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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 2.12.04 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..  イイイイイイイイーーーーーーーーササササササササネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトカカカカカカカカメメメメメメメメララララララララののののののののモモモモモモモモニニニニニニニニタタタタタタタターーーーーーーー  

新しい機能を追加しました。 

 

この機能は、イーサネットで接続されたカメラを検知し、ステータスをリアルタイムで表示します。 

ネットワークアダプターネットワークアダプターネットワークアダプターネットワークアダプター: カメラが接続されている、コンピュータネットのワークアダプターを選択し

ます。 

カメラリストをリフレッシュカメラリストをリフレッシュカメラリストをリフレッシュカメラリストをリフレッシュ: このボタンをクリックすると、リストがリセットされ、カメラの検知を再度

行います。 
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設定可能なオプションがあります。 

 

接続接続接続接続したカメラをしたカメラをしたカメラをしたカメラを確認確認確認確認: 新たに接続されたカメラの検索頻度を設定します。 

カメラステータスをカメラステータスをカメラステータスをカメラステータスを確認確認確認確認: カメラステータス確認の頻度を設定します。 

カメラシリーズカメラシリーズカメラシリーズカメラシリーズ名名名名: 検索・リストアップするカメラを選択します。 
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22..22..  目目目目目目目目盛盛盛盛盛盛盛盛  

 

目盛が表示されている状態で画像を保存すると、その目盛の乗った画像が保存されます。 
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22..33..  ビビビビビビビビジジジジジジジジ  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  

ビジ モーションのインターフェースが変わりました。 

• レンズデータベースとレンズ(詳細)ボタンを省きました。 

• 絞り値をメインウインドウに、過焦点距離・被写界深度近点・被写界深度遠点・有効絞り値

を計算項目リストに追加しました。 
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22..44..  追追追追追追追追跡跡跡跡跡跡跡跡のののののののの速速速速速速速速度度度度度度度度及及及及及及及及びびびびびびびび加加加加加加加加速速速速速速速速度度度度度度度度  

トラッキングテーブルのダイアログボックスに新しい機能を追加しました。トラックポイントの速度

と加速度を算出します。 
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22..55..  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  

 

変換のためにロウファイルを開く際、画像のプレビュー画面とアクイジションパラメータ(カメラモ

デル、解像度、フレーム数、フレームレート、露光時間)が表示されます。 

 



Motion Studio 

 

What’s New 10 

22..66..  ガガガガガガガガンンンンンンンンママママママママ        ププププププププリリリリリリリリセセセセセセセセッッッッッッッットトトトトトトト  

 

ガンマのダイアログボックスに、4つのプリセットボタンを追加しました。 
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22..77..  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  

• 各アクイジション後のトリガーフレーム検出が改善されました。 

• SSD モードに関する機能が改善されました。SSD 読出/書込中に進捗が表示されるように

なりました。ディスクから画像がロードされる際、SSD コンフィギュレーションが DDR コンフィ

ギュレーションに同期します。 

• ヒストグラム表示の精度が改善されました。 

• パンツールの表示が改善されました。ROI が変更されても、パンツールの位置がリセットさ

れません。 

• ROI が変更された際にアイテムが更新されます。 

• 異なる条件下でのファイル形式表示が改善されました。jpeg ダウンロードがオンの場合、

JPEG のみが表示されます。ロウダウンロードと"後でコンバート"がオンの場合、"ロウ - 後

でコンバート"が表示されるか、使用可能なファイル形式のリストが表示されます。 

• リカバリーファイルの保存先が、データベースからアプリケーションフォルダに変更されまし

た。 

• 間引く解像度の選択肢を追加しました。(1440p, 1080p, 720p, 480p) 

• 12 bit Os カメラの対応を追加しました。 

• カメラリストがオンの状態で画像、ロウファイル、または DB エクスプローラーを開くと、新た

に Motion Studio が開きます。 

• "次のセグメントに進む" と "保存してリスタート" オプションがオンの場合、カメラはセグメント

を録画し、次に進み、セグメントが終了すると全てを保存し、最初からリスタートします。 

• "JPEG を保存" と "AVI を保存" オプションがオンの場合、カメラは jpeg フレームをダウンロ

ードしそれを保存、さらにそれを解凍して AVI フレームを保存します。 

• Y4 や N4 カメラでプラスモードがオンの場合、ROI の設定は 8 の倍数である必要がありま

す。 

• ロウファイルの画像パラメータが編集された場合、新たな値がそのファイルに保存されます。 

 

 


