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■EzCAP HD とは？
「EzCAP HD」（イージーキャップ・エイチディー）は、ゲーム機や DVD プレイヤー、カメラなどと接続し、
映像をパソコンに保存するデバイスです。

4 種類の映像端子に対応しているため、様々な機器やメディアでお使いいただけます。
HDMI 端子やコンポーネント端子で HD 画質（解像度 1920*1080）の映像をキャプチャすることが可能です。

専用のドライバーとキャプチャソフトをパソコンにインストールすればすぐにお使いいただけます。
EzCAP HD を使い、便利で快適な動画ライフをお過ごしください。

※「EasyCAP HD」は「EzCAP HD」の旧商品名です。出荷時期によって一部ロゴ等が異なる場合があります。

■動作環境
・OS：Windows Vista/7/8/8.1（各 32bit/64bit）
・CPU：Dual Core 以上
・メモリ：2GB 以上（4GB 以上推奨）
・HDD：10GB 以上の空き容量
・USB2.0 ポートの空きが 1 つ以上
・DirectX 9.0 対応グラフィック
・インターネットへの接続環境
・映像再生機器と EzCAP HD を接続するためのケーブル

※解像度 1920*1080 でのキャプチャには、Intel Core i5/Core i7、AMD Phenom II X4 以上の CPU を推奨。

※CPU が 1 コアのパソコンでは正常に動作しません。

※変換ケーブルや変換アダプタ、HDMI スプリッター等との接続は動作保証外です。

※Mac、BootCamp、仮想 OS 環境は動作保証外です。

※HDCP などのコピーガードやプロテクトを回避／解除してキャプチャする機能はありませんので、HDCP が有効になる機器／メディアからは

キャプチャできません。

※AACS の規制でアナログ映像出力ができない機器／メディアからはキャプチャができません。

製品紹介
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4.

EzCAP HD 本体
インストールディスク
HDMI ケーブル
コンポーネントケーブル

5.
6.
7.

※

※

オーディオケーブル
USB ケーブル
マニュアル PDF（ダウンロード）

マニュアルは弊社サポートページよりダウンロードします。

パッケージ内容に記載のないものは別売りとなります。

PDF

パッケージ内容
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COMPONENT VIDEO OUT Y Pb Pr

S VIDEO OUT

AUDIO OUT L R

HDMI OUTHDMI 出力端子

コンポーネント出力端子

S 映像出力端子

音声出力端子

USB マークUSB 接続端子

COMPONENT VIDEO IN Y Pb Pr

S VIDEO IN

AUDIO IN L R

HDMI INHDMI 入力端子

コンポーネント入力端子

S 映像入力端子

音声入力端子

本体各部の名称



1

2

1.
2.

