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各種機能説明
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機能選択ツール

ドローツール

録画映像の再生区間調整バー

録画映像の再生コントロールボタン

映像コマ残像再生区間調整バー

手動録画ボタン、LIVE 映像表示ボタン

ClipBox

Saved ClipBox

Loaded Clipbox

録画された毎ショットの映像

ClipBoxから保存指定された映像

外部からのローディングした映像



機能選択ツール

4

トリガー選択ボタン　(→ 5ページ )

コンティニュー確認ボタン　(→ 5ページ )

ディレイの時間設定ボタン　(→ 5ページ )

SKYTRAKセンサーと連動するボタン　(→ 6ページ )

デュアルモニター使用時の画面切り替えボタン　(→ 6ページ )

1画面表示、2画面表示、1画面と2画面同時表示ボタン　(→ 7ページ )

カメラ設定ボタン　(→ 8ページ )

録画された毎ショットの映像を保存するボタン　(→ 8ページ )

保存された映像を読み込むボタン　(→ 9ページ )

※ 保存された動画は“C:¥document¥GSPI¥Motion Image” フォルダの中に日付別に保存される



トリガーとディレイ
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GS Naviの録画モードは3種類あります
「トリガーセンサー(SkyTrakトリガー)」モード
「マイク録画」モード
「カウントダウンモード」(※画面右下のボタン )

トリガーを選択後にコンティニュー
ボタンを押して実行

ライブ映像状態が
遅れて映し出される

トリガー選択

トリガーが感知する前の撮影タイミングを遅延させる
ための機能となり、数値を上げるとインパクト前の
動画がより長く撮影されるようになります。

トリガー遅延設定

現在のマイクの音の大きさをインジケーターで表しており、
音を鳴らしてオレンジ色のレベル点を越えるとマイクトリガーが
機能します。レベル点の位置は調整可能です。
マイクの感度レベルをこちらで調整します。周囲の環境や
騒音などを考慮して適切な設定値に調節してください。

マイク感度調整

1秒遅延状態で再生

2秒遅延状態で再生

3秒遅延状態で再生



SkyTrakプログラムと画面表示選択
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デュアルモニター画面切り替えボタン

モニター表示ボタン1
モニター1にすでにGSNAVIスイング分析ソフトウェアが表示
されている時はそのモニターは選択不可となりSkyTrakプログラムを
映す事はできません。(※デュアルモニター使用時 )
モニター表示ボタン2
モニター2にGSNAVIスイング分析ソフトウェアが表示されていない時は
そのモニターは選択可能となりSkyTrakプログラムを映す事ができます。
(※デュアルモニター使用時 )

シングルモニター選択ボタン
モニター1台にSkyTrakプログラムもスイング分析も表示させたい時は、
これを選択する事で1画面でスイング分析とSkyTrak プログラムを
同時に実行することができます。

GSNaviの画面を表示させるモニターを
こちらで選択できます。

SkyTrak プログラム実行ボタンを押すと、どの画面へ
映し出すかを選択します。選択肢としては、
モニター1かモニター2(グレイアウトしていない方)、あるいは
シングルモニターでSkyTrak画面とスイング分析画面を
1画面で映すことができます。

SkyTrakプログラム実行



多画面表示
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1ch カメラの画面を表示
Aボタン

1chと2ch同時表示ボタン
A|Bボタンを押して2画面の状態で進行すれば、
過去の録画映像や外部映像を呼び出して比較再生を
することができます。

A|Bボタン

2ch カメラの画面を表示
(デュアルカメラ接続されている場合、大きく
見たい画面AまたはBを選択する )

Bボタン



ゲイン <暗 0～511明 >
鮮明度調節
※暗すぎても明るすぎても画質が悪くなる可能性がある
シャッター <暗 0～1050明 >
シャッタースピード ( 露光 ) の調整
※露光を上げれば映像は全体的に明るくなるが映像のブレ度合いも大きくなる

カメラ設定 (SettingControl)
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接続中のカメラの情報

イメージスムージング
画質のノイズを軽減する機能 ( 現在は不可 )
Img H. Flip( 左右反転機能 )
Img F. Flip( 上下反転機能 )
Distortion Check
広角レンズ使用時の歪曲現象を緩和させる機能 ※LAN Cameraでは不可

デフォルト
ここのデフォルトをクリックする事でカメラ本来の標準調整値に設定されます。

デフォルトフレームレート
ここのデフォルトフレームレートを選択する事で、接続されているカメラ
本来の標準フレームレート値に設定されます。
ハイフレームレート
カメラの解像度を落としてフレームレート数を最大値に増やして使用する
場合はこちらを選択してください。
ガンマ <明 0～4暗 >
全体的な明るさの調整
※環境が相当暗い時に最後に調整する調整値



保存機能
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ここの保存ボタンを押すと、直前に撮影された動画を
ライブラリー内に保存することが可能

保存ボタン

保存された動画クリップには
太枠がつきます

保存された動画は、次回GSNaviが起動した時に
SAVEクリップボックス内に表示されます

ロードの画面をクリックすると“フォルダの選択”が
出るので、呼び出したい動画フォルダを選択すると
こちらのLoadクリップボックスに動画が表示されます



SkyTrak プログラムと画面表示選択
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書いた線を1つずつ消去

クロスライン表示(固定型)

矢印線を描く

直線を描く

四角形を描く

円形を描く

フリーライト

角度を描く

線を描いた後に、線上で右クリックすると
“Configuration”が表示され、線の色や太さ
などのサイズの調整が可能

ドローツール



残像フレーム・18コマフレーム機能
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残像フレーム・18コマフレーム表示ボタン(右クリック)

Multi Exposure：クラブやスイングの残像フレームを表示させる
All Multi Exposure(※現在機能無効 )
Panorama：18枚コマフレームの静止画表示



動画比較機能
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シンクロボタン

シンクロ(同期)状態

クリックして色がついている状態だとシンクロ(同期)状態となり、
2画面が同時再生となる。
※クリックして解除すると操作したい画面の選択が可能

比較したい映像をクリップボックスからマウスで
ドラッグしてそれぞれの画面(左右)へドロップ

シンクロ(同期)状態を解除して左右どちらかの
画面をクリックすると、クリックした方の
画面のみの再生分析が可能となります。



再生・手動録画
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再生ボタンを右クリック
録画された映像の自動リプレイ回数の設定
(デフォルト：Continue = エンドレス再生 )

Capture( 手動録画ボタン )
クリックすると「スリー、ツー、ワン、ゼロ」の
ナビゲーターボイスが流れてショット録画する機能
右クリックすると録画時間の設定ができる

「Disable Record Timer」を選択すると、
ナビゲーターボイスが無くなり即座に
スタートする仕様となっています。

ライブボタン
画面上で映像を再生中の場合にLIVE 画面に
戻るボタン
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