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紹介

紹介
第 1 章:

CyberLink PowerDVD の TV モードへようこそ。 

注:当ガイドは参考資料です。また、内容および対応するプログラムは予告
なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PowerDVD TV モード
TV モードを開くと、次のように表示されます。

A - メディア パネル、B - VR モードを開く、C - PC モードに切り替え、D- 最近再生/追
加したメディア
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注:CyberLink PowerDVD の [TV モード] では、一部の機能はご利用いただ
けません。お探しの機能が見つからない場合、[PC モード] に切り替えてく
ださい。

メディア パネル
メディア パネルでは、再生するメディアの種類を選択します。メディア パネルで
は、ムービー ディスクを再生したり、メディア ライブラリー中の画像、動画、ム
ービー ファイル、音楽にアクセスすることができます。

注:一回目の起動でメディア ライブラリーにメディアを読み込まなかった場
合、[今すぐ追加] ボタンを選択して読み込みを行います。詳細は、「メ
ディア ライブラリーにメディアを読み込む」 を参照してください。[マイ
コンピューター] のメディア パネル オプションで、コンピューター中のメ
ディアにアクセスすることもできます。

メディア パネルから、サイバーリンク クラウド* に保存されるメディア ファイル
にアクセスしたり、YouTube の動画を再生することもできます。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

メディア パネルでは次の操作が行えます。

· PowerDVD Remote アプリの使用。詳細は、「PowerDVD Remote の設
定」 を参照してください。

· コンピューターに接続されるリモコン (互換性のあるもの) の使用。

· タブレット/タッチ スクリーンでタッチ ジェスチャーを使用。左右にスワイ
プし、オプションをタップして選択します。

· キーボードの矢印キーを使用して、オプションを参照。[Enter] キーを押し
て、オプションを選択します。
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· マウスのスクロール ホイールを使用して、オプションを参照。オプションを
クリックして選択します。

シリーズ動画
[シリーズ動画] セクションでは、あらかじめ連番を含んだ名前の動画ファイルを
再生することができます。詳細は、「シリーズ動画を再生する」 を参照してくだ
さい。

ムービー
[ムービー] を選択すると、メディア ライブラリー中のムービー ファイルにアクセ
スできます。ムービー ファイルは、コンピューターのハード ドライブに保存され
る DVD/ブルーレイ ディスク* フォルダー、DVD/ブルーレイ ディスク* ISO ファ
イル、個々の動画ファイル (PVR で録画されたムービー ファイル)です。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

ムービー ファイル再生に関する詳細は、「ムービー ファイルを再生する」 を参
照してください。

BD/DVD
[BD/DVD] を選択すると、ビデオ ディスクを再生できます。ディスク再生に関す
る詳細は、「ムービー ディスクを再生する」 を参照してください。

動画
[動画] を選択すると、メディア ライブラリー中の動画を再生することができま
す。これらの動画には、[ムービー] ライブラリーに入れないホーム ムービーや他
のショート クリップも含まれます。動画ファイルの再生に関する詳細は、「動画
を再生する」 を参照してください。
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画像
[画像] を選択すると、メディア ライブラリー中の画像を表示することができま
す。スライドショーに入れて表示することもできます。画像機能に関する詳細
は、「画像を表示する」 を参照してください。

音楽
[音楽] オプションを選択すると、メディア ライブラリーの音楽を再生することが
できます。ミュージック ライブラリー中の音声は、音楽であるとは限らず、
CyberLink PowerDVD に対応するすべての音声形式が含まれます。

音楽再生機能に関する詳細は、「音楽を再生する」 を参照してください。

マイ コンピューター
[マイ コンピューター] を選択すると、コンピューターのハード ドライブ、接続さ
れた USB デバイス、ネットワーク ドライブなどのすべてのフォルダーを表示す
ることができます。このタブには Windows エクスプローラーの [コンピュータ
ー] の内容 (デフォルトの Windows ライブラリー ショートカットを含む) が表示
されます。ここでは、メディア ライブラリーに読み込まれていないメディアにア
クセス、再生することができます。

注:CyberLink PowerDVD は、Dropbox、Google ドライブ、OneDrive クラ
ウド ストレージ サービスに対応しています。クラウド ストレージ サービス
のデスクトップ アプリがインストール、実行、同期されてることを確認し
て、PC モードの UI の基本設定で有効にしてください。

サイバーリンク クラウド
[サイバーリンク クラウド]* オプションを選択すると、CyberLink のクラウド サ
ービスに保存されたメディアを表示することができます。サイバーリンク クラウ
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ドを使ってメディアをバックアップすることで、どこからでもアクセスできるよ
うになります。また、CyberLink Power Media Player を実行するポータブル デバ
イスからアップロードされたメディアにもアクセスできます。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

サイバーリンク クラウドのメディアをコンピューターにストリーミングして、
CyberLink PowerDVD で再生することができます。詳細は、「サイバーリンク ク
ラウドに保存されるメディアを再生する」 を参照してください。

YouTube
[YouTube] を選択すると、YouTube の動画を再生することができます。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

詳細は、「YouTube の動画を再生する」 を参照してください。

Vimeo
[Vimeo] を選択すると、Vimeo の動画を再生することができます。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

詳細は、「Vimeo の動画を再生する」 を参照してください。

設定
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[設定] を選択すると、CyberLink PowerDVD の TV モードを設定することができ
ます。詳細は、「PowerDVD の設定」 を参照してください。

VR モード (バーチャル リアリティー)
対応する VR (バーチャル リアリティー) ヘッドセットをお持ちの場合、VR モー
ドで再生することができます。

VR モードを設定、開始する
VR モードを開始する前に、次の内容を確認してください。

· VR ヘッドセットがコンピューターに接続されている。

· VR ヘッドセット メーカーからの必要なツール、プログラムがインストール
されている。

· VR ヘッドセットがオンになっている (必要な場合)。

VR モードを開始するには、  ボタンをクリックして [VR モードの開始] を選
択します。VR ヘッドセットを装着して、VR モードを開きます。

注:メディア ライブラリーからメディアを選択して、[再生先] メニューの
[VR ヘッドセット] を選択して、VR モードを開始することもできます。

VR ヘッドセットを着用しながら、同時に CyberLink PowerDVD のメディア ウィ
ンドウにもコンテンツを表示するには、[PowerDVD のウィンドウにも VR 映像
を表示] オプションを選択します。

注:VR モードのコントロールおよびヒントは、VR ヘッドセットを装着時に
左側に表示されます。メディアを再生中に、トリガーを引く/トラックパッ
ドをクリックすると (お持ちの VR ヘッドセットによって仕様が異なりま
す)、プレーヤー コントロールおよびヒントが表示されます。
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VR モードでメディアを再生する
VR モードで 360° 動画、画像、YouTube 動画を再生することができます。
360° でないメディアを再生すると、 VR の環境で、目の前に大きなバーチャル
スクリーンが表示されます。

注:VR モードのコントロールおよびヒントは、VR ヘッドセットを装着時に
左側に表示されます。メディアを再生中に、トリガーを引く/トラックパッ
ドをクリックすると (お持ちの VR ヘッドセットによって仕様が異なりま
す)、プレーヤー コントロールおよびヒントが表示されます。

メディア ライブラリー中のほとんどのメディア (音楽や YouTube の動画を含む)
を VR モードで再生することができます。マイ コンピューターからハード ドライ
ブのメディア ファイルにアクセスしたり、SteamVR からストリーミング コンテ
ンツにアクセスすることもできます。

注:サイバーリンク クラウドのメディア、ホーム メディア (DLNA)、ISO
ファイル、ディスク フォルダーは、VR モードに対応していません。 

PowerDVD のモードを切り替える
CyberLink PowerDVD には、PC モードと TV モードの 2 つのモードがあります。
PC モードは、CyberLink PowerDVD のメイン モードで、さらに多くの機能がご
利用いただけます。

PC モードに切り替えるには、タイトル バーの  ボタンをクリックします。

注:PC モードの機能に関する詳細は、ヘルプ ファイルを参照してくださ
い。
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対応するファイルおよびディスク形
式
CyberLink PowerDVD は、次のメディア ファイルおよびディスク形式に対応して
います。

ディスク形式
CyberLink PowerDVD が対応する光学ディスク形式は、次の通りです。

光学ディスクの種類 ファイル形式

Ultra HD ブルーレイ* BDMV
ブルーレイ ディスク*/ブル
ーレイ 3D* ディスク

BDAV, BDMV

DVD DVD-Video, AVCHD*, AVCREC*, DVD-VR,
DVD+VR

CD VCD, SVCD

動画ファイル形式
CyberLink PowerDVD が対応するムービー ファイル、シリーズ動画、動画は次の
通りです。

264, 265*, 26L, 3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, ASF, AVC, AVI, BSF*, DIV, DIVX*, DVR-
MS, FLV, H264*, H265*, HEVC*, JSV, JVT, M1V, M2P, M2T, M2TS, M2V, M4V,
MK3D*, MKV, MOD, MOV (H.264/alpha PNG*), MP4, MP4V, MPE, MPEG,
MPG, MPV, MTS, MVC*, QT, TOD, TP, TPD, TRP, TS, TTS, VC1*, VOB, VRO,
WEBM* (VP9+Opus)  (VP9+Vorbis), WM, WMV, WTV。

画像ファイル形式
CyberLink PowerDVD が対応する画像形式は、次の通りです。
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ARW, BMP, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, GIF, GIF (89a), HEIF (.HEIC)*, JPEG,
JPG, JPS*, KDC, MEF, MPO*, MRW, NEF, ORF, PEF, PNG, RAF, RAW, RW2, SR2,
SRF, TIF, TIFF, X3F。

音声ファイル形式
CyberLink PowerDVD が対応する音声形式は、次の通りです。

光学ディスクの種類 ファイル形式

CD 音声、カラオケ

音声ファイル形式:AAC, AC3, ADTS, ALAC, AOB, APE, DSD Audio* (DSF, DFF),
DTS, FLAC, M4A, MID, MKA, MP2, MP3, MPA, OGG, RMI, WAV, WMA。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。



10

CyberLink PowerDVD 19

PowerDVD メディア
ライブラリー

第 2 章:

PowerDVD のメディア ライブラリーは、コンピューターのハード ドライブから
読み込まれたムービー、シリーズ動画や他のメディア ファイルから構成されま
す。メディア ライブラリーにすべてのメディアが表示されるようにするには、読
み込み先を設定する必要があります。メディア ライブラリーへのムービーやその
他メディア ファイルの読み込みに関する詳細は、「メディア ライブラリーにメ
ディアを読み込む」 を参照してください。

メディア
ライブラリーにメディアを読み込む
一回目の起動で、コンピューターのハード ドライブと接続されたネットワーク デ
バイス中のムービーやその他のメディア ファイルがメディア ライブラリーに読み
込まれます。ライブラリー ウィンドウにメディアが入っていない場合、[今すぐ追
加] ボタンをクリックして、メディアを読み込むフォルダーを指定します。

メディア ライブラリーにメディアを読み込むには、次の操作を行います。

1. [今すぐ追加] ボタンを選択します。メディア ライブラリーの設定ウィンド
ウが表示されます。

注:ライブラリー ウィンドウにすでにメディアが入っている場合、「全般の
設定」 の [メディア ライブラリーの設定] セクションにアクセスします。

2. [設定] ウィンドウで、次のいずれかのタブを選択します。

· ムービー

· シリーズ動画

· 動画/画像
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· 音楽

3. [OK] を選択して、[設定] ウィンドウを閉じます。フォルダーがスキャンさ
れ、対応するすべてのメディア ファイルが読み込まれます。

注:メディア ライブラリーにメディアを読み込まない場合は、[マイ コン
ピューター] タブからコンピューターのハード ドライブにアクセスすること
ができます。

ムービー
[ムービー] タブを選択して、ムービー ファイルの読み込み元のフォルダーを設定
します。ムービー ファイルは、コンピューターのハード ドライブおよび接続され
るネットワーク デバイスに保存される DVD/ブルーレイ ディスク*、DVD/ブルー
レイ ディスク* ISO ファイル、個々の動画ファイル (PVR で録画されたムービー
ファイル)です。

