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「Compressor」とは
「Compressor」は、オーディオおよびビデオファイルを、ディスク、デバイス、または Web 配信に利用できる
プロ品質のメディアフォーマットに変換するためのアプリケーションです。あるファイルフォーマットから別のファイ
ルフォーマットに変換する処理は、トランスコードと呼ばれます。「Compressor」は単独で使うこともできますが、
「Final Cut Pro X」や「Motion」と連携してオーディオ／ビデオファイルをそれらのアプリケーションから直接ト
ランスコードすることもできます。 

「Compressor」では、以下のことができます：

 • Apple デバイス（Apple TV、iPhone、iPad、iPod、「iTunes」など）で使用したり、Web 上でストリーミン
グまたは Podcast 配信したり、DVD、CD-ROM、または Blu-ray ディスクで使用したり、ポストプロダクショ
ンにハンドオフしたりするために、ソースメディアを高精細度または標準精細度フォーマット（H.264 など）に変
換する。

To web

QuickTime
movie

(for broadband
and lowband)

CD-ROMDVD videoApple TV
iPhone

iPad
iPod

iTunes

H.264
MP3
AC-3

MP3
MPEG-1
MPEG-4

QuickTime

AC-3
AIFF
H.264

MPEG-1
MPEG-2

AIFF
MP3

QuickTime

Blu-ray Disc

H.264
AC-3

Source media or
Final Cut Pro project

 • バッチ処理を使って、1 つのソース・メディア・ファイルから複数の出力ファイルを作成する。

 • デスクトップ上でドラッグ＆ドロップトランスコード操作をするために、ドロップレットと呼ばれるスタンドアロンア
プリケーションを作成する。メディアファイルをドロップレットにドラッグするだけで、「Compressor」を開かずに
カスタマイズしたトランスコードセッションを起動できます。

 • Apple 提供エンコード設定を使用したり独自の設定を作成したりすることで、再利用可能な特殊設定のライブラ
リを構築する。

Compressor の基本



 第 1 章    Compressor の基本 9

 • ビデオフィルタを適用することで、フェードイン／フェードアウトエフェクト、タイムコードオーバーレイ、ガンマ補
正、ノイズ除去、レターボックスフレーミング、ウォーターマーク、カラー調整などを追加する。 

 • オーディオフィルタを適用することで、ダイナミックレンジ、ピークレベル、イコライゼーション、オーディオ・フェー
ドイン／フェードアウト・エフェクトを制御する。

 • 「プレビュー」ウインドウを使うことで、フィルタ設定の結果をリアルタイムに表示する。

 • デスクトップ、ローカルディスク、リモートディスク、FTP 接続先など、出力書き出し先を作成および保存する。
書き出し先プリセットを使ってファイル命名規則を指定することもできます。

 • 1 パスまたは 2 パス可変ビットレート（VBR）を出力ファイルに適用することで、MPEG-2 DVD トランスコード
時にビデオファイル品質を制御する。

 • ジオメトリコントロールを使ってフレームサイズをカスタマイズする。イメージサイズを 4:3、16:9、2.35:1 などの
一般的なアスペクト比に変更したり、不要なイメージ領域をクロップすることでファイルサイズを小さくしたりする。

 • DVD オーサリングのためにメディアファイルを QuickTime Streaming Server などの場所に公開する。

 • AppleScript オートメーションを出力ファイルに適用することで、トランスコード後の操作をカスタマイズする。 

 • 「Final Cut Pro X」または「Motion」の強力なビデオ処理テクノロジーを活用するために、シーケンスをそれ
らのアプリケーションから直接「Compressor」に書き出してトランスコードする。

 • ほかの作業を同時に実行できるように、メディアファイルをバックグラウンドでエンコードする。

 • トランスコードジョブが完了したことを自分や同僚に通知するために、それらの場所にメール通知を自動的に送
信する。

 • 分散処理を使ってトランスコード作業を複数のコンピュータに分割することで、処理能力を向上させる。分散処理
機能を使用するには、「Compressor」がインストールされたコンピュータを使用する必要があります。 

 • 分散処理サービスを有効／無効にしたり、コマンドラインオプションを使ってバッチを監視したりする。

Compressor ワークフローの概要
「Compressor」には、多数のプロ品質ファイルフォーマットにメディアファイルを変換（トランスコード）するために
いくつかの方法が用意されています。一般的な出力フォーマット（Blu-ray ディスク、DVD、Apple TV、YouTube 
など）にトランスコードする基本的なジョブの場合は、構成済みテンプレートを選択すると、必要なすべての設定が
自動的に適用されます。より高度なトランスコードジョブの場合は、30 を超えるファイルフォーマットのリストから出
力設定を適用します。 

基本的なものから高度なものまで、「Compressor」のすべてのトランスコードワークフローでは共通の基本手順が
使用されます：

 • ソースメディアを「Compressor」に読み込みます。 

 • 必要な出力設定を適用／変更します。

 • 保存書き出し先（出力ファイルを保存する場所）を指定します。

 • ファイルまたはファイルバッチのトランスコードを実行します。
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「Compressor」のトランスコードセッションはバッチと呼ばれます。トランスコードバッチには複数のソース・メディ
ア・ファイル（ジョブ）を含めることができます。各ジョブは、複数のフォーマットにトランスコードできます。次の
図は、2 つのジョブを含むバッチを表しています： 

Batch

Setting Destination
Target 2

DestinationSetting
Target 1

Target 2
DestinationSetting

DestinationSetting
Target 1

Source 
media file 

2

Source 
media file 

1

Output media file
(Job 2, Target 2)

Output media file
(Job 2, Target 1)

Output media file
(Job 1, Target 2)

Output media file
(Job 1, Target 1)

Job 1

Job 2

上の図で、各ジョブは 2 つの出力ファイルに変換されます。これらのファイルの設定と保存書き出し先は、ターゲッ
トと呼ばれます。ソースメディアファイルに割り当てたターゲット 1 つにつき、出力メディアファイルが 1 つ作成され
ます。このバッチをトランスコードした結果、作成される出力ファイルの数は、4 つになります：ジョブ 1 から 2 つ
の出力メディアファイルが作成され、ジョブ 2 からも同様に 2 つの出力ファイルが作成されます。

Compressor ウインドウの概要
「Compressor」のメインワークスペースには 5 つのウインドウがあり、それぞれがトランスコードワークフローの
一部です： 

Settings and 
Destinations tabs

Batch window Preview window

History 
window

Inspector 
window
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 • 「バッチ」ウインドウ：このウインドウで、ソース・メディア・ファイルを読み込み、トランスコード設定と保存書
き出し先を追加します。 

 • 「設定」および「書き出し先」ウインドウ：このウインドウの 2 つのタブから設定と出力書き出し先を選択します。
「設定」タブには、一般的なメディアフォーマット（Apple デバイス、Blu-ray および DVD ディスク、Web ス
トリーミング、YouTube などのビデオ共有サービスなど）に使用される、Apple 提供の 30 を超える設定が含
まれています。カスタム設定をこのリストに追加できます。「書き出し先」タブには、一般的な保存場所（「デス
クトップ」、「ユーザのムービーフォルダ」など）が含まれています。独自の保存書き出し先をこのリストに追加で
きます。

 • 「インスペクタ」ウインドウ：一般的なトランスコードコントロールを調整したり、各設定の詳細が一覧表示され
る概要テーブルを表示したりします。「インスペクタ」ウインドウを使って、ソースクリップの情報を収集すること
もできます。

 • 「プレビュー」ウインドウ：このウインドウで、トランスコード設定の結果をプレビューします。画面分割機能を
使って、出力前に元のメディアと変更後バージョンを比較できます。ここで、適用したフィルタやフレームサイズ
変更の効果を確認したり、結果をリアルタイムでプレビューしながらそれらの属性を調整したりできます。「プレ
ビュー」ウインドウでは、さまざまな種類のマーカーを追加および表示することもできます。

 • 「履歴」ウインドウ：コンピュータから実行したすべてのバッチの完全なログが表示されます。まだトランスコード
中のバッチの進行状況バーも表示されます。ログに出力されるバッチを一時停止したり再実行したりできます。

「Compressor」ワークスペースは、2 つの基本デフォルトレイアウトで表示できます。標準レイアウトでは、すべて
の「Compressor」ウインドウが表示されます。「設定」タブと「書き出し先」タブは 1 つのウインドウに表示され
ます。このレイアウトは、1 つのソース・メディア・ファイルをトランスコードしているときに適しています。バッチレ
アウトでは、「バッチ」ウインドウが重視されており、複数のソース・メディア・ファイルをトランスコードしていると
きに適しています。これらのレイアウトは、作業時に切り替えることができます。カスタムのレイアウトを作成して、
後で使用するために保存しておくこともできます。

Compressor ウインドウを管理する
「Compressor」ワークスペースの 5 つのウインドウは、互いに関係なく移動したりサイズ変更したりできるので、
作業環境をカスタマイズすることもできます。

特定のウインドウを表示する

 m 「ウインドウ」＞「ウインドウ名」と選択します。

すべての Compressor ウインドウを手前に移動する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ウインドウ」＞「すべてを手前に移動」と選択します。

 m 「Dock」の Compressor アプリケーションアイコンをクリックします。

レイアウトを選択する

 m 「ウインドウ」＞「レイアウト」と選択し、表示されたリストからレイアウトを選択します。

新しいレイアウトに合わせて Compressor インターフェイスが変わります。

レイアウトを保存する

 1 Compressor ウインドウを並べ替えます。

 2 「ウインドウ」＞「レイアウトを保存」と選択します。

 3 表示されたダイアログで、レイアウトの名前を入力して、「保存」をクリックします。

レイアウトが保存され、「ウインドウ」＞「レイアウト」と選択するとレイアウトのリストに表示されます。
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レイアウトを管理する

 1 「ウインドウ」＞「レイアウトを管理」と選択します。

レイアウトを管理するためのダイアログが表示されます。

 2 必要に応じて以下の操作を行います：

 • レイアウトの名前を変更するには：レイアウトをダブルクリックして、新しい名前を入力します。

 • レイアウトを削除するには：レイアウトを選択して、削除（–）ボタンをクリックします。

 • 現在のインターフェイス構成を新しいレイアウトとして保存するには：追加（+）ボタンをクリックして、レイアウ
トの名前を入力します。

 • レイアウトを選択して現在の Compressor インターフェイスに適用するには：レイアウトを選択して、「適用」ボ
タンをクリックします。

 3 レイアウトの管理が完了したら、「完了」をクリックします。

ダイアログが閉じて、選択したレイアウト設定に合わせて Compressor インターフェイスが変わります。

参考：レイアウトリストは実際には、Apple で提供されているものと独自に作成したものの 2 つのセクションに分
けられます。Apple から提供されたレイアウトの名称変更や削除はできません。独自に作成したものは、アルファ
ベット順にリストされます。レイアウトに名前を付ける場合には、リスト内で簡単に見分けられるような名前にしてく
ださい。

「Compressor」の用語
「Compressor」を使うときによく出てくる用語について説明します。

 • コーデック：COmpression/DECompression（圧縮／非圧縮）の略です。ソースメディアファイルのデータ
量を減らすための数学的モデルです。

 • ファイルフォーマット：ソースメディアファイルのトランスコードに使う出力フォーマットです。

 • トランスコード：ファイルをオリジナルのフォーマットから別のフォーマットで配信可能な出力ファイルに変換する
処理のことです。非常に関連性の深い用語である圧縮は、単にデータの容量を減らすことを意味します。また、
エンコードはトランスコードとほぼ同じ意味で使われますが、データフォーマットの変換処理だけを指すとは限り
ません。

 • ソースメディアファイル：新しいファイルフォーマットに変換される前の、元のメディアファイル。

 • QuickTime：クロスプラットフォームのマルチメディアテクノロジーであり、OS X および Windows のアプリ
ケーションでビデオ、オーディオ、および静止画像ファイルのキャプチャおよび再生を可能にします。QuickTime 
ファイルには、多数の異なる種類のメディアおよびコーデックを含めることができます。コーデックは、メディアの
再生方法を QuickTime に指示します。
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 • 設定：トランスコード処理中にソースメディアファイルに適用される属性のグループ。各設定には、以下の属性
（「インスペクタ」ウインドウで変更できます）が含まれています：

 • 出力（ファイル）フォーマット：ソースメディアファイル変換のために選択するエンコーダです。出力フォーマッ
トは、想定した再生方法に基づいて、AIFF、Dolby Digital Professional、DV ストリーム、H.264（Apple 
デバイス用。iPhone、iPad、iPod、Apple TV で使うための設定を含む）、イメージシーケンス（TIFF と 
TARGA イメージをサポートする）、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、QuickTime ムービー、QuickTime 書
き出しコンポーネントのいずれかを選択します。

 • フィルタ：ファイルの変換後にビデオができるだけ高画質になるように、ビデオのさまざまな特性（色、明度、
シャープネスなど）を調整する特殊なエフェクト。

 • ジオメトリ：イメージをクロップしたりそのフレームサイズを調整したりするコントロール。

 • アクション：トランスコード後に自動的に出力ファイルに適用されるアクションを作成するコントロール。
「Automator」を使ってメール通知を送信したりタスクを実行したりするときに、この機能を使用します。

 • 書き出し先：トランスコード後のメディアファイルが保存される場所。デフォルトの書き出し先（ソース・メディ
ア・ファイルと同じフォルダ）を使用したり、自分で作成した独自の書き出し先を選択したりできます。書き出し
先によって、トランスコードしたメディアファイルの名前の付けかたも制御されます。

 • ターゲット：「Compressor」ワークスペースの、設定、書き出し先、および出力ファイル名を指定する領域（「バッ
チ」ウインドウ内）。出力メディアファイルを作成するための青写真と考えることができます。

 • ジョブ：ソース・メディア・ファイルとそれに適用するターゲット（設定と書き出し先）。トランスコードする前の
状態。

 • バッチ：同時に処理される 1 つまたは複数のジョブ。トランスコード処理を開始すると、バッチに含まれるすべて
のジョブがまとめて実行されます。

 • 出力メディアファイル：バッチが実行および処理された後に作成される、トランスコード済みメディアファイル。
バッチ内の複数のソースメディアファイルに別個の設定を適用すると、その数だけ出力メディアファイルが作成さ
れます。
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簡単なバッチ・テンプレート・ワークフロー
ソースメディアファイルをただちにトランスコードする必要があり、独自の設定を作成しなくてもよい場合
は、「Compressor」で事前に構成されているバッチテンプレート設定を使用できます。次のワークフローは、
「Compressor」でバッチテンプレートを使う簡単な方法を示しています。

ステージ 1：テンプレートを選択する
バッチ・テンプレート・セレクタで、メディアをトランスコードするテンプレートを選択します。詳細については、
29 ページの「「バッチ」ウインドウ」を参照してください。

参考：テンプレートのデフォルトセットが下に表示されています。ほかのテンプレートを作成した場合は、それらも
バッチ・テンプレート・セレクタに表示されます。

ステージ 2：ソースメディアファイルを読み込む
さまざまな方法でソースメディアを「Compressor」に読み込むことができますが、最も簡単な方法は Finder ま
たはデスクトップから「バッチ」ウインドウの PlaceHolder ジョブにソースファイルをドラッグすることです。詳細に
ついては、17 ページの「読み込みの概要」を参照してください。

ステージ 3：バッチを実行して処理を行う
テンプレートを選択して、トランスコードするファイルを準備したら、ジョブが含まれているバッチを実行できます。
デフォルトでは、バッチテンプレートでエンコードされたファイルの書き出し先として「ソース」（ソース・メディア・
ファイルの元の場所と同じフォルダ）が使用されます。ほかの書き出し先を選択する方法については、131 ページの
「書き出し先の概要」を参照してください。

「Compressor」の「履歴」ウインドウでトランスコードの進行状況を表示できます。進行状況バーが表示され、実
行が正常にトランスコードされたかどうかが分かります。

Compressor ワークフロー
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手動バッチ処理ワークフロー
今回のトランスコードに適した事前構成済みバッチ設定はないけれども、「Compressor」に付属の設定や書き出
し先を使いたい場合には、手動でバッチを作成して処理できます。以下のワークフローは、「Compressor」で手
動でバッチを作成して処理するための手順を簡単に示したものです。処理の各ステージの概要と、必要に応じて詳
細手順へのリンクを示しています。

ステージ 1：手動でソースメディアファイルを読み込む
ファイルをバッチにドラッグするか「ファイルを追加」ボタンをクリックすることで、各ソースメディアファイルを手動
で「Compressor」に読み込む必要があります。ファイルを読み込んだ後に、バッチに追加したソースファイルご
とに新しいジョブが作成されます。

Each source 
file creates 
a job in the 
batch.

Target area (empty 
in this case) of a job

詳細については、17 ページの「読み込みの概要」を参照してください。

ステージ 2：設定と書き出し先を割り当てる
バッチを実行して処理を行う前に、ソース・メディア・ファイル・ジョブごとに設定と書き出し先を 1 つ以上割り当
てる必要があります。同じジョブに複数の設定を割り当てて、複数バージョンのメディアファイルをトランスコードす
ることもできます。設定と書き出し先のペアは、「Compressor」ではターゲットと呼ばれます。

設定と書き出し先を割り当てる方法については、32 ページの「ソースメディアに設定を割り当てる」および  131 ペー
ジの「書き出し先の概要」を参照してください。

ステージ 3：バッチを実行して処理を行う
各メディアファイルに 1 つ以上の設定と書き出し先を関連付けると、バッチを実行して処理を行うことができます。
詳細については、140 ページの「1 つのバッチを実行する」を参照してください。

トランスコードの進行状況を「Share Monitor」で見ることができます。この機能は、バッチのトランスコード終了
や、トランスコード処理中に発生する問題をモニタするために役立ちます。「Share Monitor」について詳しくは、
「Share Monitor ヘルプ」を参照してください。

「Compressor」の「履歴」ウインドウでトランスコードの進行状況を見ることもできます。「Share Monitor 」と
同様に進行状況バーが表示され、実行が正常にトランスコードされたかどうかが分かります。
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カスタムトランスコードのワークフロー
独自の設定と書き出し先を作成し、フィルタ、クロップ、フレームのサイズ変更、アクション設定などの属性をカス
タマイズすることで、カスタムトランスコード処理を作成できます。以下のワークフローは、処理の各ステージの概
要を示したものです。必要に応じて詳細手順へのリンクを示しています。

ステージ 1：ソースメディアファイルを読み込む
Finder から「Compressor」の「バッチ」ウインドウにファイルをドラッグするか、「ファイルを追加」ボタンをク
リックすることで、ソースメディアファイルをバッチに読み込むことができます。ソースメディアファイルは、アクセス
可能なすべてのフォルダから読み込むことができます。詳細については、17 ページの「読み込みの概要」を参照し
てください。

ステージ 2：1 つまたは複数の設定を作成して割り当てる
「Compressor」には、設定を作成するために使用できる出力フォーマットが多数用意されています。
「Compressor」で利用できる各種出力フォーマットの詳細については、63 ページの「カスタム設定と出力フォー
マットの概要」を参照してください。独自のカスタマイズ設定の作成については、31 ページの「設定の概要」を参
照してください。 

フィルタ、ジオメトリ設定、およびトランスコード後アクションを設定に追加することもできます。詳細については、
146 ページの「フィルタの概要」、 ページの「デインターレースについて」、 ページの「ジオメトリの概要」、および  
172 ページの「ポスト・トランスコード・アクションの概要」を参照してください。 

設定をグループに分けることでワークフローを効率化できます。詳細については、36 ページの「設定を作成する／
変更する」を参照してください。

設定を作成した後に、プレビューして作業を確認できます。詳細については、52 ページの「プレビューの概要」を
参照してください。

参考：「フレームコントロール」設定は、「プレビュー」ウインドウでプレビューできません。「フレームコントロール」
設定をプレビューするために、ソース・メディア・ファイルの一部を使ってテスト・トランスコードを実行できます。
詳細については、57 ページの「クリップの一部をトランスコードする」を参照してください。

ステージ 3：1 つまたは複数の書き出し先を作成する
デフォルトでは、トランスコードされたファイルはソース・メディア・ファイルの元の場所と同じフォルダに保存され
ます。トランスコード済みファイルを別の場所に保存したい場合には、新しい書き出し先を作成できます。詳細につ
いては、131 ページの「書き出し先の概要」を参照してください。

ステージ 4：バッチを実行してトランスコードする
必要なすべてのジョブをバッチ内に作成してプレビューした後に、バッチを実行します。詳細については、131 ペー
ジの「ジョブ、ターゲット、およびバッチの概要」を参照してください。

トランスコードの進行状況を「Share Monitor」で見ることができます。この機能は、バッチのトランスコード終了
や、トランスコード処理中に発生する問題をモニタするために役立ちます。「Share Monitor」の詳細については、
「Share Monitor ヘルプ」を参照してください。

「Compressor」の「履歴」ウインドウでトランスコードの進行状況を見ることもできます。「Share Monitor 」と
同様に進行状況バーが表示され、実行が正常にトランスコードされたかどうかが分かります。
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読み込みの概要
「Compressor」を使用した従来のトランスコード処理では、まず「バッチ」ウインドウに少なくとも 1 つのソース
メディアファイルを読み込んでバッチを作成します。

バッチテンプレートのワークフローを使う場合は、まずバッチテンプレートを選択します。詳細については、14 ペー
ジの「簡単なバッチ・テンプレート・ワークフロー」を参照してください。

ソースメディアの読み込みについていくつかのヒントを紹介します。

 • 圧縮率の高いソースファイルについて：MPEG ファイルなど、圧縮率の高いソースファイルはソースファイルとし
て使用しないよう強くお勧めします。エンコードしたビデオにアーティファクトが生じる原因になります。

 • QuickTime 参照ムービーを読み込むとき：参照ムービーで分散処理を実行する場合は、Apple Qmaster 分
散処理システムによって適切なメディアファイルが自動的に処理クラスタにコピーされます。最高のパフォーマン
スを得るため、参照ムービーで指定されているメディアファイルが Apple Qmaster クラスタの各ノードで使用
可能であることを確かめることによって、このファイル転送のステップを回避することができます。詳細について
は、208 ページの「Apple Qmaster システムはどのようにバッチを分散するか」を参照してください。

 • MPEG-2 ファイルを読み込むとき：MPEG-2 ファイルを読み込んだ場合、このファイルを「プレビュー」ウイン
ドウで再生するにはあらかじめファイルを解析する必要があります。ファイルの解析では、フレーム構造やその他
ファイルに必要とされる情報の判定が行われます。ファイル全体でフレーム構造が変動する可能性があるため、
ファイル全体をスキャンする必要があり、ファイルが長い場合はこの処理に数分かかることがあります。

「DVD Studio Pro メタデータを追加」チェックボックスが選択されている状態で「Compressor」を使用し
てエンコードした MPEG-2 エレメンタリーファイルでは、これは発生しません。詳細については、87 ページの
「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

 • Dolby Digital Professional ソースメディアを読み込むとき：Dolby Digital Professional の AC-3 オーディ
オファイルをジョブのソースメディアファイルとして使用することができます。このようなファイルを使用するには、
大きく 2 つの理由があります：

 • エンコードしたファイルをその場でテストする：Dolby Digital Professional の出力設定はプレビューするこ
とができないため、エンコードしたファイルをジョブに読み込むことで、ファイルを再生し、設定を確認するこ
とができます。

 • Dolby Digital オーディオファイルを別のフォーマットに変換する：必ずしもすべてのメディアプレーヤーに 
Dolby Digital デコーダが装備されているわけではないため、別のフォーマットにファイルをトランスコードし
なければならない場合があります。

「Compressor」には Dolby Digital デコーダが装備されているので、Dolby Digital オーディオファイルの再
生またはトランスコードに使用されます。つまり、外部の Dolby Digital デコーダを使用しなくても、エンコード
したファイルの Dolby Digital Professional 出力設定をシステム上で確認することができます。サラウンドサウ
ンドを聞くには、外部のサラウンドサウンド・デバイスをお使いのコンピュータの USB または FireWire 出力に
接続する必要があります。システムのステレオスピーカーを使用してオーディオを再生した場合、2 つのチャンネ
ルにオーディオがミックスダウンされます。

重要：オーディオ出力はすでにデコードされ、Dolby Digital フォーマットでなくなっているため、「Compressor」
から Dolby Digital ファイルを再生するときに光出力は使用できません。

ヒント：ジョブに Dolby Digital ファイルを追加できない場合は、ファイル名に拡張子「.ac3」を追加してくだ
さい。

ソースメディアを読み込む
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 • 自動値と非標準 QuickTime について：「Compressor」はさまざまな手法を使って、「自動」に設定されてい
る設定に適切な値を判断します。ほとんどの場合、QuickTime ファイルに、フレームレートやフレームサイズな
ど、ファイルのさまざまな属性を指定するメタデータが含まれています。しかし、このようなメタデータが存在せ
ず、「Compressor」に強制的に情報を判断させたり、メタデータが正しくなく、「Compressor」が「自動」
設定に対して間違った値を生成したりという場合があります。さらに、一部の QuickTime ファイルは非標準の設
定を使うため、「Compressor」で不適切な自動値を選択せざるを得ないこともあります。このような理由から、
「インスペクタ」値が「自動」に設定されていることを確かめることをお勧めします。詳細については、40 ペー
ジの「自動設定について」を参照してください。

バッチを作成する
バッチ（1 つまたは複数のジョブのグループ）は Compressor ワークフローの中心となるものであり、バッチを作
業する場所が「バッチ」ウインドウです。「バッチ」ウインドウは、トランスコードのタスクを整理し、設定をすばや
く割り当てるための拠点ともいえるウインドウです。 

最初に「Compressor」を開くと「バッチ」ウインドウが表示され、バッチを開くたびにウインドウの上部にタブと
して表示されます。バッチを保存して閉じてから、再度開くことができます。「バッチ」ウインドウの詳細については、
29 ページの「「バッチ」ウインドウ」を参照してください。

デフォルト設定を使ってバッチを作成する

 m 「ファイル」＞「新規バッチ」と選択します。

名称が設定されていない新しいバッチが「バッチ」ウインドウに追加されます。

Each tab is for 
a different batch.

The new batch’s tab 

「バッチ」ウインドウには右下隅に「実行」ボタンがあり、現在選択されているバッチのトランスコードを開始する
ために使用できます。左下隅には、現在のバッチの状況（バッチ内にジョブがいくつあるか、バッチが実行されて
いるかどうか）が表示されます。

バッチテンプレートを使って新しいバッチを作成する

 1 「ファイル」＞「テンプレートから新規バッチを作成」と選択します。 

バッチ・テンプレート・セレクタが開き、構成済みテンプレートや自分で作成したテンプレートが表示されます。 



 第 3 章    ソースメディアを読み込む 19

バッチ・テンプレート・セレクタ内のテンプレートについては、29 ページの「「バッチ」ウインドウ」を参照してく
ださい。

 2 バッチテンプレートを選択し、「選択」をクリックします。

名称が設定されていない新しいバッチが「バッチ」ウインドウに追加されます。

Each tab is for 
a different batch.

The new batch’s tab 

「バッチ」ウインドウには右下隅に「実行」ボタンがあり、現在選択されているバッチのトランスコードを開始する
ために使用できます。左下隅には、現在のバッチの状況（バッチ内にジョブがいくつあるか、バッチが実行されて
いるかどうか）が表示されます。

カスタム・バッチ・テンプレートを作成する
どのバッチでもカスタム・バッチ・テンプレートとして保存することができます。カスタム・バッチ・テンプレートは、
バッチ・テンプレート・セレクタに Apple のデフォルト・バッチ・テンプレートと一緒にオプションとして表示され
ます。頻繁に繰り返すワークフローの場合は特に、カスタム・バッチ・テンプレートを使うと時間を節約できます。

 1 「バッチ」ウインドウで、新しいバッチを作成します。

ヒント：または、バッチテンプレートに付与したい特性を持つ保存済みのバッチを開きます。 

 2 バッチ設定を必要に応じて調整します。詳細については、32 ページの「ソースメディアに設定を割り当てる」およ
び 131 ページの「書き出し先の概要」を参照してください。 

 3 「ファイル」＞「テンプレートとして保存」と選択します。

 4 表示されたダイアログで、名前と説明を入力して、「OK」をクリックします。

カスタム・バッチ・テンプレートが保存され、バッチ・テンプレート・セレクタに表示されます。

ソース・メディア・ファイルを追加する

バッチに標準的なソース・メディア・ファイルを追加する
バッチにトランスコード設定を追加する前に、バッチにソースメディアファイルを読み込む必要があります。バッチに
ソースメディアファイルを読み込むと、自動的にジョブが作成されます。

標準的な（サラウンドサウンドまたはイメージシーケンス以外）ソース・メディア・ファイルをバッチに追加するため
の詳細は以下の通りです。
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バッチにソースメディアファイルを追加する

 1 「Compressor」を開きます。

「バッチ」ウインドウが開きます。「名称未設定」の空のバッチタブが作成されます。

Untitled batch tab

Empty batch area 
with a placeholder job

参考：バッチ・テンプレート・セレクタが自動的に開く場合は、「キャンセル」をクリックして閉じます。「Compressor」
を開くときにバッチ・テンプレート・セレクタが開かないようにするには、「今後このダイアログを表示しない」チェッ
クボックスを選択するか、「Compressor」の環境設定で「新規バッチ用：空のテンプレートを使用」を選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ジョブ」＞「ファイルを使って新規ジョブを作成」と選択して（または、Command キーを押しながら I キー
を押して）、ソースメディアが含まれているフォルダまで移動し、1 つまたは複数のソースメディアファイルを選択
して「開く」をクリックします。

 • 「ファイルを追加」ボタン（「バッチ」ウインドウのツールバー（ツールバーが表示されている場合））をクリックし
て、ソースメディアが含まれているフォルダまで移動し、1 つまたは複数のソースメディアファイルを選択して「開
く」をクリックします。

 • Control キーを押したままジョブをクリックし、ショートカットメニューから「ソース」＞「ファイル」と選択します。

 • Control キーを押したままバッチの空の領域をクリックし、ショートカットメニューから「ファイルを使って新規ジョ
ブを作成」を選択します。その後、ソースメディアが含まれているフォルダまで移動し、1 つまたは複数のソース
メディアファイルを選択して「開く」をクリックします。

 • ソースメディアファイルフォルダを開いて、1 つまたは複数のソースメディアファイルをバッチにドラッグします。

参考：「Compressor」を開く前に、トランスコードしたいすべてのソースメディアファイルを選択してから、
Compressor アプリケーションアイコンにドラッグすることで、上の手順を結合することができます。これにより、
「Compressor」が開くと同時に、メディアファイルが名称未設定のデフォルトのバッチに追加されます。

 3 バッチを保存するには、「ファイル」＞「別名で保存」と選択します（または、Command ＋ Shift ＋ S キーを押
します）。
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 4 表示されるダイアログで、バッチの名前を入力して、バッチを保存したい場所を選択します。

 5 「保存」をクリックします。

ファイルの名前に合わせて、「バッチ」ウインドウのタブが変更されます。

参考：Finder の環境設定でファイル拡張子を表示するようにしている場合は、名前と一緒に拡張子「.compressor」
がタブに表示されます。

バッチに名前を付けて保存する必要はなく、急いでいる場合には省略してもかまいません。ただし、バッチに名前
を付けて保存しておくと、希望するような出力ファイルが得られなかった場合やニーズに変更があった場合に簡単
にバッチを実行し直すことができます。また、短い期間に複数のバッチを実行する場合にも、「履歴」ウインドウと
「Share Monitor」の内容を簡単に把握できます。

選択したメディアファイルがバッチに取り込まれ、メディアソースファイルごとにジョブが作成されます。ビデオコンテン
ツのソースメディアファイルには、さらにサムネールイメージとビデオをスクロールするためのスクローラがあります。

Click anywhere in the job 
to see this file’s attributes 
in the Inspector window.

Drag the slider to scroll 
through video files.

Each source 
media file 
creates a job.

The targets for this job 
will appear in this area.

ジョブに割り当てられているソースメディアファイルを変更する

 1 「バッチ」ウインドウで、ソースメディアファイルを変更したいジョブを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ジョブ」＞「ソース」＞「ファイル」と選択して、ソースメディアが含まれているフォルダまで移動し、1 つまた
は複数のソースメディアファイルを選択して「開く」をクリックします。

 • Control キーを押したままジョブをクリックし、ショートカットメニューから「ソース」＞「ファイル」と選択しま
す。その後、ソースメディアまで移動し、1 つまたは複数のソースメディアファイルを選択して「開く」をクリック
できます。

 • ジョブに新しいソースメディアファイルをドラッグします。

すでに設定済みのターゲットはそのままで、新しいソースメディアファイルに適用されます。

ジョブからソースメディアファイルを削除する

 m Control キーを押したままジョブをクリックし、ショートカットメニューから「ソースを消去」を選択します。

バッチからジョブを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 特定のジョブを削除するには：ジョブを選択して、Delete キーを押します。

 m すべてのジョブを削除するには：Control キーを押したままバッチの空の部分をクリックし、ショートカットメニュー
から「すべてのジョブを取り除く」を選択します。

これで、ジョブにターゲットを追加することができます。
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バッチにサラウンドサウンドのソース・メディア・ファイルを追加する
サラウンドサウンド・ジョブを作成するためにバッチにオーディオファイルを追加するときに、2 つの方法を使用でき
ます。ファイル名に基づいてオーディオファイルを該当するチャンネルに自動的に割り当てる方法と、オーディオファ
イルを手動でチャンネルに割り当てる方法です。

どちらの方法でも、作成されたジョブに、Dolby Digital Professional、AIFF、および QuickTime ムービー出
力フォーマットの複数のオーディオコーデックなど、サラウンドサウンド・オーディオ出力をサポートする設定を追加
することができます。

重要：出力フォーマットによっては、サラウンドサウンドのオーディオチャンネル用の設定が複数ある場合があります。
お使いの再生デバイスでどの設定が必要なのか確認してください。たとえば、AIFF 出力フォーマットでは、5.1（6 
チャンネル）オーディオ出力用に、チャンネルの順番が異なる 4 種類の設定があります。

チャンネル識別子コードを使ってサラウンドチャンネルにファイルを割り当てる

 1 これらのコードを使って、ターゲット・サラウンドチャンネルのチャンネル識別子コードを、各ソース・オーディオ・
ファイルのファイル名に付加します：

 • -L：左フロントチャンネル

 • -R：右フロントチャンネル

 • -C：センター・フロントチャンネル

 • -Ls：左サラウンドチャンネル

 • -Rs：右サラウンドチャンネル

 • -S：センター・サラウンドチャンネル

 • -LFE：低域効果音チャンネル（サブウーファー、LFE）

たとえば、AIFF ファイルを左サラウンドチャンネルに割り当てるには、ファイル名を filename-Ls.ai∂ と変更しま
す（ここで、filename はファイルの名前です）。ここに示すように、チャンネル識別子コードにはハイフンを含める
必要があります。

参考：Mac OS X では、.ai∂ のようなファイル拡張子を追加できます。拡張子を追加しても、このチャンネルを割
り当てる方法が無効になることはありません。

この手順は、「バッチ」ウインドウにファイルをドラッグする場合に限り有効です。「Compressor」アプリケーショ
ンアイコンにファイルをドラッグした場合、ジョブごとに個別のソースファイルとして表示されます。

参考：Dolby Digital Professional（AC-3）サラウンドストリームを作成する場合、テーブルに示されているすべ
てのチャンネルを一度に使用することはありません。Dolby オーディオコーディングモードの図については、76 ペー
ジの「Dolby Digital Professional の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

 2 「バッチ」ウインドウに、名前を変更したソース・オーディオ・ファイルをドラッグします。

グループ内のファイルに正しく名前が付けられていて（手順 1 を参照してください）、グループ内のファイル数が 7 
個未満の場合には、ファイル全体がグループとしてまとめられ、「バッチ」ウインドウで 1 つのサラウンド・ソース・
メディア・ファイルとして表示されます。

ソース・オーディオ・ファイルをサラウンドサウンド・ストリームのチャンネルに手動で割り当てる

 1 ソース・オーディオ・ファイルを読み込むには、以下のいずれかを行います：

 • 「ジョブ」＞「サラウンドサウンド・グループを使って新規ジョブを作成」と選択します（または、Command ＋ 
Control ＋ I キーを押します）。

 • 「バッチ」ウインドウの「サラウンドサウンドを追加」ボタンをクリックします。

 • Control キーを押したままバッチをクリックし、ショートカットメニューから「サラウンドサウンド・グループを使っ
て新規ジョブを作成」を選択します。

チャンネルを割り当てるインターフェイスが開きます。
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 2 ソース・オーディオ・ファイルをチャンネルに割り当てるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 目的のソース・オーディオ・ファイルを、Finder から特定のチャンネル（たとえば「L」）のアイコンにドラッグ
します。

 • 特定のチャンネル（たとえば「L」）のアイコンをクリックし、「開く」ダイアログで、そのチャンネルに使用する
ソース・オーディオ・ファイルの場所を探します。

これで、ファイルが「L」（左フロント）チャンネルに割り当てられます。

 3 サラウンドストリームに含めるソース・オーディオ・ファイルごとに、ステップ 2 を繰り返します。

参考：Dolby Digital Professional（AC-3）サラウンドストリームを作成する場合、テーブルに示されているすべ
てのチャンネルを一度に使用することはありません。Dolby オーディオコーディングモードの図については、76 ペー
ジの「Dolby Digital Professional の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

 4 ビデオファイルを追加するには、「ビデオを追加」ボタンをクリックしてビデオファイルを選択します。

 5 チャンネルを割り当てるインターフェイスへのソース・オーディオ・ファイルとソース・ビデオ・ファイルの追加を終
えたら、「OK」をクリックします。

サラウンドファイルのグループが、「バッチ」ウインドウに単一のサラウンド・ソースメディアファイルとして表示され
ます。
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サラウンド・サウンド・ファイルの割り当てを変更する
サラウンド・サウンド・ジョブを作成した後は、「バッチ」ウインドウのソース・メディア・ファイルのサムネールに
（ビデオファイルがジョブに追加されていない限り）サラウンドサウンドのアイコンが表示され、「インスペクタ」ウ
インドウにチャンネルとそれに割り当てられたファイルが表示されます。

Click a channel’s icon to 
change the file assigned 
to that channel.

ファイルの割り当ては「インスペクタ」ウインドウで変更できます。

 1 変更したいチャンネルのスピーカーアイコンをクリックします。

 2 表示されるダイアログで、このチャンネルに割り当てるファイルを見つけ、「開く」をクリックします。

 3 ビデオファイルを追加するには、「ビデオを追加」ボタンをクリックし、ビデオファイルを選択します。

すでに割り当てられているビデオファイルは、ファイルを削除して「ビデオを追加」をクリックして別のビデオファイ
ルを選択することで、置き換えることができます。

Dolby Digital Professional 出力ファイルの作成方法については、71 ページの「Dolby Digital の概要」を参
照してください。

バッチにイメージシーケンスを追加する
静止画像のシーケンスを単一のイメージ・シーケンス・ジョブとして「Compressor」に読み込んでから、出力フ
レームレートとオーディオファイルをそのジョブに適用することができます。その時点から、「Compressor」のほか
のソースメディアファイルと同じようにそのジョブを扱い、設定、書き出し先、フィルタ、およびポスト・トランスコー
ド・アクションを追加して、目的のビデオとオーディオのフォーマットおよび特性を持つ出力メディアファイルを作成
することができます。

バッチに静止画像のシーケンスのジョブを追加する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「イメージシーケンスを追加」ボタンをクリックし、読み込みたいイメージシーケンスファイルが含まれるフォルダ
に移動します。

 • 「ジョブ」＞「イメージシーケンスを使って新規ジョブを作成」と選択して（または、Command ＋ Option ＋ 
I キーを押して）、読み込みたいイメージシーケンスファイルが含まれるフォルダに移動します。
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 2 「開く」をクリックします。

新しいジョブが「バッチ」ウインドウに表示されます。

 3 「バッチ」ウインドウでジョブを選択します。

「インスペクタ」ウインドウに、新しいイメージ・シーケンス・ジョブの情報とコントロールを含む「A/V 属性」タブ
が表示されます。

 4 必要に応じて以下の操作を行います：

 • 選択したイメージシーケンスファイルを確認します。 

ファイルの完全な一覧を表示するには、「情報」（i）ボタンをクリックします。

 • 「ビデオ」セクションでビデオフォーマット情報を確認します。

 • 「ネイティブ優先フィールド」ポップアップメニューからオプションを選択することで、ソースファイルの優先フィー
ルドを調整します。

 • 「フレームレート」ポップアップメニューから標準フレームレートを選択することで、ソースファイルのフレームレー
トを調整します。

 • オーディオファイルをイメージ・シーケンス・ジョブに追加したい場合は、「オーディオを選択」をクリックしてオー
ディオファイルを選択します。

参考：「Compressor」が対応している、イメージシーケンス用のオーディオファイルの種類は以下の通りです：
AIFF、MP3、MPEG-4 オーディオのみ（.m4a）、QuickTime ムービー（.mov）

「Compressor」を使って、イメージシーケンスを出力することもできます。詳細については、129 ページの「イメー
ジ・シーケンス・ファイルを作成する」を参照してください。
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ソース・メディア・ファイルにメタデータを追加する
ソース・メディア・ファイルに、ワークフローにとって重要な情報を注釈できます。また、ソースメディアのタイプを
識別しないと、ジョブを処理できない場合があります。

参考：「注釈を追加」機能は、H.264（Apple デバイス用）、MP3、および QuickTime ムービーの出力フォー
マットでサポートされています。

ソース・メディア・ファイルに注釈を追加する

 1 ジョブをクリックして、ソースメディアファイルの属性を「インスペクタ」ウインドウに表示します。

 2 「追加情報」タブをクリックします。

 3 「注釈を追加」ポップアップメニューから注釈のタイプを選択します。

 4 対応する「値」フィールドをダブルクリックして、注釈テキストを入力します。

 5 注釈を保存するには、Return キーを押すか、次のフィールドをクリックします。

クローズドキャプションファイルをジョブのソースメディアファイルと関連付ける

 1 ジョブをクリックして、ソースメディアファイルの属性を「インスペクタ」ウインドウに表示します。

 2 「追加情報」タブをクリックします。

 3 「選択」をクリックし、クローズドキャプションファイル（Scenarist クローズドキャプションフォーマットのファイル
で、ファイル拡張子は通常「.scc」）を探して「開く」をクリックします。

参考：クローズドキャプションデータは、H.264（Apple デバイス用）、MPEG-2、および QuickTime ムービーの
出力フォーマットでサポートされています。

ジョブのターゲットの出力フォーマットに応じて、「Compressor」はクローズドキャプションファイルを出力メディア
ファイルに適用します。

 • QuickTime 出力の場合：「Compressor」は、クローズドキャプショントラックとして QuickTime 出力ファイ
ルにクローズドキャプションファイルを追加します。QuickTime プレーヤー（バージョン 7.2 以降）を使ってク
ローズドキャプションを表示できます。

 • MPEG-2 エレメンタリーストリーム出力の場合：「Compressor」は、DVD オーサリングに使用できるように、
エレメンタリー MPEG-2 ビデオストリームの中にクローズドキャプションデータを埋め込みます。

 • MPEG-2 プログラムおよび転送ストリーム出力の場合：「Compressor」は、EIA-708 ATSC プロトコルを使
用して、プログラムおよび転送 MPEG-2 ストリームの中にクローズドキャプションデータを埋め込みます。
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重要：クローズドキャプションファイルのタイムコード値は、ソースメディアファイルのタイムコードと直結している必
要があります。「テキストエディット」でクローズドキャプションファイルを開くことで、このファイルに含まれるタイム
コード値を表示できます（実際のテキストはエンコードされていて、このままでは読むことはできません）。

「インスペクタ」ウインドウ
バッチのジョブを選択すると、「インスペクタ」ウインドウにそのジョブのソースメディアファイルに関する情報が表示
されます。

「インスペクタ」ウインドウには、「A/V 属性」、「追加情報」、および「ジョブ操作」の 3 つのタブがあります。

「A/V 属性」タブ
「A/V 属性」タブにはソースメディアファイルに関する一般情報が含まれ、3 つのセクションに分割されています。

 • ファイル情報：このセクションには、ファイルの名前、位置、およびタイプが表示されます。

 • ビデオ情報：このセクションには、適用できる場合、ビデオに関連するファイル情報がすべて表示されます。フ
レームサイズ、フレームレート、タイムコードに関する情報などです。

 • オーディオ情報：このセクションには、該当する場合、オーディオに関連するファイル情報がすべて表示されます。
サンプルサイズやサンプルレートなどです。
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「追加情報」タブ
「追加情報」タブでは、「Final Cut Pro」や QuickTime といったほかのアプリケーションで追加されたさまざまな
メタデータ項目を表示および変更することができます。出力メディアファイルにメタデータを追加したり、クローズド
キャプションファイルを出力ファイルと関連付けたりすることもできます。

 • 「クローズドキャプションファイル」フィールド：現在ソースメディアファイルと関連付けられているクローズドキャ
プションファイルの名前を表示します。

 • 「選択」（クローズドキャプション）ボタン：ダイアログを開いて、ソースメディアファイルと関連付けたいクローズ
ドキャプションファイルに移動するときは、このボタンを使います。

 • 「消去」ボタン：このボタンで、関連するクローズド・キャプション・ファイルを取り除きます。

 • 「注釈」テーブル：現在の注釈のタイプと対応する注釈テキストを表示します。

 • 「注釈を追加」ポップアップメニュー：ソースメディアファイルに追加したい注釈のタイプを選択します。

 • 「（注釈を）取り除く」ボタン：選択した注釈を取り除くときは、このボタンを使います。

「ジョブ操作」タブ
「ジョブ操作」タブを使うと、トランスコード後のアクションをジョブ全体に適用および調整できます。「ジョブ操作」
タブの使いかたについては、172 ページの「ポスト・トランスコード・アクションの概要」を参照してください。
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「バッチ」ウインドウ
「バッチ」ウインドウは、トランスコードのタスクを整理し、設定をすばやく割り当てるための拠点ともいえるウイン
ドウです。最初に「Compressor」を開くと、名称未設定の空のバッチが表示された「バッチ」ウインドウが開き
ます。バッチとは、保存して、クローズし、再度開くことができる書類のようなものです。「バッチ」ウインドウ上部
のツールバーを使って、ほかのあらゆる「Compressor」ウインドウを開くことができます。

Batch tabs

Batch status

Job area

Batch submission button

Toolbar

Show/hide toolbar button

よくあるワークフローを簡素化するために、「Compressor」にはバッチの新規作成時にいつでも表示できるバッ
チ・テンプレート・セレクタが用意されています。「Compressor」の環境設定にある「新規バッチ用」設定で、
バッチ・テンプレート・セレクタを表示するかどうかを制御します。詳しくは、198 ページの「「Compressor」の
環境設定を設定する」を参照してください。

バッチ・テンプレート・セレクタには、新しいバッチを設定するためのさまざまなオプションがあります。 

テンプレートを選択すると、バッチの出力完了後に実行するジョブ操作に加えて、1 つ以上の設定がバッチに追加さ
れます。

「Compressor」には、以下のバッチテンプレートが用意されています：

 • オーディオ Podcast を作成：Podcasting に適した AAC オーディオファイルを作成して iTunes ライブラリに
追加する場合は、このテンプレートを使います。

 • Blu-ray ディスクを作成：BD H.264 ビデオおよび Dolby Digital Professional（.ac3）オーディオファイルを
作成して、それらのファイルから自動的に Blu-ray ディスクまたは AVCHD ディスクを作成する場合は、このテ
ンプレートを使います（AVCHD ディスクは、AVCHD フォーマットと互換性のある Blu-ray ディスクプレーヤー
で再生できます）。

 • DVD を作成：MPEG-2（.m2v）ビデオと Dolby Digital Professional（.ac3）オーディオを使って標準精細
度の DVD を作成して自動的にディスクにする場合は、このテンプレートを使います。
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 • HTTP ライブストリーミング：このテンプレートでは、一般的なサーバを使ってムービーを iPhone、iPad、iPod 
touch、Mac にストリーミングするためのファイルのセットを作成できます。

 • Apple TV に公開：Apple TV での視聴に適したビデオファイルを作成して iTunes ライブラリに追加する場合
は、このテンプレートを使います。

 • YouTube に公開：YouTube での視聴に適したビデオファイルを作成して YouTube アカウントにアップロード
する場合は、このテンプレートを使います。

参考：作成する出力メディアファイルの使用目的に基づいてテンプレートを選択してください。目的のワークフロー
に適したテンプレートが見つからない場合は、独自のバッチまたはトランスコードワークフローを作成できます。 
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設定の概要
設定とは、出力フォーマット、フィルタ、ジオメトリを含むトランスコード属性の集合で、トランスコード処理の一環
としてユーザがソースメディアファイルに適用します。ソースメディアファイルに設定を少なくとも 1 つ割り当てない
と、トランスコードは実行できません。「バッチ」ウインドウで現在のバッチにソースメディアファイルを配置したら、
構成済みの設定を選択するか、「設定」タブで独自の設定を作成することができます。

「設定」タブでは、設定を管理できます。「設定」タブを「インスペクタ」ウインドウと併用することで、すべての設
定の詳細だけでなく、トランスコードの一般的なコントロールにも簡単にアクセスできます。

「設定」タブには、既存の設定の一覧があります。また、設定を追加、削除、複製したり、設定グループやドロップ
レットを作成したりするための各種ボタンも用意されています。

Settings list

Duplicate Selected 
Setting button

Create a New Setting 
Group button

Create a New Setting 
pop-up menu

Delete Selected 
Setting button

Save Selection 
as Droplet button

Click the disclosure 
triangles to show
or hide a setting
group’s contents.

An example setting

「インスペクタ」ウインドウには、フィルタ、ジオメトリ、出力フォーマットなど、出力メディアファイルに関連したす
べての設定を作成および変更することができるパネルがあります。「インスペクタ」ウインドウでは、設定に名前を
付けたり、カスタマイズした内容を後で簡単に思い出せるように説明を加えたりすることもできます。詳細について
は、42 ページの「「インスペクタ」のパネル」を参照してください。

設定を割り当ててメディアをプレビューする
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設定を割り当てる

ソースメディアに設定を割り当てる
各種の方法を使用して、ジョブに設定を割り当てることができます。「設定」タブから設定をドラッグする方法などは、
1 つのジョブで作業するのに適しています。ショートカットメニューを使う方法などは、同じ設定をジョブのグループ
に割り当てるのに適しています。Finder から（設定またはドロップレットを）ドラッグして、設定を割り当てることも
できます。

参考：以下の手順は、すでにバッチにソースメディアファイルを追加し、設定を追加するジョブが作成されているこ
とが前提となります。ソースメディアファイルの読み込みについては、17 ページの「読み込みの概要」を参照して
ください。

ドラッグによって設定をジョブに割り当てる

 1 「設定」タブで、1 つまたは複数の設定または設定グループを選択します。

ヒント：Option キーを押したまま設定グループの開閉用三角ボタンをクリックすると、このグループ（およびすべ
てのサブグループ）を展開し、その中に含まれるすべての設定を表示することができます。

 2 「バッチ」ウインドウでジョブに設定をドラッグします。

A job with a source media 
file in the Batch window

Select one or more 
(two in this case) settings 
to apply to the job.
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バッチのジョブに追加した設定ごとに新しいターゲットが作成されます。

New targets 
are added for 
each setting 
you drag to 
the job.

参考：ドラッグで設定を割り当てた場合、1 つのジョブにしか設定を適用できません。

「ターゲット」メニューを使って設定をジョブに割り当てる

 1 「バッチ」ウインドウの現在のバッチ内にある 1 つまたは複数のジョブを選択します。

 2 「ターゲット」＞「設定を使って新規ターゲットを作成」と選択します。

「バッチ」ウインドウ上に設定を選択するよう求めるダイアログが表示されます。

Select the jobs in 
the Batch window.

Select the settings 
to apply to the 
selected jobs.

Click Add to assign 
the settings to the 

selected jobs.

 3 ジョブに割り当てる 1 つまたは複数の設定や設定のグループを選択して、「追加」をクリックします。

選択したそれぞれのジョブに設定が割り当てられます。

ショートカットメニューを使って設定をジョブに割り当てる

 1 「バッチ」ウインドウの現在のバッチ内にある 1 つまたは複数のジョブを選択します。

 2 Control キーを押したまま、選択したジョブの 1 つをクリックし、ショートカットメニューから「設定を使って新規ター
ゲットを作成」を選択します。

ショートカットメニューに、グループ別に設定がリストされます。割り当てたいグループを直接選択することはできま
せんが、それぞれのグループに「すべて」項目が含まれているので、そのグループのすべての設定を選択すること
ができます。

参考：この方法では、複数の設定を個別に選択することはできません。
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 3 いずれかの 1 つの設定を選択するか、または「すべて」を選択してグループ内のすべての設定を選択します。

選択したすべてのジョブにこの設定が適用されます。

Finder から設定を割り当てる
以下のいずれかの操作を行います：

 m 1 つまたは複数の設定を Finder から「バッチ」ウインドウの空の領域にドラッグします。

1 つまたは複数のターゲット行に設定が指定された状態で、新しいジョブが表示されます。

 m 1 つまたは複数の設定を Finder から「バッチ」ウインドウのジョブタイル上の空の領域にドラッグします。

1 つまたは複数の新しいターゲット行が、設定を指定された状態でジョブに表示されます。

割り当てた設定を別の設定に置き換える
ジョブに設定を割り当てた後に、もっと適切な設定が見つかり、ターゲットの設定を新しいものに変更したいという
場合があります。いくつかの方法を使って、ターゲットの設定を変更することができます。どの方法を使っても、書
き出し先および出力ファイル名の設定はそのままで、影響を受けることはありません。

すでにターゲットに割り当てられている設定を別の設定に置き換える
以下のいずれかの操作を行います：

 m ターゲットを選択して、「ターゲット」＞「設定を変更」と選択します。 

設定を選択するよう求めるダイアログが表示されるので、新しい設定を選択し、「追加」をクリックして、選択した
ターゲットに新しい設定を割り当てます。

 m Control キーを押したままターゲットをクリックし、ショートカットメニューから「設定を変更」を選択します。 

設定を選択するよう求めるダイアログが表示されるので、新しい設定を選択し、「追加」をクリックして、選択した
ターゲットに新しい設定を割り当てます。

 m 「設定」タブで新しい設定を選択して、ターゲットにドラッグします。

参考：上記のどの方法でも、設定を複数選択した場合、ターゲットに割り当てられるのは先頭の設定だけです。
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割り当てた設定を変更する
「バッチ」ウインドウで、すでにソースメディアファイルに割り当てられている設定のコンポーネント（「インスペクタ」
ウインドウに「選択したターゲット」と表示されます）を編集または変更することができます。

ソースメディアファイルにすでに割り当てた設定を「バッチ」ウインドウで変更する

 1 変更したい設定を含むバッチ内のターゲットを選択します。

選択した設定が「インスペクタ」ウインドウに表示され、「名前」フィールドに「選択したターゲット」というテキス
トが表示されます。これは選択した設定の一時的なコピーで、設定そのものではありません。したがって、1 回だ
け実行するバッチに合わせて、その設定を一時的に変更することができます。

The setting’s name appears 
as Selected Target.

Select a target in the Batch 
window to see its settings 
in the Inspector window.

Click the Save As button 
to save this as a new setting 
with any changes you make.

 2 設定を変更します。

設定を変更すると、「インスペクタ」ウインドウの下にある「別名で保存」ボタンがアクティブになります。

 3 変更した設定を新しい名前で保存するには、「別名で保存」をクリックします。

保存したコピーは、「設定名－コピー」という名前で「設定」タブに表示され、即座に選択状態の設定になります。

参考：変更した設定は必ずしも保存しておく必要はありませんが、後でもう一度必要になった場合に備えて保存し
ておくと便利です。
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カスタム設定を作成する

設定を作成する／変更する
「Compressor」に用意されている設定では適切なトランスコードができない場合、またはより多くのプリセットが
必要な場合は、独自の設定を作成できます。設定のグループを作成して、ソースメディアファイルに複数の設定をす
ばやく割り当てることもできます。

カスタム設定を作成するには、既存の設定を複製してそのコピーを要件に合わせて調整するのが最も簡単です。

カスタム設定を作成する

 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから出力フォーマットを選択します。 

Choose an output format 
for the new setting.

「設定」タブの「カスタム」フォルダに「名称未設定」という名前の新しい設定が、選択した出力ファイルフォー
マット名と共に表示されます（たとえば、「名称未設定 MPEG-2」）。

New Untitled setting

「インスペクタ」ウインドウも変更され、この設定のパラメータが表示されます。

参考：この設定の出力ファイルフォーマットは「インスペクタ」ウインドウの「エンコーダ」パネルでいつでも変更
できますが、変更した場合は必ず設定名も修正して、変更後のフォーマットを反映させてください。

 2 「インスペクタ」の上部で、このカスタム設定を作成した理由を簡単に思い出すことができるよう、名前と説明を変
更します。

 3 「インスペクタ」の「エンコーダ」ボタンをクリックし、出力フォーマット、ビデオコーデックとオーディオコーデッ
ク、およびそれらの関連属性を変更します。 

「エンコーダ」パネルには、ファイルフォーマットごとに異なるオプションが表示されます。 

「インスペクタ」のほかのパネルでオプションを変更することもできます。詳細については、42 ページの「「インス
ペクタ」のパネル」を参照してください。

 4 設定を保存するには、「保存」をクリックします。

設定のグループを作成して、1 ステップの操作でメディアファイルに割り当てることもできます。
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設定を検索する
「設定」および「書き出し先」ウインドウの「設定」タブには、必要な設定をすばやく見つけるための検索フィール
ドがあります。たとえば、「iPhone」と入力すると、iPhone を含む設定のリストを表示できます。

 m 「設定」タブで、検索フィールドをクリックし、検索するテキストを入力します。

設定の名前と説明の両方を検索場所として、入力したテキストが含まれているかどうか判定されます。入力したテ
キストを消去して通常の設定表示に戻るには、検索フィールド・リセット・ボタン（「×」）をクリックします。

設定を複製する
別の設定で使いたい属性が含まれている設定がある場合は、最初から新しい設定を作成するのではなく、既存の設
定を複製して、その複製に対して必要な変更を加えることができます。Apple が提供する設定を複製し、その複製
にニーズに合った調整を加えていくことは、カスタムな設定を作成する場合に最も便利な方法です。

 1 「設定」タブで、複製したい設定を選択します。

 2 選択した設定を複製するボタンをクリックします。

Click this button to duplicate 
the selected setting.

Select the setting
to be duplicated.

元の名前の前に「名称未設定」という語が追加された名前で、新しい設定が「カスタム」フォルダ内に表示され
ます。

 3 「カスタム」フォルダ内の新しい設定を選択します。

 4 「インスペクタ」の上部で、複製設定に名前を付けて、説明を入力します。

 5 「インスペクタ」の「エンコーダ」ボタンをクリックし、出力フォーマット、ビデオコーデックとオーディオコーデッ
ク、およびそれらの関連属性を変更します。 

「エンコーダ」パネルには、ファイルフォーマットごとに異なるオプションが表示されます。 

「インスペクタ」のほかのパネルでオプションを変更することもできます。詳細については、42 ページの「「インス
ペクタ」のパネル」を参照してください。

 6 設定に何らかの変更を加えた場合は、次のいずれかの操作をするとその変更内容が保存されます：

 • 「インスペクタ」ウインドウの下にある「保存」ボタンをクリックする

 • その他の設定を選択する

変更した属性を保存するかどうかを確認するダイアログが表示されます。

 7 「OK」をクリックすると、変更内容が保存されます。「元に戻す」をクリックすると、変更内容をキャンセルして「イ
ンスペクタ」ウインドウに戻ることができます。

設定の割り当てについては、32 ページの「ソースメディアに設定を割り当てる」を参照してください。
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設定のグループを作成する

 1 「設定」タブでグループ作成ボタンをクリックします。

「設定」タブに「名称未設定」というフォルダが表示され、設定一覧領域には「0 個の設定」と表示されます。こ
のフィールドは変更できません。ここには、グループに含まれる設定の数が表示されます。

Click the Group button.
Enter a name 
for the new group.

A new, untitled group 
with 0 settings is created.

 2 「インスペクタ」の「名前」フィールドにグループの名前を入力します。

 3 「設定」タブで、グループ化したい設定をグループフォルダにドラッグします。

グループの階層（グループを包含するグループ）も作成できます。グループフォルダを別のグループフォルダにド
ラッグするだけです。

This custom group 
contains three other 
custom groups, each 
with its own settings.

設定一覧領域に、グループに含まれる設定の数が表示されます。グループフォルダ内に最低限 1 つの設定があれ
ば、グループフォルダの横にある開閉用三角ボタンをクリックして、その設定グループの詳細を表示したり隠したり
することができます。グループの設定の詳細をすべて表示するには、グループを選択します。これで、「インスペク
タ」ウインドウの「設定一覧」パネルにすべての詳細が表示されます。
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複数のグループに同じ設定を追加する

 1 「設定」タブで設定を選択します。

 2 コピーを作成するには、「選択した設定を複製」ボタンをクリックします。

 3 複製した設定を別のグループフォルダにドラッグします。

設定の名前を変更、たとえば、名前から「コピー」という語を取り除くことができます。

設定を削除する

 1 「設定」タブで、削除したい設定を選択します。

 2 「選択した設定を削除」（–）ボタンをクリックするか、キーボードの Delete キーを押します。

警告：設定を削除するときに確認メッセージは表示されません。また、削除操作を取り消して設定を復元すること
もできません。

設定を共有する
新しく作成した設定は、「/ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application Support/Compressor/Settings」にあ
るホームフォルダに XML ファイルとして保存されます。ファイルには「.setting」という拡張子が付きます。カスタ
ム設定は、配布先として使ったコンピュータのホームフォルダの同じ場所に置けば、配布したり、共有したりするこ
とができます。また、これらのファイルは通常のファイルを配布する場合と同様に、電子メールに添付したり、サー
バに置いたりして転送できます。

参考：「Compressor 4」以降を使って作成した設定は、それより前のバージョンの「Compressor」と互換性が
ありません。

設定を直接「Compressor」からコピーする
 m 1 つまたは複数の設定を「設定」タブから Finder にドラッグします（たとえば、デスクトップにドラッグします）。

設定を Finder から「Compressor」に適用または追加する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 1 つまたは複数の設定を Finder から「設定」タブの「カスタム」フォルダにドラッグします。

 m 1 つまたは複数の設定を Finder から「バッチ」ウインドウの空の領域にドラッグします。

1 つまたは複数のターゲット行に設定が指定された状態で、新しいジョブが表示されます。 

 m 1 つまたは複数の設定を Finder から「バッチ」ウインドウのジョブタイル上の空の領域にドラッグします。

1 つまたは複数の新しいターゲット行が、設定を指定された状態でジョブに表示されます。 
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自動設定について
「設定」パネルのいくつかの項目では、オプションの「自動」モードが用意されています。「自動」モードがオンの
ときは、「Compressor」が設定の最適値を指定します。 

The Automatic button 
is dimmed when inactive, 
and its item is selectable.

The Automatic button 
is dark when active, 
and its item is dimmed.

「自動」モードがオンのときは通常、項目は淡色表示され、変更することができません。

 • ソースメディアファイルに設定が割り当てられていない場合：項目は「自動」になります。ただし、「インスペク
タ」ウインドウの「フレームコントロール」パネルは、ソースメディアファイルに設定を適用するまで状態は決定
されません。

 • ソースメディアファイルに設定が割り当てられている場合：項目は淡色表示されたままですが、使用される値が表
示されます。

「自動」ボタンをクリックすることで、自動モードのオン（ボタンが濃いグレイで表示）とオフ（ボタンが明るい色で
表示）を切り替えることができます。「自動」モードがオフのときは、通常通り項目の値を選択できます。

ヒント：「自動」に設定されている「インスペクタ」設定は、値を確認することをお勧めします。通常、「Compressor」
で適切な値を正しく指定できますが、正しい値を指定するのに十分な情報がソースメディアファイルにない場合があ
ります。たとえば、QuickTime クリップによっては、メタデータが適切でなかったり、メタデータ自体が間違ってい
たりすることがあります。さらに、ソースメディアファイルで非標準の設定（ビデオのフレームサイズやフレームレー
トなど）を使用している場合、「Compressor」はその値に最も近い標準値を使用するよう選択します。

例：DVD のカスタムグループおよび設定を作成する
たとえば、現在、HD プロジェクトに取り組んでいるとします。このプロジェクトでは、最終的に HD と SD両方の 
DVD が作成されます。さらに、完成までの毎日の作業を SD DVD に記録しておくとします。

このためには、2 つの設定グループを作成するのが簡単な方法です：

 • 日次作業のための設定：これは、AIFF オーディオエンコーダ（高速な処理能力を必要とし、ディスク容量には
問題がないため）および最速の設定を使用する SD フレームサイズの MPEG-2 エンコーダ（品質が優先される
わけではないため）などです。また、HD DVD を簡単に再生できるのであれば、HD エンコーダであってもか
まいません。

 • 最終的なディスクのための設定：これは、高品質の SD 出力ビデオを保証するためにフレームコントロールを使
用した、AC-3 オーディオエンコーダ、DVD 用 H.264 HD ビデオエンコーダ、MPEG-2 エンコーダなどです。

上記の 2 つのグループを含み、このプロジェクトを表す名前の設定グループをもう 1 つ別に作成できます。
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日次作業と最終出力用のグループを作成する

 1 「設定」タブで、「新規設定グループを作成」ボタンを 3 回クリックして、名称未設定の新しいグループを 3 つ作
成します。

 2 新規グループの 1 つ目を選択し、「インスペクタ」ウインドウでプロジェクトを表す名前を付けます。

 3 新規グループの 2 つ目を選択し、Dailies という名前を付けます。

 4 新規グループの 3 つ目を選択し、Final Discs という名前を付けます。

 5 「設定」タブで、Dailies グループおよび Final Discs グループを上にドラッグして、プロジェクトを表す名前が付
けられたグループが黒い箱で囲まれたら、マウスを放します。

参考：Shift キーを押しながら、複数のグループまたは設定を選択できます。

 6 「Apple」フォルダ内の設定から、これらの新規グループ内の各設定で必要とされるものに最も近いものを探し
ます。

 7 選択した設定を複製するボタンをクリックして、各設定のコピーを作成します。

 8 コピーした各設定を選択し、名前を変更した後、適切なフォルダにドラッグします。

This custom group 
contains the other 
custom groups, each 
with its own settings.

This custom group 
contains the settings 
used to create the
final disc.

This custom group 
contains the settings 
used to create the dailies.

