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マニュアルの表記 
このマニュアルの内容は 2015 年 7 月現在のものです。 

 

 

■本文中の記号 

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。 

 
お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 

 
操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 

→ 参照ページを表しています。 

 

■画面例およびイラストについて 

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、および

ファイル名などが異なることがあります。 

 

■タッチ操作について 

クリックと記載されている箇所をタップと読み替えてください。 

 

■製品の呼び方 

本文中では、製品名称を以下のように略して表記することがあります。 

製品名称 このマニュアルでの表記 

Windows 10 Home Windows または Windows 10 

Windows 10 Pro Windows または Windows 10 

Windows 8.1 Windows または Windows 8.1 

Windows 8.1 Pro Windows または Windows 8.1 

Windows Internet Explorer 11 Internet Explorer 11 または Internet Explorer 

Microsoft Word 2013  Word 

Microsoft Excel 2013  Excel 

Microsoft PowerPoint 2013  PowerPoint 
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１．My Cloud プレイでできること 
 

1-1．写真や動画、音楽、録画番組を好きなときに好きな場所で楽しむ 

「My Cloud プレイ」を使うと、パソコン、ホームネットワークなどさまざまな場所に保存されている写真・音楽・動

画・録画番組・ドキュメントを一元管理できます。さらに、これらのコンテンツを使って、以下のようなことができま

す。 

 イベントごとにまとまった自動アルバムや、1 年間の子供の成長が感じられる「成長フォトムービー」、BGM

付きアルバムの作成 

 写真の編集 

 タグを付けることによる快適なコンテンツの検索・整理 

 

あなたのコンテンツがもっと楽しく、もっと便利になる「My Cloud プレイ」をお楽しみください。 

 

  

1-2. 取り扱い可能なデータの種類 

 写真・動画       

 録画番組       

 音楽       

 ドキュメント（Word、Excel、PowerPoint、PDF、テキスト） 

  

※再生可能なファイル形式は「8-1. サポートフォーマット」（→P. 61）をご覧ください。 
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1-3. 取り扱うデータの保存場所 

このパソコン 

※「My Cloud プレイ」が動

作しているパソコンの右記の

フォルダー内にあるデータを

表示します。 

※各ファイルパスの[ユーザ

名]にはwindowsユーザ名が

入ります。 

C:\Users\[ユーザー名]\Pictures 

※「My Cloud プレイ」で表示したいドキュメントファイルは Picturesフォル

ダーに保存してください。 

C:\Users\[ユーザー名]\Videos 

C:\Users\[ユーザー名]\Music 

C:\Users￥[ユーザー名]￥Pictures￥My Cloud Play Download 

 →ホームネットワークやMy CloudライブラリーやMy Cloud 連携端末から

ダウンロードした写真・ドキュメントを保存するフォルダー。 

C:\Users￥[ユーザー名]￥Videos￥My Cloud Play Download 

 →ホームネットワークやMy CloudライブラリーやMy Cloud 連携端末から

ダウンロードした動画（除く録画番組）を保存するフォルダー。 

C:\Users￥[ユーザー名]￥Music￥My Cloud Play Download 

 →ホームネットワークやMy CloudライブラリーやMy Cloud 連携端末から

ダウンロードした音楽を保存するフォルダー。 

D:¥My Cloud Public¥MoveIn  

※Dドライブが存在しないパソコンは C:¥My Cloud Public¥MoveIn 

 →レコーダーなどの録画機器から取り込んだ録画番組を保存するフォルダー。 

※ハードディスク容量の消費を防ぐため、一度視聴した録画番組は削除するこ

とをお勧めします。 

※Ｄドライブが存在するパソコンは保存先切り替えをMy Cloud コントロール

にて行うことが出来ます。 

 詳しくは、   『My Cloud コントロール ユーザーズマニュアル』（PDF）

をご覧ください。 

ホームネットワーク 

「My Cloud プレイ」が動作しているパソコンと同一ホームネットワーク内の DLNA対応機器内のデータを表

示します。 

※事前にMy Cloud コントロールにてホームネットワーク機器の登録が必要です。 

詳しくは、   『My Cloud コントロール ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

My Cloud ライブラリー 

「My Cloud プレイ」にログインしているMy Cloud アカウントで管理されているMy Cloud ライブラリー内

のデータを表示します。 

My Cloud 連携端末／ゲスト公開端末 

「My Cloud プレイ」にログインしているMy Cloud アカウントで管理されている別のパソコンが公開してい

るデータを表示します。 

   

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudcontrol/mccontrol-05-01.pdf
http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudcontrol/mccontrol-05-01.pdf
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２．My Cloud プレイを使うための準備 
 

2-1. 必要なアプリ 

本アプリは、いくつかの他の My Cloud アプリを使用して動作します。 

詳しくは    「My Cloud アプリ」のページをご覧ください。 

 

2-2. My Cloud アカウントについて 

本アプリをお楽しみいただくには My Cloud アカウントが必要です。 

My Cloud アカウントおよびゲストアカウントでログインするアプリおよび機能は、日本国内でのみ使用可能で

す。 

 

2-3. インターネット接続 

インターネット接続なしでも使用可能ですが、本アプリをお楽しみいただくには、インターネット接続が必要で

す。 

My Cloud アカウントの取得やログイン、初期設定や録画番組の再生、成長フォトムービー（含む人物表示）の

作成、タグ付け、お気に入り追加・解除、My Cloud ライブラリーの利用などを行う場合に、インターネットに接続

する必要があります。 

 

2-4. My Cloud アカウントへのパソコン登録（初期設定） 

My Cloud アカウントに自宅のパソコンを登録し、各種設定を行います。 

初期設定をすることで「My Cloud プレイ」の以下の機能が利用できるようになります。 

・ホームネットワーク機器の録画番組などのデータを、自宅のパソコンでまとめて楽しむ。 

・アルバム機能・成長フォトムービー機能（含む人物表示機能）を楽しむ。 

・データにタグを付けて、より便利に検索・整理する。 

 

初期設定はデスクトップアプリ「My Cloud コントロール」で行います。 

 

１．自宅のパソコンのデスクトップ画面から   （My Cloud コントロール）をダブルクリックします。 

２．画面の指示に従って、「My Cloud アカウント・My Cloud ライブラリーサービスの登録」、「My Cloud ア

カウントへのパソコン登録」を行います。 

３．登録完了時に「My Cloud アカウントへのパソコンの登録が完了しました。」というメッセージが表示さ

れたら、「OK」をクリックします。 

 

４．「My Cloud プレイ」を起動します。 

  

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/download/index.html
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５．「My Cloud プレイ使用許諾契約」が表示された場合は、内容を確認して「OK」をクリックします。 

 

 

６．①に「My Cloud コントロール」に登録した My Cloud アカウントが入力されていることを確認し、②に

パスワードを入力後、「ログインしたままにする」にチェックを入れ、③「ログイン」をクリックします。 

 

 

「My Cloud プレイ」のホーム画面が表示されます。 

以上で初期設定は完了です。 

 

初期設定について詳しくは、   『My Cloud コントロール ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士通が運営するクラウドサービスです。お客様がお手元で管理されている写真などのデータを安全にお預かりします。 
パソコンやスマートフォン、タブレット端末など、様々な機器に対応していますので、いつでもどこでもクラウド上のデータの閲覧・
編集などが可能です。 
「My Cloud ライブラリーサービス」にご登録いただくと PC 版「My Cloud プレイ」で My Cloud ライブラリーのデータもお楽しみ
いただけます。 

詳しくは、    My Cloud ライブラリーをご覧ください。 
（Webブラウザーが起動します） 

1 

2 

3 

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudcontrol/mccontrol-05-01.pdf
http://azby.fmworld.net/mycloud/library/index.html
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３．各画面の機能について 
 

本章では本アプリの画面やボタンの名称などについて説明します。 

本章で説明していない「録画番組」、「アルバム・成長フォトムービー」についての説明は、以下の章をご覧くださ

い。 

「４．アルバム」（→P.31） 

「５．成長フォトムービー」（→P.38） 

「６．録画番組を楽しむ」（→P.41） 

 

3-1. ログイン画面 

 

 

①  My Cloud アカウント・パスワード 

 My Cloud アカウントの ID とパスワードを入力します。 

② ログインしたままにする 

チェックを入れておくと、ユーザーID とパスワードが保存され、次回から自動でログインします。 

 ホーム画面でログアウトすると、再ログイン時および「My Cloud プレイ」再起動時にログイン画面が表示さ

れます。 

③ ログイン 

入力した My Cloud アカウントの ID とパスワードで、「My Cloud プレイ」にログインします。 

④ MC アカウント新規登録（Web） 

ブラウザーが起動して、My Cloud アカウントの登録ページが表示されます。 

⑤ アカウント・パスワードを忘れた場合 

ブラウザーが起動して、パスワード再取得のページが表示されます。 

 

 

1 

4 

2 

3 

5 

6 

7 
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⑥ ログインせずに使う 

ログインせずに使用することもできますが、以下の機能は使用できません。 

 アルバム・成長フォトムービー（含む人物表示）機能 

 ホームネットワーク機器内のデータの表示 

 このパソコンの録画番組の再生開始 

 タグ付け・お気に入り追加/解除 

 My Cloud ライブラリーのデータ・サービス利用（含むフォトブック作成） 

 SNS 投稿・更新・データのダウンロード など 

⑦ ゲストアカウントでログイン 

管理者から発行されたゲストアカウントでログインする画面が表示されます。 

 

3-2. ホーム画面 

操作の起点になる画面です。 

横スクロールして右側に隠れている画面を表示できます。 

 

 

①  更新日時 

My Cloud にログインせずに使用している場合、「My Cloud プレイ」にコンテンツが反映された日時を表示し

ます。更新日時表示をクリックすると、メッセージが表示されるので、「更新する」をクリックして画面表示を

最新の状態にすることができます。 

また、アプリメニューをクリックし、「更新」をクリックしても、画面表示を最新の状態に更新できます。 

「3-2-4. アプリメニュー（更新）」（→P.12） 

② コンテンツの保存場所 

コンテンツの保存場所で表示を絞り込むことができます。チェックを付けた場所に保存されたデータのみ表

示します。 

7 

6 

5 

2 

8 

9 

a b 

c 

d 

3 4 1 
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③ 検索 

「検索チャーム」を表示します。 

④  ヘルプ 

このユーザーズマニュアルを表示します。 

⑤  設定 

外出先から録画番組を見る設定や「My Cloud コントロール」の説明を表示します。 

⑥  メニュー 

データの種類別に一覧を表示する「一覧画面」に切り替えることができます。おまかせアルバムが作成され

たときは「アルバム・成長フォトムービー」に が表示されます。 

⑦ アカウント 

 My Cloud アカウントでログインしている場合に、アカウント ID が表示されます。 

 ログインせずに使っている場合は未ログインと表示され、   をクリックして表示された画面から「ロ

グイン」することができます。 

 以下の手順でログアウトできます。 

   をクリックして、表示されたメニューから「ログアウト」をクリックします。「ログアウトしますか？」と

表示されたら「はい」をクリックすると「ログイン」画面に戻ります。 

 

