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ドキュメンテーションリリースノート

ドキュメンテーションリリースノート
RealOne Player をご利用いただき有難うございます。
このガイドはRealVideoやRealTextのようなRealOne Player用のクリップタイプ
と、SMIL2.0およびRealNetworks社のSMIL2.0の拡張機能の使用方法を説明しま
す。RealOne Player は現在ほとんどのSMIL2.0の機能をサポートしていますが、
今後追加される機能についてはRealOne Player の自動アップデート機能により
利用可能となります
ヒント:本書のRelease 8からの変更点に関する情報と、新しいSMIL2.0の機能に
ついては12ページの「第1章」を参照してください。
•

最新の追加情報
以下のセクションの記述は、本書の初版リリースに追加された重要な追加情報
です。

•

2002 年 10 月
本書の以下のセクションがアップデートされました。これらのほとんどの機能
では RealOne Player バージョン 2 が必要です。
• Flash のサウンド効果が 73 ページの「Flash へのオーディオの追加」
で説明されています。
• 164 ページの「Ram ファイルをソースとして使用する」で記述され
ている SMIL ファイルの中で Ram ファイルを使用する機能がアップ
デートされています。
• 165 ページの「SMIL ファイルをソースとして使用する」で記述され
ている SMIL ファイルの中で SMIL ファイルを使用する機能がアッ
プデートされています。視聴者の言語設定に基づいて 1 つの SMIL
ファイルで他の SMIL ファイルの再生を切り替える例は 377 ページ
の「SMIL ファイル全てに対するスイッチング」を参照してくださ
い。
• SMIL ファイル中のプレーンテキストファイルおよびインラインテ
キストクリップの特性を変更する<param/>タグの使用方法を説明
しています。180 ページの「テキストの特性を変える」を参照して
ください。
• 292 ページの「キーストロークでリンクを開く」で記述しているハ
イパーリンクアクセスキーのセクションがアップデートされてい
ます。
• 304 ページの「SMIL のフラグメントへのリンク」で記述されている
SMIL ファイルの一部へのリンクのセクションがアップデートされ
ています。
• <area/>タグは外部リンクを開く href の値と SMIL 要素のトリガーと
なる acitivateEvent の値を含むことが可能になりました。例えば、
SMIL のハイパーリンクはメディア再生ペインでビデオを再生し、
同時に関連情報ペインに HTML ページを開くことができます。
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<area/>タグの詳細は 286 ページの「<area/>タグの使用」を参照して
ください。274 ページの「マウスイベントの定義」のセクションは
activateEvent について述べています。
• 異なるバージョンの RealPlayer（RealOne Player バージョン 1 はこの
記述方法をサポートしています）に対して異なるクリップを配信す
るための Ram ファイルの記述方法がアップデートされています。
413 ページの「異なる RealPlayer に異なるクリップを配信する」を
参照してください。
• Ram ファイルのパラメーターに showvideocontrolsolverlay の情報を
追加しました。詳細は 419 ページの「プレゼンテーションの開始モ
ードの設定」を参照してください。
• 本書の HTML バージョンにプレゼンテーションの異なるストリー
ミング速度を試験する RealOne Player バンドワイドシミュレーター
の使用方法を含めました。詳細は本書の HTML バージョンのプルダ
ウンメニューから「Bandwidth Simulator」を選択してください。
•

2002 年 7 月
• RealAudio サラウンドコーデックに関する情報が RealAudio の章に
追加されています。47 ページの「サラウンドサウンドコーデック」
を参照してください。
• RealVideo の章に RealVideo9 が追加されています。59 ページの
「RealVideo9 コーデック」を参照してください。

•

本書における指示と RealOne Player の動作に矛盾がある場合があります。既知
の問題点は以下の通りです。
• 211 ページの「セカンダリメディア再生ウィンドウ」のセクション
で記述しているセカンダリウィンドウは現在、標準の RealOne
Player のスキンではないプレーンウィンドウです。
• 292 ページの「ホットスポットの URL 参照の削除」で記述している
<area/>タグの nohref 属性は動作しません。
• 299 ページの「再生フレームまたは名前の付いたウィンドウをター
ゲットにする 」で記述している SMIL での HTML のフレームのタ
ーゲットは完全に動作しません。
• 304 ページの「タイムラインオフセットをもつクリップへのリンク」
で記述しているクリップの通常の再生開始点ではなく、タイムライ
ンの任意のポイントへリンクは動作しません。
• 301 ページの「ソースプレゼンテーションの置き換え」の情報とは
反対に、メディア再生ペイン内に他のクリップが置き換わった場合
に、ソースクリップは一時停止ではなく停止します。
• 328 ページの「フェード、プッシュおよびスライドトランジション
エフェクト」に記述している、プッシュワイプトランジションはま
だ動作しません。
• 379 ページの「第 19 章」で記述しているプレフェッチは動作しませ
ん。
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RealOne Player の以下の機能はまだ本書には記述されていません。
• メディアマーカーのサポート。ページの 280 ページの「メディアマ
ーカーの使用」のセクションにこの情報を載せる予定です。
• 外部時間設定のサポート。ページの 280 ページの「外部時間にクリ
ップを同期させる」のセクションにこの情報を載せる予定です。
• min および max 時間設定属性。252 ページの「最大時間および最小
時間の設定」のセクションにこの情報を載せる予定です。
• アニメーションの操作。355 ページの「アニメーション時間の操作」
のセクションにこの情報を載せる予定です。
• skip-content 属性。
• <metadata>タグ。

•

Netscape Navigator 6 の問題
現在 Netscape Navigator 6 を使用した場合に発生する 2 つの問題があります。
• 第 12 章で記述されているプレゼンテーションの Web ページへの埋
め込みを行う場合、.rpm ファイルへのパスにスペースまたはスペー
スのエスケープコード（%20）を使用することはできません。この
場合、Netscape Navigator 6 はプラグインを見つけることができず、
再生できません。
• Netscape Navigator 6 でこのガイドの HTML バージョンを表示した場
合、リンクされているサンプルファイルの再生ができないかもしれ
ません。この問題が発生した場合は、samples フォルダから直接サ
ンプルファイルを開くことができます。このガイドの表示には、
Navigator 4.7 または Microsoft Internet Explorer (バージョン 5.5 また
はそれ以上)を使用することをお奨めします。
メモ
このリンクの問題は、RealOne Player でローカルにあるクリップを再生
した場合の相対的な URL のみに影響を与えます。Web ページから提供
されているストリーミングプレゼンテーションを視聴者が Navigator 6
で表示する場合は影響はありません。
追加情報
9 ページの「本書をコンピューターにダウンロードする方法」のセク
ションにサンプルファイルを含む HTML ガイドの入手方法を説明しま
す。
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はじめに
RealOne Player™は魅力的なマルチメディアプレゼンテーションをネットワー
クを通して配信するパワーを提供します。このプロダクションガイドは、ホー
ムページ上の簡単なビデオやマルチメディア作品だけでなく、様様なマルチメ
ディアプレゼンテーションを作成するのに役立つでしょう。
ヒント
ストリーミングメディアの多くの可能性を体験するには、
http://www.jp.real.com/から RealOne Player をダウンロードしてください。そ
れから、http://realguide-jp.real.com を訪問してください。

Helix とは
RealNetworks社のHelix™はデジタルメディア配信の共通プラットホームです。
Helixは業界トップのパフォーマンス、統合化されたコンテンツの配信、広告配
信、ユーザー認証、Webサービスのサポート、RealMedia、WindowsMedia、
QuickTime、MPEG-4の配信など、企業やネットワーク サービス プロバイダー
の要求にこたえる強固なデジタルメディアの基礎を提供します。

本書の記述範囲
本書は、RealOne Player用のプレゼンテーションの作成方法を説明しています。
魅力的なコンテンツを作成するヒントを紹介していますが、オーディオ、ビデ
オ、グラフィックスについてより知識が深まれば、魅力的なストリーミングプ
レゼンテーションの作成法をより素早く習得することができます。本書のトピ
ックスは以下の4つの部分に分けることができます。
•

プレゼンテーションの計画
ストリーミングメディアの作成を始める前に、いくつかの問題を注意深く
考えなければいけません。ターゲット帯域、使用するクリップのタイプ、
プレゼンテーションの時間進行をどうするかなどです。これらの問題を解
決することが素晴らしいプレゼンテーションを作成する鍵となります。基
本を学ぶために、19 ページの「第 2 章プレゼンテーションの計画」から
始めてください。

•

クリップの作成
RealOne Player で再生できるクリップのタイプは、RealAudio®、
RealVideo®、
Flash、RealText®、RealPix™です。これらの中の 1 つだけを配信するだけ
でなく、様々なクリップを混在させた複雑なプレゼンテーションを配信す
ることも可能です。6 ページの「パート 2：クリップの作成」でこれらの
クリップの種類を説明しています。
メモ
本書では Helix Producer™ のようなエンコーディングツールについては説
明していません。ツールの使用についての詳細は、それぞれのツールのマ
ニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。
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•

SMIL2.0 の記述
複数のクリップを 1 つのプレゼンテーションに統合するために、テキスト
エディターで書くことのできる Synchronized Multimedia Integration
Language(SMIL)を使います。HTML を書いた経験があるならば、容易に
SMIL を習得できるでしょう。7 ページの「パート 4：SMIL の学習」から
始めましょう。

•

プレゼンテーションの配信
プレゼンテーションの作成を終えると、それを見せたいと考えると思いま
す。8 ページの「パート 8：クリップの配信」は、プレゼンテーションを
Helix Universal Server または Web サーバーから配信する方法を説明してい
ます。また、Web ページに埋め込む方法も説明しています。
本書はストリーミングメディアの作成とRealOne Playerで再生できる基本クリ
ップに関して記述しているので、以下の話題については記述していません。

•

Helix Universal Server とインターネットでの配信
Helix Universal Server はネットワークを介してストリーミングメディアを配信
するためのストリーミングサーバです。次の Web ページで Helix Universal
Server について学習することができます。
http://www.jp.realnetworks.com/products/media_delivery.html

•

RealOne Player のインターフェースの使用方法
RealOne Player は、http://www.jp.real.com から無償ダウンロードで入手可能で、
多くの機能を説明する項目はヘルプメニューに含まれています。

•

RealOne Player の Javascript と VBScript メソッド
RealOne Player 環境で Javascript または VBScript を使う方法を習得するため
に、次の Web ページから「RealOne Player Scripting Guide」をダウンロードし
て入手してください。
http://service.jp.real.com/help/library/encoders.html

•

オーディオやビデオクリップのデジタル著作権管理
貴重なメディア資産の著作権を守るために、RealNetworks 社は Media Commerce
Suite を提供しています。次の Web ページで Media Commerce Suite について学
習することができます。
http://www.jp.realnetworks.com/products/mcs/index.html

