をマスターし、実際のデジタルライフに
活用していただければ幸いです。
2009年12月
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PPPでどんPこPが
できるの？
PMBの多彩な機能

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
写真やビデオなどのメディアをVAIOで楽
しんでみましょう。標準で搭載されている
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
「PMB
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
VAIO Edition」を使えば、誰でも
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
簡単に写真やビデオを活用できます。

PPP VAIO Edition ってPに
PMB VAIO Editionは、デジタルカメラの写

ンダー形式でわかりやすく整理したり、簡単

できる

真やビデオカメラのビデオをさまざまな形で

な操作や凝った演出で作品として仕上げたり、

楽しむことができるアプリケーションです。写

さらにはブルーレイディスクなどへの保管、イ

真やビデオの取り込みはもちろんのこと、カレ

ンターネットへの公開が手軽にできます。

PPP VAIO Edition

カメラから
の
取り込み
写真や
ビデオの
補正

選択・閲覧

多くの
データを
整頓

PMBがあれば思い出をもっと楽しめます
思い出の
演出

保存・配布

インター
ネットへの
発信

カメラからの取り込み

2

旅行やイベント、日々の生活など、デジタル

簡単です。メモリーカードやカメラを接続後、

カメラやビデオカメラで撮影した写真やビデ

マウスを数回クリックするだけで手軽に取り

オの取り込みもPMB VAIO Editionを使えば

込むことができます。

選択・閲覧
PMB VAIO Editionに取り込んだ写真やビデ
オは、一般的な撮影順での一覧表示に加えて、
カレンダー形式での整理もできます。写真や
ビデオが撮影したイベントの日付ごとに、カレ

人物も認識してくれる
PMB VAIO Editionには写真に写っている人物の顔
を認識する機能も搭載されています。この機能を
利用すれば、写っている人物で写真を整理したり、
見たい人物の写真を簡単に絞り込んだりできます。

ンダー上に自動的に保管されますので、見た

1

い写真を探すことが簡単にできます。

PPP
の
P
P
P
P
P

Pくのデータを整頓
人物の名前や「運動会」といったイベントの

タを分類することが手軽にできます。評価も

名称など、ラベルを作って写真やビデオに設

設定できますので、お気に入りの写真だけを

定しておけば、被写体や撮影シーンなどでデー

集めてゆっくりと鑑賞することもできます。

次のページに続く
3

写真やビデオの補正
動きの速い被写体や夜景など、後から見たら

できます。また、昔のビデオも補正できます。

うまく撮影できていなかった……。そんな写

古いビデオをハイビジョン化して美しいビデ

真もPMB VAIO Editionを使えば手軽に補正

オとしてよみがえらせましょう。

できる
PPP VAIO Edition

思い出の演出

4

テレビ番組やプロモーションビデオのような

てみましょう。VAIOに取り込んだ写真やビデ

綺麗な作品を作ってみたい。そう考えている

オから素材を選ぶだけで、凝った演出のビデ

ならPMB VAIO Editionで作品作りに挑戦し

オを簡単に作成できます。

保存・配布
写真やビデオはいつまでも残しておきたい大
切なものです。ブルーレイディスクやDVDに
保存して、長期間保管できるようにしておきま
しょう。保存したメディアをほかの人に渡せば
データの受け渡しも手軽にできます。

過去の写真も取り込んで活用しよう
以前に撮影した写真やビデオなどもある場合は、
この機会にVAIOに取り込んでおきましょう。今ま
でのデータをすべてPMB VAIO Editionで管理すれ
ば、眠っていた思い出を再び思い起こして楽しむ
ことができます。

1
PPP
の
P
P
P
P
P

インターネットへの配信
旅行の写真を一緒に行った友人にも渡したい。

有すると良いでしょう。インターネットにつな

イベントのビデオを参加者に公開したい。そ

がれば写真やビデオを参照できますので、友

んなときは、インターネット経由でデータを共

人などとも手軽にデータを共有できます。

PPP VAIO EditionPらはじめてでも安心
写真やビデオを楽しく活用したいけど、どう

の作成、保管、公開と、これさえあれば写真

す れ ば 良 い の か が わ か ら な い ……。PMB

やビデオを思いのままに活用することができ

VAIO Editionを使えば、もうそんな心配もい

ます。たくさんの思い出が詰まった写真やビ

りません。取り込みから整理、編集、ビデオ

デオをいろいろな形で活用してみましょう。
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PPP VAIO Edition
を使うには
PMBの起動と終了
PPP VAIO Editionを起動する

1

VAIO Gateを表示する

2

実際にPMB VAIO Editionを使ってみま
しょう。まずは、PMB VAIO Editionを起
動します。デスクトップのVAIO Gateか
らアイコンをクリックしましょう。

初期設定を実行する

初回起動時のみ
表示される

ダイアログボックスが
表示された

できる

VAIOを起動しておく
◆VAIO Gate

❶［VAIO Gate］にカ
ーソルを合わせる

PPP VAIO Edition

❶［おすすめ設定］になって
いることを確認する
❷［次へ］をクリック

［VAIO Gate］が
表示される

❷［PMB］をクリック

❸［完了］をクリック

［おすすめ設定］では、マイ ピクチャフォルダーが登録
され、すべての写真とビデオをPMB VAIO Editionが
取り込み後自動的に解析する設定になる

「VAIO Gate」ってPに？
「VAIO Gate」は、
VAIOに搭載されているアプリケー
ションを簡単に起動するためのランチャーです。普
段は隠されていますが、デスクトップ上部にマウス
カーソルを移動すると、アニメーション形式でアイ
コンが表示され、登録されているアプリケーション
を素早く起動することができます。
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間違った場合は？
手順2で別のアプリケーションを起動してしまったとき
は、そのアプリケーションを閉じてから、もう一度、
PMB VAIO Editionを起動し直します。