⑧ 新着データ 

各カテゴリーの最新データ 1 件が表示され、クリックすると閲覧/視聴ができます。 

 a. おまかせアルバム／成長フォトムービー 

   新着データが 1 件もない場合、クリックするとおまかせアルバムの説明画面が表示されます。 

 b. 写真・動画 

 c. 音楽 

 d. 録画番組 

⑨ アプリメニュー 

アプリメニューを表示できます。アプリメニューは画面の何もないところを右クリックしても表示できます。 

 

3-2-1. ホーム画面（スクロールで表示） 

ホーム画面は横長の画面です。右側にはこのような画面が隠れています。 

 
2 

 

1 
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①  最近使用したデータ 

すべてのカテゴリーの中から最近使用したデータが表示されます。クリックすると閲覧/視聴ができます。 

②  カテゴリー別表示 

カテゴリーごとに最新 3 件のデータが表示されます。クリックすると閲覧/視聴ができます。 

 

3-2-2. ホーム画面（カテゴリー変更） 

ホーム画面で、【Ctrl】キーを押しながらマウスのスクロールボタンで下スクロールするか、タッチモデルの場合

は 2 本指でつまむ動作をすると、以下の画面が表示されます。 

カテゴリーごとにドラッグして配置を変更することができます。 

ホーム画面に戻るには画面の何もないところをクリックします。 

 

 

 

3-2-3. アプリメニュー（カテゴリ編集） 

カテゴリーの追加・削除ができます。ホーム画面のカテゴリー表示が消えるだけでデータは残ります。 

 

１．ホーム画面で「アプリメニュー」をクリックし、アプリメニューが表示されたら「カテゴリ編集」をクリックし

ます。 

 

 

２．①表示させたくないカテゴリーをクリックし、白いチェックマークが水色のチェックマークに変わったら、

②「決定」をクリックします。 
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3-2-4. アプリメニュー（更新） 

アプリメニューをクリックし、「更新」をクリックすると、画面表示を最新の状態に更新できます。 

 

 

 「F-LINK」から取り込んだ場合や、「My Cloud プレイ」で編集した場合は、自動的にデータが反映されます

ので、「更新」をクリックする必要はありません。他のアプリなどで、このパソコン内の保存場所（→P.6）に

データを取り込んだ場合は「更新」をクリックし、表示を最新の状態にしてください。 

 

3-3. データ一覧画面（すべてのデータ） 

すべてのカテゴリーのデータを一覧することができます。 

 

1 

2 

1 

4 

2 

3 
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① 戻る 

ホーム画面に戻ります。 

②  カテゴリー切り替え 

クリックすると他のカテゴリー一覧が表示されるので、表示したいカテゴリーをクリックします。 

③  データ 

各データのアイコンの意味については、「3-3-１. 各データのアイコンの意味」（→P.13）をご覧ください。 

④  NEW 

取り込み後一度も閲覧／視聴していないデータは「NEW」と表示されます。 

 

3-3-１. 各データのアイコンの意味 

 

 

 

① お気に入り 

お気に入りに登録した場合に  が表示されます。  

② 公開設定 

公開設定をした場合に  が表示されます。 

自宅のパソコンの「公開フォルダー」に保存されているデータが公開設定されます。 

詳しくは、   『My Cloud コントロール ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

③ 場所 

データが保存されている場所を表示します。 

このパソコン ホームネットワーク My Cloud ライブラリー My Cloud 連携端末 

    

④ 取り込み（録画番組のみ） 

取り込み済みと取り込みが出来ない場合に録画番組に表示されます。 

録画番組の取り込みについては「6-3. 録画番組をパソコンに取り込む」（→P. 47）をご覧ください。 

取り込み済み(通常) 取り込み済み(お出かけ) 取り込み不可 

   

⑤ ロック（録画番組のみ） 

ロックした場合に  が表示されます。 

  

1 

2 

3 

4 5 

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudcontrol/mccontrol-05-01.pdf
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3-4. 写真・動画 

 

 

① 戻る 

ホーム画面に戻ります。 

② 表示切替 

写真・動画の一覧画面では、日付表示と人物表示を切り替えることができます。選択された表示形式が青

くなります。上記画面は日付表示です。人物表示については「3-4-4. 人物表示」（→P.20）をご覧ください。 

③ データ 

各データをクリックすると写真の場合一枚表示されます。動画の場合、再生できます。 

「3-4-5. 写真一枚表示画面」（→P.23） 

「3-4-6. 動画再生画面」（→P.24） 

④ 選択されたデータ 

各データを右クリックまたは下にスワイプすると、選択状態になり右上にチェックが付きます。もう一度右ク

リックすると選択が解除になります。複数のデータを選択することができます。 

選択したデータはアプリメニューで操作することができます。 

⑤ 月／年 

写真・動画の一覧画面で、日付表示を、月別カレンダー表示・年別カレンダー表示に切り替えます。 

    
  

1 

2 

3 4 

5 
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3-4-1. アプリメニュー 

 

 

① 削除 

選択したデータを削除できます。確認のメッセージが表示されたら、「削除する」を選択してください。 

② お気に入りへ追加 

選択したデータをお気に入りに追加できます。解除は「お気に入り」の画面で行います。 

③ タグ付け 

選択したデータにタグを付けることができます。詳しくは「3-4-2. タグ付け」（→P.18）をご覧ください。 

④ コラージュ 

複数選択した写真データのコラージュができます。詳しくは「3-4-3. コラージュ」（→P.19）をご覧ください。 

⑤  年賀状/はがき作成(時期により名称が変化致します) 

選択した写真を使って、「筆ぐるめ」を起動し年賀状/はがきを作成します。 

年賀状作成で選択できる写真は最大 3 枚までです。 

⑥ ライブラリーへ保存 

選択したデータを My Cloud ライブラリーに保存できます。「選択されているコンテンツを Mｙ Cloud ライブラ

リーに保存します。」というメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。 

⑦ MC 連携端末へ保存 

選択したデータを My Cloud 連携端末に保存できます。My Cloud 連携端末の一覧が表示されますので、保

存先の My Cloud 連携端末を選択してください。「選択されているコンテンツを Mｙ Cloud 連携端末に保存し

ます。」というメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。 

⑧ カメラ撮影＆保存 

パソコンに内蔵されているカメラ、または USB カメラを起動し、写真を撮影して保存します。 

⑨ 表示サイズ変更 

写真・動画一覧画面のサムネイル表示サイズを 3 段階（小・中・大）に変更できます。 

初期設定は中となっています。 

⑩ 選択クリア 

データの選択を解除できます。 

⑪  情報 

画面右側に写真、動画の下記情報を表示します。 

「ファイル名」「撮影日時」「更新日時」「ファイルサイズ」「保存場所」「タグ、人物、場所」 

※ホームネットワーク機器によっては日時情報が正しく表示されない場合があります。 

 

  

6 3 4 2 1 7 5 8 9 10 11 
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3-4-2. タグ付け 

タグとは、コンテンツを検索・整理するための情報です。お好きな名前をタグとしてコンテンツに付け、コンテンツ

を検索・整理するときに利用することができます。 

 

■タグを付ける／解除する 

 

データ一覧画面でタグを付ける、または解除するコンテンツを選択した後、アプリメニューをクリックし、  （タ

グ付け）をクリックします。画面右端にタグ画面が表示されます。 

※タグ付けは「このパソコン」「ホームネットワーク」に保存されているデータのみ可能です。 

 

 写真の場合、一枚表示画面のアプリメニューからタグ付け画面を表示することもできます。 

 

 

① 新しいタグ 

新たに追加するタグの名前を入力します。 

以下のような名前は追加できません。 

・以下の半角文字を使用した名前 

  “ * : < > / ? \ | 

・255 文字を超える名前 

・空白（スペース）だけの名前 

② 追加 

①に入力した名前のタグを追加します。 

4 5 

3 

1 

2 
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③ タグの一覧 

登録されているタグの一覧が表示されます。 

タグの名前をクリックすると、選択したコンテンツにタグを付けたり解除したりできます。 

：選択したすべてのコンテンツにタグが付きます。 

：選択したすべてのコンテンツのタグが解除されます。 

：選択したコンテンツのいくつかにタグが付いています。その状態が保持されます。 

④ 決定 

追加や変更した内容を保存してタグ付けを終了します。 

⑤ キャンセル 

追加や変更した内容を保存せずにタグ付けを終了します。 

 

■タグを使って検索する 

 

１．ホーム画面、またはデータ一覧画面で  （検索）をクリックします。 

検索画面が表示されます。 

２．「タグ」の入力欄をクリックします。 

タグ画面が表示されます。 

３．検索対象にするタグを選択し、「決定」をクリックします。 

検索画面に戻ります。 

４．「検索」をクリックします。 

検索が始まります。 

 

3-4-3. コラージュ 

「コラージュ」をクリックするとレイアウトを選択する画面が表示されます。２枚から最大６枚の写真のコラージュ

が作成できます。 

 

１．②好きなレイアウトを選択するとコラージュの①プレビューが表示されます。③「名前を付けて保存」を

クリックします。 

２．保存場所を選択し、ファイル名を付けて「保存」をクリックします。  

3 

1 

2 
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3-4-4. 人物表示 

■ データ一覧画面（人物表示－人物一覧） 

 

パソコンの中の写真・動画を、グループや人物単位で一覧することができます。 

※人物表示は「このパソコン」に保存されているデータのみ対象です。 

 

 

① 戻る 

ホーム画面に戻ります。 

② グループ 

家族、親戚、友達などのグループごとに人物をまとめることができます。 

③ 人物 

各グループに登録されている人物を表します。 

選択するとその人物の写真の一覧が表示されます。 

④ 検索 

検索画面に切り替わります。 

  

1 

2 

4 

3 
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■ データ一覧画面（人物表示－データ一覧） 

 

登録した写真をクリックすると、人物単位で一覧することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 戻る 

ホーム画面に戻ります。 

② 人物一覧へ 

人物一覧画面に戻ります。 

③ 名前 

表示している人物の名前を表示します。 

④ 顔/全体 

全体を表示するか顔のみ表示するか選択できます。 

⑤ 日付 

データの日付が表示されます。 

⑥ 人物・データ 

表示中の人物のデータ一覧が表示されます。 

・データをクリックすると、写真や動画を表示します。 

・右クリックまたは下にスワイプすると選択できます。 

⑦ 検索 

検索画面に切り替わります。 

 

■ 人物の登録手順 

 

パソコンの中に取り込んだ写真・動画をグループや人物単位で一覧することができます。 

以下の手順で設定します。 

 

１．ホーム画面から「写真・動画」をクリックします。 

1 

3 4 

5 

6 

7 

2 



 

21 

２．写真・動画画面から「人物」をクリックします。 

３．登録する写真や動画を右クリックします。 

４．アプリメニューをクリックし、「人物情報」をクリックします。 

 