ムービー ライブラリー
ムービー ライブラリーのリストには、対応するムービー ファイルの読み込み元の
フォルダーが表示されます。対応するファイル形式の一覧は、「対応するファイ
ルおよびディスク形式」 を参照してください。

注:これらのフォルダーに新しいメディアが入るとスキャンされ、フォルダ
ーのメディアが追加/削除されると、メディア ライブラリーは自動的に更新
されます。

ムービー ライブラリーにフォルダーを追加するには、次の操作を行います。

1. [ムービー フォルダーの追加] ボタンを選択します。

2. 追加するフォルダーを検索します。コンピューターのハード ドライブまたは
接続されたネットワーク デバイスから選択します。

3. [フォルダーの選択] ボタンを選択して、リストに追加します。

4. 上の手順を繰り返して他のフォルダーを追加します。
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5. [次未満の動画を無視する] オプションを選択して、時間 (分) を入力しま
す。これにより短い動画は除外され、ムービー ライブラリーに追加されませ
ん。

6. メディア ライブラリーで未接続のネットワーク デバイス中のムービー ファ
イルを表示するには、[未接続のメディアを再生する] オプションを選択しま
す。

注:ムービー ライブラリーからフォルダーを削除するには、リストのフォル

ダーの上にマウスを置いて  を選択します。

シリーズ動画
[シリーズ動画] タブを選択して、シリーズ動画の読み込み元のフォルダーを設定
します。シリーズ動画は、コンピューターのハード ドライブと接続されたネット
ワーク デバイスに保存される動画ファイルでも利用できます。

指定するフォルダーに含まれるシリーズ動画は、[メディア ライブラリー] の [シ
リーズ動画] セクションに読み込まれます。

シリーズ動画ライブラリー
シリーズ動画ライブラリーのリストには、対応するシリーズ動画の読み込み元の
フォルダーが表示されます。対応するファイル形式の一覧は、「対応するファイ
ルおよびディスク形式」 を参照してください。

注:これらのフォルダーに新しいメディアが入るとスキャンされ、フォルダ
ーのメディアが追加/削除されると、メディア ライブラリーは自動的に更新
されます。

シリーズ動画ライブラリーにフォルダーを追加するには、次の操作を行います。

1. [シリーズ動画フォルダーの追加] ボタンを選択します。

2. 追加するフォルダーを検索します。コンピューターのハード ドライブまたは
接続されたネットワーク デバイスから選択します。
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3. [フォルダーの選択] ボタンを選択して、リストに追加します。

4. 上の手順を繰り返して他のフォルダーを追加します。

5. [次未満の動画を無視する] オプションを選択して、時間 (分) を入力しま
す。これにより短い動画は除外され、シリーズ動画ライブラリーに追加され
ません。

6. メディア ライブラリーで未接続のネットワーク デバイス中のシリーズ動画
を表示するには、[未接続のメディアを再生する] オプションを選択します。

注:シリーズ動画ライブラリーからフォルダーを削除するには、リストの

フォルダーの上にマウスを置いて  を選択します。

シリーズ動画を整理する
シリーズ動画はシリーズとエピソードで整理されます。シリーズ動画とフォルダ
ー名に基づいて、自動的に並べ替えられます。シリーズ動画のファイルとフォル
ダー名は次のように指定してください。

· ファイルまたはファイルの親フォルダーにシリーズ動画の名前を入れます。

· "XX" はシーズン (期) の番号を示します。ファイル名を "SXX" またはファイ
ルの親フォルダーを "Season XX" と入力します。

· "YY"はエピソード (第～話) を示します。ファイル名を "YY" または "EYY"
と入力します。

名前指定の例
例えば次のように命名すると、シリーズ動画ライブラリーに正確に配置されま
す。

最上フォルダー名 サブフォルダーの名前 ファイル名

シリーズ動画 -- The.PowerDVD.Sh
ow.S01E01.MP4,
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The.PowerDVD.Sh
ow.S01E02.MP4,
The.PowerDVD.Sh
ow.S02E01.MP4, ...

シリーズ動画 The PowerDVD Show S01E01.MP4,
S01E02.MP4,
S02E01.MP4, ...

The PowerDVD Show Season 1 E01.MP4,
S01E02.MP4, ...

The PowerDVD Show Season 1 01.MP4, 02.MP4, ...

注:ファイル名に追加の文字 (エピソード番号とファイル拡張子の間) がある
場合、それらはシリーズ動画ライブラリーには表示されません。

動画/画像
[動画/画像] タブを選択して、動画/画像の読み込み元のフォルダーを設定しま
す。ムービー ライブラリー セクションに入れないホーム ムービーやショート ク
リップなどの動画ファイルを入れることをお勧めします。

動画/画像ライブラリー
動画/画像ライブラリーのリストには、対応する動画ファイル/画像の読み込み元
のフォルダーが表示されます。対応するファイル形式の一覧は、「対応するファ
イルおよびディスク形式」 を参照してください。

注:これらのフォルダーに新しいメディアが入るとスキャンされ、フォルダ
ーのメディアが追加/削除されると、メディア ライブラリーは自動的に更新
されます。

動画/画像ライブラリーにフォルダーを追加するには、次の操作を行います。

1. [動画/画像フォルダーの追加] ボタンを選択します。
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2. 追加するフォルダーを検索します。コンピューターのハード ドライブまたは
接続されたネットワーク デバイスから選択します。

3. [フォルダーの選択] ボタンを選択して、リストに追加します。

4. 上の手順を繰り返して他のフォルダーを追加します。

5. 次のオプションを選択します。

· 次未満の画像ファイルを無視する:ドロップダウンで選択するサイズ未満の画
像ファイルを読み込まない場合、このオプションを選択します。

· 次未満の動画ファイルを無視する:ドロップダウンで選択するサイズ未満の動
画ファイルを読み込まない場合、このオプションを選択します。 

6. メディア ライブラリーで未接続のネットワーク デバイス中の動画/画像を表
示するには、[未接続のメディアを再生する] オプションを選択します。

注:動画/画像ライブラリーからフォルダーを削除するには、リストのフォル

ダーの上にマウスを置いて  を選択します。

音楽
[音楽] タブを選択して、音声ファイルの読み込み元のフォルダーを設定します。
対応する音声ファイルを音楽ライブラリーに読み込めますが、ファイルは [メディ
ア ライブラリー] の [音楽] タブに読み込まれます。

音楽ライブラリー
音楽ライブラリーのリストには、対応する音声の読み込み元のフォルダーが表示
されます。対応するファイル形式の一覧は、「対応するファイルおよびディスク
形式」 を参照してください。

注:これらのフォルダーに新しいメディアが入るとスキャンされ、フォルダ
ーのメディアが追加/削除されると、メディア ライブラリーは自動的に更新
されます。
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音楽ライブラリーにフォルダーを追加するには、次の操作を行います。

1. [ミュージック フォルダーの追加] ボタンを選択します。

2. 追加するフォルダーを検索します。コンピューターのハード ドライブまたは
接続されたネットワーク デバイスから選択します。

3. [フォルダーの選択] ボタンを選択して、リストに追加します。

4. 上の手順を繰り返して他のフォルダーを追加します。

5. メディア ライブラリーで未接続のネットワーク デバイス中の音楽ファイル
を表示するには、[未接続のメディアを再生する] オプションを選択します。

注:音楽ライブラリーからフォルダーを削除するには、リストのフォルダー

の上にマウスを置いて  を選択します。
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PowerDVD
でメディアを再生する

第 3 章:

CyberLink PowerDVD は、ハイデフィニション コンテンツ、DVD、ムービー
ファイル、ホーム ビデオ、オーディオ CD、フォト スライドショー、音楽ファイ
ルなど、各種デジタル メディアの再生が可能です。

シリーズ動画を再生する
メディア パネルの [シリーズ動画] オプションを選択すると、メディア ライブラ
リーに動画のリストが表示されます。メディア パネルで [最近再生] や [最近追加]
したシリーズ動画のリストを表示することもできます。

シリーズ動画は、タイトル、エピソードで自動的に整理されます。シリーズ動画
が正常に表示されない場合、ファイルおよびフォルダー名を更新する必要があり
ます。詳細は、「シリーズ動画を整理する」 を参照してください。

注:メディア ライブラリーから特定のシリーズ動画を検索するには、  ボ
タンを選択します。

ライブラリーを参照時に、各シリーズ動画のエピソード (第～話) の横にアイコン
が表示されます。内容は次の通りです。

·  - 未再生のエピソード。

·  - 途中まで再生されたエピソード。

·  - 以前再生されたエピソード。

シリーズ動画のサムネイルを右クリックして [ファイル保存先] を選択すると、
Windows エクスプローラーでフォルダーの場所が表示されます。[ディスクから
削除] を選択すると、コンピューターのハード ドライブから削除されます。
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再生を開始するには、再生するシリーズ動画を選択します。VR モード でシリー
ズ動画を再生するには、右クリックして [再生先] > [VR ヘッドセット] を選択し
ます。

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

オート レジューム (続きから再生)
メディア ライブラリーのシリーズ動画を再生中に CyberLink PowerDVD を停止、
終了し、その後それらの動画ファイルを再生する場合、前回終了したシーンから
再生することができます。

オート レジューム機能により、前回停止したシーンが記録されます。この機能に
は、次のオプションがあります。

· [続きから再生] をクリックすると、前回終了したシーンから再生が始まりま
す。

シリーズ動画を再生時にダイアログが表示されないようにするには、オート レ
ジュームの設定を無効にします。詳細は、「全般の設定」 の 「オート レジュー
ム (続きから再生) 設定」 セクションを参照してください。

シリーズ動画の再生コントロール
シリーズ動画を再生中に、プレーヤー コントロールを使って再生をコントロール
します。コントロールには、停止、一時停止、早送り、巻戻し、音量調整のボタ
ンがあります。再生を一時停止中にコマ送り/コマ戻しをしたり、ナビゲーション
スライダーをタッチ＆ドラッグして、シーンを検索したりすることもできます。

 ボタン (またはリモコンのメニュー ボタン) を選択して、次の機能にアクセ
スします。

· 再生先:現在のシリーズ動画を他のデバイス/ディスプレイで再生します。詳
細は、「他のディスプレイ/デバイスでメディアを再生する (再生先)」 を参
照してください。
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· 音声言語:利用可能なオーディオ ストリーム (ダイアログ言語) を選択しま
す。再生可能な言語は、動画ファイルによって異なります｡

· 字幕 (主):外部字幕ファイルの字幕を有効/無効にします。有効にするには、
リストから字幕ファイルを選択します。外部字幕ファイルを読み込むには、
[読み込み] を選択します。詳細は、「外部字幕ファイルを読み込む」 を参
照してください。

注:[設定] オプションを選択して、表示スタイルや他の外部字幕を変更しま
す。詳細は、[PC モード] ヘルプの [字幕設定] のセクションを参照してくだ
さい。

· 字幕 (副):外部字幕ファイルの字幕 (副) を有効にしたり、オフにしたりしま
す。字幕 (副) は、デフォルトの字幕 (主) と同時に表示されます。有効にす
るには、リストから字幕ファイルを選択します。外部字幕ファイルを読み込
むには、[読み込み] を選択します。詳細は、「外部字幕ファイルを読み込
む」 を参照してください。