※
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※

EzCAP HD とパソコンを USB ケーブルで接続します。
インストールディスクをパソコンに挿入します。

インストールディスクがパソコンに認識されない場合は、本マニュアルの「FAQ」を参照してください。

EzCAP HD には、ライセンスキーや台数制限はありません。複数のパソコンにインストールして使用できます。

インストール中は EzCAP HD をパソコンから取り外さないでください。

インストール（1） インストール



【1】Windows のエクスプローラーを開きます。

インストールディスクを挿入した光学ドライブのアイ
コンを右クリックします。

※パソコンの機種・設定によっては表示が異なる場合がありますが、

基本的な操作手順は同じです。

【2】メニューから「開く」をクリックします。

【3】ディスクの内容がエクスプローラーに表示され
ます。

【4】「Autorun.exe」を右クリックし、メニューから
「管理者として実行」をクリックします。

※パソコンの設定によっては、「.exe」という拡張子が表示されていな

い場合があります。

※「管理者として実行」の項目がない場合は、管理者権限のある

ユーザーアカウントで Windows にログインしてください。

インストール（2） インストール



【1】「Autorun.exe」が起動し、インストールの初期
画面が表示されます。

「Quick Installation」をクリックします。

【2】「Quick Installer」が起動します。

「Typical Installation」のラジオボタンと各チェック
ボックスがオンになっていることを確認し、「Install」
をクリックします。

※チェックボックスがオフになっている場合、そのプログラムがすでに

インストールされている可能性があります。

【3】セットアップウィザードのダイアログボックス
が表示されます。

「スタート」をクリックします。

【4】最後に「OK」をクリックし、ドライバーのイン
ストールは完了です。

続けてキャプチャソフト（VivaStation）をインストー
ルします。

インストール（3） インストール



【1】ドライバーのインストール後、キャプチャソフ
トのインストーラーが自動的に起動します。

言語が「Japanese」になっていることを確認し、
「OK」をクリックします。

【2】「VivaStation セットアップウィザード」が起動
します。

「次へ」をクリックします。

【3】VivaStation のインストールが始まります。

最後に「完了」をクリックし、キャプチャソフトの
インストールは完了です。

※パソコンに「.NET Framework」がすでにインストールされている

場合は、「The Microsoft .NET Framework 3.5 or above is installed.」

という確認のメッセージが表示されます。

エラーではありませんので、「OK」をクリックしてメッセージを閉じま

す。

インストール（4） インストール



【1】ドライバーとキャプチャソフトのインストール
後、「Quick Installer」の最終画面が表示されます。

「No」のラジオボタンをオンにし、「Finish」をクリッ
クします。
※「Yes」のラジオボタンをオンにして「Finish」をクリックすると、

すぐにパソコンが再起動します。

【2】に進まず再起動を行っても問題はありません。

【2】インストールの初期画面に戻ります。

「Exit」をクリックし、「Autorun.exe」を終了します。
これでインストールは完了です。

インストールディスクと EzCAP HD を取り外し、
パソコンを再起動します。

以上でインストールは完了です。

インストール（5） インストール
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EzCAP HD とパソコンを USB ケーブルで接続します。

EzCAP HD の「コンポーネント入力端子」（Y ／緑）にコンポジットケーブルを接続します。
EzCAP HD の「音声入力端子」にオーディオケーブルを接続します。
映像再生機器の「コンポジット出力端子」にコンポジットケーブルを接続します。
映像再生機器の「音声出力端子」にオーディオケーブルを接続します。

VivaStation を起動し、「入力ソース」を「コンポジット」に設定します。
映像再生機器の出力設定を「コンポジット」に設定します。

1.

2.

3.

Capture Device - コンポジット

Capture Device - S- ビデオ

Capture Device - Y Pb Pr

Capture Device - HDMI

VivaStation の入力ソース

コンポジット
480i

映像再生機器の出力設定

映像再生機器の出力端子
（コンポジット出力／アナログ音声出力）

コンポジット接続 接続



映像再生機器の出力端子
（S 映像出力／アナログ音声出力）

1

2 3

S 映像（S ビデオ）
480i

EzCAP HD とパソコンを USB ケーブルで接続します。

EzCAP HD の「S 映像入力端子」に S 端子ケーブルを接続します。
EzCAP HD の「音声入力端子」にオーディオケーブルを接続します。
映像再生機器の「S 映像出力端子」に S 端子ケーブルを接続します。
映像再生機器の「音声出力端子」にオーディオケーブルを接続します。

VivaStation を起動し、「入力ソース」を「S- ビデオ」に設定します。
映像再生機器の出力設定を「S 映像（S ビデオ）」に設定します。

1.

2.

3.

Capture Device - コンポジット

Capture Device - S- ビデオ

Capture Device - Y Pb Pr

Capture Device - HDMI

VivaStation の入力ソース

映像再生機器の出力設定

S 端子接続 接続



映像再生機器の出力端子
（コンポーネント出力／アナログ音声出力）

1

2 3

コンポーネント（D1〜D5 映像）
480i / 480p / 720p / 1080i

EzCAP HD とパソコンを USB ケーブルで接続します。

EzCAP HD の「コンポーネント入力端子」にコンポーネントケーブルを接続します。
EzCAP HD の「音声入力端子」にオーディオケーブルを接続します。
映像再生機器の「コンポーネント出力端子」にコンポーネントケーブルを接続します。
映像再生機器の「音声出力端子」にオーディオケーブルを接続します。

VivaStation を起動し、「入力ソース」を「Y Pb Pr」に設定します。
映像再生機器の出力設定を「コンポーネント」に設定します。

1.