 「人物情報」ボタンは、画面の右に隠れている場合があります。画面を右にスクロールして表示させてくだ

さい。 

５．以下の画面の入力が完了したら、「決定」をクリックします。 

 

「写真・動画」画面に登録した人物が表示されれば完了です。 

 

■ 人物ごとに整理する 

 

人物表示で写真/動画を人物ごとに整理する方法を説明します。 

同じ人物としてまとめるためには、以下の方法があります。 

 

 人物をドラッグ&ドロップする 

１．まとめたい人物をドラッグして、まとめる先の人物の上でドロップします。 

２．「同一人物として写真をまとめます」のメッセージが表示されたら、「まとめる」をクリックします。 

 「人物をまとめる」を選択する 

１．まとめたい人物をすべて選択して、「人物をまとめる」を選択します。 

２．メッセージボックスが表示されますので、「まとめる」を選択します。 

 

■ 人物の修正 

 

自動的に人物を整理するときに、別の人物の写真が含まれてしまうことがあります。別の人物の写真を別の人

物に変更するには、「人物表示－データ一覧」画面で変更できます。 

 

１．写真/動画を選択します。 

２．アプリメニューをクリックして、「人物を変更する」を選択します。 

「登録先となる人物名を選択してください。」というメッセージが表示されるので、選択した写真の人物

名をドロップダウンリストから選択します。 

３．「変更」をクリックします。 

４．選択した写真が指定した人物に登録されます。 
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3-4-5. 写真一枚表示画面 

写真をクリックすると、アプリバーが表示されます。再度クリックすると消えます。 

 

 

① 編集 

写真の場合に操作できます。My Cloud スタジオが起動し、写真を加工できます。 

詳しくは、   『My Cloud スタジオ ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

② デコレーション 

写真の場合に操作できます。My Cloud スタジオが起動し、写真をデコレーションできます。 

詳しくは、   『My Cloud スタジオ ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

③ SNS 投稿 

選択したデータを「Facebook」「Twitter」「らくらくコミュニティ」に投稿できます。「Facebook」と「Twitter」が選

択された場合、写真といっしょに投稿するコメントを入力する画面が表示されます。 

④ ノート表示 

My Cloud ライブラリーに保存されたデータのノートを表示できます。 

⑤ 回転 

画像を回転できます。表示が変わるのみでデータは変更されません。 

⑥ 他機器再生 

(データ保存場所が My Cloud 連携端末またはホームネットワーク機器のみ対応) 

同じ Wi-Fi ネットワークに接続された DMR（Digital Media Renderer）機器でリモート再生ができます。 

詳しくは、「７．DMR 対応機器でリモート再生する」（→P.55）をご覧ください。 

⑦ 印刷 

写真を印刷できます。画面右側に詳細設定画面が表示されます。 

1 4 5 6 2 3 7 

10 9 

8 

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudstudio/mcstudio-01-06.pdf
http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudstudio/mcstudio-01-06.pdf
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⑧ 情報 

画面右側に動画の下記情報を表示します。 

「ファイル名」「撮影日時」「更新日時」「ファイルサイズ」「解像度」「保存場所」「タグ、人物、場所」 

「カメラメーカー」「カメラモデル」「地名情報」 

※地名情報出典元：大字・町丁目位置参照情報 国土交通省 

※ホームネットワーク機器によっては日時情報が正しく表示されない場合があります。 

⑨ 前の写真 

前の写真を表示します。 

前の写真がない場合は何も表示されません。 

⑩ 次の写真 

次の写真を表示します。 

次の写真がない場合は何も表示されません。 

 

3-4-6. 動画再生画面 

再生中の画面をクリックすると、アプリバーが表示されます。再度クリックすると消えます。 

 

 

① シークバー 

再生が動画全体のどこまで進んでいるかが表示されます。また、経過時間や、動画全体の再生時間も表

示されます。このバーをクリックしたりドラッグしたりして、早送りや巻き戻しすることもできます。 

② 画質設定 

再生時の画質が表示されます。画質を選択して、「設定」をクリックして設定します。My Cloud 連携端末に

保存されている動画を再生している場合のみ、設定できます（同一ネットワークに接続している場合を除

く）。 

1 3 5 6 4 7 2 8 9 

10 11 
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③ <<15 秒 

15 秒巻き戻します。 

15 秒未満の場合は動画の先頭に戻ります。 

④ 15 秒>> 

15 秒早送りします。 

残りの再生時間が 15 秒未満の場合は何もされません。 

⑤ 早見再生 

再生速度を「１倍速(標準)」「1.2 倍速」「1.5 倍速」「2 倍速」から選択することが出来ます。 

⑥ 再生／一時停止 

このボタンをクリックするたびに、動画の再生と一時停止が切り替わります。 

⑦ 音量 

音量調節のスライダーが表示されます。スライダーを上下に動かして音量を調節します。 

⑧ 他機器再生 

(データ保存場所が My Cloud 連携端末またはホームネットワーク機器のみ対応) 

同じ Wi-Fi ネットワークに接続された DMR（Digital Media Renderer）機器でリモート再生ができます。 

詳しくは、「７．DMR 対応機器でリモート再生する」（→P.55）をご覧ください。 

⑨ 情報 

画面右側に写真、動画の下記情報を表示します。 

「ファイル名」「撮影日時」「更新日時」「ファイルサイズ」「保存場所」「タグ、人物、場所」 

※ホームネットワーク機器によっては日時情報が正しく表示されない場合があります。 

⑩ 前の動画 

前の動画を再生します。 

前の動画がない場合は何も表示されません。 

⑪ 次の動画 

次の動画を再生します。 

次の動画がない場合は何も表示されません。 

 

 本アプリを終了すると再生も終了します。 

 本アプリを一時中断すると再生も一時停止し、本アプリが再開すると再生も再開されます。 

 画面を分割して本アプリを表示した後、本アプリが操作対象外となったときも再生は継続されます。 

 下記条件を満たすとコンテンツ再生位置を記録し、次回再生時に記録した再生位置から再開できる、 

レジューム機能が使用できます。 

 ・My Cloud コントロールと同じ My Cloud アカウントで My Cloud プレイをログイン中。 

 ・連続して 2 秒以上再生したとき。 
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3-5. 音楽 

3-5-1. 音楽を再生する 

１．ホーム画面で「音楽」をクリックします。 

データ一覧画面（音楽）が表示されます。 

２．再生したい曲名をクリックします。 

再生画面が表示され、選択した曲が再生されます。 

 

 

① アーティスト／アルバム 

曲の一覧の並び順を、アーティスト名またはアルバム名の順番に切り替えます。 

② アーティスト名、アルバム名 

アーティスト名またはアルバム名が表示されます。 

アーティスト名またはアルバム名が取得できない曲は、「不明なアーティスト」、「不明なアルバム」として、ま

とめて表示されます。 

③ 曲の一覧 

トラックナンバー、曲名、再生時間が表示されます。また、再生中の曲には  が表示されます。 

アルバム内の曲はトラックナンバーの順番で表示されます。また、トラックナンバーがない、または 0の場合、

トラックナンバーは表示されません。 

再生したい曲を選択すると、再生画面が表示されます。 

1 

2 

3 
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④ シークバー 

再生が曲全体のどこまで進んでいるかが表示されます。また、経過時間や、曲全体の再生時間も表示され

ます。このバーをクリックしたりドラッグしたりして、早送りや巻き戻しすることもできます。 

⑤ リピート OFF／アルバムリピート／一曲リピート 

このボタンをクリックするたびに、リピート OFF、アルバムリピート、一曲リピートが切り替わります。 

アルバムリピートは、再生中の曲を含むアルバム全体が繰り返し再生されます。 

一曲リピートは、再生中の曲が繰り返し再生されます。 

⑥ シャッフル OFF／シャッフル ON 

このボタンをクリックするたびに、シャッフル OFF とシャッフル ON が切り替わります。 

シャッフル ON にすると、以下のように再生されます。 

・再生中の曲を含むアルバム内の曲がランダムに再生されます。 

・アルバム内の曲がすべて再生された場合は、同じアルバム内の曲が再度ランダムに再生されます。 

・再生中にシャッフル ON にした場合は、再生が終わった後、その曲を除いてランダムに再生されます。 

⑦ 前の曲 

前の曲を再生します。 

前の曲がない場合、またはアルバム内の先頭の曲を再生中の場合は何もされません。 

⑧ 再生／一時停止 

このボタンをクリックするたびに、曲の再生と一時停止が切り替わります。 

⑨ 次の曲 

次の曲を再生します。 

次の曲がない場合、またはアルバム内の最後の曲を再生中の場合は何もされません。 

⑩ 音量 

音量調節のスライダーが表示されます。スライダーを上下に動かして音量を調節します。 

5 6 4 7 8 9 10 11 
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⑪ 他機器再生 

(データ保存場所が My Cloud 連携端末またはホームネットワーク機器のみ対応) 

同じ Wi-Fi ネットワークに接続された DMR（Digital Media Renderer）機器でリモート再生ができます。 

詳しくは、「７．DMR 対応機器でリモート再生する」（→P.55）をご覧ください。 

 

 本アプリを終了すると再生も終了します。 

 本アプリを一時中断すると再生も一時停止し、本アプリが再開すると再生も再開されます。 

 画面を分割して本アプリを表示した後、本アプリが操作対象外となったときも再生は継続されます。 
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3-5-2. 音楽ミニプレーヤーを使う 

再生画面で再生中に他の画面に切り替えても再生は継続されます。このとき、画面左下に音楽ミニプレーヤー

が表示されます。 

 

 

 

① 再生中の曲の情報 

再生中の曲のサムネイル、曲名、アーティスト名、アルバム名が表示されます。 

② 前の曲 

前の曲を再生します。 

前の曲がない場合、またはアルバム内の先頭の曲を再生中の場合は何もされません。 

③ 再生／一時停止 

このボタンをクリックするたびに、曲の再生と一時停止が切り替わります。 

④ 次の曲 

次の曲を再生します。 

次の曲がない場合、またはアルバム内の最後の曲を再生中の場合は何もされません。 

 

 

 ログイン画面に切り替えるまで、音楽ミニプレーヤーの表示はそのまま残ります。 

  

1 

4 2 3 
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3-6. ドキュメント 

「My Cloud プレイ」で閲覧したいドキュメントは「ピクチャー」フォルダーに格納してください。 

取り扱い可能なデータは「1-2. 取り扱い可能なデータの種類」（→P.5）でご確認ください。 

 

3-6-1. ドキュメントを表示する 

１．ホーム画面で「ドキュメント」をクリックします。 

データ一覧画面（ドキュメント）が表示されます。 

２．表示したいドキュメントをクリックします。 

選択したドキュメントが表示されます。 

 

 

①  ドキュメントの一覧 

アイコン、ファイル名、更新日時などが表示されます。 

 

3-6-2. ドキュメントアイコン種類 

 
Word 

 
Excel 

 
PowerPoint 

 
テキスト 

 
PDF 

 

 

  

１ 
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3-7. お気に入り 

ホーム画面で「お気に入り」をクリックすると、お気に入りに登録したデータを一覧表示できます。 

「アルバム」や「フォトブック」を作成する場合に、お気に入りにデータをまとめておくと便利です。 

 