· チャプター:シリーズ動画のチャプターを表示したり、ジャンプしたりしま
す。

· 3D 設定:3D ソース形式や 3D ディスプレイなどを設定します。詳細は、
「3D 再生」 を参照してください。

· 360° 映写形式の設定:360° のメディア ファイルを再生しても検出されな
い場合、360° 映写形式を手動で設定します。詳細は、「360° 映写形式を
設定する」 を参照してください。

· その他設定:再生中に 「PowerDVD の設定」 にアクセスして、変更を行いま
す。

 ボタンを選択して、TrueTheater エンハンスメントを有効にします。
TrueTheater は、メディアを高品質で再生するための CyberLink 独自の映像・音
声技術です。詳細は、「TrueTheater エンハンスメント」 を参照してください。

ウルトラ ワイドの 21:9 モニターで再生中に  ボタンをクリックすると、端
の黒帯部分がクロップされて枠内に表示されます。標準の 16:9 モニターの場合

も拡大表示されます。元の縦横比に戻すには、  をクリックします。
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ムービー ファイルを再生する
メディア パネルの [ムービー] オプションを選択すると、メディア ライブラリー
にムービー ファイルのリストが表示されます。メディア パネルで [最近再生] や
[最近追加] したムービーのリストを表示することもできます。

ライブラリーを参照時に、各ムービー ファイルの横にアイコンが表示されます。
内容は次の通りです。

·  - 未再生のムービー。

·  - 途中まで再生されたムービー。

·  - 以前再生されたムービー。

ムービー ファイルのサムネイルを右クリックして [ファイル保存先] を選択する
と、Windows エクスプローラーでフォルダーの場所が表示されます。[ディスク
から削除] を選択すると、コンピューターのハード ドライブから削除されます。

再生を開始するには、再生するムービー ファイルを選択します。VR モード でム
ービー ファイルを再生するには、右クリックして [再生先] > [VR ヘッドセット]
を選択します。

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

オート レジューム (続きから再生)
メディア ライブラリーのムービー ファイルを再生中に CyberLink PowerDVD を
停止、終了し、その後それらの動画ファイルを再生する場合、前回終了したシー
ンから再生することができます。

オート レジューム機能により、前回停止したシーンが記録されます。この機能に
は、次のオプションがあります。

· [続きから再生] をクリックすると、前回終了したシーンから再生が始まりま
す。
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· [最初から再生] をクリックすると、ムービー ファイルの最初から再生が始
まります。

ムービー ファイルを再生時にダイアログが表示されないようにするには、オート
レジュームの設定を無効にします。詳細は、「全般の設定」 の 「オート レジュ
ーム (続きから再生) 設定」 セクションを参照してください。

ムービー ファイルの再生コントロール
ムービー ファイルを再生中に、プレーヤー コントロールを使って再生をコントロ
ールします。コントロールには、停止、一時停止、早送り、巻戻し、音量調整の
ボタンがあります。再生を一時停止中にコマ送り/コマ戻しをしたり、ナビゲー
ション スライダーをタッチ＆ドラッグして、シーンを検索したりすることもでき
ます。

 ボタン (またはリモコンのメニュー ボタン) を選択して、次の機能にアクセ
スします。

· 再生先:現在のムービー ファイルを他のデバイス/ディスプレイで再生しま
す。詳細は、「他のディスプレイ/デバイスでメディアを再生する (再生
先)」 を参照してください。

· 音声言語:利用可能なオーディオ ストリーム (ダイアログ言語) を選択しま
す。再生可能な言語は、動画ファイルによって異なります｡

· 字幕 (主):外部字幕ファイルの字幕を有効/無効にします。有効にするには、
リストから字幕ファイルを選択します。外部字幕ファイルを読み込むには、
[読み込み] を選択します。詳細は、「外部字幕ファイルを読み込む」 を参
照してください。

注:[設定] オプションを選択して、表示スタイルや他の外部字幕を変更しま
す。詳細は、[PC モード] ヘルプの [字幕設定] のセクションを参照してくだ
さい。

· 字幕 (副):外部字幕ファイルの字幕 (副) を有効にしたり、オフにしたりしま
す。字幕 (副) は、デフォルトの字幕 (主) と同時に表示されます。有効にす
るには、リストから字幕ファイルを選択します。外部字幕ファイルを読み込
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むには、[読み込み] を選択します。詳細は、「外部字幕ファイルを読み込
む」 を参照してください。

· 3D 設定:3D ソース形式や 3D ディスプレイなどを設定します。詳細は、
「3D 再生」 を参照してください。

· 360° 映写形式の設定:360° のメディア ファイルを再生しても検出されな
い場合、360° 映写形式を手動で設定します。詳細は、「360° 映写形式を
設定する」 を参照してください。

· その他設定:再生中に 「PowerDVD の設定」 にアクセスして、変更を行いま
す。

 ボタンを選択して、TrueTheater エンハンスメントを有効にします。
TrueTheater は、メディアを高品質で再生するための CyberLink 独自の映像・音
声技術です。詳細は、「TrueTheater エンハンスメント」 を参照してください。

ウルトラ ワイドの 21:9 モニターで再生中に  ボタンをクリックすると、端
の黒帯部分がクロップされて枠内に表示されます。標準の 16:9 モニターの場合

も拡大表示されます。元の縦横比に戻すには、  をクリックします。

ムービー ディスクを再生する
メディア パネルの [BD/DVD] オプションを選択して、ムービー ディスク モジュ
ールを開きます。再生を開始するには、ディスクをディスク ドライブに挿入し
て、[再生] を選択します。

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

オート レジューム (続きから再生)
DVD ディスクの再生中に CyberLink PowerDVD を停止または終了し、その後別
のメディアまたはディスクを再生した場合でも、次回元のディスクを再生する際
には、前回終了したシーンから再生することができます。
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注:ブルーレイ ディスクは、オートレジューム機能には対応してません。

オート レジューム機能により、前回終了したシーンが記録されます。この機能に
は、次のオプションがあります。

· [続きから再生] をクリックすると、前回終了したシーンから再生が始まりま
す。

· [最初から再生] をクリックすると、ディスクの最初から再生が始まります。

ディスク挿入時にダイアログが表示されないようにするには、オート レジューム
の設定を無効にします。詳細は、「全般の設定」 の 「オート レジューム (続きか
ら再生) 設定」 セクションを参照してください。

ムービー ディスクの再生コントロール
ムービーを再生中に、プレーヤー コントロールを使って再生をコントロールしま
す。コントロールには再生の停止、一時停止、早送り/巻戻し、次/前のシーンに
移動、音量調整などのボタンがあります。再生を一時停止中にコマ送り/コマ戻し
をしたり、ナビゲーション スライダーをタッチ＆ドラッグして、シーンを検索し
たりすることもできます。

 ボタン (またはリモコンのメニュー ボタン) を選択して、次の機能にアクセ
スします。

· ルート メニュー:ディスクを再生中にこのオプションを選択すると、ディス
クのルート メニューが表示されます。

· ポップアップ メニュー:ブルーレイ ディスク* を再生中に、このオプション
を利用することができます。ポップアップ メニューを使って、シーン選択や
他の機能にアクセスすることができます。

· 音声言語:再生する音声言語を選択します。再生可能な言語は、ディスク タ
イトルによって異なります｡

· 字幕 (主):デフォルトの字幕を選択します。通常、字幕 (主) は画面の下部に
表示されます。
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· 字幕 (副):デフォルト字幕 (主) と共に表示する字幕 (副) を選択します。通
常、字幕 (副) は画面の上部に表示されます。

· クローズド キャプション:クローズド キャプションを有効化/無効化します。

· メニュー/タイトル:ディスク メニュー/タイトルにアクセスします。ディス
ク タイトルのデザインによって表示されるメニューは異なります。

· チャプター:ディスクのチャプターを表示したり、ジャンプしたりします。

· ディスクの取り出し:ムービー ディスクを取り出します。

· 3D 設定:3D ソース形式や 3D ディスプレイなどを設定します。詳細は、
「3D 再生」 を参照してください。

· その他設定:再生中に 「PowerDVD の設定」 にアクセスして、変更を行いま
す。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

 ボタンを選択して、TrueTheater エンハンスメントを有効にします。
TrueTheater は、メディアを高品質で再生するための CyberLink 独自の映像・音
声技術です。詳細は、「TrueTheater エンハンスメント」 を参照してください。
ウルトラ ワイドの 21:9 モニターで 2:35:1 ブルーレイ ムービーを再生中に 

 ボタンをクリックすると、端の黒帯部分がクロップされて枠内に表示され

ます。元の縦横比に戻すには、  をクリックします。

動画を再生する
メディア パネルの [動画] オプションを選択すると、メディア ライブラリーに動
画フォルダーのリストが表示されます。メディア パネルで [最近再生] や [最近追
加] した動画ファイルのリストを表示することもできます。

左のボタンを使って、メディア ライブラリー中の動画フォルダーを並べ替えま
す。
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·  - [最近再生] および [すべての動画] で並べ替えます。

·  - 日付で並べ替えます。

注:メディア ライブラリーから特定の動画ファイルを検索するには、  ボ
タンを選択します。

フォルダーを選択して、中のファイルを表示します。ビデオ サムネイルを右ク
リックして、次のオプションを表示します。

· 3D 形式の変更:動画ファイルのソース 3D 形式を変更します。詳細は、「3D
再生」 を参照してください。 

· 左回転:動画ファイルを左に 90度回転します。

· 右回転:動画ファイルを右に 90度回転します。

· ディスクから削除:コンピューターのハード ドライブから選択したファイル
を削除します。

· ファイル保存先:ファイルが保存されるフォルダーを Windows のエクスプロ
ーラーで表示します。

再生を開始するには、再生する動画ファイルを選択します。VR モード で動画
ファイルを再生するには、右クリックして [再生先] > [VR ヘッドセット] を選択
します。

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

動画ファイルの再生コントロール
動画ファイルを再生中に、プレーヤー コントロールを使って再生をコントロール
します。コントロールには再生の停止、一時停止、早送り/巻戻し、次/前の動画
に移動、音量調整などのボタンがあります。再生を一時停止中にコマ送り/コマ戻
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しをしたり、ナビゲーション スライダーをタッチ＆ドラッグして、シーンを検索
したりすることもできます。

 ボタン (またはリモコンのメニュー ボタン) を選択して、次の機能にアクセ
スします。

· 再生先:現在の動画を他のデバイス/ディスプレイで再生します。詳細は、
「他のディスプレイ/デバイスでメディアを再生する (再生先)」 を参照して
ください。

· 字幕 (主):外部字幕ファイルの字幕を有効/無効にします。有効にするには、
リストから字幕ファイルを選択します。外部字幕ファイルを読み込むには、
[読み込み] を選択します。詳細は、「外部字幕ファイルを読み込む」 を参
照してください。

注:[設定] オプションを選択して、表示スタイルや他の外部字幕を変更しま
す。詳細は、[PC モード] ヘルプの [字幕設定] のセクションを参照してくだ
さい。

· 字幕 (副):外部字幕ファイルの字幕 (副) を有効にしたり、オフにしたりしま
す。字幕 (副) は、デフォルトの字幕 (主) と同時に表示されます。有効にす
るには、リストから字幕ファイルを選択します。外部字幕ファイルを読み込
むには、[読み込み] を選択します。詳細は、「外部字幕ファイルを読み込
む」 を参照してください。

· 右回転:再生中の動画を右に 90度回転します。

· 3D 設定:3D ソース形式や 3D ディスプレイなどを設定します。詳細は、
「3D 再生」 を参照してください。

· 360° 映写形式の設定:360° のメディア ファイルを再生しても検出されな
い場合、360° 映写形式を手動で設定します。詳細は、「360° 映写形式を
設定する」 を参照してください。