•

ビデオ、オーディオファイルのエンコーディング
Helix Producer は、オーディオやビデオファイルをストリーミング用の
RealAudio、RealVideo に変換するツールです。Helix Producer は以下の Web ペ
ージより入手することができます。
http://www.jp.realnetworks.com/products/producer/index.html

•

RealAudio と RealVideo フォーマット以外のオーディオとビデオクリップの作
成
RealOne Player は RealAudio、RealVideo 以外の他の多くのフォーマットも再生
することができます。他のストリーミングフォーマットでのメディアの作成ツ
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ールについての情報は、次の Web ページを参照ください。
http://www.jp.realnetworks.com/products/index.html
ヒント
本書では、MPEG フォーマットなどのオーディオとビデオの作成方法は説明
していませんが、43 ページの「第 3 章」と 54 ページの「第 4 章」で記述して
いる多くのヒントはストリーミングフォーマットにかかわらず、一般的なオーデ
ィオとビデオの作成に適用できます。

本書の構成
パート 1：
：ストリーミングメディアを始める
ストリーミングメディアに関する知識の有無に関わらず、以下の章を読むこと
を勧めます。

第 1 章：新機能の紹介
以前のバージョンのRealNetworksのソフトウエアに詳しいユーザの場合は、こ
の章で説明されている新しく変更された機能に素早く対応することができます。

第 2 章：プレゼンテーションの計画
ストリーミングメディアについての知識がない場合、この章の手順にそって
RealOne Player のプレゼンテーションを学習してください。また、帯域幅、お
よびタイムラインについても説明します。

パート 2：クリップの作成
：クリップの作成
クリップとはストリーミングメディアプレゼンテーションの基本単位です。以
下の章はRealOne Playerで再生できる基本クリップを作成する方法について説
明します。

第 3 章：オーディオの作成
この章では、RealAudioファイルを作成するために必要となる基本情報を提供し
ます。次に、高品質オーディオのキャプチャリング、およびデジタイジングに
ついてアドバイスします。

第 4 章：ビデオの作成
本章で、高品質ビデオのキャプチャ方法とRealVideoに変換するための最適化方
法について学習してください。

第 5 章：Flash
アニメーションの作成
章：
Macromedia社のFlashは素晴らしいアニメーションによるプレゼンテーション
を作成します。この章では、RealOne PlayerにFlash クリップをストリームする
方法について説明します。

パート 3：マークアップ言語の記述
：マークアップ言語の記述
RealNetworks社のマークアップ言語を使って、ストリーミングクリップを作成
することができます。

第 6 章：RealText
章：
マークアップ言語
RealTextはプレゼンテーションに、テキストを時間軸に沿って表示することが
できます。例えば、ビデオのクレジットやサブタイトルなどを提供するのに使
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うことができます。

第 7 章：RealPix
マークアップ言語
章：
RealPixは、ストリーミングスライドショーの中の画像の調整をすることができ
ます。RealPixプレゼンテーションを、オーディオサウンドトラックと組み合わ
せて、ビデオの代替として使うことができます。

パート 4：
：SMIL の学習
SMILはストリーミングメディアの核となるもので、単純なまたは非常に複雑な
プレゼンテーションを作成することが出来ます。以下の章を読んでスタートし
てください。

第 8 章：SMIL
の基本
章：
マルチメディアクリップを作成した後、これをプレゼンテーションの中にファ
イルとしてに指定するSMILファイルを記述します。この章は、SMILファイル
の基本的な構造と文法を説明します。

第 9 章：クリップソースタグ
この章は、RTSPとHTTPなどの様々なストリーミングプロトコルやダウンロー
ドプロトコルの解説をしながら、クリップをSMILプレゼンテーションに加える
方法を説明します。

パート 5：プレゼンテーションの組み立て
：プレゼンテーションの組み立て
マルチメディアクリップを配信する時、SMILを使ってクリップをグループ化し
たりプレゼンテーションの中にレイアウトしたりします。以下の章は、このよ
うなメディアを組み立てる方法を説明します。

第 10 章：プレゼンテーションの情報
この章は、SMILファイルにユーザーの体験をより高めたり、アクセスの助けに
なるプレゼンテーション情報を加える方法を説明します。

第 11 章：グループ
この章は、クリップを同時再生したり順次再生したりする方法を説明します。
グループの作成は、SMILのタイムラインを設定する最も基本的な方法です。

第 12 章：SMIL
のレイアウト
章：
のレイアウト
複数のクリップを同時に再生する時、この章で記述するようにレイアウトを作
成します。また、ポップアップする新しいウィンドウも作成できます。

パート 6：クリップのタイミングとリンク
：クリップのタイミングとリンク
静的なWebページと異なって、ストリーミングメディアは時間に沿って流れま
す。従って時間軸はSMILのキーポイントであり、以下の章はタイムラインを作
成する方法について説明します。また、他のリソースにリンクする方法につい
ても述べます。

第 13 章：基本的な時間設定
SMILの時間に関するコマンドはクリップの再生を調整する強力な手段を提供
します。SMILを使ってプレゼンテーションのタイムラインを変更する基本的な
方法を、この章で学んで下さい。
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第 14 章：高度な時間設定
第12章で記述しているSMILの基本的なタイミングを習得したら、この章で記述
しているより進んだタイミングの使い方を学ぶ準備ができています。

第 15 章：ハイパーリンク
この章では、新しいクリップやプレゼンテーションを再生するSMILのハイパー
リンクについて記述しています。

パート 7：拡張された
：拡張された SMIL の機能の習得
SMILはプレゼンテーションに特殊なエフェクトを加えることができる強力な
言語です。またSMILは帯域を管理したり、異なるユーザーに異なるクリップを
配信することも可能です。

第 16 章：トランジションエフェクト
SMILはクリップの再生がスタートしたりストップしたりする時に100以上の特
殊なエフェクトを加えることが出来ます。この章では、魅力的なトランジショ
ンの作成方法を説明します。

第 17 章：SMIL
アニメーション
章：
この章は、クリップの再生中に特殊な効果を作るSMILアニメーション（Flash
アニメーションとは違います）の作成方法について学びます。

第 18 章：スイッチング
SMILは利用できる帯域幅や言語設定などのユーザーの環境によって異なるプ
レゼンテーションを配信出来ます。この章は、SMILのスイッチングについて説
明します。

第 19 章：プレフェッチ
プレフェッチとはクリップの再生前にクリップのデータをダウンロードするこ
とが出来る強力な機能です。これはプレゼンテーションの再バッファリングを
防ぐために有効です。

パート 8：クリップの配信
：クリップの配信
プレゼンテーションの作成を終えたならば、以下の章で記述するようにユーザ
ーに配信する準備ができていることになります。

第 20 章：Web
ページへの埋めこみ
章：
プレゼンテーションをWeb ページにシームレスに組み込みたい場合は、この章
の説明に従ってください。

第 21 章：プレゼンテーションの配信
この章では、Helix Universal Serverにクリップを配置してWebページからリンク
する方法を説明します。また、簡単なプレゼンテーションをWebサーバーから
配信する方法についても説明します。

パート 9：基本的な情報
：基本的な情報
以下の付録は、初心者または上級者にとっても有益な情報を記述しています。

付録 A：
：FAQ
ストリーミングメディアを初めて使用されるユーザのために、この付録で基本
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的な製作過程に関する質問に回答し、インターネット上の補足情報源へのアク
セス方法を紹介します。

付録 B：制作作業上の疑問点
：制作作業上の疑問点
特別な制作作業を行う時に、本書のどこを参照するかわからない場合の辞書的
な役割をします。

付録 C：色の値
：色の値
SMIL、RealText、RealPixの色属性で使用可能な様々な色の値を提供します。

パート 10：タグ文法リファレンス
：タグ文法リファレンス
以下の付録は、RealOne Playerで使用されるマークアップ言語のリファレンスで
す。

付録 D：
：SMIL タグリファレンス
SMIL2.0のタグと属性のリファレンスです。

付録 E：
：RealText タグリファレンス
第6章で説明しているRealTextマークアップ言語のクイックリファレンスです。

付録 F：
：RealPix タグリファレンス
第7章で説明しているRealPixマークアップ言語のクイックリファレンスです。

付録 G：
：Ram ファイルリファレンス
第21章で説明しているRamファイルパラメータのクイックリファレンスです。

付録 H：ファイルタイプリファレンス
：ファイルタイプリファレンス
RealOne Playerのストリームで使用される一般的なファイルタイプのクイック
リファレンスです。

付録 I：言語コード
：言語コード
第18章で説明しているようにクリップを異なる言語で作成する場合、SMIL フ
ァイルの中で、言語コードを使って対象言語を選択することができます。

本書をコンピューターにダウンロードする方法
RealNetworks社は本書をコンピューターにダウンロードして利用するために以
下のフォーマットを提供しています。
•

HTML+Javascript バージョン。RealOne Player で再生できる多くのサンプルを含
む zip 形式に圧縮されたものです。これは SMIL マークアップを習得する人に
勧めます。このバージョンは、Netscape Navigator あるいは Microsoft Internet
Explorer で読むことができます。

•

Windows98 以降で読むことのできる.chm ファイル形式の HTML ヘルプバージ
ョン。サンプルファイルを含まないこと以外は、HTML+Javascript バージョン
と同じです。HTML ヘルプバージョンは HTML+Javascript バージョンよりファ
イルサイズが小さく、検索機能がついています。
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はじめに

クロスリファレンスでページ番号を含む Adobe Acrobat(PDF)バージョン。印刷
時には HTML バージョンより便利です。フリーの Acrobat リーダーを Adobe
の Web サイトである http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html からダ
ウンロード出来ます。
本書の全てのオンラインバージョンは、RealNetworks 社のテクニカルサポート
Web サイトから個別にダウンロードできます。
http://service.real.com/help/library/encoders.html

本書で使われる表記法
本マニュアルでは以下の表に示す表記法を採用しています。

規則
強調

用語
文法
強調文法

変数
[オプション]
選択肢 1￨選択
肢2
...