各設定を選択し、必要な変更を行います。

ソースメディアファイルを読み込み、ジョブを作成したら、該当するグループ（Dailies または Final Disc）を割り
当てるだけで、適切な設定がすべてターゲットに適用されます。
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「インスペクタ」のパネル
「設定」タブの設定またはバッチのジョブ内のターゲットを選択すると、「インスペクタ」に以下の 6 つのパネルのい
ずれかが表示されます。

「設定一覧」パネル
「設定一覧」パネルには設定一覧テーブルがあります。ここには、「設定」タブで選択した設定に関連付けられてい
るすべての設定（ビデオとオーディオの設定、ジオメトリ、フィルタ設定）が表示されます。設定一覧テーブルの情
報は、設定を変更するたびに自動的にアップデートされます。 

設定一覧テーブルには以下の詳細が含まれています：

 • 名前：「設定」タブで選択した設定の名前

 • 説明：「設定」タブで選択した設定の説明

 • ファイル拡張子：トランスコードしたメディアファイルに割り当てた拡張子。ソースメディアファイルを変換する形
式を識別します。

 • 予想されるファイルサイズ：設定にソースメディアファイルが割り当てられている場合は、予想される合計ファイ
ルサイズがここに表示されます。設定にソースメディアファイルが割り当てられていない場合は、このフィールド
にはソースメディアの 1 時間当たりの予想されるソース長サイズが表示されます。

参考：予想される合計ファイルサイズは、すべての出力フォーマットで使用できるわけではありません。

 • オーディオエンコーダ：オーディオ出力ファイルのフォーマットおよびその他のトランスコード設定の詳細（サンプ
ルレート、チャンネル、サンプルあたりのビット数、コーデックタイプなど）。

 • ビデオエンコーダ：ビデオ出力ファイルのフォーマットおよびその他のトランスコード設定の詳細（フレームの幅
と高さ、クロップ量（ピクセル単位）、フレームレート、アスペクト比、コーデックタイプ、ピクセル深度、空間品
質、最小の空間品質、キーフレーム間隔、時間品質、最小の時間品質、データレート（ビット／秒）など）。

 • フィルタ：使用可能な 「Compressor」フィルタのすべてまたは一部の詳細。詳細が表示されない場合もありま
す（「フィルタ」パネルで選択したフィルタの数によります）。
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「エンコーダ」パネル
「エンコーダ」パネルでは、出力ファイルフォーマットおよびその他の設定を選択および構成します。ファイルフォー
マットのオプションと属性は、フォーマットごとに異なります。 

 • ファイルフォーマット：このポップアップメニューでは、出力ファイルのフォーマットを選択できます。

 • 拡張子：ビデオおよびオーディオトラックの出力オプションを有効にした場合、「ファイルフォーマット」ポップアッ
プメニューで選択したフォーマットに応じて、以下のファイル拡張子がこのフィールドに自動的に表示されます。こ
のフィールドを変更するとファイルが認識されないことがあるので、必要な場合以外は変更しないでください。

 • ai∂：AIFF

 • ac3：Dolby Digital Professional のファイル拡張子

 • caf：Apple CAF ファイルの拡張子

 • dv：デジタルビデオ（DV）フォーマットのビデオ

 • mpg：MPEG‐ 1 多重ストリーム（ビデオおよびオーディオ）のファイル拡張子

 • m1v：MPEG‐ 1 ビデオエレメンタリーストリームのファイル拡張子

 • m1a：MPEG‐ 1 オーディオエレメンタリーストリームのファイル拡張子

 • m2v：MPEG‐ 2 ビデオエレメンタリーストリームのファイル拡張子

 • m2t：MPEG‐ 2 転送ストリームのファイル拡張子

 • mpeg：MPEG‐ 2 プログラムストリームのファイル拡張子

 • m4v：H.264（Apple デバイス用）のファイル拡張子

 • mp4：MPEG‐ 4

 • mov：QuickTime のファイル拡張子

 • tga：TARGA

 • ti∂：TIFF

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらに、2 パスまたはマルチパスエンコーディングを実行
する場合のみ有効です。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエン
コーディング」を参照してください。
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「フレームコントロール」パネル
「インスペクタ」のこのパネルには、フレームのサイズ変更、クリップのリタイミング、デインターレースなど、高度
なイメージ解析に使用できる、自動およびカスタムのさまざまな設定が用意されています。

フレームのサイズ変更は、1080i などの高精細度（HD）フォーマットと DV-NTSC などの標準精細度（SD）フォー
マット間のトランスコーディングで必要となる場合があります。たとえば、NTSC（29.97 フレーム／秒）対 PAL（25 
フレーム／秒）など、フレームレートの異なるビデオフォーマット間でトランスコードを行うときにフレームのサイズ
を変更する必要があります。 

「フィルタ」パネル
設定にフィルタを追加するには、「フィルタ」パネルを使用します。フィルタを使って、ガンマ補正やノイズ除去など
の作業を行えます。 

特定の設定に追加したいフィルタの隣にあるチェックボックスを選択します。各フィルタのスライダまたは矢印コント
ロールを使用して、必要に応じてフィルタ設定を調整できます。

フィルタリストの順序に従って、フィルタがソースメディアファイルに適用されます。フィルタを並べ替えるには、リス
ト内でフィルタを上下にドラッグします。
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「ジオメトリ」パネル
「ジオメトリ」パネルのオプションを使用して、圧縮するメディアファイルをクロップおよびサイズ変更したり、アスペ
クト比を設定したりします。

「ジオメトリ」パネルには 3 つのセクションがあります：

 • ソースの挿入（クロップ）：4 つのフィールドを必要に応じて使用し、ソース・メディア・ファイルのサイズを小さ
くするために減らすピクセル数を入力するか、「クロップ設定」ポップアップメニューから設定を選択して、ソー
ス・メディア・ファイルのビデオコンテンツに基づいて「Compressor」でクロップ値を自動的に入力します。

 • サイズ（エンコード後のピクセル）：「フレームサイズ」ポップアップメニューまたはこれらのフィールドを使用して、
出力メディアファイルに適した出力フレームサイズとアスペクト比を設定します。「ピクセルのアスペクト」ポップ
アップメニューを使って、指定したピクセルのアスペクト比に適した幅と高さの値を設定します。

 • 出力イメージの挿入（パディング）：「パディング」ポップアップメニューを使って、出力ファイルの高さまたは幅
の値を計算します。「カスタム」を選択すると、フィールドに値を入力できます。

「ジオメトリ」パネルの詳細については、166 ページの「ジオメトリの概要」を参照してください。
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「アクション」パネル
「アクション」パネルでは、トランスコード完了のメール通知をオンにしたり、選択した設定にデフォルトの書き出し
先を割り当てたりします。

 • メール通知先：このチェックボックスを選択するとメール通知がオンになります。メールの送信先アドレスを入力
してください。

 • デフォルトの書き出し先：ポップアップメニューから、この設定をデフォルトとして使用する書き出し先を選択し
ます。

詳細については、173 ページの「設定アクションを追加する」を参照してください。

マーカーとポスターフレームを使う

マーカーとポスターフレームの概要
「Compressor」は、異なる種類のマーカーの読み込みと作成が可能です。「Compressor」はチャプタマーカー
のリスト全体を読み込むこともできます。「Compressor」は、クリップに対するポスターフレームの設定にも対応
します。

「Compressor」は、以下のタイプのマーカーの読み込みと作成が可能です：

 • チャプタマーカー：チャプタマーカーによって、DVD、QuickTime ムービー、またはビデオ Podcast のイン
デックスポイントに簡単にアクセスできます。「QuickTime Player」は、チャプタトラックとして記録されたタイ
ムスタンプを含むテキスト・トラックを解釈できます。また、チャプタマーカーには、Podcast の再生時に表示す
るアートワークや URL を割り当てることができます。

これらのマーカーは、「Compressor」を使って手動でマーカーを追加した場合に作成されるタイプのもので、「プ
レビュー」ウインドウのタイムラインでは紫で表示されます。

 • Podcast マーカー：チャプタマーカーと同様に、Podcast マーカーにもアートワークや URL を割り当てるこ
とができます。ただし、Podcast マーカーを使って、クリップ内のフレームを表示することはできません。また、
QuickTime でのチャプタマーカーのようには表示されません。

Podcast マーカーを使って、オーディオ Podcast を再生する際にスライドショー（URL 付き）を視聴者に表示
できます。

これらのマーカーは、「プレビュー」ウインドウのタイムラインでは赤で表示されます。
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 • 圧縮マーカー：圧縮マーカーは手動圧縮マーカーとも呼ばれます。これらは、「Compressor」の「プレビュー」
ウインドウで追加できるマーカーで、「Compressor」での圧縮中に MPEG I フレームが生成されるタイミング
を示します。I フレームの詳細については、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照して
ください。

これらのマーカーは、「プレビュー」ウインドウのタイムラインでは青で表示されます。

 • 編集／カットマーカー：編集／カットマーカーは自動圧縮マーカーとも呼ばれます。これらのマーカーは、シーケ
ンス内のカットまたはトランジションポイントごとに設定するものです。トランスコード中、「Compressor」は編
集／カットマーカーを基にしてこれらのポイントに MPEG I フレームを生成し、圧縮品質を高めます。

これらのマーカーは、「プレビュー」ウインドウのタイムラインでは緑で表示されます。

マーカーは、以下の出力ファイルフォーマットでサポートされています：

 • MPEG-2

 • 放送用に設定する MPEG-4（「拡張 Podcast」チェックボックスが選択されている場合はオーディオのみ）

 • QuickTime ムービー

 • H.264（Apple デバイス用）

重要：ほかの出力ファイルフォーマットにもマーカーを設定できますが、エンコード後の出力ファイルには含まれま
せん。

手動でマーカーを追加する／削除する
「プレビュー」ウインドウは、ソース・メディア・ファイルにすでに追加されているマーカーを管理する機能、マー
カーを手動で追加または削除する機能、チャプタマーカーのリストを読み込む機能など、マーカーに関するさまざま
な機能をサポートしています。クリップにマーカーを追加すると、デフォルトではチャプタマーカーとして表示されま
す。その後、必要であれば、圧縮マーカーまたは Podcast マーカーに変更することができます  （49 ページの「圧
縮マーカーや Podcast マーカーを追加する」を参照してください）。

クリップにチャプタマーカーを追加する

 1 「プレビュー」ウインドウで、「マーカー」のポップアップメニューから「チャプタ／ Podcast マーカーを表示」を
選択して、項目の横にチェックマークを付けます。

 2 バッチ項目選択ポップアップメニューでクリップを選ぶか、目的のクリップがポップアップメニューに表れるまでバッチ
項目選択ボタンをクリックします。

 3 マーカーを置く場所を決めるには、以下のいずれかを行います：

 • マーカーを追加したい場所に、再生ヘッドをドラッグします。

 • 再生ヘッドのタイムコードフィールドに、タイムコード値を入力します。

 4 マーカーを追加するには、「マーカー」ポップアップメニューで「マーカーを追加」を選びます（または M キーを押
します）。
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タイムラインに紫のチャプタマーカーが表示されます。

A purple marker appears 
under the playhead after 
the marker is added.

 5 「マーカー」ポップアップメニューから「編集」を選択します（または、Command ＋ E キーを押します）。

マーカーを編集できるダイアログが表示されます。

 6 「名前」フィールドにチャプタマーカーの名前を入力します。

チャプタマーカーの場合、この名前は出力メディアファイルに表示されるため、「QuickTime Player」および再生
デバイスで確認できます。 

 7 チャプタマーカーにイメージを割り当てたい場合は、「イメージ」ポップアップメニューから以下のいずれかを選択し
ます：

 • ソースのフレーム：デフォルトでは、表示されるフレームには、マーカーが付いています。別のフレームをイメー
ジとして使用するには、別のタイムコード値を入力します。

 • ファイルから：イメージをイメージウェルにドラッグします。「選択」をクリックしてファイル選択ダイアログを開い
てから、静止画像ファイルを選択してマーカーに割り当てることもできます。

 8 「OK」をクリックします。

クリップからマーカーを取り除く

 1 取り除きたいマーカーに再生ヘッドを移動するには、「1 つ前のマーカーに移動」ボタンまたは「1 つ先のマーカー
に移動」コントロールをクリックします。

 2 マーカーを取り除くには、マーカーボタンをクリックし、ポップアップメニューで「マーカーを取り除く」を選びます
（または M キーを押します）。
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チャプタ・マーカー・リストを読み込む

 1 「プレビュー」ウインドウで、バッチ項目選択ポップアップメニューでクリップを選ぶか、目的のクリップがポップアッ
プメニューに表れるまでバッチ項目選択ボタンをクリックします。

 2 「マーカー」ポップアップメニューから「チャプタリストを読み込む」を選択します。

ファイルの選択ダイアログが表示されるため、ソース・メディア・ファイルのチャプタ・マーカー・ファイルを探して
選択できます。

 3 チャプタ・マーカー・ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

マーカーが読み込まれ、「プレビュー」ウインドウのタイムラインに追加されます。

参考：チャプタ・マーカー・リストを使って読み込まれたすべてのマーカーはチャプタマーカーとして設定されます
が、それらを Podcast マーカーや圧縮マーカーに変換することができます。必要に応じて、それらに URL やアー
トワークを追加することもできます。

重要：リストのタイムコード値は、ソース・メディア・ファイルのタイムコードに基づいている必要があります。

圧縮マーカーや Podcast マーカーを追加する
圧縮マーカーや Podcast マーカーを手動でクリップに追加するには、チャプタマーカーを追加し、そのマーカーを
編集します。

参考：Podcast では、チャプタマーカーと Podcast マーカーの両方を使うことができます。ただし、これらのチャ
プタには相違点があり、視聴者はチャプタマーカーを使って直接移動できますが、Podcast マーカーではできませ
ん。詳細については、46 ページの「マーカーとポスターフレームの概要」を参照してください。

手動でクリップに圧縮マーカーまたは Podcast マーカーを追加する
 1 「プレビュー」ウインドウで、「マーカー」のポップアップメニューから「チャプタ／ Podcast マーカーを表示」お

よび「圧縮マーカーを表示」項目を選択して、項目の横にチェックマークを付けます。

 2 マーカーを置く場所を決めるには、以下のいずれかを行います：

 • マーカーを追加したい場所に、再生ヘッドをドラッグします。

 • 再生ヘッドのタイムコードフィールドに、タイムコード値を入力します。

 3 マーカーを追加するには、「マーカー」ポップアップメニューで「マーカーを追加」を選びます（または M キーを押
します）。 

タイムラインに紫のチャプタマーカーが表示されます。

 4 「マーカー」ポップアップメニューから「編集」を選択します（または、Command ＋ E キーを押します）。
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マーカーを編集できるダイアログが表示されます。

 5 「タイプ」ポップアップメニューから「圧縮」または「Podcast」を選択します。

 6 「名前」フィールドにマーカーの名前を入力します。

参考：Podcast マーカーの名前は、出力には表示されません。

 7 リンクを追加するには、「URL」フィールドにインターネットアドレスを入力します。

出力を表示すると、その URL をクリックして、Web ブラウザを開いてその URL の Web サイトを表示することが
できます。 

 8 チャプタマーカーにイメージを割り当てるには、「イメージ」ポップアップメニューから以下のいずれかを選択します：

 • ソースのフレーム：デフォルトでは、表示されるフレームには、マーカーが付いています。別のフレームをイメー
ジとして使用するには、別のタイムコード値を入力します。

 • ファイルから：イメージをイメージウェルにドラッグします。「選択」をクリックしてファイル選択ダイアログを開い
てから、静止画像ファイルを選択してマーカーに割り当てることもできます。

 9 「OK」をクリックします。

タイムラインのマーカーが、圧縮マーカーになった場合は青に、Podcast マーカーになった場合は赤に変化します。
「前のマーカーに移動」ボタンと「次のマーカーに移動」ボタンを使えば、タイムラインのほかのマーカーを選択
して編集できます。

チャプタ・マーカー・リストを読み込むこともできます。これらのリストとしては、QuickTime TeXML フォーマット
（QuickTime ムービーファイル内に 3GPP 準拠の Timed Textトラックを作成するための XML ベースのフォー
マット）、またはプレーンテキストのチャプタ・リスト・ファイルを使うことができます。詳細については、50 ページ
の「プレーンテキストのチャプタ・マーカー・リスト」を参照してください。

プレーンテキストのチャプタ・マーカー・リスト
「Compressor」で読み込んでマーカーを作成できるタイムコードポイントのリストを作成できます。タイムコード値
は、トラックのビデオクリップのタイムコードと一致させる必要があります。タイムコード値のリストは、プレーン・テ
キスト・ファイルにする必要がありますが、これは TextEdit で作成できます（保存する際に、プレーンテキストを
選択します）。高度な機能を持ったワープロアプリケーションでリストを作成した場合は、必ずフォーマットされてい
ない、プレーンの ASCII テキストファイルで保存してください。 
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ファイルは以下のルールに従う必要があります：

 • マーカーごとに改行し、各行は「00:00:00:00」フォーマットのタイムコード値で始まっている必要があります。こ
れらの値でマーカーの位置が特定されます。

 • タイムコード値の後には、マーカーの名前を入力できます。カンマ、スペース、タブ文字を使って、タイムコード
値とマーカーの名前を分離できます。

 • タイムコード値で始まらない行は無視されます。このため、リストにコメントを追加してもかまいません。

 • タイムコード値は、時間順にリストする必要はありません。

ポスターフレームを設定する
「Compressor」を使って、ムービーにポスターフレームを設定できます。ポスターフレームは、「iTunes」のリス
トでそのムービーを表すフレームです。ポスターフレームを設定しないと、ムービーの最初のフレームから 10 秒後
のフレームが使用されます。

ポスターフレームを設定する

 1 「プレビュー」ウインドウで、タイムラインの再生ヘッドをポスターフレームにしたいフレームに合わせます。

 2 「マーカー」ポップアップメニューから「ポスターフレームを設定」を選択します。

中央に点のある縦線がタイムラインに表示されます。

再生ヘッドをポスターフレームに移動する

 m 「プレビュー」ウインドウで、「マーカー」ポップアップメニューから「ポスターフレームへ移動」を選択します。 

参考：この設定は、ポスターフレームが未設定の場合は使用できません。

ポスターフレームの設定を取り除く

 m 「プレビュー」ウインドウで、「マーカー」ポップアップメニューから「ポスターフレームを消去」を選択します。 

参考：この設定は、ポスターフレームが未設定の場合は使用できません。



 第 4 章    設定を割り当ててメディアをプレビューする 52

メディアをプレビューする

プレビューの概要
「プレビュー」ウインドウには 2 つの主要な役割があります。トランスコードを実行する前にバッチ項目を再生して、
フィルタ等の適用前後のクリップを比較し、出力メディアファイルの品質が十分なものかどうかを確認することができ
ます。

「プレビュー」ウインドウを使ってクリップの元のバージョンと出力されるバージョンを比較すれば、変更の結果をそ
の場で表示させながら作業できます。バージョンを比較すれば、トランスコードにリソースと時間をかける前に、ファ
イルに割り当てた設定の効果を確認することができます。この機能を使って、出力メディアファイルの品質を確認し
ます。

Original version of the clip

Scaled, cropped, and 
filtered version of the clip

また、「プレビュー」ウインドウでプレビュー領域を大きくしたり、手動で I フレームを追加したり（MPEG-1 および 
MPEG-2 のみ）、インマーカーとアウトマーカーを使って、メディアファイルのトランスコード範囲を指定したりする
ことができます。

メディアをソースとしてまたは適用した設定でプレビューする
「プレビュー」ウインドウで元のソース・メディア・ファイル、または設定を割り当てたソース・メディア・ファイル
を再生できます。ソース・メディア・ファイルは、ファイル名のリストとして表示されます。ソース・メディア・ファ
イルに適用されたすべての設定は、ファイル名の下にすぐにリストされるため、簡単に特定することができます。元
のソース・メディア・ファイルと設定を割り当てたソース・メディア・ファイルのどちらを表示するかによって、「プレ
ビュー」ウインドウに表示されるオプションが異なります。

重要：「インスペクタ」の「エンコーダ」パネルと「フレームコントロール」パネルで行った設定は、プレビューで
きません。プレビューできるのは、「フィルタ」パネルと「ジオメトリ」パネルで行った設定のみです。「エンコーダ」
パネルと「フレームコントロール」パネルで行った設定をプレビューするほかの方法の詳細については、57 ページ
の「クリップの一部をトランスコードする」を参照してください。

ソースメディアファイルをプレビューする

 1 「プレビュー」ウインドウがデフォルトで表示されない場合は、「ウインドウ」＞「プレビュー」と選択して開きます。

ヒント：ファイルを「プレビュー」ウインドウで 1 手順で開くには、バッチウインドウでジョブにあるソース・メディ
ア・ファイルをダブルクリックします。
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 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「バッチ項目」ポップアップメニューからソース・メディア・ファイルを選択します（ファイル名で特定します）。

A setting applied to the source 
media file “Nancy at table CU 
5.” The checkmark indicates
that this is currently being 
viewed in the Preview window.

Selects the default
color bars image.

The original source
media file “Nancy
at table CU 5”

 • ポップアップメニューに目的のソース・メディア・ファイルが表示されるまで「バッチ項目選択」ボタンをクリック
します。

 • バッチウインドウでジョブにあるソース・メディア・ファイルを選択します。

ソースビューボタンのみ使えます（設定ビューボタンは淡色表示になっています）。これは、通常のソース・メディ
ア・ファイルを選択したためです。したがって、画面分割スライダもクロップバーもない、クリップの内容のみの
画面が表示されます。

 3 プレビュー画面のサイズを「プレビュー拡大／縮小」ポップアップメニューから選ぶか、または「プレビュー」ウイ
ンドウのハンドルを、好きなサイズになるようドラッグします。

この設定は、実際の出力メディアファイルの表示フレームサイズには影響しません。出力メディアファイルの表示フ
レームサイズは、「インスペクタ」ウインドウの「ジオメトリ」パネルでのみ設定することができます。

 4 選択したソースメディアファイルをプレビューするには、再生ボタンをクリックします。

「Final Cut Pro」からのファイルなど、マーカーがすでに追加されたソースメディアファイルでは、マーカーがタイ
ムラインに表示されます。このマーカーは、必要に応じて管理できます。詳細については、46 ページの「マーカー
とポスターフレームの概要」を参照してください。

「プレビュー」ウインドウを使って、Dolby Digital Professional（AC-3）ファイルを再生できます。「Compressor」
には、Dolby Digital デコーダが付属しているため、AC-3 ソース・メディア・ファイルをバッチに追加して再生す
る際、コンピュータのスピーカーを使って試聴することができます。3 つ以上のチャンネルを含む AC-3 ファイルの
ミックスダウンバージョンを再生できる内蔵ステレオスピーカーから、USB や FireWire 出力に接続する外部のサラ
ウンドスピーカーにいたるまで、あらゆるスピーカーに対応できます。

重要：「Compressor」が Dolby Digital オーディオファイルをデコードするため、コンピュータの光出力を使って 
Dolby Digital オーディオをプレビューすることはできません。

エンコーダの設定は「プレビュー」ウインドウでリアルタイムにプレビューできないため、この機能は Dolby Digital 
Professional エンコーダを使っている場合に重要です。プレビューできない代わりに、エンコードした AC-3 ファイ
ルをバッチに追加して再生し、そのエンコーダの設定で問題ない結果が得られることを確認できます。この目的で短
いテストクリップを作成する方法の詳細については、57 ページの「クリップの一部をトランスコードする」を参照し
てください。
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割り当てた設定でクリップをプレビューする
「Compressor」の「プレビュー」ウインドウでは、フィルタやフレームのサイズ変更など、作成する設定のエフェ
クトを確認できます。また、メディアファイルをリアルタイムでプレビューしながら、設定の属性を調整できます。

 1 「プレビュー」ウインドウが表示されない場合は、「ウインドウ」＞「プレビュー」と選択して開きます。

ヒント：クリップを「プレビュー」ウインドウで簡単に開くには、「バッチ」ウインドウでジョブのターゲット（設定を
含む）をダブルクリックします。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「バッチ項目」ポップアップメニューから設定を選択します（ソースファイル名ではなく、字下げされている設定名
です）。

 • ポップアップメニューに目的のクリップ（設定を適用済み）が表示されるまで、バッチ項目選択ボタンをクリックし
ます。

 • バッチウインドウで、ジョブにあるクリップの設定を選択します。

ソース／設定の両方のビューボタンが有効になっていて、表示を切り替えることができます。設定を選択したため、
「プレビュー」ウインドウでは画面分割スライダおよびクロップ境界を使うことができます。

「プレビュー」ウインドウに、選択したソースメディアファイルの最初のフレームが表示されます。また、選択した設
定のタイトルがバッチ項目のポップアップメニューに表示されます。画面の左半分（ソースビュー）にはソースメディ
アファイルが元のフォーマットで表示され、右半分（出力ビュー）には、選択したフィルタおよびその他の設定属性
を適用した場合の出力イメージが表示されます。

Output view

Batch Item
selection buttons

Source view

Batch Item pop-up menu
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 3 「プレビュー」ウインドウの右上隅の設定ビューボタンをクリックして、設定が割り当てるために以下のいずれかを
行います： 

Split-screen slider

Source View and 
Setting View buttons

Cropping boundary 
and handles

Split-screen divider

Cropping dimensions 
(also seen in Source 
Inset fields in the 
Geometry pane)

Batch Item 
pop-up menu

Preview Scale 
pop-up menu

 • 画面のサイズを「プレビュー拡大／縮小」ポップアップメニューから選ぶか、または「プレビュー」ウインドウを、
好きなサイズになるようドラッグします。

この設定は、実際の出力メディアファイルの表示フレームサイズには影響しません。出力メディアファイルの表示
フレームサイズは、「インスペクタ」ウインドウの「ジオメトリ」パネルでのみ設定することができます。

参考：「プレビュー」ウインドウで表示しながら設定（「ジオメトリ」パネル）のフレームサイズを調整する場合、
フレームサイズはその通りにサイズ変更されない場合があります。この場合、「バッチ項目」ポップアップメニュー
から「サンプルムービー」または異なるターゲットを選択してから、再度このターゲットを「バッチ項目」ポップ
アップメニューから選択します。正しいフレームサイズで表示されます。

 • 画面の上辺に沿って画面分割スライダを左右にドラッグし、画面分割スライダを動かして、クリップのポスト・ト
ランスコードの様子を表示する部分を、増やしたり減らしたりします。

 • クロップ境界を使って、出力メディアファイルの表示フレームサイズを調整します。 

ソースと設定の表示切り替えボタンをクリックして、クロップの結果を確認できます。

参考：クリップイメージをクロップして小さくするほど、出力イメージの倍率は大きくなります（ソースファイルでの
設定ではなく、出力アスペクト比の設定によってフレームのジオメトリが決められるためです）。これは、イメージ
でのズームインと同様です。ピクセルは大きくなり、全体のイメージが粗くなります。フレーム固有のサイズまで
引き伸ばされたときに、イメージが元のサイズを大きく超えるほどクロップされすぎないよう気をつけてください。
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 • 「インスペクタ」で、「フィルタ」ボタンをクリックしてフィルタリストを表示します。調整したいフィルタを選択し、
必要な変更を行います。 

Click the Setting View button to see 
the effect of the selected filter.

Selected filter settings 
are displayed in the 
Preview window.

参考：メディアファイルのフィルタ設定のエフェクトをプレビューするには、フィルタリストでその特定のフィルタの
チェックボックスを選択されていることを確認してください。選択しないと「プレビュー」ウインドウでフィルタが
認識されないため、ジョブのトランスコード設定にはそのフィルタが含まれません。選択したフィルタには、フィ
ルタリストで名前の横にチェックマークが付きます。

 • 出力メディアファイルの表示フレームをソースメディアファイルとは異なるサイズにする場合は、「インスペクタ」ウ
インドウの「ジオメトリ」パネルを開き、「フレームサイズ」ポップアップメニューからプリセット値を選択するか、
「フレームサイズ」フィールドに値を入力します。

Cropping dimensions 
(also displayed in the 
Inspector window when 
you drag cropping bars)

参考：MPEG-2 の表示フレームサイズは、MPEG-2 の仕様に基づいて定められているものに限定されます。
MPEG-2 では、出力サイズ関連の項目は使用できません。
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 4 クリップを再生するには、「プレビュー」ウインドウで再生ボタンをクリックします。

以上の設定の詳細については、52 ページの「プレビューの概要」を参照してください。

クリップの一部をトランスコードする
ジオメトリ（クロップと拡大／縮小）とフィルタ調整は「プレビュー」ウインドウですぐに表示されますが、「エンコー
ダ」パネルと「フレームコントロール」パネルの設定は表示されません。「エンコーダ」パネルと「フレームコント
ロール」パネルの設定をプレビューするには、ソース・メディア・ファイルの小さな一部分でテスト・トランスコー
ドを実行します。

「プレビュー」ウインドウでイン／アウト点を設定し、メディアファイルの全部ではなく一部分をトランスコードするこ
とができます。

メディアファイルの一部を指定してトランスコードする

 1 「プレビュー」ウインドウがデフォルトで表示されない場合は、「ウインドウ」＞「プレビュー」と選択して開きます。

 2 イン点を設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • イン点を適切な位置までドラッグします。

 • トランスコードしたい範囲の始点まで再生ヘッドをドラッグしてから、イン点設定ボタンをクリックします。

Set In Point button

In point

Set Out Point button

Playhead 

Out point

 3 アウト点を設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

 • アウト点を適切な位置までドラッグします。

 • トランスコードしたい範囲の終点まで再生ヘッドをドラッグしてから、アウト点設定ボタンをクリックします。

参考：ソース・メディア・ファイルのトランスコードする部分をイン点とアウト点を使って指定する場合、ファイルの
ジョブに割り当てられているすべてのターゲットにその指定が適用されます。ソース・メディア・ファイルをバッチに
何度も追加して複数のジョブを作成し、ジョブごとに異なるイン点とアウト点を設定できます。

メディアファイルの中でトランスコードされるのは、設定した 2 つの点の間の部分だけです。クリップの残りの部分
はトランスコードされません。

メディアファイルをトランスコードする方法については、131 ページの「ジョブ、ターゲット、およびバッチの概要」
を参照してください。
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「プレビュー」ウインドウ
「プレビュー」ウインドウには以下のコントロールがあります：

Timeline controls

Preview area

Source View and 
Setting View buttons

Preview Scale pop-up menu

In and Out controls

Transport controls

選択コントロールと表示コントロール
バッチ項目選択コントロールは、「プレビュー」ウインドウに表示する特定の項目を「バッチ」ウインドウから選択す
るのに使います。「プレビュー」ウインドウのサイズを変更したり、ソース表示と設定表示を切り替えたりすることも
できます。

 • バッチ項目選択ボタン：これらのボタンを使って、プレビューに表示できるソースメディアファイルおよびクリップ
（それらの設定も含む）の選択を、前後に切り替えることができます。クリックしてリストから順次選ぶと、選択
されたバッチ項目がバッチ項目ポップアップメニューに表示されます。

Batch Item 
selection buttons

Batch Item pop-up menu

 • バッチ項目ポップアップメニュー：プレビューするソース・メディア・ファイル（設定が割り当てられているかに関
係なく）を選択します。

 • プレビューの拡大／縮小ポップアップメニュー：プレビュー画面のサイズを調整します。「100%」、「75%」、「50%」
の 3 つの設定がありますが、「プレビュー」ウインドウのサイズ変更コントロールをドラッグすると、好きなサイズ
に設定することができます。

 • ソースビューボタンと設定ビューボタン：これらのボタンを使って、選択したバッチ項目のプレビューの表示をソー
スのアスペクト比とサイズに合わせるか、設定のアスペクト比とサイズに合わせるかを指定します。ソースビュー
ではクロップ境界が表示されるので、クロップされる端（1 つまたは複数）を決めるのに使えます。設定ビューで
は、クロップ後のバージョンのメディアを、設定に指定されているアスペクト比とサイズでプレビューできます。 
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イン／アウトコントロール
バッチ項目を選択したら、イン／アウトコントロールを使用してイン点とアウト点のタイムコード情報を表示および変
更できます。

Sets In point to current 
playhead position.

In point timecode Out point timecode

Sets Out point to current 
playhead position.

 • イン点／アウト点のタイムコードフィールド：イン点とアウト点の正確な位置を、「時：分：秒：フレーム」の標
準的なタイムコードフォーマットで表示できます。フィールドを選択して新しい値を入力すれば、手動で変更できま
す。新しい値が入力されると、そのタイムラインのイン点またはアウト点が現在のバッチ項目中の指定されたポ
イントへ移動します。

参考：ソース・メディア・ファイルにタイムコードトラックが含まれている場合は、イン点のタイムコードのフィー
ルドとアウト点のタイムコードのフィールドに、クリップの開始および終了のタイムコード値がそれぞれ表示されま
す。そうでない場合、タイムコードは 00:00:00:00 から開始します。

 • イン点／アウト点ボタン：イン点を設定するボタンおよびアウト点を設定するボタン（タイムコードのフィールドの
横にあります）を使用して、イン点およびアウト点を設定できます。（ドラッグしてイン点とアウト点を設定するこ
ともできます。下の「タイムラインコントロール」のセクションを参照してください。）

 • ソース／出力の情報：クリップのフレームサイズとフレームレートが、「プレビュー」ウインドウの左下コーナー
に表示されています。クリップの継続時間（イン点からアウト点まで）は、右下コーナーに表示されます。ソース
ビューボタンが有効のときは、フレームサイズとフレームレートはソース・メディア・ファイルを示しています。設
定ビューボタンが有効のときは、フレームサイズとフレームレートはこのパッチ項目の設定を示します。

参考：クリップの合計継続時間（イン点とアウト点がない）を表示するには「バッチ」ウインドウでソースファイ
ルを選択し、「インスペクタ」ウインドウ（「ウインドウ」＞「インスペクタを表示」と選択）を開きます。

プレビュー領域コントロール
プレビュー領域には、現在選択されているバッチ項目が表示されます。

Split-screen slider

Cropping boundary

Cropping handle for 
the lower-right corner

Cropping dimensions 
(also seen in Source 
Inset fields in the 
Geometry pane)

 • 画面分割スライダ：プレビュー領域の上辺に沿って画面分割スライダを適宜ドラッグし、ソース・メディア・ファ
イル（左側）と出力メディアファイル（右側）とを比較して表示します。画面分割は、上部にあるスライダの位置
だけでなく、イメージを縦に 2 分割する垂直線によっても示されます。
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 • クロップ境界：クロップ境界はソースビューでのみ表示されます。出力メディアファイルをクロップしたい向きに、
ハンドルを使って赤い境界線や隅をドラッグします。クロップしない方向の寸法を保ちながら作業したい場合は、
真ん中のハンドルを使ってフレームの 1 片全体をドラッグします。フレームをクロップするのに合わせて、プレ
ビュー領域に新しい値（上下左右）が表示されます。また、「インスペクタ」ウインドウを開いていて、バッチの
ターゲットが選択されている場合は、「ジオメトリ」パネルのクロップの各フィールドの値も同様に変化するのを
確認できます。クロップ境界設定の結果を表示するには、設定ビューを選択します。

タイムラインコントロール
タイムラインコントロールには、設定されているすべてのマーカーや現在のイン点、アウト点など、クリップに関する
情報が表示されます。タイムラインは、特定のフレームに再生ヘッドを移動したり、イン点やアウト点を設定したり
するのにも使えます。 

Playhead

MarkerPlayhead timecode 

In point Out point

 • 再生ヘッドのタイムコード：タイムラインでの再生ヘッドの位置が、「時：分：秒：フレーム」の標準的なタイム
コード表示で表示されます。別の値を入力すると、再生ヘッドをタイムライン上の特定の位置に正確に移動するこ
とができます。

参考：ソースメディアファイルにタイムコードトラックが含まれている場合は、そのクリップのタイムコードが再生
ヘッドのタイムコードのフィールドに表示されます。それ以外の場合は、タイムコードは 00:00:00:00 から開始し
ます。

 • イン点とアウト点：イン点またはアウト点を別の場所にドラッグすることで、新しいイン点とアウト点を設定できま
す。イン点とアウト点を変更すると、「プレビュー」ウインドウ下部のイン点とアウト点のタイムコードフィールドが
アップデートされます。イン点を設定するボタンおよびアウト点を設定するボタンを使って、新しいイン点とアウト
点を設定することもできます。上の「イン／アウトコントロール」セクションを参照してください。

重要：イン点やアウト点は、トランスコードが終了した後は保存されません。「履歴」ウインドウからバッチを再
実行したい場合は、もう一度クリップにこれらの点を適用する必要があります。詳細については、144 ページの
「バッチ情報を「履歴」ウインドウに表示する」を参照してください。イン点およびアウト点は、設定ではなく
ソースメディアファイルに割り当てられます。これにより、現在のバッチのソースメディアファイルに関連するほか
の設定すべてについて、イン点およびアウト点の位置が同じになります。

 • 再生ヘッド：表示されているフレームがクリップ内のどこにあるかを示します。再生ヘッドをドラッグして、クリッ
プ中の特定の場所にすばやく移動することができます。

 • マーカー：マーカーがクリップ内のどこに置かれているかを示します。マーカーの色はマーカーのタイプを示して
います。

 • 青：手動で追加する圧縮マーカー

 • 紫：チャプタマーカー（出力メディアファイルでチャプタごとやビジュアルアートワークごとに移動する際に使う
ことができる名前付きのマーカー）

 • 赤：Podcast マーカー（出力メディアファイルでチャプタごとやビジュアルアートワークごとに移動する際に使
うことができる名前付きのマーカー）

 • 緑：編集／カットマーカー（「Final Cut Pro」のシーケンスの編集点に自動的に追加される圧縮マーカー）

 • 中央に点のあるグレイのバー：ポスターフレーム（このファイルのポスターフレームとして選択したフレームを
示すバー）

詳細については、46 ページの「マーカーとポスターフレームの概要」を参照してください。
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トランスポートコントロール
再生ヘッドを、前後のマーカーまたはイン点／アウト点の位置まで正確に移動させます。設定してあるマーカーの間
をすばやく移動させるのに便利です。また、再生ヘッドをクリップの先頭／末尾にすばやく動かすのにも使えます。

Play/Pause Move to Next Marker

Move to Previous Marker

Fast ForwardFast Backward

Playback Loop Mode

 • 再生／一時停止ボタン：クリップの再生を開始／停止します。再生を停止すると、再生ヘッドはそのときの位置
にとどまります。クリップのスタートに戻すには、再生ヘッドを最初までドラッグするか、「1 つ前のマーカーに移
動」ボタンをクリックする必要があります。

 • 前のマーカーに移動／次のマーカーに移動ボタン：再生ヘッドを前後のマーカーまたはイン点／アウト点に移動
するか、1 つ前／ 1 つ先のマーカーがない場合には、クリップの先頭または末尾に移動します。

 • 高速巻き戻し／先送りボタン：前後どちらの方向にも、通常の 2 倍の速度でクリップを再生できます。再生中に
これらのいずれかのボタンをクリックした場合、2 回目のクリックで再生が通常の速度に戻ります。

 • ループ再生モードボタン：メディアが繰り返し再生されます。

「マーカー」ポップアップメニュー
「マーカー」ポップアップメニューを使用して、クリップのマーカーを管理します。どの設定でもマーカーを使うこと
ができますが、出力ファイルにそれらのマーカーが表れるのは、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4（Podcast 用に
構成する場合）、H.264（Apple デバイス用）、QuickTime ムービーの出力ファイルフォーマットが使用される場
合のみです。詳細については、46 ページの「マーカーとポスターフレームの概要」を参照してください。

「マーカー」ポップアップメニューから項目を選択して、マーカーとポスターフレームを追加したり、取り除いたり、
表示したり、隠したり、編集したりします。

 • チャプタリストを読み込む：ソース・メディア・ファイルのチャプタマーカーの時間リストを含むファイルを読み込
むことができる、ファイルの読み込みダイアログを開きます。詳細については、49 ページの「圧縮マーカーや 
Podcast マーカーを追加する」を参照してください。

 • マーカーを追加／マーカーを取り除く：表示されるオプションは、再生ヘッドがマーカー上にあるかどうかにより
変わります。

 • 再生ヘッドがマーカー上にない場合：「マーカーを追加」を選択すると、タイムライン上で再生ヘッドのそのと
きの位置に新しいマーカーが配置されます。

 • 再生ヘッドがマーカー上にある場合：「マーカーを取り除く」を選択すると、そのマーカーが削除されます。

 • 編集：再生ヘッドがマーカー上にある場合にのみ選択できます。「編集」を選択するとダイアログが開き、マー
カータイプを設定したり URL やイメージを割り当てたりできます。詳細については、49 ページの「圧縮マーカー
や Podcast マーカーを追加する」を参照してください。

 • チャプタ／ Podcast マーカーを表示：チャプタマーカーおよび Podcast マーカー（名前付き）をタイムライン
に表示するかどうかを指定します。チェックマークがついている場合は表示されます。
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 • 圧縮マーカーを表示：圧縮マーカー（名前なし）をタイムラインに表示するかどうかを指定します。チェックマー
クがついている場合は表示されます。

 • 編集／カットマーカーを表示：「Final Cut Pro」など、ほかのアプリケーションによって編集点に自動的に配置さ
れたマーカーをタイムラインに表示するかどうかを指定します。チェックマークがついている場合は表示されます。

 • ポスターフレームを設定：この項目を選択すると、現在のフレームがポスターフレーム（「iTunes」や Finder 
などのアプリケーションで、ビデオまたはオーディオ・メディア・ファイルや Podcast チャプタを表す静止画）に
なります。デフォルトでは、ビデオファイルの最初のフレームがポスターフレームになります。

 • ポスターフレームを消去：ポスターフレームのマーカーを削除します。

 • ポスターフレームへ移動：再生ヘッドをポスターフレームへ移動します。
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カスタム設定と出力フォーマットの概要
ソース・メディア・ファイルを別の出力フォーマットで圧縮する場合は、まず再生プラットフォーム（Apple デバイス、
DVD、Web、CD、およびキオスク）を選択する必要があります。プラットフォームを決定してから、そのプラット
フォームに適切な出力フォーマットを選択します。

 「Compressor」が提供する豊富なエンコーダを使って、あらゆるデジタル・ビデオ・フォーマットのソース・メディ
ア・ファイルを、それぞれ固有の属性が設定された以下の業界標準フォーマットを使用するようにトランスコードで
きます。「Compressor」でメディアをトランスコードするときに使用できるエンコーダを下の表に示します。

プラットフォーム 使用可能なビデオフォーマット 使用可能なオーディオフォーマット

iTunes および Apple デバイス H.264：64 ページの「iTunes および 
Apple デバイス出力の概要」を参照して
ください。

AIFF：98 ページの「AIFF の概要」を参
照してください。

MP3：101 ページの「MP3 の概要」を
参照してください。

YouTube、Facebook、Vimeo などの 
Web 配信

H.264：121 ページの「QuickTime メ
ディアファイルを作成する」を参照してく
ださい。

MPEG-1：105 ページの「Web 用の 
MPEG-1 ファイルを作成する」を参照して
ください。

H.264：121 ページの「QuickTime メ
ディアファイルを作成する」を参照してく
ださい。

MPEG-1：105 ページの「Web 用の 
MPEG-1 ファイルを作成する」を参照して
ください。

Blu-ray ディスク H.264：68 ページの「Blu-ray ディスク
を作成する」を参照してください。

AC-3（Dolby Digital Professional）：
71 ページの「Dolby Digital の概要」を
参照してください。

高精細度（HD）DVD MPEG-2：82 ページの「MPEG-2 の概
要」を参照してください。

AC-3（Dolby Digital Professional）：
71 ページの「Dolby Digital の概要」を
参照してください。

標準精細度（SD）DVD MPEG-1：106 ページの「DVD 用の 
MPEG-1 ビデオを作成する」を参照して
ください。

MPEG-2：82 ページの「MPEG-2 の概
要」を参照してください。

MPEG-1：107 ページの「DVD 用の 
MPEG-1 オーディオを作成する」を参照
してください。

AC-3（Dolby Digital Professional）：
71 ページの「Dolby Digital の概要」を
参照してください。

オーディオ CD AIFF：98 ページの「AIFF の概要」を参
照してください。

CAF：100 ページの「一般的なオーディ
オフォーマットの設定を作成する」を参照
してください。

MP3：101 ページの「MP3 の概要」を
参照してください。

AC-3（Dolby Digital Professional）：
71 ページの「Dolby Digital の概要」を
参照してください。

カスタム設定と出力フォーマット
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プラットフォーム 使用可能なビデオフォーマット 使用可能なオーディオフォーマット

DV ストリーム  128 ページの「DV ストリーム設定を作
成する」を参照してください。

QuickTime 書き出しコンポーネントファ
イル 

 125 ページの「QuickTime 書き出しコン
ポーネントの概要」を参照してください。

イメージ・シーケンス・ファイル  129 ページの「イメージ・シーケンス・ファ
イルを作成する」を参照してください。

既存のメディアファイルを DVD プロジェクトに変換する前に、ビデオを MPEG-1（SD プロジェクト専用）、MPEG-2
（SD および HD プロジェクト）、または H.264（HD プロジェクト専用）ファイルに変換する必要があります。
「Compressor」を使用すると、オーディオを Dolby Digital Professional（別名 AC-3）フォーマットにエンコー
ドすることができます。Dolby Digital Professional は、DVD ビデオディスクに採用される最も一般的な圧縮オー
ディオフォーマットの 1 つです。「Compressor」はまた、次の 2 つの特別な状況にも対応しています。

 • HD のソースを「Final Cut Pro」で編集して SD DVD を作成する場合のために、「Compressor」には高画
質のダウンコンバート機能が用意されています。解像度が 1080i または 720p の HD ソースでは、高画質のト
ランスコード処理を使用して SD MPEG-2 ビデオ出力ファイルを作成します。

 • DVD になるべく長時間のビデオを収める必要があり、ブロードキャストに適した品質でなくてもよい場合のため
に、「Compressor」には、DVD ビデオ互換の MPEG-1 フォーマットファイルを書き出す機能が用意されてい
ます。

iTunes および Apple デバイス出力

iTunes および Apple デバイス出力の概要
「Compressor」を使えば、iTunes 準拠の H.264 ファイルを作成できます。これらのファイルは、「iTunes」を
通して iPhone、iPad、iPod、または Apple TV で再生できます。

「Compressor」には、設定のプリセットが用意されています。これらは、「H.264（Apple デバイス用）」の「エ
ンコーダ」パネルを使って簡単に調整できるため、自分の必要性に合わせて最適なメディアファイルを作成できます。

その他の用途（Web ビデオなど）に使用するための H.264 ファイルの作成については、119 ページの「QuickTime 
ムービーの概要」を参照してください。DVD 用の H.264 ファイルの作成については、63 ページの「カスタム設
定と出力フォーマットの概要」を参照してください。

H.264 のワークフロー
H.264 は効率性と品質に優れているため、iPhone、iPad、iPod、Apple TV のビデオ制作ではさまざまな選択
肢を活用できます。デバイスオプションを選択する際に、再生できるデバイスの種類が多いファイルを作成するのか、
iPhone 4 など特定のデバイス専用のファイルを作成するのかを選択できます。

 • あらゆるデバイスと互換性のあるオプションを選択した場合、Apple TV のような高解像度デバイスでは高い再
生品質が得られません。一方、それらのオプションの利点は、ファイルのサイズが小さくなることです。

 • 高解像度デバイスにターゲットを絞ったオプションでは、それらのデバイスで高品質の再生結果が得られますが、
ファイルのサイズが大きくなってしまいます。

オプションを選択するときは、ビデオを再生したいデバイス、ビデオの内容、ファイルの配布方法を考慮に入れてく
ださい。

さらに、「プレビュー」ウインドウを使って、クリップのポスターフレームを割り当てることができます。詳細について
は、158 ページの「設定にフレームコントロールを適用する」を参照してください。ポスターフレームは、必要で
あれば「iTunes」で変更できます。詳細については、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

チャプタマーカーと Podcast マーカー
「Final Cut Pro」で作成されたチャプタマーカーは、QuickTime Player、iTunes（.m4v ファイル）、Final Cut Pro 
で認識できるほかの出力ファイルに渡されます（つまり転送されます）。
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また、出力ファイルに Podcast マーカーを追加することもできます。Podcast マーカーは、チャプタマーカーと同
様です（URL やアートワークを割り当てられます）。ただし、視聴者がそれらに移動することはできません。これら
のマーカーは、オーディオ Podcast でスライドショー機能を実行できるようにするために用意されているものです。
チャプタマーカーおよび Podcast マーカーの追加の詳細については、46 ページの「マーカーとポスターフレーム
の概要」を参照してください。

アスペクト比
「デバイス」ポップアップメニューでの選択内容によって、エンコードファイルの幅が決まります。「アスペクト比」ポッ
プアップメニューでの選択内容によって、エンコードファイルの縦が決まります。「Compressor」は、その縦の長
さに合うようにソースビデオを縦方向に拡大／縮小します。つまり、意図するアスペクト比に合わせて拡大／縮小さ
れることを見込んで、ソースビデオはアナモフィックである必要があります（縦長に見えます）。ネイティブのアスペク
ト比以外のアスペクト比に設定されている非アナモフィックビデオは、エンコードファイルでは歪んで表示されます。

重要：ソースビデオがレターボックスの場合は、黒帯を含むビデオフレーム全体に適合するアスペクト比を使用しま
す。使用しない場合、最終的な出力ファイルには歪みが見られます。自動クロップ機能を使えば、レターボックスの
黒帯を切り取ることができます。詳細については、166 ページの「ジオメトリの概要」を参照してください。

各デバイスオプションの「アスペクト比」ポップアップメニューには以下のオプションが表示されます：

 • 4:3

 • 16:9

 • 1.85:1

 • 2.35:1

各オプションの出力メディアファイルの高さはそれぞれ異なります。たとえば、「iPod / iPhone（VGA）」設定の場
合、「4:3」オプションでは 640×480 のファイルになり、「16:9」オプションでは 640×360 のファイルになります。

ソースのメディアファイルが DV NTSC または HDV のいずれかで、ソースのメディアファイルのアスペクト比が分
からない場合は自動ボタンをクリックします。このオプションは、ソースのメディアファイルのアスペクト比を解析し、
適切なピクセル値を判断します。

H.264 設定を作成する
出力メディアファイルを iPhone、iPad、iPod、Apple TV 対応にするには、「設定」タブの「Apple デバイス」
グループに用意されている標準設定を使用することをお勧めします。設定の適用については、32 ページの「ソース
メディアに設定を割り当てる」を参照してください。 

バッチテンプレートを使って、iPhone、iPad、iPod、Apple TV 対応のメディアファイルを作成することもできま
す。詳細については、14 ページの「簡単なバッチ・テンプレート・ワークフロー」を参照してください。

参考：iPhone および iPod の設定を使って作成したファイルは、Apple TV でも再生できます。 

H.264（Apple デバイス用）設定を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「H.264（Apple デバイス用）」を選択して、設

定を選択するか新しい設定を作成します。
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 2 「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「H.264（Apple デバイス用）」を選択します。

 3 以下のオプションから選択します：

 • 拡張子：このフィールドには、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから、または「設定」タブにある新
規設定の作成（+）ポップアップメニューから「H.264（Apple デバイス用）」出力フォーマットを選択すると、
H.264（Apple デバイス用）ファイルの拡張子（.m4v）が自動的に表示されます。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらにマルチパスのエンコーディングを実行する場合にの
み有効です。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディン
グ」を参照してください。

 • デバイス：このポップアップメニューに表示される次のデバイスオプションのいずれかを選択します：

 • iPod / iPhone（VGA）：このオプションでは、フレームの幅が 640 ピクセルのビデオ出力ファイルが作成さ
れます。

 • iPod / iPhone（アナモフィック）：このオプションでは、フレームの幅が 640（アナモフィック）ピクセルのビ
デオ出力ファイルが作成されます。

 • iPod / iPhone（QVGA）：このオプションでは、フレームの幅が 320 ピクセルのビデオ出力ファイルが作成
されます。

 • Apple TV SD：このオプションでは、フレームの幅が 640 ピクセル、ビットレート範囲が iPod / iPhone 640
（VGA）オプションで作成されるものよりも高いビデオ出力ファイルが作成されます。

 • Apple TV SD（アナモフィック）：このオプションでは、フレームの幅が 720（アナモフィック）ピクセルのビ
デオ出力ファイルが作成されます。

 • Apple TV HD：このオプションでは、アスペクト比が 4:3 に設定されている場合を除いて、フレームの幅が 
1280 ピクセルのビデオ出力ファイルが作成されます。アスペクト比が 4:3 に設定されている場合は、24 fps 
より高いフレームレートではビデオ出力ファイルのフレームサイズは 960×720（アナモフィック）ピクセルに
なり、それより低いフレームレートでは 1280×720（スクエア）ピクセルになります。

 • Apple TV（第 3 世代）：このオプションは、Apple TV（第 3 世代）および iPad（第 3 世代）向けです。フ
レームの幅が 1080 ピクセルのビデオ出力ファイルが作成されます。 

 • iPhone（ローカル / WiFi）：このオプションでは、フレームの幅が 480 ピクセルのビデオ出力ファイルが作
成されます。

 • iPhone（セルラー）：このオプションでは、フレームの幅が 176 ピクセルのビデオ出力ファイルが作成され
ます。
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 • iPad / Retina ディスプレイ搭載 iPhone：このオプションでは、フレームの幅が 1280 ピクセルのビデオ出
力ファイルが作成されます。

 • アスペクト比：このポップアップメニューから出力メディアファイルの正確なピクセル値を選択できます。選択可能
なオプションは、選択したデバイスオプションによって決まります。詳細については、64 ページの「iTunes およ
び Apple デバイス出力の概要」を参照してください。

「アスペクト比」設定には、自動ボタンもあります。自動ボタンをクリックすると、エンコーダでソースのビデオ
ファイルと一致するアスペクト比が選択されます。

重要：「アスペクト比」設定が自動モードのときは、さまざまな値からソースビデオ（およびこの出力フォーマッ
トがソースメディアファイルに適用されるときに決定して表示される値）に合わせて最適なものが自動的に選択
されます。最適な結果が得られるように、「アスペクト比」設定では自動モードを使うようにしてください。

Aspect Ratio
Automatic button

参考：デフォルトでフレームコントロール機能は自動に設定されています。「フレームコントロール」のリタイミング
コントロールは、ソースファイルがインターレースされている場合にのみ動作します。詳細については、157 ペー
ジの「フレームコントロールの概要」を参照してください。

 • フレームレート：このポップアップメニューで、下の一覧にあるオプションから選択できます。

「フレームレート」設定には、自動ボタンもあります。自動ボタンをクリックすると、エンコーダでソースのビデオ
ファイルと一致するフレームレートが選択されます。

Frame Rate
Automatic button

 • 29.97：NTSC ベースのビデオに使用

 • 25：PAL ベースのビデオに使用

 • 24：PAL ベースのビデオに使用

 • 23.98：NTSC ベースのビデオに使用

 • 15：Web ベースのビデオに使用

 • ビットレート：このスライダを使って、出力ビデオに使用するビットレートを選択するか、テキストフィールドに数
値を入力します。選択範囲は、「デバイス」設定によって異なります。選択すべき設定は、出力の用途によって決
まります。ビットレートが高いと画質は向上しますが、出力ファイルのサイズは大きくなります。

 • オーディオ：このポップアップメニューで、下の一覧にあるオーディオビットレートの 4 つのオプションから選択で
きます。
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 • なし：このオプションを使って、出力メディアファイルからオーディオを除外できます。

 • 24 Kbps：iPhone（セルラー）デバイスオプション用の 24 kbps のオーディオビットストリームを作成します。

 • 128 Kbps：128 kbps のオーディオビットストリームを作成します。

 • 256 Kbps：256 kbps のオーディオビットストリームを作成します。

 • フレーム同期：「フレーム同期」値はキーフレーム間隔とも呼ばれ、キーフレームが H.264 ストリームに挿入さ
れる頻度を示します。値を低くするほど、再生時にビデオをよりスムーズに操作（スクラブ）できます（キーフ
レームの間隔が短くなる）。値を高くするほど、圧縮効率が高くなります（キーフレームの間隔が長くなる）。指
定可能な範囲は、2 ～ 10 秒です。デフォルトは 5 秒です。

「フレーム同期」設定には、「自動」チェックボックスもあります。「自動」チェックボックスを選択すると、エン
コーダでソースのビデオファイルと一致するフレーム同期レートが選択されます。

 • マルチパス：2 パスの MPEG-2 エンコーディングと同様に、マルチパスでは最高品質が得られます。エンコー
ディングを短時間（1 パス）で行うためには、チェックボックスの選択を解除して、この機能をオフにします。

参考：分散処理も使用している場合は、ジョブのセグメント化をオフにした方がよい場合があります。詳細につい
ては、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディング」を参照してください。

 • Dolby 5.1 を含める：このチェックボックスで、Dolby Digital Professional 5.1 サラウンド・サウンド・オーディ
オ・トラックを、標準 AAC オーディオトラックだけでなく出力ムービーにも追加できます。この機能は、サラウン
ド・サウンド・オーディオを含むソースファイルから出力ファイルを作成する場合に使用できます。Dolby Digital 
Professional オーディオトラックは、適合する Dolby Digital デコーダをインストールしたシステムに接続してい
る Apple TV でのみ再生されます。その他のすべての場合は、AAC オーディオトラックが再生されます。

参考：「Dolby 5.1 を含める」チェックボックスを選択すると、ソースオーディオに 5.1 サラウンド・サウンド・オー
ディオが含まれている場合にのみ、純正 Dolby Digital Professional 5.1 サラウンド・サウンド・オーディオ・
トラックが作成されます。ソースオーディオにステレオ・オーディオしか含まれていない場合は、Dolby Digital 
Professional 5.1 サラウンド・サウンド・オーディオ・トラックの実際のオーディオチャンネルは 2 つだけです。

 4 「保存」をクリックします。

Blu-ray ディスクを作成する
「Compressor」には、特に Blu-ray および AVCHD ディスクに合わせて構成された H.264 の設定を簡単に作成
できる機能が含まれています。

Blu-ray（Blu-ray ディスク（BD）とも呼ばれます）は、高精細度（HD）のビデオの記録、再書き込み、および
再生を行うために開発されたフォーマットです。このフォーマットの記憶容量は従来の DVD の 5 倍以上あり、1 層
ディスクで最大 25 GB、2 層ディスクで 50 GB 記録できます。 

AVCHD ディスクは、赤色レーザーメディアに作成する簡易型の HD ディスクと考えることができます。作成される
ディスクは、AVCHD フォーマットと互換性のある Blu-ray ディスクプレーヤーで再生します。

H.264 は効率性と品質に優れているため、光学式ディスクの制作では目的に応じてさまざまな選択肢を活用でき
ます：

 • 標準精細度（SD）DVD でサポートされるビデオ解像度は、Blu-ray ディスクでもサポートされます。つまり、
Blu-ray ディスクは、映画本編などのメインコンテンツに HD ビデオ解像度ファイルを使用し、トレーラーや「メー
キング」ドキュメンタリーなどの付録部分に SD ビデオ解像度ファイルを使用することができます。
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 • 「Blu-ray ディスクを作成」ジョブ操作は、赤色レーザーメディアを使って AVCHD ディスクを作成するときに使
用できます。AVCHD ディスクには、AVCHD フォーマットと互換性のある Blu-ray ディスクプレーヤーで H.264 
ビデオを再生する方法が用意されています。

 • H.264 は SD ビットレートで HD ビデオを配信できるため、AVCHD ディスクの場合に予想される分より多くの 
HD コンテンツを通常の DVD-5 ディスクに記録できます。

H.264（光学式ディスク用）を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「H.264（Blu-ray 用）」を選択して、設定を選

択するか新しい設定を作成します。

 2 「インスペクタ」の「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「H.264（Blu-ray 用）」フォーマットを選択
します。

 3 設定を構成するには、以下のオプションから選択します：

 • 拡張子：「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから、または「設定」タブにある新規設定の作成（+）
ポップアップメニューから「H.264（Blu-ray 用）」出力フォーマットを選択すると、H.264（Blu-ray 用）ファイ
ルの拡張子（.264）が自動的に表示されます。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらにマルチパスのエンコーディングを実行する場合にの
み有効です。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディン
グ」を参照してください。

 • ストリームの用途：このポップアップメニューを使って、H.264 ストリームの用途を選択できます。「Compressor」
は、選択した用途に基づいてビットレート範囲の設定を変更します。 

 • Blu-ray：ストリームを使って標準の Blu-ray ディスクを作成する場合は、このオプションを選択します。

 • AVCHD：ストリームと「Blu-ray ディスクを作成」ジョブ操作を使って、標準の DVD 作成装置で AVCHD 
ディスクを作成する場合は、このオプションを選択します。このディスクは、AVCHD フォーマットと互換性の
ある Blu-ray ディスクプレーヤーで再生できます。AVCHD ディスクには、最大 50 チャプタマーカーまで設定
できます。

 • ビデオフォーマット：このポップアップメニューで、下の一覧にある 4 つのオプションから選択できます。4 つの
項目はすべて、HD プログレッシブフォーマットです。
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「ビデオフォーマット」設定には、自動ボタンもあります。自動ボタンをクリックすると、エンコーダでソースのビ
デオファイルに一致するビデオフォーマットが選択されます。

Video Format 
Automatic button

 • NTSC：このフォーマットは 480p と呼ばれます。59.94 fps で 720×480 のフレームサイズ、16×9 のアナ
モフィックフォーマットを使います。

 • PAL：このフォーマットは 576p と呼ばれます。50 fps で 720×576 のフレームサイズ、16×9 のアナモフィッ
クフォーマットを使います。

 • 720p：このフォーマットは、NTSC の場合は 59.94 fps、PAL の場合は 50 fps で、1280×720 のフレーム
サイズ、16×9 のフォーマットを使います。

 • 1920×1080：このフォーマットは 1080p と呼ばれます。NTSC の場合は 59.94 fps、PAL の場合は 50 fps 
で、1920×1080 のフレームサイズ、16×9 のフォーマットを使います。

 • フレームレート：このポップアップメニューから、出力メディアファイルのフレームレートを選択できます。

「フレームレート」設定には、自動ボタンもあります。自動ボタンをクリックすると、エンコーダでソースのビデオ
ファイルと一致するフレームレートが選択されます。

Frame Rate 
Automatic button

参考：「ビデオフォーマット」ポップアップメニューからフォーマットを選択すると、「フレームレート」ポップアップ
メニューは自動的に入力されます。

「フレームレート」ポップアップメニューの以下のオプションから選択します：

 • 23.98：NTSC ベースのビデオに使用

 • 25：PAL ベースのビデオに使用

 • 29.97：NTSC ベースのビデオに使用

 • 50：PAL ベースのビデオに使用

 • 59.94：NTSC ベースのビデオに使用

 • 標準ビットレート：このスライダを使って、出力ビデオに使用する標準ビットレートを選択するか、フィールドに値
を入力します。Blu-ray で使用可能な範囲は 5 Mbps ～ 30 Mbps までですが、H.264 での一般的なビデオの
ビットレートは 7 Mbps ～ 15 Mbps です。これは DVD ビットバジェットとソース・メディア・ファイルの性質に
応じて変わります。AVCHD ディスクで使用可能な範囲は 5 Mbps ～ 15 Mbps です。
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 • 最大ビットレート：Blu-ray ディスクの場合は 6 Mbps ～ 35 Mbps の範囲から、AVCHD ディスクの場合は 6 
Mbps ～ 17 Mbps の範囲から最大ビットレートを選択します。隣のフィールドにこの範囲内の数字を入力する
こともできます。「最大ビットレート」設定を「標準ビットレート」設定より低い値にすることはできません。一般
的には、最大ビットレートは標準ビットレートより最低でも 1 Mbps 高く設定し、ビットレートの変動への対応を
可能にし、品質を一定に保ちます。

 • マルチパス：このチェックボックスを選択して、マルチパスエンコーディングをオンにできます。2 パスの MPEG-2 
エンコーディングと同様に、マルチパスでは最高品質が得られます。エンコーディングを短時間（1 パス）で行う
ためには、チェックボックスの選択を解除して、この機能をオフにします。詳細については、234 ページの「ジョ
ブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディング」を参照してください。

 4 「別名で保存」をクリックします。

Dolby Digital Professional ファイル

Dolby Digital の概要
「Compressor」では、Dolby Digital Professional（AC-3）オーディオファイルのエンコードおよびバッチエン
コードに必要なツールを用意しています。

Dolby Digital Professional フォーマット（AC-3 とも呼ばれます）は、DVD ビデオディスクの一般的な圧縮オー
ディオフォーマットです。「Compressor」は、さまざまなフォーマットのマルチチャンネル・サウンドファイルに対
応しており、AC-3 エンコード処理を完全に制御できるようにします。Dolby Digital プログラムは、5 つの独立し
たフルレンジチャンネル（左、センター、右、左サラウンド、右サラウンド）のほか、「サブウーファー」とも呼ばれ
る重低音エフェクト（LFE）用の 6 つ目のチャンネルを持つ 5.1 チャンネルサラウンドサウンドを実現できます。サ
ラウンドのオプションには、4 つのチャンネル（左、センター、右、サラウンド）を持つ「Dolby サラウンド」もあ
ります。ただし、すべての AC-3 オーディオが 5.1 サラウンドサウンドというわけではありません。Dolby Digital 
Professional は、通常、ステレオファイルのサイズを大幅に減少させるようにステレオファイルをエンコードするの
に使用します。 

その他の出力フォーマットを使用したサラウンドサウンド・オーディオファイルの作成の詳細については、73 ページ
の「ファイルをサラウンドサウンド・チャンネルに割り当てる」を参照してください。

参考：「Compressor」では、ステレオ・オーディオファイルから 5.1 サラウンドサウンドを作成できないのでご注意
ください。5.1 サラウンドサウンドの AC-3 オーディオファイルを作成する場合は、まず 5.1 サラウンドサウンドで必
要な 6 つのオーディオチャンネルを作成する必要があります。チャンネルの作成には、「Compressor」ではなく、
ほかのアプリケーションを使用する必要があります。

Dolby Digital Professional AC-3 ファイルを設定およびエンコードする際に留意すべきいくつかの点を以下に示
します。

ソースメディアファイル
ソースメディアファイルから Dolby Digital Professional 出力ファイルをエンコードする際に注意すべきガイドライ
ンがいくつかあります。

フォーマットに応じて、ファイルにシングルチャンネル（モノラル）、デュアルチャンネル（ステレオ）、または複数
チャンネルを含めることができます。「Compressor」は、これらの構成すべてで Dolby Digital Professional を
サポートします。

Dolby Digital Professional エンコードに使用するためのサウンドファイルは、以下の規則に適合している必要が
あります：

 • すべてのソースファイルが同じ継続時間である必要があります。（長さが同じでない場合、「Compressor」は、
最長のファイルの継続時間に一致するように AC-3 ストリームの継続時間を設定します。）

 • すべてのファイルのサンプルレートが（DVD で必須の）48 kHz になっている必要があります。
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 • AC-3 ストリームのサンプリング数は、1536 の倍数になっている必要があります。選択した入力ファイルにそれ
だけのサンプリング数がない場合、「Compressor」はファイルの終わりにデジタルの無音部分を追加します。

参考：「Compressor」は、サンプルあたり最大 64 ビット浮動小数点までのサラウンドサウンドと高解像度オーディ
オのほか、さらに最大 192 kHz のサンプルレートが含まれている、あらゆる種類のソースファイルをサポートでき
ます。

エンコーダ設定をプレビューする
Dolby Digital Professional の「エンコーダ」パネルで行った設定はプレビューすることができません。USB や 
FireWire、その他コンピュータからの出力に外部のサラウンドサウンド・デバイスを接続している場合、異なるチャ
ンネルに割り当てられたオーディオを聞くことができますが、「ダイアログ正規化」や「圧縮プリセット」といった設
定は取り込まれません。

重要：オーディオ出力は Dolby Digital フォーマットではないため、光出力を使って各チャンネルに割り当てられて
いるオーディオを確認することはできません。

設定を確認するには、バッチを実行して、その結果を聞いてみるしかありません。設定が不確かな場合は、「プレ
ビュー」ウインドウを使い、テストとしてソースの一部分をエンコードしてください。詳細については、57 ページの
「クリップの一部をトランスコードする」を参照してください。

AC-3 ファイルをソースメディアファイルとして Compressor バッチに読み込むことができます。「Compressor」
には Dolby Digital デコーダが内蔵され、AC-3 ファイルをデコードするのに使用されます。このデコーダによっ
て、Dolby Digital Professional の「エンコーダ」パネルで行った変更が正しく適用されるので、外部の Dolby 
Digital デコーダを用意しなくても、エフェクトを確認することができます。また、AC-3 ファイルを別のフォーマット
にトランスコードすることもできます。

参考：コンピュータに外部のサラウンドサウンド・システムを接続していない場合、サラウンドサウンド AC-3 ファイ
ルはステレオにダウンミックスされます。

ステレオ・オーディオを Dolby Digital Professional フォーマットに変換する
ステレオソースメディアファイルからステレオ（2/0 L、R）Dolby Digital Professional（AC-3）ストリームをエ
ンコードするには、以下の手順に従います。

AC-3 ストリームをエンコードする
 1 「バッチ」ウインドウに、ソース・オーディオ・ファイルを追加します。 

詳しくは、17 ページの「読み込みの概要」を参照してください。

 2 「ファイル」＞「別名で保存」と選択し（または、Command ＋ Shift ＋ S キーを押し）、バッチの名前を入力し
て、保存先を選択した後、「保存」をクリックして、バッチを保存します。

 3 Dolby Digital Professional カテゴリから適切な Apple の設定をソース・オーディオ・ファイルに適用するには、
以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ターゲット」＞「設定を使って新規ターゲットを作成」と選択し、設定を選択して「追加」をクリックします。

 • 「バッチ」ウインドウで、Control キーを押したままジョブの空の部分をクリックし、ショートカットメニューから
「設定を使って新規ターゲットを作成」を選択し、設定を選択して「追加」をクリックします。

 • 「設定」タブから「バッチ」ウインドウのソース・オーディオ・ファイルのジョブに設定をドラッグします。

 4 「インスペクタ」ウインドウの「エンコーダ」パネルで、設定に調整を加えます。

詳細については、76 ページの「Dolby Digital Professional の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

参考：「Compressor」は、自動的にチャンネルをマッピングします。以下に例を示します：

 • ステレオ・ソースファイルを読み込み、このファイルにモノラル 1/0（C）オーディオコーディング・モードを適用
した場合：ファイルがダウンミックスされます。
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 • サラウンドオーディオコーディング・モードをステレオファイルに適用した場合：左右のチャンネルがそれぞれ左
フロント（L）チャンネルと右フロント（R）チャンネルにマッピングされ、コーディングモードのその他のチャン
ネルは無音のままになります。

 • ステレオファイルを左フロントまたは左（リア）サラウンドチャンネルに割り当てた場合：「Compressor」は左
チャンネルを選び、右チャンネルを無視します。

 5 「実行」をクリックします。

サラウンドサウンド・ファイルのエンコードの詳細については、73 ページの「ファイルをサラウンドサウンド・チャ
ンネルに割り当てる」を参照してください。「Compressor」を使用した AC-3 オーディオファイルの再生の詳細に
ついては、52 ページの「メディアをソースとしてまたは適用した設定でプレビューする」を参照してください。

ファイルをサラウンドサウンド・チャンネルに割り当てる
「Compressor」では、効率よくチャンネルを割り当てる方法があるので、時間を節約できます。サラウンドサウン
ド・チャンネルに個々に手動でオーディオファイルを割り当てることもできます。

サラウンド・オーディオ・ソース・ファイルをビデオファイルと組み合わせて、単一の Compressor ジョブを作成す
ることもできます。これは、サラウンド・オーディオ・ステム（サブミックス）が最終ピクチャ編集とは別個に作成
されるオーディオ・ポストプロダクション・ワークフローで役立ちます。「Compressor」は、このビデオおよび最
大 6 個のオーディオファイルを単一素材として処理します。たとえば、「DVD を作成」ジョブ操作を適用して、5.1 
チャンネルのサラウンドサウンド付き DVD を作成することができます。 

チャンネル識別子コードを使って自動的にサラウンドチャンネルにファイルを割り当てる

 1 これらのコードを使って、ターゲット・サラウンドチャンネルのチャンネル識別子コードを、各ソース・オーディオ・
ファイルのファイル名に付加します：

 • -L：左フロントチャンネル

 • -R：右フロントチャンネル

 • -C：センター・フロントチャンネル

 • -Ls：左サラウンドチャンネル

 • -Rs：右サラウンドチャンネル

 • -S：センター・サラウンドチャンネル

 • -LFE：低域効果音チャンネル（サブウーファー、LFE）

たとえば、AIFF ファイルを左サラウンドチャンネルに割り当てるには、ファイル名を filename-Ls.ai∂ と変更しま
す（ここで、filename はファイルの名前です）。ここに示すように、チャンネル識別子コードにはハイフンを含める
必要があります。

参考：Mac OS X では、.ai∂ のようなファイル拡張子を追加できます。拡張子を追加しても、このチャンネルを割
り当てる方法が無効になることはありません。

この手順は、「バッチ」ウインドウにファイルをドラッグする場合に限り有効です。「Compressor」アプリケーショ
ンアイコンにファイルをドラッグした場合、ジョブごとに個別のソースファイルとして表示されます。

参考：Dolby Digital Professional（AC-3）サラウンドストリームを作成する場合、すべてのチャンネルを一度に
使用することはありません。Dolby オーディオコーディングモードの図については、76 ページの「Dolby Digital 
Professional の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

 2 「バッチ」ウインドウに、名前を変更したソース・オーディオ・ファイルをドラッグします。

以下の条件が満たされると、「Compressor」は、単一のサラウンドソースメディアファイルとして「バッチ」ウイン
ドウに表示されているファイルのグループ全体を自動的に閉じます：

 • グループのファイル名が正しく付けられている。（上の一覧のチャンネル識別子コードを参照してください。）

 • グループのファイル数が 6 つ以下になっている。
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「インスペクタ」ウインドウに、各チャンネルに割り当てられたオーディオファイルが示されます。

Click a channel’s icon to 
change the file assigned 
to that channel.

