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人生何がわからないから毎日終活準備
子供やイベントを撮影した大量のminiDVがPCに取り込めない事が判明したが、

どうにかWindows11で取り込めるようにしてみた！

CanonデジタルビデオカメラFVM30を
Windows11へキャプチャ

作成2022年10月12日 wshinchan

注意事項 これは、私の「できたの記録」です。
それぞれのソフトやボードの箱などにも書いてありますが、同じ条件で必ずしも使用できるとは限らないです。
参考程度に読んでください。もし実行する際は、必ず復元ができるようにWindowsの復元を知って確認してください。
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私の環境 マウスコンピューター
OS Windows11pro
Intel(R) Core(TM) i7
メモリ 16GB
ハードディスクは、250GBが標準で、過去のPCから分解した1テラをつけて、スロットが1つ空いていたので、過去のPCを分解した25
0GBを音楽専用でつけています。
自己紹介
手芸が好きな主婦
昔ながらのビデオ 8ミリビデオ miniDV カセット MD
ビデオテープの分解もできる。（しわしわも絡まりも直せる。）
アナログからデジタル化 音楽の変換などフリーソフトも網羅。
ワープロも感熱紙を知っていて、黒い画面のPC Windows95 XP 7 10 11 と いい感じに時代全てを経験している。
PCはマウスコンピューターが好きでメモリの増設から始まり、TVキャプチャ HDDなど頻繁にPCを開ける機会も有り、
XP時代は皆知っていたマイコンピューターなども知っている。ようはPCの成り立ち・基礎がわかっている。
動画と画像の編集はそこそこ可能。難しいことは調べなから行っています。
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CanonFV M30の取扱説明書より2022年向けに抜粋（過去の機材を元に）

テレビで見る
映像・音声端子を使用
ステレオビデオケーブル STV-250Nを使用

出力 入力
ビデオカメラのAV端子に差し 赤白黄色端子に差す

（テレビ・ビデオ・HDDなど 外部入力）

S（S1）映像・音声入力端子付きのテレビ・ビデオ・HDDなどにつなぐ
ステレオビデオケーブル STV-250N
別売りのSビデオケーブル(S-150など)を使用

出力 入力
ビデオカメラのAV端子とS映像端子に差し 黄色は差さず赤白端子に差す

SビデオケーブルはS端子へ差す
（テレビ・ビデオ・HDDなど 外部入力）

※ワイドTV機能で撮影した場合、TVは自動的にワイドに切り替わる
IDシステム対応TVの場合もワイド画面に切り替わる

ダビングする（ビデオカメラから他の機器）
映像音声端子での方法は「TVで見る」と同じ

DV端子付きビデオデッキ・カメラなどへ録画する（別売りのDVケーブルを使用）
出力（ビデオカメラ 入力
DV端子（4ピン） デジタルの機器（IEEE1394端子のある機器）

ピンの種類は4ピン以外も可能
再生モードにし、入力側で録画
全てのIEEE1394と接続する保証はない

録画をする（他の端末からビデオカメラへ録画・コピーガードは不可）
アナログ
ステレオビデオケーブル STV-250Nを使用
出力側の赤白黄端子に差し込みビデオカメラのAV端子に差す
テープ 録画一時停止ボタン→一時停止解除で録画
カード AV→DV設定を「入」にする

静止画→フォトボタン 動画→通常のカメラ録画ボタン ※静止画の画像サイズは640×480 画質変更は可能
動画の画像サイズは変更が可能

DV録画
DVケーブルを使用（別売り）
再生側とビデオカメラにDV端子にDVケーブルを接続
テープ 録画一時停止ボタン→一時停止解除で録画

AV→DV設定を「入」にする
画質を選ぶ
静止画→フォトボタン 動画→通常の録画ボタン

アナログ信号をデジタル信号に変える（デジタルーアナログ変換）
テレビ・ビデオ・HDDなどのアナログ端子→ステレオビデオケーブル STV-250N→ビデオカメラ→DVケーブル
→デジタルビデオ機器
設定 メニューボタンのVTR設定→「AV→DV」を「入」にする