2.

3.

Capture Device - コンポジット

Capture Device - S- ビデオ

Capture Device - Y Pb Pr

Capture Device - HDMI

VivaStation の入力ソース

映像再生機器の出力設定

コンポーネント接続 接続



映像再生機器の出力端子
（HDMI 出力／音声出力）

1

2 3

HDMI
480p / 720p / 1080i / 1080p

EzCAP HD とパソコンを USB ケーブルで接続します。

EzCAP HD の「HDMI 入力端子」に HDMI ケーブルを接続します。
映像再生機器の「HDMI 出力端子」に HDMI ケーブルを接続します。

VivaStation を起動し、「入力ソース」を「HDMI」に設定します。
映像再生機器の出力設定を「HDMI」に設定します。

1.

2.

3.

Capture Device - コンポジット

Capture Device - S- ビデオ

Capture Device - Y Pb Pr

Capture Device - HDMI

VivaStation の入力ソース

映像再生機器の出力設定

HDMI 接続 接続



EzCAP HD とパソコンを USB ケーブルで接続します。

EzCAP HD の「IN」と映像再生機器の「出力端子」に、任意のケーブルを接続します。

EzCAP HD の「OUT」とテレビやモニターの「入力端子」に、「IN」と同じ種類のケーブルを接続します。
例：「IN」に HDMI ケーブルを接続した場合は、「OUT」にも HDMI ケーブルを接続します。

VivaStation と映像再生機器をケーブルの種類に合わせて設定します。

1.

2.

3.

4.

テレビ／モニターの
入力端子へ

映像再生機器の出力端子へ

パススルー接続 接続



【1】パソコンに EzCAP HD を接続し、VivaStation を
起動します。
※VivaStation が起動しない場合は、本マニュアルの「FAQ」を参照し

てください。

【2】VivaStation の初回起動時は、初期設定パネルが
表示されます。

「デバイス選択」の項目がありますが、ここでは特に
設定する必要はありませんので、「次へ」をクリック
します。

【3】「入力ソース」の項目が表示されます。
そのまま「次へ」をクリックします。

【4】「入力切替」の項目が表示されます。
「OK」をクリックし、初期設定を閉じます。

※【2】、【3】の時点で「OK」をクリックしても構いません。

VivaStation の初期設定（1） VivaStation の操作



【1】VivaStation のウインドウサイズを調整します。

VivaStation の画面の四隅にマウスカーソルを近づけ
ると、カーソルがサイズ変更カーソルに変化します。

カーソルをドラッグしてウインドウを動かし、見やす
い位置と大きさに調整します。

【2】VivaStation の画面下部にあるツールバーから
「設定」のアイコンをクリックし、設定パネルを開き
ます。

【3】「ビデオ設定」タブを開きます。
「VMR 形式」を「EVR」に変更します。

※「EVR」で正常に映らない場合は、「VMR 7」、「VMR 9」をお試しくだ

さい。

【4】「キャプチャー」タブを開きます。
「キャプチャービットレート」のバーをクリックし、
左端までドラッグします。

ビットレート「3000 Kps」になっていることを確認し、
「閉じる」をクリックします。

以上で VivaStation の初期設定は完了です。

VivaStation の初期設定（2） VivaStation の操作



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 5 6 7

3

2

1

常時手前表示オン／オフ（上向き矢印でオン）
最小化
最大化
閉じる

キャプチャボタン（録画開始／停止）
スナップショット（静止画の撮影）
画面比率（ウインドウのアスペクト比変更）

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

プレビューウインドウ
ウインドウ設定
ツールバー

1.
2.
3.

