
基本的な STL 形式 

STL 形式の字幕ファイルは 3 つの部分からなります。コマンド、コメント、およびエントリです。 

 コマンド: コマンドはドル記号（$）から後ろの部分です。これらのコマンドを使って、フォントや位置など字幕の外観を設定

します。詳細については、“STL のコマンド”を参照してください。 

 コメント: コメントはダブルスラッシュ（//）から後ろの部分です。テキストコントは、読み込みには関係なく字幕ファイルの

どこにでも追加できます 

 エントリ: エントリには、その字幕クリップの開始と終了のタイムコード値、およびテキストまたはグラフィックスファイル

が含まれます。 

 

次の例は、簡単な STL 字幕ファイルを示したものです。 

$FontName = Arial 

$FontSize = 65 

//The following subtitles are for scene one. 

00:00:12:04 , 00:00:14:12 , Lemurs are the bullies of the wild. 

00:00:16:14 , 00:00:19:08 , Here we see them bring down a moose. 

コマンドの前には必ずドル記号を付け、コマンド名と値との区切り記号には等号（=）を使います。エントリではカンマ（,）を使っ

てフィールドを区切ります。いずれの場合も、タブ文字を追加してフィールドの位置を揃え、ファイルを読みやすくすることがで

きます。 

メモ: カンマとテキストエントリの間にスペースを追加すると、このスペースはテキストの一部とみなされて字幕に表示されます。

タブ文字を使うと、テキストに影響せず、カンマとテキストエントリの間にスペースを入れることができます。 

特定の字幕の設定を変更するため、ファイル内で同じコマンドを複数回使うことができます。 

$FontName = Arial 

$FontSize = 65 

00:00:12:04 , 00:00:14:12 , Lemurs are the bullies of the wild. 

$FontSize = 50 

00:00:16:14 , 00:00:19:08 , Here we see them bring down a moose. 

この場合、いずれの字幕でも同じフォントを使いますが、サイズは最初の字幕が 65、2 番目の字幕が 50 になります。 

 

 

 

 

 

 

 



STL のコマンド 

次に STL 形式でサポートされるコマンドを挙げます。 

メモ: これらのコマンドは、「DVD Studio Pro」環境設定のデフォルト設定より優先されます。それ以外の設定はすべてデフォルトの

設定が使われます。 

フォントコマンド 

フォントコマンドは、一般的に使用されるあらゆるフォントのプロパティを設定します。 

 $FontName: 字幕で使うフォントの名前を設定します。「フォント」ウインドウに表示されるファミリー名を使います。「フォ

ント」ウインドウを開くには、ツールバーの「フォントパネルを表示」をクリックするか、「フォーマット」＞「フォント」

＞「フォントパネルを表示」と選択します。 

 $FontSize: フォントのサイズを設定します。 

 $Bold: フォントのボールド体を選択します（使用可能な場合）。ボールド体を選択する場合は True と入力して、解除する場合

は False と入力します。 

 $Italic: フォントのイタリック体を選択します（使用可能な場合）。イタリック体を選択する場合は True と入力して、解除する

場合は False と入力しま 

 $Underlined: 字幕テキストにアンダーラインを追加します。アンダーラインを追加する場合は True と入力して、削除する場合は 

False と入力します。 

カラーコマンド 

カラーコマンドは、字幕に適用する色を字幕のデフォルトのカラーパレットから選択します。値の範囲は 0 〜 15 です。

「DVD Studio Pro」環境設定にあるデフォルトの「カラーパレット」に色を割り当てることができます。 

 $ColorIndex1: テキストの色を選択します。 

 $ColorIndex2: テキストのアウトライン 1 の色を選択します。 

 $ColorIndex3: テキストのアウトライン 2 の色を選択します。 

 $ColorIndex4: 背景の色を選択します。 

コントラストコマンド 

コントラストコマンドは、字幕に割り当てた色の不透明度を設定します。値の範囲は、0（透明）〜 15（不透明）です。 

 $TextContrast: テキストの色の不透明度を設定します。 

 $Outline1Contrast: テキストのアウトライン 1 の不透明度を設定します。 

 $Outline2Contrast: テキストのアウトライン 2 の不透明度を設定します。 

 $BackgroundContrast: 背景の色の不透明度を設定します。背景の色が白でないグラフィックスを使っている場合を除いて、普通は 

0 に設定します。 

 