3-7-1. お気に入りの解除 

①解除したいデータを右クリックしてチェックを付け、アプリメニューをクリックします。 

②「お気に入り解除」をクリックします。 

お気に入りの画面にデータが表示されなくなります。 

 

  

1 

2 
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４．アルバム 
 

アルバムでは、複数のデータを一つにまとめてアルバムにすることができます。 

好きな写真や動画をアルバムにまとめて管理したり、音楽データを BGM として加えたりできます。 

 

4-1. アルバムを作成する 

アルバムには、パソコンが自動でアルバムを作成する「おまかせアルバム」と自分で写真を選んでアルバムを

作成する「オリジナルアルバム」の 2 種類があります。 

 

4-1-2. おまかせアルバム 

「おまかせアルバム」の作成は、パソコンが自動で作成します。取り込んだデータの撮影日付や枚数、撮影場

所などの情報を分析して思い出ごとにまとめたアルバムが作成されます。また作成されたアルバムをお気に入

りに登録することもできます。 

作成された「おまかせアルバム」は、「アルバム・成長フォトムービー」内に並びます。アイコンの左上に「おまか

せアルバム」と入ります。 

 

  

4-1-3. オリジナルアルバム 

コンテンツの保存場所が「このパソコン」の写真、動画、音楽を選んでアルバムにすることができます。 

オリジナルアルバムを作成する手順は、以下の 2 通りがあります。 

 

■「すべてのデータ」から作成する 

 

１．ホーム画面で「すべてのデータ」をクリックします。 

２．表示された一覧からアルバムに入れたいデータ<脚注>を右クリックで選択します。 

３．「アプリメニュー」をクリックし、「アルバム作成」をクリックします。 

４．アルバムのタイトルを入力します。 

５．「作成」をクリックします。 
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完成するまで、しばらく時間がかかります。 

６．アルバムが出来上がると、画面上※ に以下のメッセージが表示されます。 

※windows8.1 の場合は画面右上、windows10 の場合は画面左下へ表示されます。 

 

 

■「アルバム・成長フォトムービー」から作成する 

 

１．ホーム画面で「アルバム・成長フォトムービー」をクリックします。 

２．「アプリメニュー」をクリックし、「アルバム作成」をクリックします。 

３．表示された一覧からアルバムに入れたいデータ<脚注>を選択します。 

 

 アルバム作成中に、画面左下の「Keep」部分をクリックすることで選択されているデータの一覧を表示でき

ます。この画面でサムネイルをクリックすると、そのデータの選択を解除できます。また一覧表示状態から

は左下のボタンをクリックすることで元の表示に戻ります。 

メニュー 

 

選択中 

データ表示 
 

 

４．「確定」をクリックします。 

５．アルバムのタイトルを入力します。 

６．「作成」をクリックします。 

完成するまで、しばらく時間がかかります。 

７．アルバムが出来上がると、画面上※ に以下のメッセージが表示されます。 

※windows8.1 の場合は画面右上、windows10 の場合は画面左下へ表示されます。 

 

 

 横スクロールができます 
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 アルバムは写真、動画、音楽にて作成出来ますが。文書ファイルと録画番組を含む事ができません。 

 アルバムできるデータは、「このパソコン」に保存されているデータのみです。My Cloud ライブラリーとホー

ムネットワーク内と My Cloud 連携端末のデータをアルバムにしたい場合は「このパソコン」へダウンロード

してからアルバムを作成してください。 

 

4-2．アルバムを再生する 

紙のアルバムをめくるように、写真や動画を見ることができます。 

アルバムに音楽データが含まれていれば、BGM として再生することができます。 

 

１．ホーム画面で「アルバム・成長フォトムービー」をクリックします。 

２．見たいアルバムをクリックします。 

３．アルバムが画面に表示されます。 
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4-3．アルバム画面説明 

 

 

   

 

① 戻る 

ホーム画面に戻ります。 

② アプリバー 

画面を右クリックまたは画面上端の外から中へスワイプすると、画面の上部と下部に表示されます。 

③ 編集開始 

アルバムに写真データを追加や削除、タイトル変更、音楽編集などを行います。 

「5-4．成長フォトムービーを編集する」（→P.41） 

④ 印刷 

アルバムを印刷します。画面右側に印刷設定が表示されます。 

④ スライドショー 

自動的にページが進みます。 

⑥ 次へ／前へ 

右側： 次のページに進みます。 

左側： 前のページに戻ります。 

キーボードの【←】キー、【→】キーを押しても、画面を横にスライドしても、ページを移動することができま

す。 

 

 アルバム中の写真が一画面に複数枚ある場合、見たい写真をクリックすると、一枚表示画面で見ることが

できます。 

 アルバム中の動画データをクリックすると動画が再生されます。 

 アルバムに戻るときは、画面上でクリックをして、アプリバーを表示し、①「戻る」をクリックします。 

 

 

  

2 

4 5 3 

6 

2 

6 

1 
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4-4．アルバムを編集する 

作成済みのアルバムにデータを追加したり、アルバムに登録されているデータを削除したりできます。 

 

１．「アルバム・成長フォトムービー」をクリックします。 

２．編集するアルバムをクリックします。 

３．右クリックをして、画面左下の「編集開始」をクリックします。 

４．アプリバーに編集ができる項目が表示されますので、編集を行います。 

先頭

ページ 

 

途中

ページ 

 

 

① 表紙変更 

データ一覧画面へ遷移し、表示一覧から選択した写真へ表紙を変更します。 

② タイトル変更 

アルバムタイトルの変更ができます。 

③ 写真追加 

データ一覧画面へ遷移し、表示一覧からアルバムに含む写真を追加します。 

④ 音楽編集 

データ一覧画面へ遷移し、表示一覧からアルバムに含む音楽を追加または削除します。 

⑤ ページレイアウト変更 

写真レイアウトを変更することができます。 

 

■写真を編集する 

写真を選択すると、写真編集のメニューバーが表示されます。 

 

① アルバムから解除 

選択した写真をアルバムから削除します。 

② 写真差替え 

データ一覧画面へ遷移し、表示一覧から選択した写真と差替えます。 

③ 表紙にする 

選択した写真を表紙にします。 

2 3 1 4 

5 2 3 1 4 
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④ 位置調整 

位置調整画面に移ります。位置調整については「4-4-1.位置調整画面」（→P.36）をご覧ください。 

 

５．すべての編集が完了したら、「編集完了」をクリックします。 

 

4-4-1.位置調整画面 

位置調整画面で編集された結果をアルバム画面に反映することができます。表示が変わるのみでデータは変

更されません。 

写真をドラッグして動かすことにより、アルバムの表示枠内に表示される写真の位置調整が可能です。 

 

① アルバムの表示枠 

アルバムの表示枠が表示されます。 

② 拡縮 

写真を拡大、縮小します。 

シークバー／ボタン操作／ピンチイン・アウトで、写真を 1%刻みで拡大・縮小可能です。 

③ 回転 

写真を左回転、右回転します。 

シークバー／ボタン操作／2 本指でのタップによる回転操作で、写真を 1°刻みで回転可能です。 

④ 初期化 

写真をデフォルト表示に戻します。 

⑤ キャンセル 

位置調整した状態を破棄してアルバム画面に戻ります。 

⑥ 確定 

位置調整した状態をアルバムに反映してアルバム画面に戻ります。  

2 3 

1 

4 5 6 
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4-5．アルバムを結合する 

作成した 2 つのアルバムをつなげることができます。 

「おまかせアルバム」と「オリジナルアルバム」でも結合することが可能です。 

 

１．「アルバム・成長フォトムービー」をクリックします。 

２．結合したいアルバムを右クリックして選択します。 

３．「アルバムの結合」ボタンを押します。 

４．アルバムタイトルを入力します。 

５．「作成」をクリックします。 

完成するまで、しばらく時間がかかります。 

６．アルバムが出来上がると、画面右上に「オリジナルアルバムを作成しました。」のメッセージが表示さ

れます。 

 

4-6．アルバムを解除する 

作成済みのアルバムを解除する手順は、以下のとおりです。 

この操作ではアルバムとしてのまとまりを解除しますが、アルバム内の各データは元の保存場所から削除され

ません。 

 

１．ホーム画面で「アルバム・成長フォトムービー」をクリックします。 

２．削除するアルバムを選択して「アルバムの解除」ボタンを押します。 

３．「選択しているアルバムを解除します。」が表示されたら、「OK」を選択します。 
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５．成長フォトムービー 
 

成長フォトムービーでは、選択した人物の写真から自動で写真をピックアップし、一年間の写真を季節ごとにま

とめてレイアウトした成長フォトムービーを作成することができます。 

名前や年齢を入力すると、さらに充実した成長フォトムービーを作成することができます。 

 

 ※成長フォトムービーにできるデータは「このパソコン」に保存されているデータのみです。 

 

5-1．成長フォトムービーを作る 

以下の手順で成長フォトムービーを作成します。 

成長フォトムービーを作成する手順は、以下の 2 通りがあります。 

 

5-1-1. ホーム画面から作成する 

１．ホーム画面で右クリックします。 

２．「成長フォトムービー」をクリックします。 

３．画面の右下の「人物を選択する」をクリックします。 

４．作成したい人物または複数枚の写真を右クリックで選択します。 

人物の登録については、「3-4-4. 人物表示」（→P.20）をご覧ください。 

５．「アプリメニュー」をクリックし、「成長フォト作成」をクリックします。 

６．完成するまで、しばらく時間がかかります。 

 

5-1-2. 「すべてのデータ」から作成する 

１．ホーム画面で「すべてのデータ」をクリックします。 

２．「アプリメニュー」をクリックし、「成長フォト作成」をクリックします。 

３．画面の右下の「人物を選択する」をクリックします。 

４．作成した人物または写真を右クリックで選択します。 

５．「アプリメニュー」をクリックし、「成長フォト作成」をクリックします。 

６．完成するまで、しばらく時間がかかります。 

 

 成長フォトムービーに入れることができるデータは写真のみです。写真以外のファイルは入れることができ

ません。 

 成長フォトムービーに入れることができるデータはパソコン内のデータのみです。My Cloud ライブラリーと

ホームネットワーク内のデータは入れることができません。 
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 「人物表示－データ一覧」画面で成長フォトムービーを作成した場合は、「人物表示－人物一覧」で選択し

ている人物に関係なく、「人物表示－データ一覧」画面で表示している人物で成長フォトムービーを作成し

ます。作成した人物以外のデータは使用されません。 

 成長フォトムービーでは、自動で写真をピックアップするため、選択した写真が必ずしも使用されるわけで

はありません。 

 

5-2．成長フォトムービーを再生する 

季節ごとにレイアウトされたショートムービーとして、写真を見ることができます。 

 

１．ホーム画面で「アルバム・成長フォトムービー」をクリックします。 

２．見たいムービーをクリックします。 

３．アルバムが画面に表示されます。 

 

5-3．成長フォトムービー画面説明 

画面上で右クリックをすると、以下の内容が表示されます。 

 