· その他設定:再生中に 「PowerDVD の設定」 にアクセスして、変更を行いま
す。
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 ボタンを選択して、TrueTheater エンハンスメントを有効にします。
TrueTheater は、メディアを高品質で再生するための CyberLink 独自の映像・音
声技術です。詳細は、「TrueTheater エンハンスメント」 を参照してください。

ウルトラ ワイドの 21:9 モニターで再生中に  ボタンをクリックすると、端
の黒帯部分がクロップされて枠内に表示されます。標準の 16:9 モニターの場合

も拡大表示されます。元の縦横比に戻すには、  をクリックします。

画像を表示する
メディア パネルの [画像] オプションを選択すると、メディア ライブラリーに画
像フォルダーのリストが表示されます。メディア パネルで [最近再生] や [最近追
加] した画像ファイルのリストを表示することもできます。

左のボタンを使って、メディア ライブラリー中の画像フォルダーを並べ替えま
す。

·  - [最近再生] および [すべての動画] で並べ替えます。

·  - 日付で並べ替えます。

注:メディア ライブラリーから特定の画像を検索するには、  ボタンを選
択します。

フォルダーを選択して、中のファイルを表示します。画像ファイル サムネイル
(またはリモコンのメニュー ボタン) を右クリックして、次のオプションを表示し
ます。

· 再生先:現在の画像を他のデバイス/ディスプレイで表示します。詳細は、
「他のディスプレイ/デバイスでメディアを再生する (再生先)」 を参照して
ください。

· 3D 形式の変更:画像ファイルのソース 3D 形式を変更します。詳細は、「3D
再生」 を参照してください。
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· 360° 映写形式の設定:360° の画像が検出されない場合、360° 映写形式を
手動で設定します。詳細は、「360° 映写形式を設定する」 を参照してくだ
さい。

· 左回転:画像ファイルを左に 90度回転します。

· 右回転:画像ファイルを右に 90度回転します。

· ディスクから削除:コンピューターのハード ドライブから選択したファイル
を削除します。

· ファイル保存先:ファイルが保存されるフォルダーを Windows のエクスプロ
ーラーで表示します。

画像を表示するには、画像を選択します。VR モード で画像を表示するには、右
クリックして [再生先] > [VR ヘッドセット] を選択します。

[再生] ボタンを選択して、フォルダー中のすべての画像をスライドショーで表示
します。 

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

画像の再生コントロール
画像を表示中にプレーヤー コントロールを使ってフォルダー中の画像を閲覧し、
スライドショーの再生をコントロールします。コントロールには再生の停止、一
時停止、前後の画像にジャンプ、削除などのボタンがあります。

 ボタンを選択すると、フォルダー中の画像がインスタント サムネイルに表示
されます。有効にしてリモコン、マウスのスクロール ホイール、キーボードの矢
印キーを使うと、フォルダー中のすべての画像を閲覧することができます。

 ボタンを使って、画像ファイルを右に 90 度回転します。
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音楽を再生する
メディア パネルの [音楽] オプションを選択すると、メディア ライブラリーにア
ルバムのリストが表示されます。メディア パネルで [最近再生] や [最近追加] し
た音楽のリストを表示することもできます。

注:TV モードでミュージック ディスクを再生することもできます。ディス
ク ドライブにディスクを挿入すると、再生が自動的に開始します。すでに

ディスクが入っている場合、  を選択し、アルバム トラックを選択して
再生します。

左のボタンを使って、メディア ライブラリー中の音楽を並べ替えます。

·  - アルバムで音楽を並べ替えます。

·  - アーティストで音楽を並べ替えます。

·  - 曲で音楽を並べ替えます。

·  - PC モードで作成されたプレイリストを表示します。

注:TV モードで再生可能な作成済みプレイリストは、音声ファイルのみで
す。

·  - メディア ライブラリーから特定の音楽を検索する場合に選択します。

音楽ファイル/アルバム (またはリモコンのメニュー ボタン) を右クリックし、[再
生先] を選択して他のデバイス/ディスプレイで再生します。詳細は、「他のディ
スプレイ/デバイスでメディアを再生する (再生先)」 を参照してください。[ファ
イル保存先] オプションを選択すると、Windows のエクスプローラーでファイル
が保存されるフォルダーが表示されます。[ディスクから削除] を選択すると、コ
ンピューターのハード ドライブから削除されます。 
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再生を開始するには、アルバムから曲を選択します。VR モード で音楽を再生す
るには、曲を右クリックして [再生先] > [VR ヘッドセット] を選択します。

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

音楽の再生コントロール
音楽を再生中に、プレーヤー コントロールを使って再生をコントロールします。
コントロールには再生の停止、一時停止、前後の曲にジャンプ、音量調整などの
ボタンがあります。

 ボタンを選択すると、フォルダーまたはディスク中の音楽がランダムに再生
されます。

再生中に  ボタンを選択して、  (1 曲リピート) または  (フォルダ

ー/ディスク中の全曲をリピート) を選択します。ボタン表示が  の場合、リ
ピート機能はオフになります。

音楽を再生中に  ボタンをクリックすると、オーディオ イコライザー プリ
セットが表示され、音声の変更ができます。

マイ
コンピューターのメディアを再生す
る
メディア パネルの [マイ コンピューター] オプションを選択すると、コンピュー
ターのハード ドライブ、接続された USB デバイス、ネットワーク ドライブ、イ
ンストールされたクラウド ストレージ サービスなどのすべてのフォルダーを表示
することができます。 このオプションには Windows エクスプローラーの [コン
ピューター] の内容 (デフォルトの Windows ライブラリー ショートカットを含む)
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が表示されます。ここでは、メディア ライブラリーに読み込まれていないメディ
アにアクセス、再生することができます。

注:CyberLink PowerDVD は、Dropbox、Google ドライブ、OneDrive クラ
ウド ストレージ サービスに対応しています。クラウド ストレージ サービス
のデスクトップ アプリがインストール、実行されていることを確認して、
PC モードの UI の基本設定で有効にしてください。

メディア ファイルを選択して、再生を開始します。VR モード でメディアを再生
するには、右クリックして [再生先] > [VR ヘッドセット] を選択します。

注:詳細は、再生するメディア ファイルの種類 (ムービー、動画、画像、音
楽など) に合わせて、ヘルプ ファイルの関連するセクションを参照してくだ

さい。  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停
止し CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

サイバーリンク
クラウド中のメディアを再生する
メディア パネルから [サイバーリンク クラウド] オプションを選択して、サイバ
ーリンク クラウド* にアップロード、保存されるメディアを表示します。

注: * この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。 CyberLink PowerDVD の一部のエディションのユーザ
ーは、サイバーリンク クラウド サービスのサブスクリプションを 1 年間無
料でご利用いただけます。

左のボタンを使って、サイバー リンク クラウドのメディアを次のようにフィルタ
ーにかけます。

·  - サイバーリンク クラウド中の動画ファイルのみを表示します。
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·  - サイバーリンク クラウド中の画像のみを表示します。

·  - サイバーリンク クラウド中の音楽のみを表示します。

再生を開始するには、メディア ファイルを選択します。 

注:詳細は、再生するメディア ファイルの種類 (動画、画像、音楽など) に合

わせて、ヘルプ ファイルの関連するセクションを参照してください。
ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

YouTube の動画を再生する
メディア パネルの ［YouTube］ オプションを選択すると、CyberLink
PowerDVD から直接 YouTube の動画 (4K、HDR、360°、ライブ映像を含む) を
再生することができます。メディア パネルで ［最近再生］ した動画のリストを
表示することもできます。

左のボタンを使って、YouTube の動画を表示できます。

·  - 人気/再生回数の多い動画。

·  - YouTube の 360° 動画。

·  - YouTube の配信中の動画。

·  - ピン留めした YouTube 動画。これらの動画は、インターネットに接
続していない時も再生が可能です。

注:次のオプションを表示するには、YouTube に ［サインイン］  する必要
があります。

·  - YouTube のプレイリスト。
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·  - YouTube の登録チャンネル。

·  - YouTube にアップロードした動画。

注:YouTube の動画を検索するには、  ボタンを選択します。

YouTube 動画のサムネイルを右クリックし、[ピン留め] を選択して動画の画質を
選択します。これらの動画は、インターネットに接続していない時も再生が可能
です。

YouTube の動画を選択して、再生を開始します。VR モード で YouTube の動画

を再生するには、先に VR モードを開いて、再生が開始してから  を選択し
ます。

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

YouTube の再生コントロール
YouTube 動画を再生中に、プレーヤー コントロールを使って再生をコントロール
します。コントロールには再生の停止、一時停止、前後の動画にジャンプ、音量
調整などのボタンがあります。ナビゲーション スライダーをタッチ＆ドラッグし
て、シーンを検索することもできます。

 ボタンを選択して、次の機能にアクセスします。

注:ピン留めした YouTube 動画を再生する場合、「動画ファイルの再生コン
トロール」 と同様に再生コントロールを使用できます。

· 画質:YouTube 動画の画質を選択します。表示される画質オプションは、
YouTube で表示可能な画質によって異なります。
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· 3D 設定:3D ソース形式や 3D ディスプレイなどを設定します。詳細は、
「3D 再生」 を参照してください。

· 360° 映写形式の設定:YouTube の 360° の動画を再生しても検出されない
場合、360° 映写形式を手動で設定します。詳細は、「360° 映写形式を設
定する」 を参照してください。

· その他設定:再生中に 「PowerDVD の設定」 にアクセスして、変更を行いま
す。

 ボタンを選択して、TrueTheater エンハンスメントを有効にします。
TrueTheater は、YouTube 動画を高品質で再生するための CyberLink 独自の映
像・音声技術です。詳細は、「TrueTheater エンハンスメント」 を参照してくだ
さい。

ウルトラ ワイドの 21:9 モニターで再生中に  ボタンをクリックすると、端
の黒帯部分がクロップされて枠内に表示されます。標準の 16:9 モニターの場合

も拡大表示されます。元の縦横比に戻すには、  をクリックします。

 を選択して動画をピン留めし、後で再生します。これらの動画は、インター
ネットに接続していない時も再生が可能です。

Vimeo の動画を再生する
メディア パネルの ［Vimeo］ オプションを選択すると、CyberLink PowerDVD
から直接 Vimeo の動画 (360° の動画を含む) を再生することができます。メ
ディア パネルで ［最近再生］ した動画のリストを表示することもできます。

左のボタンを使って、Vimeo の動画を表示できます。

·  - Vimeo グループからの動画。

·  - Vimeo の 360° 動画。
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注:次のオプションを表示するには、Vimeo に ［サインイン］  する必要が
あります。

·  - あなたの Vimeo チャンネル。

·  - 後で再生する動画リスト。

注:Vimeo の動画を検索するには、  ボタンを選択します。

Vimeo の動画を選択して、再生を開始します。VR モード で Vimeo の動画を再生

するには、先に VR モードを開いて、再生が開始してから  を選択します。

注:  ボタンまたはリモコンの [戻る] ボタンを選択すると、再生を停止し
CyberLink PowerDVD のメイン ウィンドウに戻ります。

Vimeo の再生コントロール
Vimeo 動画を再生中に、プレーヤー コントロールを使って再生をコントロールし
ます。コントロールには再生の停止、一時停止、前後の動画にジャンプ、音量調
整などのボタンがあります。ナビゲーション スライダーをタッチ＆ドラッグし
て、シーンを検索することもできます。

 ボタンを選択して、次の機能にアクセスします。

· 画質:Vimeo 動画の画質を選択します。表示される画質オプションは、
Vimeo で表示可能な画質によって異なります。

· 3D 設定:3D ソース形式や 3D ディスプレイなどを設定します。詳細は、
「3D 再生」 を参照してください。
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· 360° 映写形式の設定:Vimeo の 360° の動画を再生しても検出されない場
合、360° 映写形式を手動で設定します。詳細は、「360° 映写形式を設定
する」 を参照してください。