表記法
意味
ボールド体のテキストは、インラインのヘッダーとユーザ
ーインターフェースの要素、URL、E メールアドレスに使
われます。
イタリック体のテキストは、技術用語と一般的な単語や熟
語の強調表示に使われます。
このフォントはプログラムの断片的なまたは完全な記述
に使われます。
このフォントのボールド体は、プログラム名やプログラム
中の要素を強調するときに使われます。
このフォントのイタリック体は、プログラム中の変数の表
示に使われます。
角括弧[ ] はオプション値を示します。使用する場合とし
ない場合があります。
縦線または パイプ は選択肢を分けています。
例から省略された重要ではない情報を表します。

追加情報源
ほとんどのRealNetworks社のマニュアルはPDFまたはHTMLフォーマットの両
方でRealNetworks社のドキュメンテーションライブラリから入手することがで
きます。ライブラリのメインページのURLは、
http://service.real.com/help/library/index.htmlです。本書に加えて、以下のようなマ
ニュアルが必要となる場合があります。
•

ストリーミングメディア入門ガイド
ストリーミングメディアについて初めて学ぶ場合は、このガイドからスタ
ートしてください。初心者ユーザーのために、基本的なプレゼンテーショ
ンとさまざまなテクニックを説明します。このマニュアルは、Web サイ
ト http://service.jp.real.com/help/library/encoders.html から入手できます。

•

RealOne Players スクリプティングガイド
http://service.jp.real.com/help/library/encoders.html から入手可能なこのマニ
ュアルでは、RealOne Player の 3 ペイン環境と Web ページへ埋め込んだメ
ディアに対しての、JavaScript または VBScript の使用法を説明します。
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•

Helix Universal Server 管理ガイド
Helix Universal Server 管理者用の基本的なリファレンスマニュアルであ
り、
マルチメディアをストリームするための Helix Universal Server の設定、
構成、および実行方法について説明しています。このマニュアルは読者が
自身で Helix Universal Server を実行する場合に限って必要となります。こ
のマニュアルは、Web サイト
http://service.jp.real.com/help/library/servers.html から入手できます。

•

ソフトウエア開発キット (SDK)
RealNetworks 社は、Helix Universal Server および Helix Producer 用のソフ
トウェア開発キット(SDK)を提供しています。プログラマ用に設計された
SDK によって、RealOne Player にアプリケーションを統合したり、Helix
Universal Server および RealOne Player 用の新しいプラグインを作成するこ
とができます。
Helix Universal Server SDK は以下のサイトより入手可能です。
http://proforma.real.com/rnforms/resources/server/realsystemsdk/index.html
Helix Producer SDK はこちらから入手できます。
http://proforma.real.com/rnforms/resources/producer/producersdk/index.html

テクニカルサポート
RealNetworks 社のテクニカルサポートをご利用の際は、以下のURL にアクセ
スしてフォームに必要事項を入力してください。
http://service.jp.real.com/contact/support.html
このフォームで提供される情報は、テクニカルサポート担当者が迅速な対応を
ユーザーに提供する場合に役立ちます。RealNetworks社のテクニカルサポート
の概要については、以下のWeb サイトをご覧ください。
http://service.jp.real.com/contact/index.html
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第1章
章
新機能の紹介
RealOne PlayerはWebベースのマルチメディア制作に対して、従来よりも高い
可能性を提供します。RealPlayerの従来のバージョンを良く理解しているユーザ
は、本章を読むことによりRealOne Playerの最新リリースで行われた変更をすぐ
に理解できるようになります。

RealOne Player の紹介
RealPlayer8の後継プレイヤーとしてRealOne Playerがリリースされました。
RealOne Playerにはストリーミングメディアの再生、ダウンロード、Webの閲覧
も可能な最新のメディア再生機能が備わっています。RealOne Playerの詳細は21
ページの「RealOne Playerインターフェースの学習」を参照してください。

SMIL2.0 のサポート
RealOne PlayerはSMIL1.0に数多くの新しい機能を加えたSMIL2.0をサポートし
ています。RealOne PlayerはSMIL1.0もサポートしているので、現在の SMILプ
レゼンテーションも再生可能です。しかし、RealPlayer G2、RealPlayer7、
RealPlayer8はSMIL2.0のプレゼンテーションは再生できません。これらのバー
ジョンのRealPlayerはSMIL2.0ファイルを再生する前に、RealOne Playerにオート
アップデートされます。SMIL2.0についての基本情報は147ページの「第8章」
を参照してください。
メモ
本書は SMIL2.0 についてのみ説明しています。SMIL1.0 の情報について
は、RealSystem iQ Production Guide for Release 8 を参照して下さい。
HTML と PDF フォーマットで以下のサイトより利用できます。
http://service.jp.real.com/help/library/encoders.hml

SMIL2.0 のファイルは XML 名前空間を必要とします
<smil>タグのみの場合はSMIL1.0を示しています。SMIL2.0のファイルを記述す
るためには、以下のようにXML名前空間を含めなければなりません。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
追加情報
152 ページの「SMIL2.0 のタグと名前空間」を参照してください。

SMIL2.0 の属性は「Camel
Case」を使用します
」を使用します
の属性は「
SMIL2.0では、複数の単語からなるほとんどの属性と予め定義されている値は
「Camel Case」を使います。「Camel Case」とは複合語において単語に続く単
語の最初の文字を大文字で表すことです。たとえば、SMIL1.0のSystem-bitrate
属性はSMIL2.0ではSystemBitrateになります。詳細情報は154ページの「タグ、
属性および値」を参照してください。
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新しく追加されアップデートされた SMIL の資料
SMIL2.0の機能を記述している章に加えて、本書ではプレゼンテーションを作
成するのに役立ついくつかの資料を追加およびアップデートしています。
SMIL1.0の文法をSMIL2.0の標準文法にアップデートする情報については、160
ページの「SMIL1.0ファイルのSMIL2.0へのアップデート」を参照してください。
441ページの「付録B」では、プレゼンテーション作成時の疑問点における本書
の参照箇所を紹介しています。
451ページの「付録C」は指定可能な色の値の種類について説明しています。
454ページ「付録D」はSMILマークアップ言語を理解するのに役立つSMILのタ
グと属性のリファレンスです。
9ページの「本書をコンピューターにダウンロードする方法」で記述されている
このマニュアルのHTMLバージョンをダウンロードすると、ドキュメントのリ
ンクまたはsamplesフォルダよりRealOne Playerで再生できるサンプルファイル
を参照することができます。

入門ガイド
初心者ユーザーや、シンプルなプレゼンテーションを作成から始める場合は、
http://service.jp.real.com/help/library/index.htmlからダウンロードできるストリー
ミングメディア入門からスタートしてください。このガイドは、SMIL2.0やRam
ファイルの簡単な入門編です。

新しいクリップタグ属性
161ページ「第9章」は、<video/>タグのようなSMILのクリップソースタグにつ
いて説明しています。SMIL2.0ではいくつかの新しいクリップ属性を導入しま
した。以下のセクションはこれについて説明します。

色属性
172ページ「クリップの色の変更」で説明しているように、RealOne Playerは以
下のようなクリップを透明あるいは半透明にする新しい色の属性をサポートし
ています。
•

クリップの中の色、あるいはある色の範囲

•

クリップ中の全ての色

•

クリップの背景色

画像のストリーミングレート
SMIL2.0では画像などの静的なクリップに対するストリーミングレートを設定
する新しい方法を提供します。詳細は、162ページ「クリップのストリーミング
速度の設定」を参照してください。

テキストの取り扱い
RealTextクリップ（.rt）のサポートのほかに、RealOne PlayerとSMIL 2.0ではプ
レーンテキスト（.txt）が表示でき、またSMILマークアップの中へ直接テキス
トの入力をサポートしています。詳細は176ページ「SMILプレゼンテーション
へのテキストの追加」を参照してください。
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記述的メタタグ
クリップソースタグでは、タイトル、著者、コピーライト、アブストラクト属
性に加えて、alt、longsec、readIndex属性を記述することができます。これら
の属性は目の不自由なユーザーが補助機器を使ってクリップの情報を読むこと
を可能にします。詳細は190ページ「アクセス可能情報の追加」を参照してくだ
さい。

<brush/>タグによる色のついたオブジェクト
タグによる色のついたオブジェクト
<brush/>タグの機能は<video/>のようなクリップソースタグと同じです。ただ
し、メディアクリップへのリンクではなく、領域をカラー表示するためのもの
です。詳細は、164ページ「ブラシオブジェクトの作成」を参照してください。

グループの拡張
192ページ「第11章」は、SMIL1.0から少しだけ変更された<seq>と<par>グルー
プを説明しています。また、SMIL2.0で新たに加えられた<excl>グループにつ
いても説明しています。

１つのプレゼンテーションのように表示される順番
SMIL2.0では、<seq>グループで定義された連続するクリップはそれぞれ別々の
プレゼンテーションの連続した再生ではなく、1つのプレゼンテーションのよう
に再生されます。詳細は、194ページの「クリップの順次再生」を参照してくだ
さい。

新しく導入された<excl>グループ
グループ
新しく導入された
エクスクルーシブグループはプレゼンテーションにインタラクティブ性を加え
る強力なグループです。<excl>タグはエクスクルーシブグループを作り、この
グループのなかの1つのクリップだけが再生されます。また、<seq>タグと異な
り、<excl>グループの中ではどれか1つのクリップが再生されると現在再生され
ているクリップは中断し、また、再生の順番はマウスクリックなどのある基準
で指定されます。詳細は203ページの「エクスクルーシブグループの作成」を参
照してください。

並列要素の同期
196ページの「パラレルグループ内での同期再生」のセクションは、帯域が落ち
たときに並列グループの中でどのクリップ同士が同期して再生されるかをコン
トロールする方法を説明します。この先進的な機能は、クリップに対して独立
したタイムラインを作成することにより放送番組のように動作します。この場
合、クリップを通してユーザーは巻き戻しと早送りができません。

機能アップしたレイアウトの選択
210ページの「第12章」はSMIL2.0の数多くの新しいレイアウト機能が提供され
たレイアウトタグと属性を使ってRealOne Playerにクリップを配置する方法を
説明しています。以下のセクションは、SMIL2.0のレイアウトにおける主要な
新しい機能を説明します。

セカンダリポップアップウィンドウ
<topLayout>タグを使用すると、プレゼンテーションの再生中にセカンダリウ
ィンドウがポップアップ表示されます。このウィンドウは補足的なクリップを
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再生する場合やメインウィンドウのレイアウトに適合しない場合に有用です。
詳細は211ページの「セカンダリメディア再生ウィンドウ」を参照してください。

サブ領域
211ページ「サブ領域」のセクションは領域の中に領域を作る方法を説明してい
ます。サブ領域は大きな領域に結合する小さな領域を作るときに有効です。な
ぜならば、大きな領域を再配置したときに、サブ領域は自動的にその位置を変
えるからです。

領域のサイズと位置属性
領域のサイズと位置を指定するのに、今まで通り、height、width、left、top
のほかにbottom、right属性が使用できます。領域を作成するときに、これらの
属性をどのように組み合わせも使用可能で、より多くの定義方法を使えるよう
になりました。詳細は221ページ「領域のサイズおよび位置の定義」を参照して
ください。