 

①戻る 

ホーム画面に戻ります。 

②アプリバー 

画面をクリックまたはタップすると、画面の上部と下部に表示されます。 

③再生／一時停止／初めから見る 

自動的にページが進むか停止するかに切り替えます。または最初から再生することができます。 

④次へ／前へ 

右側： 次のページに進みます。 

左側： 前のページに戻ります。 

  

2 

1 

4 4 

3 

2 



 

40 

5-4．成長フォトムービーを編集する 

作成済みの成長フォトムービーにデータを追加したり、成長フォトムービーで使用されているデータを削除した

りできます。 

 

１．ホーム画面でお気に入りに表示されている成長フォトムービーを表示します。 

２．編集する成長フォトムービーを選択して「成長フォトムービー編集」ボタンを押します。 

画面がデータ一覧画面に切り替わります。このとき、成長フォトムービーで使用されているデータは選択さ

れている状態になっています。 

３．成長フォトムービーに追加したいデータがある場合は、それが選択された状態にします。 

 

 「人物表示－データ一覧」画面で成長フォトムービーを作成した場合は、「人物表示－人物一覧」で選択し

ている人物に関係なく、「人物表示－データ一覧」画面で表示している人物で成長フォトムービーを作成し

ます。作成した人物以外のデータは使用されません。 

 成長フォトムービーでは、自動で写真をピックアップするため、選択した写真が必ずしも使用されるわけで

はありません。 

 成長フォトムービーを作成する人物以外のデータを追加することはできません。 

 

４．成長フォトムービーから削除したいデータがある場合は、そのデータの選択を解除します。 

５．「決定」をクリックします。 

 

5-5．成長フォトムービーを削除する 

作成済みの成長フォトムービーを削除する手順は、以下のとおりです。 

操作を実行するとお気に入りに表示されていた成長フォトムービーのアイコンは表示されなくなります。ただし

その成長フォトムービー内で使用されていた各データ自体が元の保存場所から削除されることはありません。 

 

１．ホーム画面で「アルバム・成長フォトムービー」をクリックします。 

２．削除する成長フォトムービーを右クリックで選択します。 

３．「アプリメニュー」をクリックし、「アルバムの解除」をクリックします。 

４．「選択しているアルバムを解除します。」が表示されたら、「OK」を選択します。 
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６．録画番組を楽しむ 
 

ここでは、ホームネットワーク内にある録画機器で録画した番組を楽しむ方法について説明します。また、それ

らの録画番組を外出先から見る方法について説明します。 

 

 事前に「6-4-1. 録画番組の視聴に関する注意事項」（→P.52）をご確認ください。 

 

6-1. 録画番組を楽しむための準備 

ホームネットワーク内にある録画機器と連携するために、「My Cloud コントロール」の設定が必要です。 

１．デスクトップ画面で  （My Cloud コントロール）をダブルクリックします。 

２．「ホームネットワーク機器リスト」に連携したい機器が表示されているか確認します。 

 

 初期設定ではホームネットワーク上の機器が自動でリストに登録されます。 

詳しくは、   『My Cloud コントロール ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

 

自宅のパソコンに取り込んだ録画番組を外出先から見るために、下記の設定が必要です。 

 

１．外出先に持ち出すパソコンをホームネットワークに接続し、「My Cloud プレイ」を起動します。 

２．ホーム画面で「設定」をクリックします。 

３．設定画面で「外出先から録画番組を見る設定」をクリックします。 

４．外出先から録画番組を見る設定画面で「追加する」をクリックします。 

５．アクセスするパソコンの選択画面で自宅のパソコンを選択します。 

 

 

 自宅のパソコンに取り込んだ録画番組を外出先から見るためには、同じMy Cloud アカウントでログインす

る必要があります。 

 ペアリングを行う際はパソコンがネットワークに接続していることを確認してから実行してください。 

 

6-2. 自宅でホームネットワーク機器の録画番組を視聴する／外出先から自宅のパソコンに取り

込んだ録画番組を視聴する 

１．自宅でホームネットワーク機器の録画番組を視聴する場合は、パソコンをホームネットワークに接続し、

「My Cloud プレイ」を起動します。 

２．ホーム画面で「録画番組」をクリックします。 

「録画番組」画面が表示されます。 

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudcontrol/mccontrol-05-01.pdf
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① 表示切り替え 

日付表示と番組名表示を切り替えることができます。 

②  データ一覧 

連携しているホームネットワーク機器に録画された番組や自宅のパソコン（My Cloud 連携端末）に保存さ

れた番組が表示されます。クリックすると再生します。 

「6-2-2. 再生画面」（→P.45） 

録画番組のリストを表示するとき、ネットワーク環境によっては時間がかかる場合があります。 

My Cloud 連携端末のアイコンがついた録画番組が自宅のパソコンに取り込まれていない場合は、自宅の

パソコンに取り込みが完了すると、再生できます。 

③ 録画番組ジャンルアイコン 

アイコンの意味は以下のとおりです。 

No. ジャンル名 アイコン No. ジャンル名 アイコン 

1 福祉 
 

8 劇場 
 

2 映画 
 

9 ニュース 
 

3 バラエティ 
 

10 アニメ特撮 
 

4 ドキュメンタリー 
 

11 その他 
 

5 ドラマ 
 

12 音楽 
 

6 スポーツ 
 

13 情報／ワイドショー 
 

7 教育（教養） 
 

14 いずれのジャンルにも
該当しない場合  

 

1 

2 

3 



 

43 

 

6-2-1. アプリメニュー（録画番組をロックする） 

このパソコンに取り込んだ番組を削除しないようにするため、ロックをかけることができます。 

 

 「My Cloud コントロール」の「録画番組情報の収集と取り込み」メニューで「録画番組の自動削除」の設定

を「オン」にしている場合、視聴済みか未視聴かにかかわらず、取り込み日時が古い録画番組から削除さ

れます。削除したくない番組には「ロック」を設定してください。 

録画番組の取り込みについては「6-3. 録画番組をパソコンに取り込む」（→P.47）をご覧ください。 

 

１．ロックをかけたい番組のデータを右クリックしてチェックを付け、アプリメニューをクリックします。 

２．「ロック」をクリックします。 

「ロック解除」をクリックすると解除できます。 
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6-2-2. 再生画面 

 

 事前に「6-4-1. 録画番組の視聴に関する注意事項」（→P.52）をご確認ください。 

 

再生中の画面をクリックすると、メニューバーが表示されます。再度クリックすると消えます。 

 

 

① シークバー 

再生が動画全体のどこまで進んでいるかが表示されます。また、経過時間や、動画全体の再生時間も表

示されます。このバーをクリックしたりドラッグしたりして、早送りや巻き戻しすることもできます。 

② 画質設定 

再生時の画質が表示されます。画質を選択して、「設定」をクリックして設定します。My Cloud 連携端末に

保存されている動画を再生している場合のみ、設定できます（同一ネットワークに接続している場合を除

く）。 

③ <<15 秒 

15 秒巻き戻します。 

15 秒未満の場合は動画の先頭に戻ります。 

④ 15 秒>> 

15 秒早送りします。 

残りの再生時間が 15 秒未満の場合は何もされません。 

⑤ 早見再生 

再生速度を「１倍速(標準)」「1.2 倍速」「1.5 倍速」「2 倍速」から選択することが出来ます。 

⑥ 再生／一時停止 

このボタンをクリックするたびに、動画の再生と一時停止が切り替わります。 

1 3 5 6 4 7 8 2 

10 11 

9 
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⑦ 音量 

音量調節のスライダーが表示されます。スライダーを上下に動かして音量を調節します。 

⑧ 他機器再生 

(データ保存場所が My Cloud 連携端末またはホームネットワーク機器のみ対応) 

同じ Wi-Fi ネットワークに接続された DMR（Digital Media Renderer）機器でリモート再生ができます。 

詳しくは、「７．DMR 対応機器でリモート再生する」（→P.55）をご覧ください。 

⑨ 情報 

画面右側に下記情報を表示します。 

「タイトル」「ジャンル」「録画日時」「チャンネル名」 

「番組詳細情報」「解像度」「ビットレート」「データサイズ」「保存場所」 

※ホームネットワーク機器によっては日時情報が正しく表示されない場合があります。 

⑩ 前の録画番組 

前の録画番組を再生します。 

前の録画番組がない場合は何も表示されません。 

⑪ 次の録画番組 

次の録画番組を再生します。 

次の録画番組がない場合は何も表示されません。 

 

 本アプリを終了すると再生も終了します。 

 本アプリを一時中断すると再生も一時停止し、本アプリが再開すると再生も再開されます。 

 画面を分割して本アプリを表示した後、本アプリが操作対象外となったときも再生は継続されます。 

 下記条件を満たすとコンテンツ再生位置を記録し、次回再生時に記録した再生位置から再開できる、 

レジューム機能が使用できます。 

 ・My Cloud コントロールと同じ My Cloud アカウントで My Cloud プレイをログイン中。 

 ・連続して 2 秒以上再生したとき。 
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6-3. 録画番組をパソコンに取り込む 

レコーダーなどの録画機器から録画番組をパソコンに取り込むことで、録画番組のダウンロードをせず外出先

等でも快適に録画番組を楽しむことができます。 

 

 事前に「6-4-2. 録画番組の取り込みに関する注意事項」（→P.53）をご確認ください。 

 

 取り込み形式を下記 2 種類から使用目的に応じて選択できます。 

 通常 お出かけ 

再生時のネットワーク接続 必要 不要 

スマートフォンやタブレットからの取り込み 可能 不可 

取り込み形式の変換 通常データからお出かけデータ

への変換は可能 

お出かけデータから 

通常データへの変換は不可 

使用例 ・自宅の PC で視聴。 ・外出時の移動中等ネットワー

クが不安定な場所での視聴 

 My Cloud コントロールにて取り込んだ録画番組は「通常」形式です。 

使用目的に応じて「6-3-3. お出かけ変換」（→P.52）を実施してください。 
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6-3-1. 通常取り込み 

スマートフォンやタブレットから取り込み済み録画番組がさらに取り込み可能な形式での取り込みを行います。 

※取り込み後にお出かけデータへの変換は可能です。 

 

１．下記の通り通常取り込みの準備を行います。 

①取り込みたい番組のデータを右クリックしてチェックを付け、アプリメニューをクリック 

  ※  が表示されている録画番組は取り込み出来ません。 

②「取り込み」をクリック 

③「通常」をクリック 

 

２．「選択されているコンテンツの取り込みを行います。」と表示されたら「OK」をクリックします。 

３．画面右上に「取り込み中...」と表示されたら、取り込みを開始しています。 

 

  

1 

2 

3 
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４．クリックすると取り込みの進捗画面を表示できます。 

 

取り込みが開始されると「待機中」の表示が消えます。 

５．取り込みが完了したら、①ホームネットワークと②このパソコンの 2 ヶ所のデータが表示されます。 

 取り込みしたデータは③取り込み済みのアイコン が表示されます。 

 

  