· その他設定:再生中に 「PowerDVD の設定」 にアクセスして、変更を行いま
す。

 ボタンを選択して、TrueTheater エンハンスメントを有効にします。
TrueTheater は、Vimeo 動画を高品質で再生するための CyberLink 独自の映像・
音声技術です。詳細は、「TrueTheater エンハンスメント」 を参照してくださ
い。

ウルトラ ワイドの 21:9 モニターで再生中に  ボタンをクリックすると、端
の黒帯部分がクロップされて枠内に表示されます。標準の 16:9 モニターの場合

も拡大表示されます。元の縦横比に戻すには、  をクリックします。
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再生機能
第 4 章:

TV モードでこれらの再生機能を使うと、高品質なメディアを再生できます。

TrueTheater エンハンスメント
 ボタンをクリックすると、次の [TrueTheater] オプションが表示されます。

TrueTheater は、メディアを高品質で再生するための CyberLink 独自の映像・音
声技術です。

· ビデオ エンハンスメント:［ビデオ エンハンスメント］ の適用量を選択し
て、動画を高画質で再生します。TrueTheater ビデオ エンハンスメントによ
り、動画の明るさ、コントラスト、色彩が補正され、より鮮明に表示されま
す。また、動画がさらにシャープに表示され、動画のダイナミック レンジも
HDR で表示されます (システムおよびディスプレイが対応する場合)。
TrueTheater を適用しないようにするには、［0% - オリジナル］ オプショ
ンを選択します。

注:動画の解像度が 720p を超える場合、50% 以上を選択します。

· オーディオ エンハンスメント:［オーディオ エンハンスメント］ の適用量を
選択して、音声を高音質で再生します。TrueTheater オーディオ エンハンス
メントにより音声が増幅し、低音と会話の音量が拡大します。TrueTheater
を適用しないようにするには、［元の音声］ オプションを選択します。

TrueTheater が利用できない環境
再生中に TrueTheater エンハンスメントが利用できない環境は次の通りです。

注:TrueTheater エンハンスメントを適用中は、ハードウェアの設定内容に
よっては、30 FPS を超えるフレーム レートの動画は 30 FPS に制限される
可能性があります。
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· Ultra ブルーレイ、ブルーレイ 3D ディスク、3D 動画ファイル、MOV
(alpha PNG) ファイルを再生時は、TrueTheater ビデオ エンハンスメント
は利用できません。

· 動画の解像度が 4096×2160* を超える場合、TrueTheater Lighting、
Color、HDR は調整できません。 

· 動画の解像度が 1920×1080 を超える場合、TrueTheater HD、Motion、
Noise Reduction は調整できません。 

· キャスティングの解像度が 1920×1080 を超える場合、TrueTheater HD、
Motion、Noise Reduction は調整できません。 

· TrueTheater ビデオ エンハンスメントは、DLNA ネットワーク (DTCP-IP)
の動画には対応しません。

· TrueTheater HDR は、HDR 動画には対応しません。

· TrueTheater HDR は、ウィンドウ** モードにのみ対応します (グラフィッ
ク カードおよびディスプレイに対応する場合)。

· DVD ムービー、360° 動画、3D 動画、動画ファイルの解像度が
4096×2160 を超える場合、TrueTheater HDR は調整できません。

· HDMI 音声出力モードが [その他音声設定] で "デコードされていない" パス
スルーが外部デバイス オプションのいずれかに設定されている場合、
TrueTheater オーディオ エンハンスメントは利用できません。

注:* TrueTheater ビデオ エンハンスメントは、Windows 64 ビットの 4K ビ
デオにのみ対応します。** 特定の NVIDIA/Intel/AMD GPU 搭載のコン
ピューターでのみ、ウィンドウ モードで TrueTheater HDR を実行できま
す。

360° メディアの再生
PowerDVD のメディア ライブラリー に読み込まれた 360°* 動画ファイルおよび
画像 (360° および 3D 360°) を再生、表示することができます。YouTube およ
び Vimeo の 360° 動画や、空間音声が含まれる 360° 動画を再生することもで
きます。
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注:360° メディアは、VR モード (バーチャル リアリティー) からアクセス
すると最適に表示されます (対応する VR ヘッドセットを使う場合)。

読み込みが完了すると、360° 動画ファイルが自動的に検出され、左上に
[360°] のロゴが表示されます。

注:読み込んだ 360° のメディア フファイルが正常に表示されないことが
あります (360° のロゴが表示されない)。通常、360° 正距円筒図法の動
画形式が使われていない場合に起こります。この動画形式の出力に関する
詳細は、360° カメラの説明書をご覧ください。* この機能は、CyberLink
PowerDVD 19 の一部のエディションではご利用いただけません。

360° 映写形式を設定する

360° メディア ファイルが未検出であっても、表示可能な形式で出力されて
いる場合、360° 映写形式を手動で設定することができます。間違って360°
ファイルとして検出されたものは、360° モードを無効にすることもできま
す。

360° 映写形式を設定するには、次の操作を行います。

1. メディア ウィンドウを右クリックして、[360° ソース映写] を選択しま
す。

2. 次のいずれかを選択して、360° 映写形式を設定します。

· 正距円筒図法:「正距円筒図法」は、360° 動画に使われる標準の投影法
で、360° の環境を、長方形の画面上に球状で映し出します。

· 正距円筒図法 (パック):「正距円筒図法 (パック)」 は、サムネイルを表
示時に、上下にコンテンツ (2 つのイメージ) が表示されます。

· 等角キューブマップ:この投影法を選択すると、キュービック状の映像が
表示されます。映像は、全方向に回転できます。
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· 3D 等角キューブマップ:等角キューブマップの形式に、3D 効果がついた
形式です。

· 非 360°:選択したメディア ファイルが 2D コンテンツの場合、このオプ
ションを選択します。

360° ビュー モードを変更する

360° メディア ファイルを再生する場合、4 つのビュー モードを使うことが
できます。

360° ビュー モードを変更するには、次の操作を行います。

1. メディア ウィンドウを右クリックして、[360° ビュー モード] を選択
します。

2. 次のいずれかを選択して、360° ビュー モードを設定します。

· シングル ビュー (デフォルト):映像の中心から 360° の環境を表示する
ことができます。マウスをクリック＆ドラッグするか、キーボードの矢
印キーを使ってボールの位置を変更し、360° の環境を表示します。

· 前後ビュー:メインに 360° メディアが表示され、小さいウィンドウに
後部の映像が表示されます。小さいウィンドウをクリックすると、その
映像に移動します。

· 三面ビュー:メインに 360° メディアが表示され、2 つの小さいウィンド
ウに左右の映像が表示されます。プレビュー ウィンドウをクリックする
と、その映像に移動します。

· パノラマ ビュー:360° メディアがパノラマ ビューで一度に表示されま
す。

360° 動画ファイルを再生する
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メディア ライブラリーに 360° 動画ファイルが読み込まれていれば、360°
ビューアー モードで再生することができます。360° ビューアー モードで
360° 動画ファイルを再生するには、次の操作を行います。

1. メディア ライブラリーから 360° 動画ファイルを選択します。

2. [再生] ボタンをクリックして、再生を開始します。自動的に 360° モー
ドで再生されます。

3. マウスを使う (プレビュー ウィンドウをクリック＆ドラッグ) かキーボ
ードの矢印キーを使って、360° の環境を表示します。360° ナビゲー
ターをクリックして、表示する方向を変更することもできます。

360° の写真を表示する

360° の写真をメディア ライブラリーに読み込む方法は、多少異なります。
360° ビューアー モードで 360° の写真を表示するには、次の操作を行いま
す。

1. メディア ライブラリー中の 360° の写真ファイルをダブルクリックし
ます。自動的に 360° モードで表示されます。

2. マウスを使う (プレビュー ウィンドウをクリック＆ドラッグ) かキーボ
ードの矢印キーを使って、360° の環境を表示します。360° ナビゲー
ターをクリックして、表示する方向を変更することもできます。

注:プレイリストのフォルダーまたはスライドショーのプレイリストか
ら複数の 360° 写真を表示するには、再生ボタンをクリックしてスラ
イドショーを開始します。スライドショーは 360° モードで再生さ
れ、表示方向が自動的に切り替わります。

360° Vimeo/YouTube 動画を再生する
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360° Vimeo / YouTube 動画 (+ ピン留め 360° YouTube 動画) は、
360° ビューアー モードで再生することができます。360° ビューアー
モードで 360° Vimeo/YouTube 動画を再生するには、次の操作を行いま
す。

1. メディア パネルの [オンライン動画] セクションの [Vimeo] または
[YouTube] タブを開き、360° 動画を選択します。

2. [再生] ボタンをクリックして、再生を開始します。自動的に 360° モード
で再生されます。

3. マウスを使う (プレビュー ウィンドウをクリック＆ドラッグ) かキーボー
ドの矢印キーを使って、360° の環境を表示します。360° ナビゲーター
をクリックして、表示する方向を変更することもできます。

360° ナビゲーター

360° メディアを表示すると、メディア ウィンドウの左上に 360° ナビゲー
ターが表示されます。映し出される方向がマークで示されます。 

360° ナビゲーターをクリックして、他の方向を表示することができます。

 

360° コンテンツを再生中に利用できない機能

360° 動画を再生中に、3D モード、動画の回転、字幕、再生先 (メディアの
キャスティング、ストリーミングなど) などの機能は利用できません。360°
写真は、回転、共有、印刷、PowerDVD の壁紙として設定できません。
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3D 再生
CyberLink PowerDVD は、3D ブルーレイ ディスク*、DVD*、動画ファイル*、
3D YouTube 動画* の再生および、JPS、MPO、サイド バイ サイド 3D 画像* の
3D 表示に対応しています。TrueTheater 3D* を使って 2D ブルーレイ ディスク
*、DVD ムービー、動画ファイル、YouTube 動画を変換することもできます。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

3D 再生時の注意:3D 動画を再生中に頭痛、眩暈、吐き気、目がぼやける、その他
の症状を感じた場合は、直ちに動画鑑賞を止め、医者の指示を仰ぐようお勧めし
ます。

3D 再生を開始する前に、3D ソース動画形式が正しいことを確認し、3D ディス
プレイを選択します。

3D ソース動画形式を設定するには、  ボタンから [3D 設定] > [3D ソース形
式] を選択して、次のいずれかを選択します。

· 自動検出:3D メディアのソース形式がわからない時にこのアイテムを選択す
ると、3D メディアの形式が自動的に検出されます。

· サイド バイ サイド形式:3D コンテンツに 2 つの異なるイメージが左右に配
置される場合、このオプションを選択します。2 つのイメージを合わせて、
3D 効果が作り出されます。

· オーバー アンダー形式:3D コンテンツに 2 つの異なるイメージが上下に配置
される場合、このオプションを選択します。2 つのイメージを合わせて、3D
効果が作り出されます。

· 2D 形式:選択したメディア ファイルが 2D コンテンツの場合、このオプショ
ンを選択します。

3D デバイスを選択するには、  ボタンから [3D 設定] > [3D ディスプレイ] を
選択します。自動検出 オプションを選択すると、デバイスが自動的に検出されま
す。3D ディスプレイが接続されていない場合は、［アナグリフ赤青モード］ で
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再生されます。アナグリフ 3D メガネ (赤青) を使って 3D コンテンツを視聴する
ことができます。

3D 再生を有効にするには、再生コントロールの  ボタンから [3D 設定] を選
択して、次のオプションのいずれかを選択します。

· 再生モード (3D 動画):すべての 3D メディア (3D ブルーレイ ディスク、
DVD、3D 動画ファイル、3D 画像) を自動的に再生します。一度有効にする
と自動的に 3D メディアが 3D で再生されるため、毎回 3D 再生を有効にす
る必要はありません。