登録ポイント
213ページの「クリップの位置と適合」で記述しているように、登録ポイントを
使うとクリップサイズより大きな領域にクリップを簡単に配置可能です。たと
えば、登録ポイントを使ってクリップを領域の中心に配置したり、領域の右下
の角に整列させることができます。

領域の透明度
RealOne Playerは領域の透明度をサポートします。したがって、透明な領域の中
で再生している半透明なクリップの背後にあるエリアがクリップを通して見え
るようになります。詳細は229ページの「領域およびクリップの透明度」を参照
してください。

クリップの再生時にだけ表示される色のついた背景
クリップが領域内で再生される時のみ表示される領域の背景色を指定すること
が可能です。以前は、全ての領域と背景はプレゼンテーションのスタート時に
自動的に表示されました。詳細は229ページの「背景色が表示される時刻の指定」
を参照してください。

時間指定の機能アップ
SMIL2.0はプレゼンテーションのタイムラインを構築する数多くの新しい方法
を提供します。245ページの「第13章」と267ページの「第14章」でそれぞれ基
本的な時間設定と高度な時間設定を説明しています。

新しい繰り返し属性
SMIL1.0のrepeat属性の代わりに、新しくrepeatCountとrepeatDur属性が導入
されました。この新しい属性は、それぞれ繰り返しの回数と繰り返し時間のト
ータルの長さを設定します。詳細は254ページの「要素の繰り返し」を参照して
ください。

新しく導入された fill の値
fill属性には付加的なfillの挙動を指定する新しい値が加えられました。また、新
しく導入されたfillDefault属性はグループ全体に対するfillの挙動を指定します。
詳細は258ページの「fillの設定」と264ページ「デフォルトfillの指定」を参照し
てください。
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高度な時間の指定
267ページの「第14章」では、新しく導入されたSMILの時間値を説明していま
す。ユーザーがクリップをクリック、または、キーボードを押したときのよう
なあるイベントが起こった時に要素をスタートさせたりストップさせるために、
これらの値をbegin、end属性で使います。

新しく導入されたリンク属性
283ページの「第15章」は、SMILプレゼンテーションからWebページ、あるい
は他のSMILプレゼンテーションにリンクする方法について記述しています。

<anchor>タグに代わる
タグに代わる<area>タグの導入
タグの導入
タグに代わる
SMIL2.0ではSMIL1.0の<anchor>タグを<area>タグに変更しました。このタグは
クリップ上にホットスポット（イメージマップ）を作成するのに使われます。
円、多角形、四角のホットスポットが作成可能です。詳細は286ページの「<area/>
タグの使用」を参照してください。

リンクを開く新しい方法
リンクを開く新しい方法
SMIL2.0ではリンクの新しい開き方が導入されています。たとえば、ユーザー
がキーボードのキーを押すことでリンクを開いたり、プレゼンテーションの再
生中のある時点で自動的にリンクを開くことが可能になりました。詳細は291
ページの「基本的なハイパーリンクプロパティの定義」を参照してください。

RealOne Player の状態を制御する属性
リンクのタグ中のsourcePlaystate属性では、リンクをクリックした時にプレイ
ヤーの状態をコントロールできます。リンクが開かれた時に、RealOne Player
上のプレゼンテーションをポーズ、ストップ、再生の継続などの状態にするこ
とができます。詳細は295ページの「HTMLページへのリンク」か300ページの
「ストリーミングメディアへのリンク」を参照してください。

RealOne Player のブラウザウィンドウ
WindowsバージョンのRealOne Playerはユーザーのデフォルトブラウザと同様
に、RealOne Playerの環境内にHTMLページを表示するブラウザウィンドウを持
っています。RealOne Playerのメディア再生ペインの右側に現れる関連情報ペイ
ンはストリーミングプレゼンテーションに付随するHTMLページを表示できま
す。詳細は295ページの「HTMLページへのリンク」を参照してください。

クリップのトランジション効果
311ページの「第16章」はクリップのトランジション効果の定義方法を説明して
います。トランジション効果を用いることで、クリップがスタートあるいはス
トップする時に表示される特殊な効果を作成できます。たとえば、トランジシ
ョン効果を使い、クリップの切り替わり時にクロスフェードさせたり、スライ
ド、ワイプして新しいクリップを表示させたりなど、100種類以上のプロフェッ
ショナルなビデオ製作で用いられる効果を使うことができます。

SMIL アニメーション
338ページの「第17章」はクリップの再生時に特殊な効果を与えるSMILアニメ
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ーションの説明をしています。SMILアニメーションを使うと、たとえば、クリ
ップを縮小させたり、スクリーン上で移動させたり、背景色を変えたり、音声
のボリュームを変えたりできます。SMILアニメーションはFlashアニメーショ
ンとは違い、クリップそのものではありません。RealOne Player上で、ビデオ、
静止画像、オーディオなどのクリップの表示の仕方を変更するものです。

強力なコンテンツ制御機能
強力なコンテンツ制御機能
SMIL2.0は、上級のSMIL作成者が異なる視聴者やネットワーク状況に対してプ
レゼンテーションを組み立てることができるような強力なコンテンツ制御機能
を持っています。

新たに加えられたスイッチテスト属性
SMIL2.0では<switch>グループで使うことのできるいくつかの新しいテスト属
性があります。たとえば、これらの属性を使うと異なったモニターサイズやOS
などに応じて異なるプレゼンテーションを表示することができます。全ての属
性のリストは、358ページの「利用可能なテスト属性」を参照してください。

インラインスイッチング
<switch>タグを使わずに、直接クリップソースタグやグループタグにスイッチ
テスト属性を適用できます。RealOne Playerはスイッチテスト属性値が満足され
る場合にだけ、クリップやグループの再生をします。すべての場合においてス
イッチの必要性があるわけではないですが、多くの場合インラインスイッチは
有効です。詳細は357ページの「インラインスイッチングの使用」を参照してく
ださい。

クリップデータのプレフェッチ
<prefetch />タグを使うと、再生前にクリップデータをダウンロード可能にな
ります。この機能はプレゼンテーションのストリーミング帯域をコントロール
する強力な方法を与えます。プレフェッチに関する詳細情報は379ページの「第
19章」を参照してください。

本書に新たに加えられた資料と削除された資料
RealOne Playerの新しい機能について説明することに加えて、本書では以前のバ
ージョンからいくつかの構成上の変更が加えられています。

RealText と RealPix マークアップの説明
第6章と第7章ではそれぞれRealTextとRealPixマークアップについて説明してい
ます。リリース 8に基づいて書かれているRealTextオーサリングガイドと
RealPixオーサリングガイドは削除されましたが、RealNetworks社のテクニカル
サポートWEBサイトからダウンロードできます。
RealOne PlayerにはRealTextとRealPixについて重要なアップデートはありませ
んので、これらのガイドに準じて作成すれば、前のバージョンのRealPlayerとの
下位互換性を保てます。
ただし、RealOne PlayerとSMIL2.0で使用される場合、RealTextとRealPixは若干
の重要な改良点があります。例えば、SMIL2.0ではRealTextのバックグラウンド
を透明または半透明にできるので、これをビデオの上に配置し、字幕として使
うなどに役立てることができます。
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追加情報
RealText の透明度に関する詳細は 88 ページの「透明なウィンドウの背景の
作成」を参照してください。

広告とブロードキャストの章の削除
本書では広告拡張機能とブロードキャストについての記述は削除されています。
SMILを使う広告拡張機能についての情報は別の文書として利用できます。メデ
ィアのブロードキャストについては、「Helix Producer User’s Guide」と「Helix
Universal Server Administration Guide」を参照してください。

オーサリングキットの中止
zip圧縮されて提供されていたプロダクションガイドとユーティリティを含ん
だオーサリングキットはダウンロード中止となりました。プロダクションガイ
ドは次のWebページより入手可能です。
http://service.real.com/help/library/encoders.html
メモ
以前オーサリングキットに同梱されていた RealPix と Flash のユーティリティ
ーは、現在、zip 圧縮された本書の HTML バージョンの utilities フォルダに
含まれています。
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第2章
章
プレゼンテーションの計画
ストリーミングプレゼンテーションは1つのクリップでも、複数クリップでも
構成することができます。プレゼンテーションが単純か、複雑かに関係なく、
効果的に作業を進め、対象オーディエンスに着実に届けることができるように
メディア制作を計画する必要があります。本章ではストリーミングメディアプ
レゼンテーションの構成方法の基本を説明します。ストリーミングメディアと
RealOne Playeについて詳しくない場合には、432ページの「付録A」も参照して
ください。
ヒント
メディアを作成する能率的な手法は「ストリーミングメディア入門」を以下の
Web サイトからダウンロードしてください。
http://service.jp.real.com/help/library/encoders.html

手順 1：クリッ
：クリップ配信方法の決定
：クリップ配信方法の決定
ストリーミングプレゼンテーション制作の第一歩は、クリップをどのようにし
て他の人々に配信するかを考えることです。クリップをどのようにストリーム
するかは、メディア制作の方法を大きく左右します。

Helix Universal Server を用いたストリーミング
Helix Universal ServerはRealOne Playerのプレゼンテーションをホストするため
に最適です。特にマルチメディアプレゼンテーションをネットワークを通して
配信するために設計されています。Helix Universal Serverは複数のクリップの同
期を保ち、ネットワーク状況が悪くても確実にクリップをスムーズに配信する
数多くの先進的な機能を備えています。Helix Universal Serverの管理者は各Helix
Universal Serverの設定と管理を行います。Helix Universal Serverを自分で管理し
ない場合は、Helix Universal Serverの管理者に以下の点を確認してください。
1.

利用できるのは、どのバージョンの Server か？
本書で説明したクリップを配信するためには、RealSystem Server8 または
Helix Universal Server が必要であり、それ以前のバージョンは使用できま
せん。制作しようとしている全てのクリップを Helix Universal Server で配
信できることを確認してください。

2.

Helix Universal Server が配信できるストリーム数は？
各 Helix Universal Server には一度に送信できるメディアストリームの最
大数があります。たとえば、最大が 500 ストリームの Helix Universal Server
は同時に 500 人の視聴者にビデオをストリームできます。使用を予定して
いる Helix Universal Server がニーズに対して適切な容量を持っているこ
とを確認してください。

3.

帯域に制約があるか？
Helix Universal Server が動作しているコンピュータは、高速なクリップを
同時に多数配信するためには帯域幅が不十分な場合があります。広帯域幅
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のプレゼンテーションを制作する予定の場合には、帯域幅の制限に関して
Helix Universal Server の管理者と相談してください。
4.

クリップをどこに置くのか？
クリップは Helix Universal Server に置きますが、Web ページは Web サー
バに置きます。
Web ページのハイパーリンクを正しく設定できるように、
Helix Universal Server 上のクリップの URL を確認しておく必要がありま
す。

5.