3

PPP VAIO Editionが起動した

マイ ピクチャフォルダーが登録され、
写真一覧が表示された

素材を保存してあるフォルダーを
設定するには
PMB VAIO Editionは、標準では「マイ ピクチャ」
に保存されているデータを素材として参照します。
別のフォルダーのデータを参照したいときは、
［ツー
ル］から［設定］をクリックし、
［フォルダーの登録］
でデータが保存されているフォルダーにチェックを
付けましょう。

2
PPP

PMB起動後、［ツール］から［設定］をクリック
するとこのような画面が表示される

の
起
動
P
P
P

❶［フォルダーの登録］
をクリック

PPP VAIO EditionをPPする

4

PPP VAIO EditionをPPする
フォルダーの一覧
が表示される

［閉じる］を
クリック

ここでは［マイ ビデオ
フォルダー］を追加で設
定する
❷フォルダー横のチェ
ックボックスにチェッ
クマークを付ける

PMB VAIO Editionが
終了した

❸［OK］をクリック

起動PPPの基本を知っておこう
PMB VAIO Editionは、VAIOに標準で搭載さ

から起動した方が素早く、簡単です。デスク

れているアプリケーションです。このため、イ

トップ上部の緑色の部分にカーソルを合わせ、

ンストールなどの作業をすることなく、購入し

表 示 さ れ た ア イコ ン の 中 か らPMB VAIO

た状態のVAIOでそのまま利用できます。起動

Editionを選びましょう。一方、終了するとき

は、Windowsのスタートメニューから行うこ

は通常のアプリケーションと同じように右上の

ともできますが、手順のように「VAIO Gate」 ［閉じる］ボタンをクリックするだけです。
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PMB VAIO Editionを使って、デジタルカ
メラで撮影した写真をVAIOに取り込んで
みましょう。メモリーカードを装着後、簡
単な操作で取り込みができます。

写真を取り込むには
写真データの取り込み
メモリーカードを挿入する

1

メモリーカードを
VAIOに挿入する

できる

VAIOを起動しておく

2

取り込み方法を決める

初回のみ表示されるダイアロ
グボックスが表示された

❶［まだ取り込んでい
ない画像のみ取り込
む］をクリック

VAIOにデジタルカメラか
ら取り出したメモリーカー
ドを挿入

PPP VAIO Edition

❷［取り込んだ画像を機器、
メディアから削除する］に
チェックマークを付ける
❸［OK］をクリック

間違った場合は？
手順2で取り込み方法を間違えてしまったときは、手順
3の画面で［変更］ボタンをクリックして、取り込み方
法を変更します。

直接デジタルカメラを接続しても
取り込める
デジタルカメラのデータを取り込む方法は2通りあ
ります。1つは、レッスンのようにメモリーカード
を取り出してVAIOに装着する方法です。もう1つ
は、デジタルカメラを直接VAIOに接続する方法で
す。USBケーブルを接続するか、クレードルなど
を利用して、VAIOに接続しましょう。接続後は手
順2と同じ方法で取り込みの操作ができます。

取り込みの方法を選ぼう
VAIOにメモリーカードを装着すると、手順2のよう
に取り込み方法の選択画面が表示されます。それ
ぞれの方法の中から最適なものを選びましょう。

すべての画像を
取り込む

メモリーカードに保存されているすべ
ての写真をVAIOに取り込みます。過去
に取り込んだ写真ももう一度取り込み
ます。

まだ取り込んでい 以前に取り込んだ写真がメモリーカー
ない画像のみ取り ドに残っている場合、その写真を除き、
込む
新たに撮影したものだけ取り込みます。
画像を選択して
取り込む

8

メモリーカードに保存されている写真
の一覧を表示し、その中から選んだもの
だけをVAIOに取り込みます。

取り込み先は取り込み時にも
変更できる

データを取り込む

3

取り込みを開始する

メモリーカードを挿入するのが2回目以降の
場合はこのダイアログボックスが表示される

メモリーカードに保存されている写真は、標準では
［マイ ピクチャ］フォルダーの中に取り込み日の名
前が付けられたフォルダーに保存されます。
もしも、
別のフォルダーに保存したいときは、手順3で［参
照］をクリックして保存先を選びましょう。

3

［参照］をクリック

写真データの取り込み

4

転送PP

転送が始まり、転送
状況が表示される

転送が完了してPMB VAIO
Editionに取り込んだ写真が
一覧表示された

❶［取り込み開始］をクリック
ファイルの移動についての
注意が表示された

❷［OK］をクリック

まずはデータを取り込もう
PMB VAIO Editionで写真やビデオを楽しむ

頓や、加工、ディスクへの書き出しなどがで

ためには、まずデータを取り込む必要があり

きます。また、初期設定で登録したフォルダー

ます。PMB VAIO Editionの指示に従って取

へ直接データをコピーした場合も自動的に

り込んだ写真やビデオはVAIOに保存されるだ

PMB VAIO Editionに登録されます。以前、

けでなく、自動的にPMB VAIO Editionにも

DVD-Rなどに保管したデータはこの登録した

登録されますので、すぐに写真やビデオの整

フォルダーにコピーしましょう。
9
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ビデオを
取り込むには