· 再生モード (2D 動画):すべての 2D メディア (2D ブルーレイ ディスク、
DVD、動画ファイル、YouTube 動画) を 3D (TrueTheater 3D を適用) に変
換します。一度有効にすると、2D メディアを変換時に毎回 TrueTheater 3D
を有効にする必要はありません。

外部/埋め込み字幕
Ultra HD ブルーレイ、ブルーレイ ディスク、ムービー ファイル、シリーズ動
画、ピン留めした YouTube 動画を再生中に、外部ファイルの字幕を読み込むこと
ができます。MKV 動画ファイルの埋め込み字幕にも対応します。

外部字幕ファイルを読み込む
Ultra HD ブルーレイ、ブルーレイ ディスク**、ムービー ファイル、シリーズ動
画、ピン留めした YouTube** 動画を再生中に、外部ファイルの字幕を読み込むこ
とができます。CyberLink PowerDVD が対応する外部字幕の形式は次の通りで
す。ASS, PSB, SSA, SMI, SRT, SUB, VTT。

注:** Ultra HD ブルーレイおよびブルーレイ ディスクは、ASS および SRT
ファイル形式の外部字幕にのみ対応します。

外部字幕ファイルを読み込むには、次の操作を行います。
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注:再生中に字幕ファイルを CyberLink PowerDVD のユーザー インターフェ
イスにドラッグ＆ドロップして、読み込むこともできます。

1. 再生中に  ボタンをクリックして、[字幕 (主) > 読み込み] または [字幕
(副) > 読み込み] を選択します。

2. ダイアログから読み込む字幕ファイルを検索、選択します。

3. [開く] ボタンをクリックして、字幕ファイルを読み込みます。

注:再生中のシリーズ動画/ムービー ファイルと同じディレクトリーにある他
の対応字幕ファイルも自動的に読み込まれます。最大 10 個の字幕ファイル
を読み込めますが、再生中は最大 2 つの字幕のみが表示されます。

字幕の表示/変更
再生中に読み込み/埋め込み字幕を表示/変更するには、次の操作を行います。

1.  ボタンをクリック (またはメディア ウィンドウを右クリックしてエクス
プレス メニューを表示) します。

2. [字幕 (主)] または [字幕 (副)] を選択して、希望の字幕言語を選択します。
希望の字幕がない場合、字幕ファイルを読み込む必要があります。詳細は、
「外部字幕ファイルを読み込む」 を参照してください。

3. 字幕を非表示にするには、  ボタンをクリック (またはメディア ウィンド
ウを右クリック) して [字幕 (主) > オフ] または [字幕 (副) > オフ] を選択し
ます。
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PowerDVD の設定
第 5 章:

この章では、TV モードの設定について説明します。メディア パネルの ［設定］
オプションを選択します。

注:PC モードはさらに広範囲の設定が可能で、そちらで行った設定内容は

TV モードにも反映されます。希望の設定が見つからない場合、  ボタ
ンをクリックして PC モードに切り替えることをお勧めします。

全般の設定
［全般］ 設定では、次のオプションを設定できます。

UI 言語
[UI 言語] オプションでは、ユーザー インターフェイスの言語を設定できます。ド
ロップダウンから、使用する言語を選択します。コンピューター システムと同じ
言語にするには、[システム デフォルト] を選択します。

プレーヤー オプション
· Windows を起動時に PowerDVD を自動起動する:コンピューターを起動す

ると、自動的に CyberLink PowerDVD が起動します。

オート レジューム (続きから再生) 設定
[オート レジューム (続きから再生) 設定] オプションで、DVD ディスクまたは動
画ファイル (ムービー ライブラリー) を開始時に、どこから再生するかを選択しま
す。設定内容をドロップダウン リストから選択します。プロンプト表示をしない
場合は、[ムービーの始めから再生する] か [前回の続きから再生する] を選択しま
す。
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参照ウィンドウのメディア サイズ

メディアを参照時に表示されるメディア サムネイルのサイズをドロップダウンか
ら選択します。

メディア ライブラリーの設定

[フォルダーをメディア ライブラリーに追加] ボタンを選択して、メディア ライブ
ラリーにメディアを読み込んだり、フォルダーを削除したりします。詳細は、
「メディア ライブラリーにメディアを読み込む」 を参照してください。

UI カスタマイズ

[壁紙の変更] ボタンを選択して、PowerDVD の背景の壁紙を設定します。
PowerDVD の UI 背景を変更するには、表示されるサムネイルから好みの壁紙を
選択します。

[+] ボタンをクリックして [コンピューターからファイルを選択] を選択すると、
コンピューターから壁紙用の画像を読み込みこむことができます。[MoovieLive
の情報を見る] オプションを選択すると、MoovieLive から壁紙用の画像をダウン
ロードすることができます。ダウンロードして .pbgz ファイルをクリックする
と、壁紙として表示されます。

[毎日異なる壁紙を表示] オプションを選択すると、毎日自動的に壁紙の種類が変
わります。利用可能な壁紙がローテーションで表示されます。

壁紙の選択ができたら、[OK] をクリックします。
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動画の設定
［動画］ 設定では、次のオプションを設定できます。

TrueTheater エンハンスメント
· 動画:［ビデオ エンハンスメント］ の適用量を選択して、動画を高画質で再
生します。TrueTheater ビデオ エンハンスメントにより、動画の明るさ、コ
ントラスト、色彩が補正され、より鮮明に表示されます。 TrueTheater を適
用しないようにするには、［0% - オリジナル］ オプションを選択します。

注:動画の解像度が 720p を超える場合、50% 以上を選択します。

· 音声:［オーディオ エンハンスメント］ の適用量を選択して、音声を高音質
で再生します。TrueTheater オーディオ エンハンスメントにより音声が増幅
し、低音と会話の音量が拡大します。TrueTheater を適用しないようにする
には、［元の音声］ オプションを選択します。

ハードウェア アクセラレーション
· 可能な場合ハードウェアの映像処理機能を利用して再生する:このオプション
を選択すると、GPU アクセラレーションで動画がデコーディングされ、よ
りスムーズに再生されます。ブルーレイ/DVD/動画ファイルを再生時にハー
ドウェア アクセラレーションが有効になります (可能な場合)。ハードウェ
ア アクセラレーションが有効になるかどうかは、コンピューターの GPU
(Intel、NVIDIA、AMD など) の能力によって異なります。詳細は、GPU の
メーカーまたは当社のカスタマー サポート チームまでお問い合わせくださ
い。 

注:動画ファイル/DVD を再生中に TrueTheater ビデオ エンハンスメントが
有効になっていると、ハードウェア アクセラレーションは有効になりませ
ん (オプションが有効になっている場合も)。
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縦横比
このオプションを使って、縦横比 4:3 の映像を 16:9 (あるいはその逆) に変換しま
す。

· 動画の縦横比を維持:ディスプレイのサイズ (縦横比) を変更しても、縦横比
は変わりません。

· ストレッチを適用する:動画全体を平均的にストレッチします。ビデオ ディ
スプレイとモニターの縦横比が合わないと、歪みが大きくなります。

· クロップして枠に入れる:ウルトラ ワイドの 21:9 モニターで 2:35:1 ブルー
レイ ムービーを再生中にこのオプションを使用すると、端の黒帯部分がク
ロップされて枠内に表示されます。標準の 16:9 モニターの場合も拡大表示
されます。

音声の設定
［音声］ 設定では、次のオプションを設定できます。

スピーカー環境
使用しているサウンドカードやスピーカーの数、コンテンツの聴取環境に合わせ
て、[スピーカー環境] を選択します。

· [ヘッドフォン] は、ヘッドフォンを使用して音声を聴くノート パソコンユ
ーザー向けの設定です。

· [2 スピーカー] は、スピーカーが 2 つしかないか、サウンド カードが 2
チャンネル出力のみに対応するデスクトップやラップトップ ユーザー向けの
設定です。

· [4 スピーカー] は、4 チャンネル出力対応のサウンド カードを搭載したコン
ピューター向けの設定です。

· [6 スピーカー] (5.1チャンネル) は、6 チャンネル出力対応のサウンド カー
ドを搭載したコンピューター向けの設定で、Dolby Digital 5.1 や DTS 5.1 の
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ようなマルチ チャンネル エンコーディングに対応する DVD 動画タイトルに
適しています。

· [8 スピーカー] (7.1 チャンネル) オプションは、複数のスピーカーを使用し
て音声を出力したいユーザー向けの設定です。

· [S/PDIF を使用] オプションは高度な技術を使用したデジタル インターフェ
イス (Digital InterFace) で、ソニーとフィリップス (Sony、Philips) 両社に
よって考案された規格です (アナログ インターフェイスを介した従来型転送
信号に対比)。 6 スピーカーを十分にお楽しみいただくには、外部 Dolby
Digital/DTS デコーダーと S/PDIF 互換サウンド カードが必要です。

注: S/PDIF 音声出力が有効で、出力ストリームが PCM ではない場合、
CyberLink PowerDVD のボリューム コントロールは使用できません (デコ
ーダーがタスクを代行するため)。

· [HDMI 出力] は、オーディオを HDMI 端子に接続しているユーザー向けの
設定です。

出力モード
このオプションを使用すると、オーディオ信号で使用される特定の処理を指定で
きます。 利用可能な設定を試して、好みの設定を選択します。

注: [出力モード] のドロップダウン メニューに表示されるオプションは、
[スピーカー環境] での選択内容や使用しているコンピューターの設定に
よって異なります。

ヘッドフォン出力オプション

スピーカー環境をヘッドフォンに設定する場合、次の出力オプションが利用でき
ます。

· [TrueTheater Surround]* オプションは、ノート パソコンの音声をヘッド
フォン出力向けに CyberLink が開発した技術です。
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注: * この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

2 スピーカー出力オプション

2 スピーカーを選択する場合、次の出力オプションが利用できます。

· TrueTheater Surround*: は、CyberLink が開発したバーチャル サラウンド
技術です。

注: * この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

4/6/8 スピーカー出力オプション

4、6、8 スピーカーを選択する場合、次の出力オプションが利用できます。

· TrueTheater Surround*: CyberLink が開発したオーディオ チャンネル拡張
技術で、ステレオ オーディオ サウンドを変換して複数のチャンネルに出力
します (2 チャンネルの音源を 4、6、7、8 スピーカーに、または 2 チャン
ネルの音源を 7、8 スピーカーに変換)。

注: * この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

S/PDIF 出力モードを使用する

ブルーレイ ディスクの再生時に、[S/PDIF] がスピーカー環境として選択されて
いる場合、次の出力モードが使用できます。 選択するモードは、コンピューター
に接続されている外部デコーダー (AV レシーバー) によって異なります。

· 主音声のみ: このモードでは、主映像の音声のみが出力されます (ピクチャー
イン ピクチャー、セカンダリー ビデオ ストリーム、ディレクターズ コメン
トには音声が付きません)。 圧縮された音声は外部デコーダー (AV レシーバ
ー) にパススルーされます。
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注: 主音声形式が Dolby Digital、DD+、DTS、DTS-HD 以外である場合、
両方の音声信号が同時に出力されます。

HDMI 出力モード

次の出力モードは、外部デコーダー (AV レシーバー) が HDMI 端子に接続されて
いる場合に使用できます。 選択するモードは、コンピューターに接続されている
外部デコーダー (AV レシーバー) によって異なります。

· PCM (PowerDVD でデコード): このモードでは、アナログ信号のデジタル
表現を作成します。 このオプションは、使用している外部デコーダー (AV
レシーバー) が、デジタル音声出力向けに Dolby Digital か DTS に対応して
いない場合に選択します。

