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1: ビデオをいめる
ビデオは、ソフトウェアとがにしているなソリューションのいでは、フロントとセンターです。
このをするには、まずビデオをうのさまざまなをしておくがあります。

からキャプチャされたのは、、コーデックをしてエンコードされます。このアルゴリズムは
、このデータをでするアルゴリズムであり、くののためにをにします。

•

のために、アルゴリズムがされる。データは、デバイスえば、モニタにされるのとなるよう
にされる。

•

ととので、されたデータはのためにパッケージされ、なるタイプのトラックをのファイルに
すること、またはコンテンツをのさなセグメントにすることをむことができる。

•

ビデオは、ネットワークインフラストラクチャからのライブのフィードバックやレベルのを
む、HTTPでファイルのダウンロードのようになまたはかなりになるがをして、エンドユー
ザーのデバイスにされます。

•

プレミアムコンテンツは、パッケージするにされ、にキーのセキュリティをし、キャプチャ
をにするDRMテクノロジをしたプレーヤーでのみできます。

•

なはらかににですが、やテキストもメディアプレゼンテーションでなをたし、いがコンテンツに
アクセスできるようにするをします。ほとんどのワークフローでは、オーディオトラックとテキ
ストトラックは、じにってエンコードされ、デコードされ、パッケージされ、されるビデオトラ
ックとのでされます。

これらすべてのなどは、なではをつけなければならず、エンドユーザーにとってなをするがあり
ます。

Examples

スタンドアロンメディアファイルについて

ここでされているサンプルコンテンツは、Blender FoundationのTears of Steelです。には、「HD 

720p365MB、mov、2.0」のダウンロードをします。これは「mov」でわり、のメディアプレーヤ
ーでされるのファイルです。

ダウンロードページには、々のSRTファイルのダウンロードとしてがされています。このサンプ
ルコンテンツでは、じファイルににされるはありません。したがって、はこののになります。

さまざまなメディアファイルをにするには、ツール/ライブラリMediaInfoをします。ここにした
はGUIをシンプルさのためにしていますが、すべてのはMediaInfo APIでもできます。

このファイルをMediaInfo GUIでき、ツリービューにりえると、、ビデオ、およびオーディオの
3つのセクションがされます。のファイルにはファイルにするがまれていますが、りの2つはそれ
ぞれこのファイルにあるメディアトラックをしています。のセクションでものいをべてみましょ
う。

https://riptutorial.com/ja/home 2

https://mediaarea.net


のなパラメータは、 フォーマットとフォーマットのプロファイルです。は、 パッケージングが
MPEG-4スイートからのものであることをしています。 MPEG-4は、 ISOベースメディアファイ
ルフォーマットとMP4パッケージフォーマットをしています 。さらに、アップルはMediaInfoで "
QuickTime"プロファイルというののをしています。

MP4とMPEG-4をしないようしてください。は、MPEG-4スイートののパッケージフ
ォーマットをし、ビデオとオーディオコーデックもまれています。これはをくがあり
ますので、なのものをするは、MPEG-4というをしないでください。

MPEG-4ファミリでされているISOベースメディアファイルフォーマットにづくすべてのパッケー
ジングフォーマットはにており、くのじツールでできますが、そのいはにであることがいカスタ
ムベンダーですされる。したがって、サンプルビデオはすべてののビデオプレーヤーとのがいと
できます。

ビデオ
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ビデオトラックにするもなは、のカラーデータをされたにするためにされるコーデックです。コ
ーデックのは、 Formatパラメーターでします。

AVCはH.264ともばれ、しているビデオコーデックであり、のあらゆるデバイスやソフトウェア
プラットフォームでサポートされています。 AVCをしてエンコードされたビデオトラックは、ほ
ぼすべてのプレーヤーでされます。

コーデックにはのプロファイルがあり、コーデックのをにけ、されたでをさせることができます 
。 フォーマットプロファイルパラメータは、このビデオがメインプロファイルをすることをしま
す。このプロファイルはしいですが、のすべてのデバイスがハイプロファイルをサポートしてい
るため、がしています。