参考：「インスペクタ」ウインドウでチャンネルのアイコンをクリックして、そのチャンネルに割り当てられているファ
イルを変更できます。

 3 Dolby Digital Professional カテゴリから適切な Apple の設定をソース・オーディオ・ファイルのジョブに適用す
るには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ターゲット」＞「設定を使って新規ターゲットを作成」と選択し、設定を選択して「追加」をクリックします。

 • 「バッチ」ウインドウで、Control キーを押したままジョブの空の部分をクリックし、ショートカットメニューから
「設定を使って新規ターゲットを作成」を選択し、設定を選択して「追加」をクリックします。

 • 「設定」タブから「バッチ」ウインドウのソース・オーディオ・ファイルのジョブに設定をドラッグします。

 4 「インスペクタ」ウインドウで必要な調整を行ってから、「実行」をクリックします。

「Compressor」が AC-3 サラウンド・オーディオストリームを作成します。「Compressor」を使用した AC-3 オー
ディオファイルの再生の詳細については、71 ページの「Dolby Digital の概要」を参照してください。

ソース・オーディオ・ファイルをサラウンドサウンド・ストリームのチャンネルに手動で割り当てる

 1 ソース・オーディオ・ファイルを読み込むには、以下のいずれかを行います：

 • 「ジョブ」＞「サラウンドサウンド・グループを使って新規ジョブを作成」と選択します（または、Command ＋ 
Control ＋ I キーを押します）。

 • 「バッチ」ウインドウの「サラウンドサウンドを追加」ボタンをクリックします。

 • Control キーを押したままバッチをクリックし、ショートカットメニューから「サラウンドサウンド・グループを使っ
て新規ジョブを作成」を選択します。

チャンネルを割り当てるインターフェイスが開きます。

 2 ソース・オーディオ・ファイルを特定のチャンネルに割り当てるには、以下のいずれかを行います：

 • 目的のソース・オーディオ・ファイルを、Finder から特定のチャンネル（たとえば「L」）のアイコンにドラッグ
します。

 • 特定のチャンネル（たとえば「L」）のアイコンをクリックし、「開く」ダイアログで、そのチャンネルに使用する
ソース・オーディオ・ファイルの場所を探します。
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これで、ファイルが「L」（左フロント）チャンネルに割り当てられます。

 3 サラウンドストリームに含めるソース・オーディオ・ファイルごとに、ステップ 2 を繰り返します。

参考：Dolby Digital Professional（AC-3）サラウンドストリームを作成する場合、すべてのチャンネルを一度に
使用することはありません。Dolby オーディオコーディングモードの図については、76 ページの「Dolby Digital 
Professional の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

 4 チャンネルを割り当てるインターフェイスへのソース・オーディオ・ファイルの追加を終えたら、「OK」をクリックし
ます。

サラウンドファイルのグループが「バッチ」ウインドウにサラウンド・ソース・メディア・ファイルの単一のジョブと
して表示されると共に、「インスペクタ」ウインドウにアイコンも示されます。

Click a channel’s icon to 
change the file assigned 
to that channel.

参考：「インスペクタ」ウインドウでチャンネルのアイコンをクリックして、そのチャンネルに割り当てられているファ
イルを変更できます。
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 5 Dolby Digital Professional カテゴリから適切な Apple の設定をソース・オーディオ・ファイルに適用するには、
以下のいずれかの操作を行います： 

 • 「ターゲット」＞「設定を使って新規ターゲットを作成」と選択し、設定を選択して「追加」をクリックします。

 • 「バッチ」ウインドウで、Control キーを押したままジョブの空の部分をクリックし、ショートカットメニューから
「設定を使って新規ターゲットを作成」を選択し、設定を選択して「追加」をクリックします。

 • 「設定」タブから「バッチ」ウインドウのソース・オーディオ・ファイルのジョブに設定をドラッグします。

 6 「インスペクタ」ウインドウで必要な調整を行ってから、「実行」をクリックします。

「Compressor」が AC-3 サラウンド・オーディオストリームを作成します。「Compressor」を使用した AC-3 オー
ディオファイルの再生の詳細については、71 ページの「Dolby Digital の概要」を参照してください。

ビデオファイルをサラウンド・オーディオ・ファイルと組み合わせて単一のソース・メディア・ファイルを作成する

 1 ソース・オーディオ・ファイルをサラウンド・サウンド・ストリームのチャンネルに手動で割り当てるには、上の手順 
1 ～ 5 に従ってください。

 2 「ビデオを追加」ボタンをクリックし、表示された「開く」ダイアログでビデオファイルを選択します。

参考：この機能が対応しているのは QuickTime ソース・メディア・ファイルのみです。イメージシーケンスには対
応していません。

 3 「インスペクタ」ウインドウで必要な調整を行ってから、「実行」をクリックします。

前述の自動割り当て方法を「ドロップレット」にまとめると、さらに効率よくチャンネルを割り当てることができます。
ドロップレットの詳細については、186 ページの「ドロップレットを作成する」を参照してください。

Dolby Digital Professional の「エンコーダ」パネル
ここでは、「インスペクタ」ウインドウの Dolby Digital Professional（AC-3）の「エンコーダ」パネルにある各
種タブについて詳しく説明します。

既存の設定を変更するか、または「設定」タブで新規設定を作成することによって、以下で説明するタブを使用して 
Dolby Digital Professional の設定を行います。「Dolby Digital Professional」パネルは、「オーディオ」タブ
が最前面で開きます。
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基本設定
以下の基本設定を使って、Dolby Digital Professional（AC-3）のジョブまたはバッチを設定します：

 • 拡張子：「ファイルフォーマット」ポップアップメニューや、「設定」タブの新規設定の作成（+）ポップアップメ
ニューから Dolby Digital Professional 出力フォーマットが選択されると、このフィールドに Dolby Digital 
Professional のファイル拡張子（.ac3）が自動的に表示されます。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
ジョブのセグメント化はオーディオ専用のエンコードには使用されないので、Dolby Digital Professional ファ
イルフォーマットを選択するとこのチェックボックスは淡色表示になります。詳細については、234 ページの「ジョ
ブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディング」を参照してください。

 • 「オーディオ」、「ビットストリーム」、および「プリプロセス」：これらのボタンを押すと、これから説明する「オー
ディオ」、「ビットストリーム」、および「プリプロセス」の各タブが開きます。

「オーディオ」タブ
Dolby Digital Professional の重要な設定にはすべて、「オーディオ」タブからアクセスできます。

 • ターゲットシステム：「Compressor」は、使用できる設定をターゲットシステムに該当するものに限定します。
「DVD Studio Pro」用にエンコードする場合は、「DVD ビデオ」を選択します。DVD オーディオオーサリン
グアプリケーション用にエンコードする場合にのみ「DVD オーディオ」を選択します。設定制限を解除するには、
「標準 AC-3」を選択します。

 • オーディオコーディングモード：エンコードストリームのオーディオチャンネルを指定します。この設定にも「自
動」ボタンがあります。

Audio Coding Mode
Automatic button
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たとえば、「3/2（L、C、R、Ls、Rs）」は、3 つのフロントチャンネル（左、センター、右）と 2 つのリアチャン
ネル（サラウンド）を意味します。「2/0（L、R）」は、実質的に標準のステレオファイルです。「オーディオコーディ
ングモード」は、使用可能な帯域幅およびサラウンド・チャンネル・プリプロセスなどの設定に影響します。「自
動」ボタン（「オーディオコーディングモード」ポップアップメニューの隣）をクリックすると、「Compressor」は
使用可能なソース・オーディオ・ファイルに基づいて、どのオーディオコーディングモードが最適かを判定します。

3/1 channels 3/0 channels

2/2 channels 1/0 channels
(LFE option not available)

2/1 channels 2/0 channels
(LFE option not available)

3/2 channels

LFE

LFE LFE

LFE LFE

LFE

L C R

Ls Rs

L R

Ls Rs

L R L R

S

L C R

S

C

LFE

L C R

参考：「オーディオコーディングモード」ポップアップメニューで、「S」は単一のリア・サラウンド・チャンネルを
表します。この図では、「LFE」は低域効果音（サブウーファーとも呼ばれます）を表します。詳細については、
73 ページの「ファイルをサラウンドサウンド・チャンネルに割り当てる」を参照してください。

 • 低域効果音（LFE）を使用：このチェックボックスを選択すると、エンコードされたストリームに LFE チャンネル
が含まれます（1/0 モノラルまたは 2/0 ステレオには使用できません）。

 • サンプルレート：サンプルレートを指定します。ビデオおよびオーディオ DVD オーサリング用のファイルはすべて、
DVD 仕様で要求される 48 kHz サンプルレートが指定されている必要があります。32 kHz および 44.1 kHz の
サンプルレートは、標準 AC-3 がターゲットシステムである場合に限り使用できます。

 • データレート：選択項目は、コーディングモードおよびターゲットシステムによって異なります。レートが高くなる
ほど、品質が向上します。AC-3 ストリームには、一定のデータレートがあります。448 kbps は 5.1 エンコード
のデフォルトで、この場合、1 分間の AC-3 オーディオには約 3.3 MB の記憶が必要です。ステレオエンコード
の場合、192 kbps および 224 kbps のレートが一般的であり、標準品質の結果が得られます。

 • ビットストリームモード：エンコードオーディオ素材をどのような目的で使用するかを定義します。この情報は、完
成したストリームに含められ、一部のデコードシステムで読み取ることができます。

 • ダイアログ正規化：最大変調のレベルを基準に、フルスケールデシベル（dBFS）を使って、サウンドファイル内
のダイアログの平均音声レベルを指定します。再生デバイスは、この情報を使って、さまざまな AC-3 ストリー
ム間で同一の音量を保持します。この目的は、ソースファイルに関係なく、AC-3 フォーマットでエンコードした
オーディオファイルの視聴レベルを同じにすることです。

異なるオーディオファイル（音量レベルがそれぞれ異なるファイル）を DVD にする場合は、「ダイアログ正規化」
機能を正しく使用することが特に重要です。各ファイルの平均レベルが分かっていれば、それぞれのファイルの
「ダイアログ正規化」フィールドに数値を入力します。たとえば、「Final Cut Pro」プロジェクトのダイアログが
オーディオメーターで平均およそ –12 dB であれば、「ダイアログ正規化」フィールドに「–12」と入力します。

参考：この正規化は DVD のオーディオストリーム間であって、個々のオーディオストリーム内ではありません。こ
のタイプの正規化では、オーディオ編集ツールを使用します。–1 dBFS ～ –31 dBFS の値を入力できます。入力
した値と 31 dBFS（標準的なダイアログの視聴レベル）の違いが、ソースオーディオが減衰される量になります。
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 • –31 dBFS と入力した場合：減衰量は 0 dB（31 dBFS–31 dBFS）になり、ソースオーディオレベルは影響
を受けません。

 • -27 dBFS と入力した場合：減衰量は 4 dB（31 dBFS–27 dBFS）になります。

 • -12 dBFS と入力した場合：減衰量は 19 dB（31 dBFS–12 dBFS）になります。 

ソースファイルの音量が大きいほど、入力する値は小さくなり、エンコードされたファイルの中で再生時に減衰さ
れるオーディオの量も多くなります。

ソースファイルのサウンドレベルが分からない場合、または何らかの理由で Dolby Digital Professional エン
コーダの影響をサウンドレベルに与えたくないという場合は、「ダイアログ正規化」に「–31」と入力し、「圧縮
プリセット」ポップアップメニュー（「プリプロセス」タブ内）から「なし」を選択します。

重要：「圧縮プリセット」設定のいずれかを使用する場合は、「ダイアログ正規化」を正しく設定することが不可
欠です。「圧縮プリセット」設定では、ダイアログの正規化後、オーディオが標準の視聴レベルである 31 dBFS 
になるものとします。これよりも一貫してレベルが大きいと、音に歪みが生じ、不安定なレベルになります。

「ビットストリーム」タブ
以下の設定は完成したストリームに保存され、再生デバイスで使用できるようになります。特定の技術的な理由から
変更する場合を除き、このタブの値はデフォルトのままにしておいてください。

 • センターダウンミックス、サラウンドダウンミックス：エンコードされたオーディオにこれらのチャンネルがあるも
のの、プレーヤーにはない場合、チャンネルは指定のレベルでステレオ出力にミックスされます。

 • Dolby サラウンドモード：2/0（ステレオ）モードをエンコードする場合に、信号が Dolby サラウンド（Pro 
Logic）を使用するかどうかを指定します。

 • コピーライトが存在：このチェックボックスを選択すると、このオーディオにコピーライトが存在することを指定し
ます。

 • コンテンツはオリジナル：このチェックボックスを選択すると、このオーディオがオリジナルのソースからのもので
あり、コピーではないことを指定します。

 • オーディオ製品情報：このチェックボックスを選択して、以下のフィールドに入力し、エンコードされたオーディオ
コンテンツをミックスした方法を指定します。再生デバイスは、この情報を使って出力設定を調整できます。

 • ピークミキシングレベル：このミックスがマスタリングされたプロダクション環境でのピーク音圧レベル（SPL）
を指定します（80 dB ～ 111 dB）。

 • 部屋のタイプ：ミキシングスタジオに関する情報を指定します。
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「プリプロセス」タブ
「プリプロセス」のオプションは、エンコード前にオーディオデータに適用されます。特定の技術的な理由から変更
する場合を除き、「圧縮プリセット」以外の設定値はデフォルトのままにしておいてください。

 • 圧縮プリセット：AC-3 フォーマットに組み込まれるダイナミックレンジ処理モードのいずれか 1 つを指定します。
デフォルト設定の「フィルム標準圧縮」は、オリジナルのミックスを映画用にエンコードするときにのみ使用しま
す。ほとんどの場合は、「なし」を選択してください。

重要：これらの「圧縮プリセット」設定のいずれかを使用する場合は、「オーディオ」タブで「ダイアログ正規
化」を正しく設定することが不可欠です。「圧縮プリセット」設定では、ダイアログの正規化後、オーディオが標
準の視聴レベルである 31 dBFS になるものとします。これよりも一貫してレベルが大きいと、音に歪みが生じ、
不安定なレベルになります。

参考：Dolby Digital Professional 5.1 チャンネルのサラウンドサウンド DVD を作成する場合は、「フィルム標
準圧縮」を選択します。

 • 「一般」の「デジタルデエンファシス」：入力オーディオデータがプリエンファサイズされているかどうか、また、
エンコード前にエンファシスを解除する必要があるかどうかを指定します。

 • 「LFE チャンネル」の「ローパスフィルタ」：このチェックボックスを選択すると、120 Hz ローパスフィルタが低
域効果音（LFE）チャンネルに適用されます。LFE の入力に送られたデジタル信号に 120 Hz を超える情報が含
まれていない場合は、このフィルタをオフにしてください。

 • フル帯域幅チャンネル。ローパスフィルタ：このチェックボックスを選択すると、ローパスフィルタがオンになり、
主要入力チャンネルに適用される使用可能なオーディオ帯域幅の近くにカットオフが規定されます。主要入力チャ
ンネルに送られたデジタル信号に、使用可能なオーディオ帯域幅を超える情報が含まれていない場合は、この
フィルタをオフにできます。「Compressor」は、使用可能な帯域幅を自動的に決定します。 

 • フル帯域幅チャンネル。DC フィルタ：このチェックボックスを選択すると、すべての入力チャンネルについて DC 
ハイパスフィルタがオンになり、DC オフセットを簡単に除去することができます。ほとんどのミックスオーディオ
素材では、すでに DC オフセットが除去されています。
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 • サラウンドチャンネル 90°フェーズシフト：このチェックボックスを選択すると、マルチチャンネル AC-3 ストリー
ムが生成されます。このストリームを外部 2 チャンネルデコーダでダウンミックスすると、純正 Dolby サラウンド
互換の出力を作成できます。

 • サラウンドチャンネル 3 dB 減衰：このチェックボックスを選択すると、マルチチャンネルの映画サウンドトラックを
家庭用ホームシアター方式に転用する際に、サラウンドチャンネルに 3 dB カットオフが適用されます。映画館の
サラウンドチャンネルは、映画館独特のアンプゲインとして、フロントチャンネルに比べて 3 dB「ホットに」（高
く）ミックスされています。

空間的なミキシングのオプション
ここでは、Dolby Digital Professional プログラムでチャンネルを扱う方法について、さらに詳細な提案を行い
ます。

センターチャンネル
マルチチャンネルシステムでは、センターに配置されたサウンドイメージを実現する方法が 3 通りあります：

 • 「ファントムセンター」を生成する（ステレオの場合と同様、左右に等しくサウンドをミックスする）方法：この方
法は一般的に使用されますが、聴き手がスピーカーの真中に座っているものと想定しています（つまり、自動車
内ではあり得ないことであり、家庭でも、必ずしも実現できません）。クロスキャンセル効果のため、サウンドの
響きはダイレクトスピーカーからのものと同じではありません。

 • 単独のセンターチャンネルを使用する方法：この方法では、聴き手の位置に関係なく、安定したセンターイメー
ジを生成できます。（音が強調されすぎたり、狭く聞こえたりしないように、リバーブを左右のチャンネルに広げ
ることができます）。

 • 3 つのフロントチャンネルすべてを等しく使用したり、異なる割合で使用したりする方法：この方法では、空間的
な奥行きと幅をさらに細かく制御することができます。センターフロントチャンネルに信号を追加することでファン
トム（虚像）センターを補強し、右フロントチャンネルと左フロントチャンネルに信号を広げることで響きを豊か
にすることができます。この方法の弱点としては、3 つのスピーカーからのサウンドが、聴き手の位置で同時にブ
レンドされなかったり、届かなかったりするために、コムフィルタ現象、音色のずれ、または音響の不鮮明など
の副作用が生じる場合があります。これらの副作用を抑えるために、あらかじめ追加信号を処理し、メインのセ
ンター信号を基準に空間的な特性、響き、または音像の突出部分を変更しておくことができます。

サラウンドチャンネル
サラウンドエフェクトを巧みに使うことで、従来のステレオにはない音の奥行き感を手に入れることができます。ポ
ピュラー音楽の多くは、独創的な方法でサラウンドを活用することで大きな効果を上げています。ただし、使いすぎ
ると逆効果になります。映画業界は、聴き手の気持ちをストーリーから引き離さすようなサラウンドエフェクトを戒め
ていますが、これは音楽にも当てはまることです。

LFE チャンネルの制約
低域効果音（LFE）チャンネルは、限られた周波数帯域を持つ、独立した信号で、ミキシングエンジニアによって
作成され、ミックスのメインチャンネルと一緒に配信されます。Dolby Digital Professional エンコーダで 120 Hz 
の「ブリックウォール」フィルタを使用すると、LFE チャンネルの使用が下位の可聴 2 オクターブに制限されます。
Dolby では、サウンドをミックスするときには信号を 80 Hz に制限するよう推奨しています。

ほとんどの音楽制作では（チャイコフスキーの「序曲 1812 年」の有名なキャノン砲は例外として）、LFE チャンネ
ルは必要ありません。LFE 信号は、Dolby Digital Professional ダウンミックス処理でも切り捨てられるため、強
烈なベース信号が小さなステレオシステムを圧迫することはありません。モノラル、ステレオ、または Pro Logic 
再生で失われる重要な情報を LFE チャンネルに含めないでください。

LFE はほかのチャンネルとは独立しているため、LFE 信号の生成に使用されるフィルタによって、高い周波数とブレ
ンドする機能が影響を受ける可能性があります。結合力のあるオーディオ信号を確保するには、1 つまたは複数のメ
インチャンネルに信号全体をまとめます。
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元来 LFE チャンネルを使わずに作成された素材のために LFE チャンネルを作成しないでください。Dolby Digital 
Professional の 5 つのメインチャンネルはすべてフルレンジであり、LFE チャンネルにより周波数応答が増大する
ことはありません。Dolby Digital Professional デコーダでは、低周波数をサブウーファーまたはほかの適当なス
ピーカーに送信するベース管理が可能です。LFE トラックがベース管理を妨害することがあります。

ステレオ再生
5.1 システムは普及していますが、必ずステレオリプロダクションを処理する必要があります。これを行うための基本
的な方法が、以下のように 3 通りあります：

 • オリジナルのマルチトラック要素から新しいステレオミックスを準備する方法（従来のステレオミキシングセッショ
ンを使用）。

 • マルチチャンネルミックスからスタジオ調整ダウンミックスを準備する方法。この方法では、5.1 バージョンのミッ
クスを完了した作業が利用されます。完成したステレオミックスに示される各チャンネルの割合が正確に保持さ
れるという柔軟性があります。

 • デコーダであらかじめ設定されている方法に基づいて、ステレオダウンミックスを生成する方法。ダウンミックス
のオプションおよびダイナミックレンジ・コントロールエフェクトは、制作スタジオでプレビューし、一定の範囲内
で調整することができます。

高価ではないサラウンドシステムでミックスを確認し、一般的な再生システムで鳴らされる音を基に評価してくだ
さい。

参考：Dolby Digital Professional の詳細については、Dolby Laboratories Inc. の Web サイト
（http://www.dolby.com）を参照してください。

MPEG-2 ファイル

MPEG-2 の概要
MPEG-2 とは、Motion Picture Experts Group（MPEG）が定めた、放送業界で国際的に受け入れられている、
標準ファイルフォーマットおよびその圧縮方法を指します。MPEG-2 を使えばブロードキャストに適した品質のビデオ
が作成できます。また MPEG-2 は高解像度、高ビットレートのビデオをサポートするよう設計されています。MPEG-2 
は、DVD、高精細度（HD）ブロードキャスト、衛星放送システムで配信される高画質映像に用いられるビデオ圧縮
フォーマットです。すべての DVD プレーヤーは、MPEG-2 の再生に必要なハードウェアを搭載しています。 

「Compressor」の MPEG-2 エンコーダは、DVD ビデオフォーマット用の MPEG-2 ビデオストリームを作成でき
ます。DVD ビデオディスクを作成する場合は、「Compressor」と DVD オーサリングアプリケーションを組み合わ
せて使うか、「DVD を作成」テンプレートに含まれる「DVD を作成」ジョブ操作を使用することができます。詳細
については、172 ページの「ポスト・トランスコード・アクションの概要」および 18 ページの「バッチを作成する」
を参照してください。

標準精細度（SD）MPEG-2
標準の MPEG-2 では、フルフレームレート（23.98 ～ 29.97 fps）とフル画面解像度（NTSC の場合は 720×
480、PAL の場合は 720 ×576）が使用されます。MPEG-2 には、次のような特徴があります：

 • インターレースビデオのサポート：MPEG-2 はインターレースビデオとプログレッシブビデオの両方をサポートし
ています。MPEG-2 ストリームは一般的に、可変帯域幅を使用したネットワークを介さず、ローカルの DVD ド
ライブから再生されます。そのため、通常、ビデオフレームレートは一定に保たれ、ビデオはスムーズに再生さ
れます。

 • ストリーミングサポートなし：MPEG-2 は、イメージの品質を一定以上に維持するために高いビットレート（2 ～ 
9 Mbps）を必要とするので、Web 上でビデオファイルをストリーム配信するのには適していません。

http://www.dolby.com
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HD ソースと MPEG-2
「Compressor」には、HD ビデオソースファイルを MPEG-2 ファイルにトランスコードするためのオプションとワー
クフローがいくつか用意されています。

 • HD Blu-ray：「Compressor」は、HD または SD のソースメディアから HD 解像度 Blu-ray ディスクを作成
するために MPEG-2 ファイルを出力できます。「Compressor」は、MPEG-2 をトランスコードするときに HD 
ビデオの各種フレームサイズおよびフレームレートを保持できます。「Compressor」は、Blu-ray フォーマット
で必要なより高いビットレートもサポートします。Blu-ray ディスク用の出力の作成について詳しくは、68 ペー
ジの「Blu-ray ディスクを作成する」を参照してください。Blu-ray ジョブ操作のジョブへの追加については、
172 ページの「ポスト・トランスコード・アクションの概要」を参照してください。

参考：Blu-ray ディスクのもう 1 つの出力ファイルフォーマットオプションは H.264 です。これは、MPEG-4 Part 
10 とも呼ばれます。

 • HD から SD へのダウンコンバート：HD のソースを「Final Cut Pro」で編集して SD の DVD を作成する場
合のために、「Compressor」では高画質のダウンコンバートができます。「Compressor」は、DVD 用の 
MPEG-2 にエンコードする際に、縮尺変更による細部の損失を最低限に抑え、プログレッシブまたはインターレー
スのフォーマットを正確に維持します。

ソースメディアを「バッチ」ウインドウに読み込むときに「バッチ」ウインドウでソースの名前をクリックすると、
解像度、フレームレート、および継続時間情報を「プレビュー」ウインドウの左下隅で確認できます。

エレメンタリーストリーム、転送ストリーム、プログラムストリーム
MPEG-2 エンコードビデオの配信に使われる一般的な MPEG-2 ストリームタイプは 3 種類あります：

 • エレメンタリーストリーム：これらのストリームには、1 つの MPEG-2 コンテンツチャンネルのみが含まれ、オー
ディオは含まれていません。

 • 転送ストリーム：これらのストリームには、複数の MPEG-2 コンテンツチャンネルと関連するオーディオを含
むことができます。すべてのチャンネルは多重化されるため、レシーバは再生するチャンネルを選択できます。
「Compressor」は、関連するオーディオを含めることもできるシングルチャンネルの転送ストリームの作成をサ
ポートしています。

また、転送ストリームは再生時の中断から回復できるため、ノイズやネットワークの混雑によって中断が生じやす
いブロードキャストやストリーミングアプリケーションに理想的です。

 • プログラムストリーム：これらのストリームには、1 つの MPEG-2 コンテンツチャンネルとその関連オーディオの
みが含まれています。プログラムストリームはエラーのない配信方法が必要であり、主にストレージやコンピュー
タ内の処理で使用されます。

デフォルトで、「Compressor」の MPEG-2 エンコーダは MPEG-2 エレメンタリーストリームを作成します。
MPEG-2 の「エンコーダ」パネルの「エクストラ」タブから、転送ストリームやプログラムストリームを作成するよ
うに MPEG-2 エンコーダを設定できるほか、オーディオを含めるかどうか選択できます。詳細については、87 ペー
ジの「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

参考：「ストリームの用途」ポップアップメニューの「SD DVD」および「Blu-ray」オプションは、エレメンタリー
ストリームのみを出力します。これらのいずれかを選択し、転送ストリームまたはプログラムストリームのいずれか
を出力するように設定すると、「ストリームの用途」設定は「標準」に変わります。詳細については、87 ページの
「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

MPEG-2 ファイルを作成する
ここでは、「Compressor」を使って MPEG-2 出力ファイルを作成するための準備として MPEG-2 属性の設定方法
を段階的に説明します。既存の設定を変更するか、「設定」タブで新しい設定を作成して、MPEG-2 の「エンコー
ダ」パネルで MPEG-2 の設定を行います。

ステージ 1：MPEG-2 の「エンコーダ」パネルを開いてビデオフォーマット設定を選択する
ビデオフォーマット、アスペクト比、および優先フィールドの設定は、ソースメディアファイルの設定に一致している必
要があります。各設定の詳細については、87 ページの「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」を参照してください。
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 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「MPEG-2」を選択して、設定を選択するか新し
い設定を作成します。

「インスペクタ」ウインドウで、MPEG-2 の「エンコーダ」パネルが開き、「ビデオフォーマット」タブが表示され
ます。

Click the Automatic 
buttons to have the 
encoder match the 
source media file.

Manually configure these 
settings if you don’t intend 
to match the source media file.

Choose the type 
of MPEG-2 stream 
to create.

 2 「ストリームの用途」ポップアップメニューで、エンコード済みビデオの用途に合った設定（「標準」、「SD DVD」、
または「Blu-ray」）を選択します。 

このようにすると、MPEG-2 エンコードオプションは、用途でサポートされるオプションに限定されます。

 3 「ビデオフォーマット」ポップアップメニューからフォーマットを選択するか、自動ボタンをクリックします。

 4 「フレームレート」ポップアップメニューからフレームレートを選択するか、自動ボタンをクリックします。

 5 「アスペクト比」ポップアップメニューからアスペクト比を選択するか、自動ボタンをクリックします。

アスペクト比を選択する前に、4:3（標準）または 16:9（ワイドスクリーン）のどちらかからソースビデオの形状を
選びます。

 6 「優先フィールド」ポップアップメニューで、ソースメディアタイプに基づいて優先フィールド設定を選択します。 

たとえば、DV であれば「下を最初に」を選択します。または、優先フィールドの自動ボタンをクリックすると、
「Compressor」で正しい設定が自動的に判断されます。

 7 ソースビデオのタイムコードを使用する場合は、「開始タイムコードを選択」チェックボックスの選択を解除しておき
ます。 

それ以外の場合は、このチェックボックスを選択して、新しいタイムコード値を入力します。

 8 「開始タイムコードを選択」チェックボックスが選択され、かつビデオフォーマットが「NTSC」である場合、ノンド
ロップフレームタイムコードではなくドロップフレームタイムコードを使用するには「ドロップフレーム」チェックボッ
クスを選択します。
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ステージ 2：「品質」タブを開いて品質設定を選択する
「品質」タブでは、MPEG-2 エンコーディング属性であるエンコーディングモード、標準ビットレートと最大ビットレー
ト、および動き予測のタイプを設定します。これらの属性は、完成した MPEG-2 ビデオ出力ファイルの品質に大き
く影響します。 

 1 「品質」タブを開くには、「インスペクタ」の MPEG-2 の「エンコーダ」パネルで「品質」ボタンをクリックします。

Choose bit rates that 
fit your file size and 
quality requirements.

Choose a mode that 
fits your time and 
quality requirements.

Choose a Motion 
Estimation setting.

 2 「モード」ポップアップメニューから選択します。

高いイメージ品質を得るには、「1 パス VBR（最適）」または「2 パス VBR（最適）」を選択します。エンコーディ
ングを短時間で完了し、かつ優れたイメージ品質を得るには、「1 パス VBR」または「2 パス VBR」を選択します。
HD ソースの場合は、「1 パス VBR（最適）」または「2 パス VBR（最適）」を選択します。

2 パスモードでは、ビデオの内容に合わせたビットレートにて、初回のパスでソース・メディア・ファイルを調査し、
2 回目のパスでトランスコードします。一方、1 パスモードでは素材を高速でトランスコードしますが、ビット割り当
ては 2 パスモードほど最適化されません。

 3 「標準ビットレート」スライダまたはフィールドを使用して標準ビットレートを選択するか、「自動」ボタンをクリック
します。 

参考：ビットレートを選択する際には、ソースビデオの複雑さ、オーディオストリームのフォーマットと数、そして 
DVD に収めるビデオクリップすべての合計継続時間など、いくつかの要素を考慮する必要があります。

ソースビデオの内容、長さ、および目的の出力ファイルサイズ（バイト）に基づいて、適切なビットレートを選択し
ます。DVD オーサリングでは、ビデオ全体が DVD ディスクに収まる必要があります。ビットレートが低いほど、よ
り大きなデータを格納できるようになります。ただし、ビットレートが高ければ、それだけ画質も向上します。

スライダまたはフィールドで「標準ビットレート」の値を変更するのに合わせて、「品質」タブの下部にあるビットレー
ト計算機能が DVD-5 ディスクに記録できるビデオの最大分数を表示します。計算機能では、オーディオ（2 チャン
ネル AIFF）については 1.5 Mbps を前提としています。詳細については、94 ページの「MPEG-2 のビットレート
とフォーマット」を参照してください。

 4 状況によっては、「最大ビットレート」スライダかフィールドを使って最大ビットレートを設定します。

SD DVD プレーヤーがサポートするピーク時のビットレートは、オーディオ付きのビデオでは最大 10.08 Mbps な
ので、1.5 Mbps（2 チャンネル AIFF）オーディオトラックの使用時には、最大ビデオビットレートを 8.0 ～ 8.5 
Mbps の間で設定する必要があります。

参考：最適な結果が得られるように、最大ビットレートは標準設定よりも少なくとも 1 Mbps 高くしてください。差
が大きいほど、高品質が得られます。

 5 「動き予測」ポップアップメニューから以下の設定のいずれかを選択します：

 • 中：最も速い動き予測です。フレーム間の動きが比較的ゆっくりな場合は、この設定で十分です。

 • 高：汎用性の高い動き予測設定です。複雑なインターレースの動きを含む場合でも、非常に優れた結果が得ら
れます。

 • 最高：最も品質の高い設定であり、インターレースソースのために制限が多い複雑な動きを処理します。「高」
モードよりも処理に時間が少々かかります。
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ステージ 3：「GOP」タブを開いて GOP 設定を選択する
適切な GOP 構造とサイズを選択し、オープン GOP またはクローズド GOP のどちらを使用するかを決定します。
GOP の詳細については、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照してください。

参考：これらの設定は、「ビデオフォーマット」タブで HD ビデオフォーマットを選択すると調整できません。

 1 「GOP」タブを開くには、「インスペクタ」の MPEG-2 の「エンコーダ」パネルで「GOP」ボタンをクリックし
ます。

Choose a GOP structure 
to control how many 
B-frames are used.

Choose open 
or closed GOPs.

Choose a GOP size.

 2 「GOP 構造」ポップアップメニューから GOP 構造を選択します。

DVD オーサリングのためのほとんどの MPEG-2 エンコーディングでは、「IBBP」GOP 構造を選択します。

 3 「GOP サイズ」ポップアップメニューから GOP サイズを選択します。

DVD オーサリングのためのほとんどの MPEG-2 エンコーディングでは、NTSC には GOP サイズ 15 を、PAL お
よび 24P には GOP サイズ 12 を選択します。

ポップアップメニューで使用できるオプションは、選択した GOP 構造と、GOP がオープンかクローズかによって異
なります。

 4 GOP パターンをオープンかクローズから選択し、該当するボタンをクリックします。 

ステージ 4：「エクストラ」設定を選択する
「エクストラ」タブでは、特定の MPEG-2 オーサリング情報を含めるか除外するかを指定できます。

 1 「エクストラ」タブを開くには、「インスペクタ」の MPEG-2 の「エンコーダ」パネルで「エクストラ」ボタンをク
リックします。

 2 特定の MPEG-2 オーサリング情報を後で「DVD Studio Pro」で解析するのではなく、「Compressor」で解析
したい場合は、「DVD Studio Pro メタデータを追加」チェックボックスを選択します。

重要：このチェックボックスを選択すると、作成された MPEG-2 ファイルは、「DVD Studio Pro 2」以降を除き、
ほかのいずれの DVD オーサリングツールとも互換性がなくなります。

 3 ストリームから自動圧縮マーカーを除外したいけれども、チャプタマーカーは残したい場合は、「チャプタマーカー
だけを含める」チェックボックスを選択します。
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 4 転送ストリームまたはプログラムストリームを作成するには、「多重 MPEG-1／レイヤー 2 オーディオ」チェックボッ
クスを選択します。 

「エクストラ」タブの設定内容の詳細については、87 ページの「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」を参照して
ください。

MPEG-2 の「エンコーダ」パネル
ここでは、「インスペクタ」ウインドウの MPEG-2 の「エンコーダ」パネルの各種タブについて詳しく説明します。
これらのタブから既存の設定を変更するか、「設定」タブで新しい設定を作成することによって、MPEG-2 の設定を
行います。

MPEG-2 の「エンコーダ」パネルは、「ビデオフォーマット」タブが最前面で開きます。

基本設定
 • 拡張子：「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「MPEG-2」出力フォーマットを選択すると、自動的
に MPEG-2 ファイルの拡張子（.m2v）が表示されます。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらにマルチパスのエンコーディングを実行する場合にの
み有効です。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディン
グ」を参照してください。

 • ストリームの用途：このポップアップメニューから、MPEG-2 ストリームの用途を選択できます。「Compressor」
は、選択するオプションに基づいて使用可能なオプションとビットレート範囲を変更します。

 • 標準：このオプションにすると、すべての MPEG-2 設定にアクセスできます。これは、標準精細度（SD）お
よび高精細度（HD）ビデオフォーマットに加えて、MPEG-2 640×480 ビデオフォーマットをサポートする唯
一のオプションです。また、転送ストリームやプログラムストリームの作成をサポートしている唯一のオプション
でもあります。2.0 Mbps ～ 40.0 Mbps のビットレート範囲をすべてサポートしています。

 • SD DVD：このオプションによって、SD DVD 仕様で許容されるエンコーディングオプションに限定されます。
許容されるオプションは、NTSC および PAL ビデオフォーマット、2.0 Mbps ～ 9.0 Mbps のビットレート範
囲です。

 • Blu-ray：このオプションによって、Blu-ray ビデオディスクで許容されるエンコーディングオプションに限定さ
れます。許容されるオプションは、SD および HD ビデオフォーマット、10.0 Mbps ～ 40.0 Mbps のビット
レート範囲です。
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 • 「ビデオフォーマット」、「品質」、「GOP」、および「エクストラ」：これらのボタンを押すと、「ビデオフォーマッ
ト」、「品質」、「GOP」、および「エクストラ」タブが表示されます。それぞれの設定については、次のセクショ
ンで説明します。

「ビデオフォーマット」タブ
「ビデオフォーマット」タブでは、ビデオフォーマット、フレームレート、アスペクト比、優先フィールド、およびタイ
ムコードに関連する設定を行います。これらのうち、タイムコード設定を除く設定は、エンコードするビデオに基づ
いて自動的に構成するよう設定できます。 

「ビデオフォーマット」タブには以下の項目があります：

 • ビデオフォーマット：出力ビデオファイルのフォーマットを、NTSC、PAL、720p、HD 1440x1080、HD 
1920x1080、または 640 幅フォーマットのさまざまなバージョンのいずれかから選択します。これらのうち実際
に使用できるフォーマットは、「ストリームの用途」設定によって決まります。「ビデオフォーマット」設定を選択
すると、このタブのほかの設定にはデフォルト値が入力されます。また、選択肢がない設定は淡色表示になりま
す。「NTSC」項目と「PAL」項目は、NTSC および PAL TV 規格の SD 設定を参照します。DVD 業界の主な
市場のうち、北米および日本では NTSC が、欧州全域では PAL が使用されています。

出力ファイルのビデオフォーマットは、通常ソースファイルと同じである必要があります。従来の NTSC または 
PAL 規格のビデオカメラで録画されたインターレースビデオについては、このポップアップメニューから「NTSC」
か「PAL」を選択します。ソース・メディア・ファイルのビデオフォーマットが分からない場合は、「自動」を選
択します。この設定にするとソース・メディア・ファイルのフレームレートが解析され、正しいビデオフォーマット
が決定されます。

「ビデオフォーマット」の「自動」ボタンをクリックすると、GOP のサイズが 12 または 15（ビデオが PAL と 
NTSC のどちらかによって決まる）に制限され、クローズド IBBP パターンになります。「自動」を選択すると、こ
のタブのフレームレート設定や「GOP」タブの GOP 設定は変更できません。GOP の詳細については、96 ペー
ジの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照してください。

Video Format 
Automatic button

参考：MPEG-2 では、固定サイズのビデオフレームが使われるため、「Compressor」の「ジオメトリ」パネル
のフィールドには、選択したビデオフォーマットに対応した出力フレームサイズが入力されます。

選択したビデオフォーマットに応じて、フレームサイズとフレームレート、アスペクト比、優先フィールドなどの関
連特性のオプションが決まります。
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参考：SD による通常のフレームサイズは、NTSC デジタルビデオでは 720×486 です。ソースファイルのトラ
ンスコードに NTSC 設定を使用したい場合、「Compressor」は必要な MPEG-2 フレームサイズが 720×480 
になるようにファイルをクロップします。ただし、設定でクロップの属性を指定している場合は、その設定に基づ
いてクロップが行われます。それ以外の場合、「Compressor」は、ピクセル単位で上 2 列、下 4 列をクロッ
プします。このクロップ属性は一時的なもので、設定には保存されません。ジョブの設定をダブルクリックすると、
「プレビュー」ウインドウが開き、クロップのエフェクトを確認できます。

 • フレームレート：MPEG-2 出力ファイルの想定フレームレートを選択します。フィルム、およびビデオカメラの一
部の機種では、24 fps（または NTSC の変形である 23.98 fps）のプログレッシブ素材が作成されます。「24p」
という用語は、24 fps のフレームレートを持つビデオを意味しますが、通常、フレームレートは 23.976 fps（繰
り上げて 23.98 fps）です。NTSC 対応のテレビで DVD 再生できるようにこれらのソースをトランスコードする
には、23.98 設定を選択します。詳細については、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を
参照してください。

参考：ここでは多くの場合、NTSC フレームレートを 29.97 fps として記載しています。同じように、NTSC バー
ジョンの 24 fps は 23.98 fps です。これらの数値はどちらも、真の値 30/1.001、24/1.001 の近似値で、小
数点以下まで正確に示すと 29.97003、23.97602 になります。これらの数値を見ると、29.97 は 30/1.001 に
かなり近い近似値です（100,000 秒間に 3 フレーム違うだけです）が、23.98 よりは 23.976 の方が正確です。
実際は、「Compressor ヘルプ」と「Compressor」のユーザインターフェイスでは省略形として 23.98 を使
いますが、「Compressor」内部や、QuickTime でもほとんどの場合には、23.976 以上の精度が使われてい
ます。詳細については、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照してください。

 • アスペクト比：ビデオファイルのアスペクト比を選択します。デフォルトは 4:3 です。アナモフィックの DVD には
もう一方の 16:9 が使用されます。アスペクト比は、テレビ画面上でピクチャが表示される方法を決定します。16:9
（ワイドスクリーン）DVD を一般的な 4:3 テレビで表示すると、レターボックス形式（画面の上下に黒いバーが
現れる）で表示されます。ただし、ワイドスクリーン DVD を 16:9（ワイドスクリーン）テレビで表示すると、画
面全体が使用されます。

 • 優先フィールド：インターレースソースメディアファイルの上側のフィールドまたは下側フィールドを、出力 
MPEG-2 ビデオファイルでの優先（第 1）フィールドとして選択します。「自動」（デフォルト）を選択した場合、
「Compressor」はソースビデオを解析し、優先フィールドが自動的に決定します。DV ソースビデオでは下側
のフィールドが優先されます。この設定は、720p ビデオフォーマットには関係ありません。このフォーマットはプ
ログレッシブにする必要があるためです。

参考：インターレースビデオでは上側のフィールドは上フィールドまたは奇数フィールドとも呼ばれ、下側のフィー
ルドは下下フィールドまたは偶数フィールドとも呼ばれます。
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 • 開始タイムコードを選択：このチェックボックスが選択されていない場合は（デフォルト）、「Compressor」が
ソース・メディア・ファイルの既存のタイムコードを出力メディアファイルに埋め込みます。このチェックボックス
を選択すると、ソースメディアファイルのタイムコードの上書きが可能になり、タイムコードフィールドに新しいタ
イムコード値を入力できるようになります。チェックボックスを選択していない場合、このフィールドは淡色で表示
されます。フィールドが空白のままだと、出力メディアファイルはデフォルトの開始タイムコード値 00:00:00:00 
を使用します。

 • ドロップフレーム：「開始タイムコードを選択」チェックボックスを選択していて、タイムコードを（ノンドロップフ
レーム形式ではなく）ドロップフレーム形式にしたい場合は、このチェックボックスも選択する必要があります。

タイムコードは、ビデオシーケンス内のフレームにラベル付けするためのナンバリングシステムです。30 fps ビ
デオに使用するタイプのタイムコードは、フレームカウンタを持ちます。このカウンタは 0 ～ 29 までカウントす
ると、秒カウンタを 1 増やしてから 0 に戻ります。このタイプのタイプコードはノンドロップフレームタイムコード
とも呼ばれ、高品質 30 fps ビデオの経過時間を正確に計測します。ただし、NTSC のフレームレートは 29.97 
fps なので、NTSC での経過時間を正確に計測するために、ドロップフレームタイムコードが定義されています。
ドロップフレームタイムコードは、1 分に 1 度、秒から分の位に繰り上がるときにフレーム番号 0 と 1 をスキップ
します。ただし 10 分目にはスキップしません。たとえば、ドロップフレームタイムコードでは、01:08:59;29 の
次に、タイムコード番号 01:09:00;00 と 01:09:00;01 をスキップして 01:09:00;02 が来ます。

参考：ドロップフレームタイムコードは、インターレースされた NTSC ビデオを使用している場合にのみ適用され
ます。

「品質」タブ
「品質」タブでは、ビデオのビットレートを設定し、ビデオを適切なデータサイズと品質にトランスコードできるよう
にします。

各種のコントロールに加え、右下には、現在の設定で 4.7 GB DVD に収められるビデオの分数の予測値が表示さ
れます。この値は、シングルの AIFF オーディオストリームを MPEG-2 ストリームと共に使用する場合を想定してい
ます。

Mode pop-up menu

Time estimate for a 4.7 
GB disc with a stereo 
AIFF audio stream

Motion Estimation 
pop-up menu

 • モード：以下の MPEG-2 エンコーディングモードから 1 つ選択します。HD 品質モードは、「1 パス VBR（最
適）」と「2 パス VBR（最適）」です。

 • 1 パス CBR：このモードを使用すると、出力 MPEG-2 ビデオストリームのビットレートが GOP 間でほぼ一定
に保たれます。「Compressor」で最速の MPEG-2 エンコーディングモードで、高い、または非常に高い品
質のビデオが得られます。5 ～ 9 Mbps のビットレートでは特に高い品質の映像が得られます。
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 • 1 パス VBR：この VBR（可変ビットレート）は、ビットレートが変化する代わりに、トランスコードされたビデ
オファイルの品質は一定に保つことを目的としています。つまり、「Compressor」は、細密なシーンや速い動
きを含むシーンでは高いビットレートを使用し、対象物が大きなシーンや動きのないシーンでは低いビットレー
トを使用します。ビットレートは変化しますが、指定した標準ビットレートは「Compressor」によって確実に
守られ、最大ビットレートを超えることはありません。2 パスモードと異なり、「1 パス VBR」にはエンコード
前のソースメディアの調査機能がないため、ビット割り当ては「2 パス VBR」の場合ほど最適化されません。
しかし、3.5 Mbps 以上のビットレートを持つほとんどの標準精細度（SD）メディアファイルでは、このモード
の使用により品質が向上し、トランスコードが短時間で終了します。

 • 1 パス VBR（最適）：このモードは「1 パス VBR」に似ていますが、「Compressor」は内部でより多くの意
思決定を行います。「1 パス VBR（最適）」によるトランスコードは、「1 パス VBR」より時間がかかりますが、
3 ～ 3.5 Mbps 以上のビットレートで優れた SD ビデオ品質を実現します。高精細度（HD）MPEG-2 のビッ
トレートの範囲は、標準で 10 ～ 29 Mbps からで、最大 12 ～ 29 Mbps です。「1 パス VBR」と比較して、
「1 パス VBR（最適）」は品質が高く、特にビットレートの低い難しい素材で威力を発揮します。1 ～ 2 分に
満たない短いストリームで「1 パス VBR」や「1 パス VBR（最適）」を使用すると、標準ビットレートの精度
が 10 ～ 30 パーセントも落ちる可能性があります。

 • 2 パス VBR：このモードでは、「Compressor」はソース・ビデオ・ファイル全体を 2 回読み取ります。1 回
目のパスでは、「Compressor」はソースビデオストリームを解析し、トランスコードを実行する前に各シーン
のエンコーディングの難易度を判断します。それからビットレート割り当てを作成します。指定された最大ビット
レートを超えることなく指定された標準ビットレートを実現するために、複雑なシーンには高いビットレートを、
簡潔なシーンには低いビットレートを割り当てます。2 回目のパスでは、「Compressor」は実際の圧縮を行っ
て、ビットレート割り当てに応じた MPEG-2 出力ビデオファイルを作成します。「1 パス VBR」と同様に、「2 
パス VBR」はビットレートを変化させてでも品質を一定に保つことを目的としています。「1 パス VBR」と異な
るのは、「2 パス VBR」では実際のエンコーディングを始める前に、ソース・メディア・ファイル全体のビット
レートの割り当てを計画できるという点です。この処理が実行されるため、トランスコードには「1 パス VBR」
の 2 倍の時間がかかります。品質が 2 倍になるわけではありませんが、「2 パス VBR」を使用すると、「1 パ
ス VBR」より品質が全体的に安定します。特に、最も複雑なシーンと最も簡潔なシーンの差が大きいソース・
メディア・ファイルで効力を発揮します。

 • 2 パス VBR（最適）：このモードでは、「Compressor」は内部的な意思決定を「2 パス VBR」の場合より多
く行います。「2 パス VBR（最適）」のエンコーディングには、「2 パス VBR」よりも長い時間がかかりますが、
「Compressor」の MPEG-2 エンコーダで実現可能な最高の品質を実現できます。このモードは、SD ビデ
オで 3 ～ 3.5 Mbps 以上のビットレートの場合、特に高い品質でトランスコードします。2 パスモードとジョブ
のセグメント化の使いかたの詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパ
スエンコーディング」を参照してください。

 • 標準ビットレート：スライダをドラッグするか、該当フィールドに値を直接入力して標準ビットレートを設定します。
設定できる範囲は、「ストリームの用途」設定によって決まります。自動的に適切な標準および最大ビットレート
を決定するために、フィールドの右側の「自動」ボタンをクリックすることもできます。

参考：標準ビットレート設定は、直接エンコードファイルのサイズに影響します。最大ビットレート設定は、エン
コードファイルのサイズに影響しません。

 • 最大ビットレート：スライダをドラッグするか、該当フィールドに値を直接入力して最大ビットレートを設定します。
設定できる範囲は、「ストリームの用途」設定によって決まります。 

参考：このスライダは VBR モードの場合にのみ使用できます。標準ビットレートよりも下に設定することはできま
せん。「自動」ボタンがアクティブになっているときも使用できません。

 • 動き予測：このポップアップメニューの項目は、イメージ品質と処理時間という、相反する要素のバランスや優先
順位も考慮した上で決定してください。動きの多いソースファイルの場合は、特に留意してください。

 • 中：最速の動き予測設定。このモードでは、フレーム内のフィールド間の動きが最小である場合に限り、フレー
ム間に大量の動きがあっても高い品質を維持します。たとえば、フレームレート変換やほかのエフェクト処理
を受けた映像では、フィールド間の動きは少なくなる傾向にあります。通常、「中」は 1 パス・エンコーディン
グ・モードで使われます。
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 • 高：汎用性の高い動き予測設定。「高」モードでは、複雑なインターレースの動きでも優れた結果が得られま
す。「高」モードはほぼ全種類のインターレースビデオソースに対応しており、家庭用ビデオカメラで撮影され
た揺れの多い映像にも対応しています。通常、「高」は「1 パス VBR」と「2 パス VBR」で使用されます。
プログレッシブ・ビデオ・フォーマットを使用している場合、「高」モードではフレームベースの動き予測のみ
が実行されます。フィールドベースの動きベクトル検索は、プログレッシブ・ソース・ファイルに関係ないため
実行されません。この場合、「高」モードの処理は少々速く実行されます。

 • 最高：これは最も品質の良い動き予測設定であり、要求が厳しく動きが複雑なインターレースソースに使いま
す。「高」よりも処理に時間がかかります。一般的に、「1 パス VBR（最適）」または「2 パス VBR（最適）」
モードを使用する際は、「最高」モードを使用して品質を最大限に高めます。

「GOP」タブ
「GOP」（ピクチャのグループ）タブでは、GOP のフォーマット、構造、およびサイズを選択します。詳細について
は、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照してください。

参考：「ビデオフォーマット」タブでいずれかの HD ビデオフォーマットを選択すると、「GOP」タブの設定は変更で
きなくなり、デフォルトでサイズが 12（PAL の場合）または 15（NTSC の場合）のクローズド IBBP GOP 構造に
設定されます。

 • GOP 構造：このポップアップメニューのオプションを使って、GOP 内の参照フレームの間に配置する B フレー
ムの数を、0、1、または 2 から選択します。GOP 構造と GOP サイズにより、エンコーディング中に GOP 内
で使用する I フレーム、P フレーム、および B フレームの数が決定されます。

参考：用途が DVD である通常の MPEG-2 エンコーディングでは、GOP 構造の設定として IBBP を選択します。
GOP サイズは、NTSC では 15、PAL では 12 を選択します。通常は、この設定で最良の結果が得られるはずで
す。詳細については、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照してください。

 • IP：この設定では B フレームは使用されません。メディアに、IBBP 構造や IBP 構造ではエンコードで満足で
きる品質が得られない速い動きが含まれる場合のみ、「IP」を選択します。

 • IBP：参照フレーム（I フレームおよび P フレーム）の間で B フレームを 1 つ使用します。メディアに、IBBP 
構造ではエンコードで満足できる品質が得られない速い動きが含まれる場合のみ、この設定を選択します。

 • IBBP：IBBP は通常の MPEG-2 エンコーディングに使用します。この場合、NTSC では 15 という GOP サ
イズまたは PAL では 12 という GOP サイズです。この設定では参照フレームの間で B フレームを 2 つ使用
します。
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 • 「オープン」と「クローズド」：クローズド GOP は、前後の GOP 内のフレームを参照するフレームは含みませ
ん。オープン GOP は、直前の GOP の最後の P フレームを参照する 1 つまたは複数の B フレームで始まりま
す。Compressor MPEG-2 エンコーダによって作成されるクローズド GOP は、I フレームから始まります。GOP 
タイプ（「オープン」または「クローズド」）を選択する際は、DVD オーサリングに対してチャプタマーカーを作
成するかどうか、作成する場合はその方法、およびタイトルで複数のビデオアングルを使用する予定かどうかを
考慮します。詳細については、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照してください。

 • オープン：オープン GOP を作成するには、このオプションを選択します。 

 • クローズド：クローズド GOP を作成するには、このオプションを選択します。 

 • GOP サイズ：選択した GOP 構造の形式に応じて、GOP 内に含めるフレームの数を選択します。
「Compressor」で選択できる最大の GOP サイズは、15 フレーム（NTSC）または 12 フレーム（PAL およ
び 720p）です。すべてのビデオフォーマットにおける最小の GOP は、フレーム（クローズド GOP）または 7 
フレーム（オープン GOP）です。GOP 構造と GOP サイズ間の関連により、GOP パターンが決まります。詳細
については、96 ページの「GOP（グループオブピクチャ）について」を参照してください。

 • パターン：このフィールドは編集できません。選択した GOP 構造とサイズに基づいた、実際の GOP パターン
が表示されます。

「エクストラ」タブ
特定の MPEG-2 オーサリング情報を含める／除外するときは「エクストラ」タブを使用します。 

 • DVD Studio Pro メタデータを追加：このチェックボックスを選択すると、「Compressor」は特定の MPEG-2 
オーサリング情報をトランスコード中に解析し、「DVD Studio Pro」への読み込み処理を迅速化します。ただ
し、これらの MPEG-2 ファイルはバージョン 1.5 以前の「DVD Studio Pro」には対応していません。チェック
ボックスの選択を解除した場合、情報は後で「DVD Studio Pro」によって解析されます。

参考：DVD Studio Pro メタデータを追加した MPEG-2 ストリームは、「DVD Studio Pro 2」以降のみで使
用できます。このチェックボックスを選択した状態で作成した MPEG-2 ストリームは、「DVD Studio Pro 2」よ
り前のバージョンやその他のオーサリングツールと互換性がありません。Apple のすべての設定では、このチェッ
クボックスがデフォルトで選択されています。MPEG-2 ファイルをその他の DVD オーサリングツールと互換性の
あるものにするには、このチェックボックスの選択を解除して、設定を保存してください。
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 • チャプタマーカーだけを含める：このチェックボックスを選択すると、名前が設定されていない圧縮マーカーはスト
リームから除外されますが、チャプタマーカーはそのまま保持されます。このチェックボックスの選択を解除した場
合、出力メディアファイルではすべてのマーカーが認識されます。チャプタマーカーの詳細については、49 ペー
ジの「圧縮マーカーや Podcast マーカーを追加する」を参照してください。

 • YUV 4:2:2 カラーエンコード（DVD 以外の用途）：4:2:2 カラーエンコードを有効にするには、このチェックボッ
クスを選択します。このオプションは、MPEG-2 のエレメンタリー、プログラム、および転送の各ストリームの作
成でサポートされていますが、使用できるのは「ストリームの用途」ポップアップメニューが「標準」に設定され
ている場合だけです。

 • 多重 MPEG-1／レイヤー 2 オーディオ：多重化ストリーム（エレメンタリーストリームではなく）を作成する場
合はこのチェックボックスを選択します。転送ストリームとプログラムストリームのいずれかの出力ファイルを作成
できます。さまざまなストリームタイプについては、82 ページの「MPEG-2 の概要」を参照してください。

このストリームのオーディオは、サンプルレートが 44.1 kHz または 48 kHz（ソースによって異なります）で、ビッ
トレートが 384 kbps の MPEG-1 レイヤー 2 になります。オーディオのみ（MPEG-1／レイヤー 2 オーディオ）
のエレメンタリーストリームを作成するには、107 ページの「DVD 用の MPEG-1 オーディオを作成する」を参
照してください。

重要：「標準」は、転送ストリームとプログラムストリームをサポートしている唯一の「ストリームの用途」設定
です。「多重 MPEG-1/レイヤー 2 オーディオ」チェックボックスを選択すると、「ストリームの用途」が「標準」
に変更されます（それ以外に設定されている場合）。

MPEG-2 のビットレートとフォーマット
以下のセクションでは、MPEG-2 の出力メディアファイルの作成に役立つ情報について説明します。

ビットレート
標準 DVD 再生用の標準ビットレートと最大ビットレートを決める際には、オーディオトラックのビットレートと 
MPEG-2 のビットレートを考慮してください。

オーディオビットレートとビデオビットレートでは、平均値および最大値の合計が、標準 DVD プレーヤーからの転
送で保証される最大値 10.08 Mbps を下回る必要があります。DVD 対応のオーディオフォーマットは、固定ビット
レート（CBR）なので、考慮する最大オーディオビットレートはありません。

たとえば、1.5Mbps の AIFF オーディオを使用している場合は、ビデオビットレートの平均値と最大値が両方とも 
8.5Mbps を常に下回るようにします。通常、標準ビットレートはこの値よりも低くなります（たとえば、長さが 2 時
間分 DVD ビデオでは 3.5 Mbps です）。しかし、最大ビットレートもこの値より低く設定する必要があります。エ
ラー（たとえば、サブタイトルストリームの受け入れ）の可能性も考慮し、最大ビットレートを 8.0 Mbps に設定す
ることをお勧めします。Dolby Digital や MPEG-1／レイヤー 2 といった DVD 対応の圧縮オーディオフォーマッ
トを使用している場合は、オーディオビットレートを 0.2 ～ 0.4 Mbps 程度に低く設定します。この場合、最大ビッ
トレートを約 1 Mbps 高く設定できます。

また、一般的には、最大ビットレートは標準ビットレートより最低でも 1 Mbps 高く設定し、ビットレートの変動へ
の対応を可能にし、品質を一定に保ちます。

4.7 GBDVD の再生時間とそれに適した標準ビットレートの例を、以下の表に示します。

標準ビットレート おおよその継続時間（4.7 GB DVD 対象）

3.5 Mbps 121 分

5.0 Mbps 94 分

6.0 Mbps 82 分

7.5 Mbps 68 分

8.0 Mbps 65 分
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参考：非常に短いクリップ（1 ～ 2 分以下の長さ）で「1 パス VBR」または「1 パス VBR（最適）」を選択する
と、完成した MPEG-2 出力ファイルのサイズに指定した標準ビットレートが正確に反映されないことがあります。
MPEG-2 出力メディアファイルが予想より大きくなった場合には、標準ビットレートを低くしてトランスコードを再試
行してください。

MPEG-2 のビデオフレームサイズとフォーマット
MPEG-2 では、固定サイズのビデオフレームが使われるため、「Compressor」の「ジオメトリ」パネルのフィー
ルドには、選択したビデオフォーマットに対応した出力フレームサイズが入力されます。

「ビデオフォーマット」ポップアップメニューで選択したビデオフォーマットに応じて、フレームサイズとフレーム
レート、アスペクト比、優先フィールドなどの関連特性のオプションが決まります。詳細については、87 ページの
「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

ビデオフォーマット フレームサイズ 
（ピクセル）

フレームレート 
（fps）

アスペクト比 スキャン方式

NTSC 720×480 23.98（プログレッシブ
のみ）、29.97

4:3 または 16:9 インターレース、プログ
レッシブ

PAL 720×576 25 4:3 または 16:9 インターレース、プログ
レッシブ

720p 1280×720 23.98、25、29.97、
50、59.94

16:9 プログレッシブ

HD 1440×1080 1440×1080 23.98（プログレッシブ
のみ）、25、29.97

16:9 インターレース、プログ
レッシブ

HD 1920×1080 1920×1080 23.98（プログレッシブ
のみ）、25、29.97

16:9 インターレース、プログ
レッシブ

640×480（1.33） 640×480 23.98、25、29.97 4:3 または 16:9 インターレース、プログ
レッシブ

640×360（1.78） 640×360 23.98、25、29.97 4:3 または 16:9 インターレース、プログ
レッシブ

640×352（1.82） 640×352 23.98、25、29.97 4:3 または 16:9 インターレース、プログ
レッシブ

640×384（1.67） 640×384 23.98、25、29.97 4:3 または 16:9 インターレース、プログ
レッシブ

640×320（2.00） 640×320 23.98、25、29.97 4:3 または 16:9 インターレース、プログ
レッシブ

24p（23.98p）について
DVD オーサリングとエンコーディングに関し、24P とは、NTSC における標準精細度（SD）フレームサイズ
（MPEG-2 の 720×480）で、1 秒間に 24 個のプログレッシブフレーム（つまり、ノンインターレースフレーム）
を持つビデオシーケンスを意味します。フィルムで撮影する映画では、24 fps というネイティブフレームレートを使
用します。MPEG-2 フォーマットは内部で 24 fps ビデオを表すことができるため、市販されているほとんどの DVD 
はこの方法でエンコードされます。ただし、プロジェクトで NTSC ビデオを使用する場合はいつでも、フィルム転送
素材のフレームレートは 24 fps から 23.976 fps（繰り上げて 23.98）に低下し、2:3:2:3 のプルダウンが追加さ
れます。そのため、実際には「23.98p」というのが正確な用語です。

「Compressor」では、24p ソース・ビデオ・ファイルについてもこれを行うことができます。そのような素材の場
合、23.98 フレームレートオプション（「ビデオフォーマット」タブ）はそれぞれのソースフレームを 1 対 1 で圧縮
します。繰り返しのフレームやフィールドは圧縮せず、29.97 fps の表示レートは実現されません。その結果、24p 
ソースをトランスコーディング前に 29.97 fps に変換した場合よりも、低い圧縮ビットレートで高い品質を実現でき
ます。また、「Compressor」では内部の MPEG-2 フレームフラグも正しく設定されるため、DVD プレーヤーは 
29.97 fps のインターレース NTSC テレビに 3:2 プルダウン処理を正しく適用します。
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参考：ソースビデオで使用されるフレームレートが 23.98 fps ではなく 24.00 fps の場合、「Compressor」は 
1000 ソースフレームごとに 1 フレームをスキップします。24p ソースビデオが 23.98 fps のフレームレートの場合、
「Compressor」はすべてのソースフレームをトランスコードし、スキップ（または繰り返し）は行われません。

GOP（グループオブピクチャ）について
MPEG-2 によるエンコーディングの最も大きな特長は、フレームからだけではなく、フレームのグループからも冗長
性を排除できる点です。MPEG-2 では、3 種類のフレームタイプ（I、P および B）を使って画像を表現します。グ
ループオブピクチャ（GOP）設定により、使用する 3 種類のフレームタイプのパターンを定義します。これら 3 種
類のフレームタイプは、次のような方法で定義されます：

 • Intra（I）：キーフレームとしても知られています。GOP ごとに I フレームを 1 つ含みます。I フレームは、前後
のフレームへの参照なしに完全に展開できる唯一の MPEG-2 フレームです。データは最も重くなるため、必要
となるディスク容量も最大になります。シーンが変わる個所や、ほかの特定のフレーム位置に I フレームを配置
する場合は、「プレビュー」ウインドウを使って手動で設定する必要があります。これは、強制 I フレームとして知
られています。詳細については、46 ページの「マーカーとポスターフレームの概要」を参照してください。

 • Predicted（P）：先行する I フレームまたは P フレームのうち、最も近いフレームに基づいて予測されるピク
チャからエンコードされます。P フレームは通常、GOP 内の先行する I フレームまたは P フレームを参照するた
め、必要となるディスク容量は I フレームより小さくなります。

参考：I フレームと P フレームは参照フレームとしても知られています。なぜなら、B フレームが I フレームと P 
フレームのいずれか（あるいはその両方）を参照するためです。

 • Bi-directional（B）：直前および直後の参照フレームである I フレームまたは P フレームを補完することによっ
てエンコードされます。B フレームは最も効率的に格納できる MPEG-2 フレームタイプであり、必要となるディ
スク容量は最小となります。

B フレームと P フレームを用いると、MPEG-2 は時間の冗長性を排除できるようなり、その結果ビデオを効率的に
圧縮できます。

GOP 設定を選択する際は、次の要素に注意してください。

GOP 構造
この設定では、GOP 内の参照フレームの間に配置する B フレームの数を、0、1、または 2 から選択します。GOP 
構造および GOP サイズにより、トランスコーディング中に使用される I フレーム、P フレーム、および B フレーム
の数が決定されます。

選択するべき GOP 構造は、P フレームの間隔に依存します。P フレームは直前の参照フレーム（I フレームまたは 
P フレーム）から予測されるため、間に B フレームが 1 または 2 つ存在する場合は、2 ～ 3 フレームが再生され
る時間内にオブジェクトの移動距離を予測する必要があります。

原理としては、隣り合ったフレーム間の平均の動きが少ないほど P フレームの間隔を空けることが可能で、圧縮率
が上がります。ほとんどのビデオソースには IBBP 構造をお勧めします。シーケンス全体で動きがとても速い素材
には IBP 構造か IP 構造をお勧めしますが、このような場合には高品質を実現するために比較的高めのビットレート
（SD ビデオの場合は 6 ～ 8 Mbps）が必要です。

GOP サイズ
この設定では GOP 内のフレーム数を指定します。それぞれ GOP は必ず I フレームを 1 つを持ち、B フレームと 
P フレームは I フレームよりも小さいので、圧縮率は GOP サイズが大きくなるほど向上します。

ほとんどのメディアでは、I フレームの間隔を 1/2 秒にすると優れた結果が得られます。1/2 秒の間隔は、NTSC で
は 15 フレームの GOP サイズ、PAL では 12 フレームの GOP サイズに相当します。DVD／ビデオ仕様ではこれ
より長い GOP を認められていません。通常、ビデオ全体を通してシーンの変更が 1/2 秒未満の間隔で頻繁に起こ
る素材では、小さめの GOP サイズを使った方が良い結果が得られます。
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オープン GOP とクローズド GOP
オープン GOP は、GOP パターンに特別な B フレームが含まれているため最も効率的です。オープン GOP は、直
前の GOP の最後の P フレームとその GOP 内の最初の I フレームを参照する B フレームで始まります。

Open GOP
(IBBP, 15 frames)

:06 :07 :08 :09 :10 :11 :12 :13 :14 :15 :16 :17 :18 :19 :20 :21:04 :05:03

I B B P B B P B B P B B P B B IB BP

Closed GOP
(IBBP, 15 frames)

:09:06 :07 :08 :10 :11 :12 :13 :14 :15 :16 :17 :18:04 :05

P B B P B P B P B PI B BBB

定義では、前後の GOP 内にあるフレームを参照するフレームをクローズド GOP に含めることはできません。一
方、オープン GOP は、直前の GOP の最後の P フレームを参照する 1 つまたは複数の B フレームから開始しま
す。「Compressor」によって作成されるクローズド GOP は、I フレームから始まります。

オープン GOP とクローズド GOP で構造およびサイズが同じ場合、オープン GOP で圧縮する方がやや効率的で
す。上記の図から、クローズド GOP には同じ長さのオープン GOP よりも P フレームが 1 つ多く含まれることが分
かります。P フレームは通常 B フレームより多くのビットを必要とするため、オープン GOP を使用すると圧縮率が
わずかに向上します。

DVD オーサリングアプリケーションを使って作成した DVD ビデオディスクでは、オープン GOP の使用にいくつか
の制約が生じます。たとえば、ミックスアングルまたはマルチアングル DVD に使用される MPEG-2 ストリームで
は、クローズド GOP の使用しか認められていません。

ほかにも、DVD チャプタマーカーを設定できるのは、クローズド GOP の開始点に限られるなどの制約があります。
チャプタマーカーの定義は、MPEG-2 トランスコーディングの開始前に行うのが最適です。たとえば、「Final Cut 
Pro」でチャプタマーカーを指定する場合は、オープン GOP による MPEG-2 トランスコーディングを実行するよう
「Compressor」を設定します。すると、「Compressor」は、1 つのクローズド GOP が必ず指定したチャプタ
マーカーから開始されるよう強制し、その他の GOP すべてをオープンにします。この操作は、「強制 I フレーム」を
「Compressor」の「プレビュー」ウインドウで指定し、それらに DVD オーサリングアプリケーションで使用する
チャプタ名を与えることでも実行できます。

ただし、ビデオを MPEG-2 フォーマットにトランスコードした後でチャプタマーカーを任意の GOP 境界に設定した
い場合には、クローズド GOP のみを使用してください。この場合、ビデオフレームではなく GOP 境界にしかチャ
プタマーカーを設定できないという制約が生じます。
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AIFF ファイル

AIFF の概要
AIFF（Audio Interchange File Format）は、高品質のオーディオを格納することを目的に、Apple によって開
発されました。このフォーマットは DVD または CD のオーサリングに適しており、現在は Mac OS でごく普通に使
われるオーディオ・ファイル・フォーマットの 1 つになっています。

参考：特殊な AIFF ファイルを作成する必要がある場合にのみ、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから
「AIFF」オプションを選択してください。標準 AIFF ファイルを作成する場合は、「一般的なオーディオフォーマット」
オプションを選択します。

QuickTime オーディオのサンプルサイズおよびサンプルレート
ディスク容量と帯域幅に余裕がある場合は、オーディオを圧縮せずに使うのが最善でしょう。非圧縮オーディオに
は、通常 8 ビットサンプル（電話レベルの音質）または 16 ビットサンプル（CD レベルの音質）が使用されます。
「Compressor」ではサンプルあたり 64 ビット浮動小数点と、最高サンプルレート 192 kHz がサポートされてい
ます。 

配信用のオーディオコーデックを選択する
MPEG-4 オーディオ（AAC）は汎用性の高いオーディオ配信コーデックで、さまざまな再生デバイスとの互換性が
確保されています。低速なコンピュータの場合は、IMA などの圧縮率の低いフォーマット、または AIFF などのまっ
たく圧縮されていないフォーマットを選択することをお勧めします。そのようなフォーマットはプロセッサに対する負
荷が少ないため、コンピュータの能力を大きな負荷のかかるビデオストリームに向けることができます。

AIFF 設定を作成する
出力フォーマットとして AIFF 出力ファイルフォーマットを選択する場合、作成できるのはオーディオ設定のみです
（AIFF はオーディオ専用フォーマットのため）。オーディオコーデックを AIFF プリセットに追加する場合は、「サウ
ンド設定」ダイアログを開き、そこでオーディオコーデック設定を選択する必要があります。

AIFF オーディオコーデックの設定を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「AIFF」を選択して、設定を選択するか新しい

設定を作成します。

 2 「インスペクタ」ウインドウの「エンコーダ」パネルで、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「AIFF」
を選択します。

QuickTime AIFF 
Summary table

Click to open the Sound 
Settings dialog.