· デコードされていない Dolby Digital/DTS オーディオを外部デバイスへ: こ
のモードでは、圧縮された音声が外部デコーダー (AV レシーバー) に渡され
ます。 このオプションは、アンプや受信機が、再生時に Dolby Digital か
DTS に対応している場合に選択します。

· デコードされていないハイデフィニション音声を外部デバイスへ (HDMI 1.3
以上): このモードでは、ロスレスの音声が外部デコーダー (AV レシーバー)
に渡されます。 このオプションは、アンプや受信機が、再生時にハイデフィ
ニション音声に対応している場合に選択します。

ダイナミック レンジ圧縮
このセクションは、Dolby Digital テクノロジーに対応するディスクにのみ対応し
ます。

· 騒がしい環境やノートブック (ラップトップ) で視聴中は、最初のオプショ
ンを選択します。 このオプションでは、低域のオーディオ信号が増幅され、
聴取可能な音量が増します。

· 標準的な環境で視聴中は、2 つ目のオプションを選択します。 Dolby Digital
音声スペクトルの極端な範囲にあたる音声エフェクトは圧縮されます。
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· 静かな環境で視聴中は、3 つ目のオプションを選択します。 聞き取り可能な
音はすべて、低周波から高周波まで際立ったものとなり、Dolby Digital のダ
イナミック レンジをフル活用したものとなります。

排他的音声出力 (WASAPI 排他)

注: この機能は、次のコーデックの音声を再生時にのみ利用できます。
ALAC, AAC, AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS, DTS-HD, FLAC, MP3, MPEG Audio, LPCM, WAV, WMA。

· Windows オーディオ セッション API (WASAPI) を使用して再生中に他の音
声をミュートし、Windows ミキサーを回避して Windows サウンド ミキシ
ングによる音質低下を避ける場合、このオプションを選択します。 お使いの
音声デバイス (カード/チップ) およびドライバーが対応する場合、音声は高
音質になります。 選択すると対象の音声が排他的に再生され、コンピュー
ターの他の音声 (ブルーレイ ディスクの副音声を含む) は無音になります。

ブルーレイ ディスクの設定
［ブルーレイ ディスク］* 設定では、次のオプションを設定できます。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

ブルーレイ リージョン コード
ブルーレイ ディスクのリージョン コードを変更します。

注:ディスク ドライブのリージョン コードの変更は、5 回まで行えます。
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3D の設定
［3D* の設定］ 設定では、次のオプションを設定できます。

注:* この機能は、CyberLink PowerDVD 19 の一部のエディションではご利
用いただけません。

3D 再生オプション
· 3D メディアを 3D で再生:すべての 3D メディア (3D ブルーレイ ディスク、

DVD、3D 動画ファイル、3D 画像) を自動的に再生します。一度有効にする
と自動的に 3D メディアが 3D で再生されるため、毎回 3D 再生を有効にす
る必要はありません。

· 2D メディアを 3D に変換 (TrueTheater 3D):すべての 2D メディア (2D ブ
ルーレイ ディスク、DVD、動画ファイル、YouTube 動画) を 3D
(TrueTheater 3D を適用) に変換します。一度有効にすると、2D メディアを
変換時に毎回 TrueTheater 3D を有効にする必要はありません。

3D ディスプレイの自動検出
自動的に 3D デバイスを検出します。3D ディスプレイが接続されていない場合
は、[アナグリフ赤青モード] で再生されます。アナグリフ 3D メガネ (赤青) を
使って 3D コンテンツを視聴することができます。

3D ディスプレイ
設定を [無効化] にして、ドロップダウンから 3D ディスプレイを選択します。3D
ディスプレイが接続されていない場合は、[アナグリフ赤青モード] を選択しま
す。アナグリフ 3D メガネ (赤青) を使って 3D コンテンツを視聴することができ
ます。
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PowerDVD Remote
[PowerDVD Remote] 設定では、QR コードをスキャンして PowerDVD Remote
アプリをダウンロードすることができます。PowerDVD Remote は、Android お
よび iOS のスマートフォンをリモコン代わりにして CyberLink PowerDVD 中のメ
ディアを再生するアプリです。

PowerDVD Remote を使うには、先に次の操作を行います。

· CyberLink PowerDVD がインストールされるコンピューターを Wi-Fi ネット
ワークに接続します。

· PowerDVD Remote がインストールされる Android または iOS デバイスを
同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。

· [PowerDVD Remote による PowerDVD の接続、コントロールを許可] オ
プションを選択します。

注:このオプションを有効にするには、管理者アカウントで Windows にログ
インする必要があります。ユーザー アカウント制御のダイアログが表示さ
れたら、[はい] をクリックします。

· このタブに記載される 4 桁のパスコード を、PowerDVD Remote が実行さ
れるデバイスに入力します。
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他のディスプレイ/デバイスで
メディアを再生する (再生先)

第 6 章:

 ボタン (またはリモコンのメニュー ボタン) から [再生先] を選択し、メディ
アを Chromecast、Apple TV、Amazon Fire TV、Roku ストリーミング デバイス
(同じ Wi-Fi ネットワークに接続されるもの) で再生します。詳細は、「ストリー
ミング デバイスにメディアをキャスティングする」 を参照してください。VR
ヘッドセットを使ってメディアを再生することもできます。詳細は、「VR モード
(バーチャル リアリティー)」 を参照してください。

注:PC モードでのみディアを外部ディスプレイやデジタル メディア レンダ
ラーで再生することができます。

ストリーミング デバイス上のメディアを再生するには、次の操作を行います。

1. メディア ファイルを選択して、再生を開始します。

2. 再生中に  ボタン (またはリモコンのメニュー ボタン) から [再生先] を
選択して、接続されるデバイスのリストを表示します。

3. リストからメディアを再生するデバイスを選択します。メディアがストリー
ミングされ、選択したデバイスでメディア再生が開始します。

4.  をクリックすると、メディア ライブラリーに戻ります。
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ストリーミング
デバイスにメディアをキャスティン
グする
CyberLink PowerDVD を実行するコンピューターと同じ Wi-Fi ネットワークに接
続されるストリーミング デバイスに、次のメディアをキャスティングすることが
できます。

注: すべてのストリーミング デバイスで最高の互換性を確実にするため、
5.1 チャンネル音声以上は、メディアのキャスティング中に 2 チャンネルに
ダウンミックスされます。

· メディア ライブラリー中のムービー ファイル、シリーズ動画、動画。

· メディア ライブラリー中の画像、音楽。

· [マイ コンピューター] タブからアクセス可能なメディア。

· [オンライン動画] タブでピン留めした YouTube 動画。

注: ブルーレイ ディスク、DVD、ムービー フォルダー、ISO ファイルはス
トリーミング デバイスにキャスティングできません。

これらのストリーミング デバイスは通常テレビに接続されており、デバイスに
キャスティングされたメディアは接続されたテレビで再生されます。 対応するス
トリーミング デバイスは次の通りです。

· Chromecast: Google が開発するデジタル メディア プレーヤー。
Chromecast に関する詳細は、次の Web サイトをご覧ください。
https://www.google.co.jp/chrome/devices/chromecast/

· Apple TV: Apple Inc が開発、販売するデジタル メディア プレーヤー。
Apple TV に関する詳細は、次の Web サイトをご覧ください。
https://www.apple.com/jp/tv/
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· Amazon Fire TV: Amazon が開発するデジタル メディア プレーヤー。
Amazon Fire TV に関する詳細は、次の Web サイトをご覧ください。
https://www.amazon.com/all-new-amazon-fire-tv-4k-uhd-streaming-
media-player/dp/B01N32NCPM

· Roku: Roku が製造するデジタル メディア プレーヤー セットアップ ボック
ス。Roku プレーヤーに関する詳細は、次の Web サイトをご覧ください。
https://www.roku.com/

注: Fire TV または Roku のデバイスに動画をキャスティングする前に、デバ
イスのアプリ ストアから PowerDVD のチャンネルをインストールする必要
があります。

これらのデバイスのいずれかにメディアをキャスティングするには、最初に次の
操作を行います。

· CyberLink PowerDVD 19 がインストールされるコンピューターをワイヤレ
ス ネットワークに接続します。

· ストリーミング デバイスをオンにして、同じワイヤレス ネットワークに接
続します。

これらのタスクが完了して  (再生先) ボタン (またはリモコンのメニュー ボタ
ン) を選択すると、ストリーミング デバイスが表示されます 。 再生を開始するデ
バイスを選択します。

注: キャスティングされるメディアの音量は、再生先のデバイス/テレビ側で
調整を行います。

動画のキャスティングについて
ストリーミング デバイスに動画をキャスティングする場合、次の情報をご確認く
ださい。

対応する形式
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動画キャスティングに対応するファイル形式:

3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, ASF, AVI,  DAT, DIV, DIVX, DVR-MS, FLV, M2P, M2T,
M2TS**, M4V, MKV**, MOD, MOV, MP4**, MP4V, MPE, MPEG, MPG, MPV,
MTS, MVC, QT, TOD, TP, TPD, TRP, TS, TTS, VOB, VRO, WM, WMV, WTV

注:** H.265 ビデオ コーデック (MKV、MP4、M2TS 動画ファイルに対
応)。

動画再生オプション
動画をキャスティング時に、次の動画再生オプションがご利用いただけます。

注:Apple TV/Roku のリモコンの一部を使って、再生をコントロールするこ
ともできます。

再生コントロール
再生時に、標準のプレーヤー コントロール (再生、一時停止、停止、前へ、次

へ、検索) が表示されます。  ボタンをクリックすると、音声言語を変更、字
幕を有効にすることができます。プレーヤー コントロール右の画質メニューをク
リックして、ストリーミング動画の画質を選択することもできます。メディア
ウィンドウを右クリックすると、他のコントロール (シャッフルやリピートなど)
も表示されます。

注:動画キャスティングに対応する外部字幕ファイル形式:ASS, PSB, SSA,
SMI, SRT, SUB。字幕に関する詳細は、「外部字幕、埋め込み字幕」 を参
照してください。埋め込み字幕は、ストリーミング デバイスの制限により
対応していません。

TrueTheater エンハンスメント
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再生中に  ボタンを選択すると、TrueTheater ビデオ エンハンスメントが適
用されます。TrueTheater は、動画を高品質で再生するための CyberLink 独自の
映像・音声技術です。詳細は、「TrueTheater エンハンスメント」 を参照してく
ださい。

注:TrueTheater Motion、TrueTheater Noise Reduction、TrueTheater
Stabilizer は、キャスティングされる動画には対応していません。
TrueTheater ディスプレイ モードは、TV モードには対応していません。

音声のキャスティングについて
ストリーミング デバイスに音声をキャスティングする場合、次の情報をご確認く
ださい。

対応する形式
音声キャスティングに対応するファイル形式:

APE, FLAC, M4A (AAC, ALAC codec), MP3, OGG, WAV

音声再生オプション
再生時に、標準のプレーヤー コントロール (再生、一時停止、停止、前へ、次へ)
が表示されます。

注:Apple TV/Roku のリモコンの一部を使って、再生をコントロールするこ
ともできます。

 をクリックしてランダム再生をしたり、再生中に  (1 曲リピート) また

は  (すべてリピート) を選択することもできます。ボタンが  このように
表示される場合、リピート機能はオフになっています。
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画像のキャスティングについて
ストリーミング デバイスに画像をキャスティングする場合、次の情報をご確認く
ださい。

対応する形式
画像キャスティングに対応するファイル形式:

ARW, BMP, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, JPG, JPEG, JPS, KDC, MEF, MPO, MRW,
NEF, ORF, PEF, PNG, RAF, RAW, RW2, SR2, SRF, TIF, TIFF, X3F