1 

2 

3 
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6-3-2. お出かけ取り込み 

オフラインでも再生できる形式での取り込みを行います。 

※お出かけで取り込むとスマートフォンやタブレットからの取り込みと通常データ形式への変換はできません。 

 

１．下記の通りお出かけ取り込みの準備を行います。 

①取り込みたい番組のデータを右クリックしてチェックを付け、アプリメニューをクリック 

  ※  が表示されている録画番組は取り込み出来ません。 

②「取り込み」をクリック 

③「お出かけ」をクリック 

 

２．「お出かけの注意」と表示されたら「OK」をクリックします。 

  ※「□今後、このメッセージを表示しない」に✔をつけることで、 

次回以降メッセージが表示されずにお出かけ取り込みを開始します。 

 

２．「選択されているコンテンツの取り込みを行います。」と表示されたら「OK」をクリックします。 

３．画面右上に「取り込み中...」と表示されたら、取り込みを開始しています。 

 

  

1 

2 

3 
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４．クリックすると取り込みの進捗画面を表示できます。 

 

取り込みが開始されると「待機中」の表示が消えます。 

５．取り込みが完了したら、①ホームネットワークと②このパソコンの 2 ヶ所のデータが表示されます。 

取り込みした元データは③取り込み済みのアイコン が表示され、 

お出かけデータは④お出かけデータのアイコン が表示されます。 

 

  

1 

2 

4 

3 
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6-3-3. お出かけ変換 

通常で取り込んだ録画番組をお出かけデータへの変換を行います。 

※お出かけデータから通常データへの変換はできません。 

 

１．下記の通りお出かけ変換の準備を行います。 

①取り込みたい番組のデータを右クリックしてチェックを付け、アプリメニューをクリック 

②「お出かけ変換」をクリック 

 

２．「お出かけデータに変換すると、オフラインで録画番組を再生できます。・・・」と表示されたら「変換開

始」をクリックします。 

  ※「□今後、このメッセージを表示しない」に✔をつけることで、 

次回以降メッセージが表示されずにお出かけ変換を開始します。 

 

３．お出かけデータへの変換が完了したら、①お出かけデータのアイコン が表示されます。 

 

1 

2 

1 
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6-4. 録画番組の視聴・取り込みに関する注意事項 

6-4-1. 録画番組の視聴に関する注意事項 

 録画番組を再生したときに、以下のような現象が発生する場合があります。 

・アプリが終了し、スタート画面に戻る 

・再生中にエラーメッセージが表示され、再生が停止する 

このような場合は、一度本アプリを終了させ、再度「My Cloud プレイ」を起動してください。 

 

 録画番組を再生するには「My Cloud アカウント」でのログインが必要です。 

再生できない場合、以下のメッセージが表示されます。 

サーバーとの接続に失敗しました。 

録画番組を再生するにはサーバーとの接続が必要です。[0x80004005] 

このメッセージが表示された場合は、インターネットが接続できる環境へ移動し、「My Cloud アカウント」で

ログインした後、再度再生してください。 

 

 本アプリのサポートしていない形式で録画番組の配信サーバーが録画番組を配信している場合、本アプ

リはその番組を再生できません。本アプリは MPEG-2 TS 形式にのみ対応しています。 

 

 パソコンに取り込んだ録画番組を再生する場合、コピーカウントなど、再生可能であることを確認します。

そのため、以下のタイミングで、「My Cloud アカウント」でログインした状態のインターネット接続環境が必

要になります。 

・データの一覧情報を取得するとき（毎回） 

・録画番組を再生開始するとき（毎回） 

 

6-4-2. 録画番組の取り込みに関する注意事項 

 番組データの取り込みを行うと、レコーダーのその番組データのコピー可能回数が 1 つ減ります。 

 
 録画番組の取り込み先フォルダーは D ドライブが存在する場合「D:\My Cloud Public￥MoveIn」です。 

C ドライブのみ存在するパソコンは「C:\My Cloud Public￥MoveIn」となります。 

ハードディスク容量の消費を防ぐため、一度視聴した録画番組は削除することをお勧めします。 

※Ｄドライブが存在するパソコンは保存先切り替えを My Cloud コントロールにて行うことが出来ます。 

 詳しくは、   『My Cloud コントロール ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

 
 録画番組によってはパソコンでしか再生できない番組もあるため、スマートフォンやタブレットへダウンロー

ドする前に、スマートフォンやタブレットからストリーミング視聴できることを確認してください。 

 
 修理などで装置を交換した場合など、機器固有情報が変化した場合は、取り込み済みの番組データを再

利用することはできません。 

 
 レコーダーからの番組データの取り込みに失敗する場合があります。一般的に、以下の場合に番組デー

タの取り込みに失敗します。 

・レコーダーなどの録画機器から、同一の番組を複数の相手先へ同時にコピーしようとした場合 

・レコーダーなどの録画機器からホームネットワーク経由で番組を視聴中の場合 

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudcontrol/mccontrol-05-01.pdf
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・「My Cloud プレイ」に番組データを取り込む場合は、録画機器がコピー可能な状態であることを確認して

ください。録画機器のコピー機能の制限については、それぞれの仕様をご確認ください。 

 
 番組の取り込み速度はネットワークの速度に依存します。特に、2.4GHzの無線LANは比較的通信速度が

遅く、取り込みに長い時間がかかります。取り込み時間を短くするには、有線 LAN を推奨します。無線

LAN の場合は 5GHz を推奨します。テレビ機能搭載モデルで DigitalTVbox の録画番組を、本アプリを使用

して取り込む場合は、ネットワークを介さないため、番組の取り込みを短時間で行うことができます。 

 

 お出かけデータとして取り込みを行った録画番組は以下の注意事項があります。 

    ・スマートフォンやタブレットに取り込みはできません。 

    ・通常のデータに戻すことはできません。 
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７．DMR 対応機器でリモート再生する 
 

ここでは、ホームネットワーク内の、DMR（Digital Media Renderer）に対応した TV などの機器で、リモート再生す

る「他機器再生」機能について説明します。 

 

 事前に「7-6．他機器再生に関する注意事項」（→P.60）をご確認ください。 

7-1．他機器再生可能データについて 

再生可能データ：写真、音楽、動画、録画番組 

           ※DMR 機器にてサポートされていないファイル形式は、再生に失敗する可能性があります。 

コンテンツの保存場所： My Cloud 連携端末、ホームネットワーク 

※同じネットワーク内で使用していない My Cloud 連携端末のデータは再生できません。 

 

7-2．他機器再生を楽しむための準備 

ホームネットワーク内にある録画機器と連携するために、「My Cloud コントロール」の設定が必要です。 

１．デスクトップ画面で  （My Cloud コントロール）をダブルクリックします。 

２．「ホームネットワーク機器リスト」に連携したい機器が表示されているか確認します。 

 

 初期設定ではホームネットワーク上の機器が自動でリストに登録されます。 

詳しくは、   『My Cloud コントロール ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。 

 

7-3．他機器再生の開始 

１．リモート再生したいコンテンツをクリックし、再生します。 

２．アプリメニューの他機器再生    をクリックし、リモート再生する機器を選択する。 

※他機器再生が出来ないデータでは上記ボタンが表示されません。 

３．再生させる DMR 機器を選択する。 

４．選択した DMR 機器にて再生が始まります。 

※再生中の操作方法については、「7-4．他機器再生中の操作方法」（→P.56）をご覧ください。 

  

http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/manual/pdf/mycloudcontrol/mccontrol-05-01.pdf
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7-4．他機器再生中の操作方法 

7-4-1. 他機器再生中の写真表示画面 

 

① 前の写真 

前の写真を表示します。 

前の写真がない場合は何も表示されません。 

② 次の写真 

次の写真を表示します。 

次の写真がない場合は何も表示されません。 

③ 接続解除 

他機器再生を終了します。 

終了後は写真一覧表示画面へ遷移します。 

  

2 1 

3 
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7-4-2. 他機器再生中の動画再生画面 

 

① シークバー 

再生が動画全体のどこまで進んでいるかが表示されます。また、経過時間や、動画全体の再生時間も表

示されます。このバーをクリックしたりドラッグしたりして、早送りや巻き戻しすることもできます。 

② <<15 秒 

15 秒巻き戻します。 

15 秒未満の場合は動画の先頭に戻ります。 

③ 15 秒>> 

15 秒早送りします。 

残りの再生時間が 15 秒未満の場合は何もされません。 

④ 再生／一時停止 

このボタンをクリックするたびに、動画の再生と一時停止が切り替わります。 

⑤ 音量 

音量調節のスライダーが表示されます。スライダーを上下に動かして音量を調節します。 

⑥ 前の動画 

前の動画を再生します。 

前の動画がない場合は何も表示されません。 

⑦ 次の動画 

次の動画を再生します。 

次の動画がない場合は何も表示されません。 

⑧ 接続解除 

他機器再生を終了します。 

終了後は動画再生画面へ遷移します。 

1 2

  

4 3 5 
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7-4-3. 他機器再生中の音楽再生画面 

 

① シークバー 

再生が曲全体のどこまで進んでいるかが表示されます。また、経過時間や、曲全体の再生時間も表示され

ます。このバーをクリックしたりドラッグしたりして、早送りや巻き戻しすることもできます。 

② リピート OFF／アルバムリピート／一曲リピート 

このボタンをクリックするたびに、リピート OFF、アルバムリピート、一曲リピートが切り替わります。 

アルバムリピートは、再生中の曲を含むアルバム全体が繰り返し再生されます。 

一曲リピートは、再生中の曲が繰り返し再生されます。 

③ シャッフル OFF／シャッフル ON 

このボタンをクリックするたびに、シャッフル OFF とシャッフル ON が切り替わります。 

シャッフル ON にすると、以下のように再生されます。 

・再生中の曲を含むアルバム内の曲がランダムに再生されます。 

・アルバム内の曲がすべて再生された場合は、同じアルバム内の曲が再度ランダムに再生されます。 

・再生中にシャッフル ON にした場合は、再生が終わった後、その曲を除いてランダムに再生されます。 

④ 前の曲 

前の曲を再生します。 

前の曲がない場合、またはアルバム内の先頭の曲を再生中の場合は何もされません。 

⑤ 再生／一時停止 

このボタンをクリックするたびに、曲の再生と一時停止が切り替わります。 

⑥ 次の曲 

次の曲を再生します。 

次の曲がない場合、またはアルバム内の最後の曲を再生中の場合は何もされません。 

⑦ 音量 

音量調節のスライダーが表示されます。スライダーを上下に動かして音量を調節します。 

2 1 3 4 5 6 7 

8 
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⑧ 接続解除 

他機器再生を終了します。 

終了後は音楽再生画面へ遷移します。 

 

7-4-4. 他機器再生中の録画番組再生画面 

 

 