Extension field

Choose AIFF.



 第 5 章    カスタム設定と出力フォーマット 99

参考：「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから、または「設定」タブにある新規設定の作成（+）ポップ
アップメニューから AIFF 出力フォーマットを選択すると、「拡張子」フィールドに AIFF ファイルの拡張子（.ai∂）が
自動的に表示されます。このフィールドは変更しないでください。

「ジョブのセグメント化を許可」チェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。ジョ
ブのセグメント化はオーディオのみのエンコードでは使われないため、このチェックボックスは AIFF ファイルフォー
マットでは使用できません。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエン
コーディング」を参照してください。

 3 AIFF「エンコーダ」パネルで「設定」ボタンをクリックします。

「サウンド設定」ダイアログが開きます。

Choose an audio 
codec from the 
Format pop-up menu.

 4 「フォーマット」ポップアップメニューからオーディオコーデックを選択し、そのデフォルト設定を受け入れるか、ほ
かのオーディオコーデック設定をカスタマイズします：

 • チャンネル：チャンネル出力のタイプを選択します。たとえばモノラルやステレオを選択できますが、コーデック
によってはマルチチャンネル出力も選べます。

 • レート：メディアファイルに使用するサンプルレートを選択します。サンプルレートが大きいとオーディオ品質が高
くなりますが、ファイルサイズも大きくなります。大きなファイルのダウンロードには、長い時間とより大きな帯域
幅が必要となります。

 • 詳細設定を表示：「フォーマット」ポップアップメニューで選択したコーデックに追加オプションがなければ、この
チェックボックスは淡色表示されます。コーデックの追加オプションについては、コーデックの製造元にお問い合
わせください。

参考：現在の詳しいプリセット内容については、「エンコーダ」パネルの QuickTime AIFF の設定一覧テーブルで
確認できます。

 5 設定を保存するには、「OK」をクリックします。

 6 「インスペクタ」の AIFF「エンコーダ」パネルで、「保存」をクリックします。
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一般的なオーディオ・フォーマット・ファイル

一般的なオーディオフォーマットの概要
「一般的なオーディオフォーマット」設定により、以下のフォーマットのオーディオファイルを簡単に作成できます：

 • AIFF：AIFF（Audio Interchange File Format）は、高品質のオーディオを格納することを目的に、Apple 
によって開発されました。このフォーマットは DVD または CD のオーサリングに適しており、現在は Mac OS で
ごく普通に使われるオーディオ・ファイル・フォーマットの 1 つになっています。

参考：標準 AIFF ファイルを作成する場合は、「一般的なオーディオフォーマット」設定を使います。特殊な AIFF 
フォーマットファイルを作成する必要がある場合は、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「AIFF」
オプションを選択します。

 • Apple CAF：Apple が開発した Apple CAF（Core Audio Format）は高パフォーマンスで、柔軟性に富み、
将来の超高解像度オーディオの録音、編集、再生にも対応できます。ファイルサイズに制限はなく、多種多様な
メタデータに対応します。

 • WAVE：WAVE（WAVE 形式オーディオ・ファイル・フォーマット）は主に Windows コンピュータで使用され
ています。

一般的なオーディオフォーマットの設定を作成する
出力フォーマットとして「一般的なオーディオフォーマット」を選択する場合、作成できるのはオーディオ設定のみで
す（オーディオ専用フォーマットのため）。

一般的なオーディオフォーマットの設定を作成する

 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「一般的なオーディオフォーマット」を選択して、
設定を選択するか新しい設定を作成します。

 2 「インスペクタ」ウインドウの一般的なオーディオフォーマットの「エンコーダ」パネルで、「ファイルフォーマット」
ポップアップメニューからオーディオフォーマットを選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行います： 

 • 自動的に設定を構成するには、「自動」ボタンをクリックします。

自動モードをオンにすると、チャンネルの数、サンプルレート、サンプルサイズを「Compressor」がソースファ
イルに基づいて自動的に決定するため、「チャンネルレイアウト」、「サンプルレート」、「サンプルサイズ」の各
ポップアップメニューは淡色表示になります。自動モードがオフの場合は、これらの設定を手動で構成できます。

Automatic button

 • 手動で設定を構成するには、以下のオプションから選択します：
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 • 拡張子：「ファイルタイプ」ポップアップメニューからオーディオフォーマットを選択すると、このフィールドに
ファイル拡張子が表示されます。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができま
す。ジョブのセグメント化は、オーディオのみのエンコードでは使われないため、このチェックボックスは「一
般的なオーディオフォーマット」では使用できません。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化
と 2 パスまたはマルチパスエンコーディング」を参照してください。

 • チャンネルレイアウト：チャンネルの数（モノラル、ステレオ、5.1）を選択します。

 • サンプルレート：使用可能なサンプルレート（32000、44100、48000、96000）から選択します。

 • サンプルサイズ：使用可能なサンプルサイズ（16、24、32）から選択します。

 4 「保存」をクリックします。

MP3 ファイル

MP3 の概要
MP3 は MPEG エンコーディングの 1 タイプで、正式名称は MPEG Audio Layer 3 といいます。MP3 は知覚
オーディオコーディング技術と音響心理学に基づく圧縮技術を使って、不必要な情報（人間に耳では聞き取れない
音声信号の冗長な部分や無関係な部分）をすべて取り除きます。この結果、MP3 エンコーディングでは音質をほと
んど犠牲にすることなく、CD（ステレオ音楽で 1 秒当たりのデータレートが 1411.2 キロビット）の元の音声データ
を約 1/12 まで（112 ～ 128 kbps）圧縮することができます。MP3 の提唱者は、事実上音質はまったく変わらな
いと主張していますが、オーディオの専門家が高性能の機器を使えばその違いを聞き分けることができるでしょう。

MP3 は圧縮オーディオファイルの標準として広く採用されており、音楽や Podcast などのさまざまな用途で使うこ
とができます。

音楽
MP3 オーディオフォーマットは、ほとんどすべての携帯型デジタル音楽プレーヤーでサポートされています。256 
kbps など、ビットレートを高くすると、圧縮なしのオーディオよりもかなり小さなファイルサイズでありながら高品
質のオーディオファイルを作成できます。

ファイルにメタデータを追加することもできます。すると、多くのプレーヤー（「iTunes」など）で出力メディアファ
イルが開くときに、アーティストやアルバムの名前などの情報が表示されます。

Podcast
MP3 フォーマットは、広い範囲のビットレートをサポートしているため、さまざまな品質レベルで配信される 
Podcast に理想的です。Podcast の視聴者はファイルサイズや品質レベルを選択できます。

参考：高品質のオーディオ Podcast を作成する際には、ほとんどの場合 MPEG-4 出力フォーマットを選択してくだ
さい。URL やアートワークを割り当てたチャプタマーカーや Podcast マーカーを出力ファイルに追加できます。詳
細については、112 ページの「MPEG-4 Part 2 の概要」を参照してください。

MP3 のトランスコードのワークフロー
「Compressor」を使ってオーディオファイルを MP3 フォーマットファイルにトランスコードする方法は、ファイルの
用途に基づいて決まります。基本的なワークフローについて以下で説明します。

ステージ 1：バッチを作成する
トランスコードの場合と同様、まずバッチを作成する必要があります。詳細については、18 ページの「バッチを作
成する」を参照してください。

ステージ 2：ソースオーディオファイルのあるジョブを作成する
Finder からバッチにドラッグするか、または「ジョブ」＞「ファイルを使って新規ジョブを作成」と選択して、ソー
ス・オーディオ・ファイルを読み込みます。
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ステージ 3：注釈を追加する（必要に応じて）
MP3 ファイルをデバイスや「iTunes」などのアプリケーションで再生する場合は、アーティスト、アルバム、タイト
ルなどのさまざまな注釈を追加してユーザが読み取れるように表示できます。詳細については、27 ページの「「イ
ンスペクタ」ウインドウ」を参照してください。 

ステージ 4：MP3 設定のターゲットを各ジョブに追加する
ジョブごとに少なくとも 1 つのターゲットが必要です。この場合、ジョブには MP3 設定のターゲットが必要です。ジョ
ブが複数ある場合は、「編集」＞「すべてを選択」と選択してすべてのジョブを選択した後、「ターゲット」＞「設
定を使って新規ターゲットを作成」と選択して、すべてのジョブに同じ設定を適用するのが最も簡単です。

ステージ 5：バッチを実行してトランスコードする
トランスコード処理を開始するには、「実行」ボタンをクリックします。詳細については、140 ページの「1 つのバッ
チを実行する」を参照してください。

MP3 設定を作成する
このパネルで既存の設定を変更するか、「設定」タブで新規設定を作成することによって、MP3 の設定を行います。

MP3 設定を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「MP3」を選択して、設定を選択するか新しい

設定を作成します。

 2 「インスペクタ」の MP3 の「エンコーダ」パネルで、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「MP3」
を選択します。

参考：ジョブのセグメント化はオーディオ専用のエンコードには使用されないので、「ジョブのセグメント化を許可」
チェックボックスは淡色表示になります。 

 3 手動で設定を構成するには、以下のオプションから選択します：

 • ステレオビットレート：ポップアップメニューからビットレートを選択します。 

選択するビットレートが大きいとオーディオ品質が高くなりますが、ファイルサイズも大きくなります。ステレオの 
MP3 ファイルに一般的なビットレートは、128 Kbps ～ 192 Kbps です。ビットレートが低いほど、音声録音を
含むサウンドファイルに適しています（ミュージックとは逆）。

以下に設定例を示します：

 • 32 kbps：AM ラジオの品質。標準品質のスピーチに最適です。

 • 96 kbps：FM ラジオの品質。高品質のスピーチや標準品質のミュージックに最適です。
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 • 128 kbps：標準品質のミュージックに最適です。

 • 256 kbps および 320 kbps：CD とほぼ同レベル品質のミュージックに最適です。

 • 可変ビットレート（VBR）のエンコードを使う：このチェックボックスを選択すると、ミュージックの複雑度に合わ
せてミュージックの保存に使われるビット数が変わります。これにより、ファイルを最小サイズに抑えることができ
ます。

 • サンプルレート：ミュージックの波形をデジタル化してキャプチャする 1 秒当たりの回数を選択します。サンプル
レートが大きいと品質が高くなりますが、ファイルサイズも大きくなります。元のミュージックを保存する際に使用
したビットレートよりも大きな値のサンプルレートを選択しないでください。スペースが無駄になります。たとえ
ば、CD の品質は 44.100 kHz であるため、CD からのエンコーディングでそれより高いレートを選択する必要は
ありません。

 • チャンネル：ステレオスピーカーがない場合やオーディオファイルがモノラルの場合は、「モノラル」を選択します
（モノラルファイルのサイズはステレオファイルの約半分です）。作成した MP3 ファイルをステレオシステムで聞
く場合は、「ステレオ」を選択します。

 • ジョイントステレオ：このチェックボックスを選択しないと、MP3 ファイルには左右のステレオチャンネルのトラッ
クがそれぞれ 1 つずつ含まれます。多くの場合、2 つのチャンネルには関連情報が含まれています。「ジョイント
ステレオ」チェックボックスを選択すると、1 つのチャンネルには両チャンネルでまったく同じ情報が含まれ、もう
一方のチャンネルには固有の情報が含まれるようになります。160 kbps 以下のビットレートの場合、このように
することで変換したオーディオの音質を改善できます。

 • スマートエンコード調整：「Compressor」でエンコーディング設定とミュージックソースを解析し、品質を最大
限に高めるために設定を調整するにはこのチェックボックスを選択します。

 • 10 Hz 以下の周波数をフィルタリング：このチェックボックスを選択すると、聞こえない周波数がフィルタリング
され、品質の低下を感じさせることなくファイルを効率的に小さくできます。

 4 「保存」をクリックします。

MPEG-1 ファイル

MPEG-1 の概要
MPEG-1 とは、Motion Picture Experts Group（MPEG）が定めた、放送業界で国際的に受け入れられてい
る圧縮規格です。MPEG-1 は VHS 品質のビデオファイルを作成できるフォーマットで、比較的低いビットレートを
使用する SIF（Standard Interface Format）のノンインターレース（プログレッシブ）ビデオをサポートします。
（「Compressor」では 0.5 Mbps ～ 2 Mbps がサポートされています。）このフォーマットでは、圧縮された 1 
チャンネルまたは 2 チャンネルのオーディオを作成できます。 

MPEG-1 は標準として広く採用されているので、光学式ディスク、Web、オーディオのみのファイルなどを含む数
多くの配布方法で使用できます。

DVD、VCD、CD-ROM
MPEG-1 はビデオ CD（VCD）のタイトルで使用するビデオ圧縮フォーマットで、DVD タイトルでも使用できます。
DVD プレーヤーにはすべて、MPEG-1 の再生に必要なハードウェアが搭載されています。MPEG-1 は、通常、
CD-ROM で配布されるビデオで使用されます。ビットレートが低くファイルサイズも小さいので、MPEG-2 エンコー
ディングのようなブロードキャストに適した品質は必要ないが、長時間のビデオを DVD に収める必要があるという
場合に有用です。DVD には、MPEG-2 と MPEG-1 のビデオを混在させられます。

Web 上
MPEG-1 は広く採用された最初の圧縮規格の 1 つなので、大部分のメディアプレーヤーとの互換性があるという利
点があります。このため、Web 上でなるべく高い品質を保ったまま最大の互換性を実現しようとする場合、MPEG-1 
は検討する価値のある選択肢の 1 つとなっています。
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オーディオのみのファイル
MPEG-1 Layer 2 オーディオ圧縮は、DVD で Dolby Digital Professional や DTS 圧縮の代わりに使うことがで
きます。詳しくは、107 ページの「DVD 用の MPEG-1 オーディオを作成する」を参照してください。

システムストリームとエレメンタリーストリームについて
「Compressor」を使用して MPEG-1 フォーマットのシステムストリームやエレメンタリーストリームを作成すること
ができます。

 • システムストリーム：システムストリームは多重化ストリームとも呼ばれ、ビデオコンポーネントとオーディオコン
ポーネントを同一のファイルに結合したものです。Web アプリケーションではこのタイプのストリームが最も多く
使われます。

「Compressor」では、同一の設定で「ビデオ」タブと「オーディオ」タブの両方を有効にしている場合、自動
的にシステムストリームが作成されます。

 • エレメンタリーストリーム：エレメンタリーストリームの場合、ビデオコンポーネントとオーディオコンポーネント
に別々のファイルがあります。一部のアプリケーション用には、エレメンタリーストリームにする必要があります。

「Compressor」では、「ビデオ」タブと「オーディオ」タブのどちらか一方だけが有効の場合、自動的にエレメ
ンタリーストリームが作成されます。ビデオとオーディオ両方のエレメンタリーストリームを作成するには、「ビデ
オ」タブが有効で拡張子に「.m1v」を使用する設定と、「オーディオ」タブが有効で拡張子に「.m1a」を使用
する設定の 2 つを使用する必要があります。

MPEG-1 の仕様
「Compressor」は、フレームサイズ、フレームレート、ビデオエンコーディング、およびオーディオエンコーディン
グ用の MPEG-1 仕様をすべてサポートします。

MPEG-1 のフレームサイズとフレームレート
「Compressor」ではフルフレームレート（DVD の場合は 25 fps および 29.97 fps。Web の場合は 23.976 fps、
25 fps、および 29.97 fps）のビデオを作成できます。その場合の SIF 解像度は、用途により変わります。

 • Web：320×240

 • NTSC：352×240

 • PAL：352×288

NTSC と PAL の解像度は MPEG-2 ビデオのフル画面解像度の約半分ですが、DVD プレーヤーで再生すると、自
動的に画面全体に拡大して表示されます。

MPEG-1 ファイルフォーマットの仕様
MPEG-1 のビデオエンコーディングは、MPEG-2 エンコーディングで使われているのとほぼ同じ処理を使います。
用語や設定の多くは同じです。「Compressor」では、エンコード設定は以下の通りです：

 • エンコーディングモード：1 パス

 • GOP 構造：オープン

 • GOP パターン：BBIBBP

 • GOP 長：15 フレーム（NTSC）、12 フレーム（PAL）

以上の設定値は固定で、「Compressor」でのすべての MPEG-1 ビデオ出力ファイルに適用されます。グループオ
ブピクチャ（GOP）設定の詳細については、109 ページの「MPEG-1 の「エンコーダ」パネル」を参照してくだ
さい。エンコーディングモードの詳細については、109 ページの「MPEG-1 の「エンコーダ」パネル」を参照して
ください。

I フレームに圧縮マーカーを配置することにより、MPEG-1 出力ファイルの特定のポイントで I フレームを強制的に
作成することができます。圧縮マーカーは、「Final Cut Pro」を使用してソースメディアファイルに追加するか、「プ
レビュー」ウインドウで手動で追加することができます。詳細については、46 ページの「マーカーとポスターフレー
ムの概要」を参照してください。

MPEG-1 フォーマットでは、名前付きチャプタマーカーはサポートされません。
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Web 用の MPEG-1 ファイルを作成する
以下の手順に従って、Web 用にエンコードされた MPEG-1 ファイルを作成します。

ステージ 1：MPEG-1 の「エンコーダ」パネルを開いてビデオ設定を選択する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「MPEG-1」を選択します。

「インスペクタ」で、MPEG-1 の「エンコーダ」パネルが開き、「ビデオ」タブが表示されます。

 2 新しい設定「Web 用 MPEG-1」に名前を付けます。

 3 「有効」チェックボックスを選択します。

Click the Automatic 
button or choose 
a frame rate.

Choose the bit rate.

Select Web to set the 
resolution to 320 x 240.

Select to enable 
the Video tab.

 4 「フレームレート」ポップアップメニューの隣にある自動ボタンをクリックします。

ソースビデオのフレームレートが分かっている場合は、「フレームレート」ポップアップメニューから 23.976、29.97、
または 25 を選択することもできます。

 5 「Web」オプションを選択します。

出力の解像度が 320×240 に設定されます。

 6 「ビットレート」スライダをドラッグして、使用するビットレートを指定します。

重要：受け入れ可能な画質が得られる、できるだけ低いビットレートを設定します。

ステージ 2：オーディオ設定を選択する
 1 「オーディオ」タブを開くには、「インスペクタ」の MPEG-1 の「エンコーダ」パネルで「オーディオ」ボタンをク

リックします。

 2 「有効」チェックボックスを選択します。

Select to enable 
the Audio tab.

Select the number 
of audio channels.

Choose the sample rate.

Choose the bit rate.

 3 「サンプルレート」ポップアップメニューから 44.1 kHz を選択します。
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 4 2 チャンネルオーディオソースを使用する場合は「ステレオ」、1 チャンネルオーディオソースを使用する場合は「モ
ノラル」を選択します。

 5 「ビットレート」スライダをドラッグして、使用するビットレートを指定します。

重要：受け入れ可能なオーディオ品質が得られる、できるだけ低いビットレートを設定します。ステレオをエンコー
ドするときは、もっと高いビットレートを使用します。

 6 この設定を保存するには、「保存」をクリックします。

DVD 用の MPEG-1 ビデオを作成する
下の手順に従って、MPEG-1 エレメンタリーストリームの DVD を作成します。

ステージ 1：「設定」タブで新しい設定を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「MPEG-1」を選択します。 

既存のリストに新しい設定が追加されます。

 2 新規設定「DVD 用 MPEG-1 ビデオ」に名前を付けます。

設定の作成の詳細については、36 ページの「設定を作成する／変更する」を参照してください。

ステージ 2：MPEG-1 の「エンコーダ」パネルを開いて DVD 用のビデオ設定を構成する
 1 「インスペクタ」の「エンコーダ」ボタンをクリックし、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「MPEG-1」

を選択します。

 2 「ビデオ」タブを開くには、「ビデオ」ボタンをクリックします。

 3 「有効」チェックボックスを選択します。

Select to enable
the Video tab.

Select DVD to set the 
resolution to match
the frame rate.

Choose the bit rate.

Choose the frame rate.

The file extension 
changes to .m1v once
the Audio tab is disabled.

 4 フレームレート（NTSC の場合は 29.97、PAL の場合は 25）を「フレームレート」ポップアップメニューから選択
します。 

 5 「DVD」オプションを選択します。

出力の解像度が、選択したフレームレートに適合する値に設定されます。

 6 「ビットレート」スライダをドラッグするか、値を直接入力することで、ビットレートを 1.15 Mbps に設定します。

参考：DVD プロジェクトで通常使われる値は 1.15 Mbps で、上限が 1.856 Mbps です。
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ステージ 3：エレメンタリービデオストリームを作成する
出力メディアファイルをエレメンタリービデオストリームにするには、オーディオ設定をオフにする必要があります。

 1 「オーディオ」タブを開くには、「インスペクタ」の MPEG-1 の「エンコーダ」パネルで「オーディオ」ボタンをク
リックします。

 2 「有効」チェックボックスの選択を解除します。

こうすることにより、この設定（プリセット）ではエレメンタリービデオストリームしか作成されなくなり、ファイル拡
張子は「.m1v」に設定されます。

Deselect to disable
the Audio tab.

 3 DVD 用の MPEG-1 ビデオ設定を保存するには、「保存」ボタンをクリックします。

このプリセットと MPEG-1 オーディオのプリセットをソースに対して簡単に使用するために、「DVD 用 MPEG-1」
プリセットグループを作成しておくことができます。詳細については、40 ページの「例：DVD のカスタムグループ
および設定を作成する」を参照してください。

DVD 用の MPEG-1 オーディオを作成する
下の手順に従って、MPEG-1 エレメンタリーストリームの DVD を作成します。

ステージ 1：「設定」タブで新しい設定を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「MPEG-1」を選択します。 

既存のリストに新しい設定が追加されます。

 2 新規設定「DVD 用 MPEG-1 オーディオ」に名前を付けます。

設定の作成の詳細については、36 ページの「設定を作成する／変更する」を参照してください。

ステージ 2：エレメンタリーオーディオストリームを作成する
 1 「インスペクタ」の「エンコーダ」ボタンをクリックし、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「MPEG-1」

を選択します。

 2 「ビデオ」タブを開くには、「ビデオ」ボタンをクリックします。

 3 「有効」チェックボックスの選択を解除します。
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こうすることにより、このプリセットではエレメンタリーオーディオストリームしか作成されなくなり、またファイル拡
張子が「.m1a」に設定されます。

Deselect to disable
the Video tab.

The file extension 
changes to .m1a once
the Video tab is disabled.

ステージ 3：「オーディオ」タブを開いて DVD 用のオーディオ設定を構成する
 1 「オーディオ」タブを開くには、「インスペクタ」の MPEG-1 の「エンコーダ」パネルで「オーディオ」ボタンをク

リックします。

 2 「有効」チェックボックスを選択します。

Choose the 48 kHz 
sample rate.

Select either Stereo 
or Mono.

Select to enable 
the Audio tab.

Choose the bit rate.

 3 「サンプルレート」ポップアップメニューから 48 kHz を選択します。 

 4 2 チャンネルオーディオソースを使用する場合は「ステレオ」、1 チャンネルオーディオソースを使用する場合は「モ
ノラル」を選択します。

 5 「ビットレート」ポップアップメニューから使用するビットレートを選択します。

DVD プロジェクトで使用する通常の値は 192 kbps と 224 kbps です。

 6 DVD 用の MPEG-1 オーディオプリセットを保存するには、「保存」をクリックします。

このプリセットと MPEG-1 ビデオのプリセットをソースに対して簡単に使用するために、「DVD 用 MPEG-1」プリ
セットグループを作成しておくことができます。詳細については、40 ページの「例：DVD のカスタムグループおよ
び設定を作成する」を参照してください。
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MPEG-1 の「エンコーダ」パネル
ここでは、「インスペクタ」ウインドウの MPEG-1 の「エンコーダ」パネルの各種タブについて詳しく説明します。
これらのタブから既存の設定を変更するか、「設定」タブで新しい設定を作成することによって、MPEG-1 の設定を
行います。

MPEG-1 の「エンコーダ」パネルを開くと、以下の項目を含む「ビデオ」タブが前面に表示されます。

基本設定
 • 拡張子：「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから、または「設定」タブにある新規設定の作成（+）
ポップアップメニューから「MPEG-1」出力フォーマットを選択すると、このフィールドに MPEG-1 ファイルの
拡張子（.mpg）が自動的に表示されます。拡張子は、「オーディオ」タブが無効の場合はビデオのみの拡張子
（.m1v）に、「ビデオ」タブが無効の場合はオーディオのみの拡張子（.m1a）に変わります。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらにマルチパスのエンコーディングを実行する場合にの
み有効です。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディン
グ」を参照してください。

 • 「ビデオ」と「オーディオ」：これらのボタンを押すと、これから説明する「ビデオ」タブと「オーディオ」タブが
表示されます。
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「ビデオ」タブ
「ビデオ」タブでは、ビデオフォーマットに関する設定を行います。

Automatic button

 • 有効：MPEG-1 出力フォーマットに「ビデオ」タブの設定が含まれるようにするには、このチェックボックスを選
択します。

 • フレームレート：エンコードするビデオのフレームレートを選択します。

 •「用途」を「Web」と設定した場合：選択できるのは、23.976、25（PAL フレームレート）、29.97（NTSC 
フレームレート）、および「自動」です。

 •「用途」を「DVD」と設定した場合：選択できるのは、25（PAL フレームレート）、29.97（NTSC フレーム
レート）、および「自動」です。

 • 自動ボタン：自動ボタンをクリックすると、ソースのフレームレートに最も近いフレームレートが選択されます。

参考：ソースのフレームレートが標準的な値でない場合、「自動」を選択すると、出力フレームレートが想定した
ビデオフレームレートと一致しなくなることがあります。たとえば、ソースフレームレートが 15 fps で「用途」が
「DVD」に設定されている場合、25（PAL）が自動選択されます。NTSC DVD 用に出力する場合は、フレー
ムレートに 29.97 を選択する必要があります。

 • 用途：出力ファイルの想定用途を選択します。

 • Web：「フレームレート」の設定に関係なく、解像度を強制的に 320×240 にします。

 • DVD：「フレームレート」の設定により解像度が決定されます。フレームレートが 29.97 fps の場合は、解像
度は 352×240 です。フレームレートが 25 fps の場合は、解像度は 352×288 です。

 • ビットレート：このスライダを使って、出力ビデオに使用するビットレートを設定するか、フィールドに数値を入力
します。使用できる範囲は 0.5 Mbps ～ 2.0 Mbps ですが、実際に使用すべき設定値は、出力の用途により決
まります。ビットレートが高いと画質は向上しますが、出力ファイルのサイズは大きくなります。

 • Web プロジェクトの場合：ファイルサイズや予想ダウンロード所要時間とのバランスを考慮して最適なビット
レートを選んでください。

 • VCD プロジェクトの場合：ビデオのビットレートを 1.15 Mbps とし、システムストリーム（ビデオとオーディオ
が同一のファイルに多重化処理されたもの）のビットレートを 1.3944 Mbps より低くすることをお勧めします。

 • DVD プロジェクトの場合：ビデオのビットレートは通常 1.15 Mbps、上限 1.856 Mbps です。
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「オーディオ」タブ
「オーディオ」タブでは、オーディオフォーマットに関する設定を行います。

 • 有効：MPEG-1 出力フォーマットに「オーディオ」タブの設定が含まれるようにするには、このチェックボックス
を選択します。

 • サンプルレート：出力オーディオのサンプルレートを選択します。

 • 48 kHz：DVD で使用する場合に必要です。

 • 44.1 kHz：オーディオ CD に使用されます。最も広くサポートされているサンプルレートです。

 • チャンネル：出力メディアファイルのチャンネルバランス（ステレオまたはモノラル）を選択します。

 • ステレオ：このオプションを選択すると、ステレオの出力オーディオファイルが作成されます。

 • モノラル：このオプションを選択すると、モノラルの出力オーディオファイルが作成されます。

 • ビットレート：出力オーディオに使用するビットレートを設定します（64 kbps、128 kbps、192 kbps、224 
kbps、または 384 kbps）。ビットレートが高いとオーディオの音質は高くなりますが、出力ファイルのサイズは
大きくなります。

参考：「チャンネル」が「モノラル」に設定されている場合は、224 Kbps および 384 Kbps の設定は選択で
きません。
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MPEG-4 ファイル

MPEG-4 Part 2 の概要
Compressor には、高品質の MPEG-4 にトランスコードされたファイルを作成するのに必要なツールが用意され
ています。

MPEG-4 Part 2（MPEG-4 ビデオという名前で、QuickTime 6 でもサポートされています）は、インターネットお
よびワイヤレスのマルチメディア業界向け標準規格の進化に大きく貢献し、これらの業界で広く採用されています。 

MPEG-4 Part 2 をサポートしているデバイスやプレーヤーで出力ファイルを使用する必要がある場合は、MPEG-4 
Part 2 を使ってください。たとえば、MPEG-4 Part 2 のビデオをキャプチャおよび再生できるスマートフォンやデ
ジタル・スチール・カメラは、いまや数百万台も普及しています。

MPEG-4 Part 10 とも呼ばれる H.264 は、MPEG-4 Part 2 よりも新しいテクノロジーです。MPEG-4 Part 2 と
同じデータレートでエンコードしたビデオで比較すると、フレームのサイズは最大で 4 倍までが可能です。しかし、
MPEG-1 と MPEG-2 が現在も業界で使われているのと同様に、MPEG-4 Part 2 も使われ続けていくことでしょう。

参考：MPEG-4 Part 2 は、QuickTime のコーデックであり（MPEG-4 ビデオ）、出力フォーマットでもあります。
この章では、出力フォーマットとしての MPEG-4 Part 2 について説明します。

MPEG-4 Part 2 には、次の利点があります：

 • 標準への準拠：出力は、MPEG-4 Part 2 対応デバイスだけでなく、ほかの規格ベース（ISMA）のプレーヤー
とも互換性があります。たとえば、携帯電話などです。 

 • 高品質のビデオ：高機能のトランスコーダで、ターゲットデータレートに設定できるだけでなく、1 パス可変ビッ
トレート（VBR）を使用して、出力の品質やトランスコードの速度を最大限に高めることが可能です。

 • AAC（Advanced Audio Coding）：MPEG-4 オーディオは各種のソースオーディオに幅広く対応しており、真
の可変ビットレート（VBR）オーディオトランスコーディングを QuickTime にもたらします。MPEG-4 は、MP3 
オーディオより優れた音質を提供する Advanced Audio Coding（AAC）コーデックを使用して、同じビット
レートならより小さなファイルサイズで、そしてサイズが同じならより高い品質での圧縮を可能にしています。ま
た、アートワークや URL が割り当てられたチャプタマーカーなどの Podcasting 情報のほかにも、さまざまな
テキスト注釈を含めることができます。

 • ストリーミングのヒンティング：ヒンティングでは、ビデオストリームをストリーム可能なセグメントに分割する際
の、分け方を設定します。ストリーミングビデオを作成するには、データを送信するタイミングの手がかりをスト
リーミングサーバに与える必要があります。ヒントを与えるには、最大パケットサイズと最大パケット継続時間を
定義します。ヒント・トラックには、出力ファイルのストリームに必要な情報が含まれています。ヒント・トラック
は出力ファイル（ビデオおよびオーディオ）内のすべてのメディアトラックに対して作成されます。ストリーミング
サーバはこのヒント・トラックを使用して、メディアをリアルタイムストリームに変換します。
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MPEG-4 Part 2 のデフォルト設定
MPEG-4 Part 2 ファイルのビデオおよびオーディオ設定をカスタマイズする必要がない場合には、デフォルトの 
MPEG-4 Part 2 出力フォーマット設定を受け入れることで、ソース・メディア・ファイルを簡単にトランスコードで
きます。詳細については、114 ページの「MPEG-4 Part 2 設定を作成する」を参照してください。

「ビデオ」タブのデフォルト設定
MPEG-4 Part 2 出力メディアファイルのデフォルトのビデオ設定を以下に示します：

 • ビデオ有効：選択済み

 • ビデオ圧縮：H.264 ベースラインプロファイル

 • フレームレート：29.97 fps

 • キーフレームの間隔：30 フレーム

 • ビットレート：1000 kbps

Either enter a number in 
the Bit Rate field or use 
the slider to set the bit rate.

「オーディオ」タブのデフォルト設定
MPEG-4 Part 2 出力メディアファイルのデフォルトのオーディオ設定を以下に示します。

 • オーディオ有効：選択済み

 • チャンネル：ステレオ

 • サンプルレート：44.100 kHz

 • 品質：高

 • ビットレート：128 kbps 

「ストリーミング」タブの設定
MPEG-4 Part 2 出力メディアファイルのデフォルトのストリーミング設定を以下に示します：

 • ストリーミングのヒント有効：選択済み

 • 「パケットの上限」の「サイズ」：1,450 バイト
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 • 「パケットの上限」の「継続時間」：100 ミリ秒

上のデフォルト値で問題がない場合、設定はこれで完了です。ソースメディアファイルのトランスコードをただちに
開始できます。

MPEG-4 Part 2 設定を作成する
MPEG-4 Part 2 ファイルフォーマット設定をカスタマイズしたい場合は、下の手順に従ってください。

ステージ 1：MPEG-4 の「エンコーダ」パネルを開いてビデオ設定を調整する
「ビデオ」タブでは、MPEG-4 Part 2 出力ファイルの品質（ISMA プロファイル）、フレームレート（fps）、キーフ
レーム間隔、およびビットレートを設定できます。 

 1 「インスペクタ」ウインドウで「エンコーダ」ボタンをクリックし、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから
「MPEG-4」を選択します。

「拡張子」フィールドに「.mp4」が表示され、「ビデオ」タブが開いた状態で、MPEG-4 の「エンコーダ」パネ
ルが開きます。

参考：「ジョブのセグメント化を許可」チェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらにマルチパスのエンコーディングを実行する場合にのみ有
効です。MPEG-4 Part 2 フォーマットでは、シングルパス VBR が使われるので、どのような場合でもこのチェック
ボックスを選択しておけば、分散処理での処理速度が向上します。詳細については、234 ページの「ジョブのセグ
メント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディング」を参照してください。
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 2 以下の MPEG-4 ビデオ設定を調整します：

 • ビデオ有効：MPEG-4 Part 2 出力フォーマットのビデオ設定を適用する場合は、このチェックボックスを選択し
ます。

 • ビデオ圧縮：使用する MPEG-4 圧縮フォーマットを選択します。

 • MPEG-4 標準品質：すべての MPEG-4 Part 2 デバイスで再生できます。

 • MPEG-4 高品質：出力品質が向上しますが、古い MPEG-4 Part 2 デバイスには対応していません。

 • H.264 メインプロファイル：H.264 ベースラインプロファイルと似ていますが、標準精細度（SD）ビデオの要件
に対応しています。

 • H.264 ベースラインプロファイル：主な用途は、ビデオ会議やモバイルアプリケーションです。

 • フレームレート：出力メディアファイルの全体のフレームレートを選択するかその値を入力します。「自動」ボタン
をクリックすると、「Compressor」が自動的にフレームレートを選択します。

 • キーフレームの間隔：出力メディアファイルにキーフレームを作成する頻度（フレーム数）を指定する値を入力し
ます。自動ボタンをクリックすると、キーフレームの間隔レートを「Compressor」が自動的に選択します（自動
設定がオンの場合、表示される値は 0 になります。実際の値はエンコード処理中に決定されます）。

 • マルチパス：高い品質を得たいときにこのチェックボックスを選択しますが、エンコード時間は長くなります。こ
のチェックボックスは、「ビデオ圧縮」ポップアップメニューから H.264 オプションを選択した場合にのみ使用で
きます。

 • ビットレート：スライダをドラッグして出力メディアファイル全体のビデオビットレートを設定するか、該当する
フィールドに数値を直接入力します。

ほかに編集するパラメータがなければ、通常の方法で MPEG-4 設定をソースメディアファイルに割り当てます。詳
細については、32 ページの「ソースメディアに設定を割り当てる」を参照してください。それ以外の場合は次の段
階に進み、MPEG-4 オーディオ設定を編集します。

ステージ 2：「オーディオ」タブを開いて MPEG-4 オーディオ設定を調整する
「オーディオ」タブでは、MPEG-4 出力ファイルのオーディオトラック品質、サンプルレート、およびビットレートを
設定します。 

 1 「オーディオ」パネルを開くには、「インスペクタ」の MPEG-4 の「エンコーダ」パネルで「オーディオ」ボタン
をクリックします。

Sample Rate 
pop-up menu

Bit Rate slider

 2 以下の MPEG-4 オーディオ設定を調整します：

 • オーディオ有効：MPEG-4 Part 2 出力フォーマットのオーディオ設定を適用する場合は、このチェックボックスを
選択します。

 • チャンネル：オーディオファイルにモノラル出力またはステレオ出力を選択します。

 • サンプルレート：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、または 48 kHz のいずれかのサンプルレート
を選択します。また、「推奨」を選択すれば、「Compressor」で「チャンネル」と「ビットレート」設定に基づ
いて最適なサンプルレートが選択されます。

参考：「推奨」を選択すると、トランスコードが実際に始まるまでサンプルレートは決まりません。
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 • 品質：出力メディアファイルのオーディオ品質を選択します：

 • 低：トランスコードのスピードは向上しますが、出力ファイルの品質は低下します。

 • 中：トランスコードのスピードは低下しますが、オーディ品質は「低」より向上します。

 • 高：最高のオーディオ品質を得るための設定です。出力メディアファイルのオーディオ品質が最も重要で、トラン
スコードに時間がかかってもよい場合には、この設定を使用します。

 • ビットレート：スライダをドラッグして、出力メディアファイルのオーディオビットレートを 16 Kbps（2 KB／秒）
～ 320 Kbps（40 KB／秒）の間で設定します。該当するフィールドに値を直接入力することもできます。

ほかに編集するパラメータがなければ、通常の方法で MPEG-4 設定を割り当てます。詳細については、32 ページ
の「ソースメディアに設定を割り当てる」を参照してください。それ以外の場合は次の段階に進み、ストリーミング
設定を編集します。

ステージ 3：「ストリーミング」タブを開いてストリーミング設定を編集する
「ストリーミング」タブでは、出力ファイルにヒントを設定し、MPEG-4 Part 2 出力ファイルの最大パケットサイズお
よび最大パケット継続時間を設定します。出力メディアファイルを古いバージョンの QuickTime Streaming Server
（バージョン 4.1 以前）で使えるように設定することもできます。

 1 「ストリーミング」パネルを開くには、「インスペクタ」の MPEG-4 の「エンコーダ」パネルで「ストリーミング」
ボタンをクリックします。

 2 以下の MPEG-4 ストリーミング設定を調整します：

 • ストリーミングのヒント有効：MPEG-4 Part 2 出力フォーマットのストリーミング設定を適用する場合は、この
チェックボックスを選択します。

 • v4.1 より前の QuickTime Streaming Server 互換：出力メディアファイルを古いバージョンの QuickTime 
Streaming Server（バージョン 4.1 以前）でも使えるようにするには、このチェックボックスを選択します。4.1 
より新しいバージョンの QuickTime を使用する場合は、このチェックボックスを選択する必要はありません。ス
トリーミングの互換性に関する問題は自動的に解決されるためです。

 • 「パケットの上限」の「サイズ」：出力メディアファイルでのストリーミングパケットの最大ファイルサイズ（バイト）
を入力します。設定するパケットサイズは、ストリーミングサーバとビューアの間のネットワーク上で使用される最
大パケットを超えないようにしてください。

 • 「パケットの上限」の「継続時間」：出力メディアファイルでのストリーミングパケットの最大継続時間（ミリ秒）を
入力します。継続時間が関係するのは、MPEG-4 Part 2 オーディオのみです。パケット内のオーディオの最大量
（ミリ秒）を制限することにより、パケット損失によって生じるオーディオのドロップアウトを抑えることができます。

「Compressor」のワークフローでは出力フォーマットの設定が最も重要ですが、ほかの設定およびプリセット、たと
えばフィルタ、クロップ処理、フレームのサイズ設定、アクション、および書き出し先などを追加することもできます。
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オーディオ Podcast の設定を作成する
「Compressor」を使えば、MPEG-4 出力フォーマットを元にして機能を高めたオーディオ Podcast を簡単に作成
できます。高機能オーディオ Podcast には、アートワークや URL が割り当てられたチャプタマーカーや Podcast 
マーカーなどの Podcasting 情報、さまざまなテキスト注釈を含めることができます。オーディオ Podcast の設定
を作成するには、以下の手順に従います。

ステージ 1：MPEG-4 の「エンコーダ」パネルを開いてオーディオのみの出力メディアファイル用の設定を行う
 1 「インスペクタ」ウインドウで「エンコーダ」ボタンをクリックし、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから

「MPEG-4」を選択します。

 2 「ビデオ」タブを開くには、「ビデオ」ボタンをクリックします。

 3 「ビデオ有効」チェックボックスの選択を解除します。

 4 「オーディオ」タブを開くには、「オーディオ」ボタンをクリックします。

 5 「オーディオ有効」チェックボックスを選択します。 

これで、MPEG-4 出力はオーディオのみ（.m4a）のファイルになります。「オーディオ」タブで、その他の設定も
必要に応じて指定できます。

ステージ 2：Podcast 情報が含まれるように MPEG-4 出力を構成する
 1 「インスペクタ」ウインドウの MPEG-4 「エンコーダ」パネルの下部にある「拡張 Podcast（m4a ファイル）」

チェックボックスを選択します。

このチェックボックスは、「ビデオ」タブで「ビデオ有効」の選択を解除している場合のみ使用できます。このチェッ
クボックスを選択すると、追加する注釈、アートワークや URL が割り当てられたチャプタマーカーや Podcast マー
カーが出力メディアファイルに埋め込まれるようになります。

Deselect this checkbox 
to activate the “Enhanced 
Podcast (m4a file)” checkbox.

Select this checkbox to include 
podcasting information in the 
output media file.

 2 ソース・メディア・ファイルのターゲットに適用できるように設定を保存するには、「保存」をクリックします。
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ステージ 3：「追加情報」タブを開いて注釈を入力する
 1 「バッチ」ウインドウで、ソース・メディア・ファイルで作成されたジョブのターゲット以外の領域をクリックします。

「インスペクタ」ウインドウに「A/V 属性」、「追加情報」、および「ジョブ操作」タブが表示されます。

 2 「追加情報」タブをクリックします。

「追加情報」タブでは、タイトル、アーティストなどの注釈を出力メディアファイルに追加できます。

 3 出力メディアファイルに追加する項目を「注釈を追加」ポップアップメニューから選択します。

Choose items from this 
pop-up menu to include 
them as annotations in 
the output media file.

選択した項目が「注釈」列に表示されます。

 4 項目の「値」列をダブルクリックし、注釈のテキストを入力します。

 5 出力メディアファイルに追加する注釈ごとに手順 3 と 4 を繰り返します。

詳細については、27 ページの「「インスペクタ」ウインドウ」を参照してください。

作成した設定を使って、オーディオ Podcast を出力できます。

Podcast の処理を実行する前に、「プレビュー」ウインドウを使って、出力メディアファイルのチャプタマーカー
や Podcast マーカーを追加したり構成したりできます。エンコード処理を完了した出力メディアファイルは、
「QuickTime Player」で開いてマーカー、URL、アートワークが意図した通りに表示されているか検証できます。
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QuickTime ムービーファイル

QuickTime ムービーの概要
QuickTime は、クロスプラットフォームのマルチメディアテクノロジーであり、Mac OS アプリケーションでビデオ、
オーディオ、および静止画像ファイルのキャプチャおよび再生を可能にします。QuickTime は、多くのコーデックを
内蔵したオープンスタンダードで、マルチメディアおよびストリーミングの両方に対応したメディア・アーキテクチャで
す。オーサリングと配信の両方に幅広く使用されています。たとえば、多くのビデオ編集および合成用アプリケーショ
ンで QuickTime が基本フォーマットとして使用されています。QuickTime には、ストリーミングビデオから DVD 
まで、あらゆるメディアに対応したビデオコーデックとオーディオコーデックが幅広く含まれています。QuickTime 
アーキテクチャでは、AVI ファイルや 3G ストリームなど、QuickTime ムービー以外のファイルフォーマットも処理
できます。こうした各種フォーマットの作成方法の詳細については、125 ページの「QuickTime 書き出しコンポー
ネントの概要」を参照してください。

Web 用の QuickTime メディアファイル
QuickTime を使えば、メディアファイルを Web 上で再生することができます。そのためには、視聴者が使ってい
ると思われる帯域幅に合わせて、ファイル圧縮のデータレートを設定します。この処理を実行するには、出力メディ
アファイルを QuickTime ファストスタートムービー（所定の量をバッファした後は再生しながらダウンロードするタ
イプ）または QuickTime ストリーミングムービーに設定してください。

QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルの「ストリーミング」ポップアップメニューで、さまざまなストリーミ
ングオプションを選択することができます。

QuickTime 出力用のチャプタマーカーと Podcast マーカー
「Final Cut Pro」で作成されたチャプタマーカーは、QuickTime Player、iTunes（.m4v ファイル）、Final Cut 
Pro で認識できるほかの出力ファイルに渡されます（つまり転送されます）。チャプタマーカーおよび Podcast マー
カーの追加の詳細については、46 ページの「マーカーとポスターフレームの概要」を参照してください。

QuickTime ビデオコーデック
コーデックとは、コンプレッサ（CO）／デコンプレッサ（DEC）の略語です。再生方法（Web または DVD など）
に応じてコーデックを使い分けます。配信のターゲットとなる視聴者が使用している再生方法が判明したら、その方
法に適したコーデックを選択します。使用するコーデックを決めるには、データレートの上限と目的の品質を満たせ
る圧縮レベルを選択しなければなりません。

コーデックには、それぞれ長所と短所があります。たとえば、あるコーデックは特定のメディアを格納するのに適し
ており、別のコーデックはアーティファクトを多く生じさせます。また、圧縮に時間がかかっても展開は高速で行う
ものや、圧縮と展開を同じスピードで実行するコーデックもあります。コーデックの中には、ファイルを元の 1/100 
サイズに圧縮できるものや、ファイルサイズをほとんど小さくできないものもあります。さらに、コーデックによって
は、特定の OS プラットフォーム用のみが入手可能なもの、特定のプロセッサを必要とするもの、特定のバージョン
以降の QuickTime でのみ再生できるものなどがあります。

コーデックを選択する際は、次に注意してください：

 • ターゲットとなる視聴者の最低システム要件

 • ソース素材

 • 圧縮済みメディアファイルの品質

 • 圧縮済みメディアファイルのサイズ

 • メディアファイルの圧縮／展開時間

 • メディアファイルをストリーム配信するかどうか

「Compressor」には、QuickTime で提供されている標準的なビデオコーデックに加えて、QuickTime Pro で提
供されるコーデックオプションも追加されています。視聴者のコンピュータにインストールされているコーデックが分
からない場合は、なるべく互換性を確保できるように、標準的な QuickTime コーデックのいずれかを使用してくだ
さい。
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参考：ビデオコーデックの選択、および最適なビデオコーデック設定の詳細については、関連する QuickTime の
マニュアルを参照してください。

ビデオコーデックには、次の 2 種類があります。

 • 可逆圧縮コーデック：可逆圧縮コーデックは圧縮したデータを完全に保持し、通常は映像をある編集用アプリケー
ションから別のアプリケーションに転送するために使用されます。可逆圧縮コーデックでは、高いデータレート、
および映像の圧縮に特化したハードウェアを持つハイエンドコンピュータが必要です。可逆圧縮コーデックの一例
に、アニメーション、8 ビットおよび 10 ビットの非圧縮 4:2:2 コーデックがあります。

 • 非可逆圧縮コーデック：可逆圧縮コーデックとは対照的に、非可逆圧縮コーデックはデータの近似値のみを返し、
通常は完成したビデオをエンドユーザに配信するために使用されます。近似のレベルはコーデックの品質で決ま
ります。一般的には、コーデックの出力品質とコーデックの圧縮能力との間には反比例の関係があります。一部
のコーデックでは、目に見える劣化を出さずに最低でも 5:1 の圧縮比を実現できます。非可逆圧縮コーデックに
は、フォト－ JPEG コーデックなどがあります。

品質の低い非可逆的な圧縮を行うと、人間の目で確認できる不自然なアーティファクトが生じます。非可逆圧縮
コーデックを使用する際は、メディアファイルの圧縮は 1 回にとどめてください。ファイルを繰り返し圧縮すると、
アーティファクトがさらに生じる原因になります。

QuickTime オーディオコーデック
ディスク容量と帯域幅に余裕がある場合は、オーディオを圧縮しないことをお勧めします。非圧縮オーディオに
は、通常 8 ビットサンプル（電話レベルの音質）または 16 ビットサンプル（CD レベルの音質）が使用されます。
（「Compressor」ではサンプルあたり 64 ビット浮動小数点と、最高サンプルレート 192 kHz がサポートされて
います。）ディスク容量と帯域幅に制限がある場合は、オーディオを圧縮する必要があります。ただし、オーディオ
に必要なディスク容量はビデオより少ないため、ビデオほど高い倍率で圧縮する必要はありません。

オーディオコーデックの 2 つの重要なコンポーネントは、サンプルレートとサンプルサイズです。サンプルレートは
サウンド品質を設定し、サンプルサイズはサウンドのダイナミックレンジを設定します。QuickTime オーディオコー
デックでは、ソースメディアファイルのサンプルレートとサンプルサイズの両方を設定できます。

オーディオコーデックを選択する
AAC は汎用性の高いオーディオ配信コーデックで、さまざまな再生デバイスとの互換性が確保されています。低速
なコンピュータでの QuickTime ムービーの再生には、IMA 4:1 が好適です。プロセッサへの負担が軽くなるので、
コンピュータはより複雑なビデオストリームの方に処理能力を集中することができます。

サウンド・サンプル・レート
デジタル化されたサウンドは、さまざまな周波数レートで取り込まれるサウンドサンプルから構成されます。1 秒当
たりのサウンドサンプルが増加すると、サウンドの品質も高くなります。たとえば、オーディオ CD では 44.1 kHz の
サンプルレートが使用され、DVD では 48 kHz、電話網を介した音声では 8 kHz が使用されます。サウンドの性
質に合わせてサンプルレートを選択してください。音楽は周波数範囲が広いため、音声よりも高いサンプルレート
を選択する必要があります。発話音声の周波数範囲は狭いため、低いサンプルレートでも中程度のオーディオ品質
を維持できます。通常は、使用可能なサンプルレートのうち最高のレートを選択してください。

サンプルレートを下げれば、メディアファイルを 5:1 の比率まで縮小することが可能です。この場合、8 ビットのサ
ンプリングを使用したときほどではないものの、オーディオ品質は劣化します。以下の表は、一般的なサンプルレー
トと、各レートで予想される対応オーディオデバイスを示したものです。

サンプルレート 対応オーディオデバイス

48 kHz DAT/DV/DVD

44 kHz CD

22 kHz FM ラジオ

8 kHz 電話
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サウンド・サンプル・サイズ
サウンド・サンプル・サイズは、サウンドのダイナミックレンジを決定します。たとえば、8 ビットのサウンドでは 256 
個の値が使用可能で、16 ビットのサウンドでは 65,000 個以上の値が使用可能です。

オーケストラ音楽など、弱い部分と強い部分を両方含む音楽には、16 ビットサウンドを選択してください。発話音
声や音量レベルがほぼ一定な音楽では、8 ビットサウンドを使用してもよい結果が得られます。

メディアファイルを縮小する必要がある場合は、サンプルサイズを 16 ビットから 8 ビットに下げます。これによりファ
イルサイズが半分になりますが、オーディオ品質も劣化します。

QuickTime メディアファイルを作成する
QuickTime のビデオコーデックおよびオーディオコーデックの多くは、「Compressor」で選択することができます。
「圧縮設定」および「サウンド設定」ダイアログ（QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルから開きます）に
すべてのコーデックがあります。

ステージ 1：QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルを開いて基本設定を選択する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「QuickTime ムービー」を選択して、設定を選

択するか新しい設定を作成します。

 2 「インスペクタ」ウインドウの「エンコーダ」ボタンをクリックします。

QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルが表示されます。このパネルには、「ビデオ」および「オーディオ」
の「設定」ボタン、「有効」ポップアップメニュー、「ストリーミング」ポップアップメニュー、「オプション」ボタン
（淡色表示）、および設定一覧テーブルが表示されています。

「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから、または「設定」タブにある新規設定の作成（+）ポップアップ
メニューから QuickTime ムービー出力フォーマットを選択すると、「拡張子」フィールドに QuickTime ファイルの
拡張子（.mov）が自動的に表示されます。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまた
はマルチパスエンコーディング」を参照してください。

Options button (dimmed 
unless Hinted Streaming 
is selected)

Summary table

Streaming pop-up menu

Extension field

Clean aperture selection

「Compressor」で分散処理やマルチパスエンコーディングを使用している場合は、「ジョブのセグメント化を許可」
チェックボックスの選択を解除することで、ジョブのセグメント化を無効にできます。
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 3 ビデオおよびオーディオ設定を選択します（手順の詳細については、下のタスクを参照してください）：

 • 有効／無効／パススルー：これらのポップアップメニューで、ビデオおよびオーディオの設定を有効または無効に
します。「有効」を選択すると、ビデオまたはオーディオのトラックが、それぞれ出力ムービーに含まれます。「無
効」を選択すると、ビデオまたはオーディオのトラックが、それぞれ出力ムービーから除外されます。「パススルー」
（オーディオのみ）を選択すると、「Compressor」はオーディオを変更せずにそのまま出力ムービーにコピーし
ます。一例として、マルチトラックオーディオの高精細度（HD）ファイルをオーディオトラックはそのままにして
標準精細度（SD）ファイルに変換する方がよい場合があります。

参考：「Final Cut Pro」から「Compressor」にシーケンスを書き出す場合（「ファイル」＞「書き出し」＞
「Compressor を使う」と選択します）に、「パススルー」が選択されている設定を適用すると、設定のオー
ディオ部分は、シーケンスの設定とチャンネル数を持つが、出力で作成されるトラックは 1 つのみの PCM 設
定に変わります。「Final Cut Pro」のプロジェクトにオーディオパススルーが必要な場合は、QuickTime ムー
ビーを書き出してから（「ファイル」＞「書き出し」＞「QuickTime ムービー」と選択します）、そのムービー
を「Compressor」に読み込みます。

重要：「パススルー」が選択されている場合、「フィルタ」パネルのオーディオフィルタは使用できません。また、
「フレームコントロール」パネルのリタイミングコントロールでオーディオが補正されないため、ビデオとの同期
化エラーの原因となる場合があります。

 4 「ストリーミング」ポップアップメニューから QuickTime ストリーミングオプションを選択します。

 • なし：この設定（デフォルト）を選択すると、インターネットを介した出力メディアファイルのストリームは実行さ
れません。

 • ファストスタート：出力メディアファイルがサーバからすべてダウンロードされていなくても、再生（表示）を開始
できます。

 • ファストスタート－圧縮ヘッダ：この設定では、得られる結果は「ファストスタート」の場合と同じ（サーバから
のダウンロードが完了していなくても、出力メディアファイルを表示できます）ですが、出力メディアファイルのサ
イズをさらに小さくできます。

 • ヒントストリーミング：この設定では、出力メディアファイルにヒント・トラックを追加して、QuickTime Streaming 
Server で使用できるようにします。 

 5 「ストリーミング」ポップアップメニューから「ヒントストリーミング」を選択した場合は、「オプション」ボタンをク
リックすると QuickTime の「ヒント書き出しの設定」ダイアログが開き、ストリームの追加ヒンティング設定を選
択できます。

 6 出力ファイルでクリーンなピクチャエッジを定義するには、「クリーンアパーチュア情報を追加」チェックボックスが選
択されていることを確認してください。

アーティファクトがエッジに沿って生じないようにピクセルを隠す数を定義する情報が、出力ファイルに追加されま
す。出力ファイルを「QuickTime Player」で再生すると、この設定が原因で、ピクセルのアスペクト比がわずか
に変更されることがあります。

チェックボックスの選択が解除されていると、クリーンアパーチュア情報は出力ファイルに追加されません。
「Compressor 3.0.5」以前では、これが標準の動作です。

参考：このチェックボックスは、出力ファイルの実際のピクセルには影響しません。プレーヤーでピクチャのエッジを
隠す際に使える情報をファイルに追加するかどうかを制御するだけです。

 7 「保存」をクリックします。

選択した設定の詳細が設定一覧テーブルに表示されます。
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ステージ 2：QuickTime ビデオコーデックを追加する
QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルにある「ビデオ」の「設定」ボタンを使うと、現在インストールさ
れている QuickTime ビデオコーデックにアクセスできます。

すべてのコーデックには QuickTime との互換性がありますが、出力ファイルの再生に「QuickTime Player」を
使う場合は、以下のコーデックをお勧めします：

 • H.264

 • フォト－ JPEG

変更できない設定は淡色表示されます。Photo-JPEG など一部のビデオコーデックでは、もっと詳細な設定が可能
です。この場合、「オプション」ボタンが使用可能になります。

 1 「インスペクタ」の QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルで、「ビデオ」の「設定」ボタンをクリックし
ます。

 2 「圧縮設定」ダイアログの「圧縮の種類」ポップアップメニューからビデオコーデックを選択し、デフォルト設定を
受け入れるか、ほかの設定（「Motion」、「データレート」、「Compressor」の各領域）をカスタマイズします。

Choose a frame rate 
from this pop-up menu.

Click the Options button for 
more configuration settings.

Choose a compression type 
from this pop-up menu.