※USBケーブルでPCへ送ることも可能
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テープの上に音声や音楽を追加する（アフレコ）
CDなど ステレオビデオケーブル STV-250Nの赤白コード 再生モードでアフレコ設定をしリモコンでアフレコ
マイク マイクをMIC端子に接続 再生モードでアフレコ設定をしリモコンでアフレコ
※SPモードの録画のみOK
→再生方法
メニューボタン→オーディオ設定→12bit音声出力
→ステレオ1 撮影時の音声のみ
→ステレオ2 アフレコのみ
→ミックス/1：1 ステレオ1とステレオ2を同じバランスで
→ミックス/バリアブル 音声バランスを変えて再生

テープの映像をSDカードに記録する
映像 再生モードでFUNCボタン→SETボタンでサイズを選ぶ→再生→スタートストップボタン（録画で使用するボタン）で記録
静止画 再生モードでFUNCボタン→SETボタンでサイズを選ぶ→フォトボタンで記録

※画像サイズは640×480 画質は変更が可能

静止画をプリントする
ダイレクトプリントが可能なプリンターでUSBケーブルを使用して直接プリントができる

テープの映像・静止画をSDカードに取り込む
映像 再生モードにして、動画のサイズを選択し、カメラの録画に使うスタートストップボタンを押す
静止画 フォトボタンを押す（きれい）

テープの映像をPCに取り込む
DVケーブルを使用して取り込む
別売りのDVケーブルを接続
市販の編集ソフトで取り込む
ドライバーはWIｎ98SE以降のOSに標準で搭載されているため、ケーブルを接続すると自動的にインストールされる。

USBケーブルを使用してPCへ取り込む
XP USB2のみ
PCにCanon USB Videoドライバーをインストールする（基本的に自動）
再生モードで、「AV→DV」の設定を「切」にする。
USBケーブルを接続する

パソコンに取り込むためには、Windows Mobie Maker2(2.0.3312.0)が必要

SDカードの映像をPCに取り込む
USBケーブルとDigital video Software（Canonのソフト）を使用
Windowsの場合、イージーダイレクトボタンで転送も可能

ネットワークでビデオカメラ録画や通話をする
XP専用の、DV Network software(DV Messenger)を使用

上記の項目でWindows11で通常できないこと（工夫次第）
USBケーブルは認識しない→未解決
付属のソフト Digital video Softwareは USBが認識しないため使用できない
DV端子は現在ではついていない端子である→解決済み
キャプチャができるソフトも、DVキャプチャは対象外の場合がある→解決済み
ネットワークでビデオカメラ録画や通話 DV MessengerもUSBドライバが使用できないので不可 →解決済み
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CanonFV M30 デジタルビデオカメラ 本体の覚え書き

FV M30付属品
使用説明書
デジタルビデオソフトウェア説明書
コンパクトpowerアダプター CA-570
バッテリーパック NB-2LH
ワイヤレスリモコン WL-D85
コイン型リチウム電池（リモコン用） CR2025
レンズキャップ 紐 ショルダーストラップ
ステレオビデオケーブル STV-250N
USBケーブル IFC-300PCU
SDカード MMC－16M
ソフトウエア デジタルビデオソリューションディスク バージョン16

録画モードいろいろ
長時間録画モード
SPモード（標準）→1．5倍LPモード（長時間録画）
ズーム機能
光学14倍 デジタル280倍（カメラモードは56倍） ※デジタルズーム設定

再生いろいろ
早送り 巻き戻し再生 再生一時停止 逆方向再生 コマ送り再生 スロー再生 2倍速再生 8倍の早送り
日付サーチ（リモコン）録画開始ポイントを探す※1分以上必要
エンドサーチ（本体ボタン）録画最後の位置に巻き戻し
ゼロセットメモリー（リモコン）あとで探したい位置を登録