PMB VAIO Editionでは、ビデオカメラの
ビデオも簡単に取り込めます。VAIOでビ
デオを管理、編集できるようにするために
取り込んでおきましょう。

ビデオデータの取り込み
ビデオカメラを接続する

1

ビデオカメラを
VAIOに接続する

できる

VAIOを起動しておく

2

取り込み方法を決める

初回のみ表示されるダイアロ
グボックスが表示された

❶［まだ取り込んでい
ない画像のみ取り込
む］をクリック

ビデオカメラの電源を入
れ、USBケーブルでVAIO
と接続する

PPP VAIO Edition

❷［取り込んだ画像を機器、
メディアから削除する］に
チェックマークを付ける
❸［OK］をクリック

間違った場合は？
手順2の画面が表示されないときは、ビデオカメラが認
識されていない可能性があります。ケーブルがきちん
と接続されているか、ビデオカメラがパソコンと接続
できるモードになっているかなどを確認しましょう。
ビデオカメラによっては、VAIOと接続後、USB接
続の設定が必要な物もあるので、その場合はビデオ
カメラを操作し、USB接続を実行する

メモリーカードからも取り込める
メモリーカードにビデオを記録するタイプのビデオ
カメラを利用している場合は、メモリーカードから
ビデオを取り込むこともできます。本体からメモ
リーカードを取り出し、VAIOに装着後、手順2か
ら同様に操作しましょう。
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取り込み方法を変更したいPきは
手順3で［変更］ボタンをクリックすると、取り込
み方法を変更することができます。すべてのビデ
オや写真を取り込む設定にした後、やはり一部の
だけ取り込みたいと思ったときなどに変更すると
良いでしょう。
［変更］をクリック

データを取り込む

3

ビデオカメラの取り外し

取り込みを開始する

メモリーカードを挿入するのが2回目以降の
場合はこのダイアログボックスが表示される

取り込み完了後、ビデオカメラを取り外すときは、
ビデオカメラ側での操作が必要な場合があります。
ビデオカメラの液晶画面などを操作して、パソコ
ンとの接続を終了する操作を行いましょう。

4
ビデオデータの取り込み

4

転送PP

転送が始まり、転送
状況が表示される

転送が完了してPMB VAIO
Editionに取り込んだビデオ
が一覧表示された

❶［取り込み開始］をクリック
ファイルの移動についての
注意が表示された

❷［OK］をクリック

こまめにビデオカメラから転送しよう
ハイビジョン対応のビデオカメラを利用して

やハードディスクの空き容量を確保しておく

いる場合、高画質の撮影モードで長時間ビデ

ことができます。また、転送したビデオデー

オを記録すると、ビデオデータのサイズが数

タはいつでもPMB VAIO Editionなどで楽し

GBになってしまうことがあります。この大き

むことができるので、撮影したビデオが撮りっ

なデータをこまめにPMB VAIO Editionに転

ぱなしになってしまうこともありません。写真

送しておけば、いつでもビデオカメラのメモリ

と一緒に楽しめるのもメリットです。
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5

PMB VAIO Editionに取り込んだ写真や
ビデオ（素材）を確認してみましょう。さ
まざまな方法で表示して、見たい素材を
条件で絞り込むことができます。

素材を選ぶには
素材の絞り込み
PPP VAIO Editionの画面構成

できる

◆インデックス
サムネイルのほかラベ
ルなどが表示される

◆サムネイル
写真やビデオの縮小
表示されたもの

◆プロパティー
選択したデータの詳
細を表示する

◆顔検索
自動で分類した顔一
覧から検索する

◆マップビュー
撮 影 位 置 の 登 録、
または表示する

◆画像種別
写真だけ、ビデオだ
け、両方を選択する

◆検索
ファイル名や撮影機
材などで検索する

PPP VAIO Edition

◆カレンダー
カレンダー形式で
一覧表示される

写真もビデオも一緒に表示される
PMB VAIO Editionでは、VAIOに取り込まれた写
真とビデオの両方を一緒に管理することができま
す。取り込まれたデータのうち、写真はそのまま縮
小されたサムネイルのアイコンで表示されますが、
ビデオは上下に帯が付いたフィルムのようなアイ
コンに特定のシーンが表示されます。
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◆拡大・縮小
サムネイルを拡大・縮
小表示する

◆画像を展開表示する
1つ のビ デ オを 複 数 の
サムネイルで表示

地図による表示もできる
GPS機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写
真やGPS記録用の装置と組み合わせて撮影した写
真がある場合は、マップビューという形式で写真
を表示することもできます。マップビューを利用す
ると、取り込んだ写真が地図上の実際の撮影地点
のところに表示されます。

さまざまP一覧表示

より長い期間の写真を表示するには

写真やビデオを表示する方法は大きく2つあり
ます。1つは写真を撮影日ごとに整理して表示
する「カレンダー」
。もう1つは、保存されて
いる場所、設定されているラベルや評価ごと
に写真を一覧表示する「インデックス」です。