音量調整（小さくする）
音量調整（大きくする）
音量調整（消音）
Playback（キャプチャした映像の確認）
予約録画（自動的に録画開始／終了）
入力ソース（映像信号の切り替え）
設定（設定パネルを開く）

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VivaStation の画面と機能 VivaStation の操作



Playback（プレイバック）

プレイバックウインドウ

「プレイバック」は、キャプチャした映像を VivaStation で確認する機能です。
ツールバーから「Playback」のアイコンをクリックし、確認する動画ファイルを指定します。

動画ファイルは、設定パネルの「キャプチャー」タブで指定したフォルダに保存されています。

設定パネルの「その他」タブで「PIP Mode whem play video file」のチェックを外すと、プレイバック
ウインドウのサイズをドラッグで変更できるようになります。

プレイバック VivaStation の操作



予約録画

予約録画ウインドウ

「予約録画」は、指定した時刻に自動的にキャプチャを開始／終了する機能です。

ツールバーから「予約録画」のアイコンをクリックし、録画時刻を指定します。
「OK」をクリックすると、録画時間が設定されます。

※「キャプチャー形式」は、「TS」（.m2ts、MPEG-2 TS）で固定です。

予約録画 VivaStation の操作



1
2
3
4

「スナップショット」タブ

1.

2.

3.

4.

「保存ファイル形式」
静止画の保存形式を BMP ／ JPG ／ PNG ／ TIFF の 4 種類から選べます。

「撮影枚数」
1 回のスナップショットで何枚連続して撮影するかを 1 ～ 100 枚まで選べます。

「撮影時間間隔」
撮影枚数が 2 以上のとき、連続して撮影する感覚を 0mm 秒～ 5000mm 秒まで選べます。

「保存先」
静止画の保存先フォルダーを設定します。「...」のボタンをクリックすると、保存先のフォルダーを
指定するダイアログボックスが表示されます。

設定パネル（1） VivaStation の操作



1
2

3

「キャプチャー」タブ

1.

2.

3.

※

「保存先」
動画の保存先フォルダを設定します。「...」のボタンをクリックすると、保存先のフォルダーを
指定するダイアログボックスが表示されます。

「録画ファイル設定」
保存される動画のファイル名を設定します。「日時形式」は日付に合わせて自動的にファイル名が
決まります。

「キャプチャービットレート」
保存される映像の品質を 3000 ～ 18000Kps まで選べます。
ビットレートが高いとパソコンに負荷がかかる場合があります。

設定パネル（2） VivaStation の操作



1

2

「ビデオ設定」タブ

1.

2.

※

※

「カラーモード」
デフォルト／ニュース／ムービー／カラフル／ユーザーの 5 種類から選べます。

「ユーザーモード」では、明るさやコントラストをユーザーが自由に調整できます。
「全チャンネルに適用」のボタンをクリックすると、変更が反映されます。
「VMR 形式」
映像の表示に影響します。VMR 7 ／ VMR 9 ／ EVR の 3 種類から選べます。
環境によって適切な VMR 形式は異なります。映像が映らない場合は VMR を変更してください。

「VMR 7」や「VMR 9」は Windows XP 以降の OS でお使いになれますが、パソコンの環境によっては安定しないことがあります。

Windows 7 以降の OS は「EVR」が標準設定です。

設定パネル（3） VivaStation の操作



1
2
3
4
5

「OSD」タブ
※OSD＝オンスクリーンディスプレイ

1.

2.

3.

4.

5.

「TV の OSD を有効」
チェックを外すと、キャプチャ時間のカウントなど（OSD）が表示されなくなります。

「画面フォント色」
OSD の色を変更します。
青／赤／黒／白／黄／緑／オレンジ／ピンクの 8 色から選べます。

「画面サイズ」
OSD の大きさを変更します。

「OSD’ s X Position」
OSD の横位置を変更します。0 が最も左寄り、100 が最も右寄りとなります。

「OSD’ s Y Position」
OSD の縦位置を変更します。0 が最も上寄り、100 が最も下寄りとなります。

設定パネル（4） VivaStation の操作



1

「画面比率」タブ

1.