端子について
横の後ろ側
MIC マイク端子
AV端子 映像・音声端子 入力と出力
DV端子 入力と出力 ←IEEE1394 4pin

正面
S-映像端子 入力と出力
USB端子 ←USB Mini-B

バッテリーパックの時間
NB-2LH 充電140分 撮影45分 再生115分
NB-2L 充電125分 撮影35分 再生90分
BP-2L12 充電220分 撮影80分 再生200分
BP-2L14 充電260分 撮影100分 再生245分

別売りのチャージャー（CB-2LT）を使用すると、充電時間が90分 80分 150分 170分となる。

SDカードについて
動画の音声はモノラルになる
動画を記録するときは転送速度2MB/秒以上のメモリを使用。
XP機を使用の場合USBケーブルで転送する場合連続撮影時間を320×240は12分、160×120は35分以下に。
テープ撮影中・再生中にカードに静止画を撮ることが可能。高速連写も可能・
静止画像画質 スーパーファイン ファイン ノーマル
※1632×1224でスーパーファイン→512MBで350枚
画像サイズ 静止画 L（1632×1224） M（1280×960） S（640×480）

録画 320（320×240） 160（160×120）
※320→512MBで32分 160→512MBで67分
静止画→JPEG 動画→MJPEG（もーしょんじぇーぺぐ）
付属は16MB 説明書には512MBと書かれているがMAXは不明
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デジタルビデオカメラだからこそできること・特徴
合成が可能
単にテープに録画しているわけでは無く、テープ動画を合成することが可能ではある（カードミックス機能）
アフレコ・音楽をあとから重ねる事ができる
テープには、通常は録画日、時間が登録されている

ビデオテープに録画できる事によるメリット
非常に高画質で、デジタル機能さえ使いこなせれば、あながち終わったビデオカメラというわけでもない。
光学14倍なので、遠くもカクカクにならず、近くでの撮影も細かいしCanonだけあってとてもきれい。
HDDビデカメに撮りだめして破損して台無しになることを考えると、miniDVへ個別に残して保管をした方が貴重な映像の大量紛
失を防げる。PCのHDDが壊れた時のショックも軽くて済む。
データーはざっくりPCへ取り込むと30分1.5ギガを越える量で、HDDの最近のビデカメと変わらず、
逆にHDDビデカメで高画質で撮るとあっという間にPCの容量がMAXになってしまうので、趣味や子供の記録程度であれば画質
を極端にきれいに録画をせずminiDVでも充分。

しかし本機には欠点が・・・ そして思うこと
唯一の欠点は、テープのヘッドの消耗。そして、このビデカメには欠陥が多く、
3台中 1台は電源の接触不良（２０２２年中古購入）

１台はDV端子の破損 （２０１４年中古購入）
１台はヘッド破損→部品が外れる（２００５年新品購入）

と、全て 違う部分の破損が起きていて、所有者の使い勝手に寄るかも知れませんが、これだけいろいろな部分が破損すると
いうのはちょっと 故障しやすい機種なのかもしれない。といっても、もうすぐ２０年も経過するわけですが。

そしてPCが進化しているとはいえ、回避策が無いということは、「思い出を残すビデオカメラ」として、だめなんじゃ無いの？と
思う。
DV端子が使用不可能だったにせよ、USB端子があり、編集をこなす人はPCは絶対に持っているワケだから、何かしら更新ソフトを
有料でも作るべきだったと思う。
もしくは、miniDV再生機を作り、PCやレコーダーにに取り込める端末を「手の届く２万程度」で良いと思うので作るべきだと思う。
PCを使いこなせない人もそういった本体でTVなどで動画を見ることができる。

デジタルビデオカメラで撮影された子どもたちがちょうど大人になる頃。結婚式などで使いたい事もあると思う。
せっかく撮った録画なので活かせればと思う。
過去の動画が使えないのであれば、今後ますますビデオカメラの需要は減るだろう。