カレンダー形式の表示の場合、日付、月間での表
示に加えて、年間での表示もできるようになって
います。特定の年に撮った写真をまとめて見たい
ときなどは、左側の日付で年の部分をクリックして
年間の写真を一覧表示してみると良いでしょう。

撮影日からデータを選びたいときはカレン

5
素材の絞り込み

［2007年］をクリック

ダーで、被写体やシーンなどで選ぶ場合は、
インデックスを利用すると良いでしょう。

1

カレンダー形式にする

レ ッ ス ン ❷ を 参 考 に、PMB
VAIO Editionを起動しておく
❶［カレンダー］をクリック

2

インデックス形式にする

［インデックス］をクリック

サムネイルが撮影日順の
表示になった

❷2007年 の12月
をクリック

インデックス表示に戻った

2007年12月のサムネイルが
カレンダー風に表示された

次のページに続く
13

写真の見え方を変える
写真の表示方法は、写真の一覧のみが表示さ
れる「サムネイル形式」と写真に加えて形式
や撮影日などの情報も表示できる「詳細表示」

4

サイズを大きくする

［スライダーバー］のカーソ
ルを右にドラッグ

の2種類に切り替えることができます。撮影日
なども確認したい場合などは詳細表示がおす
すめです。また、画面右下のスライダーバー
を動かすと写真の大きさも調整できます。

できる

3

サムネイル形式にする

［サムネイル表示］
をクリック

サムネイルが大きくなった

PPP VAIO Edition
サムネイル表示になった

ビデオは展開して表示もできる
複数のシーンを撮影したビデオがある場合、それ
ぞれのシーンを展開して一覧に表示することもで
きます。右下の［画像を展開表示する］ボタンを
クリックしましょう。ただし、シーンが区切られて
いないビデオの場合は展開しても、表示は変更さ
れません。

マウスのホイールでも
サイズを変更できる
手順4で、マウスカーソルをスライダーバーの上
に置いたまま、マウスのホイールを前後に回転さ
せると、回す方向や回数に応じて、サムネイルを
拡大したり、縮小したりできます。微妙な調整も
しやすいので、サイズを変更したいときはホイー
ルも活用してみましょう。

14

［画像を展開表示する］ボタン

見たい素材を絞り込む
PMB VAIO Editionでは、カレンダー形式で
年や日付などで見たい写真を絞り込んだり、
インデックス形式でラベルや評価で絞り込ん
だりできます。また、
顔認識機能を利用すると、
人物で絞り込むこともできます。

評価とは、その写真やビデオをどれくらい気に入っ
ているかを個人的に判断して設定する５段階の星
の数のことです。気に入った写真やビデオに設定
しておけば、膨大な写真やビデオの中からお気に
入りのものを見つけたいときでも、星の有無や数
で簡単に絞り込むことができます。