「圧縮設定」ダイアログの設定は、「圧縮の種類」ポップアップメニューで選択したコーデックによって異なります。

 3 プリセットに追加したいビデオコーデックを「圧縮の種類」ポップアップメニューから選択します。

 4 必要に応じて、「モーション」領域で以下の設定を指定します：

 • フレームレート：フレームレートを選択するか、「カスタム」を選択して手動でフレームレートを入力します。

このポップアップメニューで元のファイルよりも低いフレームレートを設定すると、圧縮後のファイルのサイズをよ
り小さくすることができます。高いフレームレートは動きを滑らかにしますが、大きな帯域幅を必要とします。「フ
レームレート」ポップアップメニューから別のフレームレートを選択できますが、最良の結果を得るためには元の
ファイルがうまく分割できる数値にレートを変更することをお勧めします。たとえば、元のファイルのフレームレー
トが 30 fps なら、10 fps または 15fps のフレームレートを使用します。24 fps フレームレートを選択すると、
動きにむらが生じ、ドロップフレームが生じることもあります。これは、30 が 24 で割り切れない数値であるた
めに生じる問題です。 
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 • キーフレーム：選択したコーデックによっては、「キーフレーム」の「等間隔に設定」フィールドを使って、キー
フレーム間のフレーム数を指定できます。時間圧縮法に基づくコーデックでは、キーフレームを使用します。こ
れは直後のフレームの参照フレームとして機能するため、キーフレームと後に続くフレーム間のデータの冗長性
が排除されます。キーフレーム間には、それほど詳細ではないデルタフレームが存在します。内容の変化に対応
するため、メディアファイル全体にキーフレームを挿入する必要があります。ビデオコーデックの種類によっては、
一定数のフレームごとにキーフレームを挿入できます。それ以外のビデオコーデックでは、ファイル全体をスキャ
ンして主要な類似個所と相違個所を検出し、適宜そのコーデック固有のキーフレームを挿入します。

メディアファイルが多くの動きを含む場合は、トーキング・ヘッド・シーケンスなどの静的な画像より多くのキー
フレームを設定する必要があります。

 5 必要に応じて、「データレート」領域で以下の設定を指定します：

 • データレート：このフィールドを使用して、メディアファイルの配信に必要な 1 秒当たりのキロバイト数（KB／
秒）を設定します。この設定は、特定のビットレートを指定する場合（DSL 接続用など）、または特定のスペー
スにファイルを収めたい場合（DVD、CD-ROM など）に便利です。配信に用いるメディアに適したデータレー
トを選択し、それをデータの制限範囲でできるだけ高く設定します。データレートを設定すると、ほかのコーデッ
ク品質設定が上書きされます。コーデックでは、ファイルはデータレートの上限に基づいて圧縮されるためです。

データレートが関係するのはメディアファイルのビデオトラックのみであることに注意してください。メディアファ
イルにオーディオも含まれる場合は、オーディオ用の空き容量も確保する必要があります。

 6 必要に応じて、「Compressor」領域の「オプション」ボタンをクリックして追加変更を適用します。

「圧縮の種類」ポップアップメニューで選択したコーデックにオプションが用意されていない場合、このボタンは淡色
表示されます。コーデック用の追加オプションの詳細については、コーデックの製造元にお問い合わせください。

 7 変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。

ステージ 3：QuickTime オーディオコーデックを追加する
QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルにある「オーディオ」の「設定」ボタンを使うと、現在インストール
されている QuickTime オーディオコーデックにアクセスできます。

すべてのコーデックには QuickTime との互換性がありますが、出力メディアファイルの再生に「QuickTime 
Player」を使う場合は、以下のコーデックをお勧めします：

 • AAC

 • IMA 4:1

オーディオコーデックの詳細については、120 ページの「QuickTime オーディオコーデック」を参照してください。

変更できないオーディオ設定は淡色表示されます。ほとんどのオーディオコーデックでは、追加設定ができます。こ
の場合、さまざまなボタンとコントロールが使用可能になります。

 1 QuickTime ムービーの「エンコーダ」パネルまたは 「インスペクタ」の AIFF 「エンコーダ」パネルで、「オーディ
オ」の「設定」ボタンをクリックします。



 第 5 章    カスタム設定と出力フォーマット 125

 2 「サウンド設定」ダイアログで、追加したいオーディオコーデックを「フォーマット」ポップアップメニューから選択
します。

Rate field 
and pop-up menu

Format pop-up menu

Show Advanced 
Settings checkbox

 3 「チャンネル」ポップアップメニューからチャンネル出力（モノラル、ステレオ、マルチチャンネル出力など。コー
デックによって異なります）を選択します。

 4 「レート」フィールドおよびポップアップメニューを使って、メディアファイルのサンプルレートを選択します。

サンプルレートが大きいとオーディオ品質が高くなりますが、ファイルサイズも大きくなります。大きなファイルのダ
ウンロードには、長い時間とより大きな帯域幅が必要となります。

 5 選択したコーデックの設定を確認するには、「詳細設定を表示」チェックボックスを選択します（使用可能な場合）。 

コーデックの追加オプションについては、コーデックの製造元にお問い合わせください。

 6 変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。

QuickTime 書き出しコンポーネントファイル

QuickTime 書き出しコンポーネントの概要
QuickTime のコンポーネントプラグイン機能を利用することにより、「Compressor」からさまざまなフォーマット
を出力できます。

「Compressor」および QuickTime は、追加のコーデックオプションおよび他社製のフォーマットをサポートする
ために拡張することができます。QuickTime のコンポーネントプラグイン機能を使えば、他社製のデバイスやオペ
レーティングシステムで再生できる独特なファイルフォーマット、たとえば携帯電話用のファイルフォーマットを書き
出せるようにすることも可能です。標準の QuickTime ムービーフォーマットとは異なり、こうした書き出しファイル
は QuickTime Player のような QuickTime ベースのアプリケーションでは再生できません。（QuickTime ムー
ビーのネイティブ・ファイル・フォーマットの詳細については、119 ページの「QuickTime ムービーの概要」を参
照してください。）

以前は、このようなファイルを作成するには、複数の手順と複数のオペレーティングシステムが必要でした。つまり、
ファイルを書き出して、別のプラットフォームのコンピュータに移動してから、別のソフトウェア・アプリケーションで
エンコードする必要がありました。QuickTime は、特別なアプリケーションを起動しなくても他社製フォーマットの
エンコードを制御できる書き出しコンポーネント機能を備えています。これでワークフローが簡単になり、作業時間
が短縮され、複数のオペレーティングシステムおよびソフトウェアパッケージを扱う手間が省けました。
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「Compressor」は、他社製のソフトウェアがなくても、3G、AVI、および Apple iPod にトランスコードできます。
「Compressor」の QuickTime 書き出しコンポーネント機能は、将来に書き出しプラグインを追加することがで
きるようにと開発されました。他社製のソフトウェアをインストールしてから、「インスペクタ」ウインドウの「エン
コーダ」パネルの「ファイルフォーマット」で「QuickTime 書き出しコンポーネント」を選択し、「エンコーダのタ
イプ」ポップアップメニューで出力ファイルフォーマットを選択します。

現在入手できるプラグインやアップデートの詳細については、「Compressor」のサポート Web サイト
（http://www.apple.com/jp/support/compressor）を参照してください。

QuickTime 書き出しコンポーネントの設定を作成する
出力フォーマットとして QuickTime 書き出しコンポーネントを選択した場合は、すでにインストールされている書き
出しプラグインの設定のみを作成できます。

QuickTime 書き出しコンポーネントの出力フォーマットには、iPod エンコーダタイプがあります。このエンコーダ
では、ビデオには H.264 エンコーダ、オーディオには AAC エンコーダを使って、iPod での再生に適した出力ファ
イルを作成できます。すべての設定（フレームサイズ、フレームレートなど）は、自動的に設定されます。

H.264（Apple デバイス用）出力フォーマットに対してこのプラグインを使用する際の欠点としては、分散処理機能
を利用できないこと、チャプタマーカーを入れられないこと、「フレームコントロール」パネルを使えないことが挙
げられます。

iPod 出力メディアファイルの作成方法の詳細については、64 ページの「iTunes および Apple デバイス出力の概
要」を参照してください。

QuickTime 書き出しコンポーネントの設定を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「QuickTime 書き出しコンポーネント」を選択

して、設定を選択するか新しい設定を作成します。

 2 「ファイルフォーマット」ポップアップメニューで、「QuickTime 書き出しコンポーネント」を選択します。 

Extension field

Choose QuickTime 
Export Components.

Click to see the options 
for the encoder plug-in.

Choose an encoder plug-in.

必要に応じて、デフォルト設定を変更できます： 

 • 拡張子：このフィールドには、「エンコーダのタイプ」ポップアップメニューで選択された出力フォーマットのファ
イル拡張子が表示されます。

http://www.apple.com/jp/support/compressor
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 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらにマルチパスのエンコーディングを実行する場合にの
み有効です。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディン
グ」を参照してください。

 • エンコーダのタイプ：このポップアップメニューで、利用できる書き出しコンポーネント出力フォーマット（プラグ
イン）を選択します。

 3 「オプション」ボタン（使用可能な場合）をクリックします。

選択した出力ファイルフォーマットの設定ウインドウが開きます。

Configure settings 
for the QuickTime 
export component.

重要：他社製書き出しモジュールのユーザインターフェイスを使用して、出力ファイルの幅、高さ、フレームレートを
明示的に入力します。他社製ユーザインターフェイスの幅、高さ、フレームレートの各フィールドはデフォルト（「現
在の」）値のままにしないでください。

 4 設定を保存するには、「OK」をクリックします。

参考：「Compressor」のフレームコントロール機能は、QuickTime 書き出しコンポーネント機能を使用する場合
は使えません。

 5 「インスペクタ」の QuickTime 書き出しコンポーネントの「エンコーダ」パネルで、「保存」をクリックします。

DV ストリームファイル

DV の概要
DV ビデオフォーマットは、コストが安く広く利用されていることから標準精細度（SD）ビデオのキャプチャおよび
配信でよく使われています。 

「Compressor」を使ってビデオを DV ストリームのフォーマットファイルにどのようにトランスコードするかは、出
力ファイルをどのように使用するかによって決まります。基本的な手順を以下に示します。

 • バッチを作成する：トランスコードの場合と同様、まずバッチを作成する必要があります。詳細については、18 ペー
ジの「バッチを作成する」を参照してください。

 • ソースビデオファイルのあるジョブを作成する：Finder からバッチにドラッグするか、または「ジョブ」＞「ファ
イルを使って新規ジョブを作成」と選択して、ソース・ビデオ・ファイルを読み込みます。
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 • DV が設定されたターゲットをそれぞれのジョブに追加する：ジョブごとに少なくとも 1 つのターゲットが必要で
す。この場合、ジョブで必要になるのは、DV ストリームが設定されたターゲットです。ジョブが複数ある場合は、
「編集」＞「すべてを選択」と選択してすべてのジョブを選択した後、「ターゲット」＞「設定を使って新規ター
ゲットを作成」と選択して、すべてのジョブに同じ設定を適用するのが最も簡単です。

 • バッチを実行してトランスコードする：「実行」ボタンをクリックして、トランスコード処理を開始します。140 ペー
ジの「1 つのバッチを実行する」を参照してください。  

DV ストリーム設定を作成する
ここでは、「インスペクタ」ウインドウの DV ストリームの「エンコーダ」パネルの各種設定について詳しく説明しま
す。DV を設定するには、「設定」タブで既存の設定に変更を加えるか、新しい設定を作成します。

DV ストリーム設定を作成する
 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「DV ストリーム」を選択して、設定を選択する

か新しい設定を作成します。

 2 「インスペクタ」の DV ストリームの「エンコーダ」パネルで、「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから
「DV ストリーム」フォーマットを選択します。

 3 自動的に設定を構成するには、設定の横にある「自動」ボタンをクリックします。

Automatic buttons for 
the Format, Aspect 
Ratio, and Field 
Order values

 4 手動で設定を構成するには、以下のオプションから選択します：

 • 拡張子：「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから、または「設定」タブにある新規設定の作成（+）
ポップアップメニューから「DV ストリーム」出力フォーマットを選択すると、このフィールドに DV ファイルの拡
張子（.dv）が自動的に表示されます。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディング」を参照し
てください。

 • フォーマット：出力ビデオフォーマットとして NTSC または PAL を選択します。

 • アスペクト比：出力ビデオのアスペクト比として 16:9 または 4:3 を選択します。

参考：16:9 のアスペクト比では、アナモフィックビデオが使用されます。

 • フィールドの順番：インターレースソースには「下のフィールドを優先」（インターレース DV ビデオで必須）、プ
ログレッシブソースには「プログレッシブ」を選択します。

 5 「保存」をクリックします。
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イメージ・シーケンス・ファイルを作成する
イメージシーケンス出力フォーマットは、ソースビデオフレームを表す一連の静止画像ファイルを作成します。
QuickTime 非対応の画像合成アプリケーションで使用するには、このエンコーダを使用してビデオクリップをイメー
ジシーケンスに変換します。

参考：「Compressor」を使って、イメージシーケンスを読み込むこともできます。詳細については、24 ページの
「バッチにイメージシーケンスを追加する」を参照してください。

イメージシーケンスの設定を作成する

 1 「設定」タブで、新規設定の作成（+）ポップアップメニューから「イメージシーケンス」を選択して、設定を選択
するか新しい設定を作成します。

 2 「バッチ」ウインドウでジョブに設定を適用します。 

作成するイメージ・シーケンス・ターゲットが選択されていることを確認します。

 3 「インスペクタ」で「エンコーダ」ボタンをクリックし、ファイルフォーマット」ポップアップメニューから「イメージ
シーケンス」を選択します。

イメージシーケンスの「エンコーダ」パネルが表示されます。

Choose Image Sequence.

Choose an image type.

Choose a frame rate
from the Frame Rate 
pop-up menu, or click 
the Automatic button.

 4 設定を構成するには、以下のオプションから選択します：

 • 拡張子：「ファイルフォーマット」ポップアップメニューから、または「設定」タブにある新規設定の作成（+）
ポップアップメニューから「イメージシーケンス」出力フォーマットを選択すると、このフィールドに TIFF ファイ
ルの拡張子（.ti∂）が自動的に表示されます。このフィールドは変更しないでください。出力フォーマットは「イ
メージの種類」ポップアップメニューで変更できます。このフィールドは、選択した出力フォーマットを使って自動
的にアップデートされます。

 • ジョブのセグメント化を許可：このチェックボックスを使って、ジョブのセグメント化をオフにすることができます。
これは、「Compressor」を分散処理で使っていて、さらにマルチパスのエンコーディングを実行する場合にの
み有効です。詳細については、234 ページの「ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディン
グ」を参照してください。

 • イメージの種類：このポップアップメニューを使って、出力メディア用として以下のイメージシーケンスの種類のい
ずれかを選択できます：

 • TIFF（Tagged Image File Format）：TIFF は最もよく使用される応用範囲の広い静止画フォーマットの 1 つ
です。DTP で使用するデジタル画像の格納および交換用の標準ファイルフォーマットを作成するために開発され
ました。TIFF はさまざまな画像合成および画像処理アプリケーションに対応しています。
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 • TARGA（Truevision Advanced Raster Graphics Adapter）：TARGA は、一般的に TGA とも呼ばれま
すが、アニメーションやビデオアプリケーションでよく使われるラスターグラフィックスのフォーマットです。

 • DPX：DPX は、デジタルによる中間の視覚エフェクトに関連した作業向けの一般的なファイルフォーマットであ
り、ANSI/SMPTE 標準（268M-2003）になっています。

 • IFF（Interchange File Format）：IFF は、元は、別々の会社が作成したソフトウェア製品間でのデータ転送
を容易にするために Electronic Arts 社が 1985 年に（Commodore/Amiga 社と協力して）導入した標準
ファイルフォーマットです。

 • JPEG（Joint Photographic Experts Group）：JPEG は、一般的な静止画像フォーマットです。

 • OpenEXR：OpenEXR は、コンピュータによるイメージ処理のアプリケーションで使用するために Industrial 
Light & Magic 社が開発した高ダイナミックレンジ（HDR）のイメージファイルフォーマットです。 

 • フレームレート：このフィールドとポップアップメニューで、静止画像を作成するときのフレームレートを入力しま
す。フレームレートを高くすると作成される静止画像の数が増え、出力ファイルも大きくなります。たとえば、30 
fps を選択すると、「Compressor」は、トランスコード中のビデオクリップの 1 秒の間に静止画像を 30 個作成
します。8 fps を選択すると、「Compressor」により 1 秒間に作成される静止画像は 8 個のみです。

 • 固有の出力ディレクトリを作成：このチェックボックスを選択すると、生成される出力ファイルを格納するための
フォルダが作成されます。フォルダには、メディアファイルと同じ名前が付けられ、ファイルは frame-nnn という
名前でフォルダ内に格納されます。たとえば、出力ファイル名が test ならば、ディレクトリパスは destination/
test/frame-nnn になります。

このチェックボックスを選択しない場合、出力ファイルは書き出し先フォルダの最上位に格納され、名前は 
frame-nnn ではなく、filename-nnn になります。この出力フォーマットにトランスコードすると、8 fps とい
う低いレートで、大量のファイルが作成されます。したがって、出力ディレクトリを作成して、そこにファイルを格
納することをお勧めします。

 • フレーム番号の前に 0 を追加：このチェックボックスを選択すると、フレーム番号の前に 0 が追加されます。この
方法を選択すると、すべての出力ファイルに複数桁のファイル名が付けられます。たとえば、frame-000001 な
どです（ファイルが一意の出力ディレクトリに保存されない場合は、filename-000001 です）。このチェックボッ
クスを選択しない場合、各ファイルには通常のファイル名が付けられます。たとえば、frame-1 などです（ファ
イルが一意の出力ディレクトリに保存されない場合は、filename-1 です）。

 • アスペクト比を保持してイメージを調整：NTSC や PAL フォーマットなどの非スクエアピクセルを使用しているビ
デオメディアで、意図的にビデオのフレームサイズを変更しない場合にのみ適用されます。このチェックボックス
を選択すると、元のアスペクト比を維持したまま、スクエアピクセルを使用して出力ファイルが調整されます（横
および縦のピクセル数が増加または減少します）。このチェックボックスを選択しない場合（デフォルト設定）、出
力ファイルでは、元のビデオと同じピクセルアスペクト比が使用され、横および縦のピクセル数が維持されます。

 5 「保存」をクリックします。

重要：FTP ソフトウェアを使ってイメージシーケンスをリモートサーバにアップロードします。

トランスコードの前にイメージ・シーケンス・ジョブのピクセルのアスペクト比を調整する
静止画像はすべてスクエアピクセル（ピクセルのアスペクト比が 1.0）を使用しているため、「Compressor」でイ
メージ・シーケンス・ジョブのピクセル値を変更する必要が生じる可能性があります。これらのパラメータを表示す
る／調整するには、「バッチ」ウインドウでターゲットを選択し、「インスペクタ」の「ジオメトリ」ボタンをクリック
します。特定のサイズおよびピクセルのアスペクト比に設定できるアプリケーション（「Motion」など）でイメージ
シーケンスを使う予定の場合、エンコードの前に「ジオメトリ」パネルで適切な変更を行ってください。 

 1 「バッチ」ウインドウで、イメージ・シーケンス・ターゲットを選択します。

 2 「インスペクタ」ウインドウの「ジオメトリ」パネルで、「フレームサイズ」ポップアップメニューでそのイメージシー
ケンスに適切な出力サイズ（720×480、1920×1080 など）を選択します。

 3 「ジオメトリ」パネルの「ピクセルのアスペクト」ポップアップメニューで、イメージシーケンスに適切なピクセルの
アスペクト比を選択します。 

「ジオメトリ」パネルの詳細については、168 ページの「「ジオメトリ」パネル」を参照してください。

参考：設定の現在の内容は、「インスペクタ」ウインドウの設定一覧パネルで確認できます。
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ジョブ、ターゲット、およびバッチの概要
ジョブは、設定と書き出し先からなる少なくとも 1 つのターゲットが割り当てられたソースメディアファイルから構成
されます。ソースメディアファイルを読み込むことでジョブを作成します。 

このジョブを完成させ、トランスコードを実行できる状態にするには、1 つまたは複数のターゲットを追加する必要
があります。各ターゲットには、ファイルをどのようにトランスコードするかを定義する設定と、トランスコードした
ファイルをどこに保存してどのように名前を付けるかを定義する書き出し先が含まれます。また、各ターゲットで出
力ファイルに手動で名前を入力することもできます。

「Compressor」には、設定や書き出し先をターゲットに割り当てたり、バッチを実行／再実行したりするためのオ
プションがいくつか用意されています。特定の組み合わせの設定と書き出し先を頻繁に使用する場合は、プリセット
を作成できます。該当のウインドウでのプリセット作成の詳細については、32 ページの「ソースメディアに設定を割
り当てる」および 137 ページの「「書き出し先」タブと「インスペクタ」」」を参照してください。

書き出し先を操作する

書き出し先の概要
「Compressor」では、トランスコードしたファイルを保存する場所（書き出し先と呼ばれます）を選択できます。書
き出し先を割り当てない場合、出力ファイルはソースメディアファイルと同じフォルダに保存されます。これで問題な
い場合もありますが、ネット上のサーバにアップロードしたい場合や、特定のタイプの出力ファイルを特定の場所に
置いておきたい場合には、その書き出し先を指定する必要があります。

デスクトップ上に開いているボリュームがあれば、ローカルの書き出し先と同様に扱われ、通常リモートの書き出し
先の場合に必要な設定（ホスト名の指定、ユーザ名やパスワードの入力など）を行うことなく、出力メディアファイ
ルを直接そのボリュームに保存することができます。書き出し先のリモートオプションを使えば、ネット上にあるコン
ピュータの、ユーザディレクトリの中にあるフォルダに保存することができます。

作成した書き出し先は、「バッチ」ウインドウで利用できます。加えて、カスタム設定を作成するときは、自動的に
使用されるデフォルトの書き出し先を割り当てることができます。詳しくは、32 ページの「ソースメディアに設定を
割り当てる」を参照してください。

書き出し先を割り当てる
ターゲットに設定を割り当てると、デフォルトの書き出し先も自動的に割り当てられます。「Compressor」の環境
設定でデフォルトの書き出し先を設定できます。（「Compressor」＞「環境設定」と選択します。）デフォルトの書
き出し先は「Compressor」に用意されていますが、カスタムの書き出し先を作成することもできます。書き出し
先の詳細については、133 ページの「書き出し先を作成する／変更する」を参照してください。

デフォルトの書き出し先をほかの書き出し先に置き換えることも、出力ファイルの保存先を手動で選択することもで
きます。ソースファイルに書き出し先を割り当てる方法はいくつかあります。設定を割り当てる場合と同様、それぞ
れの方法に利点があります。

書き出し先を割り当ててバッチを実行する
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ドラッグによって書き出し先を割り当てる

 1 「設定」パネルで、「書き出し先」タブをクリックします。

 2 書き出し先を選択し、「バッチ」ウインドウのターゲットにドラッグします。

Drag the destination 
to a job with a target 
in the Batch window.

Select a destination 
to apply to the target.

ターゲットの書き出し先部分がアップデートされ、新しい書き出し先が表示されます。

参考：ドラッグによって書き出し先を割り当てるときは、割り当て先は 1 つのジョブだけです。さらに、この方法で
は、一時的な書き出し先は作成できません。

ドラッグの方法を使用して、ジョブの空の部分に書き出し先をドラッグし、新しいターゲット（設定は空の状態）を
作成することもできます。

メニューコマンドを使って書き出し先を割り当てる

 1 書き出し先を割り当てたいすべてのターゲットを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ターゲット」＞「書き出し先」＞「書き出し先」と選択します。



 第 6 章    書き出し先を割り当ててバッチを実行する 133

 • Control キーを押したままターゲットの 1 つをクリックし、ショートカットメニューから「書き出し先」＞「書き出
し先」と選択します。

Use the target’s shortcut menu 
to change the destination for 

the selected targets.

選択した書き出し先が、選択した各ターゲットの書き出し先セクションに表示されます。

参考：「その他」を選んで、一時的な書き出し先を設定することもできます。表示されるダイアログで、そのときに
実行しようとしているバッチのためだけの、別の書き出し先を設定することができます。この書き出し先は保存され
ず、ここで実行されるバッチにのみ適用されます。

ファイル名を変更したり、新しい出力ファイル名を入力したりする
書き出し先では、出力ファイルの保存先だけでなく、出力ファイルにどのように名前を付けるかも規定します。書き
出し先を割り当てると出力ファイル名が作成されますが、そのファイル名を変更したり新しい名前を入力したりでき
ます。

 m 出力ファイル名領域をクリックして既存の名前を編集するか、または既存のファイル名をトリプルクリックして新しい

名前を入力します。

The output 
filename

書き出し先を作成する／変更する
「書き出し先」タブと「インスペクタ」ウインドウを使用して、書き出し先を作成して割り当てたり、出力ファイルに
ファイル識別子（日付や設定名などのプレースホルダファイル名要素）を追加したりできます。

以下の種類の書き出し先を作成できます：

 • ローカル：使っているコンピュータ内のディレクトリ

 • 開いているボリューム：デスクトップで開いている共有ボリューム

参考：デフォルトでは、出力メディアファイル書き出し先はソースメディアファイルがあるフォルダですが、このデフォ
ルト書き出し先をほかのプリセットに変更できます。 
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書き出し先を決める

 1 「設定」パネルで、「書き出し先」タブをクリックします。

 2 追加（＋）ボタンをクリックします。

 3 表示されるダイアログで、ローカルまたは開いているボリュームの、書き出し先にしたいフォルダまで移動して選択
し、「開く」をクリックします。

「書き出し先」タブの「カスタム」フォルダに、フォルダの名前が付いた新規書き出し先が、すでに割り当てたフォ
ルダへのパスと共に表示されます。

 4 「書き出し先」タブで、新規に作成した書き出し先をダブルクリックします。

「インスペクタ」ウインドウが開き、新規の書き出し先に関する情報が表示されます。

 5 「インスペクタ」で、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「名前」フィールドで、新規の書き出し先の名前を変更します。

 • 新規の書き出し先のパス名を変更するには、「選択」をクリックして、表示されるダイアログで新しいフォルダに
移動します。

 6 「出力ファイル名のテンプレート」フィールドのポップアップメニューで、出力ファイル名の識別子を追加します。

Choose the elements you 
want in the output filename.

また、以下の操作でこのフィールドを手動で編集することもできます：

 • ファイル識別子の順序を並べ替えるには：それらをドラッグして新しい順序に並べ替えます。

 • カスタムテキストを追加するには：ファイル識別子の先頭または末尾をクリックします。

 • ファイル識別子を削除するには：識別子を選択して、Delete キーを押します。

「インスペクタ」ウインドウの「定義済みテンプレートのサンプル」フィールドには、ファイル識別子が追加された出
力ファイルのサンプルが表示されます。デフォルトのファイル識別子の組み合わせは、「ソースメディア名 –設定名」
です。

参考：ピリオド（.）で始まるファイル名は作成しないようにしてください。そのようなファイルは、OS X の Finder 
では見ることができず、コマンドラインでしか扱うことができません。

以上の設定の詳細については、137 ページの「「書き出し先」タブと「インスペクタ」「書き出し先」タブと「イン
スペクタ」「書き出し先」タブと「インスペクタ」「書き出し先」タブと「インスペクタ」」を参照してください。

デフォルトの書き出し先を変更する

 1 「Compressor」＞「環境設定」と選択します。

 2 「デフォルトの書き出し先」ポップアップメニューで書き出し先を選びます。

選択した書き出し先は、「バッチ」ウインドウに新しいソースファイルを読み込むと、デフォルトの書き出し先として
表示されます。
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書き出し先を削除する

 1 「書き出し先」ウインドウの「書き出し先」タブをクリックします。

 2 「書き出し先」タブで、削除したい書き出し先を選択し、削除（–）ボタンをクリックします。

重要：この操作では、ボタンをクリックしても実行するかどうか尋ねられませんので、その書き出し先を本当に削除
するかどうか、よく確認してください。

Delete Selected 
Destinations button

書き出し先を複製する

 1 「設定」パネルで、「書き出し先」タブをクリックします。

 2 コピーしたい書き出し先を選択し、複製ボタンをクリックします。

Create a New 
Destination button
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書き出し先のコピーが表示されます。複製した書き出し先の名前は、適宜変更してください。

The duplicated destination

警告の三角マークが表示される場合
書き出し先に問題が生じた場合、黄色い警告の三角マークが現れます。トランスコードを正しく終了させるには、前
もってこの問題を解消しておく必要があります。警告の三角マークは、「書き出し先」タブでは、コンピュータから
書き込み先に接続できない場合や書き込めない場合に現れ、バッチウインドウでは、以下の場合に現れます：

 • 書き出し先にすでに同じファイルがある場合

 • 同じ名前の書き出し先が 2 つある場合

 • 書き出し先が見当たらない、または書き込みができない場合

警告は、問題が発生した各レベル（プリセット、ジョブ、バッチ）で表示され、上のレベルに波及します。したがっ
て、プリセットのレベルで問題が起きれば、プリセットとジョブの横に警告の三角マークが表示されることになります。

警告の三角マークの上にポインタを重ねてしばらくすると、問題について説明するツールヒントが表示されます。警
告の三角マークをクリックして、問題に関する情報を表示することもできます。 

Click the warning symbol to 
see an explanation about 

why it is there.

問題が解消されると警告の三角マークは消え、トランスコードを実行できるようになります。
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「書き出し先」タブと「インスペクタ」
「書き出し先」タブと「インスペクタ」ウインドウを使用して、書き出し先を作成して割り当てたり、出力ファイルに
ファイル識別子を追加したりできます。 

Duplicate Selected 
Destination button

Sample 
filename line

Output 
Filename 
Template 
pop-up menu

Create a New 
Destination button

Default filename 
identifiers

Delete Selected 
Destinations button

「書き出し先」タブ
 • 書き出し先リスト：書き出し先の名前とパス名がリストされます。

「Apple」フォルダには、次の 4 つのデフォルトの書き出し先があります：「クラスタストレージ」は、クラスタ
のスクラッチストレージの場所です。「デスクトップ」は、ユーザのデスクトップのフォルダです。「ソース」は、
ソースメディアファイルがあるフォルダです。「ユーザのムービーフォルダ」は、ユーザのホームフォルダの「ムー
ビー」フォルダです。 

参考：「クラスタストレージ」は、分散処理機能が有効にされている「Compressor」でのみ機能します。

 • 追加（+）ボタン：書き出し先を作成するには、このボタンをクリックします。ファイル選択ダイアログが表示さ
れ、書き出し先フォルダを選択できます。 

 • 複製ボタン：選択した書き出し先のコピーを作成し、「カスタム」フォルダに置きます。このオプションを使うと、
書き出し先を最初から作るのではなく、既存のものから新しい書き出し先を作った上で、必要に応じて修正する
ことができます。

 • 削除（–）ボタン：選択されているカスタムの書き出し先を、「書き出し先」タブからすぐに取り除きます。ボタ
ンをクリックしても実行するかどうかは尋ねられませんので、その書き出し先を本当に削除するかどうか、よく確
認してください。

参考：「Apple」フォルダの書き出し先は削除できません。

「インスペクタ」の項目
「書き出し先」タブで書き出し先をダブルクリックするか選択すると、「インスペクタ」ウインドウが開きます。以下の
項目があります：

 • 名前：このフィールドで、「書き出し先」プリセットの名前を変更することができます。

 • 出力ファイル名のテンプレート：このポップアップメニューを使って、出力メディアファイルにファイル識別子を追
加します。このフィールドは、手動で変更することもできます。以下の中からどれかを選択すると、出力メディア
のファイル名にその識別子が追加されます。

 • 日付：ファイルをトランスコードした日付（年－月－日の形式）

 • 設定名：トランスコードのジョブに使用された設定の名前
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 • ソースメディア名：ソースメディアのファイル名（拡張子なし）

 • ソースメディアの拡張子：ソースメディアファイルの拡張子

 • 定義済みテンプレートのサンプル：追加されたファイル識別子を使って、出力ファイル名のサンプルが表示され
ます。「サンプル」欄は変更することができませんが、識別子を追加したり削除したりするのに合わせて自動的に
変わります。

 • パス：書き出し先フォルダへのパスが表示されます。

ターゲットとジョブを設定する

ターゲットを設定する
ターゲットには、設定、書き出し先、出力ファイル名の 3 つの項目が含まれています。

Setting Destination

Drag the dividers to expand 
a target’s section and make 
it easier to see the entry.

Output 
filename

Target Add 
and Remove 
buttons

各種の方法を使用して、ジョブにターゲットを追加することができます。その中でも最も一般的なのが、設定または
書き出し先をジョブに追加する方法です。



 第 6 章    書き出し先を割り当ててバッチを実行する 139

ジョブに空のターゲットを追加する
「バッチ」ウインドウで、以下のいずれかの操作を行います：

 m 1 つまたは複数のジョブを選択して、「ターゲット」＞「新規ターゲット」と選択します。 

 m 1 つまたは複数のジョブを選択し、Control キーを押したまま、その中のいずれかのジョブの空の領域をクリックし
て、「ターゲット」＞「新規ターゲット」と選択します。

 m 既存のターゲットの追加（+）ボタンをクリックします。

ターゲットを別のジョブにコピーする

 1 コピーするターゲットを選択します。

 2 Option キーを押して、新しいジョブにターゲットをドラッグします。

ターゲットを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m 1 つまたは複数のターゲットを選択して、Delete キーを押します。

 m ターゲットで削除（–）ボタンをクリックします。

ジョブを追加する／コピーする
一般的には、バッチにソースメディアファイルを追加することでジョブが作成されます。それ以外にもいくつかの方
法を使用して、バッチにジョブを追加することができます。

バッチに空のジョブを追加する

 m 「ジョブ」＞「新規ジョブ」と選択します。

バッチからジョブを削除する

 m ジョブを選択して、Delete キーを押します。

あるバッチから別のバッチにジョブをコピーする
以下のいずれかの操作を行います：

 m 「バッチ」ウインドウからバッチタブをドラッグすると、別ウインドウにバッチが表示されます。それから、一方のウイ

ンドウからもう一方のウインドウにジョブをドラッグします。

 m コピーするジョブを選択して、Command ＋ C キーを押し、コピー先のバッチを選択して、Command ＋ V キー
を押します。

ジョブをチェーン化する
それぞれの設定を 1 つずつ順番に適用しながら、複数の設定をソースメディアファイルに適用しなければならない
場合、ジョブをチェーン化しておくと便利です。2 つのジョブをチェーン化するには、あるジョブの出力ファイルを
チェーン先ジョブのソースファイルにします。こうすることで、設定によってソースメディアファイルが変更される順番
を制御することができます。

選択したターゲットを新規ジョブにチェーン化する

 1 新規ジョブにチェーン化したい出力があるターゲットを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ジョブ」＞「ターゲット出力を使って新規ジョブを作成」と選択します。

 • Control キーを押したまま、ターゲットの 1 つをクリックし、ショートカットメニューから「ターゲット出力を使っ
て新規ジョブを作成」を選択します。



 第 6 章    書き出し先を割り当ててバッチを実行する 140

新規ジョブがバッチに追加され、チェーンサムネールとチェーン化先のターゲットの出力ファイル名が表示されます。

The chained job’s source 
name is the output filename 
of the target it is chained to.

The chained job’s thumbnail 
is this chain link icon.

2 つのジョブをチェーン化した例については、164 ページの「リバーステレシネについて」を参照してください。

複数のバッチを実行する

1 つのバッチを実行する
バッチ内のジョブおよびそのターゲットを設定すると、バッチを実行して処理できる状態になります。

ヒント：トランスコードセッションが長い場合は、セッションを開始する前に、ソースメディアファイルの一部分を使っ
て簡易テストを行います。こうすることで、設定が間違っているとか、参照ファイルで参照先のファイルが見当たらな
いといった問題があった場合、長い時間をかけずに修正を行うことができます。また、こうしたテストを行うことで、
「プレビュー」ウインドウに表示されない「エンコーダ」パネルおよび「フレームコントロール」パネルの結果もプ
レビューすることができます。ソースメディアファイルの一部分を簡単に選択するための方法については、57 ページ
の「クリップの一部をトランスコードする」を参照してください。

テスト部分は、適用した設定のタイプに適したものを選択してください。たとえば、「フレームコントロール」パネ
ルを使ってフレームレートやフィールドオーダーの変換を行うのであれば、動きの速い部分を選択します。

バッチを実行して処理を行う

 1 実行するバッチが「バッチ」ウインドウで選択されていることを確かめます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ファイル」＞「実行」と選択します。

 • 「バッチ」ウインドウの「実行」ボタンをクリックします。

実行ダイアログが表示されます。
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 3 「名前」フィールドをチェックして、バッチ名を確認します。

このバッチを表すもっと分かりやすい名前に変更することができます。この名前が、「Compressor」の「Share 
Monitor」と「履歴」ウインドウの両方でこの実行に使用されます。「Share Monitor」について詳しくは、「Share 
Monitor ヘルプ」を参照してください。

 4 「クラスタ」ポップアップメニューを使って、バッチを処理するコンピュータまたはクラスタを選択します：

 • 「このコンピュータ」を選択した場合：「このコンピュータプラス」を選択して、「このコンピュータ」と利用可能
なすべてのサービスノードを含む一時的なクラスタを作成しない限り、バッチの処理にほかのコンピュータが関係
することはありません。

詳細については、214 ページの「管理サービスや非管理サービスを有効にする」を参照してください。

 • クラスタを選択した場合：バッチの処理がクラスタで実行されます（「このコンピュータプラス」は使用できま
せん）。

選択したクラスタによっては、認証が必要になります。詳細については、203 ページの「分散処理の概要」を参照
してください。

 5 「優先順位」ポップアップメニューから、バッチの優先順位レベルを選択します。

 6 「実行」をクリックするか、または Enter キーを押して、バッチを実行します。

「履歴」ウインドウにバッチの進捗状況が示されます。「履歴」ウインドウの詳細については、10 ページの
「Compressor ウインドウの概要」を参照してください。

参考：「履歴」ウインドウが開いていない場合は自動的に開きます。

「バッチ」ウインドウで「Share Monitor」のアイコンをクリックして、トランスコードの進行状況をモニタすること
もできます。「Share Monitor」について詳しくは、「Share Monitor ヘルプ」を参照してください。

「Compressor」の環境設定で、「Share Monitor」を自動的に開くように設定できます。詳細については、198 ペー
ジの「「Compressor」の環境設定を設定する」を参照してください。

参考：大きなバッチ（たとえば、それぞれに設定が 3 つ割り当てられた 9 つのソースメディアファイルのバッチ処
理）を実行する場合、実行開始までに 10 秒程度の待ち時間が生じます。このような場合は、そのままお待ちくだ
さい。「Compressor」は、大きなバッチを正しく実行できるよう、準備をしています。大きなバッチをトランスコー
ドする場合、コンピュータのスクリーンセーバをオフにしてください。スクリーンセーバにリソースが奪われない分、
トランスコードの速度が改善します。

Click the warning symbol to 
see an explanation about 

why it is there.

バッチが実行された後に、黄色の三角形（感嘆符付き）がバッチ内に表示されます。その名前のファイルが書き
出し先に作成され、もう一度実行した場合には、このファイルが上書きされることが分かります。詳細については、
136 ページの「警告の三角マークが表示される場合」を参照してください。
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前の設定を使ってバッチを実行する
バッチの実行時に実行ダイアログをバイパスすることもできます。この場合、実行するバッチでは、前回実行したバッ
チの設定が自動的に使用されます。

以下のいずれかの操作を行います：

 m 「ファイル」＞「前の設定を使って実行」と選択します。

 m 「バッチ」ウインドウのツールバーで「前の設定を使って実行」項目（存在する場合）をクリックします。

「履歴」ウインドウからバッチを再実行する
バッチを実行した結果の情報はすべて「履歴」ウインドウに保存されています。これには、バッチのすべてのジョブ
およびターゲットについての詳細や、バッチに割り当てられたソースメディアファイルについての情報が含まれてい
ます。この情報を元に、「履歴」ウインドウのエントリーを「バッチ」ウインドウへドラッグして戻すだけで、簡単に
バッチを再実行することができます。

「履歴」ウインドウの詳細については、144 ページの「バッチ情報を「履歴」ウインドウに表示する」を参照してく
ださい。

 1 「バッチ」ウインドウで、「履歴」ボタンをクリックします。

 2 再実行したいバッチを選択します。

参考：この場合、バッチ実行名を簡単に見分けがつく名前にしておくと便利です。

 3 「履歴」ウインドウから「バッチ」ウインドウに実行をドラッグします。

「履歴」ウインドウから「バッチ」ウインドウへバッチをドラッグすると、「Compressor」はこのバッチについて名
称が未設定の新しいタブを「バッチ」ウインドウに作成します。ドラッグしたバッチが、元のすべての設定（ソース
メディアファイル、ターゲット、割り当てた設定、書き出し先、出力フォーマット、バッチ名）と共に新しいタブに表
示されます。必要な変更をバッチに加えたら、このバッチを再実行することができます。

バッチファイルを保存する
バッチを構成しても、すぐ実行できないことがあります。その場合、後で使用できるようにバッチ設定を保存してお
くと便利です。

参考：作業時に Finder 環境設定がすべての拡張子を表示するように設定されている場合には、拡張子
「.compressor」が「バッチ」ウインドウタブに表示されます。

 1 「ファイル」＞「別名で保存」と選択します（または、Command ＋ Shift ＋ S キーを押します）。

 2 表示されるダイアログで、デフォルトの名前以外を使用する場合は名前を入力します。

 3 「場所」ポップアップメニューから、ファイルの書き出し先を選択します。

 4 「保存」をクリックします。

参考：バッチファイル名には、拡張子「.compressor」が付きます。

「Compressor」でバッチファイルを開く
 1 「ファイル」＞「開く」と選択します（または、Command ＋ O キーを押します）。

 2 表示されるダイアログで、開くバッチファイルを見つけて選択します。

 3 「開く」をクリックします。

バッチファイルは、Finder でダブルクリックするか、「Compressor」アプリケーションアイコンにドラッグするか、
「ファイル」＞「最近使った項目を開く」と選択してファイルを選択することで開くこともできます。

参考：バッチファイルに記載されたソースファイルの中に見つけられないものがあった場合、「Compressor」はエ
ラーメッセージを表示し、見つかったソースだけを表示します。
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1 つのソースメディアファイルからの別々のクリップをトランスコードする
大きなソースメディアファイルの中の、別々の部分をいくつかだけトランスコードしたい場合、バッチの実行を 1 回
で済ませることができます。

 1 「バッチ」ウインドウで、作成したいクリップごとに 1 回ずつ、ソースメディアファイルをバッチに追加します。

ソースメディアファイルを読み込むたびに、新しいジョブが作成されます。

 2 それぞれのジョブに設定を追加します。

トランスコードの後でもクリップを簡単に見分けることができるように、出力ファイル名に識別子が付けられます。

Unique file 
identifiers are 
automatically 
applied to 
each job.

 3 「プレビュー」ウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：

 • 「ウインドウ」＞「プレビュー」と選択します（または、Command ＋ 2 キーを押します）。

 • 「バッチ」ウインドウの「プレビュー」ボタンをクリックします。

 4 「プレビュー」ウインドウで、バッチ項目選択ボタン／ポップアップメニューを使って、トランスコードする各メディア
ファイルを切り替えます。

 5 最初のメディアファイルで、メディアでトランスコードしたい最初の部分にイン点／アウト点をドラッグします。次のメ
ディアファイルでも、イン点／アウト点をトランスコードしたい次の部分にドラッグします。

I（イン）／O（アウト）キーを押して、再生ヘッドの現在位置へマーカーを移動することもできます。

In point Out point

 6 「バッチ」ウインドウに戻り、「実行」をクリックする。

「プレビュー」ウインドウの詳細については、52 ページの「プレビューの概要」を参照してください。

「バッチ」ウインドウの使用の詳細については、18 ページの「バッチを作成する」を参照してください。
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バッチ情報を「履歴」ウインドウに表示する
「履歴」ウインドウには、現在トランスコード中のバッチの進捗状況が表示されます。特定のジョブバッチがコンピュー
タからいつ実行されたかについての詳細など、過去に実行したバッチの情報も表示されます。

「履歴」ウインドウを開く

 m 「履歴」ウインドウを自動的に開くには：バッチを実行します。

 m 必要なときに「履歴」ウインドウを表示するには：「ウインドウ」＞「履歴」と選択します（または、Command 
＋ 1 キーを押します）。

トランスコードの進捗状況を表示する

 m バッチを実行します。

「履歴」ウインドウが閉じている場合は自動的に開いて、トランスコードの進捗状況が表示されます。トランスコード
を一時停止またはキャンセルするには、「一時停止」または「キャンセル」ボタンをクリックします。

The name of
this submission

Click the Pause button 
to temporarily pause 
transcoding. Click 
it again to resume 
transcoding.

Click the disclosure triangle 
to see the details of each 
target of this submission.

Click the Cancel button to 
cancel the transcode.

過去に実行したバッチの情報を表示する
必要に応じて以下の操作を行います：

 m 特定の日付に実行されたすべてのバッチを表示するには：日付の横にある開閉用三角ボタンをクリックします。

Click the disclosure triangle 
to see the details of that 
day’s submissions.
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 m バッチの情報を表示するには：バッチ名の横にある開閉用三角ボタンをクリックします。

Click the Reveal in 
Finder button to show 
the encoded file in 
a Finder window.

A target from the 
submitted batch

Clicking this disclosure 
triangle shows the 
submission details.

 m トランスコード済みファイルにすばやくアクセスするには：「Finder に表示」ボタンをクリックします。

 m 項目の並び順を変更するには：「履歴」ウインドウの下部にある「逆順に並べ替える」ボタンをクリックします。

バッチを再実行する

 m 「履歴」ウインドウから「バッチ」ウインドウにバッチをドラッグします。

「履歴」ウインドウからバッチを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

 m バッチを選択して、Delete キーを押します。

 m 「履歴」ウインドウの下部にある「消去」ボタンをクリックします。



7

  146

フィルタを追加する

フィルタの概要
「Compressor」には、カラー補正、ノイズ除去フィルタ、輪郭シャープ化フィルタなどのさまざまなフィルタが用意
されています。これらのフィルタを使って、トランスコードの前にソース・メディア・ファイルを調整することで、ビ
デオやオーディオの出力品質を向上できます。これらのフィルタ設定を割り当てるときは、ソース・メディア・ファイ
ルを視聴してから、出力目的に適したフィルタを選択することをお勧めします。適用したフィルタの結果は、「プレ
ビュー」ウインドウで確認できます。

「インスペクタ」の「フィルタ」パネルでは、次の 2 種類のフィルタを使用できます：

 • ビデオフィルタは、明るさとコントラスト、カラー、ノイズレベル、インターレース処理など、ソースメディアの特
定の視覚特性を変更します。詳しくは、149 ページの「ビデオフィルタ」を参照してください。

 • オーディオフィルタは、ダイナミックレンジ、ピーク処理、イコライザなど、ソースメディアの音響特性を変更しま
す。詳しくは、154 ページの「オーディオフィルタ」を参照してください。

フィルタリスト内でフィルタを選択すると、追加のコントロールが使用可能になり、設定をカスタマイズできます。

Filter controls

Filters list

Choose video filters, 
audio filters, and 
color output.

「フィルタ」パネルには、選択したフィルタにどのような色空間を適用するかをトランスコード時に手動で選択する、
ポップアップメニューも用意されています。詳しくは、156 ページの「カラー出力」を参照してください。

フィルタを追加する／調整する
「インスペクタ」の「フィルタ」パネルを使って、ビデオおよびオーディオのフィルタを設定に追加します。1 つのメ
ディアファイルだけを変更したい場合は、「バッチ」ウインドウ内で適用済みの設定にフィルタを追加します。カスタ
ム設定を恒久的に変更したい場合は、「設定」タブのカスタム設定にフィルタを追加します。これにより、この設定
を適用する以降の作業すべてで、選択したフィルタにより変更が加えられます。

高度な機能
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参考：「設定」タブでフィルタを適用できるのは、カスタム設定に対してだけです。「設定」タブで、Apple から提
供された設定のいずれかにフィルタを適用したい場合は、最初にその設定を複製して「カスタム」フォルダに保存
する必要があります。詳しくは、36 ページの「設定を作成する／変更する」を参照してください。

フィルタを適用する／調整する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 特定のメディアファイルにフィルタを適用するには：「バッチ」ウインドウのターゲット領域でメディアファイルの設
定を選択します。

 • 「設定」タブでカスタム設定にフィルタを適用するには：「カスタム」フォルダ内の設定を選択します。

 2 「インスペクタ」の「フィルタ」ボタンをクリックします。

「フィルタ」パネルが開いて、「ビデオ」、「オーディオ」、および「カラー」タブが表示されます。

 3 適用したいフィルタの種類に応じて、「ビデオ」タブまたは「オーディオ」タブをクリックします。

使用可能なフィルタのリストが表示されます。

 4 リスト内でフィルタを選択し、「インスペクタ」の下部にあるコントロールを調整します。 

フィルタの変更時に、フィルタリスト内のフィルタ名の横にチェックマークが表示され、フィルタが設定に適用されて
いることを示します。

Any changes you make 
to a filter’s settings
apply to the currently 
selected filter.

The filter is automatically 
selected if you make any 
adjustments to it.
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「バッチ」ウインドウで設定にフィルタを適用した場合は、「プレビュー」ウインドウにフィルタ調整の結果を確認で
きます。このウインドウ内のビューアは、オリジナルのメディアファイルの表示とトランスコード後の表示に分かれて
おり、バッチ処理の前にフィルタ設定の効果を確認することができます（効果を確認したいフィルタのチェックボック
スを選択していることが必要です）。これは、複数のフィルタを適用している場合、それぞれのフィルタがどのように
相互に影響するのかを予測することは難しいため便利です。ムービー全体を通してチェックし、変更した設定が極端
に目立ってしまうシーンがないかどうか確かめるとよいでしょう。詳細については、52 ページの「メディアをソース
としてまたは適用した設定でプレビューする」を参照してください。

Adjustments you make 
can be viewed in the 
Preview window.

参考：使用するシステム、ソース・メディア・ファイルのタイプ、適用するフィルタの数によっては、フィルタ設定を
表示する「プレビュー」ウインドウがアップデートされるフレームレートはソースのフレームレートよりも低くなります。

 5 フィルタを追加したい場合は、手順 4 を繰り返します。

 6 リスト内でフィルタを上下にドラッグし、トランスコード中ソース・メディア・ファイルに適用したい順序に並べ替え
ます。

Drag filters up or down 
to set the order in which 
you want them to be 
applied to the source 
media file.



 第 7 章    高度な機能 149

トランスコーディングでは、フィルタがリストの先頭から 1 つずつ処理されるので、意図した順序に並べておくこと
が重要です。たとえばテキストオーバーレイフィルタは、選択したテキストの色がほかに適用したフィルタによって変
わらないように、最後に置くようにしてください。「プレビュー」ウインドウに予期しない結果が表示される場合は、
リスト内のフィルタの順序を変更してみてください。

参考：「設定」タブでカスタム設定に適用されているフィルタを並べ替えて、「設定」タブで別の設定を選択しようと
すると、「保存」ダイアログが表示されて、カスタム設定で行った変更を保存するか元に戻すことを求められます。 

ビデオフィルタ
「Compressor」の「フィルタ」パネルの「ビデオ」タブには、以下のビデオフィルタが用意されています。

BlackWhite を元に戻す
黒に近い色を純粋な黒に、白に近い色を純粋な白に変換します。イメージ中のほかの色には、影響しません。この
フィルタを使用すると、イメージ中の白黒の領域（ルミナンス）の圧縮率を高めることができます。たとえば、バッ
クグラウンドなどに有効です。2 本のスライダを使って、白と黒それぞれについて 0 ～ 100 の範囲で設定すること
ができます。

「BlackWhite を元に戻す」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • 黒：黒について 0 ～ 100 の範囲で値を設定します。

 • 白：白について 0 ～ 100 の範囲で値を設定します。

明るさとコントラスト
出力メディアファイルの全体的な色調や輝度の値を変更し、明るくしたり暗くしたりします。QuickTime コーデック
の中にはビデオファイルが暗くなるものがありますが、このフィルタを使って補正できます。-100 ～ 100 のどの値
でも選べますが、ぼんやりした品質にならないようにするため、極端な設定は避けてください。

「明るさとコントラスト」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • 明るさ：–100 ～ 100 の範囲で明るさを任意の数値に調整します。

 • コントラスト：–100 ～ 100 の範囲でコントラストを任意の数値に調整します。

カラー補正（ハイライト）、カラー補正（中間色調）、カラー補正（影）
これら 3 つのフィルタのどれを選択するかに合わせて、不正確なホワイトバランスを補正し、クリップの明るい領域、
中間の領域、暗い領域にカラー効果を作ります。赤、緑、青の値を、それぞれ –100 ～ 100 の間で調整すること
ができます。
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3 つのカラー補正フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • 赤：赤の値を –100 ～ 100 の範囲で調整します。

 • 緑：緑の値を –100 ～ 100 の範囲で調整します。

 • 青：青の値を –100 ～ 100 の範囲で調整します。

インターレースを除去する
インターレースの影響を除去します。ただし、ビデオをデインターレースする必要がある場合は、代わりに「フレー
ムコントロール」パネル内のコントロールを使用することをお勧めします。「フレームコントロール」パネルのデイン
ターレースコントロールの方が、このフィルタよりも高い品質が得られます。詳細については、163 ページの「デイ
ンターレースについて」を参照してください。

（従来の）デインターレースフィルタには、以下のコントロールがあります：

 • アルゴリズム：ポップアップメニューから、4 つのデインターレースの方法の 1 つを選択します：

 • ブラー：奇数／偶数フィールドをブレンドします。この方式は時間的データを重視し、イメージの動きをより保
ちます。しかし各フィールドはブレンドされてできていますので、再生を一時停止した場合の画質が低下します。

 • 偶数：偶数フィールドを残して奇数フィールドを取り除き、動きがぼやけないようにします。

 • 奇数：奇数フィールドを残して偶数フィールドを取り除き、動きがぼやけないようにします。

 • シャープ：両方のフィールドを使い、エッジがシャープになるようにします。この方式は空間的データを重視し
ます。

フェードイン／アウト
クリップの最初と最後をディゾルブから徐々にマットカラーに変わるようにします。 

「フェードイン／アウト」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • フェードイン時間：フェードインの継続時間を設定します。

 • フェードアウト時間：フェードアウトの継続時間を設定します。
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 • フェードインの不透明度：クリップのビデオの最初のフレームの不透明度を設定します。値を 0.0 にすると、クリッ
プのビデオのマットカラーが完全に表示されます。値を 0.5 にすると、クリップのビデオのマットカラーは 50 %
表示されます。

 • フェードアウトの不透明度：クリップのビデオの最後のフレームの不透明度を設定します。値を 0.0 にすると、ク
リップのビデオのマットカラーが完全に表示されます。値を 0.5 にすると、クリップのビデオのマットカラーは 50 
%表示されます。

 • フェードのカラー：マットカラーを設定します。カラーウェルをクリックすると「カラー」ウインドウが表示され、
フェードする色を選択できます。（フェードインする色と、フェードアウトする色は同じである必要があります。）

ガンマ補正
メディアファイルのガンマ量を変更して、モニタに表示される画像全体の明度を調整します。イメージを色あせさせ
ることなく、露光不足のクリップからディテールを取り除いたり、露光過多のクリップの彩度を適当なレベルにまで
下げたりするのに、このフィルタを使うことができます。オペレーティングシステムの異なるコンピュータでは、モニ
タの設定も異なっています。クロスプラットフォームで画像を表示する場合、どんなプラットフォームででもイメージ
の質がよくなるよう、ガンマ補正を行います。 

「ガンマ補正」フィルタのコントロールは 1 つです：

 • ガンマ：0.1 ～ 4.0 の範囲で、ガンマを設定します。

レターボックス
イメージを拡大または縮小して、横長レターボックスバーの枠の中に配置します。

「レターボックス」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • タイプ：このポップアップメニューからレターボックス方式を選択します。「拡大／縮小」では、ビデオの縦方向
を縮めて、レターボックスのバーの間に収まるようにします。「マット」では、レターボックスのバーが入る範囲の
ビデオがクロップされます。

 • 位置：このポップアップメニューから、ビデオの位置を選択します。「中央」では、中央にビデオが位置し、上下
にレターボックスバーが表示されます。「下」では、画面の下にビデオが位置し、その上にレターボックスバーが 
1 本だけ表示されます。「上」では、画面の上にビデオが位置し、その下にレターボックスバーが 1 本だけ表示
されます。

 • 出力：このポップアップメニューから、レターボックスで使用するアスペクト比を選択します。各メニュー項目の
後には、その設定での縦に対する横の比率が表示されます。たとえば、「アカデミー」設定では、アスペクト比が
「1.85:1」と表示されます。これは、画像の横が縦の 1.85 倍になることを示しています。「手動」設定を選択す
ると、「手動」スライダを使用してレターボックスのアスペクト比を手動で設定できます。
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 • 手動：「出力」ポップアップメニューで「手動」が選択されている場合に、レターボックスのアスペクト比を手動
で設定できます。（「出力」ポップアップメニューで「手動」が選択されていない場合、「手動」スライダの設定
は無効です。）

 • 背景：レターボックスの色を設定します。カラーウェルをクリックすると「カラー」ウインドウが表示され、背景色
を選択できます。

ノイズ除去
イメージが含む、ノイズによるランダムな斑点を減少させます。コーデックの中にはビデオファイルにノイズを生じさ
せてしまうものがありますが、これを「ノイズ除去」フィルタで緩和することができます。細かすぎるディテールを減
らすことで、画像の品質を向上させ、素材に対してより効率的な空間的圧縮を行うことができます。

ノイズリダクションフィルタは、コントラストの低い部分をにじませ、一方でコントラストの高い境界部分の鮮明さを
保持してくれます。これは、アダプティブノイズリダクションと呼ばれるものです。その効果は人間の目には知覚され
ませんが、ソースメディアの最終的な圧縮結果をよりよいものにします。ライブビデオにこのフィルタを使うことは、
特に重要です。

「ノイズ除去」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • 適用先：このポップアップメニューを使って、ノイズを除去したいチャンネルを選択します。デフォルトの選択肢は、
「すべてのチャンネル」で、アルファチャンネルを含むすべてのチャンネルでノイズをフィルタ除去します。「クロ
マチャンネル」も選択できます。この場合、AYUV 色空間（「Final Cut Pro」の用語では R408）の 2 つのク
ロマチャンネル、U および V のみで、ノイズをフィルタ除去します。

 • 繰り返し：このポップアップメニューから、ノイズスムージングパスの数（1 ～ 4）を選択します。たとえば、「2」
を選択すると、ノイズ除去アルゴリズムが メディアファイルに 2 回適用されます。次の処理は常に、前の処理で
変更されたイメージから開始します。繰り返しが多いほど、イメージはぼやけます。

 • アルゴリズム：このポップアップメニューから、ノイズスムージングアルゴリズムを選択します。「平均」では、各
ピクセルの色が、その色値自体も含めた周囲のピクセルの平均値によって変更されます。「置き換え」では、各
ピクセルの色が周囲のピクセルの平均値によって変更されますが、そのピクセル自体の色値は平均に含まれませ
ん。「連結」では、周囲のピクセルと自身の色値を加重平均することで（自身の色値には大きな重みが与えられ
ます）、各ピクセルの色を変更します。

エッジをシャープにする
被写体のエッジ（縁）周辺のイメージコントラストを上げます。コーデックにはビデオイメージをぼやけさせるもの
があります。このフィルタは、ソース素材のぼやけやノイズ除去によるにじみ効果を抑え、イメージのシャープネス
を上げてはっきり見えやすくします。極端な設定で使うと、出力メディアファイルでは粒だって見えることがあります。

「エッジをシャープにする」フィルタのコントロールは 1 つです：

 • 適応量：0.0 ～ 100.0 の範囲で、シャープネスを設定します。
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テキストオーバーレイ
イメージにテキストをスーパーインポーズします。関連する文字情報を出力メディアファイルに貼り付けるのに、便
利なツールです。

「テキストオーバーレイ」フィルタには、以下のコントロールがあります： 

 • 位置：イメージ中での、テキストの位置を決定します。13 種類の位置のいずれかを選択します。たとえば、「中
央」、「左下」、「左下 - タイトルセーフ」などがあります。

 • アルファ：テキストの不透明度を設定します。値を 0 ～ 1 の範囲から選択します。0 ではテキストが完全に透明
になり、1 では完全に不透明になります。

 • オーバーレイテキスト：ここにテキストを入力します。

 • テキストのカラー：カラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウでテキストの色を選びます。

 • フォントを選択：このボタンをクリックすると、ウインドウが開き、フォント、スタイル、サイズを選択できます。

タイムコードジェネレータ
クリップのタイムコードテキストをイメージにスーパーインポーズします。また、ラベルをタイムコードテキストに追
加できます。

「タイムコードジェネレータ」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • 位置：イメージ中での、タイムコードテキストの位置を決定します。13 種類の位置のいずれかを選択します。た
とえば、「中央」、「左下」、「左下 - タイトルセーフ」などがあります。

 • アルファ：タイムコードテキストの不透明度を設定します。値を 0 ～ 1 の範囲から選択します。0 ではテキスト
が完全に透明になり、1 では完全に不透明になります。

 • ラベル：タイムコード値の左に表示するテキストをここに入力します。

 • タイムコード 00:00:00:00 で開始：タイムコードの開始を 00:00:00:00 にする場合は、このチェックボックスを
選択します。選択を解除すると、クリップのタイムコードが使われます。

 • テキストのカラー：このカラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウでタイムコードテキストの色を選びます。

 • フォントを選択：このボタンをクリックすると、ウインドウが開き、フォント、スタイル、サイズを選択できます。
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ウォーターマーク
イメージにウォーターマーク（透かし）をスーパーインポーズします。出力メディアファイルにロゴを貼り付けたりす
るのに、便利なツールです。ウォーターマークフィルタは、出力メディアファイルのウォーターマークとして、静止画
像とムービーのどちらでも適用できます。 

「ウォーターマーク」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • 「位置」ポップアップメニュー：イメージにウォーターマークのイメージを配置します。13 種類の位置のいずれか
を選択します。たとえば、「中央」、「左下」、「左下 - タイトルセーフ」などがあります。

 • 拡大／縮小率：ウォーターマークのイメージのサイズを設定します。

 • アルファ：ウォーターマークのイメージの不透明度を設定します。値を 0 ～ 1 の範囲から選択します。0 では
ウォーターマークのイメージが完全に透明になり、1 では完全に不透明になります。

 • 繰り返し：クリップをウォーターマークとして選択する場合、このチェックボックスを選択すると、ウォーターマー
ク・クリップがループ再生します。このチェックボックスを選択しない場合、ウォーターマーククリップは終了まで
再生されてから表示されなくなります。

 • 選択：このボタンをクリックすると、ファイル選択のダイアログが開きます。保存されているウォーターマークの
ムービーや静止画像を選択することができます。

オーディオフィルタ
「Compressor」の「フィルタ」パネルの「オーディオ」タブには、以下のオーディオフィルタが用意されています。

重要：QuickTime の設定でオーディオが「パススルー」に設定されている場合、オーディオフィルタは使用できま
せん。詳しくは、121 ページの「QuickTime メディアファイルを作成する」を参照してください。

ダイナミックレンジ
クリップのオーディオレベルを、音の静かな部分を強調したり大きな部分を下げたりすることで、動的に制御できま
す。これは、オーディオレベル圧縮とも呼ばれます（ビデオ圧縮と混同しないようにしてください）。

「ダイナミックレンジ」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • レンジ超過のソフト化：オーディオの低減（ソフト化）レベルを「マスターゲイン」コントロールで設定されてい
るレベルに設定します。

 • ノイズのしきい値：ノイズとするレベルを設定します。このレベルのオーディオを「マスターゲイン」で設定され
ているレベルまで動的に上げます。このレベルより下のオーディオはそのままになります。

 • マスターゲイン：動的に圧縮するオーディオの平均レベルを設定します。
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ピークリミッタ
クリップで許容されるオーディオの最大音量を設定します。

「ピークリミッタ」フィルタのコントロールは 1 つです：

 • ゲイン（dB）：大きすぎるピークを抑える場合に基準となるレベルを設定します。

Apple：AUGraphicEQ
可聴周波数範囲全体のさまざまな周波数の設定ができます。31 帯域または 10 帯域のバージョンを選択できます。

「Apple：AUGraphicEQ」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • オプション：このボタンをクリックすると「Apple：AUGraphicEQ」ウインドウが開きます。このイコライザコン
トールについては、以下で説明します。 

 • 「Apple：AUGraphicEQ」：各周波数帯域のレベルを –20 dB ～ 20 dB の値に調整します。レベルを変更す
るには、周波数スライダをドラッグするか、周波数スライダを選択して、dB フィールド（グラフィック・イコライ
ザ・ウインドウの右下隅にあります）に数値を入力します。複数の帯域を一度に調整するには、ドラッグして帯域
を選択します。Control キーを押しながら帯域の上をドラッグして、イコライゼーションカーブを「描く」ことも
できます。全帯域を 0.0 dB 値に設定するには、「フラット化 EQ」ボタンをクリックします。
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フェードイン／アウト
クリップの最初と最後に無音（または設定したゲインレベル）から、または無音（または設定したゲインレベル）に
徐々に変化するミックスを追加します。

参考：「フェードイン／アウト」と「ダイナミックレンジ」フィルタを同時に使う場合は、フィルタリストで「ダイナミッ
クレンジ」フィルタの方が「フェードイン／アウト」フィルタよりも前にあるようにしてください。

「フェードイン／アウト」フィルタには、以下のコントロールがあります：

 • フェードイン時間：クリップの最初で、クリップのオーディオがゲイン値から通常のオーディオレベルに変わるまで
のミックスの継続時間を設定します。

 • フェードアウト時間：クリップの最後で、クリップのオーディオが通常のレベルからゲイン値に変わるまでのミック
スの継続時間を設定します。

 • フェードインのゲイン：ミックスを開始するレベルを設定します。値を –100.0 にすると無音になり、レベルを 0.0 
にするとオーディオはそのままになります。

 • フェードアウトのゲイン：ミックスを終了するレベルを設定します。値を –100.0 にすると無音になり、レベルを 
0.0 にするとオーディオはそのままになります。

カラー出力
「フィルタ」パネルには、「ビデオ」および「オーディオ」タブのほかに、「カラー」タブもあります。出力メディ
アファイルの色空間を手動で調整するには、「カラー」タブをクリックしてポップアップメニューにアクセスします。
「Compressor」はいくつかの標準色空間（YUV（R408）、2VUY、RGBA、ARGB、および YUV（v210））に
対応しており、ソース・メディア・フォーマット、出力ファイルフォーマット、および選択したフィルタに基づいて最
適な色空間が自動的に選択されます。ただし、「カラー」タブの「出力の色空間」ポップアップメニューから手動で
選択する色空間は、自動的に選択された色空間より優先されます。

「カラー」タブには、次のコントロールのみが含まれます：
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 • 出力の色空間：このポップアップメニューから、出力メディアファイルの色空間を選択します。

 • エンコーダのデフォルト：ターゲットのフォーマットに対して標準の色空間を使用します。

 • ソースと同じ：ソースメディアファイルの色空間を維持します。

 • SD (601)：標準精細度（SD）メディアファイルに対して標準の色空間を使用します。

 • HD (709)：高精細度（HD）メディアファイルに対して標準の色空間を使用します。

フレームコントロールを使って作業する

フレームコントロールの概要
出力ビデオファイルのフレームサイズ（解像度）は、さまざまなトランスコードジョブと「インスペクタ」の「ジオメ
トリ」パネルで行う手動調整によって変化します。「Compressor」のフレームコントロールでは、高度なイメージ
解析を使用することで、フレームサイズの変更を含めてトランスコードジョブに最適な再処理方法を適用します。フ
レームコントロールを使うことで、デインターレース、リタイミングなどのビデオ処理効果を適用することもできます。
「インスペクタ」の「フレームコントロール」パネルにあるこれらのツールを使って以下のことができます：

 • ビデオファイルと国際テレビ規格の間のコンバート。たとえば、PAL から NTSC へ、または NTSC から PAL へ。

 • 高精細度（HD）ビデオソースから標準精細度（SD）へのダウンコンバート、または SD から HD へのアップコ
ンバート。

 • プログレッシブスキャンのストリームからインターレース・スキャンのストリームへの変換、またはインターレース
からプログレッシブへの変換。

 • 高品質のスローモーションエフェクトなど、高品質のフレームレート調整。

 • テレシネプルダウンの自動削除（リバーステレシネ）。

フレームコントロールは、「設定」タブ内に保存されているカスタム設定や、「バッチ」ウインドウに適用済みの設定
に適用できます。フレームコントロールをアクティブにすると、「Compressor」は、選択された設定に基づいて最
適なパラメータ設定を自動的に選択します。ただし、「フレームコントロール」パネル内のコントロールを手動で調
整することで、自動設定を無効にできます。詳細については、158 ページの「設定にフレームコントロールを適用す
る」を参照してください。「フレームコントロール」パネル内のコントロールについて詳しくは、159 ページの「「フ
レームコントロール」パネル」を参照してください。

Resizing controls

Frame Controls 
pop-up menu

Automatic button

Retiming controls
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重要：「フレームコントロール」設定は、「プレビュー」ウインドウでプレビューできません。「フレームコントロール」
設定をプレビューするには、ソース・メディア・ファイルの小さな一部分でテスト・トランスコードを実行します。詳
しくは、57 ページの「クリップの一部をトランスコードする」を参照してください。