Helix Universal Server の機能を設定する必要があるか？
Helix Universal Server の管理者は、以下のような多くのストリーミングと
セキュリティ機能を設定することができます。
• ライブブロードキャスト
• ペイパービューのコンテンツ
• 自動広告挿入
• パスワード認証

インターネットサービスプロバイダを介した Helix Universal Server の利用
インターネットサービスプロバイダ（ISP）がWebページのホストをしている場
合、ISPの管理者に連絡して、上記のHelix Universal Server の問題を確認してく
ださい。また、ストリーミングメディアのために必要なディスクスペースも確
認してください。多くのISPは、5または10 MB など、サーバ上で特定量のディ
スクスペースを割り当てます。これはWebページには十分な量ですが、ストリ
ーミングメディアには十分ではありません。ひとつのビデオクリップで、この
程度の容量を使い切ってしまう場合があるからです。

Web サーバーからのダウンロード
Webサーバはいくつかのストリーミングクリップを配信できますが、クリップ
を同期化して長いプレゼンテーションをスムーズに流すHelix Universal Server
と同様な機能はありません。Webサーバしか使用できない場合、マルチメディ
アプレゼンテーションの配信も可能ですが、RealOne Playerが提供するすべての
機能の一部しか使用できなくなります。
追加情報
Web サーバからのクリップ配信を計画している場合は、426 ページの「Web
サーバでの再生の制限」を参照してください。

ローカルでの再生
ユーザのローカルコンピュータ上で再生するプレゼンテーションを作成するこ
ともできます。この例としては、HTMLで記述され、クリップへのリンクを含
む、マルチメディア機能が強化された電子ブックがあります。ユーザはコンピ
ュータにファイルをダウンロードして、RealOne Playerでクリップメディアを再
生します。この場合、特定のネットワーク接続の帯域幅をターゲットとしない
点を除き、本プロダクションガイドでの説明に従ってクリップを作成します。
HTML ページでは、URLはHelix Universal Serverの代わりにユーザのコンピュ
ータ上にあるクリップを指しています。
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追加情報
SMIL ファイル内のローカル URL に関する詳しい説明は、166 ページの
「ローカルクリップへのリンク」を参照してください。また、411 ページ「Ram フ
ァイルで RealOne Player を起動する」も参照してください。

手順 2：
：RealOne Player インターフェースの学習
RealOne Playerは簡単かつ効果的にストリーミングメディアをHTMLページと
統合できます。RealPlayerの前のバージョンではHTMLページを表示できなかっ
たので、リンクされたページは視聴者のデフォルトWebブラウザで表示され、
アプリケーション間でプレゼンテーションを分けていました。RealOne Player
はこれら表示機能が1つに統合されているので、制作者はより簡単にストリーミ
ングメディアとWebページを組み合わせることができ、視聴者は表示するコン
テンツごとにアプリケーションを切り替える必要がなくなりました。
RealOne Player の変化に富んだパネルでストリーミングメディアとHTMLペー
ジを組み合わせた表示方法を理解することで、配信できるプレゼンテーション
のタイプを想定するのに役立つでしょう。このセクションでは、これらインタ
ーフェース要素を解説し、ストリーミングメディアとHTMLページを一緒に統
合して使用するためのテクニックを説明します。RealOne Playerは、初めてメデ
ィアを制作する方からWebプロフェッショナルまで、それぞれに適したさまざ
まな制作テクニックを提供します。

3 ペイン環境
次の図ではRealOne Playerの環境を説明します。 これは「play/more/explore」の
比喩に基づいています。
メディア再生ペインでは、クリップをストリームまたはダウンロード再生しま
す（play）。関連情報ペインでは、プレゼンテーションについてもっと多くの
情報を視聴者に提供します（more）。取り外し可能なメディアブラウザペイン
とセカンダリブラウザウィンドウでは、視聴者はWorld Wide Webを探検します
（explore）。このデザインは、メディアと関連する小さいHTMLページを表示
するための1つのパネルと、ホームページのような大きいWebページを表示する
ための1つまたはそれ以上のウィンドウで1つに統合されたメディアを供します。
RealOne Playerの
の3ペ
ペイン環境とセカンダリブラウザウィンドウ
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メディア再生ペイン
メディア再生ペインは、メディアクリップのホストとして機能し、再生、一時
停止、巻き戻し、ボリュームコントロールなどのボタンが用意されています。
ストリーミングまたはダウンロードされるどのようなメディアでもRealOne
Playerのこのペインで表示できます。ここでの表示には、28ページの「手順3：
クリップの種類の選択とツールの収集」にある基本的なクリップタイプやマー
クアップ言語で記述されたコンテンツを含みます。また、MPEGオーディオや
ビデオといった、他の多くのメディアタイプも再生できます。

メディア再生ペインのサイズ規格
メディア再生ペインは、自動的に再生するメディアにあわせてサイズを調整し
ます。もし、関連情報ペインにHTMLページ表示しない場合は、次の図のよう
にメディア再生ペインはメディアブラウザペインの上の中央に配置され表示さ
れます。
メディアブラウザペイン上の中央に配置されるメディア再生ペイン

ヒント
25 ページの「関連情報ペインのサイズの設定」で説明しているように、メディ
ア再生ペインを RealOne Player ウィンドウの中央に表示するかわりに、SMIL
を使って左側に表示することができます。

メディア再生ペインのみの表示
視聴者がメディアブラウザペインを取り外したり閉じた場合は、次の図のよう
にメディア再生ペインのみの表示になります。視聴者にメディアを再生するた
めの最低限必要な機能を備えた小さなウィンドウで提供されます。
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メディアブラウザペインがないメディア再生ペイン

メディア再生ペインと関連情報ペインの表示
メディアプレゼンテーションが関連情報ペインにHTMLページを開く場合、次
の図のようにメディア再生ペインはメディアとHTMLページの両方を表示すた
めに自動的にウィンドウを拡大します。
関連情報ペインを持ったメディア再生ペイン

オーディオのみのクリップのビジュアライゼーション
オーディオのみのクリップを再生した場合は、オーディオの周波数に応じてバ
ーが上下するオーディオアナライザーのような視覚効果を、メディア再生ペイ
ンに表示することができます。
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メディア再生ペインでのビジュアライゼーション

ダブルサイズとフルスクリーンモード
コンテンツ制作者と視聴者は、ダブルサイズまたはフルスクリーンモードでメ
ディアを再生することができます。フルスクリーンモードでは、コンピュータ
のスクリーン全体にメディア再生ペインを拡大します。この場合、プレゼンテ
ーションが終了するかフルスクリーンモードを解除するまでは、HTMLページ
を表示する関連情報ペインやメディアブラウザペインは表示されません。

関連情報ペイン
関連情報ペインは「コンテキストペイン」とも呼ばれ、メディア再生ペインの
右に表示されます。それは、小さいHTMLページを表示するように設計されて
います。これらのページはアルバムのカバーアートや著作権情報、広告などを
含んでいるかもしれません。
関連情報ペインは必ずしも必要ではありませんが、このウィンドウで補足の
HTMLページを表示することは視聴者の体験を大いに高めます。
関連情報ペインは、Microsoft Internet Explorerバージョン4またはそれ以上でサ
ポートされているどのようなHTMLページでも表示することができます。
メディア再生ペインと関連情報ペインは別になっているので、プレゼンテーシ
ョンの再生中に容易に多くのHTMLページを開くことができ、メディアタイム
ラインの特定のポイントでそれぞれのページを表示します。新しいHTMLペー
ジを開くことによって、関連情報ペインを簡単に更新することができます。こ
れに対して、Webページにメディアを埋め込んだ場合はページのアップデート
に複雑なスクリプティングを要します。RealOne Player はメディアに焦点をあ
わせ、簡単な制作テクニックを使って補足のHTMLページをどんな数でも表示
します。
メモ
メディア再生ペインと関連情報ペインの境界線は表示されないので、同じバ
ックグラウンドカラーを設定することでパネルを一体化して見せることが容易
にできます。
関連情報ペインに関しては、HTML ページのバックグラウンドカラーを設定
します。このガイドの後のセクションで、メディア再生ペインのバックグラウン
ドカラーを設定するさまざまな方法を説明します。
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関連情報ペインのサイズの設定
このガイドに記述されているRealOne Playerの制作テクニックで、関連情報ペイ
ンのサイズを設定することができます。もしサイズを指定しない場合はデフォ
ルト幅の330ピクセルが使われ、高さに関してはメディアを再生しているメディ
ア再生ペインと同じ高さが使われます。ページのコンテンツが指定したサイズ
より大きい場合は、標準的なブラウザウィンドウと同じようにスクロールバー
が表示されます。
関連情報ペインのサイズは、プレゼンテーションが再生している間固定されて
います。クリップやSMILプレゼンテーションを再生するとき、関連情報ペイン
で開く最初のURLにはウィンドウサイズを設定します。次に同じクリップある
いはプレゼンテーションの再生中に関連情報ペインで開くURLは、どんなサイ
ズ情報でも無視されます。ただし、新しいクリップまたはSMILプレゼンテーシ
ョンをスタートするとき、新たに関連情報ペインのサイズを指定することがで
きます。
ヒント
通常、関連情報ペインはサイズが小さいため、このウィンドウ内でのフレーム
の使用は推奨されていません。

最小縦幅はメディアクリップが決定する
関連情報ペインの高さをメディアクリップの高さより大きく設定することはで
きますが、それより小さく設定することはできません。
メディアクリップの高さが300ピクセルの場合、関連情報ペインの高さを200ピ
クセルと低い高さを指定しても300ピクセルで表示されるでしょう。ただし、400
ピクセルのようなメディアクリップより高さが大きい関連情報ペインを作成す
ることはできます。この場合、RealOne Playerは関連情報ペインと並ぶメディア
再生ペインを縦方向の中央に配置します。

横幅はメディアブラウザペインに優先される
上にある2つのペインの下にメディアブラウザペインが付加されると、関連情報
ペインの横幅が広がるかもしれません。
例えば、200ピクセル幅のメディアクリップとに300ピクセル幅の関連情報ペイ
ンを設定し、メディアブラウザペインが付加されていない場合、上に表示され
る2つのペインの幅は500ピクセルになります。しかし600ピクセルのメディアブ
ラウザペインを付加すると、RealOne Playerはそれにあわせて全体的な幅を増や
すために、関連情報ペインの横幅に100ピクセルを加えます。