ビデオトラックのは、しばしばです。ここでは、 Bit rate 、 Width 、およびHeightパラメータで
されるなをします。の2つは、これがローエンドのHDとなされる720pビデオトラックをすること
をしています。はには、720pの1280x720ピクセルのフレームよりもにいです。

ビットレートは、の1ごとに、ビデオストリームのされたがしてめるデータをします。ビデオソリ
ューションでは、されるデータのがコストのなであるため、これはにとってなパラメータです。

のビデオにするデータポイントは、からられたなです。これらのパラメータのにするは、よりな
がなトピックであり、このドキュメントカテゴリの々のトピックによってりまれます。ビデオト
ラックでする。
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オーディオ

、オーディオデータをするためにされるコーデックをることはにです。これは、 フォーマットと
フォーマットのプロファイルパラメータでされます。 「MPEG Audio Layer 3」は、MP3として
にられており、あらゆるですることができるなオーディオフォーマットです。

ビデオとに、オーディオパラメータは、 ビットレートパラメータによってにされる、2のもなデ
ータポイントです。

の
コンテンツは、MPEG-4スイートにづいてされたになパッケージをしてパッケージされています
。にされているビデオコーデックとオーディオコーデックをしてエンコードされています。この
ことから、ビデオはすべてのがにアクセスできるようになっていることがらかです。とがそのに
とってでした。

MP3のは、のとレベルにはならないため、サンプルコンテンツのをします。わりに、AAC

Advanced Audio Codingはオーディオコーデックのでしています。

H.264 Mainプロファイルのについてもじことがえます。ほとんどのデコーダがそれをサポートし
ていることをえると、HighのH.264プロファイルをすることはにまれです。でもハイプロファイ
ルによってにされたをできるようになります。

されるビットレートは、のでされるビットレートよりわずかにくなっています。これは、コンテ
ンツがされたときにだったエンコーダのによって、のためののによってされるがあります。
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もっと
メディアファイルののためののなツールがあるFFprobe FFmpegのソフトウェアパッケージので
あり、かつBento4ツール MP4ファイルでするために。どちらもライブラリでできます。メディア
ファイルをする々のをべるがあるでは、MediaInfoよりもレベルのがです。

オンラインでビデオをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/video/topic/5690/ビデオをいめる
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2: ビデオアスペクト
アスペクトはしばしばとさのでされますが、これはしばしばされるとはりません。なのとしてさ
れることもあります。

のアスペクトはすべて、なるでされたじです。

1280720•
169•
1.7777777777777777777777777777778•

Examples

ディスプレイアスペクトDAR

これはビデオのスクリーンショットです。のビデオソリューションでられるようなの169ビデオ
があります。これは、がるアスペクトであり、 アスペクトまたはDARとばれるものである。

されたパラメータから、DAR = 1280720 = 169 = 1.7777777777777777777777777777778である
ことがかる。

アスペクトPAR

には、すべてのビデオはちょうどのです。そのようなをてみましょう。
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それはにえる、そうかに。ビデオをするは、DARとはなるアスペクトをつことができます。アル
ゴリズムのからもよくされます16ののみがされたアルゴリズムでされます。これは、 ピクチャア
スペクトまたはPARとばれます。

このでは、されたフォーム169とのとのでのをにさせるので、PARは9:16です。、はよりさくな
りますが、このはわかりやすくするためにされています。

のパラメータから、PAR = 7201280 = 916 = 0.5625

サンプルアスペクトSAR

ピクチャアスペクトのがすように、ビデオは、ずしもユーザにされるとじアスペクトをさないの
ピクチャである。

だから、あなたはそれらのばしたからされるまでどのようにしてますかあなたはストレッチファ
クタがですこのストレッチファクタは、のためにしいアスペクトにするためにピクチャにされま
す。 サンプルアスペクトまたはSARです。
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ストレッチファクタは、しばしば2つののとしてされます。 SAR = PAR / DARとしてします。