設定にフレームコントロールを適用する
フレーム処理やリタイミング調整を「設定」タブで保存したカスタム設定や「バッチ」ウインドウですでに適用した
設定に追加するには、「インスペクタ」の「フレームコントロール」パネルを使用します。

参考：「設定」タブでは、カスタム設定にのみフレームコントロールを適用できます。Apple 提供の設定に「設定」
タブでフレームコントロールを適用したい場合は、最初にその設定を複製して「カスタム」フォルダに保存する必要
があります。詳細については、36 ページの「設定を作成する／変更する」を参照してください。

フレームコントロールの自動調整を設定に追加する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「設定」タブでカスタム設定にフレームコントロールを適用するには：「カスタム」フォルダ内の設定を選択します。

 • 「バッチ」ウインドウでソース・メディア・ファイルにすでに適用した設定にフレームコントロールを適用するには：
ターゲット領域内で設定を選択します。

 2 「インスペクタ」ウインドウの「フレームコントロール」ボタンをクリックします。

「フレームコントロール」パネルが開きます。

 3 「フレームコントロール」ポップアップメニューの隣にある自動ボタン（歯車のアイコン）をクリックします。 

「Compressor」でトランスコードのジョブが解析され（ソースのメディアファイルと、適用されている設定）、フレー
ムコントロールの適正な属性が自動的に決定されます。 

自動モードの場合、フレームコントロールのテクノロジーが適用されるのは以下の 2 つのトランスコードのみです：

 • 高精細度（HD）ソースから標準精細度（SD）MPEG-2 出力ファイルへのトランスコード

 • インターレースされたソースから H.264（Apple デバイス用）（プログレッシブ）出力ファイルへのトランスコード

フレームコントロールのカスタム調整を設定に追加する
「フレームコントロール」パネルで手動調整を行うことにより、自動的に割り当てられたフレームコントロール調整を
無効にできます。

 1 上の「フレームコントロールの自動調整を設定に追加する」から、手順 1 ～ 3 を繰り返します。

 2 「フレームコントロール」ポップアップメニューから「オン」を選択します。

「フレームコントロール」パネルで手動コントロールが使用可能になります。 

参考：自動ボタンがアクティブな場合は、まずそれをクリックしてオフにしてから再度オンにする必要があります。

 3 「フレームコントロール」パネルで、必要に応じてコントロールを変更します。

詳しくは、159 ページの「「フレームコントロール」パネル」を参照してください。

 4 変更内容を保存するには、「保存」をクリックします。

手動で調整したフレームコントロールを含む新しいカスタム設定が、「設定」タブの「カスタム」フォルダに表示され
ます。この設定を「バッチ」ウインドウ内のほかのソース・メディア・ファイルに適用できるようになりました。「バッ
チ」ウインドウでの設定の割り当てについて詳しくは、32 ページの「ソースメディアに設定を割り当てる」を参照
してください。 
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「フレームコントロール」パネル
処理方法やリタイミング設定を手動で調整するには、「インスペクタ」の「フレームコントロール」パネルの以下の
パラメータコントロールを使用します。

Resizing controls

Frame Controls 
pop-up menu

Automatic button

Retiming controls

アクティブ化コントロール
パネルの一番上にある 2 つのコントロールを使って、自動フレームコントロールまたは手動フレームコントロールを
オンにします。

 • 自動ボタン：このボタンをクリックすると、トランスコードジョブが解析され（ソースのメディアファイルと適用さ
れている設定）、適切なフレームコントロール属性が自動的に適用されます。

Frame Controls 
Automatic button

自動モードの場合、フレームコントロールのテクノロジーが適用されるのは以下の 2 つのトランスコードジョブの
みです：

 • 高精細度（HD）ソースから標準精細度（SD）MPEG-2 出力ファイルへのトランスコード

 • インターレースされたソースから H.264（Apple デバイス用）（プログレッシブ）出力ファイルへのトランス
コード

 • 「フレームコントロール」ポップアップメニュー：自動ボタンがアクティブな場合は、このポップアップメニューが
使用可能になります。以下のオプションのいずれかを選択します：

 • オフ：ほとんどの「Apple」プリセットのデフォルト設定です。Compressor プロジェクトで、フレームサイズ、
フレームレート、または優先フィールドを変更しない場合に「オフ」を選択してください。 

 • オン：「フレームコントロール」パネルのすべての属性を手動で調整できます。
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サイズ変更コントロール
「フレームコントロール」パネルのこの領域内のコントロールを使って、フレームサイズ変更に使用する処理アルゴ
リズムを選択します。

 • サイズ変更フィルタ：このポップアップメニューから、サイズ変更方法を選択します。ここでの選択は、解像度の
変更を伴うプロジェクトについて、より短い処理時間と、より高い画質という、相反する要素のバランスや優先順
位を考慮した上で決定してください。

 • 高速（直近ピクセル）：処理時間が最も短くなります。

 • 高品質（リニアフィルタ）：処理時間と出力品質という、相反する要素のバランスおよび優先順位が中程度にな
ります。

 • 最高品質（統計予測）：出力品質は最高になりますが、時間がかかります。 

 • 出力フィールド：このポップアップメニューから、出力スキャン方式（フィールド優先またはプログレッシブスキャ
ンへの変換）を選択します。

 • ソースと同じ：ソース・メディア・ファイルで使用されているスキャン方式を保持します。

 • プログレッシブ：フレーム全体をスキャンします（インターレースフィールドに分割しません）。常にビデオの品
質が向上するため、この設定はデインターレースフィルタ（「フィルタ」パネルにある従来のフィルタ）の代わ
りに使います。

 • 上を優先：インターレースフィールドをスキャンします。上フィールド（フィールド 2、上フィールド、または奇
数フィールドとも呼ばれます）を優先します（フィールドの順番）。

 • 下を優先：インターレースフィールドをスキャンします。下フィールド（フィールド 1、下フィールド、または偶
数フィールドとも呼ばれます）を優先します（フィールドの順番）。

 • デインターレース：このポップアップメニューを使って、デインターレースの方法を選択します。設定する際、フ
レーム内の動きのある領域のデインターレース後の品質と処理の速さとの間でトレードオフを考慮します。いずれ
の場合でも、デインターレースオプションの品質を上げれば、すぐ下の品質のオプションと同じかそれ以上の結
果が得られます。ただし、同時にフレームのサイズも縮小する場合は、品質が上がったように見えないことがあ
ります。このような場合は、縮小するサイズにもよりますが、「高速」または 「高品質」でも十分な品質が得られ
ます。

デインターレースの一般情報については、163 ページの「デインターレースについて」を参照してください。

重要：どのオプションでも最高質の設定を選択すると、処理時間が予想よりも長くなる場合があります。フレーム
のデインターレースに加えてフレームサイズの縮小も行う場合は、縮小するサイズにもよりますが、「高速」また
は「高品質」でも十分な品質が得られます。
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参考：「デインターレース」ポップアップメニューが常に有効であっても、デインターレースを必要とするジョブの
みがデインターレースされます。（たとえば、ソースがインターレースされており、「出力フィールド」ポップアップ
メニューが「プログレッシブ」に設定されている場合、デインターレースされます。ソース・メディア・ファイル
がプログレッシブの場合、デインターレースされません。）

「デインターレース」ポップアップメニューには、以下のオプションが含まれます：

 • 高速（線補正）：フレーム内の隣接する線を補正します。

 • 高品質（動き適応）：イメージの動きのある部分で標準品質が得られるデインターレースを適用します。

 • 最高品質（動き補正）：イメージの動きのある部分で高品質が得られるデインターレースを適用します。

 • リバーステレシネ：テレシネ処理でフィルムの 24 fps から NTSC の 29.97 fps に変換する際に追加された
余分なフィールドを削除します。この項目を選択すると、「フレームコントロール」パネルのその他のすべての
項目が無効になります。3:2 プルダウンとリバーステレシネ機能の使いかたの詳細については、164 ページの
「リバーステレシネについて」を参照してください。

 • 適応の詳細：ノイズとエッジ領域が区別される、高度なイメージ解析を適用します。

 • アンチエイリアス：柔らかさのレベルを 0 ～ 100 で設定します。このパラメータはメディアを拡大する際の変換
の品質を高めます。たとえば、SD ビデオを HD にトランスコードする場合、イメージにぎざぎざに表示される
エッジがあってもアンチエイリアスで滑らかになります。

 • 詳細レベル：シャープなエッジを維持するレベルを 0 ～ 100 の範囲で設定します。これは、シャープニングコン
トロールで、イメージを拡大しても元の細かさに戻すことができます。ほかのシャープニング操作と異なり、「詳
細レベル」設定ではノイズと輪郭の詳細さが区別できるため、通常は必要以上に画像が粗くなることはありませ
ん。このパラメータの値を増やすと、エッジがぎざぎざになることがありますが、アンチエイリアスレベルを上げ
れば解消できます。

参考：「適応の詳細」、「アンチエイリアス」、「詳細レベル」は、フレームサイズ変更（拡大／縮小）にのみ関連
します。デインターレースには関係ありません。

リタイミングコントロール
「フレームコントロール」パネルのこの領域内にあるコントロールを使って、フレームレートの調整に使うアルゴリズ
ムを選択できます。

参考：リタイミングコントロールを使ってビデオの速度を変更する場合、「Compressor」は出力メディアファイルの
オーディオ部分も調整するため、ビデオとオーディオは同期したままになります。リタイミングコントロールは、オー
ディオのピッチには影響しません。これらのオプションの使いかたの詳細については、165 ページの「リタイミング
について」を参照してください。

 • レート変換：このポップアップメニューから、フレームリタイミング（フレームレートを変更）方式を選択します。
これは、短い処理時間と、より高い出力品質という、相反する要素のバランスおよび優先順位を考慮して決定し
てください。多くの場合、「高品質」設定は、「最高品質」設定よりも処理時間を短縮しながら、十分に高品質
の変換を実現できます。

重要：どのオプションでも最高質の設定を選択すると、処理時間が予想よりも長くなる場合があります。レート変
換を行う場合「高品質」設定は、「最高品質」設定よりも処理時間を短縮しながら、十分に高品質の変換を実
現できます。
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「レート変換」ポップアップメニューには、以下のオプションが含まれます：

 • 高速（直近フレーム）：フレームブレンディングを適用しません。「Compressor」は、利用できる最も近いフ
レームのコピーを使って新規の中間フレームを埋めます。

 • 標準品質（フレームブレンディング）：隣り合うフレームを平均して、新規に中間フレームを作成します。

 • 高品質（動き補正）：オプティカルフローを使ってフレームを補間し、高品質の結果を実現します。

 • 最高品質（高品質動き補正）：オプティカルフローを使ってフレームを補間し、より高品質の結果を実現します。
このオプションは、フレームレートを（たとえば 23.98 fps から 59.94 fps に）増やす必要があるトランスコー
ドで特に役立ちます。

 • 継続時間の設定：クリップの継続時間を新しい継続時間に変換する方法を次の 3 つの中から選択します。

Selection pop-up menu

 •（ソースに対する割合）：出力クリップの速度をソースクリップの速度のパーセント値で変更します。フィールド
にカスタムパーセント値を入力するか、横のポップアップメニューから（下向き矢印を使って）プリセット値を
選択します。これらのプリセット値は、特定の状況で使われることを想定して用意されています：

 • 24 @ 25：24 fps ビデオを PAL 方式の 25 fps に変換する場合です。

 • 23.98 @ 24：23.98 fps ビデオを 24 fps に変換する場合です。

 • 23.98 @ 25：23.98 fps ビデオを PAL 方式の 25 fps に変換する場合です。

 • 30 @ 29.97：30 fps ビデオを 29.97 fps に変換する場合です。

 • 29.97 @ 30：29.97 fps ビデオを 30 fps に変換する場合です。

 • 24 @ 23.98：24 fps ビデオを NTSC DVD 方式の 23.98 fps に変換する場合です。

どの設定の場合でも中間ビデオフレームは必要ありません。既存のフレームが速くまたは遅く再生されるように
設定されるだけです。

 • 継続時間の設定：クリップの継続時間を設定します。（値スライダを変更して）継続時間を変更すると、それに
合わせて上のフィールドのパーセント値が変化します。このオプションは、ソース・メディア･ファイルの継続
時間が必要とする時間よりもわずかに長い、または短い場合に、ビデオフレームの追加や削除を行うのではな
く、再生速度を変えて対応する場合に便利です。この方法では、中間ビデオフレームが必要に応じて作成され
ます。

 • ソースフレームが [フレームレート ] fps で再生されるようにする：ソース・メディア・ファイルのフレームレー
トが「エンコーダ」パネルのフレームレート（この項目のフレームレートとして表示されている）と一致しない
場合に、このオプションを使います。



 第 7 章    高度な機能 163

デインターレースについて
「Compressor」でビデオメディアをデインターレースする場合は、フレームコントロールを使用できます。

NTSC および PAL のビデオは、インターレースされています。つまり、ビデオの各フレームが（1／ 60 秒間隔の）
2 つのフィールドで構成されており、一方ではイメージの奇数の走査線が、他方ではイメージの偶数の走査線が画像
を表示します。この 2 つのフィールドの違いが、動きの感じを生み出します：目の錯覚によって、2 つのイメージが
合成されて滑らかで本当に動いている 1 つのフレームに見えます（標準精細度（SD）のテレビの場合は 30 fps）。
テレビ放送では、フィールドの更新が高速（1 秒の 60 分の 1）なので、通常の視聴者にはインターレースが目に
付くことはありません。

インターレースではフレームごとに 2 つのフィールドがあるので、フレームの中で動きがあまりにも速い部分は、分
割された像が交互に重なってぎざぎざに見えます。ソースメディアから 1 フレームを表示すると、動く物体が軌跡を
描くふちに沿って、水平の縞模様を確認することができます。

Interlacing creates 
a “comb” effect that 
should be removed.

ソースメディアをフレームベースのフォーマットに変換したい場合は、ファイルのデインターレースを行ってインター
レースの影響を除去する必要があります。これを行う最善の方法は、「Compressor」の「フレームコントロール」
パネルにある「デインターレース」ポップアップメニューを使用することです。（詳しくは、159 ページの「「フレー
ムコントロール」パネル」を参照してください。）コンピュータのディスプレイでインターレースが表示されると、ビ
デオの中で動きの速い部分がぼやけて見えることがあるため、デスクトップまたは Web での再生用に QuickTime 
ムービーを作成する場合、デインターレースは特に重要です。上（奇数）フィールド、または下（偶数）フィールド
を、インターレースされたビデオファイルから取り除くことができます。クリップの動きの滑らかさが多少失われるこ
ともあります。小さい文字を使ったタイトル画面のような、細い垂直線を含む静止画像フレームでは、インターレー
スによってちらつきが生じることがあります。「Compressor」のデインターレース機能は、そういったちらつきを抑
えるのにも使えます。取り除かれたフィールドが補間されて画像の全体が作られ、ソフトなイメージになります。
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リバーステレシネについて
「フレームコントロール」パネルの「デインターレース」ポップアップメニューには、ソースファイルをリバーステレ
シネする設定があります。

テレシネは、映画フィルムをテレビ放送で使用される NTSC ビデオフォーマットに変換する処理です。フィルムで標
準の 24 fps フレームレートを NTSC ビデオの 29.97 fps フレームレートに変換する最も一般的なテレシネは、3:2 
プルダウン（2:3:2:3 プルダウンともいいます）です。フィルムの 1 つのフレームを 2 フィールド録画し、その次の
フレームを 3 フィールド録画するという作業を交互に行うと、フィルムの 1 秒間の 24 フレームがビデオの 1 秒間
の 30 フレームになります。

3:2 Pull-Down
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上記のように、3:2 パターン（実際には、フレーム A が 2 フィールドに録画されて、その次のフレーム B が 3 フィー
ルドに録画されるため 2:3:2:3 パターンになる）は、4 つのフィルムフレームごとに繰り返されます。 

ビデオに編集処理やエフェクトを加えるために、余分なフィールドを削除してビデオを元の 23.98 fps レートに戻し
たい場合があります。この処理は、リバーステレシネと呼ばれます。さらに、元の 23.98 fps レートに戻すと、PAL
（ヨーロッパの放送方式、25 fps フレームレートを使用します）に簡単に変換できるという利点もあります。

また、フレームレートを下げると、ビデオの 1 秒当たりのフレーム数が少なくて済むため、ファイルサイズが小さく
なります。「Compressor」のリバーステレシネ機能では、この変換を簡単に実行できます。
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リバーステレシネに関するその他の問題
リバーステレシネの目的はプログレッシブ 23.98 fps ビデオを出力することであるため、「デインターレース」ポップ
アップメニューから「リバーステレシネ」を選択すると、「フレームコントロール」パネルのほかのすべてのオプショ
ンは無効になります。

「リバーステレシネ」メニューコマンドを使用するときには、以下の問題を考慮してください： 

 • 本来、予想が困難な処理であるため、リバーステレシネ処理でのセグメント化エンコーディングは、リバーステレ
シネを使っていない場合ほど効率的には機能しません。

 • トランスコード処理を一時停止してから再開する場合、トランスコードは最初から始める必要があります。

リバーステレシネ処理時に PAL ビデオを作成する
23.98 fps や 24 fps ビデオを再生速度を 4%上げて PAL の 25 fps レートに変換する方法は一般的です。テレシ
ネ処理で得られた NTSC 29.97 fps ビデオは、2 つの Compressor ジョブを 連鎖することで PAL ビデオに変換
できます。（ジョブのチェーン化について詳しくは、139 ページの「ジョブをチェーン化する」を参照してください。）
次の 2 つのジョブを作成します：

 • 最初のジョブ：リバーステレシネ処理を実行する設定をジョブに適用し、23.98 fps の NTSC フレームサイズを
作成します。（ビデオを PAL に変換する設定も適用できますが、フォーマット変換で「フレームコントロール」を
使用しないため、適切な品質ではない場合があります。）

 • 2 番目のジョブ：最初のジョブを選択して、「ジョブ」＞「ターゲット出力を使って新規ジョブを作成」と選択し、
2 番目のジョブを作成します。これで、最初のジョブの出力に連鎖したジョブが作成されます。出力フォーマット
を PAL に設定した設定を適用し、フレームコントロール機能を使って高品質の出力ファイルを作成できます。

カデンツについて
フィルムを NTSC ビデオにテレシネ処理すると、一定のカデンツが見られます。つまり、3:2 パターンは一貫してお
り、中断されることがありません。一定のカデンツが見られるクリップは、パターンを一度確認するだけで済むため、
比較的簡単にテレシネを取り除くことができます。

テレシネ処理したクリップを NTSC ビデオとして編集すると、最終的には、3:2 パターンが一貫していないためカデ
ンツが壊れているビデオファイルが作成されます。このクリップからテレシネを取り除いて 23.98 fps ビデオを作成
する作業は、常にカデンツを確認して不正なフィールドを間違って選択しないようにする必要があるため非常に困難
です。

「Compressor」に付属しているリバーステレシネ機能は、壊れているカデンツを自動的に検出し、必要に応じて
処理を調整できます。

リタイミングについて
「フレームコントロール」パネルのリタイミングコントロールは、2 つの方法でよく使用されます：

 • ビデオのフレームレートを別のフレームレートに変換する：NTSC ビデオから PAL フレームレートへの変換や 
PAL ビデオから NTSC フレームレートへの変換などがあります。この機能は、「レート変換」ポップアップメニュー
の設定のみを使用し、必要に応じて自動的に設定されます。

 • ビデオの速度をまったく別の速度に変換する：既存のフレームを異なるレートで再生する場合です。また、スロー
モーションのエフェクトの場合は、中間フレームを生成する必要があります。

いずれの場合でも、ソース・メディア・ファイルにオーディオが含まれている場合、オーディオの速度も変更されま
す。その際オーディオのピッチは補正されるため、速度を変えてもサウンドはオリジナルと同じなります。これによっ
て、ビデオとオーディオの同期を維持できます。

リタイミングコントロールを使った設定をプレビューする場合、ビデオは新しいフレームレート（速度）で再生されま
すが、フレームコントロールによる処理は受けないため、実際にトランスコードされた出力ファイルよりも品質は低
くなります。設定のプレビュー時、オーディオのピッチは補正されます。



 第 7 章    高度な機能 166

重要：QuickTime ムービー出力フォーマットの設定でリタイミングコントロールを使っている場合、オーディオ設定
に「パススルー」を選択すると、オーディオの速度は変更されないため、ビデオとの同期が維持されます。詳細に
ついては、121 ページの「QuickTime メディアファイルを作成する」を参照してください。

ジオメトリ設定を変更する

ジオメトリの概要
「Compressor」内の Apple 提供の設定には、出力ビデオファイルの寸法を設定するパラメータが含まれますが、
「インスペクタ」の「ジオメトリ」パネルにあるコントロールを使って、最終クロップ、サイズ設定、およびアスペク
ト比（イメージフレームの幅と高さの比）をカスタマイズできます。「ジオメトリ」パネルには、出力イメージに影響
を与えるために使える 3 種類の方法があります：

 • クロップ：イメージからビデオコンテンツを取り除きます。このようなコンテンツは、多くの場合不必要なイメージ
領域（たとえば、テレビには必要ですが、コンピュータには不必要なオーバースキャン領域など）であり、残っ
た部分を同じフレームサイズでより大きく見えるようにできます。「Compressor」のクロップコントロールは、不
要なイメージ領域を取り除けるだけでなく、特定領域を強調するためにイメージのフレームサイズを調整すること
もできます。

クロップコントロールの「ソースのレターボックスエリア」設定を使えば、イメージのエッジを検出して、それらに
合致するクロップ値を自動的に入力することもできます。この設定は特に、ソース・メディア・ファイルのレター
ボックス領域（ワイドスクリーンイメージの上下の黒いバー）を切り取る場合に便利です。

クロップコントロールは、「ジオメトリ」パネルの「ソースの挿入（クロップ）」セクションにあります。

 • 拡大／縮小：ソースイメージを取り除かずに、出力ビデオファイルのフレームサイズを変更します。ほとんどの場
合、拡大／縮小では、出力メディアイメージのサイズを小さくして、ストレージのスペースを節約したり、ビット
レートを低く抑えたりします。拡大／縮小コントロールは、「ジオメトリ」パネルの「サイズ（エンコード後のピク
セル）」領域にあります。

 • パディング：パディング領域を黒で塗りつぶすことで、出力イメージのフレームサイズは維持しながらイメージを
小さなサイズに合わせます。クロップとは異なり、ソースイメージを取り除かず、全体のフレームサイズを変更し
ません。代わりに、イメージが縮小され、同じフレームサイズを維持するためにフレームの境界に黒が追加され
ます。パディングコントロールは、「ジオメトリ」パネルの「出力イメージの挿入（パディング）」セクションにあ
ります。 

Cropping
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Padding
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クロップする、拡大 /縮小する、フレームサイズを変更する
設定でクロップしたり、拡大／縮小したり、フレームサイズを変更したりするときは、「インスペクタ」ウインドウの
「ジオメトリ」パネルを使います。「プレビュー」ウインドウの赤いフレームバーをドラッグして、フレームサイズを
クロップすることもできます。 

参考：「設定」タブでは、カスタム設定に対してのみジオメトリ調整を適用できます。「設定」タブで Apple 提供の
設定のジオメトリを調整したい場合は、最初にその設定を複製して「カスタム」フォルダに保存する必要がありま
す。詳細については、36 ページの「設定を作成する／変更する」を参照してください。

「ジオメトリ」パネルを使って設定のサイズを調整する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「設定」タブでカスタム設定のサイズを調整するには：「カスタム」フォルダ内の設定を選択します。

 • 「バッチ」ウインドウでソース・メディア・ファイルにすでに適用した設定のサイズを調整するには：ターゲット領
域内で設定を選択します。

 2 「インスペクタ」の「ジオメトリ」ボタンをクリックします。

「ジオメトリ」パネルが開きます。

 3 必要に応じて以下の操作を行います：

 • 「ソースの挿入（クロップ）」領域で、適切なクロップ寸法を入力します。

 • 「フレームサイズ」ポップアップメニューで、適切なフレームサイズを選択します。

 • 「出力イメージの挿入（パディング）」領域の「パディング」ポップアップメニューからオプションを選択します（ま
たは、「カスタム」を選択して下のフィールドに値を入力します）。 

「バッチ」ウインドウで設定のジオメトリを調整した場合は、「プレビュー」ウインドウに結果を表示できます。 

 4 変更内容を保存するには、「保存」をクリックします。

「プレビュー」ウインドウを使って設定のクロップサイズを調整する

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「設定」タブでカスタム設定のサイズを調整するには：「カスタム」フォルダ内の設定を選択します。

 • 「バッチ」ウインドウでソース・メディア・ファイルにすでに適用した設定のサイズを調整するには：ターゲット領
域内で設定を選択します。

 2 「プレビュー」ウインドウ内で赤いフレームバーをドラッグします。



 第 7 章    高度な機能 168

ドラッグすると、ヘルプタグにフレーム・クロップ・サイズが数値で表示されます。Shift キーを押しながらドラッグ
すると、クロップの範囲をソースのアスペクト比、ソースの高さ、またはソースの幅までに制限できます。 

Drag the red frame
bars (by the handles)
to adjust the output
file frame size.

If you select a batch’s target, any 
resizing in the Preview window is 
reflected in the Geometry pane. 
You can also directly enter numbers 
into these cropping fields.

 3 変更内容を保存するには、「保存」をクリックします。

詳細については、168 ページの「「ジオメトリ」パネル」または  52 ページの「メディアをソースとしてまたは適用
した設定でプレビューする」を参照してください。

「ジオメトリ」パネル
「ジオメトリ」パネル内の以下のパラメータコントロールを使って、クロップの設定、出力メディアファイルのフレー
ムサイズ、出力ビデオファイルのアスペクト比（イメージフレームの幅と高さの比）を選択します。

Cropping

Scaling

Padding
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「ソースの挿入（クロップ）」のコントロール
標準アスペクト比プリセットまたはカスタムサイズでイメージサイズを調整するときは、これらのコントロールを使用
します。 

 • クロップ設定：フレームを中央からクロップする場合、このポップアップメニューから標準のアスペクト比を選択し
ます。8 つの選択肢があります：

 • カスタム：「左」、「右」、「上」、および「下」クロップフィールドに手動で値を入力するか、「プレビュー」ウイ
ンドウで赤いフレームバーをドラッグしてこれらの値を調整できます。詳しくは、167 ページの「クロップする、
拡大 /縮小する、フレームサイズを変更する」を参照してください。

 • 4:3（1.33:1）：アスペクト比 4:3 で自動センタークロップを適用します。

 • 16:9（1.78:1）：アスペクト比 16:9 で自動センタークロップを適用します。

 • パナビジョン（2.35:1）：アスペクト比 2.35:1 で自動センタークロップを適用します。

 • ヨーロッパ標準（1.66:1）：アスペクト比 1.66:1 で自動センタークロップを適用します。

 • 英国標準（1.75:1）：アスペクト比 1.75:1 で自動センタークロップを適用します。

 • アカデミー（1.85:1）：アスペクト比 1.85:1 で自動センタークロップを適用します。

 • ソースのレターボックスエリア：ソース・メディア・ファイルがレターボックス化されているかどうかを
「Compressor」で検出し、レターボックス化されている場合はクロップ値を入力してそのレターボックスを削
除できます。

 • 「左」、「右」、「上」、「下」：4 つの値フィールドを使って、カスタム・クロップ・サイズをピクセル単位で適用で
きます。放送用ビデオファイルのほとんどには、オーバースキャン領域があります。出力ファイルの用途がコン
ピュータ画面での表示のみで、テレビ画面には使わない場合は、ファイルから多少のエッジを除去してもピクチャ
領域への影響はないので大丈夫です。これらのフィールドに入力する値は、元のフレームからクロップ後のフレー
ムまでの距離（ピクセル）になります。すべてのフィールドは、デフォルトでは 0 になっています。

参考：通常の（アクションセーフな）オーバースキャン領域では、イメージの周囲にそれぞれ 5 ％の領域が確保
されます。さらに 5 ％内側まで確保すれば、より安全なタイトルセーフ領域を得ることができます。すなわち、フ
レームの周囲の内側 5 ％から 10 ％の間ならば、どこをクロップしても重要な素材はそのまま保持されるので大
丈夫です。

クロップ設定を調整すると、出力ビデオファイルのフレームサイズに以下のいずれかが生じます：

 • 「ジオメトリ」パネルの「サイズ（エンコード後のピクセル）」セクションの「フレームサイズ」ポップアップメ
ニューで、「ソースの 100%」、「ソースの 50%」、「ソースの 25%」以外の設定を選択すると、フレームサイズ
は同じままになります。つまり、ソースビデオのイメージは出力ビデオファイルのフレームサイズに合わせて拡大
されるため、ピクセルが大きくなり、イメージ全体の品質が低下します。

 • 「ジオメトリ」パネルの「サイズ（エンコード後のピクセル）」セクションの「フレームサイズ」ポップアップメ
ニューで、「ソースの 100%」、「ソースの 50%」、「ソースの 25%」の設定を選択すると、フレームサイズはク
ロップ量だけ縮小されます。この場合、非標準のフレームサイズになることがあります。
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参考：通常サイズの標準精細度（SD）ソースメディアのファイル（720×486）を MPEG-2 NTSC の設定でトラ
ンスコードする場合、出力として得られるメディアファイルは、クロップの属性をあらかじめ指定していない限り、
MPEG-2 の要件であるフレームサイズ 720×480 になるよう自動的にクロップされます（上辺から 2 ピクセル、下
辺から 4 ピクセル）。このクロップ属性は一時的なもので、設定には保存されません。自動クロップは、通常の方法
で確認できます。ジョブで設定をダブルクリックすれば、「プレビュー」ウインドウが開きます。「ビデオフォーマット」
ポップアップメニューの詳細については、87 ページの「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」を参照してください。

「サイズ（エンコード後のピクセル）」のコントロール
これらの拡大／縮小コントロールは、ソースイメージを取り除かずに、出力ビデオファイルのフレームサイズを変更
します。MPEG- 4、QuickTime ムービー、イメージシーケンス出力エンコードフォーマットを使用するときにのみ
使用できます。ほかのフォーマットの場合、これらの設定は淡色表示されますが、バッチ実行の際に使われる値が
表示されます。

 • フレームサイズの「幅」および「高さ」フィールド：これらのフィールドでは、出力メディアファイルのフレーム
サイズとアスペクト比をカスタマイズできます。「幅」または「高さ」フィールドに値を入力します。また、後で説
明するように、横のポップアップメニューから標準アスペクト比を選択することもできます。

 • 「フレームサイズ」ポップアップメニュー：出力メディアファイルのサイズを設定するオプションを選択します。こ
のポップアップメニューでの選択に基づいて「幅」および「高さ」フィールドに値が自動的に入力されます。

 • ソースの 100%：出力サイズをソースメディアのサイズと同一に定義します。（このオプションでは、サイズは
変更されません。）

 • ソースの 50%：出力サイズを正確にソースメディアのサイズの 50 ％に縮小します。 

 • ソースの 25%：出力サイズを正確にソースメディアのサイズの 25%に縮小します。 

 • 最大 1920×1080：元のアスペクト比を維持しつつ、1920×1080 のフレームサイズを超えない範囲で出力
サイズを拡大／縮小します。

 • 最大 1280×720：元のアスペクト比を維持しつつ、1280×720 のフレームサイズを超えない範囲で出力サ
イズを拡大／縮小します。

 • 最大 960×540：元のアスペクト比を維持しつつ、960×540 のフレームサイズを超えない範囲で出力サイ
ズを拡大／縮小します。

 • 最大 854×480：元のアスペクト比を維持しつつ、854×480 のフレームサイズを超えない範囲で出力サイズ
を拡大／縮小します。

 • 最大 428×240：元のアスペクト比を維持しつつ、428×240 のフレームサイズを超えない範囲で出力サイズ
を拡大／縮小します。

 • 最大 214×120：元のアスペクト比を維持しつつ、214×120 のフレームサイズを超えない範囲で出力サイズ
を拡大／縮小します。

 • 320×240：正確に 320×240 の出力サイズを定義します。

 • 640×480：正確に 640×480 の出力サイズを定義します。

 • 720×480：正確に 720×480 の出力サイズを定義します。

 • 720×486：正確に 720×486 の出力サイズを定義します。

 • 720×576：正確に 720×576 の出力サイズを定義します。

 • 1280×720：正確に 1280×720 の出力サイズを定義します。

 • 1920×1080：正確に 1920×1080 の出力サイズを定義します。

 • カスタム：「幅」および「高さ」フィールドにカスタムサイズを入力できます。この設定には、アスペクト比に
関する制限はありません。
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 • カスタム（4:3）：「幅」と「高さ」フィールドにカスタムサイズを入力できますが、4:3 アスペクト比 に制限さ
れます。「幅」と「高さ」フィールドのいずれかに値を入力すると、もう一方の値は自動的に入力されます。

 • カスタム（16:9）：「幅」と「高さ」フィールドにカスタムサイズを入力できますが、16:9 アスペクト比 に制限
されます。「幅」と「高さ」フィールドのいずれかに値を入力すると、もう一方の値は自動的に入力されます。

 • カスタム（1.85:1）：「幅」と「高さ」フィールドにカスタムサイズを入力できますが、1.85:1 アスペクト比 に
制限されます。「幅」と「高さ」フィールドのいずれかに値を入力すると、もう一方の値は自動的に入力され
ます。

 • カスタム（2.35:1）：「幅」と「高さ」フィールドにカスタムサイズを入力できますが、2.35:1 アスペクト比 に
制限されます。「幅」と「高さ」フィールドのいずれかに値を入力すると、もう一方の値は自動的に入力され
ます。

 • 「ピクセルのアスペクト」フィールド：カスタム・ピクセル・アスペクト比を入力できます（横の「ピクセルのアス
ペクト」ポップアップメニューが「カスタム」に設定されているとき）。ピクセルのアスペクト比とは、デジタルイ
メージのピクセルの形状のことで、一部のフィルタを使用する場合に大変重要です。たとえば、「ウォーターマー
ク」フィルタで使用するグラフィックに円が含まれる場合、最終的に楕円にならず、確実に円になるようにするに
は、「ピクセルのアスペクト」の設定で出力フォーマットに適したものを選ぶ必要があります。

 • 「ピクセルのアスペクト」ポップアップメニュー：このポップアップメニューから、出力メディアファイルの標準ピク
セルアスペクト比を選択します。ピクセルアスペクト比が、このコントロールで指定するフォーマットに合わせられ
ます。以下のメニューオプションがあります。

 • カスタム：横の「ピクセルのアスペクト」フィールドにカスタム値を手動で入力できます。

 • デフォルトサイズ：その設定の幅と高さで一般に想定される値にピクセルのアスペクト比を設定します。たとえ
ば、720×480 または 720×486 のデフォルトは、NTSC CCIR 601/DV NTSC です。

 • スクエア：コンピュータ上の適切な表示にピクセルのアスペクト比を設定します。

 • NTSC CCIR 601/DV：720×480 ピクセルを使用し、ピクセルのアスペクト比を 4:3 に固定します。

 • NTSC CCIR 601/DV（16:9）：720×480 ピクセルを使用し、ピクセルのアスペクト比を 16:9 に固定します。

 • PAL CCIR 601：720×576 ピクセルを使用し、ピクセルのアスペクト比を 4:3 に固定します。

 • PAL CCIR 601（16:9）：720×576 ピクセルを使用し、ピクセルのアスペクト比を 16:9 に固定します。

 • HD（960×720）：1280×720 ピクセルを使用し、ピクセルのアスペクト比を 16:9 に固定します。

 • HD（1280×1080）：1920×1080 ピクセルを使用し、ピクセルのアスペクト比を 16:9 に固定します。

 • HD（1440×1080）：1440×1080 ピクセルを使用し、ピクセルのアスペクト比を 16:9 に固定します。

「出力イメージの挿入（パディング）」のコントロール
これらのコントロールを使って、パディングを適用および調整します。パディングでは、「パディングされた」領域を
黒で塗りつぶすことで、出力イメージのフレームサイズは維持しながらイメージを小さなサイズに合わせます。クロッ
プとは異なり、パディングではソースイメージから何も取り除かれません。 

パディングは、ソースイメージのフレームサイズが出力イメージのフレームサイズよりも小さく、ソースイメージを出
力イメージサイズに合わせて拡大したくない場合に便利です。正しいパディング量を追加することで、ソースイメー
ジは出力イメージでも同じサイズのままになり、イメージフレームの残りの部分は黒で塗りつぶされます。
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パディングは、ソース・ビデオ・イメージが圧縮なしの NTSC 720×486、出力イメージが 720×480 の場合、自
動的に適用されます。また、16×9 やパナビジョンなど、選択可能な一般的なパディング設定があります。これら
のプリセットを使えば、ソースイメージが元のアスペクト比を維持できるパディング値を「Compressor」で自動的
に入力することが簡単にできます。

 • 「パディング」ポップアップメニュー：このポップアップメニューから、パディング方式を選択します。

 • カスタム：「左」、「右」、「上」、および「下」フィールドに手動でカスタム値を入力できます。

 • ソースのアスペクト比を保持：イメージをパディングして元のアスペクト比を維持します。

 • 4×3 1.33:1：4:3 のアスペクト比を使用します。

 • 16×9 1.78:1：16:9 のアスペクト比を使用します。

 • 4×3 1.33:1：4:3 のアスペクト比を使用します。

 • パナビジョン 2.35:1：2.35:1 のアスペクト比を使用します。

 • ヨーロッパ標準 1.66:1：1.66:1 のアスペクト比を使用します。

 • 英国標準 1.75:1：1.75:1 のアスペクト比を使用します。

 • アカデミー 1.85:1：1.85:1 のアスペクト比を使用します。

 • 「左」、「右」、「上」、「下」：これらのフィールドでは、フレームの辺を囲む黒いパディングのサイズをカスタマイ
ズできます（「パディング」ポップアップメニューが「カスタム」に設定されているとき）。

ポスト・トランスコード・アクションを追加する

ポスト・トランスコード・アクションの概要
「Compressor」で、自動ポスト・トランスコード・アクションを作成して、「バッチ」ウインドウ内のジョブや「設
定」タブ内の設定に適用できます。トランスコード後のアクションを使うと、日常のワークフローが簡単かつ迅速に
なり、作品をほかの人と共有するのが簡単になります。アクションを使って、追加のアプリケーションを開くことなく、
iPhone、iPad、iPod、Apple TV、DVD、Blu-ray ディスク、Web、および YouTube 用の出力メディアファイル
をすばやく作成および配信できます。トランスコードジョブの完了時に自動的にメール通知を送信することもできま
す。また、個々のトランスコードジョブの Automator ワークフローを開始したり、個々のターゲットの AppleScript 
書類を開始したりできます。
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2 種類のポスト・トランスコード・アクションがサポートされます：

 • 設定アクション。「バッチ」ウインドウ内の設定または「設定」タブ内のカスタム設定に適用されます。（カスタム
設定に適用する設定アクションは、後で使用するために保存できます。）2 つの設定アクションがあります：メー
ル通知と、デフォルト書き出し先の割り当て（トランスコード済みファイルを保存するローカルまたはリモートディ
スク上の場所）です。設定アクションは、「インスペクタ」の「アクション」パネルで適用します。詳細について
は、173 ページの「設定アクションを追加する」を参照してください。

 • ジョブ操作は、「バッチ」ウインドウ内のジョブに適用されます。ジョブ操作を使うと、トランスコードのワークフ
ローを自動化できます。たとえば、ジョブ操作を適用して、出力メディアファイルを YouTube などの Web スト
リーミングサイトに自動的にアップロードしたり、DVD や Blu-ray ディスクを作成したり、Automator ワークフ
ローを開始したり、出力メディアファイルを「iTunes」に転送したり、出力メディアファイルをほかのアプリケー
ションで開いたり、Web 参照ムービーを作成したりできます。ジョブ操作は、バッチテンプレートが機能するた
めに必須です。（バッチテンプレートの詳細については、18 ページの「バッチを作成する」を参照してください。）
ジョブ操作は「インスペクタ」の「ジョブ操作」タブ（「バッチ」ウインドウでソース・メディア・ファイルを選択
すると表示されます）で適用します。詳細については、175 ページの「ジョブ操作を追加する」を参照してくだ
さい。

設定アクションを追加する
以下のいずれか、または両方を実行する場合に、「インスペクタ」の「アクション」パネルで設定アクションを適用
します：

 • トランスコードジョブの完了時に、電子メールで通知を送信する。 

 • ジョブまたはカスタム設定のデフォルト保存先を選択する。

電子メール通知の設定を追加する
「バッチ」ウインドウ内の設定または「設定」タブの「カスタム」フォルダごとに、メール通知を適用できます。メー
ル通知は、完了までに何時間もかかるような大きいソース・メディア・ファイルをトランスコードする場合、特に便利
です。トランスコードが完了したかどうかを確認するために継続的にチェックする代わりに、（「インスペクタ」の「ア
クション」パネルで）自分をメールの送信先として設定することで、メールが送信されるのを待っていることができ
ます。

参考：「設定」タブでは、カスタム設定に対してのみ設定アクションを適用できます。「設定」タブで Apple 提供の
設定のいずれかに設定アクションを適用したい場合は、最初にその設定を複製して「カスタム」フォルダに保存す
る必要があります。詳細については、36 ページの「設定を作成する／変更する」を参照してください。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「バッチ」ウインドウ内でメール通知を設定に適用するには：「バッチ」ウインドウで（ターゲット領域をクリックす
ることで）設定を選択します。

 • 「設定」タブでカスタム設定にメール通知を適用するには：「カスタム」フォルダ内の設定を選択します。
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 2 「インスペクタ」の「アクション」ボタンをクリックします。

Click the Actions button 
to view the Actions pane.

 3 「メール通知先」チェックボックスを選択し、横のフィールドにメールアドレスを入力します。 

参考：このチェックボックスが淡色表示されている場合は、「Compressor」環境設定にあらかじめメールアドレス
と送信メールサーバを設定しておく必要があります。（「Compressor」＞「環境設定」と選択します。メール環
境設定の変更を有効にするには、「Compressor」を閉じて再度開くことが必要になる場合があります。詳しくは、
198 ページの「「Compressor」の環境設定を設定する」を参照してください。）

 4 このメール設定を選択した設定に保存する場合は、「保存」または「別名で保存」をクリックします。

設定のデフォルトの書き出し先を追加する
「アクション」パネルを使って、「バッチ」ウインドウ内の設定または「設定」タブの「カスタム」フォルダに出
力先を割り当てることもできます。（「Compressor」のすべての設定のデフォルト書き出し先を設定する場合は、
「Compressor」の環境設定を使用します。詳しくは、198 ページの「「Compressor」の環境設定を設定する」
を参照してください。） 

参考：「設定」タブでは、カスタム設定に対してのみ設定アクションを適用できます。「設定」タブで Apple 提供の
設定のいずれかに設定アクションを適用したい場合は、最初にその設定を複製して「カスタム」フォルダに保存す
る必要があります。詳細については、36 ページの「設定を作成する／変更する」を参照してください。

 1 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「バッチ」ウインドウ内の設定に出力先を割り当てるには：「バッチ」ウインドウで（ターゲット領域をクリックする
ことで）目的の設定を選択します。

 • 「設定」タブでカスタム設定に出力先を割り当てるには：「カスタム」フォルダで目的の設定を選択します。

 2 「インスペクタ」の「アクション」ボタンをクリックします。

「アクション」パネルが開きます。

 3 「デフォルトの書き出し先」ポップアップメニューで書き出し先を選びます。

このポップアップメニューには、Apple 標準の書き出し先（「デスクトップ」、「ユーザのムービーフォルダ」など）
と作成したカスタム書き出し先が一覧表示されます。

 4 このデフォルトの書き出し先を選択した設定に保存する場合は、「保存」をクリックします。
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ジョブ操作を追加する
トランスコード後ワークフローを以下のタスクで自動化するために、「インスペクタ」の「ジョブ操作」タブでジョブ
操作を適用します：

 • YouTube、Facebook、Vimeo などの Web ストリーミングサイトに、出力メディアファイルをアップロードする。

 • DVD や Blu-ray ディスクを作成する。

 • ライブ Web ストリーミング用のファイルを準備する。

 • DVD や Blu-ray ディスクを作成する。

 • Automator ワークフローを起動する。

 • 出力メディアファイルを「iTunes」に転送する。

 • ほかのアプリケーションで出力メディアファイルを開く。

 • Web 参照ムービーを作成する。

 • 通知メールを送信する。

「インスペクタ」の「ジョブ操作」タブは、「バッチ」ウインドウでソースジョブを選択すると表示されます。

参考：ジョブ操作はよくバッチテンプレートでも使用されます。詳しくは、14 ページの「簡単なバッチ・テンプレー
ト・ワークフロー」を参照してください。

ソース・メディア・ファイルにジョブ操作を追加する

 1 ソース・メディア・ファイルを「バッチ」ウインドウに追加します（まだない場合）。

 2 ジョブ領域内（ソース・メディア・ファイルとそのターゲットを囲む矩形）をクリックして、ジョブを選択します。

「インスペクタ」ウインドウに「A/V 属性」タブ、「追加情報」タブ、および「ジョブ操作」タブが表示されます。
（「インスペクタ」ウインドウが開いていない場合は、「インスペクタ」ボタンをクリックするか、「ウインドウ」＞「イ
ンスペクタを表示」と選択します。）

 3 「ジョブ操作」タブがアクティブではない場合、クリックしてください。

 4 「ジョブの完了時」ポップアップメニューから項目を選択します。

各ジョブ操作について詳しくは、176 ページの「「ジョブ操作」タブ」を参照してください。

操作を選択すると、ポップアップメニューの下に一連のコントロールが表示されます。 

 5 コントロールを必要に応じて調整して、「バッチ」ウインドウの「実行」をクリックします。

ジョブのトランスコードが始まると、「ジョブ操作」タブで選択したトランスコード後ジョブ操作が適用されます。 
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「ジョブ操作」タブ
「ジョブの完了時」ポップアップメニューで選択する操作に応じて、「インスペクタ」の「ジョブ操作」タブにさまざ
まなコントロールが表示されます。これらのコントロールを使って、ジョブ全体（「バッチ」ウインドウ内で、設定が
適用されたソース・メディア・ファイル）にトランスコード後操作を適用したりそれらを調整したりします。 

「ジョブ操作」タブ内の各コントロールセットについては、以下で説明します。

iTunes ライブラリへ追加
このフォームでは、自動的に「iTunes」に出力メディアファイルを追加できます。

 • 「プレイリスト」ポップアップメニュー：iTunes ライブラリ内で、出力メディアファイルを追加するプレイリストを
選択します。

参考：はじめてこの機能を使うときは、このポップアップメニューは空です。iTunes ライブラリからこのメニュー
にプレイリストを入れるには、「プレイリスト」ポップアップメニューから「更新」を選択します。

 • 「タイトル」フィールド：iTunes ライブラリに表示したいファイルのタイトルを入力します。
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DVD を作成
このフォームでは、作成したい DVD の情報と設定を入力できます。

 • 「出力デバイス」ポップアップメニュー：フォーマットしたいデバイスを選択します。このポップアップメニューに
は、光学式ドライブやコンピュータのハードディスクなど、システムに適合した出力デバイスのリストが表示され
ます。「ハード・ドライブ」を選択すると、ディスクイメージ（.img）ファイルが作成され、後で「ディスクユー
ティリティ」アプリケーション（「ユーティリティ」フォルダにあります）を使って DVD メディアを作成できます。
その他の設定は、選択するデバイスによって変わることがあります。

重要：選択した出力デバイスの横に進行状況インジケータが表示された場合は、利用可能なデバイスのリストが
アップデートされるまで少し待ってください。インジケータは、ディスクを取り出したり挿入したりした場合や、光
学式ドライブの入／切を切り替えた場合に表示されます。

 • 「取り出す」ボタン：光学式メディアドライブの種類によっては、このボタンをクリックして光学式メディアをドライ
ブから取り出すか、ドライブのメディアトレイを開きます。

 • 「レイヤー」ポップアップメニュー：作成するディスクの種類を選択します：

 • 自動：挿入されたディスクの種類が自動的に検出されるように設定します。この設定が機能するには、「ディス
クを作成」をクリックする前にディスクを挿入する必要があります。また、出力デバイスとして「ハード・ドライ
ブ」を選択している場合に「自動」を指定すると、常に 1 層ディスクイメージが作成されます。

 • 1 層：ディスクを 1 層ディスクとして識別するように設定します。この設定を使用することで、2 層ディスクを
強制的に 1 層ディスクとして処理できます。

 • 2 層：ディスクを 2 層ディスクとして識別するように設定します。この設定を使用することで、出力デバイスと
して「ハード・ドライブ」を選択している場合に、ディスクイメージを強制的に 2 層ディスク用としてフォーマッ
トできます。1 層ディスクの使用時に「2 層」を選択すると、プロジェクトの長さによっては、ディスクの作成
中にエラーが発生することがあります。

 • 「ディスクテンプレート」ポップアップメニュー：DVD 用のメニューテンプレートを選択します。

 • 「タイトル」フィールド：DVD 上のプログラムの名前を入力します。

 • 「ディスク読み込み時」ポップアップメニュー：プレーヤーでディスクを読み込むときの動作を選択します。

 • メニューを表示：メニューを表示します。

 • ムービーを再生：ムービーを再生します。

 • 「チャプタマーカーテキストを字幕として使用」チェックボックス：このチェックボックスを選択すると、マーカーテ
キストが字幕として表示されます。この設定は、日次作業用の DVD を作成する場合に特に便利です。これによ
り、一連のクリップやシーンを並べて、マーカーテキストの字幕で各項目を識別することができます。
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 • 「背景」ボタン：メニューの背景用の静止画像を検索および選択するためのダイアログが表示されます。 

 • 「メインメニュー」および「チャプタメニュー」ボタン：「メインメニュー」および「チャプタメニュー」ボタンをク
リックすると、選択したテンプレートに含まれているメニューのプレビューを表示できます。

Blu-ray ディスクを作成
このフォームでは、作成したい Blu-ray ディスクの情報と設定を入力できます。また、このフォームの設定に基づい
て AVCHD ディスクを作成することもできます。

AVCHD ディスクは、赤色レーザーメディアに作成する簡易型の高精細度（HD）ディスクと考えることができます。
作成されるディスクは、AVCHD フォーマットと互換性のある Blu-ray ディスクプレーヤーで再生します。つまり、標
準の DVD 作成装置を使って、HD ビデオコンテンツといくつかの基本的なメニュー機能が含まれるディスクを作成
して、互換性のある Blu-ray ディスクプレーヤーでそのディスクを再生できます。Blu-ray ディスクおよび AVCHD 
ディスクに適した H.264 ストリームを作成する方法については、68 ページの「Blu-ray ディスクを作成する」を参
照してください。

重要：Blu-ray コンテンツが含まれるディスクを Mac コンピュータで再生することはできません。

Blu-ray ディスクと AVCHD ディスクのどちらを作成するかは、「出力デバイス」ポップアップメニューを使って選択
します。設定に関する下の説明を参照すると、AVCHD ディスクに該当しない項目が分かります。

 • 「出力デバイス」ポップアップメニュー：フォーマットするデバイスを選択します。このポップアップメニューには、
光学式ドライブやコンピュータのハードディスクなど、システムに適合した出力デバイスのリストが表示されます。
各デバイスには、そのデバイスで作成されるディスクのタイプを示す「Blu-ray」または「AVCHD」の語も含ま
れています。「ハード・ドライブ」を選択すると、ディスクイメージ（.img）ファイルが作成され、後で「ディス
クユーティリティ」アプリケーション（「ユーティリティ」フォルダにあります）を使って Blu-ray ディスクメディア
を作成できます。標準の DVD 作成装置を選択した場合、ディスクは AVCHD ディスクとしてフォーマットされま
す。ほかのデバイスではすべて、ディスクは Blu-ray ディスクとしてフォーマットされます。その他の設定は、選
択するデバイスによって変わることがあります。

重要：選択した出力デバイスの横に進行状況インジケータが表示された場合は、利用可能なデバイスのリストが
アップデートされるまで少し待ってください。インジケータは、ディスクを取り出したり挿入したりした場合や、光
学式ドライブの入／切を切り替えた場合に表示されます。

 • 「取り出す」ボタン：光学式メディアドライブの種類によっては、このボタンをクリックして光学式メディアをドライ
ブから取り出すか、ドライブのメディアトレイを開きます。
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 • 「レイヤー」ポップアップメニュー：作成するディスクの種類を選択します：

 • 自動：挿入されたディスクの種類が自動的に検出されるように設定します。「自動」が機能するには、「ディス
クを作成」をクリックする前にディスクを挿入する必要があります。また、出力デバイスとして「ハード・ドライ
ブ」を選択している場合に「自動」を指定すると、常に 1 層ディスクイメージが作成されます。

 • 1 層：ディスクを 1 層ディスクとして認識します。これを使うと、2 層ディスクを強制的に 1 層ディスクとして
処理できます。

 • 2 層：ディスクを 2 層ディスクとして認識します。これを使うと、出力デバイスとして「ハード・ドライブ」を
選択している場合に、ディスクイメージを強制的に 2 層ディスク用としてフォーマットできます。1 層ディスクの
使用時に「2 層」を選択すると、プロジェクトの長さによっては、ディスクの作成中にエラーが発生することが
あります。

 • 「ディスクテンプレート」ポップアップメニュー：Blu-ray ディスクのメニューテンプレートを選択します。

 • 「タイトル」フィールド：Blu-ray ディスク上のプログラムの名前を入力します。

 • 「ディスク読み込み時」ポップアップメニュー：プレーヤーでディスクを読み込むときの動作を選択します。

 • メニューを表示：メニューを表示します。

 • ムービーを再生：ムービーを再生します。

 • 「チャプタマーカーテキストを字幕として使用」チェックボックス：このチェックボックスを選択すると、マーカーテ
キストが字幕として表示されます。この設定は、日次作業用の Blu-ray ディスクを作成する場合に特に便利です。
これにより、一連のクリップやシーンを並べて、マーカーテキストの字幕で各項目を識別することができます。

参考：AVCHD ディスクでは字幕はサポートされていません。

 • 「ループムービーボタンを含める」チェックボックス：このチェックボックスを選択すると、メニューに「ムービー
を繰り返し再生」ボタンが追加されます。このオプションは、一部のディスクテンプレートでは使用できません。 

 • 「背景」ボタン：クリックすると、背景のグラフィックを探して選択するためのダイアログが開きます。 

 • 「ロゴグラフィック」ボタン：クリックすると、ロゴグラフィックを探して選択するためのダイアログが開きます。 

 • 「タイトルグラフィック」ボタン：クリックすると、タイトルグラフィックを探して選択するためのダイアログが開き
ます。 

 • 「メインメニュー」および「チャプタメニュー」ボタン：「メインメニュー」および「チャプタメニュー」ボタンをク
リックすると、選択したテンプレートに含まれているメニューのプレビューを表示できます。

参考： Blu-ray および AVCHD のメニューは、解像度 1080i または 1080p のディスプレイに最適です。プレー
ヤーとディスプレイが適切に設定されていることを確認してください。
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Web 参照ムービーを作成
参照ムービーを作成する場合は、このフォームを使います。参照ムービーでは、視聴者が何も選択しなくても、デバ
イスまたは接続速度に適したムービーが Web ブラウザおよびサーバによって自動的に選択されるようになります。

 • 「選択」ボタン：クリックすると、書き出し先フォルダを探して選択するダイアログが開きます。

 • 「サンプル HTML を使って Read Me ファイルを作成」チェックボックス：このチェックボックスを使うと、
Web 参照ムービーを Web サイトに埋め込むための完全な手順とサンプル HTML を含むテキスト書類を
「Compressor」で作成するかどうかを制御できます。

 • 「ポスターイメージを作成」チェックボックス：このチェックボックスを使うと、Web 参照ムービーを Web サイト
に埋め込むためのサムネールイメージを「Compressor」で作成するかどうかを制御できます。

アプリケーションで開く
このフォームでは、出力メディアファイルを開くアプリケーションを指定できます。

 • 「これで開く」ポップアップメニュー：出力メディアファイルを開くアプリケーションを選択します。
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HTTP ライブストリーミングを準備
このフォームでは、一般的な Web サーバを使ってオーディオとビデオを iPad、iPhone、iPod touch、Mac にス
トリーミングするためのファイルのセットを作成します。HTTP ライブストリーミングはモバイルに適した設計で、有
線またはワイヤレスのネットワークで利用可能な速度に対応してムービーの再生品質を動的に調整できます。HTTP 
ライブストリーミングは、iOS ベースアプリケーションや HTML5 ベース Web サイトへのストリーミングメディアの
配信に最適です。HTTP ライブストリーミングの実装について詳しくは、Apple Developer HTTP live streaming 
の Web サイトをご覧ください。

 • 「選択」ボタン：クリックすると、HTTP ライブストリーミング素材の書き出し先を見つけるためのダイアログが開
きます。

 • 「セグメント継続時間」フィールド：メディアのセグメント長を定義する値（秒単位）を入力します。この値によ
り、ビデオストリームがどのようにセグメント化されるかが決まります。どのようにセグメント化するかによって、
ネットワーク接続速度が変化するデバイスにストリーミングしている Web サーバが、さまざまなフォーマットのビ
デオをいつ切り替えるかが決まります。この値が小さいほど、サーバが接続速度の変化によりすばやく対応でき
ます。

 • 「サンプル HTML を使って Read Me ファイルを作成」チェックボックス：基本的な HTTP ライブストリーミング
の用途情報を持つファイルを含める場合に、このチェックボックスを選択します。

http://developer.apple.com/resources/http-streaming/
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Automator ワークフローを実行
このフォームでは、実行する Automator スクリプトを選択できます。

 • 「選択」ボタン：クリックすると、トランスコードジョブの完了時に「Compressor」で自動的に実行する 
Automator スクリプトを探して選択するためのダイアログが開きます。

YouTube に公開
このフォームでは、Web 上の YouTube アカウントに公開したいムービーの情報を入力できます。

参考：1 つのバッチで複数の YouTube 出力メディアファイルをアップロードするには、出力メディアファイルごとに
別個のジョブを作成します。

重要：アップロードを成功させるためには、すべてのフィールドに入力する必要があります。

 • 「ユーザ名」フィールド：YouTube のユーザ名を入力します。

 • 「パスワード」フィールド：YouTube のパスワードを入力します。

 • 「タイトル」フィールド：公開するムービーの名前を入力します。
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 • 「説明」フィールド：公開するムービーの説明を入力します。

 • 「タグ」フィールド：ムービーについて説明するキーワードを入力します。これは、対象となる視聴者が YouTube 
上のムービーを検索するために使用できる検索用語です。詳細については、YouTube のヘルプを参照してくだ
さい。

 • 「カテゴリー」ポップアップメニュー：ムービーの YouTube カテゴリを選択します。YouTube では、ムービー
をいくつかあるカテゴリ（トピック分野）のいずれかに入れることができます。 

 • 「このムービーをプライベートにする」チェックボックス：このチェックボックスを選択すると、公開するムービー
を視聴するためのアクセスを制御できます。YouTube でムービーをプライベートにすると、自分のアカウント
用に作成するコンタクトリストから選んだユーザとそのムービーを共有することができます。詳細については、
YouTube のヘルプを参照してください。

Facebook に公開
このフォームでは、Web 上の Facebook アカウントに公開したいムービーの情報を入力できます。

参考：1 つのバッチで複数の Facebook 出力メディアファイルをアップロードするには、出力メディアファイルごと
に別個のジョブを作成します。

重要：アップロードを成功させるためには、すべてのフィールドに入力する必要があります。

 • 「メール」フィールド：Facebook アカウントのメールアドレスを入力します。

 • 「パスワード」フィールド：Facebook のパスワードを入力します。

 • 「タイトル」フィールド：公開するムービーの名前を入力します。

 • 「説明」フィールド：公開するムービーの説明を入力します。

 • 「プライバシー」ポップアップメニュー：ムービーを視聴できる人を選択します：「自分のみ」、「友達」、「友達の
友達」、または「公開」。 
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Vimeo に公開
このフォームでは、Web 上の Vimeo アカウントに公開したいムービーの情報を入力できます。

参考：1 つのバッチで複数の Vimeo 出力メディアファイルをアップロードするには、出力メディアファイルごとに別
個のジョブを作成します。

重要：アップロードを成功させるためには、すべてのフィールドに入力する必要があります。

 • 「メール」フィールド：Vimeo アカウントのメールアドレスを入力します。

 • 「パスワード」フィールド：Vimeo のパスワードを入力します。

 • 「タイトル」フィールド：公開するムービーの名前を入力します。

 • 「説明」フィールド：公開するムービーの説明を入力します。

 • 「タグ」フィールド：ムービーについて説明するキーワードを入力します。これは、対象となる視聴者が Vimeo 上
のムービーを検索するために使用できる検索用語です。詳細については、Vimeo のヘルプを参照してください。

 • 「再生可能」ポップアップメニュー：ムービーを視聴できる人を選択します：選択肢は、「全員」、「マイコンタク
ト」、「自分のみ」です。 
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CNN iReport に公開
このフォームでは、Web 上の CNN iReport アカウントに公開したいムービーの情報を入力できます。

参考：1 つのバッチで複数の CNN iReport 出力メディアファイルをアップロードするには、出力メディアファイルご
とに別個のジョブを作成します。

 • 「メール」フィールド：CNN iReport アカウントのメールアドレスを入力します。

 • 「パスワード」フィールド：CNN iReport のパスワードを入力します。

 • 「件名」フィールド：公開するムービーの名前を入力します。

 • 「本文」フィールド：公開するムービーの説明を入力します。

 • 「タグ」フィールド：公開するムービーに関連付けられたタグを入力します。

メールを送信
このフォームでは、ジョブの完了時に生成されるメールの情報を入力できます。このメールには実際の出力ファイル
が添付ファイルとして添付されるので、「メール」アプリケーションで開いてメールの内容やその他の設定に編集を
加えることができます。メールの編集が終わったら、「送信」をクリックします。
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 • 「送信先」フィールド：メールの送信先となるメールアドレスを入力します。複数のメールアドレスをカンマで区
切って入力できます。

 • 「送信元」フィールド：メールの送信元となるメールアドレスを入力します。

 • 「件名」フィールド：メールの件名を入力します。

 • 「メッセージ」フィールド：メールのテキストを入力します。

ドロップレットを使う

ドロップレットを作成する
「Compressor」の 1 つ以上の設定や設定グループをドロップレットとして保存できます。ドロップレットは、ドラッ
グ＆ドロップアプリケーションにパッケージされ、アイコンとして保存されるスタンドアロンプリセットです。ソース・
メディア・ファイルをドロップレットへドラッグするだけで、「Compressor」を開かずにトランスコードセッションが
開始されます。 

Drag selected source 
media files to a Droplet 
to transcode them.