2.
※

「画面比率」
プレビューウインドウに表示される映像の比率（アスペクト比）を変更します。
キャプチャ対象の映像と同じ比率にすることで、確認しやすくなります。

「全チャンネルに適用」のボタンをクリックすると、変更が反映されます。
画面比率はプレビューウインドウの設定です。キャプチャされる映像は、出力機器の解像度によって比率が変わります。

設定パネル（5） VivaStation の操作



1
2

3
4
5

「テロップ（テキスト再生）」タブ

1.

2.

3.

4.

5.

※

「連続リピート」
チェックを入れると、テロップを繰り返して表示します。

「移動距離」／「移動間隔」／「テロップ（テキスト再生）間隔」
テロップが流れる速さと間隔を設定します。

「テキスト入力」
テロップとして表示する内容を入力します。

「適用」をクリックすると、入力した内容が画面に反映されます。
「開始」をクリックすると、テロップがプレビューウインドウに表示（再生）されます。
「テキストファイルを選択」
テキストファイル（.txt）を読み込んでテロップとして表示します。

「...」のボタンをクリックし、読み込むテキストファイルを指定します。
「Slide Chime on the hour」
一時間毎にチャイムを鳴らします。
テロップは VivaStation のプレビューウインドウのみに表示される簡易機能です。動画ファイルには保存されません。

設定パネル（6） VivaStation の操作



1
2
3
4

「その他」タブ

1.

2.

3.

4.

※

「言語選択」
VivaStation の表示言語を選択します。日本語表示は「Japanese」です。

「起動時の自動再生有効」
チェックを入れると、前回使用した「入力ソース」が自動的に設定されます。

「タイムゾーン設定」
日本は GMT +09:00 です。未設定でも問題ありません。

「PIP Mode whem play video file」
プレイバックウインドウのサイズを固定します。
チェックを外すと、プレイバックウインドウをドラッグで拡大・縮小することができます。

「Select video position」で表示位置を指定します。
PIP＝Picture In Picture

設定パネル（7） VivaStation の操作



【2】「Quick Uninstaller」が起動します。
「Uninstall」をクリックします。

※「Custom Uinstallation」のラジオボタンをクリックすると、アンイ

ンストールするプログラムを選択できます。

【4】アンインストール後、「Quick Unistaller」の
最終画面が表示されます。

「Yes」のラジオボタンをオンにして「Finish」をクリッ
クすると、すぐにパソコンが再起動します。
※すぐに再起動しない場合は、「NO」のラジオボタンをオンにして

「Finish」をクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

【1】EzCAP HD とパソコンを USB ケーブルで接続し、
「Autorun.exe」を管理者として実行します。

インストールの初期画面から
「Quick Uninstallation」をクリックします。

【3】アンインストールのダイアログボックスが表示
されます。
インストール時と同様に「スタート」／「はい」を
クリックします。

アンインストール サポート



コンポジットケーブル

S 端子ケーブル

端子：黄
信号：アナログ映像（SD 画質）
解像度：480i
アスペクト比：4:3

特徴：
対応機器が多い。
※EzCAP HD の「Y」（緑の端子）に接続します。

端子：黒
信号：アナログ映像（SD 画質）
解像度：480i
アスペクト比：4:3

特徴：
コンポジットより画質が良い。
※端子の上部に「出っ張り」のあるタイプは接続できません。

お使いの機器と接続できるケーブルをご利用ください。
ケーブルによって対応解像度（画質）が異なりますので、機器の出力機能や用途に合わせてお選びください。

※変換ケーブルや変換アダプタ等を使用した接続は動作保証外となります。

ケーブルと端子の特徴（1） サポート



オーディオケーブル

HDMI ケーブル

端子：白・赤
信号：アナログ音声
解像度：-
アスペクト比：-

特徴：
アナログ音声の入出力に必要。

端子：Ver.1.4
信号：デジタル映像（HD 画質対応）／音声
解像度：480p / 720p / 1080i / 1080p
アスペクト比：4:3 / 16:9