画像再生オプション
画像をキャスティング時に、前へ、次へのプレーヤー コントロールのみが表示さ
れます。

注:Apple TV/Roku のリモコンの一部を使って、再生をコントロールするこ
ともできます。

 を選択して、インスタント フォト サムネイルを表示し、フォルダー中のす
べての画像を参照することもできます。
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PowerDVD のホットキー
第 7 章:

このセクションでは、TV モードのホットキーを紹介します。

ホット キー 説明

再生コントロール

B または [ メディア コンテンツを逆再生します。繰り返し押すと、逆再
生の速度が上がります。

E または , 再生を一時停止すると、コマ戻しされます。連続して押す
と、コンテンツがコマ戻しされます。注:この機能は、一部の
動画ファイル形式ではご利用いただけません。

P プレイリスト/フォルダーの前のチャプター/メディアに戻り
ます。ミュージック ディスクの前の曲に戻ります。

S 再生を停止します。
スペース バ
ー

メディアを再生/一時停止します。

N プレイリスト/フォルダーの次のチャプター/メディアに移動
します。ミュージック ディスクの次の曲に移動します。

F または ] メディア コンテンツを早送りします。繰り返し押すと、早送
りの速度が上がります。

T または . 再生を一時停止し、動画の次のフレームに移動します。繰り
返し押すと、メディアがコマ送りされます。

} メディア コンテンツを遅送りします。繰り返し押すと、遅送
りの速度が上がります。

Q ミュートをオン/オフします。
= または + 音量を上げます。
- 音量を下げます。
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Ctrl+R フォルダー/プレイリスト中のメディア ファイルの 1 つ/すべ
てを繰り返します。

V 音楽のシャッフルをオン/オフにします。
Ctrl+, 画像/動画を左に 90 度回転します。
Ctrl+. 画像/動画を右に 90 度回転します。

メニュー

M DVD を再生中に、DVD メニュー コントロールにアクセスし
ます。ブルーレイ ディスク* を再生中にこのボタンを押す
と、ポップアップ メニューが表示されます。

Ctrl+P 再生メニューが表示されます。

その他のホットキー

F1 または ? PowerDVD ヘルプを開きます。
F5 CyberLink PowerDVD プログラムを最大化します。
F9, F10, F11,
F12

リモコンの赤、緑、黄色、青ボタンに対応します。

左矢印キー UI/メニューの左側に移動します。動画ファイルおよび
YouTube/Vimeo の動画を再生中に、8 秒スキップ (巻き戻し)
します。

右矢印キー UI/メニューの右側に移動します。動画ファイルおよび
YouTube/Vimeo の動画を再生中に、30 秒スキップ (早送り)
します。

上矢印キー UI/メニューの上に移動します。
下矢印キー UI/メニューの下に移動します。
Enter 矢印キーでメニューをナビゲート中に選択したオプションを

確定します。
Ctrl+C スナップショットを取得します**。
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Ctrl+D ブルーレイ ディスク ムービーの副音声を有効/無効にしま
す。

Ctrl+E 選択したディスク ドライブから、ディスクを取り出します。
Ctrl+G PG textST を有効化/無効化します。有効化すると、BD-ROM

プレーヤーは、文字の字幕ストリームまたはプレゼンテー
ション グラフィックスの字幕ストリームを表示します (表示
可能な場合)。

Ctrl+K クローズド キャプションを有効化/無効化します。
Ctrl+N CyberLink PowerDVD プログラムを最小化します。
Ctrl+U 字幕 (副) を有効化/無効化します。
Ctrl+V セカンダリー ビデオを有効化/無効化します。
Ctrl+W 動画の再生を一時停止し、メニューがアクティブである場

合、再生を再開します。
Ctrl+Y 字幕 (副) の位置を変更します (Read-it-Clearly)。
Esc アクティブ ダイアログまたはフル スクリーン モードを閉じ

ます。
Ctrl+上矢印
キー

画面の明るさ*** を 5～10% 上げます。

Ctrl+下矢印
キー

画面の明るさ*** を 5～10% 下げます。

A 次のアングルに移動します。
C スナップショットを取得します**。
D OSD (オン スクリーン ディスプレイ) の再生詳細をオン/オフ

に切り替えます。
G ブックマークに移動します。
H オーディオ チャンネルを切り替えます。
J DVD ルート メニューに移動します。
K カラオケ モードを切り替えます。
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L ディスク メニューに移動します。
W Say-It-Again を有効にします。
X [A-B リピート] ダイアログ ウィンドウを開きます。
Z フル スクリーン モードを切り替えます。

注:** この機能は、ブルーレイ ディスク タイトルを再生中は利用できませ
ん。この機能は、3D モード、動画の解像度もしくはディスプレイの解像度
が 3300 x 1900 を超える場合、ご利用いただけません。*** ディスプレイの
能力によって、明るさの調整度合いは異なります。CyberLink PowerDVD
は、一部のディスプレイの明るさ調整をサポートしていません。
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ライセンスおよび著作権情報
第 8 章:

This section contains the PowerDVD licensing and copyright information. There
is also a list of the third-party components used in PowerDVD.

Dolby Laboratories
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential
unpublished works. Copyright 1995-2015 Dolby Laboratories. すべての権利は
Verance Corporation が保有します。

DTS
For DTS patents, see https://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. ©
DTS, Inc. All Rights Reserved.

DTS-HD
For DTS patents, see https://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.

Apple Lossless Audio Codec
CyberLink PowerDVD uses Apple Lossless Audio Codec. It's licensed under
Apache license. Related files are located in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\ALAC.
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Java
Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other
names may be trademarks of their respective owners.

BSD License
1/Under BSD license:
Redistribution of source code must retain the following copyright notice and
following disclaimer:

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh
Coalson

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
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DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Cinavia

Cinavia の通告
この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウ
ンド トラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。 無許可コ
ピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピーが中
断されます。

Cinavia 技術に関する詳細情報は、https:/ / www.cinavia.com の Cinavia オンラ
インお客様情報センターで提供されています。Cinavia についての追加情報を郵送
でお求めの場合、 Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA まではがきを郵送してください。

Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Cinavia は Verance Corporation の商
標です。 米国特許第 7,369,677 号および Verance Corporation よりライセンスを
受けて交付されたまたは申請中の全世界の特許権により保護されています。 すべ
ての権利は Verance Corporation が保有します。

Python 27
CyberLink PowerDVD uses Python, related license files are available in C:
\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\python27/*.txt
and in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\python27\from
_pydocs\*.html.
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Pthreads-win32
Cyberlink H.264 video decoder is a software work uses open-source PThread
library (namely PThreadVC2.dll) which is under LGPL (GNU Lesser General
Public License).

0. Pthreads-win32 license file only deals with license of PThread library, not
including the license of other parts of Cyberlink H.264 video decoder. The
Pthreads-win32 license file could be found in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\pthreads-
win32/copying.html.

1. The PThread library is available at https://sources.redhat.com/pthreads-
win32/.

2. One copy of LGPL is provided in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\l
gpl-2.1.txt. It is also available at
https://www.gnu.org/copyleft/lesser.html.

Intel OpenCV
CyberLink PowerDVD uses Intel Open Source Computer Vision Library. The
License Agreement For Open Source Computer Vision Library is in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\opencv\license
.txt.

simplejson
CyberLink PowerDVD uses simplejson. It's licensed under MIT License which is
attached in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\simplejson\lice
nse.txt.
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CSystemTray
CyberLink PowerDVD uses "CSystemTray" in code project. It's licensed under
CPOL license. Related files are located in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\systemtray and
C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses/CPOL.
html.

boost C++ Libraries
CyberLink PowerDVD uses boost C++ Libraries. It's licensed under boost
license.

Related file is located in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\boost
_license_1_0.txt.

oauth2
CyberLink PowerDVD uses oauth2. It's licensed under MIT License which is
attached in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\oauth2\LICEN
SE.txt.

httplib2
CyberLink PowerDVD uses httplib2. It's licensed under MIT License which is
attached in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\httplib2\licens
e.txt.
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beautifulsoup
CyberLink PowerDVD uses beautifulsoup. It's licensed under Creative
Commons License which is attached in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\beautifulsoup\l
icense.txt.

socksipy
CyberLink PowerDVD uses socksipy. It's licensed under BSD style License
which is attached in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\socksipy\licens
e.txt.

Monkey’s Audio
CyberLink PowerDVD uses "Monkey’s Audio" as source filter in code project.
The Monkey's Audio license file could be found in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\Monkeys
Audio\license.html.

SQLite3
CyberLink PowerDVD uses "SQLite3" as database engine in code project. The
SQLite3 license file could be found in C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\sqlite
3_copyright-release.html.

rapidjson
CyberLink PowerDVD uses rapidjson. It's licensed under MIT License which is
attached in C:\Program



72

CyberLink PowerDVD 19

Files\CyberLink\PowerDVD19\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\licens
e_rapidjson.txt.
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テクニカル サポート
第 9 章:

この章では、テクニカル サポートについて説明します。ユーザーが回答を見つけ
るために役立つ情報が含まれています。ご購入の代理店、販売店にお問い合わせ
いただくこともできます。

テクニカル
サポートにお問い合わせになる前に
テクニカル サポートにお問い合わせいただく前に、次のサポート オプション内容
をご確認ください (無料)。 

· プログラムに組み込まれている「ユーザーガイド」または「オンラインヘル
プ」を参照する。 

· CyberLink Web サイトの FAQ を参照する。
https://jp.cyberlink.com/support/search-product-result.do 

· このドキュメントの「ヘルプ リソース」ページを参照する。

テクニカル サポートにメールまたは電話で連絡する際には、次の情報をあらかじ
めご用意ください。

· 登録済み プロダクト キー (プロダクト キーは、ソフトウェア ディスク ケー
ス、ボックス カバー、または CyberLink ストアで製品購入時に受け取った
メールに記載されています)。

· 製品名、バージョン、エディション、ビルド番号 (通常、ユーザー インター
フェイス上の製品名をクリックすると表示されます)。

· お使いの Windows OS のバージョン。

· システムのハードウェア デバイス (キャプチャー カード、サウンド カー
ド、VGA カード) およびその仕様。システム情報を DxDiag.txt で出力し、
添付する。
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注:システム情報を DxDiag.txt ファイルで出力するには、Windows (スター
ト) ボタンをクリックし、"dxdiag" を検索します。[情報をすべて保存] ボタ
ンをクリックして、DxDiag.txt ファイルを保存します。

· 表示された警告メッセージの内容 (メッセージの内容はメモするか、スクリ
ーンショットをとっておいてください)。

· トラブルの詳しい内容と、発生した状況。

Web サポート
CyberLink の Web サポートは、24 時間いつでも無料でご利用いただけます。

注:CyberLink の Web サポートをご利用いただくには、まずメンバー登録を
行う必要があります。

CyberLink では、FAQ を始めとしたさまざまな Web サポート オプションを、次
の言語で提供しています。

言語 Web サポート URL

英語 https://www.cyberlink.com/cs-help
中国語 (繁体字) https://tw.cyberlink.com/cs-help
日本語 https://jp.cyberlink.com/cs-help
スペイン語 https://es.cyberlink.com/cs-help
韓国語 https://kr.cyberlink.com/cs-help
中国語 (簡体字) https://cn.cyberlink.com/cs-help
ドイツ語 https://de.cyberlink.com/cs-help
フランス語 https://fr.cyberlink.com/cs-help
イタリア語 https://it.cyberlink.com/cs-help
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ヘルプ リソース
CyberLink 製品をご使用の際、次のヘルプ リソースもご利用いただけます。

· CyberLink の FAQ ページ:https://jp.cyberlink.com/cs-resource

· ソフトウェアの ビデオ チュートリアル
:https://directorzone.cyberlink.com/tutorial/
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