HTML ページをキャッシュする
RealOne Playerはプレゼンテーションの再生中、関連情報ペインで表示する
HTMLページをキャッシュします。
新しいクリップが再生されるとき、このキャッシュは削除されます。また、
RealOne Playerは通常、メディア再生ペインで再生されるメディアクリップをキ
ャッシュしませんが、SMILを使用することで画像のような小さなクリップをキ
ャッシュすることができます。
追加情報
小さなメディアクリップをキャッシュするための RealOne Player の CHTTP キャ
ッシングプロトコルについては、169 ページの「RealOne Player でのクリップ
のキャッシュ」を参照ください。

25

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

プレゼンテーションの計画

メディアブラウザペイン
メディアブラウザペインは、メディア再生ペインと関連情報ペインに付加した
り取り外したりすることが可能です。付加した場合は2つのペインの下に表示さ
れます。取り外すとスタンドアローンのウィンドウとして表示され、メディア
再生ペインと関連情報ペインとは関係なくサイズを変更し、ウィンドウを閉じ
ることができます。ただし、HTMLページのURLが要求された場合、再度メデ
ィアブラウザペインが現れます。
メディアブラウザペインを通して、RealOne Playerユーザーは、Webの閲覧、CD
の再生、パーソナルなメディアライブラリへのアクセス、ポータブルプレーヤ
ーへのクリップの転送ができます。プレゼンテーション制作者は、ストリーミ
ングプレゼンテーションと関連付けたWebページを表示するのに、このペイン
を使用することができます。例えば、メディアプレゼンテーションを再生した
後、このペインにホームページを表示するといった使い方が可能です。

「Now Playing」リスト
」リスト
メディアブラウザペインの左側に、視聴者がクリック可能な「Now Playing」リ
ストを表示することができます。
メディアクリップやプレゼンテーションを再生したとき、クリップまたはプレ
ゼンテーションのタイトルがこのリストに表示されます。
さらに、関連情報ペインやメディアブラウザペインで表示されたHTMLページ
からメディアリンクをドラッグすることで、クリップリストを構築することが
可能です。
RealOne Player の「Now
Playing」リスト
」リスト
の「

セカンダリブラウザウィンドウ
ほとんどのWebブラウザのように、RealOne Player は3ペイン環境から独立した
複数のブラウザウィンドウを表示することができます。
例えば、Webページをセカンダリブラウザウィンドウに表示し、プレゼンテー
ションと関連付けて表示することが可能です。しかし、多くの視聴者はメディ
ア再生ペインと関連情報ペインにメディアブラウザペインを付属して表示して
いる可能性が高いので、ほとんどの場合メインのメディアブラウザペインで
Webページを表示するほうが適切です。また、「Now Playing」リストはメディ
アブラウザペインにのみ用意されています。

メディアクリップを使って HTML ページを開く
メディアクリップを再生すると同時にHTML表示ペインでURLを開くために、3
つのテクニックを使用することができます。これらのテクニックを使用すると、
メディアタイムラインの特定のポイントで、またはユーザーのインタラクショ
ンを受けて、HTMLペインで補足の情報を表示する「メディアによって操作さ
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れる」プレゼンテーションを作成することができます。

Ram ファイルで、クリップ URL に HTML の URL を付加する
RealOne Playerでメディアクリップを再生するためには、一般にRamファイル
（拡張子.ram）を使用します。415ページの「Ramファイルを通してパラメータ
を送る」のセクションで説明されているように、関連情報ペインまたはメディ
アブラウザペインで開くHTMLページのURLを、Ramファイルに設定すること
ができます。このRamファイルの設定方法は簡単で、1つのRealVideoクリップ
とHTMLページを組み合わせたようなシンプルなプレゼンテーションを作成す
る場合に適しています。

クリップに HTML の URL を埋め込む
Helix ProducerでRealVideoや RealAudioクリップを作成する場合、クリップの再
生にしたがって、特定のポイントでRealOne PlayerのHTMLペインに開くURLを
記述したイベントファイルを用意できます。ユーティリティを使ってクリップ
にそのイベントを埋め込むことができます。これによって、クリップの再生中
に自動的に設定したURLが開きます。「ストリーミングメディア入門」でその
テクニックについての詳細な情報を提供します。「ストリーミングメディア入
門」は以下のWebサイトからダウンロードできます。
http://service.jp.real.com/help/library/encoders.html

クリップと HTML を組み合わせるために SMIL を使用する
多数のメディアクリップを平行して同期させるためには、Synchronized
Multimedia Integration Language (SMIL)を使用します。SMILプレゼンテーション
は常にメディア再生ペインで再生されますが、同様に他のペインにHTMLペー
ジを表示することができます。SMILを使用すると、Ramファイルやクリップに
URLを埋め込む方法よりも多くの制御が可能になります。
このガイドの7ページの「パート4」でSMILについて学ぶことができます。283
ページの「第15章」ではSMILのハイパーリンク属性を説明します。

HTML ページからプレゼンテーションをコントロールする
関連情報ペインやメディアブラウザペインに表示しているHTMLページから、
新しいHTMLページを開くと同様に、メディア再生ペインで表示しているメデ
ィアを制御することができます。
この制作テクニックと、前に説明したメディアベースのテクニックとを組み合
わせて、HTMLペイン内でのユーザーアクションによってクリップとHTMLペ
ージが表示される、「ユーザーによって操作される」プレゼンテーションの作
成が可能になります。

1 つの HTML ペインから他のペインにリンクを設定する
1つのHTMLペインから他のペインにリンクする最も基本的な方法は、<a href>
を使用してシンプルなハイパーテキストリンクを設定することです。
例えば、関連情報ペインから<a href>タグにtarget="_rpbrowser"属性を追加して、
ハイパーテキストリンクでメディアブラウザペインに新しいHTMLを開くこと
ができます。
<a href="URL" target="_rpbrowser">
他のターゲット名を使用した場合は、基本的な3ペイン環境から分離して、セカ

27

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

プレゼンテーションの計画

ンダリウィンドウでHTMLページが表示されます。
しかし、メディアブラウザペインから関連情報ペインへのHTMLページのリン
クは試みるべきではありません。なぜなら、関連情報ペインへのリンク情報と
して必要なサイズ情報をリンクで渡すことができないからです。しかし、以下
で説明しているJavascript/VBScriptのメソッドを使用することでその情報を渡
すことができます。

HTML ページリンクからクリップを起動する
411ページの「RamファイルでRealOne Playerを起動する」で説明しているよう
に、 <a href>でRamファイルをリンクした場合、Ramファイルでリストしたク
リップまたはSMILプレゼンテーションは自動的にメディア再生ペインで再生
されます。特にウィンドウへのターゲット属性を使用する必要はありません。
視聴者がある特定のリンクをクリックしたとき、ファイルダウンロードダイア
ログの表示を避けるために、クリップの再生にJavascriptやVBScriptのメソッド
を使用することも可能です。

JavaScript と VBScript のメソッドを使用する
RealOne PlayerはJavaScriptとVBScriptの両方のメソッドをサポートしています。
これらのメソッドを関連情報ペインやメディアブラウザペインに表示されてい
るHTMLページで使用することで、<a href>リンクより多くの制御を行うことが
できます。これらのメソッドはRealOne Player環境で表示するHTMLページ用に
用意されているもので、他のブラウザでは機能しません。
JavascriptとVBScriptのメソッドは、例えばインターネットベースのオーディオ
とビデオのジュークボックスを作成するのに適しています。これらのメソッド
を使って、「Now Playing」にクリップを追加するインタラクティブなプレゼン
テーションを作成することが可能です。また視聴者のインタラクションに基づ
いてクリップを再生したり、関連情報ペインやメディアブラウザペインにエレ
メントを表示できます。
追加情報
RealOne Player の JavaScript および VBScript のメソッドの詳細は、「RealOne
Player スクリプティングガイド」を参照ください。

手順 3：クリップの種類の選択とツールの収集
：クリップの種類の選択とツールの収集
RealOne Playerは、ストリーミングメディアを作成するための多くの機能を提供
します。プレゼンテーションはひとつのクリップ、または同時に再生する複数
のクリップで構成されます。ストリームしたいクリップのタイプを決定したら、
クリップを作成するために必要な制作ツールを集めます。

オーディオおよびビデオ
RealAudioとRealVideoは、最も普及しているストリーミングメディアフォーマ
ットです。これらを作成するためには、ライブのソース、テープまたはCDなど
のレコーディング媒体、WAV、AVI、QuickTimeまたはMPEGなどの標準的なフ
ォーマットでデジタル化されたファイルからのオーディオまたはビデオ入力に
対してエンコードツールを実行します。
•

ビデオカメラやマイクロフォンのようなライブソース
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•

テープや CD のような記録メディア

•

標準的なデジタルファイル、非圧縮フォーマット
Windows では、WAV(.wav)と AVI(.avi)が最も人気の高いオーディオ・ビデオフ
ォーマットです。Macintosh では QuickTime(.mov)と AIFF(.aiff)が一般に使用さ
れています。UNIX ユーザーは、MPEG(.mpg, .mpeg)を使ってしばしば開始しま
す。
ヒント
RealOne Player で開くことができるクリップなら、Helix Universal Server でそ
のクリップタイプを配信することができます。ただし圧縮されたクリップのみが
うまく配信されます。例えば、非圧縮 AVI は多くの帯域幅を必要とするため、
良いストリーミングフォーマットではありません。

オーディオおよびビデオ制作ツール
ストリーミングRealAudioまたはRealVideoクリップは、オーディオまたはビデ
オ入力素材を集め、編集およびエンコードを行なって出来上がります。コンテ
ンツの収集と編集の最初の手順を実行するには、以下が必要です。
•

ビデオカメラとマイクロフォン
ライブ入力をキャプチャするためには、使用するコンピュータに接続可能
なビオカメラとマイクロフォンを使用します。オーディオソースやビデオ
ソースが既にデジタル化されている場合にはこれらの機器は不要です。

•

オーディオ・ビデオキャプチャーカード
マイクロフォンやカメラからの入力をソースとする場合、オーディオキャ
プチャーカードとビデオキャプチャカードがコンピュータにインストー
ルされている必要があります。このカードは入力を受け取って編集可能な
フォーマットにデジタル化します。
Windows のコンピュータ上で Video for
Windows をサポートするビデオキャプチャカードであればどのカードで
も使用できます

