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付録ＣＤ－ＲＯＭについて

◇動作環境

・ＯＳWin(loWs2000･WiI1dowsM(､,Wi11d()ｗｓＸＩ》１１本研版，ＭａｃＯＳＸ（ただし映仰

分析･ノフトＣＩＡ(.)はＭａｃ()Ｓでは助作しません）

・CPUPeI11ium3800MI1zまたはそれ以上の完全互換プロセソサ

・ＲＡＭ６‘ＩＭＢ以上（ＯＳによってばこれ以上必浬てす）

．ＨＤ1.5ＧＢ以上の空き容量

・モニタ32000色以上，解像度102.1x768pixUl以上

・サゥンドポード，り･ウンドプラスター互換ボード

・Quk･ｋＴｉｍｃ６０以膝（CIA()利用時に必蝶）

・Wind()ｗｓＭｃ(ｌｉａｌ'1ayer9､０以降

・MicroSof1・I111GmCtExplorer6‘0（日本語版）以降

・AdobeＲ“｡c1．６．０（日本語版）以降

◆視聴のしかた

（１）MicrosoflWiI1dowsの場合

本ＣＤ､ＲＯＭは自動スタートになっております。ＣＤ・ＲＯＭをコンピニータのＣＤ,ＲＯＭ

ドライブに装蒋すると，画商上にメニュ一カ.現れますもし，メニニーが表示されない刈

合は，Win(k)Ｗ潟のデスクトソプの画而上の‐､,イコンビュータ」をダブルク,ルクし．

鋤詞O2wwdり･師l岬ＭＨ恥、b酌,ｍ０輔dDr字｣則劉

.，Ｉｌｌ③唱蛎0,1,k,加訟ウリ’ﾅｳ岬へ職ト四

一→，息ロ１息１＄．，'し'Ｕ′ぅ‐

･入,鰹上ﾇﾉﾒｿト向ﾉ入I伽In11r(1)１，M

弧８部郎画渥

吊1甲エスノメソドロソの死児

諭?命【スノ”I:ロジのル紙（１）

吊3ヰｪスﾉ”1ゴロ鯵のﾉ､雌蛾

鋼、再演皿冨

謡4承ＸスノJCﾉI:ロジどフィルドリク

第５傘罰萱の琴画とビデＩデタリ)分Inr掘・･門栴鮒画商や訓として

.Ｅ邑匿重審理型

銅押金話分蹄の方跳と会話夢ｸの肥蕗眠
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開いたウィンドウの中からさらに本ＣＤ・ROM「ETHNODATA」をダブルクリックしま

す。すると，ＣＤ･ROMの内容が表示されますので，その中から「index,hlml」というフ

ァイル（単に「index」と表示されていることもあります）を探してダブルクリックして

ください。画而上にメニューが現れます。

（２）ＭａｃＯＳＸの場合

デスクトップ画面上のＣＤ･ROMのアイコンをダブルクリックします。すると，ＣＤ，

ＲＯＭの内容が麦示されますので，その中から「index･html」というファイル（蝋に「in・

dex」と表示されていることもあります）を探してダブルクリックしてください。画而卜

にメニューが現れます。

メニューは各軍ごとになっていますので，見たい章のデータをクリックしてください。

その章の動画データや文智類が表示されます。それをクリックすると，そのデータを視聴

したり．閲覧することができます。

◆CD-ROMの収録内容

（１）各章の関迎データ

第５章に収録されているデータは，画像処理の例の２つの図です（データ提供・山崎晶

子・菅嫡子・闘岡英明)。

第６章に収録されているデータは，10個の音声データです（データ提供・田中博子)。

第７章に収録されているデータは，「ラジオスタジオの相互行為分析」と「実習報告巣」

の２つの部分からなっています。「ラジオスタジオの相互行為分析」には．本章３節で参

照されているビデオデータと３つの岬止画が収められています。「実習報告栗」は．徳島

大学総合科学部社会学研究室報告（8棚類１０冊）から抜粋された論文および資料が収め

られています。収録されているのは．1997年度の実習報告（｢ラジオスタジオの相互行為

分析（第２版)』）から目次と２つの論文．1999年度の実習報告（『障害者スポーツにおけ

る相互行為分析｣）から目次と１つの論文，2002年度の実習報告（｢インタビューと対話

の相互行為分析－剤配りと配慮の社会学（第２版)』）の目次およびすべての猫文‘およ

びその他のゼミ論典から６つの錨文です。それぞれの資料および捨文の書雄データについ

ては．「7章関迎ファイルの使い方一最初にお読み下さい」を参照してください（デー

タ提供・樫田美雄)。

第１１章に収録されているデータは．ＣＭの事例（QuickTime）と．ＣＭのトランスク

リプトです（データ提供・是永論)。

第１５章に収録されているデータは．GesturLascrによる実験ビデオと．GestcrcMan

のビデオ（MPEG･'）です（データ提供・典岡英明)。

（２）ビデオ観察・分析支援ツールＣＩＡＯについて（MicrosoftWindowsのみ）

z6４
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ＩこのＣＤ･ROM中のプログラムＣｌＡＯ（CollaborativclmplcmcntforActiveObscrva・

tion）は，ビデオ記録の観察や分析を支援するツールとして開発された教育，研究用ソフ
トウェアです。このソフトウェアは，動画ファイルを最大３つまで読み込み．それらをリ