のパラメータから、SAR = 916/169 =9/16/16/9= 81/256 = 
3.1604938271604938271604938271605

ピクセルアスペクト

これはサンプルアスペクトののであり、なPARがのアスペクトとするため、けるべきです。

オンラインでビデオアスペクトをむ https://riptutorial.com/ja/video/topic/5713/ビデオアスペクト
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3: メディアプレゼンテーションの
ビデオは、ソフトウェアとがにしているなソリューションのいでは、フロントとセンターです。
メディアプレゼンテーションをするものをするには、まずビデオをうのさまざまなをするがあり
ます。

からキャプチャされたのは、、コーデックをしてエンコードされます。このアルゴリズムは
、このデータをでするアルゴリズムであり、くののためにをにします。

•

のために、アルゴリズムがされる。データは、デバイスえば、モニタにされるのとなるよう
にされる。

•

ととので、されたデータはのためにパッケージされ、なるタイプのトラックをのファイルに
すること、またはコンテンツをのさなセグメントにすることをむことができる。

•

ビデオは、ネットワークインフラストラクチャからのライブのフィードバックやレベルのを
む、HTTPでファイルのダウンロードのようになまたはかなりになるがをして、エンドユー
ザーのデバイスにされます。

•

プレミアムコンテンツは、パッケージするにされ、にキーのセキュリティをし、キャプチャ
をにするDRMテクノロジをしたプレーヤーでのみできます。

•

なはらかににですが、やテキストもメディアプレゼンテーションでなをたし、いがコンテンツに
アクセスできるようにするをします。ほとんどのワークフローでは、オーディオトラックとテキ
ストトラックは、じにってエンコードされ、デコードされ、パッケージされ、されるビデオトラ
ックとのでされます。

これらのはすべて、メディアプレゼンテーションの、フォーマット、にをえます。メディアをに
するためには、としてするがあります。

Examples

スタンドアロンメディアファイルについて

ここでされるサンプルコンテンツは、Blender FoundationのTears of Steelです。には、「HD 

720p365MB、mov、2.0」のダウンロードをします。これは「mov」でわり、のメディアプレーヤ
ーでされるのファイルです。

ダウンロードページには、々のSRTファイルのダウンロードとしてがされています。このサンプ
ルコンテンツでは、じファイルににされるはありません。したがって、はこののになります。

さまざまなメディアファイルをにするには、ツール/ライブラリMediaInfoをします。ここにした
はGUIをシンプルさのためにしていますが、すべてのはMediaInfo APIでもできます。

このファイルをMediaInfo GUIでき、ツリービューにりえると、、ビデオ、およびオーディオの
3つのセクションがされます。のファイルにはファイルにするがまれていますが、りの2つはそれ
ぞれこのファイルにあるメディアトラックをしています。のセクションでものいをべてみましょ
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う。

のなパラメータは、 フォーマットとフォーマットのプロファイルです。は、 パッケージングが
MPEG-4スイートからのものであることをしています。 MPEG-4は、 ISOベースメディアファイ
ルフォーマットとMP4パッケージフォーマットをしています 。さらに、アップルはMediaInfoで "
QuickTime"プロファイルというののをしています。

MP4とMPEG-4をしないようしてください。は、MPEG-4スイートののパッケージフ
ォーマットをし、ビデオとオーディオコーデックもまれています。これはをくがあり
ますので、なのものをするは、MPEG-4というをしないでください。

MPEG-4ファミリでされているISOベースメディアファイルフォーマットにづくすべてのパッケー
ジングフォーマットはにており、くのじツールでできますが、そのいはにであることがいカスタ
ムベンダーですされる。したがって、サンプルビデオはすべてののビデオプレーヤーとのがいと
できます。

ビデオ
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ビデオトラックにするもなは、のカラーデータをされたにするためにされるコーデックです。コ
ーデックのは、 Formatパラメーターでします。