•

オーディオおよびビデオ編集ソフトウェア
これらのプログラムを使い、デジタル化したオーディオファイルやビデオ
ファイルを編集します。オンデマンドでストリームするクリップを作成す
る場合は、エンコーディングの前に入力を編集し、最適化するのが最善で
す。ブロードキャストする場合は、最初に個別のデジタル化されたファイ
ルを作成することなく、キャプチャボードからのオーディオ入力およびビ
デオ入力を RealAudio または RealVideo クリップに直接変換することがで
きます。
RealAudioおよびRealVideoを作成する場合、特定のマイクロフォン、カメラ、
キャプチャカード、または編集ツールを使用する必要はありません。編集ツー
ルで保存する時に、エンコーディングツールを使ってストリーミングフォーマ
ットに容易に変換できるフォーマットでファイルを保存できることを確認して
ください。
追加情報
43 ページの第 3 章と 54 ページの第 4 章で RealAudio および RealVideo の
詳細を説明します。
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RealAudio および RealVideo エンコーディングツール
編集プログラムによっては、デジタル化されたオーディオおよびビデオを直接
RealAudioおよびRealVideo形式にエクスポートできるものもあります。使用す
る編集プログラムがクリップをエクスポートできない場合、またはこの機能を
使用したくない場合、RealNetworks 社のツールを使用してWAV、AVI、
QuickTimeおよびMPEGなどの標準フォーマットのファイルからクリップをエ
ンコードすることができます。Helix Producer BasicはRealAudioおよびRealVideo
クリップをエンコードするための無料のツールです。Helix Producer Plusは、よ
り多くのエンコーディング機能を提供する拡張されたバージョンです。

Helix Producer を使ったストリーミングクリップの作成

追加情報
Helix Producer に関する詳細については、434 ページの「制作ツールの入
手」を参照してください。ツールは
http://www.jp.realnetworks.com/products/producer/index.html から入手でき
ます。

SMIL
2つ以上のクリップを結合してひとつのプレゼンテーションにしたい時には、
SMILを使用します。SMILは「スマイル」と発音します。SMILは簡単なマーク
アップ言語であり、RealOne Playerにクリップのレイアウトと再生方法を指示し
ます。ワープロやテキストエディタを使用してSMILを記述することができます。
SMILに関する基本的な情報は、152ページの「SMIL ファイルの作成」を参照
してください。詳細については147ページの「第8章」を参照してください。

アニメーション
Macromedia社のFlashを使用すれば、アニメーションのストリーミングから電子
商取引アプリケーションまで作ることができます。Flashバージョン5を使用す
ると、RealOne Playerで再生可能なアニメーションとRealAudioサウンドトラッ
クを直接書き出すことが可能です。ストリーミングFlashの拡張子は.swfです。
RealOne Playerに対するFlash アニメーションの制作についての詳細は、第5 章
を参照してください。Flashの詳細については、Macromedia社のWebサイト
（http://www.macromedia.com/jp/software/flash/）を参照してください。
RealOne Playerは同じくScalable Vector Graphics (SVG)フォーマットでアニメー
ションを再生することができます。SVGの詳細については、Adobe社のwebサイ
ト（http://www.adobe.co.jp/svg/main.html）を参照してください。
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画像
RealOne Playerで再生するストリーミングマルチメディアプレゼンテーション
には以下のフォーマットの静止画像を含むことができます。
•

GIF87、GIF89 およびアニメーション GIF (.gif)
インターレース GIF とノンインターレース GIF のいずれも動作しますが、
ノンインターレース GIF の使用を推奨します。

•

JPEG (.jpg)
RealOne Player は、RGB ベースライン JPEG を表示できます。プログレッ
シブ JPEG とグレースケール JPEG はサポートされていません。

•

PNG (.png)
RealOne Player は PNG 画像のガンマセッティングはサポートしていませ
ん。
メモ
いくつかの SMIL の拡張を使用することで、画像クリップの色と透明度を調
節することができます。詳細は、172 ページの「クリップの色の変更」を参照し
てください。

SMIL プレゼンテーションでの画像
たとえば、バックグラウンドやボタンとしてストリーミングプレゼンテーショ
ンに画像を追加することができます。SMILを使用することにより、画像を簡単
に取り込むことができます。このようにして、クリップに関連した画像が現れ
る場所を正確に指定できます。SMILを使用して画像をハイパーリンクにするこ
とも可能です。

RealSlideshow プレゼンテーション
ストリーミングスライドショーを作成したい場合、最も簡単な方法は
RealSlideshowまたはRealSlideshow Plusを使用することです。これらのツールに
はドラッグアンドドロップインタフェースがあり、このインタフェースによっ
て、テキストのキャプション、オーディオのナレーション、バックグラウンド
ミュージック等を含むスライドショーを素早く作成することができます。
RealNetworks社のパートナーは、ストリーミングスライドショーをホストしま
す。RealSlideshowはWebサイト（http://www.realnetworks.com/products/index.html）
から入手できます。

RealPix マークアップ
ストリーミングスライドショーは、RealPixマークアップ言語に基づいています。
RealSlideshowを使用せずに、エディターなどでマークアップを記述してディゾ
ルブやズームなどの目を惹く特殊効果を持たせるRealPixのプレゼンテーショ
ンを構成することができます。RealPixマークアップについては、113ページの
「第7章」で説明しています。

テキスト
176ページの「SMILプレゼンテーションへのテキストを追加」のセクションで
説明しているように、メディア再生ペインに表示されるSMILプレゼンテーショ
ンにテキストを追加する方法は3通りあります。プレーンテキストファイル
（.txt）を表示する方法、直接SMILにテキストを記述する方法、指定した時間
でテキストを表示するRealText（.rt）を表示する方法があります。同様に関連
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情報ペインまたはメディアブラウザーペインにHTMLテキストを表示すること
ができます。83ページの第6章はRealTextについて説明しています。

オートアップデート機能
RealOne Playerのプラグインおよびオートアップデート技術は、可能な限り広範
な視聴者にクリップを届けることを保証します。RealOne Playerプラグインは
Webブラウザのプラグインと同様に機能します。RealOne Playerに特定のストリ
ーミングクリップを再生するために必要となるプラグインがない場合には、イ
ンターネットからプラグインをダウンロードします。RealOne Playerはオートア
ップデート機能を使用して必要な時に自分自身を新しいバージョンにアップグ
レードします。
以下の図は新しいプラグインをダウンロードする過程を示しています。ステッ
プ1ではRealOne Playerは再生不可能なタイプのクリップにアクセスします。次
に、そのクリップタイプを再生可能なプラグインを入手するために
RealNetworks社のサーバーにアクセスします。プラグインが利用可能であれば、
ステップ3で示すようにRealOne Playerはサーバーからプラグインをダウンロー
ドします。ステップ4ではRealOne Playerは新しいプラグインを使ってクリップ
を再生します。
RealOne Player は必要なプラグインをインターネットからダウンロードする

以前の RealPlayer バージョンとの互換性
プラグインと自動更新技術はRealPlayer G2で導入されました。以前のバージョ
ンのRealPlayerはアップグレードできないため、本製品のガイドに記載されてい
るすべてのクリップを再生できるとは限りません。一般的にほとんどの
RealPlayerのユーザは最新バージョンにアップグレードしているため、前のバー
ジョンとの互換性を心配する必要はありません。以下の表はRealPlayerのバージ
ョンごとに提供する機能をまとめたものです。たとえば、RealPlayer 4.0は
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RealAudioとRealVideoのみを再生できます。
RealOne Playerと以前のバージョンの
と以前のバージョンのRealPlayerでサポートされる機能
でサポートされる機能
と以前のバージョンの
RealONE
8
7
G2
5 4 3 2 1
機能
X
X X X
X X X X X
RealAudio ストリーミング
X
X
X
X
X
X - - RealVideo ストリーミング
X
X X X
X - - - Flash2.0 ストリーミング
X - - - - - Flash3.0 および 4.0 ストリー X
ミング
X
X X X
- - - - RealPix ストリーミング
X
X X X
- - - - RealText ストリーミング
X
X X X
- - - - SMIL1.0 プレゼンテーショ
ン
X
- - - - - - SMIL2.0 プレゼンテーショ
ン
X
X X X
- - - - 追加クリップに対するプラ
グイン
X
X X X
- - - - オートアップデート

この表は、一般的なクリップの互換性を示していますが、他の要因が下位互換
性を妨げる場合もあります。たとえば、RealAudioおよびRealVideoの全てのコ
ーデックが以前のバージョンのRealPlayerと互換性があるわけではありません。
互換性が心配であるならば、このガイドの各章で記述されているそれぞれのク
リップタイプの規格をよく理解してください。

著作権付コンテンツの保護
Webブラウザと異なり、RealOne Playerはディスクキャッシュにクリップを保存
したり、ユーザに静止画像のコピーやダウンロードを許可することはできませ
ん。これによってWeb サーバからではなく、Helix Universal Serverからクリッ
プをストリームする時に著作権が保護された素材の安全を確保します。Helix
Producerのオプションを利用すると、視聴者はRealAudioやRealVideoのクリップ
をエンコードして自分のコンピュータにクリップを記録することができます。
著作権が保護されたメディアの管理には、RealNetworks社のMedia Commerce
Suiteを利用することが可能です。詳細は以下のWebページを参照ください。
http://www.jp.realnetworks.com/products/mcs/index.html

手順 4：帯域幅の戦略の作成
：帯域幅の戦略の作成
ネットワークに接続されたすべてのコンピュータには、データを受信できる最
大速度、つまり接続帯域幅があります。たとえば、28.8 Kbps モデムを使用す
るWebユーザーは、毎秒28.8 Kbps 以下のデータをストリームするプレゼンテ
ーションしか見ることができません。毎秒28.8 Kbps 以上のデータをストリー
ムするプレゼンテーションは、クリップの流れを維持するために十分なモデム
の速度でデータを取得できないために停止する可能性があります。これらのプ
レゼンテーションは高速接続をしているユーザの場合には問題がありません。
あなたのオーディエンスの接続帯域幅を正しく把握することは、ストリーミン
グメディアの制作上、非常に重要です。視聴者は、リンクをクリックしてから
再生が始まるまで数秒間以上待ちたいと思いません。また、クリップの配信帯
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域幅が広すぎるためにクリップの再生速度が遅くなる場合、視聴者はこのクリ
ップの再生をすぐに諦めてしまうでしょう。帯域幅の戦略を立てることにより、
クリップが素早く再生され、遅延しないことが保証されます。また、接続帯域
の低いユーザーには通常のクリップを、接続帯域の高いユーザーにはデータ量
の大きなクリップを配信するように工夫することもできます。
プレゼンテーションデータは RealOne Player の接続帯域幅に適合することが必要

バッファリング
RealOne Playerは、各ストリーミングクリップごとにデータ貯蔵所として機能す
る「バッファ」を保持しています。データがRealOne Playerにストリームされる
とバッファに入り、RealOne Playerがクリップを再生するとバッファから消去さ
れます。バッファは使用可能な帯域幅の低下によってプレゼンテーションが停
止しないことを保証します。たとえば、ネットワークが混雑して数秒間データ
の流れが停止した場合、RealOne Playerはバッファリングされたデータでクリッ
プの再生を継続します。初期バッファリングを最小限に抑制し、再バッファリ
ングをなくすことが大切です。