今回、どうにかこうにか自分のWindows11で編集ができたが、もしもPCが不可だった場合はパナのiLink（アイリンク）対応のレコー
ダーを中古で買う予定でした。（リビングには使用できる物が1台ありますが、それもいつ壊れるかわからない状態です）
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キャノンデジタルビデオカメラ
FVM30をからPCにダビング（2022年・Win11対応）

HDDレコーダーを使用
ビデオカメラから赤白黄のアナログコードでダビング（専用ケーブル）（画像はあまりきれいでは無い）
付属のステレオビデオケーブル STV-250Nを使う

IEEE1394（DVケーブル）コードでDIGA（パナ・ディーガ）などのIEEE1394端子、iLink.TSへダビング（簡単きれい）

本体だけで可能なダビング
本体のみでテープからSDカードへコピー（静止画も可能）。 SDカードは512MBまで。（映像はとても汚い）
本体が2台ある場合、DVケーブルでコピーができる。もしくはDV端子のある端末があればダビングが可能。

本体からPCへのダビング
PCがUSBケーブルを認識する→USBケーブル経由でダビング
必要な物 canon USB VIdeoドライバー・Windows MovieMaker2

↑私の環境下ではUSBを使用して他のpremiere elementsなどのソフトで使用できるかは不明

PCがUSBケーブルを認識せずPCにIEEE1394端子がある場合→DVケーブルでダビング(主にXP時代のPC)
IEEE1394は4ピン・9ピン共に可能。（本体は4ピン）

PCがUSBケーブルを認識せずPCにIEEE1394端子が無い場合→ノートPCなど 諦める

PCがUSBケーブルを認識せずPCにIEEE1394端子が無い場合→ディスクトップPC→ボードを取り付け
→その後、DVケーブルでダビング

IEEE1394はXP時代あたりのPCについていた端子で、現在のPCに端子がついていることは無い。
DV端子からUSBへの変換ケーブルは存在せず、デスクトップPCのPCI Expressスロット（など）に空きがあれば差すだけ
なので、メモリの増設の経験などPCを空けた経験があれば難易度は高くは無い。ただし、PCがIEEE1394を設置後レガシ
ー設定が必要かも知れなく、つけたところで確実に動くとは言い切れないし多少なりともPCをいじるので嫌なら無理。（復
元ポイントを必ず作っておく）

↓この方法でのダビング方法↓
（確実にできるとは限りません。参考まで）

IEEE1394が無いWindows11で、DVケーブルを接続できるようにする
準備

デスクトップのカバーを開けて、PCI Express（など）スロットに空きがあることを確認する
購入するボードを探す
IEEE1394インターフェースで探す。現在6種類くらいあり、自分のPCのスロットにささる事が前提で、差し込み側は4ピン・6ピ
ン・9ピンがあるので注意。（ケーブルで対応が可能 昔のPCは4ピンと6ピン）Windows11対応で無くても「たぶん」大丈夫で
はとおもう。64bit対応のみと書かれている物が多いので、32bitの場合は不明。

本体とPCに接続するケーブルを購入する
キャノンのビデカメには付属していません。ビデオカメラ本体は4ピン。反対側はPC本体につなぐ端子に合わせて購入する。大
きい6ピンの方が扱いやすいと思う。

保存する外付けHDD
できれば電源ケーブルのある昔ながらの大きなHDDが理想。小型のHDDの場合編集やPC本体のへの移動でデーターが大きすぎ
ると圧縮しないといけない場合がある。

時間的には、30分で1.5ギガを越えるくらい

PCにHDDの空きスロットがあればIEEEと同時に入れてしまっても良いかと。（かなり便利。使用しないPCから抜いてきても）

PC本体
今回Windows11で実行しましたが、動画のやりとりなので、OSが若干古くともスペックが良いPCが良いと思う。

私のPCはXPから全てマウスコンピュータですがWindows11はとにかく全てが早いと感じます。
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キャプチャするためのソフトのインストール
Adobe premiere elementsはバージョン12まで（ver13移行はDV入力に vV対応せず、アドビサイトの回避策は多分無理）