5
素材の絞り込み

5

評価ってPに？

人物で絞り込む

❶［顔検索］をクリック
評価の★は5段階評価

6

絞り込みを解除する

選んだ人物の写っている写
真だけが表示された
顔検索のダイアログボック
スが表示される
❷絞り込みたい人物
の顔をクリック

［解除］をクリック
顔検索での絞り込みが
解除される

見たい写真やビデオをすぐに探し出せる
見たい写真やビデオが見つからない……。一

オを一覧表示したり、特定の条件で絞り込ん

般的なパソコンでは、膨大な数のフォルダー

だりできますので、見たい写真やビデオを素

やファイルの中から見たい写真を探さなけれ

早く探し出すことができます。画面上に写真

ばならないことがありました。しかし、PMB

を大きく表示したり、ビデオを展開したりでき

VAIO Editionなら、カレンダー表示やインデッ

ますので、写真やビデオの管理がとても手軽

クス表示など、さまざまな形式で写真やビデ

にできるようになるでしょう。
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6

素材をわかりやすく
分類するには

PMB VAIO Editionに取り込んだ素材を
わかりやすく分類してみましょう。写真や
ビデオにラベルや評価を付けると、効率
的に分類することができます。

タグ付け
タグ付けして整頓する

できる

写真やビデオに、撮影場所や状況などの文字

というラベルを付けて分類すれば、あとか

情報を付け加えることを「タグ付け」と言い

ら運動会のラベルを指定するだけで、運動

ます。たとえば、運動会の写真に「運動会」

会だけの写真に絞り込むことができます。

PPP VAIO Edition

1

インデックス形式にする

レ ッ ス ン ❷ を 参 考 に、PMB
VAIO Editionを起動しておく
［インデックス］をクリック

16

2

タグ付けする

インデックス表示になった
タグ付けしたい写真やビデオのサムネイルを振
り分けたい［ラベル］にドラッグする

3

ラベル内容を確認する

確認のダイアログが表示さ
れた

［はい］をクリック

ラベルを外すには
写真やビデオに設定したラベルを外したいときは、
写真を右クリックしてプロパティーを表示し、設
定されているラベルのチェックマークを外します。

6
タグ付け

外したいラベルを
クリックしてチェ
ックマークを外す
複数のラベルを付けたい場
合はこの画面で一度に設定
することもできる

［家族］のラベルが付いた

5

ラベル名を入力する

［自然］と入力する
1つのファイルに対して複数の
ラベルをつけることもできる

4

新しいタグを作る

［ラベルの追加］を
クリック

新しく［自然］というラベル
ができた

間違った場合は？

［新しいラベル］というラベ
ルが追加された

手順3でラベルの名前を間違って設定してしまったとき
は、ラベルを右クリックして［ラベル名の変更］を選
択し、正しい名前を設定し直します。

複数のタグを組み合わせるP効率的
私たち人間は、写真やビデオに写っているシー

オに設定しておけば、そのラベルを元に写真

ンを見て、それがどのような状況で撮影され

やビデオを分類できます。ラベルは複数組み

たのかを判断することができます。しかし、こ

合わせると効率的な分類ができます。たとえ

のような判断をパソコンが自動的に行うことは

ば、
「自然」
、
「旅行」などと2つ設定しておけば、

できません。そこで、
利用するのがラベルです。

同じ「自然」でも花の写真なのか旅行での風

撮影時の状況などをラベルとして写真やビデ

景なのかといったことを区別できます。
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7

失敗した写真を
綺麗にするには

PMB VAIO Editionなら写真の補正も簡
単です。手ぶれなどで失敗してしまった
写真も、簡単な操作で綺麗に補正するこ
とができます。

写真の補正
手ぶれした写真を補正する

1

手ぶれ写真を選択する

2

VAIOクリエーションを選択する

［VAIO クリエーション］を
クリック

できる

レッスン❺を参考に、補正したい
写真を大きく表示しておく
補正したい写真をクリック

PPP VAIO Edition

3
選択されたサムネイルの回
りに枠が表示される

手ぶれ補正を選択する

プルダウンメニューが
表示された

［手ぶれを補正する］を
クリック

VAIOPら補正も高速に処理できる
PMB VAIO Editionは、
「CUDA（Compute Unified
Device Architecture）
」という機能に対応していま
す。CUDAに対応したグラフィックアクセラレー
ターを搭載したVAIOなら、画像処理や映像処理な
ど、膨大な計算が必要になる処理を実行した場合、
これまでのCPUだけで処理していたときと比べて、
場合によっては数倍も高速に処理を実行できます。
補正処理の間、待っている時間が短くて済みます
ので、快適に作業ができるでしょう。
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4

手ぶれ補正を行う

VAIO クリエーション 画質補正
ウインドウが表示される

白Pび、黒つぶれノイズを補正する

❶［出力］をクリック

PMB VAIO Editionでは、手ぶれの補正に加え、白
とびや黒つぶれの補正、ノイズの除去もできます。
以下のように、補正したい項目にチェックマーク
を付けましょう。
［白とび・黒つぶれ補正］に
チェックマークを付ける

7
写真の補正

出力確認ダイアログが
表示された

すべての補正を一度に行う
こともできる
❷［OK］をクリック

白Pび黒つぶれってPに？

5

補正後の写真を確認する

補正前の写真の隣に補正後
の写真が表示される

白とびや黒つぶれも撮影に失敗したときに、よく
見られる現象です。白とびは、明るすぎて写真が
白くなってしまう現象です。明るい場所での撮影
やフラッシュの光が強すぎる場合に起こります。
黒つぶれは逆に明るさが足りない場合に発生しま
す。夕方から夜にかけての景色や暗い屋内で撮影
したときなどに写真が暗く、こまかな部分が判別
できないような状態になります。
白とび

黒つぶれ

いくつもの補正を同時にできる
運動会や結婚式など、決定的な瞬間が限られ

るようにしたり、明るすぎたり、暗すぎる写真

ている状況で撮影に失敗してしまった……。

を適切な明るさにして細部まできちんと見え

これまでは、あきらめるしかなかったかもしれ

るように補正することができます。もちろん、

ませんが、PMB VAIO Editionを使えば、こ

このような複数の補正を同時に実行すること

のような写真も簡単に補正できます。手ぶれ

もできますので、手間なく、簡単に綺麗な写

でぼやけてしまった被写体をはっきりと見え

真に仕上げることができます。
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8

以前のビデオを
ハイビジョン化するには

PMB VAIO Editionは写真だけでなくビ
デオの補正も可能です。古いビデオカメ
ラで撮影した画質の低いビデオをハイビ
ジョンビデオに変換してみましょう。

HDアップコンバート
録りためたビデオも綺麗に変換
HD解像度変換とは、ビデオの解像度をハイビ

VAIO EditionでHD解像度変換すると、自

できる

ジョン並の高いものへと変換することができ

動的にビデオの解析と変換が行われ、ハイ

る機能のことです。標準画質のビデオをPMB

ビジョンビデオへと手軽に変換できます。

PPP VAIO Edition

1

標準画質のムービーを選択する

レッスン❺を参考に、変換したい
ビデオを大きく表示しておく

選択されたサムネイルの周
りに枠が表示される

補正したいビデ
オをクリック

2

HD解像度に変換するを選択する

❶［VAIOクリエーション］をクリック

❷［HD解像度に変
換する］をクリック
VAIO クリエーション 画質調整ウィンドウが表示される
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3

HD解像度変換を行う

補正レベルを設定できる
手順3で画面左下の［詳細設定］ボタンをクリック
すると、ノイズ除去や手ぶれ補正のレベルを設定
できます。ノイズはあまり除去しなくても良いが、
手ぶれはしっかりと補正したいなど、レベルを調節
したいときに設定しましょう。