① シークバー 

再生が動画全体のどこまで進んでいるかが表示されます。また、経過時間や、動画全体の再生時間も表

示されます。このバーをクリックしたりドラッグしたりして、早送りや巻き戻しすることもできます。 

② <<15 秒 

15 秒巻き戻します。 

15 秒未満の場合は動画の先頭に戻ります。 

③ 15 秒>> 

15 秒早送りします。 

残りの再生時間が 15 秒未満の場合は何もされません。 

④ 再生／一時停止 

このボタンをクリックするたびに、動画の再生と一時停止が切り替わります。 

⑤ 音量 

音量調節のスライダーが表示されます。スライダーを上下に動かして音量を調節します。 

⑥ 前の動画 

前の動画を再生します。 

前の動画がない場合は何も表示されません。 

1 2

  

4 3 5 

6 7 

8 
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⑦ 次の動画 

次の動画を再生します。 

次の動画がない場合は何も表示されません。 

⑧ 接続解除 

他機器再生を終了します。 

終了後は動画再生画面へ遷移します。 

 

7-5．他機器再生の終了 

１．画面上の を選択する。 

２．リモート再生が終了し、My Cloud プレイ上での再生が再開します。 

 

7-6．他機器再生に関する注意事項 

 DMR 機器とご使用中の PC との相性により接続に失敗する場合があります。 

 

 再生するファイル形式によっては DMR 機器側でサポートされていないため再生できない場合があります。 

 

 他機器再生はネットワーク接続されている状態で使用してください。 

 

 他機器再生中にネットワーク接続が切断されると、正常に動作しなくなることがあります。 
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８．その他 
 

8-1. サポートフォーマット 

以下の表にあるファイル形式を表示（再生）できます。 

 

データ種類 ファイル形式 拡張子 

画像 JPEG jpeg 

jpg 

GIF gif 

BMP bmp 

PNG png 

TIFF tif 

tiff 

動画 MPEG-4 mov 

mp4 

mp4v 

m4v 

3gp 

3g2 

3gpp 

3gp2 

MPEG-2 m2ts 

mpeg 

mpg 

AVI avi 

ASF asf 

wm 

wmv 

 

データ種類 ファイル形式 拡張子 

音楽 MPEG-4 m4a 

ASF wma 

ADTS aac 

adt 

adts 

WAV wav 

MP3 mp3 

AC-3 ac3 

ec3 

ドキュメント DOC doc 

docx 

XLS xls 

xlsx 

PPT ppt 

pptx 

PDF pdf 

TEXT txt 

 

 

 

 

 

 

 

注： コンテンツが保存されている機器によっては、表示(再生)できるファイル形式が異なります。 

 

注： 動画ファイルに使用されているビデオコーデックとオーディオコーデックの組み合わせによっては再生でき

ない場合があります。また、動画によっては本アプリで再生できない場合があります。本アプリで再生でき

ない動画の場合、動画を作成したツールを確認し、サポートしている再生ソフトウェアで再生してください。 

 

注： 著作権保護されている音楽コンテンツは本アプリで再生することができません。著作権保護されている音

楽コンテンツは、そのファイルを入手もしくは作成したアプリで再生してください。 
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8-2. Q&A 

質問 回答 

データが表示されない。 本アプリの起動・一覧表示には時間がかかる場合があります（待ち時

間は、お使いのパソコンの性能やコンテンツの量により変動します）。 

この場合は、しばらく待ってからアプリメニューの更新ボタンを押す、ま

たは、本アプリを再起動して、ログインし直してください。 

それでも表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 

また、データが「1-3. 取り扱うデータの保存場所」（→P.6）に記載されて

いる場所にあることも確認してください。本アプリでサポートしている

フォーマットは「8-1. サポートフォーマット」（→P.61）をご覧ください。 

人物表示で、 

「人物情報を表示できません。 

詳細、および、対処方法は、ヘル

プをご覧ください。」 

と表示される。 

人物表示では、「Corel® Digital StudioTM for FUJITSU」で人物として認

識された写真／動画を表示します。写真を取り込むと自動的に人物認

識されますが、表示されない場合は、以下のことを確認してください。 

・「Corel® Digital StudioTM for FUJITSU」がインストールされているか（※

1） 

・「Corel® Digital StudioTM for FUJITSU」のアップデートが適用されてい

るか（※2） 

※1： 「Corel® Digital StudioTM for FUJITSU」は、搭載されていない機種

があります。 

 

また、人物表示をするための関連プログラムは、パソコンの起動後に

順次動作します。そのため、パソコンの起動後すぐに人物表示を行っ

た場合に、関連プログラムが動作していないために、このメッセージが

表示される場合があります。 

この場合は、しばらく待ってから人物表示を行ってください。 

人物表示で、 

「データがありません。 

詳細、および、対処方法は、ヘル

プをご覧ください。」 

と表示される。 

人物表示では、「Corel® Digital StudioTM for FUJITSU」で人物として認

識された写真／動画を表示します。人物の顔が写っていない写真／動

画は、表示されません。 

また、最新情報の取得、表示には時間がかかる場合があります。 

この場合は、しばらく待ってからアプリメニューの更新ボタンを押す、も

しくは、本アプリを再起動して、ログインし直してください。 

それでも表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 

人物表示で、 

「データの取得に失敗しました。 

トップ画面に戻って、しばらく待っ

てから再度表示してください。」 

と表示される。 

人物情報の取得に時間がかかり、人物情報を正しく取得できない場合が

あります。 

この場合は、しばらく待ってからアプリメニューの更新ボタンを押す、もしく

は、本アプリを再起動して、ログインし直してください。 

それでも表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 

人物表示で、進行状況リングが表

示されたままになる。 

パソコンの負荷が高くなっているときなどに人物情報の取得に時間がか

かる場合があり、その間、進行状況リングが表示されたままになります。 

しばらく待つと人物情報が表示されますが、進行状況リングが表示された

ままの状況が続く場合は、パソコンを再起動してから再度表示してくださ

い。 
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質問 回答 

人物表示で、同じ人物が違う人物

として表示される。 

人物表示では、同じ人物が別の人物として分類されてしまうことがあり

ます。別の人物を同じ人物として整理することができます。 

詳しくは「3-4-4. 人物表示」（→P.20）をご覧ください。 

人物表示で、違う人物の写真が表

示される。 

人物表示では、別の人物の写真が含まれてしまうことがあります。別の

人物の写真を別の人物に登録することができます。 

詳しくは、「3-4-4. 人物表示」（→P.20）をご覧ください。 

F-LINK（NFC 連携）で取り込んだ

写真が自動再生されない。 

取り込んだデータが 1 つの場合は、一覧画面を表示します。複数の

データを取り込んだときは自動再生します。 

取り込んだデータに動画が含まれている場合、動画は自動再生しませ

ん。動画を選択すると再生を開始します。 

アルバムが作成できない。 アルバム作成機能を使用するには、My Cloud アカウントへのパソコン

登録（初期設定）が必要です。初期設定について詳しくは、「2-4. My 

Cloud アカウントへのパソコン登録（初期設定）」（→P.7）をご覧くださ

い。 

「成長フォトムービーが作成できま

せんでした。」と表示される。 

成長フォトムービーを作成するためには、「My Cloud リモートアクセス

設定 Utility」と「Corel® Digital StudioTM for FUJITSU」をアップデートする

必要があります。「My Cloud リモートアクセス設定 Utility」と「Corel® 

Digital StudioTM for FUJITSU」のアップデートが適用されているか、確認

してください。 

成長フォトムービーに選択した写

真が表示されません。 

成長フォトムービーでは自動で写真をピックアップするため、選択した

ファイルが必ずしも表示されません。 

My Cloud ライブラリーに音楽、動

画、文書が保存できない。 

お申し込みいただいている My Cloud ライブラリーのサービスによって

対応しているファイル形式や保存できる容量が異なります。お申し込み

内容をご確認ください。詳しくは、     My Cloud ライブラリー サービ

スについてをご覧ください。 

ホームネットワーク機器内のデー

タが表示されない。 

 

ホームネットワーク機器内のデータを本アプリで表示するには、My 

Cloud アカウントへのパソコン登録（初期設定）が必要です。初期設定

について詳しくは、「2-4. My Cloud アカウントへのパソコン登録（初期

設定）」（→P.7）をご覧ください。 

動画が再生できない。 本アプリでサポートしている拡張子のファイルであっても、使用されてい

るビデオコーデックとオーディオコーデックの組み合わせによっては再

生できない場合があります。 

動画を作成するときに使用したソフトウェアで別のコーデックやパラメー

ターを選択することで再生できるようになる場合があります。 

画像の編集やデコレーションを

行って保存した場合に編集前の

画像も残したい。 

編集やデコレーションで表示される My Cloud スタジオの画面で 

右クリックしてアプリバーを表示し、「名前を付けて保存」を選択します。 

ファイルの保存画面が表示されますので、別名で保存してください。 

http://azby.fmworld.net/mycloud/library/about/
http://azby.fmworld.net/mycloud/library/about/
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質問 回答 

画像の編集やデコレーションを

行ったが、「My Cloud プレイ」の

画面に戻ると編集結果が反映さ

れていない。 

最新情報の取得、表示には時間がかかる場合があります。 

しばらく待ってからアプリメニューの更新ボタンを押してください。 

文書ファイルが開かない。 Windows のコントロールパネルにある「規定のプログラム」でファイルの

種類とプログラムの関連付けの設定を確認し、各種ファイルでお使い

になるプログラムを設定してください。 

 

または以下のページの内容を参考に設定をしてください。 

Q&A「ファイルの関連付けを変更する方法を教えてください。」 

録画番組の取り込みについて教

えてください。 

本アプリを使用し、レコーダーなどの録画機器から番組データをパソコ

ンに取り込むことができます。取り込んだデータは D ドライブが存在す

る場合は以下のフォルダーに保存されます。 

D:\My Cloud Public\MoveIn 

※D ドライブが存在しないパソコンは C:¥My Cloud Public¥MoveIn 

※ハードディスク容量の消費を防ぐため、一度視聴した録画番組

は削除することをお勧めします。 

番組データの取り込みを行うと、レコーダーのその番組データのコピー

可能回数が 1 つ減ります。 

修理などで装置を交換した場合など、機器固有情報が変化した場合

は、取り込み済みの番組データを再利用することはできません。 

その他の注意事項は「6-4-2. 録画番組の取り込みに関する注意事

項」（→P.53）をご確認ください。 

録画番組をレコーダーから取り込

めない。 

録画番組を取り込むには、レコーダーなどの録画機器が DTCP-IP

ムーブのダウンロードに対応している必要があります。お使いのレコー

ダーが対応しているかどうか確認してください。また、レコーダーの機種

によっては、DTCP-IP ムーブのダウンロードに対応していても、特定の

クライアント、端末への転送にしか対応していないものもあります。この

ようなレコーダーの場合も、録画番組の取り込みができない可能性が

あります。 

My Cloud プレイサポートページに、本アプリが対応している録画

機器の一覧を掲載していますので、ご覧ください。 

また、「6-4-2. 録画番組の取り込みに関する注意事項」（→P.53）もご

確認ください。 

録画番組の取り込み・ストリーミン

グ再生ができない。 

レコーダーなどの録画機器からの録画番組の取り込みやストリーミン

グ再生は同時に複数の機器から接続できません。以下に該当しないか

ご確認ください。 

・ 同一の番組を他の機器から取り込みしている 

・ 同じホームネットワーク機器に他の機器がストリーミング再生のため

アクセスしている 

http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2209-9592
http://azby.fmworld.net/support/soft/mycloudapps/play/
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質問 回答 