CyberLink powerdirector19（2020年）問題なし

フリーのArea61 DVビデオキャプチャ問題なし

キャプチャソフトについて

ビデオキャプチャができるかの確認できた物は

Adobe premiere elements4 取り込み可能 1時間13GB 容量がすごいが発色がきれいに感じる。

Adobe premiere elements13 取り込み不可

Adobe premiere elements15 取り込み不可

CyberLink powerdirector10 取り込み可能

CyberLink powerdirector19 取り込み可能 1時間3GB

Area61 DVビデオキャプチャ 取り込み可能

キャプチャソフト説明
★Adobe premiere elements（アドビプレミアエレメンツ）動画を加工するソフト。カットメニュー作成など。

★CyberLink powerdirector（サイバーリンク パワーディレクター）動画を加工するソフト。プレミアエレメンツとほぼ同じ。

↑どちらも通常で1万5千円くらいのソフトで、作成後DVDメニューも作成できる。意外と過去に購入したPCに付属ソフトとし
て添付されている事が多いので、過去のPCの付属ソフトをチェックした方がいい。

結論から言うと、2007年物のpremiere elements4がとてもきれいで取り込みができるが、最終的にDVDに圧縮する際に劣化があ
るため、総合すればどのソフトも同等と思われる。

しかし、2007年に作成されたソフトと2022年に作成されたソフトに違いが無いとは思われないので、

現段階では

CyberLink（サイバーリンク）のpowerdirector20（https://jp.cyberlink.com/stat/volume-license/jpn/pdr-compare.jsp） 2021年発売

Adobe（アドビ）のpremiereelements12 2013年発売

のソフトで編集するのが 取り込み状態（近代的に）が良いと思われるが、

OSが進化していることと、使いやすさで powerdirectorの最新版（DVキャプチャについては要確認）が良いかと思われる。

↑本来ハード面で存在しないDV入力がWindows11で対応しているソフトほど良いと思う
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PCの準備 （素人のざっくりした説明なのでご注意）
全てを行う前に復元ポイントを作成しておき、復元ができるようにして置いた方が無難です。

PCを開けてIEEE1394インターフェースをスロットに差し込んだらPCを起動する。
デバイスマネージャーを表示
IEEEホストコントローラー が表示されたら ボードを認識している状態と思われる

→この時点で、DVケーブルを接続しビデオカメラを再生させて認識されている場合

デバイスマネージャーの

IEEEホストコントローラーに 1394 ohci compliant host controller ※私の場合は（Texas Instruments 1394 OHCI Compliant Host Controller）

イメージングデバイスには Canon TS3100 series と表示される

イメージングデバイスに Canon TS3100 seriesと表示されない場合は、
IEEEホストコントローラーを 1394 ohci compliant host controller（Legacy） にしないといけないらしい。

※Windows8以降は
「OSに1394 バス ドライバー (1394bus.sys と Ochi1394.sys)」が削除されている らしい。
解決策として、Microsoftから（https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=44219）

「1394_OHCI_LegacyDriver」をダウンロードする。

通常なら、デバイスマネージャーの IEEEホストコントローラー
→1394 ohci compliant host controllerを右クリックし、プロパティのドライバの更新で、手動で更新できるらしいのですが、何度
やってもlegacyが表示されず↓

C:\Program Files (x86)\1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)\x64_driver を表示させて、
その中の、「Legacy1394.inf」を右クリックでインストールしたあとに、
デバイスマネージャーの IEEEホストコントローラー→1394 ohci compliant host controllerを右クリックし、プロパティの ドライ
バの更新 をすると、互換性のあるハードウェアを表示 部分に
1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) が表示されるので、更新します。（されました）

legacyが表示されたら、DV接続ができると思います。
デバイスマネージャーのイメージングデバイスには Canon TS3100 series と表示されます。