❶［出力］をクリック

8

［詳細設定］をクリック

アップコンバート

H
D
出力確認ダイアログボ
ックスが表示された

❷［OK］をクリック

手ぶれ補正、ノイズ除去もできる
ビデオの中にノイズが含まれているシーンや、手
ぶれで見にくいシーンが含まれているときは、手
順3の［画質調整］でこれらの項目も一緒に選択す
ることで、ビデオ内の手ぶれシーンなどを同時に補
正できます。
［手ぶれ補正］にチェック
マークを付ける

ビデオの一覧に補正後のビ
デオが表示される

すべての補正を一度に行う
こともできる

複数のファイルに一度に適用できる
古いビデオカメラから、最新のハイビジョンビ

換機能です。解像度の低いビデオも自動的に

デオカメラに買い換えた場合など、綺麗なハ

ハイビジョン並に変換することができますの

イビジョンのビデオに見慣れてしまうと、これ

で、古いビデオも綺麗によみがえらせること

までの古いビデオの画質が気になってしまう

ができます。複数のファイルをまとめて変換

という人も少なくないでしょう。そこで活用し

することもできるので、これまでのライブラリ

たいのが、PMB VAIO EditionのHD解像度変

もまとめてハイビジョン化できるでしょう。
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9

ショートムービーを
作るには

パソコンに取り込んだ写真やビデオを組
み合わせて、数分程のショートムービーを
作ってみましょう。PMB VAIO Editionな
ら素材を選ぶだけで簡単に作成できます。

ショートムービー
思い出を凝縮した
ショートムービーを作る
たくさんの写真を音楽に合わせながら、アニ

作品に仕上げることができるのがショート

メーション効果で次々に切り替えたり、数秒単

ムービーです。素材を選び、雰囲気に合っ

位のビデオをつないだりして、数分のビデオ

たテーマを選ぶだけと簡単です。

できる
PPP VAIO Edition

1

素材を選択する

レッスン❺を参考に、ショートム
ービーにしたい素材を表示する

2

ショートムービーを選択する

❶［VAIOクリエーション］をクリック

こ こ で は2008年3月 の 出 来 事 を
ショートムービーにする
2008年の3月をクリック

❷［ショートムービーを
作成する］をクリック
VAIO クリエーション 画質調
整ウィンドウが表示される
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3

ムービーを新規に作成する

VAIO クリエーション ムービー
作成ウインドウが表示される
［ムービー新規作成］をク
リック

4

手順4で［他の曲を探す］をクリックすると、表示
されている曲以外の音楽を設定することもできま
す。音楽CDなどからVAIOに取り込んだ音楽なども
選択することができますので、お気に入りの音楽
を使ってショートムービーを作ってみると良いで
しょう。

5

9
ショートムービー

過去に保存したプロジェク
トを編集する場合は［プロジ
ェクトを開く］を選択する

音楽を自分で登録するこPもできる

プレビューで内容を確認する

プレビューに関する注意事
項が表示される

テーマPPGPを選択する

❶テーマのジャンルを
クリック

注意事項を次回から表示し
ない場合はここにチェック
を付ける

テーマ一覧がジャンルにあ
った物に変わる

［OK］をクリック
プレビューウィンドウが表示される

❷テーマを選んで
クリック

❸［次へ］をクリック

BGM選択画面に変わる
❹BGMを選んでクリック

プレビューが再生された

❺［プレビュー作成］をクリック

次のページに続く
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6

プレビューをPPする

8

注意事項を確認する

［はい］をクリック

できる

9

［ムービー出力］をク
リック

PPP VAIO Edition

7

ショートムービーの作成が
開始される

ショートムービーを出力する

出力方法を選択する

ムービーの出力方法の選択
画面が表示される

状 況 が 表 示 さ れ、
終了すると消える
❶［ムービーの用途］を
クリック

❷［BD 作成用（HD）］
をクリック

制作した日のビデオとして保存された

HD ビデオファイル出力の
注意点が表示される

❸［OK］をクリック

間違った場合は？
手順7でムービーの用途を間違って選択し、次へ進んで
しまった場合は、手順9で［中止］ボタンを押してムー
ビー作成を中止すると、手順６からやり直すことがで
きます。
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作業内容の保存
手順6でファイルメニューの［ファイル］から［プ
ロジェクトに名前を付けて保存］を選ぶと作業内
容を保存できます。あとからBGMだけ変更するな
どの作業ができるようになるので、ムービーを出力
する前に一度保存しておくと良いでしょう。

ショートムービーに文字を入れる
タイトルはもちろん、写真の上に重ねるように
文字を追加することもできます。

1

テキスト編集を選ぶ

手順8で、右側のフォントやサイズ、色などを設定
すると、追加する文字のデザインを変更すること
ができます。写真の雰囲気に合わせてフォントを
選択し、写真の明るさや色を考慮して見やすい文
字色を選ぶなどの工夫をしてみると良いでしょう。