アルタイムで切り替えて提示したり，ビデオ場面にトランスクリプト・データを同期表示

させたり，トランスクリプト・データから当該ビデオ場面にジャンプするなど，従来のビ
デオテープにはない多彩なプレゼンテーションや妃録内容の分析を実行することができま

す。

ＣＩＡＯは，メディア教育開発センターの研究開発プロジェクト『国際的通用性の高い先

進リソースとその流通方略の研究開発』（平成13～１７年度，主査・山田恒夫）において，

宮本友弘・加藤浩が開発したものです。同センターの許可のもと，無償配布しております。

ＣＩＡＯに関する責任はすべて開発者である宮本友弘・加藤浩が負っています。本櫛の他

の執証者や制作担当会社㈱フラグシップ．およびメディア教育開発センターへの直接の問

い合わせはご追慮ください。

ＣＩＡＯに関するお問い合わせ先は，下記のウェブベージをご参照ください。同ウェプペ

ージでは，ＣＩＡＯの最新バージ罰ンのダウンロードやサポート電子掲示板の迎営なども実

施しておりますので，利用者登録のうえ，ご利用ください。

[ＣＩＡＯに関するお問い合わせ先］

ウェプページ：http://www､nime･ac､jp/ciao／

電子メール：ciao@nime・acjp

◆ＣＩＡＯの使用方法

（１）QuickTimePIaycrのインストール

ＣＩＡＯを利用する際にはあらかじめQuickTimcPlaycrをインストールしておいて下

さい。QuickＴｉｍｅはWindows標準ではインストールされていませんので，利用音ご自

身でインストールする必要があります。Apple社のＷｅｂサイト（http://www､apple､ＣＯ、

jp/quicktimc）から無償でダウンロードできますので，その指示に従ってインストール

してください。

（２）ＣＩＡＯのインストール

前記「視聴のしかた」で表示されたメニューの中から，「付録：ビデオ肌察・分析支援

ツールCIAO」の「プログラム」をクリックすると，ＣＩＡＯのフォルダーが開きます。そ

の中にある「CIAOprogram」フォルダーをハードディスクの任意のフォルダーにドラッ

グ．アンド・ドロップしてください。そのフォルダーのコピーが始まり,数分かかります。

（３）Ｃ１ＡＯの起動

ハードディスクにコピーした「ＣＩＡＯprogram」フォルダーをダブルクリックすると，

そのフォルダーが開きます。その中にある「CIAO.eＸｅ」ファイルをダブルクリ.ソクする

付録ＣＤ･ROMについてｚ６ラ



とＣＩＡＯが起動します。使用法につきましてはユーザーズ・ガイドをご参照下さい。ユ
ーザーズ・ガイドを読むにはＣＤ･ROMの「CIAO」フォルダーにある「CIAOマニュア

ルVer1,0.pdf」というファイルをダブルクリックしてください。

◆商標について

QuickTimcTMは米国ApplcComputerlnc.,Windowsは米国MicrosoftCurpora，
tion,MadcwithMacromediaは，米国MacmmediaInc･の米国およびその他の国にお

ける登録商概です。Directorの薪作描はMacmmediaInc､が所有しています（DIREC

TOR秒COPYRlGHT◎l984-2000Macmmedialnc.)。その他，製品名．会社名等は一
般に各社の商概または登録商棟です。

◆複製等の禁止

株式会社有翌間との文書による許措契約を得ることなく，方法の如何を問わず本製品の

全部または一部を複製し、配布あるいはレンタルすることを禁じます。ＣＩＡＯについては，
一切の再配布を禁じます（前記ウェプページから利用者登録のうえ，ダウンロードしてく

ださい)。また，個人的な使用以外の目的で本製品中の画面の全部あるいは一部を印刷・
コピーすることを禁じます。

◆ネットワークでの使用の禁止

ＬＡＮなどのネットワーク環境でサーバーに置いて複数のクライアントに利用させる場

合には，別途株式会社有斐間との文替による契約が必要です。下記の問い合わせ先までご

迎絡ください。

◆CD-ROM（CIAOを除く）に関するお問い合わせ先

ＣＩＡＯ以外のＣＤ､ROMに関するお問い合わせは，手紙かメール，ＦＡＸで次の宛先ま

でお送りください。

〒l0l-0051東京都千代田区神田神保町２－１７有饗閣将輔網典第２部

Fax：03-3264-4630電子メール：yuhikaku@ｍx2.mcsh.nＧ.ｊｐ

｢実践エスノメソドロジー入門」係
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桓盛上での例外を陣９．鏑じられています｡本日からの掴耳を耐圃さ
れる唱合は，日本複写櫓センター(０３狐0123821にご連絡<臆さい。

【館外貸出可能】

蕊本習に付属のCD-ROMは、図画館およびそれに遡ずる施設において、
囲外へ貸し出しを行うことができます｡