「Compressor」では、2 種類の方法で簡単にドロップレットを作成できます。「設定」タブの「選択したものをド
ロップレットとして保存」ボタンを使う方法と、「ファイル」メニューの「ドロップレットを作成」コマンドを使う方法
です。 

「設定」タブの「選択したものをドロップレットとして保存」ボタンを使ってドロップレットを作成する
Apple 提供の設定またはカスタム設定を 1 つ以上選択して、「選択したものをドロップレットとして保存」ボタンを
クリックすることで、「設定」タブでドロップレットを作成できます。 

 1 「設定」タブで、ドロップレットとして保存したい 1 つまたは複数の設定あるいは設定のグループを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「設定」タブの左上隅の「選択したものをドロップレットとして保存」ボタンをクリックします。

Save Selection 
as Droplet button

 • 選択した設定を Control キーを押したままクリックし、ショートカットメニューから「ドロップレットとして保存」を
選択します。
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「保存」ダイアログが現れます。

参考：Shift キーを押したままクリックするか、Command キーを押したままクリックして、複数の設定または設定
のグループをドロップレットに追加することができます。この場合、すべてのソースメディアファイルが、ドロップレッ
トに入っているすべての設定に従ってトランスコードされます。たとえば、3 つの設定が入っているドロップレットを
使って 2 つのソースメディアファイルにトランスコードを実行した場合、「Compressor」は異なる出力メディアファ
イルを 6 つ作成します。

 3 「保存」ダイアログで、「別名で保存」フィールドにドロップレットの名前を入力し、「場所」ポップアップメニューで
ドロップレットを保存する場所を指定します。

ドロップレットはコンピュータのどこにでも保存することができますが、ソースメディアファイルを手軽にドラッグでき
るようデスクトップに保存するのが便利です。

 4 「ドロップレット結果の書き出し先を選択」ポップアップメニューを使って、ドロップレットによって作成される出力メ
ディアファイルの書き出し先フォルダを選択します。 

選択できるのは、「書き出し先」タブを使ってすでに作成されている書き出し先だけです。「カスタム」に書き出し先
が作成されていない場合は、4 つのデフォルトの「Apple」書き出し先のみが「ドロップレット結果の書き出し先を
選択する」ポップアップメニューに表示されます。書き出し先の詳細については、133 ページの「書き出し先を作
成する／変更する」を参照してください。

 5 「保存」をクリックします。

指定した場所に、新しく作ったドロップレットのアイコンが表示されます。これで、トランスコードを行うことができ
ます。

「ファイル」メニューの「ドロップレットを作成」コマンドを使ってドロップレットを作成する

 1 「ファイル」＞「ドロップレットを作成」と選択します。

「保存」ダイアログが現れます。
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 2 ドロップレットとして保存したい 1 つまたは複数の設定あるいは設定のグループを選択します。

Shift キーを押したままクリックするか、Command キーを押したままクリックして、複数の設定または設定のグルー
プをドロップレットに追加することができます。この場合、すべてのソースメディアファイルが、ドロップレットに入っ
ているすべての設定に従ってトランスコードされます。たとえば、3 つの設定が入っているドロップレットを使って 2 
つのソースメディアファイルにトランスコードを実行した場合、「Compressor」は異なる出力メディアファイルを 6 
つ作成します。

 3 「別名で保存」フィールドにドロップレットの名前を入力し、「場所」ポップアップメニューでドロップレットを保存す
る場所を指定します。

ドロップレットはコンピュータのどこにでも保存することができますが、ソースメディアファイルを手軽にドラッグでき
るようデスクトップに保存するのが便利です。

 4 「ドロップレットで作成されたファイルの書き出し先」ポップアップメニューを使って、ドロップレットによって作成さ
れる出力メディアファイルの書き出し先フォルダを選択します。 

選択できるのは、「書き出し先」タブを使ってすでに作成されている書き出し先だけです。「カスタム」に書き出し先
が作成されていない場合は、4 つのデフォルトの「Apple」書き出し先のみが「ドロップレット結果の書き出し先を
選択する」ポップアップメニューに表示されます。書き出し先の詳細については、133 ページの「書き出し先を作
成する／変更する」を参照してください。

 5 「保存」をクリックします。

指定した場所に、新しく作ったドロップレットのアイコンが表示されます。これで、トランスコードを行うことができ
ます。

トランスコードメディアにドロップレットを使う
ドロップレットを作成した後は、ソース・メディア・ファイルをドロップレットアイコンへドラッグすることでトランスコー
ドできます。

ドロップレットを使ってソース・メディア・ファイルをトランスコードする

 1 Finder で、1 つ以上のソース・メディア・ファイルを選択します。

 2 選択したファイルをドロップレットアイコンにドラッグします。

「ドロップレット」ウインドウが開き、左側の「ソースファイル」サイドバーにメディアファイルが表示されます。 
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参考：「ドロップレット」ウインドウの下部で「起動時にウインドウを表示」チェックボックスの選択を解除すると、そ
れ以降はソース・メディア・ファイルをドロップレットにドラッグした後にすぐにドロップレット・セッション・トランス
コードが開始されます。「ドロップレット」ウインドウが表示されなくなります。

 3 「ドロップレット」ウインドウで、設定やソース・メディア・ファイルを追加、削除、または変更します。

「ドロップレット」ウインドウでのジョブのカスタマイズについて詳しくは、192 ページの「「ドロップレット」ウインド
ウ」を参照してください。

 4 設定が済んだら、「実行」をクリックします。

実行ダイアログが表示されます。実行ダイアログの詳細については、140 ページの「1 つのバッチを実行する」を
参照してください。 

 5 実行ダイアログで、以下の操作を行います：

 a 「名前」フィールドにバッチの名前を入力します。

バッチに名前を付ける必要はありませんが、名前を付けることで「Share Monitor」で見つけやすくなります。 

 b 「クラスタ」ポップアップメニューで、バッチを処理するコンピュータまたはクラスタを選択します。

デフォルトの「クラスタ」設定は「このコンピュータ」で、バッチを完了する上で「Compressor」がこのコン
ピュータ以外のコンピュータを使用しないようになっています。ただし、このリストに表示されているほかの使用可
能なクラスタのいずれかを選択できます。Apple Qmaster 分散処理ネットワークの設定については、204 ペー
ジの「分散処理の基本」を参照してください。

 c 「優先順位」ポップアップメニューから、バッチの優先順位レベルを選択します。

 d バッチを実行して処理するには、「実行」をクリックするか、または Enter キーを押します。

各ソース・メディア・ファイルが、ドロップレットに含まれる設定や設定グループ、および「ドロップレット」ウイ
ンドウで加えた変更に従って処理されます。

 6 ソース・メディア・ファイルの処理の状況を確かめたい場合は、「Share Monitor」を開きます。

詳細については、「Share Monitor ヘルプ」を参照してください。
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ドロップレットの設定を調整する
「ドロップレット」ウインドウでは、いくつかの方法で設定を確認したり調整したりできます。

 m 出力メディアファイルの詳しい情報を表示するには：出力行の右側にある「情報を表示」ボタンをクリックします。

“Show info for” 
pop-up menu

参考：複数のソースファイルをトランスコードする場合は、情報ダイアログの「情報を表示」ポップアップメニュー
を使って、詳細を表示するソース・メディア・ファイルを選択します。

 m ジョブ操作を調整または適用するには：「詳細情報を表示」／「詳細情報を隠す」ボタンをクリックして、選択した

ジョブのアクションパネルを表示し、このパネルのコントロールを使ってジョブ操作を変更してから、「詳細情報を表
示」／「詳細情報を隠す」ボタンをクリックしてパネルを閉じます。 

トランスコード後のアクションの詳細については、173 ページの「設定アクションを追加する」を参照してください。

DVD Action drawerShow/Hide Details button

「ドロップレット」ウインドウ内のコントロールについて詳しくは、192 ページの「「ドロップレット」ウインドウ」を
参照してください。
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開いているドロップレットを使ってソース・メディア・ファイルをトランスコードする
「ドロップレット」ウインドウが開いている場合は、ソース・メディア・ファイルを Finder から「ソースファイル」サ
イドバーへ直接ドラッグすることで、それらのトランスコードを実行できます。

 1 ドロップレットアイコンをダブルクリックします。

「ドロップレット」ウインドウが表示されます。

 2 Finder で、ソース・メディア・ファイルを見つけてから、「ドロップレット」ウインドウの「ソースファイル」サイド
バーにドラッグします。

 3 必要に応じて、「ドロップレット」ウインドウで設定を変更します。

「ドロップレット」ウインドウの設定について詳しくは、192 ページの「「ドロップレット」ウインドウ」を参照してく
ださい。

 4 「実行」をクリックしてから、表示される実行ダイアログで「実行」を再度クリックします。

各ソースメディアファイルが、ドロップレットに入っている設定や設定グループによって処理されます。たとえば、
3 つの設定が入っているドロップレットを使って 2 つのソースメディアファイルにトランスコードを実行した場合、
「Compressor」は異なる出力メディアファイルを 6 つ作成します。

 5 ソース・メディア・ファイルの処理の状況を確かめたい場合は、「Share Monitor」を開きます。

最初にアプリケーションを開かずに、またはドロップレットを開かずに、ファイルをドロップレットアイコンにドラッグ
すると、「Compressor」はそのコンピュータが使用できないことを示す警告メッセージを表示する場合があります。
これは、「Compressor」の処理サービスがバックグラウンドで起動していないことを示しています。「ドロップレッ
ト」ウインドウの一番下にある「実行」をクリックしてください。「Compressor」の処理サービスが起動し、ファ
イルがトランスコードされます。

ドロップレットを使って多数のソース・メディア・ファイル（200 以上）を実行すると、「処理の準備中」という警
告メッセージから約 1 分遅れてジョブが実行されていることを示すダイアログのレポートが表示される場合がありま
す。このようなレポートの遅延を避けたい場合は、ドロップレットで一度に実行するソースファイルの数を減らしてく
ださい。 
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「ドロップレット」ウインドウ
任意のドロップレットを開いてすべての詳細を表示したり、設定とソースメディアファイルを追加、削除、および変更
したりできます。「ファイル名テンプレート」フィールドを使って出力メディアファイルのファイル名を変更したり、出
力メディアファイルが保存される書き出し先を変更したりすることもできます。（ファイル識別子の使いかたについて
詳しくは、137 ページの「「書き出し先」タブと「インスペクタ」を参照してください。）

「ドロップレット」ウインドウには、以下の機能とコントロールがあります：

Outputs

Source Files 
sidebar

Submit button

“Show window on 
startup” checkbox

Destination 
pop-up menu

Setting 
pop-up menu

 • 「ソースファイル」サイドバー：実行するバッチ内のすべてのソースファイルのリストを表示します。ほかのソース・
メディア・ファイルをこのサイドバーにドラッグすることで、それらをトランスコードするバッチに追加できます。

 • 「書き出し先」ポップアップメニューと「選択」ボタン：このポップアップメニューから出力メディアファイルの保存
書き出し先を選択します。Compressor プリセット書き出し先（「クラスタストレージ」、「デスクトップ」、「ユー
ザのムービーフォルダ」）のいずれかを選択するか、横にある「選択」ボタンをクリックして「書き出し先」ダイ
アログを開いてカスタム保存場所を設定します。

 • 「設定」ポップアップメニュー（ラベルなし）：このポップアップメニューから、出力メディアファイルのタイプを選
択できます。プリセットとして、「Apple TV」、「Blu-ray」、「DVD」、「iPhone」、「iPod」、「MP3 ファイル」、
「YouTube」、および「その他」を選択できます。「その他」オプションでは、「Compressor」の既存の設定
のリストから選択できるダイアログが開きます。

 • 出力領域：「ドロップレット」ウインドウのメインの領域。ドロップレットに追加されたすべての出力を表示します。
この領域に表示される出力行はそれぞれ、「ソースファイル」サイドバーの各項目から生成されるメディアファイ
ルになります。

Add Output and 
Remove Output buttons

Action checkbox (only present 
for some job types)

Show Info button

 • 「ファイル名テンプレート」フィールド：2 つのタグで構成されるテンプレートを表示します。これらから出力ファ
イルのファイル名が作成されます。最初のタグ（ソース）はソースファイル名、2 つ目のタグ（設定）は「設定」
ポップアップメニューで選択した出力フォーマット（「iPod」や「YouTube」など）です。このフィールド内のタ
グを削除したり並べ替えたり、追加のテキストを入力したりして、ファイル名を手動で編集できます。
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 • 「情報を表示」ボタン：クリックすると、現在の設定と出力メディアファイルに関する広範な詳細が表示されます。
複数のソースファイルをトランスコードする場合は、「情報を表示」ポップアップメニューからソースファイル名を
選択することで、各ソース・メディア・ファイルの情報を表示できます。

 • 「出力を追加」および「出力を取り除く」ボタン：「出力を追加」（＋）をクリックすると、追加の出力が作成さ
れます。「出力を取り除く」（－）ボタンをクリックすると、出力行が削除されます。

 • 操作チェックボックス：このチェックボックスを選択すると、（出力メディアファイルを作成するだけでなく）トラン
スコード後のアクションが有効になります。詳しくは、172 ページの「ポスト・トランスコード・アクションの概
要」を参照してください。

 • 「起動時にウインドウを表示」チェックボックス：ソース・メディア・ファイルをドロップレットのアイコンへドラッ
グしたとき、バッチが実行される前に「ドロップレット」ウインドウを開く場合に、このチェックボックスを選択し
ます。「ドロップレット」ウインドウを開くと、ドロップレットに入っている設定を確認できます。チェックボックスが
選択されていない場合、バッチをドロップレットのアイコンへドラッグするとただちに（何らかのエラーが生じない
限り）そのバッチが実行され、「ドロップレット」ウインドウは開きません。

 • 実行：実行ダイアログを開いてバッチを実行する場合に、このボタンをクリックします。実行の詳細については、
140 ページの「1 つのバッチを実行する」を参照してください。

「Final Cut Pro X」や「Motion 5」で「Compressor」を使う
「Compressor」を使うと、「Final Cut Pro X」や「Motion 5」など、ほかのアプリケーション内で、シーケンス
やクリップを 1 つまたは複数の異なるファイルフォーマットに変換できます。この統合により、トランスコード（オリ
ジナルのファイルフォーマットを変換して、配布メディアに適した別のフォーマットのファイルに出力する処理）がま
すます短時間で簡単に行えるようになりました。また、処理前に中間のメディアファイルを書き出す必要がないので
ハードディスク容量も節約できます。「Compressor」では作業のほとんどをほかのアプリケーションのビデオ処理
テクノロジーを利用して行うため、エンコードするイメージの画質が大幅に向上し、圧縮と展開の繰り返しによって
生じる画質の劣化も回避できます。

「Final Cut Pro」と「Motion」の「共有」メニューには、よく使用される設定済みの多数のトランスコードオプ
ションがあります。必要なトランスコードオプションが設定済みの共有項目にない場合、またはいずれかのオプショ
ンをカスタマイズする必要がある場合は、「Compressor へ送信」オプションを使用して「Compressor」でプロ
ジェクトを開き、そこで必要に応じて出力オプションを設定できます。

重要：これらのオプションを利用するには、「Compressor 4」を「Final Cut Pro X」、「Motion 5」と同じコン
ピュータにインストールする必要があります。

「Final Cut Pro」または「Motion」のプロジェクトをトランスコードする
「Final Cut Pro X」または「Motion 5」のプロジェクトを、あらかじめ指定した設定で、または適用する設定な
しで「Compressor」に送信することができます。いずれの場合も、プロジェクトはバッチに組み込まれ、そこでほ
かの Compressor バッチと同じように設定を行えます。

 1 「Final Cut Pro」または「Motion」を開いて、トランスコードするプロジェクトを選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • 「共有」＞「Compressor へ送信」と選択します。
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このオプションを選択すると、「Compressor」が開き、設定が適用されていない新しいバッチのジョブとしてプ
ロジェクトが表示されます。

The Final Cut Pro project name 
is used as the new job’s name.

 • 「共有」を選択し、プリセット出力オプションのいずれかを選択し、「共有」ダイアログで調整し、「詳細」をクリッ
クしてから、「Compressor へ送信」をクリックします。 

このオプションを使用すると、「Compressor」が開き、選択した「共有」ダイアログオプションの設定が適用さ
れた新規バッチ内のジョブとしてプロジェクトが表示されます。

 3 必要に応じて、ジョブに設定や書き出し先を割り当てます。

詳細については、32 ページの「ソースメディアに設定を割り当てる」および  131 ページの「書き出し先を割り当
てる」を参照してください。

 4 「バッチ」ウインドウの「実行」ボタンをクリックします。

指定した設定と書き出し先に従って、プロジェクトがトランスコードされます。

参考：「Compressor」で「Final Cut Pro」または「Motion」プロジェクトが開いた後に、「Final Cut Pro」ま
たは「Motion」でそのプロジェクトまたはほかのプロジェクトの作業を続けることができます。

コマンドラインを使って Compressor ジョブを実行する

シェルコマンドの概要
ターミナルシェルでの作業に慣れている場合は、 Compressor コマンドを使ってコマンドラインから Compressor 
アプリケーションを実行できます。このコマンドには、ジョブを実行するときに指定できる多数のコマンドラインオプ
ションが用意されています。

以下のコマンドラインの説明では、山かっこ（＜ ＞）でコマンドに必須の引数を示し、角かっこ（[ ]）で省略可能
な引数を示します。

構文
次に、クラスタでジョブを実行するコマンドの構文を示します。 Compressor コマンドは、/Applications/
Compressor.app/Contents/MacOS/ にあります。

Compressor [‑clustername <name>][‑clusterid <username:password@
ipaddress:portNumber>] [‑batchfilepath <path>] [‑batchname <batchname>] 
[‑priority <value>] [‑jobpath <path>] [‑settingpath <path>] [‑destinationpath 
<path>] [‑info <xml>] [‑timeout <seconds>] [‑help] [‑show]

この例で、 ‑jobpath、 ‑settingpath、および ‑destinationpathは、この順番で、実行するジョブの数だけ
繰り返すことができます。

参考：すべてのオプションが必要なわけではありません。たとえば、クラスタは ‑clusternameまたは‑clusterid

のいずれかで指定できます。両方を指定する必要はありません。両方指定すると、 ‑clusterid のみが使われます。
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また、 ‑batchfilepathを指定した場合は、 ‑jobpath、 ‑settingpath、および ‑destinationpath を指定
する必要はありません。以前に保存されたバッチファイルにジョブ、設定、書き出し先に関する情報が含まれている
ためです。

‑batchfilepathの例：

Compressor ‑clustername "This Computer" ‑batchfilepath "/Volumes/Hermione/
SavedCompressorBatches/FreeChampagne.compressor"

ジョブの実行が成功すると、バッチ ID（識別子）とジョブ ID（識別子）がシェルに表示されます。そのため、「Share 
Monitor」でバッチ処理の進行状況をモニタすることができます。

コマンドのオプション
次の表で、ジョブを実行するためのコマンドオプションをそれぞれ説明します。

実行コマンドのオプション 説明

‑clustername <name> ジョブの送信先となるクラスタの名前を指定します。このクラスタ
名を使用して、「Compressor」がネットワーク上で目的のクラ
スタを探します。

‑password <value> ‑clusterid または ‑clusternameで指定したクラスタ
のユーザパスワードです。

‑batchname <name> バッチの名前を指定し、「Share Monitor」で識別しやすくし
ます。

‑clusterid <user name:password@IP 
address:port number>

必要に応じ、 ‑clusterid を使用してクラスタ ID（IP アドレ
ス）およびポート番号を指定し、 ‑clusternameの代わりに
することができます。（クラスタ ID とポート番号を指定しておく
と、ネットワーク上でクラスタを検索する時間が短縮されます。）
IP アドレスとポートは次のように指定します：

"tcp://<ip address>:<port>"

クラスタがパスワードを要求する場合には、「Compressor」
の「Apple Qmaster 共有」ウインドウで QuickCluster 
に設定したパスワードか、「Apple Qadministrator」で
手動で作成したクラスタに設定したパスワードを入力
する必要があります。フォーマットは、 ‑clusterid 
[username:password]@<ip address>:<port>
です。ユーザ名はチェックされないので任意の名前でかまいませ
んが、パスワードは有効なものにする必要があります。次のよう
に、 ‑password と ‑clusterid を組み合わせることもで
きます：

‑clusterid @<ip address>:<port> 
‑password <password> クラスタの IP アドレスとポー
ト番号（clusterid）は、 Compressor ‑show で確認でき
ます。

‑priority <value> ジョブの優先レベルを指定します。

‑jobpath <url> ソースファイルの場所を指定します。

‑settingpath <url> ジョブで使用する設定がある場所を指定します。

‑destinationpath <url> ジョブの書き出し先ファイルの URL を指定します。

‑info <xml> バッチまたはジョブの詳細情報を指定します。

‑timeout <seconds> 「Compressor」がクラスタの検索を終了するまでの秒数を指定
します。デフォルト値は 30 です。この値を 0 にするとタイムアウ
トの制限がなくなり、「Compressor」はクラスタを探す必要が
ある限りネットワークの検索を続けます。
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実行コマンドのオプション 説明

‑show ‑clustername または ‑clusteridで指定されたクラス
タの ID 情報を表示します。クラスタの指定がない場合は、すべ
てのクラスタの ID 情報を表示します。

‑help Compressor コマンドに必要なパラメータに関する情報が表
示されます。

例：Compressor コマンド
ここでは、一般的な Compressor コマンドの例を示します。

ローカルネットワーク上のクラスタ名とクラスタ ID
次のコマンドでは、ローカルネットワーク上のすべてのクラスタ名およびクラスタ ID を表示します。

/Applications/Compressor.app/Contents/MacOS/Compressor ‑show ‑timeout 10

このコマンドには、以下の要素が含まれています：

 • 「Compressor」のある場所を示します（「Final Cut Pro」という文字列にスペースが含まれているため引用符
を使用）。

 • 見つかったすべてのクラスタの名前と ID を表示します。

 • コマンドのタイムアウトを 10 秒に設定します。

パスワードなしでのジョブの実行
次のコマンドでは、パスワードのない名前で識別されるクラスタでジョブを実行します。

/Applications/Compressor.app/Contents/MacOS/Compressor ‑clustername MyCluster 
‑batchname "My First Batch" ‑jobpath ~/Movies/MySource.mov ‑settingpath 
~/Library/Application\ Support/Compressor/Settings/MPEG‑4.setting 
‑destinationpath ~/Movies/MyOutput.mp4 ‑timeout 5

このコマンドには、以下の要素が含まれています：

 • 「Compressor」のある場所を示します。

 • このジョブを MyCluster という名前のクラスタに送信します。

 • My First Batch というバッチ名を割り当てます（文字列にスペースが含まれているため引用符を使用）。

 • 「~/ムービー /MySource.mov」でジョブの MySource.mov ファイルを検索します。

 • 「~/ライブラリ /Application\ Support/Compressor/Settings/MPEG-4.setting」にある MPEG-4 設定を
使用します（文字「\」は、文字列「Application Support」に含まれるスペースを維持するために使用）。

 • MyOutput.mp4 という名前の出力ファイルを「~/ムービー」フォルダに書き込みます。

 • コマンドのクラスタの検索タイムアウトを 5 秒に設定します。

パスワードを使ったジョブの実行
次のコマンドでは、パスワードが設定された名前で識別されるクラスタでジョブを実行します。

/Applications/Compressor.app/Contents/MacOS/Compressor ‑clustername MyCluster 
‑password testpassword ‑batchname "My First Batch" ‑jobpath ~/Movies/
MySource.mov ‑settingpath ~/Library/Application\ Support/Compressor/Settings/
MPEG‑4.setting ‑destinationpath ~/Movies/MyOutput.mp4 ‑timeout 5

このコマンドには、以下の要素が含まれています：

 • 「Compressor」のある場所を示します。

 • このジョブを MyCluster という名前のクラスタに送信します。

 • 「testpassword」というパスワードを入力します。

 • My First Batch というバッチ名を割り当てます。
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 • 「~/ムービー /MySource.mov」でジョブの MySource.mov ファイルを検索します。

 • 「~/ライブラリ /Application\ Support/Compressor/Settings/MPEG-4.setting」にある MPEG-4 設定を
使用します。

 • MyOutput.mp4 という名前の出力ファイルを「~/ムービー」フォルダに書き込みます。

 • コマンドのクラスタの検索タイムアウトを 5 秒に設定します。

クラスタ ID を使用しパスワードを使用しないジョブの実行
次のコマンドでは、パスワードのない IP アドレスで識別されるクラスタでジョブを実行します。

/Applications/Compressor.app/Contents/MacOS/Compressor ‑clusterid 
"tcp://192.168.1.148:62995" ‑batchname "My First Batch" ‑jobpath ~/Movies/
MySource.mov ‑settingpath ~/Library/Application\ Support/Compressor/Settings/
MPEG‑4.setting ‑destinationpath ~/Movies/MyOutput.mp4 ‑timeout 5

このコマンドには、以下の要素が含まれています：

 • 「Compressor」のある場所を示します。

 • IP アドレス tcp://192.168.1.148 のポート 62995 にあるクラスタにこのジョブを送信します。

 • My First Batch というバッチ名を割り当てます。

 • 「~/ムービー /MySource.mov」でジョブの MySource.mov ファイルを検索します。

 • 「~/ライブラリ /Application\ Support/Compressor/Settings/MPEG-4.setting」にある MPEG-4 設定を
使用します。

 • MyOutput.mp4 という名前の出力ファイルを「~/ムービー」フォルダに書き込みます。

 • コマンドのクラスタの検索タイムアウトを 5 秒に設定します。

クラスタ ID およびインラインパスワードを使用したジョブの実行
次のコマンドでは、IP アドレスで識別されるクラスタに対し、ユーザ名とインラインパスワードを指定してジョブを実
行します。

/Applications/Compressor.app/Contents/MacOS/Compressor ‑clusterid "tcp://usernam
e:testpassword@192.168.1.148:62995" ‑batchname "My First Batch" ‑jobpath ~/
Movies/MySource.mov ‑settingpath ~/Library/Application\ Support/Compressor/
Settings/MPEG‑4.setting ‑destinationpath ~/Movies/MyOutput.mp4 ‑timeout 5

このコマンドには、以下の要素が含まれています：

 • 「Compressor」のある場所を示します。

 • このジョブをユーザ「username」、パスワード「testpassword」として IP アドレス tcp://192.168.1.148 の
ポート 62995 にあるクラスタに送信します。

 • My First Batch というバッチ名を割り当てます。

 • 「~/ムービー /MySource.mov」でジョブの MySource.mov ファイルを検索します。

 • 「~/ライブラリ /Application\ Support/Compressor/Settings/MPEG-4.setting」にある MPEG-4 設定を
使用します。

 • MyOutput.mp4 という名前の出力ファイルを「~/ムービー」フォルダに書き込みます。

 • コマンドのクラスタの検索タイムアウトを 5 秒に設定します。
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クラスタ ID およびパスワードを使用したジョブの実行
次のコマンドでは、IP アドレスで識別されるクラスタに対し、パスワードを使用しますがユーザ名は指定しないでジョ
ブを実行します。

/Applications/Compressor.app/Contents/MacOS/Compressor ‑clusterid 
"tcp://192.168.1.148:62995" ‑password testpassword ‑batchname "My First 
Batch" ‑jobpath ~/Movies/MySource.mov ‑settingpath ~/Library/Application\ 
Support/Compressor/Settings/MPEG‑4.setting ‑destinationpath ~/Movies/
MyOutput.mp4 ‑timeout 5

このコマンドには、以下の要素が含まれています：

 • 「Compressor」のある場所を示します。

 • このジョブをパスワード「testpassword」として IP アドレス tcp://192.168.1.148 のポート 62995 にあるクラ
スタに送信します。

 • My First Batch というバッチ名を割り当てます。

 • 「~/ムービー /MySource.mov」でジョブの MySource.mov ファイルを検索します。

 • 「~/ライブラリ /Application\ Support/Compressor/Settings/MPEG-4.setting」にある MPEG-4 設定を
使用します。

 • MyOutput.mp4 という名前の出力ファイルを「~/ムービー」フォルダに書き込みます。

 • コマンドのクラスタの検索タイムアウトを 5 秒に設定します。

「Compressor」の環境設定

「Compressor」の環境設定を設定する
「Compressor」の「環境設定」ウインドウを使用すると、さまざまな Compressor 設定を構成できます。

「Compressor」の環境設定を開いて設定する
 1 「Compressor」＞「環境設定」と選択するか、または Command ＋カンマ（,）キーを押します。

環境設定ウインドウが表示されます。
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 2 このウインドウ内のフィールドとコントロールを使って適切な設定を入力します。

「環境設定」ウインドウでの設定について詳しくは、200 ページの「「環境設定」ウインドウ」を参照してください。

 3 環境設定の入力が終了したら、「OK」をクリックします。

リモートホストコンピュータの IP アドレスまたは範囲を入力する
リモートホストコンピュータから自分のコンピュータへの接続を許可したい場合は、「環境設定」ウインドウの下部の
リストにリモートホストコンピュータを追加できます。

 1 「Compressor」＞「環境設定」と選択するか、または Command ＋カンマ（,）キーを押します。

 2 「Compressor」環境設定ウインドウの下部にある追加（+）ボタンをクリックします。

ホスト・アドレス・ダイアログが表示されます。

 3 ホスト・アドレス・ダイアログで以下のいずれかを実行します：

 • 「ホスト」を選択し、「ホスト名」および「IP アドレス」フィールドに入力して、「ホストを追加」をクリックします。

参考：または、ホスト名または IP アドレスのみを入力して、Tab キーを押します。対応するホスト名または IP ア
ドレスが見つかった場合は、その値がフィールドに自動的に入力されます。

 • 「ホスト IP アドレスの範囲」を選択し、範囲のフィールドを入力して、「範囲を追加」をクリックします。

ホストまたはホスト範囲が、「環境設定」メインウインドウの「ホスト」テーブルに表示されます。

重要：「Compressor」の環境設定に加えた変更は、「OK」をクリックするまで有効になりません。指定した変更
を使用したくない場合は「キャンセル」をクリックします。
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「環境設定」ウインドウ
「Compressor」の「環境設定」ウインドウには以下の設定があります：

 • 「メールアドレス」フィールド：メール通知のためのデフォルト・メール・アドレスを入力します。

 • 「送信用メールサーバ」フィールド：コンピュータがメールの送信に使用するメールサーバを入力します。メール
通知の詳細については、173 ページの「設定アクションを追加する」を参照してください。

 • 「Share Monitor を自動的に起動」チェックボックス：バッチを実行したときに「Share Monitor」を自動的
に開く場合に選択します。

 • 「ジョブサムネールを表示」チェックボックス：選択すると、「バッチ」ウインドウにジョブのサムネールイメージが
表示されます。

 • 「クラスタオプション」ポップアップメニュー：クラスタコピー方式を選択します（分散処理スクラッチストレージ設
定用）：

 • 必要なときにソースをクラスタにコピー：必要に応じてソースファイルをクラスタのスクラッチストレージにコ
ピーします。

 • 常にソースをクラスタにコピー：ソースファイルを常にクラスタのスクラッチストレージにコピーします。

 • ソースをクラスタにコピーしない：「Compressor」からソースファイルをコピーしないようにします。たとえ
ば、とても大きなソースファイルがある場合に、そのファイルをクラスタにコピーするのではなく、このオプショ
ンを使って、共有ストレージを手動でノードにマウントすることができます。 

 • クラスタとの間でファイルをコピーしない：「Compressor」からどのファイルもコピーしないようにします。す
べてのファイルが正しい位置にあるか、バッチが失敗します。

 • 「実行時にコピー（高い優先度）」チェックボックス：選択すると、ソースファイルが処理クラスタにただちに転送
されます。

 • 「デフォルト設定」ポップアップメニュー：「設定」タブ内の設定からデフォルトプリセットを選択します。

 • 「デフォルトの書き出し先」ポップアップメニュー：「書き出し先」タブ内の既存の書き出し先のリストからデフォ
ルト保存場所を選択します。
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 • 「新規バッチ用」ボタン：「Compressor」起動画面を設定するために、以下のいずれかのオプションを選択し
ます：

 • テンプレートセレクタを表示：バッチ・テンプレート・セレクタを開いた状態で「Compressor」を開きます。

 • 空のテンプレートを使用：名称未設定の空のバッチが PlaceHolder ジョブで開きます。

 • 「ほかのコンピュータからの接続を許可」チェックボックス：このコンピュータのジョブの状況を、「Share 
Monitor」を実行するリモートコンピュータに表示できるようにする場合に選択します。リモートコンピュータ上の
「Share Monitor」に表示するために必要な情報は、IP アドレスまたはホスト名だけです。（パスワードを入力
する必要はありません。）

 • 「手動で選択したコンピュータの IP アドレスまたは範囲を入力」テーブル：リモート・ホスト・コンピュータの情
報が表示されます。

 • 追加（+）ボタン／削除（–）ボタン：リモート・ホスト・コンピュータの情報を追加または削除するときに、こ
れらのボタンをクリックします。詳細については、198 ページの「「Compressor」の環境設定を設定する」を
参照してください。
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「Apple Qmaster」とは
「Apple Qmaster」は、分散処理ネットワーク内のサービスノードやクラスタコントローラを構成し、ジョブやバッ
チを実行するために使用されます。 

Apple Qmaster アプリケーションは、「Compressor」、「Apple Qadministrator」、「Share Monitor」も含
まれる、Apple Qmaster 分散処理システムの一部です。システム全体で、処理コンピュータのクラスタの構成や、
実行されている作業の監視、一時停止、再開、またはキャンセルが制御されます。

分散処理ネットワークの一部としてコンピュータを設定するには、「Apple Qmaster 共有」ウインドウを使用します。
「Apple Qmaster 共有」ウインドウを使用して、Apple Qmaster クラスタを制御／処理するサービスをアクティ
ブにしたり、作成したり、変更を加えたりすることもできます（パスワードやスクラッチストレージの場所など）。

Use the Apple Qmaster Sharing window 
to configure service nodes and cluster controllers

Service
node

Cluster
controller

分散処理について詳しくは、203 ページの「分散処理の概要」を参照してください。「Apple Qmaster 共有」ウイ
ンドウについて詳しくは、239 ページの「「Apple Qmaster 共有」ウインドウの「設定」パネル」および  240 ペー
ジの「「Apple Qmaster 共有」ウインドウの「詳細」パネル」を参照してください。

分散処理システムを設定した後に、「Apple Qmaster」ウインドウを使って、「Compressor」、「Maya」、「Shake」
などのアプリケーションから分散処理ジョブやバッチを実行します。 

たとえば、次のことができます：

 • Shake ファイルのバッチを処理する：Shake ファイルを「Apple Qmaster」ウインドウにドラッグします。ジョ
ブを実行するためのデフォルトスクリプトが自動的に作成され、そこで設定を調整したり、詳細（使用するクラス
タなど）を指定したりできます。

 • Maya ファイルのバッチを処理する：「Apple Qmaster」には、Maya ジョブを実行／カスタマイズするための
専用のウインドウが用意されています。

 • ほかのフレームベース・レンダリング・アプリケーション（「After E∂ects」や「LightWave」など）からプロ
ジェクトを処理する：「Apple Qmaster」の「汎用レンダリング」コマンドを使います。

レンダリングや処理のジョブやバッチの分散実行について詳しくは、222 ページの「バッチ処理の概要」を参照し
てください。「Apple Qmaster」ウインドウについて詳しくは、236 ページの「「Apple Qmaster」ウインドウ」
を参照してください。

Apple Qmaster を使って分散処理シス
テムを設定する
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分散処理システム

分散処理の概要
一連の大きなファイルのトランスコードや処理を 1 台のデスクトップ上で行うと、コンピュータへの負荷が大きく処
理に時間がかかります。分散処理は、処理能力向上のために選択された複数のコンピュータに作業を分散すること
で処理を高速化します。ユーザが処理したいジョブのバッチを Apple Qmaster 分散処理システムで実行すると、
このシステムはジョブを最も効率的な方法でほかのコンピュータに割り当てます。

Apple Qmaster システムは、強力で柔軟な分散処理のために連携する複数のアプリケーションの集合体です。シ
ステムの各要素は、ユーザのニーズに合わせたさまざまな方法で組み合わせられます。

一般には、「Compressor」の「Apple Qmaster 共有」ウインドウを使って、サービスノードとクラスタコントロー
ラを構成し、「このコンピュータプラス」クラスタと QuickCluster 用のサービスノードを作成すれば、ほとんどの
ユーザのニーズに対応できます。システム管理者は、「Apple Qadministrator」を使って高度なクラスタの作成
と管理を行います。クライアントユーザは「Compressor」または「Apple Qmaster」を使って、ジョブのバッチ
を実行して処理します。最終的に、管理者とクライアントユーザの両方が「Share Monitor」を使ってバッチをモ
ニタリングしたり管理したりできるようになります。

Users: Client users
Use to: Submit jobs to clusters

for processing

Compressor or Apple Qmaster

Users: Administrators and client users
Use to: Monitor batches that have

been sent to clusters

Share Monitor

QuickCluster

Users: Administrators
Use to: Assemble clusters of service nodes

and cluster controllers

Apple Qadministrator

Users: Administrators
Use to: Create service nodes and

cluster controllers

Compressor

参考：「Apple Qadministrator」をまったく使わずに簡単な（個人レベルの）分散処理システムを作成すること
が可能です。詳細については、210 ページの「「このコンピュータプラス」を使ってサービスノードをすばやく設定
する」および  210 ページの「QuickCluster を使ってクラスタコントローラを設定する」を参照してください。
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分散処理の基本
バッチを Apple Qmaster 分散処理システムで実行させるコンピュータをクライアントと呼びます。「Compressor」
をインストールした、クラスタコントローラと同じネットワーク（サブネット）上にあるコンピュータなら、どのコン
ピュータでもクライアントコンピュータにできます。複数のクライアントコンピュータを同じクラスタを使って同じサブ
ネットに置き、さまざまなアプリケーション用の処理を行わせることができます。 

Apple Qmaster ジョブは、「Final Cut Pro」、「Motion」、Compressor バッチ、Apple Qmaster バッチ、
Shake ファイル、およびその他のアプリケーションがプロジェクトの形式で共有できる処理タスクで、レンダリング命
令、ファイルの場所、書き出し先などの設定が含まれます。

Batch of
processing jobs

Client computer
Jobs are submitted.

Destination folder
Files are placed at

specified destination.

Processed
files

Apple Qmaster cluster
Processing is

performed by cluster.

Network

バッチとは、同時に実行されて処理される 1 つまたは複数のジョブを指します。プロセスとしては、複数のページ
を持つ文書を 1 つのワープロアプリケーションからプリントするのに似ています。ファイルのスプールと処理はバッ
クグラウンドで行われます。1 つのバッチには 1 つのジョブしか含められませんが、通常は複数のジョブを同時に実
行させて処理したいと考えます。同様に、複数の人々が同じ Apple Qmaster システムを同時に使用し、同じ時間
枠内に複数のクライアントコンピュータにバッチを実行させることができます。 

バッチの管理と分散は、Apple Qmaster クラスタコントローラとして指定されたコンピュータで行います。クライ
アントがバッチを Apple Qmaster 分散処理システムに送る場合、処理およびその後の出力ファイルの移動をすべ
て実行するのが、クラスタと呼ばれる「Apple Qmaster」によって構成されたコンピュータのグループです。クラ
スタ 1 つ当たりに 1 つのクラスタコントローラを設定し、サービスノードの 1 つまたは複数のクラスタを作成できま
す。あるクラスタ内のコンピュータは、クラスタ内のほかのコンピュータとネットワーク経由で接続されています。

Cluster
controller

Service
node

Service
node

Service
node

Example of a cluster

多くの場合、クライアントコンピュータ、サービスノード、およびクラスタコントローラは、潜在的に最大の処理スピー
ドを得るために別々の（しかしネットワークでつながった）コンピュータ上に置かれます。ただし、クラスタコントロー
ラはクライアントコンピュータやサービスノード上に置くこともできます。このシナリオについて詳しくは、206 ペー
ジの「分散処理システムの例」を参照してください。
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Apple Qmaster クラスタには以下のものが含まれます：

 • サービスノード：「Compressor」または「Apple Qmaster」を通して実行されたバッチを処理するコンピュー
タです。バッチには 1 つまたは複数のジョブが含まれます。サービスノードとは、処理を実行する場所です。サー
ビスノードのグループをクラスタに割り当てると、リソースを共有できるようになるためにグループ全体が 1 台の
強力なコンピュータとして機能します。1 つのサービスノードが過負荷またはアクセス不可能な状態になると、別
のサービスノードが使用されます。

 • クラスタコントローラ：バッチを分割し、どのサービスノードに作業を送るかを決定し、処理を追跡／管理するソ
フトウェアです。 

Cluster
(can contain multiple service nodes, but only one cluster controller)

Cluster controller manages the
distribution of client’s jobs across the cluster

Client computer from
which users send jobs to the cluster

Service node
processes jobs

Service node
processes jobs

Service node
processes jobs

Service node
processes jobs

参考：Xserve コンピュータとクラスタノードで構成される 24 時間稼働の「レンダリングファーム」を設定するための
オンラインガイドについては、「Shake」のサポート Web サイト（http://www.apple.com/jp/support/shake）
で『分散レンダリングガイド』を参照してください。

分散処理設定ガイドライン
以下は分散処理ネットワーク設定に関する基本的なルールです：

 • クラスタはクラスタコントローラとして機能するコンピュータを 1 台（1 台のみ）と、サービスノードとして機能す
るコンピュータを最低 1 台含む必要があります。（クラスタコントローラとサービスノードは、1 台のコンピュータ
で兼用させることもできます。206 ページの「分散処理システムの例」を参照してください。）

 • クライアントコンピュータ、およびクライアントコンピュータをサポートするクラスタ内のすべてのコンピュータは、
同じネットワーク上にある必要があります。

 • ネットワークは Mac OS X に組み込まれた Bonjour ネットワーキングテクノロジーをサポートしている必要があ
ります。

 • クラスタ内のすべてのコンピュータには、ファイルの出力先として指定したすべてのコンピュータ（またはストレー
ジデバイス）で読み書きできるアクセス権が必要です。

 • クラスタ内のすべてのコンピュータで、同じバージョンの「Compressor」、QuickTime、および Mac OS X を
使用する必要があります。

http://www.apple.com/jp/support/shake
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分散処理システムの例
以下のセクションでは、分散処理ネットワークの例を 3 つ紹介します。

例：簡単な分散処理ネットワーク
最も簡単な分散処理ネットワークは 2 台のコンピュータから構成できます：

 • クライアントに接続され、サービスノードとクラスタコントローラの両方として機能するように設定されたコン
ピュータ 1 台

 • クライアントコンピュータ 1 台

Client

Service node with cluster
controller enabled

Minimum setup for distributed processing

非常に簡単ですが、この構成はクライアントコンピュータの負荷を大幅に削減できるので、小規模な環境では大変
役立ちます。

例：デスクトップコンピュータを使用する分散処理ネットワーク
このネットワークでは、デスクトップコンピュータを使って「パートタイム」の処理ネットワークを作成します。5 台のコ
ンピュータが、クライアント（ジョブをクラスタに送って分散処理を開始させるワークステーション）とクラスタ（実際
に分散処理を行うコンピュータ）の両方として機能しています。1 日の最後に処理ジョブをまとめて「Compressor」
または「Apple Qmaster」で実行できます。つまり、業務終了後に分散処理バッチの大きなキューをコンピュータ
が処理します。サービスノード稼働率のスケジューリングについては、240 ページの「「Apple Qmaster 共有」ウ
インドウの「詳細」パネル」および  215 ページの「サービスの使用可能状態のスケジュールを設定する」を参照
してください。

Network

Each computer acts as both
a client that submits jobs for processing and
a service node that performs the processing.
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例：ローカル・エリア・ネットワーク（LAN）を使用したターゲット分散処理ネットワーク
レンダリング処理能力を高めるためにこのネットワークでは、LAN 上の複数のクライアントコンピュータが高速ス
イッチ経由でクラスタに接続されています。クラスタとして機能するラックにセットしたサーバ群は、非常に強力なレ
ンダリングエンジンを構成します。この例では、各サービスノードには、レンダリングジョブを処理できるように、関
係するクライアント・アプリケーション・ソフトウェアがローカルコピーされています。

Client

Client

Client

Client

Example of a network setup for distributed rendering

High-speed switch

Rack of servers containing
cluster controller and
service nodes, plus

rack-mounted shared
storage device

LAN

分散処理ネットワークの追加コンポーネント
小規模の分散処理ネットワークは 1、2 台のコンピュータから構成できますが、大容量ネットワークになると、何台も
のコンピュータ、ラックにセットした Xserve システムや Xserve クラスタノード、そして高速ネットワーキング用の
インフラストラクチャなどが構成に加わっていることがあります。分散処理システムは、システムをサポートするネッ
トワークに機能やデバイスを追加することで、仕事の要求量に応じて拡張することが可能です。 

分散処理ネットワークの能力を拡張する方法はさまざまで、以下のコンポーネントのいずれかを使用する方法もその
一部です。

 • 高速スイッチおよび高速ケーブル：100Base-T Ethernet または Gigabit Ethernet スイッチおよび対応のケー
ブルを使って、LAN 内で最大のスピードでデータを送信できます。

 • 複数のクライアント：複数のクライアントコンピュータは同じクラスタのサービスを使用できます。また、同じクラ
スタを使って、同じクライアントコンピュータ上で複数のクライアントアプリケーションを使用できます。

 • 複数のクラスタ：ネットワークの範囲の広さ、および含まれるクライアントの数に応じて、使用可能なコンピュータ
を分割して異なるクライアント用に複数のクラスタを作成することができます。（ユーザはバッチの実行時に、バッ
チを送りたいクラスタを選択します。）
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 • 複数のサービスノード：一般的に、サービスノードが増えれば処理能力も向上します。ワークフローが主に I/O 
依存である場合は、読み書きがネットワークとストレージの容量を超えないようにサービス数を構成します。CPU 
依存のワークフローの場合は、マシン上の使用可能なすべてのリソースが使用されるようにサービス数を設定し
ます。ジョブあたりの処理にかかる負荷がネットワークの負荷に近い場合、クラスタ内のサービスノード数が少
ない方が効率的です。Apple Qmaster 分散処理システムを「Shake」または「Compressor」以外のアプリ
ケーションで使用する場合の、サービスノード数の最適化については各アプリケーションのユーザーズマニュアル
を参照してください。

 • ストレージデバイス：リモートディスクやディスクアレイのグループといったストレージデバイスは、クラスタコント
ローラ、クライアント、およびサービスノードが生成した一時データの短期的な置き場所となる、クラスタのスク
ラッチストレージとして使用できます。（スクラッチストレージの位置は、「Compressor」の「Apple Qmaster 
共有」ウインドウで設定できます。詳細については、240 ページの「「Apple Qmaster 共有」ウインドウの「詳
細」パネル」および  218 ページの「クラスタストレージを使う」を参照してください。）ストレージ・エリア・
ネットワーク（Xsan など）は、処理が完了したファイルの最終的な保存先としても使用できます。

リソースを最大限に活用するために、複数の分散処理機能に複数のコンピュータを使用したい場合があります：

 • サービスノードとクラスタコントローラ：小規模の構成では、クラスタ内のあるサービスノードをクラスタコントロー
ラとして機能させて、両方の役割を兼用させることができます。ただし、多くのサービスノードを含むクラスタの
場合、クラスタコントローラに必要な処理能力が非常に大きくなるため、サービスノードとクラスタコントローラ
を 1 台のコンピュータに兼用させると効率的でないことがあります。

 • クライアントコンピュータとクラスタコントローラまたはサービスノード：クライアントコンピュータを、クラスタの
クラスタコントローラまたはサービスノードとして機能させることも可能ですが、コンピュータの処理能力が高い
ほど、高速でジョブの管理と処理ができることを忘れないでください。

Apple Qmaster システムはどのようにバッチを分散するか
クラスタコントローラは、各サービスノードの稼働率およびバッチ内のジョブのタイプに基づいて、クラスタリソース
の最も効率的な使用方法を決定します。ジョブは、セグメント化できるものもあれば、できないものもあります。 

 • ジョブをデータセグメントに分割できる場合：それぞれのセグメントはクラスタ内のサービスノードで並列処理さ
れます。たとえば、レンダリングのバッチでは、クラスタコントローラはジョブをグループ（セグメント）に分割し
ます。

 • バッチをタスクに分割できる場合：異なるタスクは、それぞれ異なるサービスノードで実行されます。たとえば、
レンダリングのバッチでは、クラスタコントローラはレンダリングの作業をさまざまな処理タスクに分割します。 

次に、ジョブまたはセグメントがクラスタ内のノードに分散されます。
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「Apple Qmaster」は、直接セグメントを移動するのではなく、ネットワーク経由でどのセグメントを読むか、目的
のセグメントの場所はどこか、そしてどんな処理を行うかとサービスノードに伝えます。以下の例では、あるバッチ
が Apple Qmaster システムでどのように処理されるかを示します。

Batch submitted by
Compressor or

Apple Qmaster (job request
for frames 1–30)

Cluster controller
divides and distributes

job to available
service nodes

Service node 1 Service node 2 Service node 3

Instructions specifying
locations of source files

and frames 11–20

Instructions specifying
locations of source files

and frames 21–30

Instructions specifying
locations of source files

and frames 01–10

Processed file (frames 1–30)
placed in specified

destination

バッチを分散する場合、「Apple Qmaster」は Mac OS X に組み込まれたテクノロジーを使って IP サブネット上
のクラスタでサービスを検索し、情報の共有と受領を動的に行います。コンピュータは処理の稼働状況を常に提示
できるので、「Apple Qmaster」は作業をクラスタ全体に均等に分散できます。

サービスノードとクラスタコントローラを作成する

サービスノードとクラスタコントローラの作成の概要
ネットワークの設定が完了し必要なコンポーネントをインストールしたら、分散処理システム作成の準備は整いまし
た。分散処理システムの設定には、3 通りの方法があります： 

 • 「このコンピュータプラス」を使用する：「Apple Qmaster」の「このコンピュータプラス」オプションの使用
は、分散処理システムを作成するための最も簡単なアプローチです。処理の実行を担当するコンピュータ上に
「Compressor」をインストールしてから、それらのコンピュータをサービスノードとして構成するだけです。詳
細については、210 ページの「「このコンピュータプラス」を使ってサービスノードをすばやく設定する」を参照
してください。

 • QuickCluster の作成：「Apple Qmaster」で QuickCluster を作成できます。この場合、使用可能なコアの
数に基づいて対応するインスタンスの数を選択することで、1 台のコンピュータをクラスタとして構成します。詳し
くは、210 ページの「QuickCluster を使ってクラスタコントローラを設定する」を参照してください。

 • 「Apple Qadministrator」を使用してクラスタを手動で作成する：大規模なインストールでは、クライアント
から使用できる管理クラスタを手動で作成できます。詳しくは、244 ページの「クラスタを作成する／変更する」
を参照してください。
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「このコンピュータプラス」を使ってサービスノードをすばやく設定する
「このコンピュータプラス」を使えば、クラスタの構成方法や共有ファイルのセットアップ方法などに関する知識が豊
富でなくても、「Apple Qmaster」で提供される分散処理機能を簡単に活用できるようになります。 

参考：以下の手順を実行する前に、構成する各コンピュータが同じバージョンの「Compressor」、QuickTime、
および Mac OS を使用していることを確認してください。

「このコンピュータプラス」を使ってコンピュータをサービスモードとして設定する

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

「Apple Qmaster 共有」ウインドウが開きます。

 2 「設定」パネルで、「このコンピュータを共有」と「サービスのみとして」を選択します。

 3 「サービス」領域で「Compressor」を選択し、「これらのサービスを管理対象クラスタ内でのみ使用することを要
求」が選択解除されていることを確認してください。

 4 「OK」をクリックします。

既存の設定を変更する場合で、このコンピュータがすでに処理サービスを提供しているときは、「OK」をクリックす
るとこのコンピュータのサービスがただちにリセットされます。このコンピュータがクラスタコントローラでもある場
合は、その時点のジョブはすべて終了します。

「Compressor」からこのコンピュータを非管理サービスノードとして使えるようになります。 

「このコンピュータプラス」を使ったバッチの処理については、223 ページの「「Compressor」からファイルのバッ
チを実行する」を参照してください。

QuickCluster を使ってクラスタコントローラを設定する
QuickCluster は簡単に自動で作成して設定できるクラスタで、「Apple Qadministrator」を使ってクラスタを手
動で作成して設定する必要がなくなります。非管理サービスを有効にした QuickCluster はそれ自身を自動的に設
定し、同じローカルネットワーク（サブネット）上にある使用可能な非管理サービスを使用します。QuickCluster 
は非管理サービスの宣言を確認し、マークしたり記録したりして後でその非管理サービスを使用します。

Apple Qmaster 分散処理システムには、分散処理をすぐに行うことができるデフォルト設定があります。

参考：以下の手順を実行する前に、クラスタ・コントローラ・コンピュータとすべてのサービス・ノード・コンピュー
タが同じバージョンの「Compressor」、QuickTime、および Mac OS を使用していることを確認してください。
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ステージ 1：クラスタコントローラを設定する
クラスタ・コントロール・コンピュータと各サービス・ノード・コンピュータで以下の手順を実行します。

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

「Apple Qmaster 共有」ウインドウが開きます。

 2 「設定」パネルで、「このコンピュータを共有」を選択します。

このウインドウのその他の設定は、以下のようにデフォルトのままにします：

 • 「サービスを提供する QuickCluster として」オプションを選択します。

 • 「Compressor」を選択します。

 • 「これらのサービスを管理対象クラスタ内でのみ使用することを要求」は選択しません。

 • この QuickCluster のデフォルト名が、「この QuickCluster の識別名」テキスト領域に表示されます。

 • 「ほかのコンピュータからの非管理サービスを含める」を選択します。

 • 「パスワードを要求」は選択しません。

上記の設定について詳しくは、239 ページの「「Apple Qmaster 共有」ウインドウの「設定」パネル」を参照し
てください。

 3 「OK」をクリックします。

重要：既存の設定を変更する場合で、このコンピュータがすでに処理サービスを提供しているときは、「OK」をク
リックするとこのコンピュータのサービスがただちにリセットされます。このコンピュータがクラスタコントローラでも
ある場合は、その時点のジョブはすべて終了します。

このコンピュータをコントローラおよびサービスを処理する 1 つのインスタンスとする QuickCluster が作成されま
す。複数のサービスインスタンスについては、216 ページの「マルチコアコンピュータを最大限に活用するために
バーチャルクラスタを使う」を参照してください。
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ステージ 2：クラスタにサービス・ノード・コンピュータを追加する
 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

「Apple Qmaster 共有」ウインドウが開きます。

 2 「設定」パネルで、「このコンピュータを共有」と「サービスのみとして」を選択します。

このウインドウのその他の設定は、以下のようにデフォルトのままにします：

 • 「レンダリング」と「Compressor」は両方とも選択します。

 • 「これらのサービスを管理対象クラスタ内でのみ使用することを要求」は選択しません。

 • その他の設定は使用できません。

上記の設定について詳しくは、239 ページの「「Apple Qmaster 共有」ウインドウの「設定」パネル」を参照し
てください。

 3 「OK」をクリックします。

これによって、前の作業で設定した QuickCluster にジョブを送ると、そのジョブを自動処理するサービスノードが
作成されます。

作成したクラスタを使ったバッチの処理については、222 ページの「バッチ処理の概要」を参照してください。

サービスノードとクラスタコントローラの詳細情報

「Compressor」をインストールしないでノードを使う
「Compressor」がインストールされていないコンピュータを 1 台以上含むクラスタを作成できます。これを行うた
めに、ほかのコンピュータ上で SSH を使用して Apple Qmaster コマンドを実行する中間サービスノードを構成し
ます。これは拡張ノードと呼ばれます。 

クラスタ内のすべてのノードが拡張ノードの場合、クラスタにはクラスタコントローラとしても機能する中間ノード
が 1 つ必要です。1 つの中間ノードのみ、および複数の拡張ノードを含むクラスタを作成する場合は、「Apple 
Qadministrator」を使用せずに、「Compressor」の「Apple Qmaster 共有」ウインドウですべての設定を行
う必要があります。

ただし、クラスタに通常のサービスモードと拡張ノードの両方を含めたい場合は、中間ノードを設定して、すでにク
ラスタコントローラが存在する通常のクラスタに追加します。（クラスタごとに 1 つのクラスタコントローラだけが存
在することもあります。）

中間サービスモードを設定して、拡張ノード上で Apple Qmaster コマンドを実行する
開始する前に、中間サービスモードになるコンピュータに「Compressor」がインストールされていること、および
拡張ノードになるコンピュータで UNIX ベースのオペレーティングシステムが動作し、かつ SSH が有効になってい
ることを確認してください。

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

この中間ノードがクラスタ内で、クラスタコントローラとして機能するほかのコンピュータと混在している場合は、手
順 5 に進んでください。この中間ノードをこのクラスタのクラスタコントローラにしたい場合は、手順 2、3、およ
び 4 を実行してください。

 2 「Apple Qmaster 共有」ウインドウで、「このコンピュータを共有」を選択してから、「サービス付きの 
QuickCluster として」または「サービスおよびクラスタコントローラとして」オプションを選択します。
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 3 「この QuickCluster の定義」フィールドに名前を入力します。この名前は、「Apple Qadministrator」の「クラ
スタ」リスト、および「Share Monitor」と「Apple Qmaster」のクラスタポップアップメニューに表示されます。

 4 「レンダリング」および「これらのサービスを管理対象クラスタ内でのみ使用することを要求」チェックボックスを選
択します。

 5 「レンダリング」項目の横にある「オプション」ボタンをクリックします。

 6 表示されるダイアログで、この中間ノードからコマンドを送信したい拡張ノードごとに、以下の手順を実行してイン
スタンスを追加します。

 a 追加（＋）ポップアップメニューから「SSH」を選択します。

 b 拡張ノードとして使用したい各コンピュータを識別しやすい名前になるように「ホスト名」、「ユーザ名」、および
「パスワード」（該当する場合）列を編集してから、「OK」をクリックします。

Edit the Host name, 
Username, and 
Password columns 
to specify the extended 
nodes you’re adding.

 7 「Apple Qmaster 共有」ウインドウで、「OK」をクリックします。

参考：このコンピュータからすでに処理サービスを提供しているときに、既存の設定に変更を加えると、変更を有効
にするにはサービスを再起動する必要があることを警告するウインドウが表示されます。待機する時間（分）を入力
して、再起動を遅らせることができます。これにより、ほかのユーザに警告したり、実行中のバッチの処理を終了し
たりする時間ができます。

この中間ノードをクラスタコントローラとして設定した場合、作業の完了時に、拡張ノードクラスタは「Apple 
Qmaster」により実行されたバッチの受信と処理をすぐに開始できます。

一方、拡張ノードを通常のサービスモードを含むクラスタの一部にする場合は、「Apple Qadministrator」を使っ
てこの中間ノードをそのクラスタに追加します。中間ノードを追加する方法は、ほかのサービスモードを追加する方
法と同じです。詳細については、209 ページの「サービスノードとクラスタコントローラの作成の概要」を参照して
ください。
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管理サービスや非管理サービスを有効にする
処理サービスを設定する場合、それらを管理サービスにするか非管理サービス（デフォルト）にするかを選択でき
ます。

管理サービスは、特定のクラスタコントローラ 1 つだけに割り当てられます。割り当てられた管理サービスは、
「Apple Qadministrator」で削除されるまで、そのクラスタ専用のサービスとして機能します。QuickCluster 
は、拡張ノードクラスタの場合を除いて、ほかのノードから管理サービスを使用できません。 

非管理サービスは、非管理サービスサポートが有効になった最初に利用可能な「このコンピュータプラス」クラスタ
または QuickCluster に自動的に割り当てられます。QuickCluster は非管理サービスの宣言を確認し、マークし
たり記録したりして後でその非管理サービスを使用します。非管理サービスが一定の「このコンピュータプラス」ク
ラスタまたは QuickCluster 専用となっているのは、その時点のジョブが完了するまでです。その時点のジョブが完
了すると、非管理サービスは再び「開放」され、使用可能であることをすべての「このコンピュータプラス」クラス
タおよび QuickCluster に対して宣言します。

参考：管理クラスタ（「Apple Qadministrator」で作成したクラスタ）も非管理サービスを使用できます。「管理」
クラスタで非管理サービスが有効になっている場合、クラスタは使用可能な非管理サービスを、管理サービスに自
動で追加します（「Apple Qadministrator」を使って明示的に追加されます）。その時点のジョブが完了すると、
非管理サービスは再び「開放」され、使用可能であることをすべての「このコンピュータプラス」クラスタおよび 
QuickCluster に対して宣言します。

非管理サービスの「このコンピュータプラス」での使用を有効にする
「Compressor」からバッチを実行した後で非管理サービスを有効にします。

 1 「バッチ」ウインドウでバッチを選択し、「実行」ボタンをクリックします。 

 2 表示されるダイアログで、「このコンピュータプラス」チェックボックスを選択します。

バッチの実行の詳細については、140 ページの「1 つのバッチを実行する」を参照してください。

QuickCluster で非管理サービスを有効にする
 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 QuickCluster を作成するには、「このコンピュータを共有」および「サービス付きの QuickCluster として」を選
択します。

 3 「ほかのコンピュータからの非管理サービスを含める」を選択します。

 4 「OK」をクリックします。

QuickClusters 作成について詳しくは、210 ページの「QuickCluster を使ってクラスタコントローラを設定する」
を参照してください。

管理クラスタで非管理サービスを有効にする

 1 「Apple Qadministrator」で、「クラスタ」リストからクラスタを選択するか、追加（＋）ボタンをクリックして新
しいクラスタを追加します。

 2 「非管理サービスの使用を許可」を選択します。

管理クラスタの作成について詳しくは、244 ページの「クラスタを作成する／変更する」を参照してください。
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管理処理サービスを設定する

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • このコンピュータを管理対象クラスタ内でのみ使用するには、「これらのサービスを管理対象クラスタ内でのみ使
用することを要求」を選択します。

 • このコンピュータを管理対象クラスタと非管理クラスタで使用するには、「これらのサービスを管理対象クラスタ内
でのみ使用することを要求」の選択を解除します。

 3 「OK」をクリックします。

重要：既存の設定を変更する場合で、このコンピュータがすでに処理サービスを提供しているときは、「OK」をク
リックするとこのコンピュータのサービスがただちにリセットされます。このコンピュータがクラスタコントローラでも
ある場合は、その時点のジョブはすべて終了します。

処理サービスをオフにする

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 「サービス」セクションで、以下のいずれかの操作を行います：

 • Compressor サービスをオフにするには：「Compressor」チェックボックスの選択を解除します。

 • Apple Qmaster サービスをオフにするには：「レンダリング」チェックボックスの選択を解除します。

 3 「OK」をクリックします。

サービスの使用可能状態のスケジュールを設定する
非管理サービスを有効にした場合、カレンダーダイアログを開いて、分散処理システムでサービスが使用可能にな
る状況のスケジュールを設定できます。

サービスの使用可能状態をカスタマイズする

 1 「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択し、「詳細」パネルの「サービスの詳細設定」領域を
選択して、「設定」をクリックします。 

「サービス・スケジュール」ダイアログが開きます。

 2 非管理サービスを使用できる日を曜日ごとに制限するには、曜日ごとにポップアップメニューからオプションを選択し
ます。
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 • 入：その曜日は 24 時間すべてサービスが使用可能であることを示します。（これはすべての曜日に対するデフォ
ルト設定です。）

 • 切：その曜日にサービスを使用不可能にします。

 • 入（時間指定）：サービスが使用可能になる時間枠を入力できます。

 • 切（時間指定）：サービスが使用不可能になる時間枠を入力できます。

 3 該当する開始時間と終了時間のフィールドに制限の時間を入力してください。

参考：有効な日時を入力する必要があります。1 つのエントリーで 2 日間にまたがることはできません。範囲の終
わりが午前 12 時以降になる場合は、エントリーを 2 つに分ける必要があります。たとえば、サービスを日曜夜か
ら月曜朝まで利用可能にしたい場合は、日曜日のスケジュールを 6:00 AM ～ 12:00 AM、月曜日のスケジュール
を 12:00 AM ～ 8:00 AM に設定できます。

 4 設定を保存するには、「OK」をクリックします。

 5 変更をこのコンピュータに適用するには、「OK」をクリックします。

重要：既存の設定を変更する場合で、このコンピュータがすでに処理サービスを提供しているときは、「OK」をク
リックするとこのコンピュータのサービスがただちにリセットされます。このコンピュータがクラスタコントローラでも
ある場合は、その時点のジョブはすべて終了します。

マルチコアコンピュータを最大限に活用するためにバーチャルクラスタを使う
個々のコンピュータ上にバーチャルクラスタを作成して、処理サービスのインスタンス数を調整することができます。
プロセッサの負荷が大きな作業では、処理アプリケーションによってはインスタンス数が多いほどスピードと効率が
向上します。ただし、インスタンスが多すぎると、スピードと効率が低下する可能性があります。

インスタンス数を選択する場合は、一般的に各インスタンスに 2 GB のメモリを割り当てます。8 GB のメモリがある
コンピュータでポップアップメニューに 8 インスタンスまで表示される場合、良好な結果を得るために 4 インスタン
スを選択してください。ただし、この数字はそのコンピュータが他の処理にも使用されているかどうかによって大幅
に変動する可能性があります。

参考：デフォルトでは、Apple Qmaster システムはプロセッサごとにレンダリングサービスのインスタンスを 1 つず
つ作成します。レンダリングサービスは、「Shake」（および「Apple Qmaster」）、「Autodesk Maya」、および
ほかの UNIX コマンドラインプログラムで使われます。「Compressor」の分散処理にのみ使われる Compressor 
サービスとは対照的です。プロセッサを個別に使用するべきかどうかについては、各アプリケーションのマニュアル
を参照してください。

コンピュータ上の処理サービスのインスタンス数を変更する

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 「サービス」セクションで「Compressor」または「レンダリング」を選択し、「オプション」ボタンをクリックし
ます。

 3 表示されるダイアログのポップアップメニューからインスタンスの数を選択し、「OK」をクリックします。

Choose the number
of instances from
the pop-up menu.

 4 「Apple Qmaster 共有」ウインドウで「OK」をクリックします。
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クラスタ・コントローラ・サービスをオンにする／オフにする
特定のコンピュータのクラスタ・コントローラ・サービスを簡単にオンにしたりオフにしたりできます。 

クラスタコントローラのサービスをオンにする

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 「このコンピュータを共有」を選択して、以下のいずれかの操作を行います：

 • 非管理サービスによる「インスタント」クラスタを作成するには：「サービス付きの QuickCluster として」を選
択します。

 • 「Apple Qadministrator」でクラスタを作成するには：「サービスおよびクラスタコントローラとして」を選択
します。詳細については、244 ページの「クラスタを作成する／変更する」および  214 ページの「管理サービ
スや非管理サービスを有効にする」を参照してください。

 3 「サービス」領域で、「レンダリング」および「Compressor」のいずれか、または両方を選択します。

 4 「OK」をクリックします。

クラスタが有効になり、コンピュータがクラスタコントローラになります。

クラスタコントローラのサービスをオフにする

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 「このコンピュータを共有」の選択を解除し、「OK」をクリックします。

重要：既存の設定を変更する場合で、このコンピュータがすでに処理サービスを提供しているときは、「OK」をク
リックするとこのコンピュータのサービスがただちにリセットされます。このコンピュータがクラスタコントローラでも
ある場合は、その時点のジョブはすべて終了します。

参考：代わりにコントローラをオフにして、ノードを単なるサービスノードにすることができます。サービスノードとし
てのみ使うには、「このコンピュータを共有」セクションの「サービスのみとして」を選択します。

コンピュータをクラスタに入れるためのサービスパスワードを設定する
特定のサービスノードまたはクラスタコントローラをクラスタに含めることのできるユーザを制限したい場合は、コン
ピュータにサービスパスワードと呼ばれるパスワードを設定します。

 • QuickCluster を設定する場合：ほかのユーザはパスワードを入力しないとこのコンピュータに要求を送れなく
なります。

 • 「Apple Qadministrator」で使用するクラスタを設定する場合：管理者はパスワードを入力しないとこのコン
ピュータをクラスタに追加できなくなります。

 • コンピュータをクラスタコントローラとサービスノードの両方として設定する場合：ユーザと管理者の両方で 1 つ
のパスワードが使用されます。

参考：サービスパスワードはユーザのキーチェーンに保存できます。

サービスパスワードを設定する／変更する

 1 サービスノードまたはクラスタコントローラとして指定したコンピュータで、「Compressor」を開き、「Apple 
Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

 • パスワードを要求するには：「パスワードを要求」を選択します。

 • 既存のパスワードを変更するには：「パスワードを変更」をクリックします。
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 3 表示されたダイアログで、パスワードを入力して確認し、「OK」をクリックします。

 4 この変更を適用するには、「Apple Qmaster 共有」ウインドウで「OK」をクリックします。

重要：既存の設定を変更する場合で、このコンピュータがすでに処理サービスを提供しているときは、「OK」をク
リックするとこのコンピュータのサービスがただちにリセットされます。このコンピュータがクラスタコントローラでも
ある場合は、その時点のジョブはすべて終了します。

クラスタストレージを使う
デフォルトでは、Apple Qmaster 分散処理システムは一時処理ファイルを、クラスタコントローラの「/ユーザ /
ユーザ名 /ライブラリ/Application Support/Apple Qmaster/Storage」に保存します。このスクラッチストレー
ジ用にローカルディスク上のほかの場所を選択することもできます。クラスタ内のコンピュータは必要に応じてこの
保存場所にアクセスします。

参考：参照ムービーで分散処理を実行する場合は、ネットワークストレージを手動でクラスタのすべてのノードにマ
ウントするか、すべてのノードで共有ストレージを使用する（Xsan など）ことで、Apple Qmaster 分散処理シ
ステムによって適切なメディアファイルが自動的に処理クラスタにコピーされます。最高のパフォーマンスを得るた
め、参照ムービーで指定されているメディアファイルが Apple Qmaster クラスタの各ノードで使用可能であるこ
とを確かめることによって、このファイル転送のステップを回避することができます。「Compressor」のユーザは、
「Compressor」の環境設定でクラスタオプションを調整することで、この動作を変更できます。詳細については、
198 ページの「「Compressor」の環境設定を設定する」を参照してください。

起動ディスク上の使用可能なストレージ容量より大きなソース・メディア・ファイルを処理する場合、そのディスク上
のストレージ容量を使い果たすことがあります。この問題に対処するためにできることがいくつかあります：

 • クラスタストレージの場所を空き容量の多いディスクに変更します。 

 • クラスタストレージ設定をより頻繁にファイルを削除するように変更します。

 • 「Compressor」の「クラスタオプション」環境設定を「ソースをクラスタにコピーしない」に設定します。 

「Apple Qmaster」がサービスアドバタイズに使用するポートを定義することもできます。

クラスタストレージの設定を変更する

 1 クラスタコントローラで、「Compressor」を開き、「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択し
ます。

 2 「詳細設定」パネルを開くには、「詳細設定」をクリックします。

 3 必要に応じて以下の操作を行います：

 • クラスタストレージの場所を変更するには：「ストレージの場所」設定ボタンをクリックし、ダイアログで目的の
フォルダに移動して、「選択」をクリックします。 

参考：デフォルトの「このコンピュータ」という設定値を「クラスタ」ポップアップメニュー（「Compressor」の
「バッチ」ウインドウにあります）で選択した状態で、書き出し先として「クラスタストレージ」を指定すると、出
力ファイルは「ソース」の場所にコピーされます。そうでない場合、このコンピュータではクラスタストレージは
使用されません。
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 • クラスタストレージのファイルを削除する頻度を変更するには：「ファイルを削除するまでの日数：N 日」フィール
ドに新しい数値を入力します。

Click Set to open 
a dialog for choosing
a new storage folder.

Enter a new number to 
change how often cluster 
storage files are deleted.