AVCはH.264ともばれ、しているビデオコーデックであり、のあらゆるデバイスやソフトウェア
プラットフォームでサポートされています。 AVCをしてエンコードされたビデオトラックは、ほ
ぼすべてのプレーヤーでされます。

コーデックにはのプロファイルがあり、コーデックのをにけ、されたでをさせることができます 
。 フォーマットプロファイルパラメータは、このビデオがメインプロファイルをすることをしま
す。このプロファイルはしいですが、のすべてのデバイスがハイプロファイルをサポートしてい
るため、がしています。

ビデオトラックのは、しばしばです。ここでは、 Bit rate 、 Width 、およびHeightパラメータで
されるなをします。の2つは、これがローエンドのHDとなされる720pビデオトラックをすること
をしています。はには、720pの1280x720ピクセルのフレームよりもにいです。

ビットレートは、の1ごとに、ビデオストリームのされたがしてめるデータをします。ビデオソリ
ューションでは、されるデータのがコストのなであるため、これはにとってなパラメータです。

のビデオにするデータポイントは、からられたなです。これらのパラメータのにするは、よりな
がなトピックであり、このドキュメントカテゴリの々のトピックによってりまれます。ビデオト
ラックでする。
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オーディオ

、オーディオデータをするためにされるコーデックをることはにです。これは、 フォーマットと
フォーマットのプロファイルパラメータでされます。 「MPEG Audio Layer 3」は、MP3として
にられており、あらゆるですることができるなオーディオフォーマットです。

ビデオとに、オーディオパラメータは、 ビットレートパラメータによってにされる、2のもなデ
ータポイントです。

の
コンテンツは、MPEG-4スイートにづいてされたになパッケージをしてパッケージされています
。にされているビデオコーデックとオーディオコーデックをしてエンコードされています。この
ことから、ビデオはすべてのがにアクセスできるようになっていることがらかです。とがそのに
とってでした。

MP3のは、のとレベルにはならないため、サンプルコンテンツのをします。わりに、AAC

Advanced Audio Codingはオーディオコーデックのでしています。

H.264 Mainプロファイルのについてもじことがえます。ほとんどのデコーダがそれをサポートし
ていることをえると、HighのH.264プロファイルをすることはにまれです。でもハイプロファイ
ルによってにされたをできるようになります。

されるビットレートは、のでされるビットレートよりわずかにくなっています。これは、コンテ
ンツがされたときにだったエンコーダのによって、のためののによってされるがあります。
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もっと
メディアファイルののためののなツールがあるFFprobe FFmpegのソフトウェアパッケージので
あり、かつBento4ツール MP4ファイルでするために。どちらもライブラリでできます。メディア
ファイルをする々のをべるがあるでは、MediaInfoよりもレベルのがです。

ビデオトラックのコンポーネントをする

このでは、ビデオトラックのレイアウトをすると、そのの々のをするについてします。

ここでされるサンプルコンテンツは、Blender FoundationのTears of Steelです。には、「HD 

720p365MB、mov、2.0」のダウンロードをします。これは「mov」でわり、のメディアプレーヤ
ーでされるのファイルです。

Bento4スイートのmp4infoおよびmp4dumpツールをしてトラックのレイアウトとをい、 FFmpeg

をしてビデオトラックをする々のをします。

サンプルムービーは、MP4ファイルフォーマットファミリのすべてのパッケージングフォーマッ
トのとなるであるISOベースメディアファイルフォーマットにづく「QuickTime」MOVパッケー
ジングフォーマットをしています。これにより、なツールのとにがあり、ながになります。