位置コマンド 

これらのコマンドで字幕の位置を調節します。 

 $HorzAlign: 字幕の横方向の位置を設定します。left、center、または right を入力できます。 

 $VertAlign: 字幕の縦方向の位置を設定します。top、center、または bottom を入力できます。 

 $XOffset: 字幕の横方向の位置を、設定した位置から変更できます。入力する値はピクセル単位です。正の値で字幕が右に移動

し、負の値で左に移動します。 

 $YOffset: 字幕の縦方向の位置を、設定した位置から変更できます。入力する値はピクセル単位です。正の値で字幕が上に移動

し、負の値で下に移動します。 

表示コマンド 

これらのコマンドは字幕の表示方法を調節します。 

 $ForceDisplay: DVD プレーヤーで字幕の表示をオンにしていなくても、字幕を強制的に表示します。True（強制的に表示する）ま

たは False（DVD プレーヤーで選択する）を入力できます。 

 $FadeIn: 字幕が徐々にディゾルブして表示されるフェード時間を設定します。値はフレーム単位で入力します。 

 $FadeOut: 字幕が徐々にディゾルブして消えるときのフェード時間を設定します。値はフレーム単位で入力します。 

グラフィックスファイル・コマンド 

字幕ファイルで、テキストエントリに加えて、またはその代わりにグラフィックスファイルを使っている場合にこのコマンドを使

います。 

 $SetFilePathToken: 字幕テキストの代わりにグラフィックスファイル名を含んでいる字幕エントリで使用するトークンを設定しま

す。このエントリは、普通のテキストやファイル名では使われないものにする必要があります。通常は、テキストを二重の山

括弧で囲み、STL ファイル内で見つけやすいようにします。たとえば、_Graphic_のように使います。詳細については、“STL 

字幕ファイルでグラフィックスファイルを参照する”を参照してください。 

タイムラインコマンド 

デフォルトでは、STL ファイルのタイムコード値はビデオストリームのゼロベースの時間（00:00:00:00 から開始）が基準となってい

ます。このコマンドを使うと、ファイルのタイムコード値の基準をビデオストリームの素材ベースのタイムコードに変えることが

できます。 

 $TapeOffset: STL ファイルのタイムコード値がビデオストリームの何を基準にするかを指定します。ストリームのゼロベースの

タイムコード（00:00:00:00 から開始）を基準にする場合は False を入力し、素材ベースのタイムコードを基準にする場合は True

（デフォルト設定）を入力します。 

メモ: 素材ベースのタイムコードを基準にした場合、「トラック」インスペクタの「トラックのオフセット」の設定は無視され、実

際の素材のタイムコードのみが使用されます。 

 

 

 



字幕テキストに埋め込まれたコントロール 

エントリのテキスト部分にコントロールを埋め込むことができます。これらのコントロールは、強制改行したり、フォントをイタ

リック体やボールド体にしたり、普通の書体に戻したりできます。 

改行 

字幕テキストは、画面の端で自動的に改行されることはありません。テキストが画面に合うように、フォントサイズを小さくした

り、改行を挿入して複数の行に分けたりする必要があります。改行を挿入するには、テキストに縦のパイプ文字（|）を追加します。 

00:00:12:04 , 00:00:14:12 , Lemurs are the bullies | of the wild. 

上の例では、テキストは 2 行に表示されます。 

ボールド、イタリック、およびアンダーライン文字 

エントリのテキスト部分に、ボールドやイタリックの属性を変更するコントロールを埋め込むことができます。 

ボールドの設定を変更するには、上矢印に続いて文字「B」を挿入します（ B̂）。 

00:00:12:04 , 00:00:14:12 , Lemurs are ̂ Bbullieŝ B. 

上の例では、単語「いじめっ子」にだけボールドへの変更が適用されます。まだボールドが有効になっていなかった場合には、

「いじめっ子」がボールドに変わります。すでにボールドが有効になっていた場合は、「いじめっ子」はボールドになりません。 

イタリックの設定を変更するには、上矢印に続いて文字「I」を挿入します（ Î）。ボールドとイタリックを一緒に使うこともでき

ます。 

00:00:12:04 , 00:00:14:12 , Lemurs are ̂ B̂ Ibullieŝ B̂ I. 

上の例では、単語「いじめっ子」はボールドとイタリックに属性変更されます。 

テキストの一部にアンダーラインを追加するには、上矢印に続いて文字「U」を挿入します（^U）。ボールドやイタリックの設定

と一緒にアンダーラインを使うことができます。 

 

STL 字幕ファイルでグラフィックスファイルを参照する 

STL 字幕ファイルは、テキスト字幕のエントリおよびグラフィックスファイルへの参照を含むことができます。グラフィックスフ

ァイルを参照する行の前には、「$SetFilePathToken」コマンドを置く必要があります。 

$SetFilePathToken = _Graphic_ 

00:00:12:04 , 00:00:14:12 , _Graphic_RabidLemur.tif 

00:00:16:14 , 00:00:19:08 , _Graphic_MooseLemur.tif 

重要： トークン（上の例では_Graphic_）とファイル名の間にはスペースを入れないでください。 

STL 字幕ファイルおよびそれが参照するグラフィックスは同じフォルダ内になければなりません。グラフィックスファイルは、プ

ロジェクトに読み込むほかの素材とまったく同様に、プロジェクトの構築が終わるまで、移動、名前の変更、削除はしないでくだ

さい。 
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