 4 変更内容を適用するには、「OK」をクリックします。

重要：既存の設定を変更する場合で、このコンピュータがすでに処理サービスを提供しているときは、「OK」をク
リックするとこのコンピュータのサービスがただちにリセットされます。このコンピュータがクラスタコントローラでも
ある場合は、その時点のジョブはすべて終了します。

クラスタストレージを使用していてエラーが発生する場合は、部分的なファイルがクラスタストレージ上の指定した
場所に残されている可能性があります。クラスタストレージ上の指定した場所をチェックして、部分的なメディアファ
イルがそこに残されていないことを確認してください。部分的なメディアファイルが見つかった場合は、それを削除
してもう一度ジョブを実行してください。

「Apple Qmaster」のサービスアドバタイズのポートを定義する：
 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「このコンピュータを共有」と選択します。

 2 「詳細設定」パネルを開くには、「詳細設定」をクリックします。

 3 「有効にするポート範囲の開始番号」を選択し、50,000 ～ 65,535 の整数値を入力して範囲の最初を設定します。

 4 「ポート数」フィールドに、範囲のサイズ（たとえば、1000）を入力します。

レンダリングサービスと共有ストレージの設定
「Apple Qmaster」の「レンダリングファーム」を設定する際のヒントをいくつか紹介します。

レンダリングサービスのインスタンス数を変更する
デフォルトでは、「Apple Qmaster」では、コアごとに 1 つのレンダリングサービスを有効にします。デュアルコア
システムでは、2 つのレンダリングサービスがデフォルトで有効になります。つまり、デュアルコアシステムでは、た
とえば 2 つの「Shake」コピーが同時に動作することになります。場合によっては、レンダリングサービスを無効
にする必要があります。レンダリングサービスの数の変更について詳しくは、209 ページの「サービスノードとクラ
スタコントローラの作成の概要」を参照してください。

参考：「Shake」を使用するときには、 ‑cpus xを使用することで、実行時に使用されるプロセッサの数をいつで
も変更できます。 x には、使用するスレッドの数を指定します。
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共有ボリュームを設定する
クラスタ内のすべてのノードには、バッチに必要な素材をどこで見つけたらいいかを認識するために、作業を共有す
るボリュームが必要です。ファイル共有には、さまざまな設定方法があります。詳しくは、Mac OS X マニュアルの
ファイル共有に関する説明、および Mac OS X Server のマニュアルを参照してください。

「Shake」で分散処理を使う
「Shake」で使う分散処理を設定するには、以下の手順に従います。

ステージ 1：UNC 設定をオフにする
この構成での共有およびボリュームのマウントをスムーズに行うため、各コンピュータで「Shake」の UNC 設定を
オフにします。UNC 設定はファイルのパス名全体とネットワークアドレスを使って、//＜コンピュータ名＞ /＜ドラ
イブ名＞ /＜パス＞で始まる名前に変換します。「Shake」がこのルールを使用すると、構成で使用されるファイル
共有およびボリュームのマウントとの間に矛盾が生じてしまいます。

参考：メディアボリュームの名前はすべて同じにしてください。

以下の 3 つのステップで、「Shake」の startup.h ファイルに変更を加えます。「Shake」のマニュアルで説明され
ているように、startup ディレクトリに格納された startup.h ファイルは「Shake」の設定のカスタマイズに使用し
ます（環境設定を変更するのに似ています）。

 1 コンピュータで「Shake」を使うユーザとしてログインします。

 2 「/アプリケーション /ユーティリティ /」にある「ターミナル」アイコンをダブルクリックして「ターミナル」ウイン
ドウを開きます。

 3 「ターミナル」ウインドウで以下の 2 行のコマンドラインを、ラインごとに Return キーを押しながら入力します：

mkdir ‑p ~/nreal/include/startup/

echo 'script.uncFileNames = 0;' > ~/nreal/include/startup/UNC_off.h

処理を完了するために、もう 1 台のコンピュータで手順 1 ～ 3 を繰り返してください。

ステージ 2：ファイル共有をオンにする
 m クラスタ内の各コンピュータのファイル共有をオンにします。 

詳しくは、OS X のマニュアルを参照してください。

ステージ 3：メディア・ストレージ・ボリュームをマウントする
クラスタ内のすべてのコンピュータがクラスタ内のすべてのメディアボリュームをマウントするように、以下の手順を
実行します。

 1 各コンピュータで、管理者としてログインします。

（Mac OS X の設定時に最初に作成したユーザアカウントが管理者のアカウントです。）

 2 グループ内の各コンピュータから、Finder の「移動」メニューで「サーバへ接続」コマンドを使って、各メディア
ボリュームをマウントします。

 3 「サーバへ接続」ダイアログで別のコンピュータ名を入力し、「接続」をクリックします。

 4 マウントしたいボリュームとして、目的のメディアボリュームを選択します。

 5 すべてのコンピュータがクラスタ内のすべてのメディアボリュームをマウントするまで、1 ～ 4 の手順を繰り返します。

上記の 3 つのタスクを完了したら、これらのコンピュータのすべてをジョブの分散処理の実行に使用できるようにな
ります。アクセス権を設定している方法が理由で、「Compressor」、Shake スクリプト、および「Apple Qmaster」
で指定しやすい、簡潔で一貫したパス名がすべてのファイルに付けられます。ただし、以下の仮定が前提となってい
ます：

 • ユーザはソースメディアをマウントしたメディアボリュームに保存する。

 • ユーザは Shake スクリプトをマウントしたメディアファイルに保存する。
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 • 共有メディアボリュームにあるすべてのフォルダとファイルで、すべてのユーザ（オーナー、グループ、その他）
に対する読み書き両方のアクセス権が許可されている。アクセス権を設定するには、フォルダまたはファイルを
選んで、「ファイル」＞「情報を見る」と選択します。

これら 3 つの仮定が重要なのは、これらによってすべてのコンピュータが、すべてのソースファイルおよび出力先で
読み書きを行うアクセス権を得るためです。

復旧とエラー通知
Apple Qmaster 分散処理システムには、問題が生じたときに復旧を試み、復旧時にユーザに通知を送信するた
めの、数多くの機能が組み込まれています。

復旧機能
Apple Qmaster 分散処理システムでエラーが発生すると、次で説明する復旧機能が自動的に作動します。管理者
がこの機能を有効にしたり設定したりする必要はありません。

 • サービスが異常終了した場合：あるサービスノードにて、クラスタコントローラサービスまたは処理サービスが異
常終了した場合、Apple Qmaster 分散処理システムはサービスを再起動します。停止と再起動を延々と繰り返
さないよう、システムがエラーのあったサービスを再起動するのは 4 回までに制限されます。はじめの 2 回、シ
ステムはサービスを即座に再起動します。サービスが 3 回目または 4 回目に異常終了した場合、システムは停
止前に少なくとも 10 秒間動作していたサービスのみを再起動します。

 • バッチが途中で停止した場合：Apple Qmaster バッチの処理中にサービスが異常終了すると、クラスタコント
ローラは、サービス停止前に完了していたバッチセグメントの再処理を行わずに、中断されたバッチを再実行し
ます。クラスタコントローラはバッチの再開を、サービスとの接続が切れて約 1 分後に遅らせます。

 • バッチがエラーになった場合：サービスの実行中に 1 つのバッチの処理が失敗すると、サービスの例外が発生し
ます。この状況では、クラスタコントローラは即座にバッチを再実行します。クラスタコントローラは、バッチを
最高で 2 回再実行します。3 回目の実行時にもジョブがエラーになると、分散処理システムはジョブの再実行を
停止します。「Share Monitor」でジョブの状況が「失敗しました」に設定されます。

エラーの通知
Apple Qmaster 分散処理システムは 2 種類の方法で問題に関する情報を通知します。

 • 電子メール通知：処理サービスが異常終了した場合、「Apple Qmaster」は終了を通知する電子メールを、
「Apple Qadministrator」のそのクラスタの「環境設定」ダイアログで入力したアドレスに送信します。アド
レスが入力されていない場合、電子メールは、クラスタコントローラを有効にしたコンピュータのインターネット
設定にあるアドレスに送信されます。

参考：「Apple Qmaster」は、認証を必要とする SMTP サーバをサポートしていません。

 • 個々のジョブまたはバッチのログ：特定のバッチまたはジョブでエラーが出た場合、エラーについて説明したログ
ファイルが生成されます。このログファイルの名前と場所は、「Share Monitor」でバッチまたはジョブを選択し、
「情報を表示」ボタンをクリックし、「ログを表示」ボタンをクリックすると分かります。詳細については、「Share 
Monitor ヘルプ」を参照してください。

通知ラベルとログラベル
以下の表には、電子メール通知とログで使われるサービスラベルを示します。

処理サービスのタイプ 通知ラベル

ローカルの Compressor サービス servicecontroller:com.apple.stomp.transcoder

Compressor の分散サービス servicecontroller:com.apple.stomp.transcoderx

Apple Qmaster の分散サービス servicecontroller:com.apple.qmaster.executor
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バッチを処理する

バッチ処理の概要
クライアントコンピュータのユーザは、「Compressor」または「Apple Qmaster」を使って、バッチを実行して
処理することができます。

BatchBatch

BatchBatch

Use Apple Qmaster to submit
a batch to a cluster

Cluster A

Cluster B

Use Compressor to submit
a batch to a cluster 

Network

「Compressor」を使ってファイルのバッチを実行するときに、「バッチ」ウインドウの「クラスタ」ポップアップメ
ニューを使って、バッチを処理するクラスタを選択できます。詳細については、223 ページの「「Compressor」か
らファイルのバッチを実行する」を参照してください。 

「Apple Qmaster」を使って「Shake」や「Maya」ファイルのバッチを実行したり、「汎用レンダリング」コマン
ドを使ってほかのフレームベース・レンダリング・アプリケーション（「After E∂ects」や「LightWave」など）か
らプロジェクトのバッチをレンダリングしたりできます。

 • 「Shake」の場合：クラスタ内のすべてのノードに「Shake」のコピーをインストールします。Mac OS X でコ
マンドラインレンダリングを実行する場合、ライセンスは不要です。プロジェクトがクラスタ内の各ノードで必要と
する他社製のプラグインやフォントなども、すべてインストールする必要があります。詳細については、223 ペー
ジの「「Apple Qmaster」を使って Shake ファイルのバッチを実行する」を参照してください。

 • 「Maya」の場合：クラスタ内のすべてのノードに「Maya」のコピーをインストールしてライセンスします。プロ
ジェクトがクラスタ内の各ノードで必要とする他社製のプラグインやフォントなども、すべてインストールする必要
があります。詳細については、226 ページの「「Apple Qmaster」を使って Maya ファイルのバッチを実行す
る」を参照してください。

 • 「After E∂ects」の場合：クラスタ内のすべてのノード上に「After E∂ects 6.5」以降のコピーをインストール
します。「After E∂ects」用のコマンドラインレンダラーである、aerender もインストールする必要があります。
「After E∂ects」をインストールするには、事前にプロダクトキーとシリアル番号を用意しておく必要があります。
詳細については、227 ページの「「Apple Qmaster」で「汎用レンダリング」コマンドを使ってファイルのバッ
チを実行する」を参照してください。
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 • その他のフレームベースのレンダリングアプリケーション：クラスタ内のすべてのノード上で、レンダリングアプリ
ケーションのコピーをインストールします。プロジェクトがクラスタ内の各ノードで必要とする他社製のプラグイン
やフォントなども、すべてインストールします。詳細については、227 ページの「「Apple Qmaster」で「汎用
レンダリング」コマンドを使ってファイルのバッチを実行する」を参照してください。

「Shake」など、コマンドラインを使用するすべてのフレーム・レンダリング・アプリケーションの場合、プロジェク
トファイル内のパスがクラスタ内のすべてのノードからアクセスできることを確認してください。たとえば、「Shake」
の場合、以下の 2 つの項目が必要です：

 • Shake スクリプトでメディアファイルの場所を指定する：223 ページの「「Apple Qmaster」を使って Shake 
ファイルのバッチを実行する」に示された手順に従うと、すべての Shake レンダリングスクリプトはソースメディア
（File In）の場所と出力（File Out）の場所を、「/Volumes/MediaDiskName/」（たとえば、「/Volumes/
Media3/」）と指定します。

 • 「Apple Qmaster」で Shake スクリプトの場所を指定する：223 ページの「「Apple Qmaster」を使って 
Shake ファイルのバッチを実行する」に示されたステップに従うと、すべての Shake スクリプトの場所は Apple 
Qmaster で、「/Volumes/MediaDiskName/ScriptFilename」（たとえば、「/Volumes/Media3/Script.
shk」）と指定されます。

「Compressor」からファイルのバッチを実行する
「Compressor」からファイルのバッチを実行して分散処理を行う

 1 「Compressor」で、「実行」をクリックします。

 2 表示されるダイアログで、以下のいずれかを実行します：

 • 「このコンピュータプラス」で実行するには：「クラスタ」ポップアップメニューから「このコンピュータ」を選択
してから、「このコンピュータプラス」を選択します。

 • クラスタで実行するには：「クラスタ」ポップアップメニューから適切なクラスタを選択します。

参考：実行ダイアログのその他のオプションについては、140 ページの「1 つのバッチを実行する」を参照してく
ださい。

 3 「実行」をクリックします。

「Compressor」と「Apple Qmaster」は、使用可能なコンピュータ間でタスクの分散処理を調整し、
「Compressor」で指定した場所にその出力ファイルを格納します。

「Share Monitor」ウインドウで、バッチの状況を表示できます。「Share Monitor」について詳しくは、「Share 
Monitor ヘルプ」を参照してください。

「Apple Qmaster」を使って Shake ファイルのバッチを実行する
「Apple Qmaster」に含まれる「Shake」用のプラグインは、Shake バッチが「Apple Qmaster」で実行され
る際の処理を自動化およびカスタマイズします。このため、Shake バッチを実行する処理は、このようなプラグイン
がないアプリケーションでバッチを実行する場合以上に自動化されます。

プラグインにより、一部のデフォルトパラメータがジョブ用に自動的に設定されます。さらに、表示されるダイアロ
グを使って、必要に合わせてこれらのパラメータを調整したり、より多くのコマンドラインオプションを各ジョブに追
加したりできます。

詳細については、230 ページの「Shake プラグインのダイアログ」を参照してください。

参考：233 ページの「「Apple Qmaster」を使って UNIX コマンドを実行する」で説明されている方法で Shake 
バッチを実行することもできますが、「Apple Qmaster」で Shake バッチを実行する最も簡単な方法は、以下の
方法です。
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Shake ファイルのバッチを実行する
 1 「Compressor」で、「Apple Qmaster」＞「レンダリングジョブを作成」と選択します。

「Apple Qmaster」が開きます。

 2 バッチに名前を付けるには、「バッチ名」フィールドに名前を入力します。

バッチに名前を付けると、「Share Monitor」で簡単に見つけやすくなります。

 3 「コマンド」ポップアップメニューから「Shake」を選択して、追加（＋）ボタンをクリックします。

「Shake」ウインドウが表示されます。

参考：Shake ファイルを「バッチ」テーブル（「Apple Qmaster」ウインドウの中央にある領域）にドラッグする
こともできます。

 4 「スクリプト」フィールドに Shake ファイルが表示されていない場合は、その場所を入力します。

ファイルをこのウインドウにドラッグした場合、ファイルの場所はすでにそこに表示されています。

参考：「Shake」フィールドに、コンピュータ上の「Shake」のデフォルトの場所が表示されます。正しくない場合
は、必ずアップデートしてください。

 5 必要に応じ、使用可能な値および設定を編集して、コマンドをカスタマイズします。

各設定は、「最小」設定を除き、よく使用される Shake コマンドに対応しています。詳しくは、230 ページの「Shake 
プラグインのダイアログ」および「Shake」のマニュアルを参照してください。

Except for Minimum, 
each setting corresponds 
to a commonly used Shake 
command or option.

 6 必要に応じて、「オプション」フィールドにほかのコマンドラインオプションを追加します。

The full command
is displayed here.

You can further customize the 
batch instructions by adding 
command-line options here. 

 7 「OK」をクリックします。 
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Shake ジョブがウインドウに表示されます。

The job appears
in the window.

 8 このバッチにジョブを追加するには、手順 3 ～ 7 を繰り返します。

 9 実行前にバッチに変更を加えるには、以下のいずれかの操作を行います：

 • リスト内のコマンドを編集するには：ジョブをダブルクリックして、表示されるダイアログで変更を加えます。

 • このバッチからジョブを取り除くには（バッチを実行する前に）：ジョブを選択して、削除（–）ボタンをクリックし
ます。

 10 このバッチのオプションを設定するには、以下の設定を指定します：

 • 実行先：このバッチを処理するクラスタを選択します。

 • 作業ディレクトリ：必要に応じて、作業ディレクトリ（コマンドを実行したい場所）を入力します。

 • 優先順位：ポップアップメニューから優先順位レベルを選択します。優先順位が高いほど、ほかのバッチよりも先
に、早く処理されます。

 • 遅延：このバッチが処理されるまでの待機時間を指定します。

 11 バッチを実行して処理するには、「実行」をクリックします。

バッチの出力ファイルはすべて、スクリプトファイルまたはコマンドで指定された書き出し先に置かれます。

参考：「Apple Qmaster」を使って Shake ジョブを QuickTime ムービー出力としてレンダリングする場合は、
Apple Qmaster クラスタ内のすべてのサービスノードに Mac OS X v10.6 以降が必要です。

「Apple Qmaster」ウインドウには、ジョブの作成時に使用できる追加機能が用意されています。たとえば、ジョ
ブを複製したり、バッチのコピーを保存したり、バッチ実行の履歴を表示したりできます。以下で説明するボタンの
位置など、詳しくは  236 ページの「「Apple Qmaster」ウインドウ」を参照してください。

再実行が必要な場合のために「Apple Qmaster」で作成したバッチのコピーを保存したい場合は、「ファイル」＞
「別名で保存」と選択してください。

分散処理システムでの「Shake」の使用について詳しくは、220 ページの「「Shake」で分散処理を使う」および  
219 ページの「レンダリングサービスと共有ストレージの設定」を参照してください。
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「Apple Qmaster」を使って Maya ファイルのバッチを実行する
「Apple Qmaster」を使って、Maya ジョブのバッチをすばやく作成して実行できます。

「Maya」の素材の大半は、プロジェクトディレクトリ内にあります。外部のファイルをプロジェクトで使用する場合
は、プロジェクトが共有ボリュームに移動されたらそれらを再リンクする必要があります。 

プロジェクトを共有ボリュームに移動した場合、素材のターゲットを再設定することが必要になる場合があります。こ
れは、ファイルの種類および使用するプラグインによって異なります。このプロジェクトをクラスタ管理者に渡す場合
は、ファイルを Maya ASCII（.ma）形式でも保存することをお勧めします。このようにすれば、「Maya」の詳し
い使いかたを知らなくても、編集を行ってパスの問題を修正できます。

「Apple Qmaster」には、Maya ファイルの分散処理用コマンドを指定するために使用するダイアログがあります。
Maya プラグインダイアログ内の設定は、「Maya」の一般的なコマンドやオプションに対応しています。

重要：Maya プラグインウインドウ内のオプションが、使用している「Maya」のバージョンでサポートされていな
い場合、そのオプションは「Qmaster」で機能しません。詳しくは、「Maya」のマニュアルを参照してください。 

Maya ファイルのバッチを実行する
 1 「Compressor」で、「Apple Qmaster」＞「レンダリングジョブを作成」と選択します。

「Apple Qmaster」が開きます。

 2 「Apple Qmaster」ウインドウで、「バッチ名」フィールドにバッチの名前を入力します。（これは、バッチ実行後
に「Share Monitor」に表示される名前です。）

 3 「コマンド」ポップアップメニューから「Maya」を選択して、追加（＋）ボタンをクリックします。

参考：Maya ファイルを「バッチ」テーブル（「Apple Qmaster」ウインドウの中央にある領域）にドラッグする
こともできます。

 4 表示されるダイアログで、以下のいずれかを実行します：

 • 「Maya」フィールドに「Maya」アプリケーションのデフォルトの場所が表示されていることを確認します。

 • 「選択」ボタンを使って、Maya プロジェクトおよびこのジョブのシーンファイルの場所に移動して、選択します。

 • 「フレーム」セクションで、ジョブの開始および終了フレームを入力します。

 • 「オプション」フィールドに追加コマンドオプションを入力します。 

The full command
is displayed here.

指定可能な設定は、「Maya」のよく使われるコマンドオプションに対応してます。「オプション」フィールドに追加
のコマンドオプションを入力することもできます。「Maya」のコマンド設定について詳しくは、「Maya」のマニュア
ルを参照してください。

 5 コマンド全体の作成が終了したら、「OK」をクリックします。
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 6 このバッチにジョブを追加するには、手順 3 ～ 5 を繰り返します。

 7 このバッチのオプションを設定するには、以下の設定を指定します：

 • 実行先：このバッチを処理するクラスタを選択します。

 • 作業ディレクトリ：必要に応じて、「作業ディレクトリ」列に作業ディレクトリ（コマンドを実行したい場所）を入
力します。

 • 優先順位：ポップアップメニューから優先順位レベルを選択します。優先順位が高いほど、ほかのバッチよりも先
に、早く処理されます。

 8 バッチを実行して処理するには、「実行」をクリックします。

重要：デフォルトでは、「Maya」のエラーメッセージは無視されます。エラーは「Share Monitor」で確認でき
ます。Maya プラグインを使用する場合は、「ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Application\ Support/Apple\ 
Qmaster/MayaCommandPlugin.commandPlugin/Contents/Resources/mayascript」を削除または名
前変更することで、これを変更できます。高度な知識を持つユーザは、環境やワークフローに合わせて MayaScript 
をカスタマイズできます。

バッチの出力ファイルはすべて、スクリプトファイルまたはコマンドで指定された書き出し先に置かれます。

「Apple Qmaster」で「汎用レンダリング」コマンドを使ってファイルのバッチを実行する
「Apple Qmaster」の「Generic Render」コマンドを使うと、ほかのフレームベースのレンダリングアプリケーショ
ン（「After E∂ects」や「LightWave」など）のプロジェクトが分散処理できます。プラグインダイアログを使って、
パラメータを調整したり、各ジョブにコマンドラインオプションを追加したりできます。詳細については、232 ページ
の「「汎用レンダリング」ダイアログ」を参照してください。

「汎用レンダリング」コマンドを使ってファイルのバッチを実行して処理する

 1 「Compressor」で、「Apple Qmaster」＞「レンダリングジョブを作成」と選択します。

 2 「Apple Qmaster」ウインドウで、「バッチ名」フィールドにバッチの名前を入力します。

（これは、バッチ実行後に「Share Monitor」に表示される名前です。）

 3 「コマンド」ポップアップメニューから「汎用レンダリング」を選択して、追加（＋）ボタンをクリックします。

参考：ファイルを「バッチ」テーブル（「Apple Qmaster」ウインドウの中央にある領域）にドラッグすることもで
きます。 
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「汎用レンダリング」ダイアログが表示されます。

The full command
is displayed here.

 4 「実行可能ファイル」フィールドのフレームベース・レンダリング・アプリケーションの場所が正しいことを確認し
ます。

 5 お使いのレンダリングアプリケーションでの必要に応じて、「入力」および「項目」設定を定義します。

 6 「フレーム」セクションで、ジョブの開始および終了フレームを入力します。

 7 「コマンドテンプレート」セクションで、以下のいずれかを実行します：

 • デフォルトテンプレートをそのまま使用するか、ポップアップメニューからコマンド要素を追加することでテンプ
レートを調整します。

 • 追加テンプレートを作成するには、追加（＋）ボタンをクリックし、ポップアップメニューからコマンド要素を追加
することで調整します。

 • コマンド要素の順序を変更するには、コマンド要素を左右にドラッグします。

参考：「汎用レンダリング」ダイアログの「ゼロ以外の終了状況をエラーとして処理」チェックボックスを使って、エ
ラーを意味しないゼロ以外の結果を返すレンダリングアプリケーションで、「Apple Qmaster」を使用できます。デ
フォルトでは、このチェックボックスは選択されています。エラーを意味しないゼロ以外の結果を返すレンダリングア
プリケーションの場合は、このチェックボックスの選択を解除してください。

 8 必要に応じて、「オプション」フィールドにコマンドラインの指示を追加します。ここに入力するテキストはコマンド
の末尾に追加されます。

 9 「コマンド」フィールドでコマンド全体を確認します。

The full command
is displayed here.

You can further customize the 
batch instructions by adding 
command-line options here. 

 10 「OK」をクリックします。
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 11 このバッチにジョブを追加するには、手順 3 ～ 10 を繰り返します。

 12 このバッチのオプションを設定するには、以下の設定を指定します：

 • 実行先：このバッチを処理するクラスタを選択します。

 • 作業ディレクトリ：必要に応じて、「作業ディレクトリ」列に作業ディレクトリ（コマンドを実行したい場所）を入
力します。

 • 優先順位：ポップアップメニューから優先順位レベルを選択します。優先順位が高いほど、ほかのバッチよりも先
に、早く処理されます。

 13 バッチを実行して処理するには、「実行」をクリックします。

重要：「汎用レンダリング」プラグインから、すべてのフレームを含む単一ファイル（QuickTime ムービーなど）に
出力する場合、クラスタの全ノードが同じファイルの書き込みを同時に試みることがあります。この問題を回避する
には、別の出力ファイルフォーマットを選択するか、別のレンダリングコマンドを使用してください。

レンダリングの詳細情報

「Apple Qmaster」の環境変数を設定する
環境変数は、コマンドが発行されるシェル内の設定で、プログラムの動作に影響を及ぼします。通常、ターミナルシェ
ルからコマンドを定期的に実行するユーザや、シェルスクリプトを記述するユーザは、環境変数に精通しています。

たとえば、環境変数 PATH は、入力されたコマンドを探す場所をシェルに伝えます。指定された PATH は、プログ
ラムを見つけるときに使われる検索パスになります。自動的に設定されますが、追加したい場合があります。たと
えば、ユーザ名が「jane」で、シェルから実行したいプログラムがディレクトリ「groupbin」（ホームディレクトリ
内）にある場合、環境変数名は PATH でその変数の値は「~jane/groupbin」になります。

特定のジョブを実行するために環境変数を設定または変更したい場合があります。「Apple Qmaster」内で環境変
数を設定した場合、新しい設定はすぐに有効になります。Apple Qmaster ジョブ用の共通ディレクトリパスやプラ
グイン固有環境変数を設定するなどの作業は、この方法で簡単に実行できます。さらに、環境変数、およびバッチ
を実際に処理する前にクラスタの各ノード上で実行するプリフライトスクリプトを使ってワークフローを効率化できま
す。プリフライトスクリプトは、ジョブのすべての分散セグメントで送信されます。

「Apple Qmaster」の環境変数を追加する／削除する
 1 環境変数を設定するコマンドを選択します。

 2 「環境を設定」ボタンをクリックします。

 3 以下のいずれかの操作を行って、プリフライトスクリプトと環境変数を追加します：

Click the Add (+) button, 
then enter a variable
name and value.
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 • 変数を追加するには：追加（＋）ボタンをクリックして、「名前」と「値」列の両方で「名称未設定の変数」を
選択して編集します。

 • 変数を削除するには：選択して、削除（–）ボタンをクリックします。

 4 「OK」をクリックします。

環境変数はすぐに有効になり、選択したコマンドでのみ保持されます。

共有ボリュームで Shake メディアファイルを管理する
プロジェクトを共有ボリュームに移動した場合、「Shake」の素材の再リンクが必要になる場合があります。これは、
ファイルの種類、プラグイン、フォント、および環境要件によって異なります。変更が必要なのは一般的に、FileIn 
と FileOut パス、および env 変数（ NR_INCLUDE_PATH および NR_FONT_PATHなど）です。 UNC は無効にし
てください。任意のホスト名が使用される場合、通常、クラスタ内のノードにはこれらのパスは解決できません。

「Shake」アプリケーション内で UNC を無効にし、「Apple Qmaster」を有効にする
 1 次の場所に移動します： ~/nreal/include/startup

 2 次の名前のファイルを作成します： qmaster.h

 3 以下を追加します：

script.uncFileNames = 0;

sys.useRenderQueue = "Qmaster";

 4 最後の行の後で、Return キーを何度か押します。

 5 作業を保存します。

Shake プラグインのダイアログ
Shake プラグインダイアログには、以下の設定があります。 

Except for Minimum, 
each setting corresponds 
to a commonly used Shake 
command or option.

 • 「Shake」フィールド：このフィールドには、コンピュータ上の「Shake」アプリケーションの場所が表示され
ます。 

 • 「スクリプト」フィールド：このフィールドには、Shake プロジェクトファイルの場所が表示されます。（このフィー
ルドを選択してからファイルを「スクリプト」フィールドにドラッグして、ファイルの場所を自動的に入力すること
もできます。）

 • スクリプトのエラーを無視：このチェックボックスを使って、「Shake」がゼロ以外の終了状況を返した場合に、
「Apple Qmaster」がスクリプトのすべてのフレームを引き続きレンダリングするべきかどうかを決定できます。
デフォルトでは、このチェックボックスは選択解除されています。 
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 • フレーム（開始、終了、ステップ数）：これらのフィールドでは、ジョブの開始フレームと終了フレームを設定し
ます。

 • フレーム（最小）：「最小」フィールドの値を変更することで、各 Apple Qmaster セグメント内の最小フレーム
数を変更できます。たとえば最小値が 10（デフォルト）の場合、「Apple Qmaster」は 100 フレームのジョブ
を 10 セグメント（各 10 フレーム）以上に分割します。最小値を 5 に変更した場合、「Apple Qmaster」は 
100 フレームのジョブを 20 セグメント以上（各 5 フレーム）に分割します。（最小値を設定する場合、セグメン
トを小さくすればするほど一度により多くのノードに分散できますが、セグメントが小さくなればなるほど、各ノー
ド上で「Shake」を開いたり閉じたりする処理が増えることを念頭に置いてください。）

 • プロキシ：4 つのデフォルトプロキシ設定は、「Shake」と「Apple Qmaster」のどちらでも同じですが、各
アプリケーション内で名前が若干異なります。以下のリストに、名前の対応を示します。イタリックの「Apple 
Qmaster」ボタン名の後に、対応する「Shake」名を示します：

 • 使用：このチェックボックスでは、プロキシ機能が有効になります。

 • P1：ベース

 • P2：P1

 • P3：P2

 • P4：P3

 • 「スケール」ポップアップメニュー：詳しくは、「Shake」のマニュアルを参照してください。

 • 「プロキシの比率」ポップアップメニュー：詳しくは、「Shake」のマニュアルを参照してください。

 • モーションブラー：モーションブラー設定を構成するためのオプションがいくつか含まれます。

 • スクリプトのデフォルト：元の Shake スクリプトからのカスタム・モーション・ブラー設定を保持します。

 • オフ：モーションブラーをオフにします。

 • オン：モーションブラーをオンにします。

 • 「シャッター」チェックボックス：詳しくは、「Shake」のマニュアルを参照してください。

 • 「シャッター」スライダとフィールド：詳しくは、「Shake」のマニュアルを参照してください。

 • モニタ：「モニタ」ポップアップメニューは、「Shake」のコマンドオプションと対応していますが、 このダイアロ
グのコンテキストについて説明がいくらか必要です。このポップアップメニューを使って、レンダリング時に各フ
レームを表示するかどうかを選択できます。レンダリング時にフレームを表示したくない場合は、「なし」を選択
します。レンダリング時にフレームを表示する場合は、「モニタ」ポップアップメニューからディスプレイ解像度オ
プションを選択して、「オプション」フィールドで FileOut ノードを指定します。例：-node nodename.（スク
リプト内の FileOut ノードが 1 つだけの場合は、指定する必要はありません。）

 • 「オプション」フィールド：ここでコマンドラインオプションを追加することで、バッチ命令をカスタマイズできます。

 • コマンド：ここに完全なコマンドが表示されます。

このダイアログのオプションについて詳しくは、「Shake」のマニュアルを参照してください。
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「汎用レンダリング」ダイアログ
「汎用レンダリング」ダイアログには、以下の設定があります。 

The full command
is displayed here.

 • 実行可能ファイル：このフィールドには、コマンドラインレンダラーへのパスが表示されます。

 • 入力：このフィールドは、必要に応じて使用できる汎用フィールドです。 

 • 項目：このフィールドは、必要に応じて使用できる汎用フィールドです。 

 • フレーム（開始、終了、ステップ数）：これらのフィールドでは、ジョブの開始フレームと終了フレームを設定しま
す。「ステップ数」フィールドについて詳しくは、「Maya」のマニュアルを参照してください。

 • フレーム（最小）：「最小」フィールドの値を変更することで、各 Apple Qmaster セグメント内の最小フレーム
数を変更できます。たとえば最小値が 10（デフォルト）の場合、「Apple Qmaster」は 100 フレームのジョブ
を 10 セグメント（各 10 フレーム）以上に分割します。最小値を 5 に変更した場合、「Apple Qmaster」は 
100 フレームのジョブを 20 セグメント以上（各 5 フレーム）に分割します。（最小値を設定する場合、セグメン
トを小さくすればするほど一度により多くのノードに分散できますが、セグメントが小さくなればなるほど、各ノー
ド上で「Shake」を開いたり閉じたりする処理が増えることを念頭に置いてください。）

 • テンプレート名：作成したコマンドテンプレートが含まれます。コマンドテンプレートを作成するには、追加（＋）
ボタンをクリックし、新しいコマンドに名前を付けてから、ダイアログでコマンド情報を入力します。

 • 形式：ポップアップメニューを使って、コマンドを追加したり、独自のコマンドを入力したりします。結果のコマン
ドは「コマンド」フィールドに表示されます。

 • 「オプション」フィールド：ここでコマンドラインオプションを追加することで、コマンド命令をカスタマイズでき
ます。

 • コマンド：ここに完全なコマンドが表示されます。
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「Mental Ray for Maya」を使う
「Mental Ray for Maya」を使うには、「オプション」フィールドに ‑r mr を追加します。「Mental Ray」レンダ
ラーを使用するには、各ノード上にライセンス取得済みの「Maya」のコピーが必要です。問題のノードのプロセッ
サが 1 つだけの場合、サテライトプロセッサの数は「Apple Qmaster」には適用されません。

別のオプションは、 ‑rtです。これは、レンダリングスレッドの数を指定します。デフォルトでは、レンダリングスレッ
ドの数は 2 です。クラスタ内のコンピュータの種類に応じて、この値を変更したい場合があります。同種クラスタ環
境では、この値を 4 に変更します。各ノードのプロセッサ数が 4 個で、一部の「Maya」操作はスレッド数が多い
ほど高速になるためです。このオプションは、クラスタ内のすべてのノードに渡されます。このため、ノードによって
プロセッサの数が異なる場合は、使用するスレッドの数に注意する必要があります。スレッドが多すぎると、これら
のノードでパフォーマンスが低下する可能性があります。

ノードが使用するスレッドの数を選択的に有効にしたい場合は、ラッパーを使う必要があります。

Maya プラグインの警告に注意を払うよう「Apple Qmaster」を強制する
 m 次のファイルを削除するか、名前を変更します：/ライブラリ /Application\ Support/Apple\ Qmaster

/MayaCommandPlugin.commandPlugin/Contents/Resources/mayascript

「Apple Qmaster」を使って UNIX コマンドを実行する
「Apple Qmaster」を使って、コマンドラインから操作可能な任意のアプリケーションを含む、任意の UNIX コマ
ンドを分散処理できます。「Apple Qmaster」にはコマンドを発行する便利な方法があり、コマンドの大域的部分
のインターフェイスを提供することにより、入力量が減少します。

「Apple Qmaster」を使って UNIX コマンドのバッチを分散する
 1 「Compressor」で、「Apple Qmaster」＞「レンダリングジョブを作成」と選択します。

 2 「Apple Qmaster」ウインドウで、「バッチ名」フィールドにバッチの名前を入力します。

（この名前が「Share Monitor」に表示されます。）

 3 「コマンド」ポップアップメニューから「シェル」を選択します。 

Choose Shell from
this pop-up menu.

 4 バッチに追加したいジョブごとに、追加（＋）ボタンをクリックして、「コマンド」列に UNIX コマンドを入力します。
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たとえば、UNIX コマンドで、アプリケーション、出力先、2 つのコマンドラインオプションを指定できます。 

Type the command in
the Command column.

参考：このバッチからジョブを削除する必要がある場合は（バッチを実行する前に）、削除したいジョブを選択して、
削除（－）ボタンをクリックします。

 5 このバッチのオプションを設定するには、以下の設定を指定します：

 • 実行先：このバッチを処理するクラスタを選択します。

 • 作業ディレクトリ：必要に応じて、作業ディレクトリ（コマンドを実行したい場所）を入力します。

 • 優先順位：ポップアップメニューから優先順位レベルを選択します。優先順位が高いほど、ほかのバッチよりも先
に、早く処理されます。

 • 遅延：このバッチが処理されるまでの待機時間を指定します。

 6 「実行」をクリックします。

ジョブのセグメント化と 2 パスまたはマルチパスエンコーディング
2 パスモードまたはマルチパスモードを選択し、分散処理を有効にしている場合、処理速度の向上か、可能な限り
最高の品質かを選択する必要があります。

Apple Qmaster 分散処理システムは、作業を複数の処理ノード（コンピュータ）に分散することによって処理の速
度を速めます。これを行う方法の 1 つとして、1 つのジョブのフレーム総数を小さいセグメントに分割する方法があ
ります。処理を行うコンピュータはそれぞれ、異なるセグメントに対して作業を行います。ノードは並行して作業を行
うため、ジョブは、1 台のコンピュータの場合よりも早く終了します。ただし、2 パス VBR（可変ビットレート）エン
コーディングおよびマルチパスエンコーディングでは各セグメントが個別に処理されるので、どのセグメントも最初
のパスで割り当てられるビットレートには、ほかのコンピュータで処理されたセグメントの情報は含まれません。ソー
スメディアファイルで複雑なシーンが不均等に配分されている（たとえば、ほとんど動きのない素材のセグメントと
動きの多いセグメントが混在している）場合、ジョブをセグメント化すると品質が不均等になることがあります。マ
ルチパスエンコーディングは、すべてのパスが同じコンピュータ上で実行される場合にのみ完全に最適化できます。

参考：「ジョブのセグメント化を許可」チェックボックスは、個々のジョブ（ソースファイル）のセグメント化にのみ
影響します。複数のジョブでバッチを実行する場合、分散処理システムは、ジョブのセグメント化がオフであっても、
引き続きジョブを分散して（セグメント化せずに）処理時間を短縮します。

可変ビットレート（VBR）エンコーディングについて詳しくは、87 ページの「MPEG-2 の「エンコーダ」パネル」
を参照してください。Apple Qmaster 分散処理システムについて詳しくは、203 ページの「分散処理の概要」を
参照してください。
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例：「汎用レンダリング」コマンドで After E∂ects バッチを実行する
以下のテンプレートは、はじめて「汎用レンダリング」プラグインを使って After E∂ects プロジェクトのレンダリン
グを実行する場合に役立ちます：

[EXECUTABLE] ‑project [INPUT] ‑comp "Comp 1" ‑RStemplate "Multi‑Machine Settings" 
‑OMtemplate "Multi‑Machine Sequence" ‑s [START FRAME] ‑e [END FRAME]‑output 
[ITEM]/test[####].psd

説明：

[EXECUTABLE] = /Applications/Adobe\ After\ Effects\ 6.5/aerender

[INPUT] = /Volumes/Media/Projects/AEProjs/Wine_Country/QMproject.aep

[START FRAME] = 0

[END FRAME] = 544

[STEPS] = Not Used

[ITEM] = /Volumes/Media/Projects/AEProjs/Wine_Country/output

上記の例では、「Comp 1」は After E∂ects プロジェクト内の合成の名前、「test[####].psd」は、出力ファイ
ル名です。出力がレンダリングされる前にテンプレートの「項目」フィールドで出力ファイル名を選択することはで
きないため、最初に出力ディレクトリを選択してから、「項目」フィールドにファイル名を追加してください。

参考：この例では、 /Volumes/Media/Projects/ は共有ボリュームです。共有ボリュームを使用しないコン
ピュータ上でプロジェクトを作成した場合は、プロジェクトを共有ボリュームにコピーして、「After E∂ects」を開い
てから、リンクが失われているメディアを再リンクしてください。

以下に、「汎用レンダリング」プラグインを使って「After E∂ects」プロジェクトをレンダリングする際のヒントを示
します：

 • 「After E∂ects」はマルチプロセッサシステムを効果的に活用しますが、プロセッサ非依存のプロジェクトでは、
各ノードで 2 つのレンダリングサービスを使用する方が良好な結果が得られます。

 • 「After E∂ects」のカスタムテンプレート情報は、「ユーザ /ユーザ名 /ライブラリ /Preferences/Adobe After 
E∂ects 6.5/Prefs/」に保存されます。Apple Qmaster クラスタ内でカスタムのレンダリング設定および出力モ
ジュールテンプレートを使用する場合は、クラスタ内の各ノードの同じ場所にこのファイルをコピーします。次に、 
‑RStemplate または ‑OMtemplate オプションを使ってテンプレートを指定できます。

参考：より新しいバージョンの「After E∂ects」を使用する場合は、Adobe のマニュアルで環境設定のパスを
確認してください。 

上記の例には、「After E∂ects」に付属のテンプレートへの追加事項が多数含まれます。分散環境で After E∂ects 
プロジェクトをレンダリングするには、イメージシーケンスをレンダリングする必要があります。ユーザ固有のセクショ
ンは、毎回編集する必要があります。これには、合成名（Comp 1）、出力ファイル名（test[####].psd）、およ
び必要に応じて出力モジュールとレンダリング設定が含まれます。 

「After E∂ects」が提供するレンダリング設定および出力モジュール用のテンプレートは、この環境に特に適してい
ます。必要に応じて、「After E∂ects」のカスタムのレンダリングおよび出力テンプレートを使用できますが、出力
はイメージシーケンスにする必要があります。

実行前に「通知」と「環境を設定」を使用することもできます。通知は、電子メールで行われます。メールアドレ
スと SMTP サーバを入力すると、バッチの完了およびその状況に関する通知が行われます。バッチごとに変数を定
義する場合は、「環境を設定」を使用します。詳しくは、229 ページの「「Apple Qmaster」の環境変数を設定す
る」を参照してください。

参考：現在、「Apple Qmaster」は、認証を必要とする SMTP サーバをサポートしていません。
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「Apple Qmaster」ウインドウ

「Apple Qmaster」ウインドウ
「Apple Qmaster」ウインドウを使って、「Compressor」、「Maya」、「Shake」などのアプリケーションから分散
処理ジョブやバッチを実行します。

Submit To 
pop-up menu

Command and Priority 
pop-up menus

Batch table

Batch name Toolbar buttons

ツールバー
「Apple Qmaster」のツールバーには、以下のボタンがあります。

 • 履歴：「履歴」パネルが開きます。コンピュータから実行されたバッチのすべての日付と名前の完全なログを表
示したり、すべての処理中バッチの現在の状況を確認したりできます。「進行状況」列は、5 秒ごとに更新され
ます。

さらに、以前に実行されたバッチを「Apple Qmaster」ウインドウ内のバッチリストにドラッグすることで、それ
らのコピーを作成中のバッチに追加できます。ジョブまたはバッチを「Apple Qmaster」内の「履歴」パネル
からドラッグするには、ジョブまたはバッチの最初の列を選択してドラッグしてください。 

 • 環境を設定：ダイアログが開き、環境変数やプリフライトスクリプトを追加できます。

 • 通知：ダイアログが開き、バッチの状態（完了またはエラー）を送信できるメールアドレスを設定（またはリセッ
ト）できます。現在、「Apple Qmaster」は、認証を必要とする SMTP サーバをサポートしていません。

 • Share Monitor：「Share Monitor」が開き、すべての処理中バッチの状況を確認できます。
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「バッチ」テーブル列
「バッチ」テーブルには、バッチ内の個々のジョブが一覧表示されます。 

 • タイプ：Shake、Maya、汎用レンダリング、シェル（UNIX）の 4 つのジョブタイプのいずれか。

 • コマンド：ジョブの実際のコマンド。

 • 作業ディレクトリ：コマンドを実行したいディレクトリ（必要に応じて）。

その他の設定
「Apple Qmaster」ウインドウには、ジョブやバッチを作成および実行するための重要な要素がほかにもあります。

 • バッチ名：このフィールドにバッチの名前を入力します。（この名前が「Share Monitor」に表示されます。）

 • 実行先：このポップアップメニューを使って使用可能なクラスタを選択し、現在のバッチを処理します。

 • コマンド：このポップアップメニューを使って、コマンドを作成します。 

次のいずれかのジョブタイプを選択できます。

 • 汎用レンダリング：詳しくは、227 ページの「「Apple Qmaster」で「汎用レンダリング」コマンドを使って
ファイルのバッチを実行する」を参照してください。

 • Maya：詳しくは、226 ページの「「Apple Qmaster」を使って Maya ファイルのバッチを実行する」を参
照してください。

 • Shake：詳しくは、223 ページの「「Apple Qmaster」を使って Shake ファイルのバッチを実行する」を参
照してください。

 • シェル：詳しくは、233 ページの「「Apple Qmaster」を使って UNIX コマンドを実行する」を参照してくだ
さい。

 • 追加（+）ボタン：「バッチ」テーブルにジョブ（および選択したジョブタイプ）を追加するときは、このボタンを
クリックします。これは、類似したジョブを実行する場合に非常に便利です。同じジョブのコピーを追加してから、
必要に応じて「Apple Qmaster」内で値を編集します。

Add button
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 • 削除（–）ボタン：「バッチ」テーブルから選択したジョブを削除するときは、このボタンをクリックします。

Remove button

 • 複製ボタン：「バッチ」テーブル内で選択したジョブを複製するときは、このボタンをクリックします。

Duplicate button

 • ジョブをリスト順に処理：バッチリストに表示される順番通りにジョブを実行する場合に、このチェックボックスを
選択します。

 • 優先順位：ほかのバッチに対してあるバッチの優先順位（重要性）を設定するときは、このポップアップメニュー
を使用します。デフォルトは「中」です。優先順位の高いバッチは、中程度や低い優先順位のバッチの前に処理
されます。

 • 遅延：バッチ内のジョブの遅延を時間単位（左のフィールド）または分単位（右のフィールド）で設定するとき
は、これらのフィールドに値を入力します。矢印をクリックして、1 時間ずつ（時間のフィールドがアクティブな場
合）または 5 分ずつ（分のフィールドがアクティブな場合）、値を変更します。

 • 実行：「Apple Qmaster」ウインドウで設定したパラメータを使ってバッチを処理するときに、このボタンをク
リックします。
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「Apple Qmaster 共有」ウインドウ

「Apple Qmaster 共有」ウインドウの「設定」パネル
「Apple Qmaster 共有」ウインドウ内の「設定」パネルを使って、分散処理システムの設定ができます。

共有の設定
 • このコンピュータを共有：以下の 3 つのオプションのいずれかを使って、このコンピュータを共有する場合に選択
します。このコンピュータを共有しない場合は、このオプションの選択を解除してください。 

 • サービス付きの QuickCluster として：非管理サービスによる「インスタント」クラスタを作成するには、こ
のオプションを選択します。詳細については、210 ページの「QuickCluster を使ってクラスタコントローラを
設定する」を参照してください。

 • サービスおよびクラスタコントローラとして：「Apple Qadministrator」でのクラスタ構築時にこのコンピュー
タをクラスタコントローラとして定義する場合に選択します。詳細については、244 ページの「クラスタを作成
する／変更する」を参照してください。 

 • サービスのみとして：このコンピュータをサービスノードのみにするには、このオプションを選択します。サービ
スノードはバッチ処理を実行します。サービスノードは、「このコンピュータプラス」クラスタ、QuickCluster、
管理対象クラスタに含めることができます。詳細については、214 ページの「管理サービスや非管理サービス
を有効にする」を参照してください。

サービスの設定
 • レンダリング：「レンダリング」サービスを有効／無効にする場合にこのチェックボックスを使います。「オプション」
ボタンをクリックすると、ダイアログが開き、処理サービスのインスタンス数を調整できます。詳しくは、216 ペー
ジの「マルチコアコンピュータを最大限に活用するためにバーチャルクラスタを使う」を参照してください。 

 • Compressor：「Compressor」サービスを有効／無効にする場合にこのチェックボックスを使います。「オプ
ション」ボタンをクリックすると、ダイアログが開き、処理サービスのインスタンス数を調整できます。詳しくは、
216 ページの「マルチコアコンピュータを最大限に活用するためにバーチャルクラスタを使う」を参照してくだ
さい。

 • これらのサービスを管理対象クラスタ内でのみ使用することを要求：このチェックボックスを使用して、共有サー
ビスを管理または非管理（デフォルト）にします。詳しくは、214 ページの「管理サービスや非管理サービスを
有効にする」を参照してください。
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QuickCluster の設定
 • この QuickCluster の識別名：QuickCluster の名前を変更するには、このフィールドを使用します。この名
前は、必要に応じて意味のある名前に変更できます。Apple Qmaster 分散処理システム内でこのコンピュータ
を識別するために使用される名前、および「Compressor」の「クラスタ」ポップアップメニューや「Apple 
Qmaster」の「実行先」ポップアップメニューに表示される名前です。 

QuickCluster の詳細については、210 ページの「QuickCluster を使ってクラスタコントローラを設定する」を
参照してください。

 • ほかのコンピュータからの非管理サービスを含める：この QuickCluster で、ネットワーク上の使用可能な非管
理コンピュータを自動的に分散処理に使用する場合に選択します。詳細については、214 ページの「管理サービ
スや非管理サービスを有効にする」を参照してください。

セキュリティの設定
 • パスワードを要求：特定のサービスノードまたはクラスタコントローラをクラスタに含めることのできるユーザを
制限したい場合は、このチェックボックスを選択して、表示されるダイアログにパスワードを入力します。詳細に
ついては、217 ページの「コンピュータをクラスタに入れるためのサービスパスワードを設定する」を参照してく
ださい。

「Apple Qmaster 共有」ウインドウの「詳細」パネル
「Apple Qmaster 共有」ウインドウ内の「詳細」パネルを使って、分散処理システムのさらに詳しい設定ができ
ます。

サービスの詳細設定
サービスの再起動と使用可能状態のスケジューリングに使用します。

 • 24時間ごとにすべてのサービスを再起動：このチェックボックスを選択すると、頑健な分散処理システムが保証
されます。定期的にサービスをリフレッシュすることで、バーチャルメモリのサイズが大きくなることと他社製ソフ
トウェアでのメモリリークを防ぎます。

 • 非管理サービスのスケジュールを設定：非管理サービスを有効にした場合、カレンダーダイアログを開いて、分
散処理システムでサービスが使用可能になる状況のスケジュールを設定できます。カレンダーインターフェイスの
使用については、215 ページの「サービスの使用可能状態のスケジュールを設定する」を参照してください。
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共有クラスタストレージ
このコンピュータのクラスタコントローラで使用するスクラッチストレージの構成に使用します。クラスタストレージの
詳細については、218 ページの「クラスタストレージを使う」を参照してください。

 • ファイルを削除するまでの日数：自動消去する前に、クラスタの保存場所に一時処理ファイルを置いておく日数を
入力します。トランスコードセッションが 7 日以上かかることが予想される場合は、この値を調整する必要があり
ます。

 • ストレージの場所：一時的なクラスタストレージの場所を表示します。クラスタの一時処理ファイルを保存する場
所を変更するには、「設定」をクリックして新しいローカルフォルダを選択します。 

ネットワーク
ネットワークの設定に使用します。

 • Bonjour による検出を許可：デフォルトでは、このチェックボックスは選択されており、Apple Qmaster 分散
処理システムが Bonjour ネットワーキングテクノロジーを使用できるようになっています。このチェックボックス
を選択解除して、セキュリティを強化することもできます。これにより、Bonjour ネットワーク上でコンピュータ
が検出されなくなります。この機能には Mac OS X v10.7.5 以降が必要です。

 • 使用するネットワークインターフェイス：分散処理を特定のネットワーク・インターフェイス・カードに制限したい
場合、ポップアップメニューからこのオプションを選択します。サービス・ノード・コンピュータで制限する場合は、
「Compressor」のジョブとバッチの実行には別のコンピュータを使用します。

 • 有効にするポート範囲の開始番号：「有効にするポート範囲の開始番号」チェックボックスとテキストフィールドで、
「Apple Qmaster」がサービスアドバタイズに使用するポートを定義できます。詳しくは、218 ページの「クラ
スタストレージを使う」を参照してください。

エクストラ
その他の設定に使用します。

 • サービスの動作状態をファイルに記録：このチェックボックスを選択すると、動作状態のログが作成され、コン
ピュータ上の「Apple Qmaster」の動作に応じてアップデートされます。ログは、「/ライブラリ /Application 
Support/Apple Qmaster/Logs」に格納されます。この機能をオフにするには、チェックボックスの選択を解
除します。

参考：このログ情報には、「Apple Qadministrator」の「ログ」ボタンをクリックするか、「Share Monitor」
の「情報を表示」ウインドウの「ログを表示」をクリックして、アクセスすることもできます。

 • 最大アクティブターゲット数：デフォルトでは、1 つのクラスタは一度に 40 ターゲットまで処理できます。2 つ以
上のジョブの間に同時に処理されるターゲットの最大数を変更するには、1 から 999 の数字を入力します。

 • このコンピュータの Apple Qadministrator での識別名：デフォルトでは、コンピュータはネットワーク上で
コンピュータ名（「システム環境設定」の「共有」で入力した名前）によって認識されます。これは「Apple 
Qadministrator」でコンピュータを識別するための名前なので、必要であればもっと分かりやすいものに変更す
ることもできます。管理クラスタコントローラを設定する場合、この名前は「Apple Qadministrator」の「コ
ントローラ」ポップアップメニューに表示されます。
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「Apple Qmaster」の環境設定を設定する
「Apple Qmaster」の「環境設定」ウインドウを使って、リモートコンピュータに関連した「Apple Qmaster」の
動作を調整できます。 

 リモートサービスのホストコンピュータの IP アドレスまたは範囲を入力する
 1 「Apple Qmaster」＞「環境設定」と選択します。

 2 追加（＋）ボタンをクリックします。

 3 表示されるダイアログで、以下のいずれかを実行します：

 • 「ホスト」を選択し、「ホスト名」および「IP アドレス」フィールドに入力して、「ホストを追加」をクリックします。

 • 「ホスト IP アドレスの範囲」を選択し、範囲のフィールドを入力して、「範囲を追加」をクリックします。

 4 「環境設定」ウインドウで、「適用」をクリックします。
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「Apple Qadministrator」とは
Apple Qadministrator アプリケーションは、「Apple Qmaster」で構築された分散処理システムを管理するた
めに使用されます。Apple Qadministrator アプリケーションを使って、Apple Qmaster クラスタを手動で作成
／変更できます。「Apple Qadministrator」は、管理するクラスタと同じネットワーク上にあるすべてのコンピュー
タで使用できます。

参考：ほとんどのユーザには、「このコンピュータプラス」や QuickCluster を使う代わりに、「Apple 
Qadministrator」でクラスタの作成や管理を行う必要はありません。

Drag available service nodes 
to assign them to a cluster.

「Apple Qadministrator」を開く
「Apple Qadministrator」は「Compressor」から開きます。

「Apple Qadministrator」ウインドウを開く
 m 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「クラスタを管理」と選択します。

Apple Qadministrator を使ってクラス
タを作成する／変更する
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「Apple Qadministrator」ウインドウが開きます。選択中のクラスタにパスワードが作成されていた場合、ロックボ
タンをクリックして表示されるダイアログでパスワードを入力するまで、クラスタを表示したり修正したりできません。

クラスタを作成する／変更する
「Apple Qmaster」で構成した管理サービスノードまたはクラスタコントローラは、「Apple Qadministrator」で
見ることができます。次の手順は、「Apple Qadministrator」を使って Apple Qmaster クラスタを手動で作成
／変更することです。 

「Apple Qadministrator」では 2 つの基本的なステップで管理クラスタを作成できます。まず新しいクラスタを作
成してクラスタコントローラを選択してから、クラスタにサービスノードを追加します。クラスタを構成すると、「Apple 
Qadministrator」を使ってクラスタ内のコンピュータ上の処理サービスを無効にしたり再度有効にしたり、クラス
タにサービスノードを追加したり、クラスタからサービスノードを削除したりできます。 

クラスタ内のクラスタコントローラを変更したい場合は、クラスタを削除してから、新しいクラスタコントローラで再
作成する必要があります。

参考：「Apple Qadministrator」と QuickCluster が同じコンピュータ上にある場合を除いて、QuickCluster を
「Apple Qadministrator」で見ることはできません。「Apple Qadministrator」で変更および削除できるのは、
管理対象クラスタ（「Apple Qmaster」で作成されたクラスタ）のみです。QuickCluster は、「Compressor」の
「Apple Qmaster 共有」ウインドウで変更する必要があります。詳細については、209 ページの「サービスノー
ドとクラスタコントローラの作成の概要」を参照してください。

新しいクラスタを作成する

 1 「Compressor」で「Apple Qmaster」＞「クラスタを管理」と選択します。

 2 「Apple Qadministrator」ウインドウで、追加（＋）ボタンをクリックし、「名称未設定のクラスタ」を選択して
その名前を変更します。 
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作成したクラスタ名は、「Compressor」のクラスタ・ポップアップ・メニュー、「Share Monitor」、「Apple 
Qmaster」、「Final Cut Pro」、「Motion」にも表示されます。

Click the Add button...

... then rename the 
Untitled Cluster.

 3 「コントローラ」ポップアップメニューで、ネットワークで使用可能なクラスタコントローラを選択します。

Use this pop-up
menu to choose
a cluster controller.

参考：「Apple Qmaster 共有」ウインドウでクラスタコントローラにパスワードを作成している場合、パスワード認
証ウインドウが表示されます。

 4 クラスタパスワードを作成したい場合は、「セキュリティ」タブをクリックして、パスワードを選択および入力できます。

 • 管理者パスワード：このパスワードを作成すると、管理者がこのクラスタを修正し、クラスタのバッチを「Share 
Monitor」でモニタリングする際にパスワードが必要になります。

 • ユーザパスワード：このパスワードを作成すると、ユーザがこのクラスタでバッチを実行し、それらのバッチを
「Share Monitor」でモニタリングする際にパスワードが必要になります。

クラスタにサービスノードを追加する

 1 「Apple Qadministrator」ウインドウに Qmaster サービスブラウザが表示されていない場合、開閉用三角ボタ
ンをクリックして表示します。

Click this disclosure triangle 
to see available nodes.

 2 サービスノードを新しいクラスタに追加するには、ウインドウの下にある Qmaster サービス・ブラウザ・リストか
ら、クラスタのサービス・ノード・リストにドラッグします。

閉じたカギのアイコンがコンピュータ名の隣に表示される場合、カギをクリックして「Compressor」の「Apple 
Qmaster 共有」ウインドウでコンピュータに割り当てたパスワードを入力します。パスワードを入力できないと、サー
ビスノードをクラスタにドラッグできません。
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すでにほかのクラスタに割り当てられたサービスノードは表示されません。

Clicking this disclosure triangle 
displays each instance of the 
services set in the Apple Qmaster 
Sharing window for this node.

Drag nodes to this list from 
the Service Browser list.

参考：「名前」列の一番上に表示されるコンピュータ名は、設定に応じて次の 3 種類の形式で表示されます：コン
ピュータ名（たとえば、TL’s Machine）、Apple ネットワーキング名（たとえば、TL’s-Machine.local）、また
はコンピュータのネットワークアドレス（たとえば、02030b-dhcp45.company.com）。

 3 サービスノードを追加し終えたら、「適用」をクリックします。

クラスタがバッチを処理できる状態になりました。

参考：「Apple Qadministrator」で非管理サービスのクラスタを作成できますが、クラスタを有効にするには、
「Apple Qmaster」、「Compressor」、「Share Monitor」で表示できるクラスタに関する管理サービスが少なく
とも 1 つは必要です。

クラスタを変更する

 1 「Apple Qadministrator」ウインドウの左側の「クラスタ」リストで、変更したいクラスタを選択します。

クラスタのサービスノード（「サービス」タブにあります）リストにまだ個々のサービスが表示されていない場合は、
「名前」列の開閉用三角ボタンをクリックします。

必要に応じて以下の操作を行います：

 • クラスタ内のコンピュータ上の処理サービスを一時的にオフにするには：そのサービスノードの「アクティブ」
チェックボックスの選択を解除します。
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 • クラスタからサービスノードを削除するには：コンピュータを選択して、「Apple Qadministrator」ウインドウ
の下部にある Qmaster サービス・ブラウザ・リストにドラッグして戻します。

To remove nodes from 
a cluster, drag them to the 
Qmaster Service Browser.

 • クラスタにサービスノードを追加するには：ウインドウの下部にある Qmaster サービス・ブラウザ・リストから
サービス・ノード・リストにサービスノードをドラッグします。

 2 「適用」をクリックします。

参考：クラスタ内のコンピュータ上のサービスノードまたはクラスタ制御サービスをオフにする方法については、
217 ページの「クラスタ・コントローラ・サービスをオンにする／オフにする」を参照してください。

クラスタの名前を変更する

 1 「Apple Qadministrator」ウインドウの左側の「クラスタ」リストで、クラスタ名をダブルクリックします。

 2 新しい名前を入力して、Return キーを押します。

クラスタを削除する

 1 「Apple Qadministrator」ウインドウの左側の「クラスタ」リストで、削除したいクラスタを選択します。

 2 削除（–）ボタンをクリックします。

クラスタの動作をモニタリングする
「Apple Qadministrator」を使ってクラスタ内の各ノードの詳細（プロセッサ使用状況、どのバッチが処理中か、
ディスク領域使用状況、データアクティビティなど）を調べることで、クラスタ内で何が起きているかを確認できます。

選択したサービスまたはクラスタのログ情報を表示することもできます。これらの情報は、分散処理の問題を解決す
るのに役立ち、ファイルに保存して XML ツールや UNIX スクリプトで処理することもできます。

クラスタの動作を表示する

 1 「Apple Qadministrator」ウインドウの左側の「クラスタ」リストで、調べたいクラスタを選択します。

 2 クラスタのサービス・ノード・リスト（「サービス」タブにあります）でノードを選択します。

 3 「クラスタ」リストの下部近くで「情報」（i）ボタンをクリックします。

 4 表示されるウインドウで、「CPU」、「メモリ」、「ボリューム情報」、および「I/O の動作状況」タブをクリックすると、
選択したノードのさまざまな詳細が表示されます。
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ログ情報を表示する／コピーする

 1 「クラスタ」リストで、ログを表示したいサービスまたはクラスタを選択します。

 2 「クラスタ」リストの下部近くで「ログ」ボタンをクリックします。

新しいウインドウが開いて、選択したサービスまたはクラスタのログ情報が表示されます。ログファイルは、ウイン
ドウを閉じると削除されます。

「Apple Qadministrator」の環境設定を設定する
「Apple Qadministrator」環境設定は、特定のクラスタに適用され、さらにワイド・エリア・ネットワーク経由で
使用する「Apple Qadministrator」にも適用されます。

クラスタの環境設定またはワイド・エリア・ネットワーク経由で使用する「Apple Qadministrator」の環境設定
を設定する

 1 「Apple Qadministrator」を開きます。

 2 ウインドウの左側にある「クラスタ」リストで、環境設定を設定したいクラスタを選択します。

 3 「環境設定」タブをクリックします。

 4 「Apple Qadministrator」でキュー環境設定を構成するには、以下のいずれかの設定を指定します：

 • キューの最大ジョブ数：このクラスタで一度にキューに入れることができる最大バッチ数を入力します。最大数に
達すると、キューに空きができるまで、クラスタは新しいバッチを受け付けません。

 • ジョブ履歴を残す：「Share Monitor」の履歴テーブルにバッチをどのくらいの期間残しておくかを設定します。

 • サービス停止をメールで通知するまでの時間：サービスが利用できなくなってからクラスタコントローラが警告
メッセージを管理者に送信するまでの時間を設定します。

 • 状況の間隔：このクラスタの状況情報をどのくらいの頻度で生成して「Share Monitor」に送信するかを設定
します。

 5 クラスタコントローラから管理者にサービス障害警告が送信されるように設定するには、以下の設定を指定します：

 • 管理者のメール：管理者のメールアドレスを入力します。

 • メールサーバを使用して送信：管理者のメールサーバを入力します。

 • ドメイン：クラスタコントローラのドメインを入力します。

参考：Apple Qmaster 分散処理システムでは現在、認証を必要とする SMTP サーバをサポートしていません。
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リモートコンピュータの IP アドレスまたは範囲を入力する
「Apple Qadministrator」のワイド・エリア・ネットワーク環境設定には、リモートコンピュータの IP アドレスが
必要です。

 1 「Apple Qadministrator」＞「環境設定」と選択するか、または Command ＋カンマ（,）キーを押します。

「環境設定」ウインドウが開いて、リモート・ホスト・コンピュータの情報が表示されます。

 2 追加（＋）ボタンをクリックします。

ホスト・アドレス・ダイアログ（リモートコンピュータの IP アドレスまたは範囲を入力するために使用されます）が
表示されます。

 3 ホスト・アドレス・ダイアログで以下のいずれかを実行します：

 • 特定のコンピュータの IP アドレスを入力するには：「ホスト」を選択し、「ホスト名」および「IP アドレス」フィー
ルドに入力して、「ホストを追加」をクリックします。

 • IP アドレスの範囲を入力するには：「ホスト IP アドレスの範囲」を選択し、範囲のフィールドを入力して、「範囲
を追加」をクリックします。

ホストまたはホスト範囲が、「環境設定」メインウインドウの「ホスト」テーブルに表示されます。

 4 IP アドレスの追加または削除が完了したら、「環境設定」ウインドウで「OK」をクリックします。
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Compressor のキーボードショートカット
キーボードショートカットを使うと、「Compressor」の多くのタスクをすばやく実行できます。キーボードショート
カットを使うには、ショートカットのすべてのキーを同時に押してください。一般的なコマンドのショートカットを下の
表に示します。 

「Compressor」の一般的なキーボードショートカット

操作 ショートカット

「履歴」ウインドウを前面に移動します Command ＋ 1

「プレビュー」ウインドウを前面に移動します Command ＋ 2

「設定」タブを前面に移動します Command ＋ 3

「書き出し先」タブを前面に移動します Command ＋ 4

現在のウインドウを閉じます Command ＋ Shift ＋ W

「バッチ」ウインドウのツールバーを表示します／隠します Command ＋ Option ＋ T

元のウインドウレイアウトに戻します Shift ＋ Control ＋ U

「Compressor」の「環境設定」ウインドウを開きます Command ＋カンマ（,）

新しいバッチを作成します（無効にされていない限り、バッチ・
テンプレート・セレクタが表示されます） 

Command ＋ N

新しいバッチを作成します（無効にされている場合でも、バッチ・
テンプレート・セレクタが表示されます） 

Command ＋ Shift ＋ N

現在のバッチを保存します Command ＋ S

現在のバッチを新しいバッチとして保存します Command ＋ Shift ＋ S

保存されているバッチを開きます Command ＋ O

現在のバッチタブを閉じます Command ＋ W

現在のバッチを新しいテンプレートとして保存します Command ＋ Option ＋ S

ソース素材を読み込んで、バッチに新しいジョブを作成します Command ＋ I

現在のジョブのソースを置き換えるダイアログを開きます Command ＋ Shift ＋ I

バッチに新しいサラウンド・サウンド・グループ・ジョブを作成し
ます

Command ＋ Control ＋ I

バッチ内に新しいイメージ・シーケンス・ジョブを作成します Command ＋ Option ＋ I

開いたドロップレットからバッチを実行します Return キーを押します

「バッチ」ウインドウ、「プレビュー」ウインドウ、または「書き
出し先」タブから、選択した項目を削除します 

Delete キーを押します

「バッチ」ウインドウ、「書き出し先」タブ、「設定」タブ、および
「フィルタ」パネルのリスト項目を上に移動します 

上向き矢印キーを押します

「バッチ」ウインドウ、「書き出し先」タブ、「設定」タブ、および
「フィルタ」パネルのリスト項目を下に移動します 

下向き矢印キーを押します

キーボードショートカット
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操作 ショートカット

すべてのパネルを対象に次のフィールドに移動します Tab キーを押します

「クラスタのストレージをマウント」ダイアログを開きます Command ＋ Shift ＋ M

「Compressor」のヘルプを開きます Command ＋ Shift ＋スラッシュ（/）

「プレビュー」ウインドウのキーボードショートカット

操作 ショートカット

高速巻き戻しを開始します J

高速先送りを開始します L

前のフレームに移動します 左向き矢印キーを押します 

次のフレームに移動します 右向き矢印キーを押します 

クリップ再生を開始／停止します スペースバーを押します

現在のフレームでマーカーを追加／削除します M

再生ヘッドがマーカー上にある場合に、マーカーを編集するため
のダイアログを開きます 

Command ＋ E

イン点をマークします I

アウト点をマークします O
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