取り込んだ録画番組が再生できな

い。 

パソコンに取り込んだ録画番組を再生する場合、コピーカウントなど、

再生可能であることを確認します。そのため、以下のタイミングで、「My 

Cloud アカウント」でログインした状態のインターネット接続環境が必要

になります。 

・ データの一覧情報を取得するとき（毎回） 

・ 録画番組を再生開始するとき（毎回） 

その他の注意事項は「6-4-1. 録画番組の視聴に関する注意事項」（→

P.52）をご覧ください 

録画番組の番組名が変更されて

も「My Cloud プレイ」上の番組名

に反映されない。 

変更後の名前を参照する場合は、番組名を変更するときに使用したソ

フトウェアをご使用ください。 

「外出先から録画番組を見る設

定」で追加した自宅のパソコンの

コンピューター名が表示されない 

外出先からアクセスする自宅のパソコンを追加した後、自宅のパソコン

が接続されているネットワークと異なるネットワークに接続したとき、「自

宅のパソコンの管理」に表示されていたコンピューター名は非表示とな

りますが、外出先からのアクセスには影響ありません。そのままお使い

いただけます。 

写真一枚表示を行ったときに、

キーボード操作で前後の写真に

移動できないことがある。 

キーボードの左右キーで移動できない場合は、マウスまたはタッチでの

操作で前後の写真に移動してください。 

音楽再生時に音飛びすることがあ

る。 

以下のような接続環境で音声コンテンツを再生しようとすると、音が途

切れる現象が発生する可能性があります。 

・ お使いのパソコンとワイヤレス LAN（無線 LAN）のアクセスポイントと

の間に障害物などがあり、電波状況が悪い場合 

・ IEEE 802.11b のワイヤレス LAN をご利用の場合 

その場合は、障害物を取り除くなどして電波状況を改善させるか、より

高速な有線 LAN やワイヤレス LAN（IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 

802.11n）による接続をお勧めします。 

他機器再生で再生中に別の DMR

機器へ切り替えたい。 

接続解除を行い、再度再生させたい機器を選択することで再生機器を

切り替えることが出来ます。 

他機器再生の接続に失敗する。 以下の要因により接続に失敗する可能性がございます。 

・DMR 機器との相性が良くない 

・DMR 機器にてサポートしていないファイル形式 

相性が良くない場合につきましては、DMR 機器側の再起動を行うこと

で再生できる可能性があります。 

また、サポート対象となっていないファイル形式につきましては当社で

は責任を負いかねるため、別の DMR 機器にてお楽しみください。 

ホームネットワークコンテンツの日

時情報が正しくない。 

ホームネットワーク上の機器によっては正しい日時情報を取得できな

いため、以下のように表示される場合があります。 

【表示例】 

撮影日  ：撮影日もしくはその翌日の 0:00 

更新日時：表示されない 
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8-3. データ再生時のエラー情報 

データ再生に失敗した際のエラーメッセージ集です。 

考えられる要因を記載しておりますので、再生失敗時にはこちらをご確認ください。 

No. メッセージ 考えられる要因 

1 

データを受信できないため、再生に失敗しました。 

再生するファイルが移動、または削除されている可能性がありま

す。 

また、0 バイトのファイル、隠し属性の付いたファイルの場合、再生

できません。 

[0x8000000A] 

・ライブ配信されている番組を再生しようとした 

・別の場所へデータが移動されている 

・0byte のデータを表示しようとした 

・データに隠し属性がついている 

2 

再生に失敗しました。 

対象のファイルが他のアプリケーションで使用中の可能性がありま

す。 

[0xC00D36B2] 

・音楽再生中にエクスプローラーで再生中ファ

イルのプロパティを開く 

3 

サーバーとの接続に失敗しました。 

録画番組を再生するにはサーバーとの接続が必要です。 

[0x80004005] 

・取り込み済み番組をオフライン状態で再生し

ようとした 

4 

再生に失敗しました。 

音声出力デバイスが使用中の可能性があるため再生できません。 

[MF_MEDIA_ENGINE_ERR_DECODE : HRESULT - 0xC00D4E85] 

 ・他のアプリで音声出力を使用している 

5 

再生に失敗しました。 

アクセスが拒否されました。 

[MF_MEDIA_ENGINE_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED : HRESULT - 

0xC0000001] 

・外部ディスプレイへ表示中に録画番組を再生

しようとした 

6 
映像出力方式が切り替えられたため、再生に失敗しました。 

[0x80070005] 

・外部ディスプレイへ表示中に HDMI ケーブル

を抜いた 

・外部ディスプレイへ表示中に出力先の外部

ディスプレイの表示を切り替えた 

7 

再生に失敗しました。 

コーデックがサポートされていません。 

[0xC00D5212] 

・サポートされていないコーデック（asf, 3g2）を

再生しようとした 

8 

再生に失敗しました。 

コーデックがサポートされていません。 

[0xC004F001] 

・サポートされていないコーデック（mpg）を再生

しようとした 

9 

データを受信できないため、再生に失敗しました。 

再生するファイルが移動、または削除されている可能性がありま

す。 

[0xC00D36C4] 

・ライブ配信されている番組を再生しようとした 

10 

データを受信できないため、再生に失敗しました。 

再生するファイルが移動、または削除されている可能性がありま

す。 

[0x88890001] 

 ・タイムスタンプ情報が不正な動画や録画番

組データを、古いバージョンの My Cloud プレイ

を使用して再生しようとした 

11 

表示に失敗しました。 

再生するファイルが移動されている、または、0 バイトのファイル、隠

し属性の付いたファイルの場合、表示できません。 

[-3] 

・別の場所へデータが移動されている 

・0byte のデータを表示 

・データに隠し属性がついている 

12 

My Cloud プレイでは購入した著作権保護(DRM)つきコンテンツは

再生できません。 

[0xC00D7186] 

・著作権保護(DRM)付きコンテンツを再生 
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8-4. 使用許諾契約書 

  富士通株式会社（以下「弊社」といいます）は、別途定めるお客様のパーソナルコンピュータまたはタブレット

端末（以下総称して「お客様端末」といいます）にて、「My Cloud プレイ」（以下「本アプリケーション」といいます）

をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、「標準アプリケーションライセンス条項」へのご同意

に加え、下記「アプリケーションの追加使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただいておりま

す。 

 

  下記「アプリケーションの追加使用条件」をお読みいただき、以下にてご同意いただけた場合のみ、本アプリ

ケーションをご使用いただくことができます。本アプリケーションをダウンロードまたは使用した場合あるいはそ

の試行を行った場合、お客様は、「標準アプリケーションライセンス条項」および「アプリケーションの追加使用

条件」にご同意されたものとさせていただきます。 

 

  なお、ご同意いただいた後に「アプリケーションの追加使用条件」の内容を確認する場合には、本アプリケー

ションの [ヘルプ] からオンラインマニュアルを表示し、末尾の付録をご覧ください。 

 

アプリケーションの追加使用条件 

１．お客様は、本アプリケーションを、日本国内においてお客様端末で、以下に定める用途に使用するために

のみ使用できます。なお、お客様は本アプリケーションの使用権のみを得るものであり、本アプリケーションの

著作権は引き続き弊社または第三者に帰属するものとします。 

・お客様が、適法に保有している、お客様端末内の写真、音楽、動画、文書データ（以下「コンテンツ」といいま

す）を閲覧等するため 

・お客様が、お客様端末と同一ネットワーク内にあるコンテンツを弊社の提供する「外からコンテンツを楽しむ

サービス」のサーバーを経由して、閲覧等するため 

・お客様が、お客様所有の弊社製 My Cloud コントロールアプリ（後継アプリケーションを含む）を搭載したパソコ

ンまたはタブレット内のコンテンツをインターネット経由で閲覧等するため 

 

２．本アプリケーションの全ての機能を利用するためには、My Cloud アカウントが必要です。My Cloud アカウ

ントをお持ちでない場合、本アプリケーションの一部の機能がご利用いただけません。詳細については、My 

Cloud プレイ ユーザーズマニュアルをご確認ください。 

 

３．本アプリケーションは、(1)号に定める情報（以下「収集情報」といいます）を収集し、インターネット経由でそ

れらを自動的に弊社サーバーに転送します。収集情報には、お客様の住所、氏名およびメールアドレスは含み

ません。弊社は、収集情報を(2)号に定める目的でのみ利用します。 

 

(1) 収集情報 

・お客様端末の機器情報（例：型名、ＯＳ種別など） 

・本アプリケーションの利用状況（例：操作状況など） 

・本アプリケーションで閲覧、操作したコンテンツの所在情報（例：ローカルコンテンツなど）およびコンテンツ種

別情報（例：拡張子など） 

・本アプリケーションに My Cloud アカウントを用いてログインした場合には、入力した My Cloud アカウントの情

報 
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(2) 収集情報の利用目的について 

・本アプリケーションの機能改善の目的 

・お客様が、弊社の提供する「外からコンテンツを楽しむサービス」を利用されている場合には、当該サービス

の利用規約にて定められている利用目的 

 

(3) 子会社および委託先への開示 

弊社は前項の利用目的に必要な範囲で、収集情報を業務委託先に預託し、取扱わせることができるものとし

ます。 

 

４．本アプリケーションは、パーソナル用、家庭用等の一般用途を想定して設計・製造されているものであり、原

子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、

生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求さ

れ、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイ

フティ用途」といいます）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、本アプリケーション

をハイセイフティ用途に使用しないものとします。また、お客様がハイセイフティ用途に本アプリケーションを使

用したことにより発生する、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても弊社は責任を

負いません。 

 

５．本アプリケーションは、日本国内向け仕様であり、日本国外の規格等には準拠しておりません。 

 

６．弊社は、本アプリケーションの仕様を必要に応じ、お客様への予告なく変更する場合があります。  



 

 

著作権情報 
本マニュアルの一部または全部について、文書による富士通株式会社の許可を得ない限り、写真複製、録

音、検索システムへの保存、または他の言語への翻訳を含む電気的手段、機械的手段、および他のいかな

る方法によっても、複製または転用することを禁じます。 

予告なく記載事項の一部を変更することがあります。 本書の完全性及び正確さを確保するために正当な努

力を行いますが、黙示の保証に制限されることなく富士通株式会社はこの書面に関して一切の保証をするも

のではありません。富士通株式会社は文中の誤記や落脱、本マニュアルの利用に関わるいかなる損害につ

いても責任を負わないものとします。 

 

My Cloud プレイは、富士通株式会社の製品です。 

Copyright FUJITSU LIMITED 2014-2015 

 

商標について 
Corel、Digital Studio は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。 

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。 
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発行責任 富士通株式会社 
〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 

 
 

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 

●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および 

その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。 

●無断転載を禁じます。 
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