9

［テキスト編集］を
クリック

ショートムービー

手順4までを参考にプレビ
ューウインドウを表示する

文字の形や色も変えられる

文字の形（フォント）や色、
太さなどを変更できる

2

文字を入れるシーンを選ぶ

3

文字を入れる

テキスト編集ウィン
ドウが表示される

❶タイトルを入力する
文字を入れたいシーンの下をクリック

❷［OK］をクリック

タイトルだけではなく、テロップとして文字を
入れたいシーンにも同じ操作で文字を入力する
手順5を参考に出力する

写真だけでも動きのある作品が作れる
ショートムービーは、手軽でありながら、プロ

ズームしたり、音楽に合わせて写真を切り替

並みの作品作りを楽しめる機能です。写真や

えたりできますので、写真だけで作成しても

ビデオなどの素材を選び、テーマを決めれば、

動きのある作品を手軽に作ることができます。

あとは自動的に写真のビデオが解析され、音

子供の成長記録やペットの愛らしい写真など、

楽に合わせて動くムービーができあがります。

これまでに撮りためた写真を使ってショート

写真に写っている人物の顔の部分を認識して、

ムービーを楽しんでみましょう。
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10

思い通りのショート
ムービーを作るには

ショートムービーでは、シーンを細かく調
整することもできます。写真に合わせて
ズームする部分を変更したり、シーンを並
び替えたりしてみましょう。

シーンの調整
ズーム領域を変更する
写真によっては、自動調整がうまくできず、人
物の顔以外のところにズームしてしまうこと
があります。
ズームする部分を調整しましょう。

できる

1

2

ズーム領域を変更する

シーンの調整ウィン
ドウが表示される

❶ズーム領域の枠をドラッグ
して顔に合わせる

調整したい部分を表示する

PPP VAIO Edition

レッスン❾を参考に、ショートムービー
のプレビューウィンドウを表示する
❶［素材の入れ替え］をクリック

素材の入れ替えウィンドウ
が表示される

❷ズーム領域を変更し
たい素材をクリック

❸［シーンの調整］を
クリック
❷［OK］をクリック

26

シーンの調整ウィンドウが
消える

3

調整内容を確認する

写真を回転するこPもできる

❶［再生］をクリック

シーンの中に、縦方向で撮影した写真などが含ま
れていると、90度倒れた向きのままショートムー
ビーが作成されてしまいます。手順2で［左回転］
や［右回転］ボタンを使って向きを変更できます
ので、正しい向きに調整しておきましょう。

10

［左回転］をクリック

シーンの調整

❷［OK］をクリック
調整後はレッスン❾を参考に、
ショートムービーを作成する

シーンの並び替えをする
写真を表示する順番を変更できます。時間の
経過などに合わせてビデオを進めたいときな
どは、シーンを並べ替えてみましょう。

1

並び替えをする

❶並び替えをしたいシーンの
サムネイルを入れ替える部分
でドラッグ＆ドロップする

❷［OK］をクリック
手 順3を 参 考 に シ ョ ー
トムービーを作成する

90度左回転した写真が
表示される

プレビューを活用しよう
ショートムービーのシーンを調整するときは、

を見つけたとしても、その場で調整すること

プレビューをうまく活用するのがコツです。

はできないため、はじめから作成し直しになっ

ズーム領域を変更したり、シーンを並び替え

てしまいます。一通り、調整が終わったら、

たりするたびに、
［再生］ボタンを押して調整

必ずプレビューでビデオをはじめから最後ま

具合をプレビューで確認しましょう。ムービー

で見て、おかしな部分や間違ったテキストな

の出力を開始してしまうと、調整したい部分

どがないかをチェックしましょう。
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11

ブルーレイディスクや
DVDに保存するには
ディスクへの書き込み

メニューを作成後に書き込む
ブルーレイディスクに保存してみましょう。書
き込みたい写真やビデオを選択し、再生時に
表示するメニューを作成して、書き込みます。

できる

1

素材を選択する

3

VAIOに取り込んだ写真やビデオをブルー
レイディスクやDVDに保存してみましょ
う。バックアップとして保管するだけでな
く、人に渡すときにも便利です。

Plu-ray Disc 新規作成を選ぶ

VAIO クリエーション Blu-ray Discの
作成ウィンドウが表示される
［Blu-ray Disc 新規作成］を
クリック

PPP VAIO Edition

レッスン❺を参考に、ブルーレイディスク
に書き込む素材を表示する
2008年をクリック

ディスクのメニューデザイ
ン選択画面が表示される

ここでは2008年の出来事をすべて
ブルーレイディスクに書き込む

2

Plu-ray Disc作成を選ぶ

4

メニューデザインを選ぶ

❶［アニメーション（追
記可能）］をクリック

❶［ディスク作成］をクリック

❸［プレビュー作成］を
クリック
❷［Blu-ray Discの作成（VAIO
クリエーション）］をクリック
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❷メニューデザインを
選んでクリック

5

メニューを確認する

プレビューウィンドウが表
示される

どんPディスクを作成できるの？
❶メニュー項目
をクリック

PMB VAIO Editionでは、データの書き込み方式や
利用するメディアによって5種類のディスクを作成
できます。それぞれの違いや用途を確認して、最
適なディスクを作成しましょう。

DVD-Video

パソコンに保存されているビデオファ
イルを標準画質のビデオとしてDVDに
保存します。作成したDVDは一般的な
パソコンで再生できるほか、家庭用の
DVDプレーヤーでも再生して楽しむこ
とができます。