その後Windows11のOSの大きい更新が有り、
表示からlegacyが消えたのですが、問題なく使用できています。

ちなみにUSB接続をしたままだと、ほかのデバイスという項目にCanon FV M30が3つ表示されますが、こちらはどうやっても認
識されません。DV端子ともとりあえずは関係ありません。

legacyが表示されたのに、DV端子経由で認識しない場合の想定外の原因

ビデカメ本体のDV端子の故障
→2台本体があったので判明

DVケーブルの断線
→ケーブルはとても太く、軸部分の破損。手持ちの1本はコードが破れていて、買い直したケーブルは軸部分が破損。太いが、
中は細い金属コードがたくさん集まった物で切れやすい様である。コードを曲げないように注意。

キャプチャソフトの問題
→ネット上にはpremiere elementsでDV端子が読めるとあったが、実際はバージョン12まででそれ以降のバージョンは対応外だ
った。
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接続後の取り込みについて Power Director19
DV端子経由の強みは、動画データだけで無く、撮影日などの情報が残っている事

キャプチャ方法
始めの設定
バラバラに読み込めば、タイトルに日付や時間が残る為後の編集のために取り込みを別けておくと便利。
設定方法
ファイル→基本設定→取り込み→取り込み中にタイムコードでシーンを検出してから別ファイルに保存する を選択しておくと、
撮影時ごとに細切れに保存されるので、編集がしやすいです。

取り込み先を設定する。ＯｎｅＤｒｉｖｅと連動しているフォルダだといちいち通知が来て面倒なので、避ける。
専用にHDDなどを設定していたら、その中のフォルダに入れるように設定をする。
取り込み画面を開いたところの中央にある「フォルダーの変更」で変更をしておく。

キャプチャ
DV端子でPCに接続し、ビデオカメラは「再生」に
powerdirectorを立ち上げたら、
ファイル→取り込み→DVカムコーダーから取り込みのボタンを押す。
PCとカメラは連動しているので、ソフトで再生を押せば再生される。
録画ボタンを押すと、録画が始まる。細切れに設定しているなら複数のファイルmpgができる。

保存は3カ所がおすすめ
（外付け）HDDに取り込み後、

1枚目は取り込み動画をそのままmpgファイルのまま焼く（保存用・ばらして編集が可能）
2枚目は映像としてジャンルや年代別につなげてisoファイルにしてDVDかブルーレイに焼く （プレーヤーで観賞用）

↑1枚目の焼き方はmgpのままWindows11で焼けばOK

2枚目の方法は、power directorやpremiere elementsなどのソフトでメニューまで作って焼く方法です。

メモ
isoファイルは、Power2Go・Nero Essentialsなど「焼くソフト」で「ディスクイメージの焼き込み」でisoファイルを焼く。
焼いたあとはVIDEO_TS Audio_TS となってDVDに焼かれている。

premiere elementsで書き出しは SD576 SD480の選択があったら480を選択。
power directorでisoを作らず直接2DでDVDに書き込む事ができる（実際にやったことが無い）

↑エラーで書き込みができないのであれば一度isoにしたあとに書き込み

全てにおいて、「キャッシュ」が残る事があり、相当な大きさになるのでキャッシュは頻繁に削除。
isoファイルも1ギガを越えるので、不要になったら削除。Windows11の「記憶域」を表示させると一覧に大きなファイルが表示
されるので時々チェックをした方がいい。
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チョッパヤ編集 PremiereElements編
キャプチャはPower Directorでしかできませんが、編集はadobeのPremiereElementsでも編集できます。
同じシーンで2画面とか、音楽の編集などいろいろできますが、今回は一気にDVD化する方法。
PremiereElements
動画をタイムラインに乗せる