特徴：
デジタル HD 画質に対応。
1 本で映像と音声両方に対応。
※機器によっては信号が「HDCP」でプロテクトされ、キャプチャでき

ない場合があります。

コンポーネントケーブル

端子：緑・青・赤
信号：アナログ映像（HD 画質対応）
解像度：480i / 480p / 720p / 1080i
アスペクト比：4:3 / 16:9

特徴：
画質、発色が良い。
※1080p には非対応です。

※「D 端子」と互換性があるため、「D 端子 - コンポーネント変換ケーブ

ル」が使える場合があります。

ケーブルと端子の特徴（2） サポート



D 端子ケーブル

端子：D1 / D2 / D3 / D4 / D5
信号：アナログ映像（HD 画質対応）
解像度：
D1：480i
D2：480i / 480p
D3：480i / 480p / 1080i
D4 / D5：480i / 480p / 720p / 1080i
アスペクト比：4:3 / 16:9

特徴：
主に日本で使われている規格。
信号はコンポーネント端子と共通のため、変換ケーブ
ルを使用することで EzCAP HD と接続が可能。
※D5 は規格上は 1080p まで対応していますが、EzCAP HD の場合はコ

ンポーネント同様に 1080i までとなります。

※変換ケーブルは種類が多く品質や機能に差があるため、動作保証外と

なります。

USB ケーブル

端子：USB 2.0 タイプ A / タイプ B
信号：-
解像度：-
アスペクト比：-

特徴：
タイプ A をパソコンの USB ポートへ接続。
タイプ B を EzCAP HD の USB ポートへ接続。
※同じ規格であれば、市販の USB ケーブルも使用できます。

ケーブルと端子の特徴（3） サポート
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ゲーム機や DVD プレイヤーなど
（キャプチャする映像を再生／出力する機器）

テレビやモニターなど
（パススルー接続で映像を表示／入力する機器）

コンポーネント出力端子

コンポジット出力端子

HDMI 出力端子

S 映像出力端子

D 映像出力端子
※コンポーネントへの変換が必要

音声出力端子

コンポーネント入力端子

コンポジット入力端子

HDMI 入力端子

S 映像入力端子

D 映像入力端子

音声入力端子

※コンポーネントへの変換が必要

EzCAP HD と接続できる機器 サポート



キャプチャ機能無効

OFF

HDCP

次世代ゲーム機
etc.

キャプチャー
ボード

HDMI

HDCP

DVD/BD
ゲーム機 etc.

キャプチャー
ボード

HDMI

キャプチャ機能有効

「HDCP」は HDMI などのデジタル信号を暗号化するコピーガード（著作権保護技術）で、送信側が受信側を
認証しないと表示／送信ができない仕組みです。

DVD ／ BD プレイヤーなど、映像出力時に HDCP で信号が暗号化される機器やメディアからは HDMI 接続で
はキャプチャができません。
次世代ゲーム機など、設定で HDCP をオフにできる機器からは HDMI 接続でキャプチャが可能です。

※HDCP の設定や機能は機器によって異なりますので、お使いの機器のマニュアル等をご確認ください。

※コンポーネントやコンポジットなどのアナログ信号には HDCP はありません。

HDCP について サポート



インストールディスクがパソコンに認識されない／パソコンに光学ドライブがない。
・下記 URL から ZIP ファイルをダウンロードし、インストールを行ってください。
http://www.internal.co.jp/_zip/easycaphd/d600.zip