AVCHD

DVD-Videoと同様にビデオをディスク
に保存できますが、より高画質なハイビ
ジョンビデオとして記録します。DVD
やブルーレイディスクにデータを保存
できますが、再生するにはAVCHD形式
の再生に対応したパソコンやプレーヤ
ーが必要です。

❷写真データをクリック

メニューの動作に問題がな
いことを確認する

❸［ディスク作成開始］
をクリック

ブルーレイディスクをディスクドライブに
挿入すると自動的に書き込みが完了する

11
ディスクへの書き込み

データディスク

VAIOに保存されている写真やビデオの
ファイルをそのままデータとしてディ
スクに書き込みます。CD、DVD、ブル
ーレイディスクのそれぞれを利用でき
ますが、作成したディスクは基本的にパ
ソコンで再生する必要があります。

パソコンやDVDプレーヤーで再生でき
るDVDビデオを作成します。VAIOクリ
DVD-Video
エーションを使ってビデオを作成する
（VAIO
ため、ビデオだけでなく、写真も利用で
クリエーション）
き、それぞれを組み合わせたビデオを作
成できます。
VAIOクリエーションを利用し、写真と
ビデオの両方を素材としたビデオを作
Blu-ray Disc
成します。ブルーレイディスクを利用す
（VAIO
るため、ハイビジョンの美しいコンテン
クリエーション）
ツとして写真やビデオを保存すること
ができます。

保存に配布に便利Pブルーレイディスク
VAIOに取り込んだ大切な写真やビデオ。これ

る場合はさらにデータを追記することができ

らのファイルが万が一にも失われてしまうこと

るうえ、メニューなども自動的に作り直すこと

がないようにするためには、定期的にディス

ができます。DVD-Video形式などで保存すれ

クに保存しておくことが大切です。大容量の

ば、友人が写っている写真やビデオを受け渡

ブルーレイディスクを利用すれば、1年分の

したいときにも便利です。保管や受け渡しな

データも楽に保存できます。容量に余裕があ

ど、さまざまな用途に活用してみましょう。
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12

インターネットにデータを
アップロードするには

写真やビデオを遠くの人とやり取りした
り、いろいろな人に見てもらったりするに
はインターネットのサービスを利用しま
す。データをアップロードしてみましょう。

データのアップロード
ユーザー情報の登録
インターネット経由で写真やビデオをやり取

デオにアクセスするためのアドレスを他の

りするには、まずデータをアップロードする必

人に伝えると、写真やビデオを見てもらえ

要があります。アップロード完了後、写真やビ

るほか、ダウンロードすることもできます。

できる
PPP VAIO Edition

注意 インターネット上のサービスを利用するに
は、事前にサービスへの登録が必要です。PMB
VAIO Editionからアップロードする前に、利用す
るサービスのWebサイトにアクセスし、ユーザー
登録を済ませておきましょう

1

送るファイルを選ぶ

レッスン❺を参考に、アップロードする
素材を表示する

3

ユーザー情報を登録する

So-net Photo アップロードウィンドウ
が表示される
初回アップロード時のみ、Webサービスの
ユーザー情報を登録する
❶［ログイン情報］をクリック

アップロードするデー
タをクリック

2

ネットワークサービスを選ぶ

❶［ネットワークサービス］を
クリック

So-net Photo ログイン情報入力ウィンド
ウが表示される
❷［送信先アドレス］の
入力欄をクリック

❹［OK］をクリック

❷プルダウンメニューの［So-net
Photo］をクリック

30

❸サービス登録時に発行され
たアドレスを入力

データのアップロード

4

利用できるサービスの種類

アップロードを開始する

注意 他人の著作物を許可なくインターネットなど
にアップロードすることは著作権法上禁止されて
います

メールに添付して
送信するこPもできる
写真やビデオはメールを使って他の人に送ること
もできます。送りたい写真やビデオを選択後、メ
ニューから［メールで送る］をクリックすると、
メー
ルに添付するための形式が表示されます。サイズ
の大きなファイルは送れない場合もありますので、
小さなサイズに変換してから送信しましょう。

アップロードが開始される

5

12
データのアップロード

［アップロード］をクリック

PMB VAIO Editionでは、インターネットから最新
のネットワークサービスを入手することで、さまざ
まなサービスを利用することができます。ここでは
「So-netフォト」に写真をアップロードする方法を
紹介しましたが、このほか写真のやり取りや公開
に は「mixiフ ォ ト ア ル バ ム 」 や「Picasa Web
Albums」
、 ビ デ オ の 公 開 に は「YouTube」 や
「Dailymotion」を利用することができます。

PPする
［メールで送る］をクリック

情報画面が表示される
❶［OK］をクリック

❷［終了］を
クリック

情報画面が消える

Webサービスへのアップ
ロードが完了した

サービスを使いこPして、どんどん発信しよう
PMB VAIO Editionは、写真などをメールや

のがおすすめです。わかりやすくシンプルな

ネットワークサービスに合わせて自動的に縮

操作でありながら、写真の補正やビデオのHD

小してアップロードします。Webで見るだけ

解像度変換、ショートムービーの作成、さら

のものと印刷できるものでは写真サイズが異

にはディスクへの書き込み、ネットワークへの

なります。選べるネットワークサービスから用

アップロードなど、PMB VAIO Editionを軸

途にあったサービスを見つけて、使い分ける

にすると写真とビデオがもっと楽しめます。
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