メニューを作る

←の「1」の青い三角マークを右クリックすると
「メニューマーカーを設定」とでるので、
名前を入れる。OKを押す。
←「2」をクリックすると次のシーンへジャンプするので
右クリック、「メニューマーカーを設定」とでるので、
名前を入れる。OKを押す。
・・を続けてメニューが完成する。

メニューマーカーが完成したので、
ツール→ムービーメニュー で、メニューを作る。

好きなデザインを選ぶ

先ほど入れたメニューマーカーの位置でシーンが作られている

←タイトルなどを修正して、「完了」

DVDとして焼くので、
ファイル→書き出しと共有→ディスク→DVD→SD480を選びディスクの種類はISOイメージ→書き込
み でisoファイルができる。

※直接ディスクに書き込みも可能

チョッパヤ編集 Power Director編
動画をタイムラインに乗せる
F11 を押すと 自動チャプターの設定が出るので、
「最初のビデオトラック名クリップの開始位置にチャプターを挿入」を選択

←こんな感じで細切れ部分でチャプターを作ってくれる
チャプター名は変更可能

DVDにするために、「出力」を選択
左上の「ディスク作成」を選択
メニューが出てくる。他のテンプレートにするために、「メニューの基
本設定」を選択
テンプレートのダウンロードで、サイトからダウンロードをする
（ログインが必要 ソフトのバージョンによっては始めから複数ある
かもしれない）
素人が作った物も多いので、なるべく無難そうな物を選ぶ。
右下の 「プレビュー」で問題が無ければ「2Dで書き込み」を選択
isoにするならばディスクイメージとして保存
そのままDVDに焼くのであれば ディスクへの書き込み を選択

isoファイルはPower2Goでディスクイメージ
の書き込みで焼けば完成
といった具合に、ただDVDにするだけであれば、あっという間に完成できます。

慣れてきたら、フェードインアウトを使ったり、ダンスなどなら音楽をCDの物と入れ替えたり、複数の画面を一度に映したり、文字で説明をいれたりと

どちらのソフトも凝ったものができます。

どちらが良いかと言えば私はadobe姉妹のPhotoshopelementsを1から使っているほどadobe慣れしているのでadobeが好きなのですが、サイバーリン

ク社のソフトも順応性がよく、作成後に差はないですが、メニューはadobeの方がエラーが少ないと感じます。

それとちょっとややこしいのですが、「書き込みソフト」というのは、別なのでご注意。サイバーリンクの場合、powerDVDは閲覧ソフト・power2goは書き

込みソフト・powerdirectorは動画を作るソフトと、分かれていて、バラバラでも、セットでも高額なので、PCや外付けドライブを購入した時に付属されて

いるソフトはたいていセットなので、そういうソフトを屋根裏などから探し出してくる方が安上がりです。過去にPCを数台購入していたらどれかしらつ

いていると思います。
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追記機能！
すでに撮影した物をキャプチャすることは可能でしたが、
カメラのモードを通常撮影する 「カメラ」にしておくと、撮影しながらPCへ取り込みができます。
テープなしでの防犯カメラやPC周りでの撮影が楽に使えると思います！
ウェブカメラとしてはUSBを必要としないIEEE1394インターフェースのみ対応であれば可能かも知れません。


	　 　 テレビで見る
	　 　 ダビングする（ビデオカメラから他の機器）
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	　 　 テープの映像をPCに取り込む
	　 　 SDカードの映像をPCに取り込む
	　 　 ネットワークでビデオカメラ録画や通話をする
	　  上記の項目でWindows11で通常できないこと（工夫次第）
	　 　 FV M30付属品
	　 　 録画モードいろいろ
	　 　 再生いろいろ
	　 　 端子について
	　 　 バッテリーパックの時間
	　 　 SDカードについて
	　 　 デジタルビデオカメラだからこそできること・特徴　
	キャノンデジタルビデオカメラ
	FVM30をからPCにダビング（2022年・Win11対応）
	　 HDDレコーダーを使用
	　 本体だけで可能なダビング
	　 本体からPCへのダビング
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