ドライバーがインストールできない。
・パソコンを再起動し、EzCAP HD を別の USB ポートへ接続します。
※USB ポートの異常が直る場合があります。

※USB ハブでは、供給電力不足などでデバイスが認識されない場合があります。パソコン本体の USB ポートへ接続します。

・TV チューナー、WEB カメラ、ほかの USB デバイスを取り外します。
※映像関係の機器やアプリケーションが競合を起こしている場合があります。

・ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトを停止させます。
※セキュリティソフトの設定によっては、ドライバーのインストールなどが制限されている場合があります。

・管理者権限でインストールします（下記サポートページ参照）。
http://www.internal.co.jp/support/common/security/administrator.php

・ユーザーアカウント名を半角英数字に設定します。
※ユーザーアカウント名が日本語や特殊文字で設定されていると、Windows が正常に動作しない場合があります。

・セーフモードではなく、通常モードで Windows を起動します。
※セーフモードではドライバー等のインストールが行われません。

■

■

FAQ（インストール） サポート



VivaStation が起動しない／「デバイスが見つかりません」や「Init fail.」と表示される。
・EzCAP HD をパソコンへ接続し、VivaStation を起動します。
・スピーカー／ヘッドフォンをパソコンへ接続し、VivaStation を起動します。
・『ドライバーがインストールできない。』を参照し、ドライバーを再インストールします。

VivaStation が強制終了する／「TVpanel.exe は動作を停止しました」と表示される。
・パソコンを再起動します。
・ドライバーアンインストールします。『ドライバーがインストールできない。』を参照し、再度イ
ンストールを行います。

VivaStation に映像が映らない／画像や音声が乱れる／画面の色がおかしい。
・VivaStation の入力ソースを確認します。
・映像再生機器の出力設定を確認します。
・EzCAP HD と映像再生機器をしっかりと接続します。
・EzCAP HD と映像再生機器を接続した状態で、映像再生機器の電源を入れ直します。
・『ドライバーがインストールできない。』を参照し、ドライバーを再インストールします。
※コピーガードで保護されている VHS などは、キャプチャすると映像が乱れる場合があります。

数秒しかキャプチャできない／キャプチャ中に VivaStation がフリーズする。
・VivaStation の「ビデオ設定」タブで、VMR 形式を「EVR」に設定します。
・VivaStation の「キャプチャー」タブで、キャプチャービットレートを「3000 Kps」に設定します。
・コンポーネント接続時、映像再生機器の出力を「1080p」に設定していると正常に映らない場合
があります。コンポーネント出力は「1080i」に設定してください。

キャプチャボタンが反応しない／ボタンが赤くならずキャプチャできない。
・コンポジットケーブルやコンポーネントケーブルなど、アナログ映像端子で接続します。
・接続する映像再生機器や、キャプチャ対象のメディアの種類を変更します。
※HDMI ケーブルでは映像信号が「HDCP」というコピーガードで保護され、キャプチャボタンが無効化される場合があります。

映像の縦横比（アスペクト比）がおかしい
・解像度が 480i/480p の映像は、アスペクト比 4:3 でのキャプチャとなります。
・アスペクト比 16:9 でキャプチャする場合は、720p 以上の解像度が必要です。
※キャプチャした動画ファイルのアスペクト比は、動画編集ソフトで調整することが可能です。

■

■

■

■

■

■

FAQ（VivaStation の操作） サポート



〈お客様情報〉
・お名前
・メールアドレス
・ご注文番号

〈パソコンの情報〉
・型番または商品名
・OS
・CPU
・メモリ
・HDD 空き容量

〈映像機器の情報〉
・型番または商品名
・接続方法（端子・ケーブルの種類）
・出力解像度

〈VivaStation の設定〉
・入力ソース
・VMR 形式
・保存先

〈お問い合せ内容〉
不具合の状況や発生・再現手順などの詳細

https://www.internal.co.jp/form/mail/support/easycaphd

〈EzCAP HD 商品ページ〉
http://www.internal.co.jp/products/util/easycaphd/about/

〈EzCAP HD サポートページ〉
http://www.internal.co.jp/support/easycaphd/