に、ファイルのなをべてみましょう。 ISOベースのメディアファイルフォーマットにづくすべて
のメディアファイルは、ソートの、つまりミニファイルシステムでされています。のコマンドを
して、mp4dumpユーティリティをしてボックスをします。

mp4dump tears_of_steel_720p.mov

はのようになります。

[ftyp] size=8+12 
  major_brand = qt 
  minor_version = 200 
  compatible_brand = qt 
[wide] size=8+0 
[mdat] size=8+371579623 
[moov] size=8+598972 
  [mvhd] size=12+96 
    timescale = 1000 
    duration = 734167 
    duration(ms) = 734167 
  [trak] size=8+244250 
    [tkhd] size=12+80, flags=f 
      enabled = 1 
      id = 1 
      duration = 734167 
      width = 1280.000000 
      height = 534.000000 
...
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これは、ファイルのをします。たとえば、8バイトのヘッダーと598972バイトのをつmoovボック
スがここにされます。このボックスは、ファイルのをするさまざまなメタデータボックスのコン
テナです。さまざまなボックスとそのプロパティののについては、 ISO / IEC 14496-12をしてく
ださい。

のメディアサンプルされたピクチャとオーディオはmdatボックスにされ、そのはmp4dumpユー
ティリティではです。

のデータをし、ワークフローをするため、このではビデオトラックをにします。サンプルムービ
ーからオーディオトラックをします。のコマンドをします。

ffmpeg -i tears_of_steel_720p.mov -an -vcodec copy video_track.mov

のでは、ビデオからさまざまなカスタムをし、ビジュアルコンテンツのエッセンスを
しいコンテナファイルにパッケージし、のものをします。シナリオでこれをうは、フ
ァイルののすべてのをににできることをしてください。

エンコードされたビデオトラックはのピクチャです。ここでされているH.264コーデックとのに
されているのコーデックをすると、はさまざまなのものになるがあります。

I-ピクチャ - これらはピクチャであり、ピクチャにまれるデータのみをいてである。•

P-ピクチャ - これらはのピクチャをベースラインとしてりみ、そのイメージにをします「こ
れらののピクセルを5ピクセルにする」など。

•

BフレームはPフレームにていますが、であり、のをし、「5フレームでにになるこれらのの
ピクセルは10です」などのをすることもできます。

•

のユースケースでは、Iフレームをに2でするがあるなど、ながされることがありますが、ピクチ
ャタイプのなみわせはエンコーディングワークフローによってにできます。

のコマンドをして、ビデオトラックのピクチャをします。

mp4info --show-layout video_track.mov

がめるのファイルメタデータをするだけでなく、ビデオトラックのレイアウトのなプリントアウ
トもされます。

... 
  00000959 [V] (1)  size=  7615, offset=15483377, dts=491008 (39958 ms) 
  00000960 [V] (1)* size=104133, offset=15490992, dts=491520 (40000 ms) 
  00000961 [V] (1)  size= 16168, offset=15595125, dts=492032 (40042 ms) 
  00000962 [V] (1)  size=  4029, offset=15611293, dts=492544 (40083 ms) 
  00000963 [V] (1)  size= 24615, offset=15615322, dts=493056 (40125 ms) 
  00000964 [V] (1)  size=  4674, offset=15639937, dts=493568 (40167 ms) 
  00000965 [V] (1)  size= 18451, offset=15644611, dts=494080 (40208 ms) 
  00000966 [V] (1)  size= 95800, offset=15663062, dts=494592 (40250 ms) 
  00000967 [V] (1)  size= 30271, offset=15758862, dts=495104 (40292 ms) 
  00000968 [V] (1)  size= 10997, offset=15789133, dts=495616 (40333 ms) 
  00000969 [V] (1)  size= 28458, offset=15800130, dts=496128 (40375 ms) 
  00000970 [V] (1)  size=  9593, offset=15828588, dts=496640 (40417 ms) 
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  00000971 [V] (1)  size= 24548, offset=15838181, dts=497152 (40458 ms) 
  00000972 [V] (1)  size=  6853, offset=15862729, dts=497664 (40500 ms) 
  00000973 [V] (1)  size= 27698, offset=15869582, dts=498176 (40542 ms) 
  00000974 [V] (1)  size=  7565, offset=15897280, dts=498688 (40583 ms) 
  00000975 [V] (1)  size= 24682, offset=15904845, dts=499200 (40625 ms) 
  00000976 [V] (1)  size=  5535, offset=15929527, dts=499712 (40667 ms) 
  00000977 [V] (1)  size= 38360, offset=15935062, dts=500224 (40708 ms) 
  00000978 [V] (1)* size= 82466, offset=15973422, dts=500736 (40750 ms) 
  00000979 [V] (1)  size= 13388, offset=16055888, dts=501248 (40792 ms) 
  00000980 [V] (1)  size=  2315, offset=16069276, dts=501760 (40833 ms) 
  00000981 [V] (1)  size= 21983, offset=16071591, dts=502272 (40875 ms) 
  00000982 [V] (1)  size=  3384, offset=16093574, dts=502784 (40917 ms) 
  00000983 [V] (1)  size= 22225, offset=16096958, dts=503296 (40958 ms) 
...

このプリントアウトのは、ビデオトラックにまれるピクチャです。アスタリスク(1)*はIピクチャ
です。どのようにサイズがであるかをることができます。のものは、のピクチャをしてをするだ
けで、よりきなをにします。

リストには、ビデオファイルのピクチャデータのオフセットとピクチャのデコードタ
イムスタンプもまれており、これをさらにさせてすることができます。ピクチャのデ
コード/タイミングは、ずしも/タイミングとじではないことにしてください。 Bピクチ
ャがビデオにする、らはらだけがのにされているでも、らはするのにすることができ
ます

ビデオトラックのをしたら、のコマンドをして40のにある30のをPNGファイルとしてします。

ffmpeg -i video_track.mov -ss 00:00:40 -vframes 30 picture%04d.png

されたピクチャは、ビデオプレーヤにされるようににデコードされます.Pフレームま
たはBフレームのデータをにすることはできません。

7にされたピクチャがビデオのなシーンチェンジであることをします。これをのmp4infoのとにづ
けることができます - 40のマーク00000966からまる7のピクチャは、それよりもはるかにきなサ
イズです。シーンのは、ピクチャをリフレッシュし、くのしいデータをむため、エンコードする
のがしいです。エンコーダにシーンのをするためのながえられていないすなわち、きなをするこ
とができない、のIピクチャまではまたは「ブロック」になります。さまざまなピクチャへのバイ
トのりてをべることにより、ビデオにれるようななアーティファクトをすることができます。

DASHアダプティブストリーミングプレゼンテーションについて

DASHは、いシナリオでビデオをするためにされている、なソリューションでもくされているス
トリーミングです。 DASHプレゼンテーションをするのは、にするネットワークアクティビティ
をすることです。

このでは、 Fiddlerをしてブラウザのネットワークトラフィックをキャプチャしてしていますが、
のツールでです。たちはビデオのためにdash.jsオープンソースプレーヤーをします。

デモのについては、 Axinom DASHテストベクタ 、には「クリア」テストベクタの11080pバリア
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ントをします。

おいのネットワークキャプチャをすると、いdash.jsはサンプル・プレイヤーをするのなブラウザと
URLをします。 http://media.axprod.net/TestVectors/v6-Clear/Manifest_1080p.mpdをテキストボ
ックスに。ロードをしてをします。あなたはのファイルがダウンロードされているのをします

http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/Manifest_1080p.mpd 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/2/init.mp4 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/15/init.mp4 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/18/init.mp4 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/18/0001.m4s 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/2/0001.m4s 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/15/0001.m4s 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/15/0002.m4s 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/5/init.mp4 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/5/0002.m4s 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/18/0002.m4s 
http://media.axprod.net/TestVectors/v7-Clear/5/0003.m4s 
...
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のファイルは、 ISO / IEC 23009-1でされているのXMLであるプレゼンテーションマニフェストで
す 。これは、プレーヤーがそれをどのようにするかをするのになさまでDASHをする。

マニフェストのをると、さまざまなAdaptationSetがされます。これらのは、コンテンツののをし
ます。えば、ビデオトラックには1つのアダプテーションセットがあり、3つのオーディオには
3つのアダプテーションセットがあり、5つのには5つのアダプテーションセットがあります。

のセットは、 Representationです。ビデオアダプテーションセットには、これらのいくつかがあり
ます。には、なるレベルをしてエンコードされたじビジュアルコンテンツがまれています。およ
びテキストセットは、1つのしかしていない。

をするには、プレイヤーはにするアダプテーションセットをするがあります。それは、それがむ
のカスタムまたはみみのビジネスロジックたとえば、のにづいてこのをうことができます。コン
テンツがプライマリとみなすアダプテーションセットには、マニフェストの「」ロールをする
Roleがあります。

さらに、プレイヤーは、にするをするがあるセットがのをする。ほとんどのプレーヤーはにし、
のネットワークができるのレベルをしようとするヒューリスティックアルゴリズムをします。

プレイヤーは、ユーザアクションなるをするまたはヒューリスティックがレベルのをもたらすの
いずれかにして、いつでもおよび/またはセットのアクティブセットをにすることができる。

SegmentTemplateは、プレーヤがさまざまなにアクセスするためにできるURLをします。 DASHプ
レゼンテーションのなは、コンテンツがそれぞれサンプルムービーのは4のさなセグメントにされ
、してダウンロードされることです。リプレゼンテーションには、このサンプルムービーの "
init.mp4"というのセグメントもあります。リビジョンのデコーダがまれているため、そのリプレ
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ゼンテーションののセグメントをするにロードするがあります。

ここでするは、DASHのもにされるであるDASH Liveプロファイルではです。ややな
ったるいをつのプロファイルもしますが、ここではしません。 DASHマニフェストル
ートの "profile"にして、このがあなたのビデオにされるようにしてください

ネットワークトラフィックキャプチャからしたURLのリストをべて、マニフェストによってされ
たとすると、マニフェストをダウンロードした、のがされたとみなされます。

2360pビデオ、15オーディオ、18のセグメントをダウンロードします。1. 

の3つの0001.m4ののセグメントをダウンロードしてください。2. 

オーディオの2のセグメントをダウンロードします。3. 
2のビデオセグメント、1080pビデオストリームにりえてくださいこれは、セグメントと5の
2セグメント1080pビデオをダウンロードすることによってされる。

4. 

アクティブなのよりくのセグメントをききダウンロードしてください。5. 

ネットワークアクティビティをすることで、DASHストリーミングプレーヤがするをにできます
。そのようなプレイヤーは、々なトラックのセグメントをダウンロードし、それらをメディアエ
ンジンににし、にトラックをりえるメカニズムです。

Axinom DASHテストベクタには、ファイルシステムレベルののためにプレゼンテーションをダウ
ンロードできるアーカイブファイルもまれています。ディスクのファイルは、ネットワークレベ
ルのものとまったくじであることがわかります。これは、DASHプレゼンテーションがのHTTPサ
ーバーによってされ、カスタムのサーバーロジックをとしないことをします。

をにするライブプロファイルDASHのは、メディアサンプルがのセグメントにしていることです
。ほとんどのメディアツールは、トラックでのみする々のセグメントをすることができません。
セグメントからして、ののセグメントをするだけで、このをえることがあります。たとえば、
Windowsではのコマンドをできます。

copy init.mp4 /b + 0001.mp4 /b + 0002.mp4 /b + 0003.mp4 /b track.mp4

これにより、からのの3つのメディアセグメントをむtrack.mp4ファイルがされます。スタンドア
ロンのMP4ファイルとがではありませんが、そのようなファイルは、のななしに、ほとんどのツ
ールmp4infoやFFmpegなどですることができます。

オンラインでメディアプレゼンテーションのをむ https://riptutorial.com/ja/video/topic/5879/メディ
アプレゼンテーションの
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クレジット

S. 
No

Contributors

1 ビデオをいめる Community, Sander

2 ビデオアスペクト Sander

3
メディアプレゼンテ
ーションの

Sander
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