初期バッファリング（プリロール）
RealOne Playerはクリップを再生する前に数秒間、データをバッファリングしま
す。初期バッファリングはプリロールとも呼ばれますが、すべてのクリップで
必要となります。帯域幅を適切に使用するクリップを作成することで、プリロ
ールを許容可能なレベルに抑えることができます。各クリップごとのプリロー
ルは15秒以下が適当です。RealAudioとRealVideoのエンコーディングツールは、
プリロールを短く設定することができます。しかし他の種類のクリップでは、
クリップの作成方法によってプリロール時間がほぼ決定されます。

再バッファリング
クリップデータの入力が停止してクリップのバッファが空になると、RealOne
Playerはクリップの再生を停止してデータを再度保存しなければなりません。
つまり「再バッファリング」が必要になります。視聴者の利用可能な帯域幅が
長時間低下したときなど、場合によっては再バッファリングを回避することは
できません。マルチクリッププレゼンテーションを作成する際に、不注意で再
バッファリングを発生させないようにタイムラインを注意深く考慮することが
必要です。低い帯域幅を奪い合うクリップが多すぎる場合にこの再バッファリ
ングが発生する可能性があります。
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視聴者の帯域幅
ストリーミングプレゼンテーションが、視聴者の接続帯域幅全体を使い切るよ
うに設定すべきではありません。ネットワークのオーバーヘッド、エラー訂正、
喪失したデータの再送信などのために帯域幅を常に残しておく必要があるから
です。そうしなければ頻繁に再バッファリングが必要になります。以下の表は、
一般的なネットワーク接続で推奨される最大ストリーミング速度を示していま
す。たとえば、56Kbpsモデムに対して配信するには、プレゼンテーションは毎
秒34 Kbを超えるデータをストリームすべきではありません。
最大ストリーミングレート
ターゲットオーディエンス
最大ストリーミングレート
10Kbps
14.4Kbps モデム
20Kbps
28.8Kbps モデム
34Kbps
56Kbps モデム
64Kbps ISDN
45Kbps
80Kbps
112Kbps デュアル ISDN
150Kbps
コーポレート LAN
225Kbps
256Kbps DSL/ケーブルモデム
350Kbps
384Kbps DSL/ケーブルモデム
450Kbps
512Kbps DSL/ケーブルモデム
700Kbps
786Kbps DSL/ケーブルモデム

他の接続速度については、以下のように最大ストリーミング速度を計算してく
ださい。
ダイアルアップモデムなどのアナログ接続用の接続帯域幅の約75%
–または–
DSL またはケーブルモデムなどの高速デジタル接続用の接続帯域幅の約90%

マルチクリッププレゼンテーション
複数のクリップを同時に再生する場合、合計のストリーミング速度が最大接続
帯域幅を超えないようにしてください。たとえば、それぞれ12 Kbpsと8 Kbps で
ストリーミングされるRealPix とRealAudioクリップは、合計の帯域幅が20Kbps
なので、28Kbpsモデムで同時に再生できます。これに対して、それぞれ12Kbps
と16Kbpsでストリーミングされる場合は合計28Kbpsなり、モデムに対するオー
バーヘッド用の帯域幅が残されていないので、同時に再生することはできませ
ん。そのようなプレゼンテーションは頻繁に再バッファリングが必要になりま
す。

最大速度以下でのストリーミング
プレゼンテーションは、上の表にリストした最大速度でストリームする必要は
ありません。場合によっては、クリップを最大速度より遅い速度でストリーム
する場合があります。
•

ユーザーは、ネットワーク帯域を使用する他の作業のために帯域を残しておく
必要がある場合があります。たとえば、インターネットラジオステーションを
ストリーミングする場合は、リスナーが Web ページを見るための帯域幅を残
しておいてください。
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帯域はローカルエリアネットワーク（LAN）上のすべての人によって共有され
ます。LAN が混雑している場合、150KbpsLAN ターゲットの帯域を使用する
クリップを配信すると、LAN の速度を非常に遅くする場合があります。イン
トラネットでは、LAN の管理者がストリーミング速度を決定するのが良いで
しょう。

クリップの帯域幅特性
クリップを対象とする視聴者に配信するためには、クリップの帯域幅の特性を
理解する必要があります。

RealAudio と RealVideo
RealAudioおよびRealVideoのエンコーディングツールはソースオーディオやビ
デオを少ないプレロールでストリームするようなクリップに変換することがで
きます。しかし低い帯域幅の対象オーディエンスに配信するためにファイルを
過度に圧縮すると、クリップの品質が劣化します。したがってクリップのスト
リーミングがうまくいっても、良い結果が得られない場合があります。優れた
品質での再生を保証するためには、ファイルを作成する時に帯域幅を意識して
ください。特にダイアルアップモデムユーザへの配信を予定している場合には
注意が必要です。
追加情報
43 ページの「RealAudio について」と 54 ページの「RealVideo について」を
参照してください。

Flash
Macromedia社のFlashは低い帯域でもうまく再生されるので、ビデオに代わる魅
了的な選択肢となります。ビデオなどと違い、低い帯域幅はFlashのクオリティ
に影響を与えません。しかし、低い帯域幅では高帯域幅でストリーミングする
時のようにアニメーションのシーンに多くのアイテムを含めることができない
場合があります。そのような場合は、RealOne Player のためにFlash クリップを
作成した後で、指定したビットレートでストリームするように調整します。詳
細は、70ページの「Flashの帯域幅特性」を参照してください。

RealText と SMIL
RealTextファイルとSMILファイルはプレーンテキストファイルなので、使用す
る帯域幅はわずかです。したがって、一般的にどのくらい帯域を消費するかを
考える必要はありません。

RealPix (スライドショー
スライドショー)
スライドショー
RealPixの帯域幅の使用量はその画像サイズと各画像がクリップのタイムライ
ン上に現れる位置によります。帯域幅が高いほど、より大きな画像を使用でき、
短時間で表示することができます。画像のサイズを変えたり、RealPixのタイム
ラインを変えたりすることにより、帯域幅の使用量を十分管理することができ
ます。RealSlideshowは対象となるオーディエンスの帯域に適した速度でストリ
ームすることを常に保証します。しかし、RealPixマークアップを手作業で書い
た場合には、帯域幅を超えないように注意する必要があります。
追加情報
詳細は、118 ページの「RealPix の帯域幅の管理」を参照してください。
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SMIL プレゼンテーション内での画像
SMILプレゼンテーション中ではJPEG,GIF,PNG画像はデフォルトで12Kbpsで
配信されます。このストリーミングビットレートの変更に関しては162ページの
「クリップのストリーミング速度の設定」を参照してください。

複数の視聴者への配信
接続速度の遅いユーザ向けに良質のコンテンツを提供し、接続速度が高速なユ
ーザに大容量のコンテンツを提供するために、以下の 2つの方法を個別に使用
することができ、また必要に応じて2つを組み合わせることもできます。
•

SureStream 技術を使うことにより、異なるオーディエンスの帯域幅を対象とす
る単一の RealVideo や RealAudio クリップを作成する。

•

それぞれ異なる帯域のクリップを個別に作成し、RealOne Player が選択するク
リップのセットを SMIL で指定する。
いずれの場合でも、すべての視聴者に対してただ1 つのリンク をWeb ページ
に追加します。たとえば、モデムおよ び DSL 接続にそれぞれ別個のリンクを
設定する必要はありません。

SureStream の RealVideo および RealAudio
SureStream技術を使用して、複数の帯域幅に対して RealAudioまたは RealVideo
クリップをエンコードすることができます。たとえば、ひとつのRealAudioミュ
ージック クリップを 28.8 Kbps モデム、56 Kbps モデム、112 Kbpsデュア ル
ISDN 、256 Kbps DSLなどに対してエンコードが可能です。クリップの再生品
質は高速になるほど向上します。視聴者が SureStreamクリップへのリンクをク
リックすると、RealOne PlayerとHelix Universal Serverが以下の図に示すように、
使用可能な帯域幅に基づいて使用するストリームを判断します。
複数の帯域幅に対してエンコードされた SureStream クリップ

Helix Universal Serverと RealOne Playerは、ネットワーク状況に応じて、このス
トリームの選択を調整することができます。高帯域で接続されたストリームが
ネットワークのトラフィックが高いために動かなくなった場合、Helix Universal
Serverは低帯域幅のストリームに切り替えて、プレゼンテーションが停止しな
いようにします。トラフィックの混雑が解決されると、Helix Universal Server
はより高帯域なストリームに戻します。RealOne Playerはこの移行期間の間にデ
ータを再バッファリングする必要はありません。
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ネットワークが混雑している時の帯域幅の切り替え

SMIL による複数のクリップの切り替え
複数の帯域幅でストリームできるのは、RealAudioおよびRealVideoクリップだ
けです。他のクリップでは、異なる帯域幅ごとに複数のバージョンのクリップ
を作成することができます。RealOne PlayerはSMILの帯域幅パラメータに基づ
いてどのクリップを再生するかを選択します。以下の図は別々の高帯域幅と低
帯域幅のRealPixクリップをリスト表示するSMILファイルを示します。各
RealOne PlayerはSMILファイルを解析し、接続速度に適したRealPixクリップを
選択します。しかしながら、いずれのプレゼンテーションも複数の帯域幅に対
してエンコードされた同じSureStream RealAudioクリップを使用します。
SureStream クリップと SMIL を通した帯域幅の選択

SMILファイルを使って帯域幅の選択をした場合には、Helix Universal Serverは
SureStreamのファイルはダウンシフトしますが、クリップグループに対しては
ダウンシフトはしません。しかし、Helix Universal Serverはネットワークの混雑
を補償する別の技術を採用しています。一時的にプライオリティの低いデータ
をドロップして、そのプレゼンテーションの帯域を減少させます。ネットワー
クの混雑が解消されたら、再びすべてのデータをストリームします。
追加情報
362 ページの「帯域幅の選択肢の間でスイッチングする」は SMIL を使用し
て異なる帯域幅のグループを指定する方法を説明しています。
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手順 5：プレゼンテーションのタイムラインの構成
：プレゼンテーションのタイムラインの構成
すべてのストリーミングメディアクリップにはタイムラインがあります。たと
えば、RealAudioクリップを5分間再生する場合には5分間のタイムラインを指定
します。複数のクリップが同時にストリームされる時は、プレゼンテーション
のタイムラインは同じものとなります。クリップを制作する前に、プレゼンテ
ーションタイムラインの計画を立てます。特に重要なことは、タイムラインは
クリップを再生する順序を決定するということです。また、十分に考えられた
タイムラインは、クリップが接続帯域幅に負荷を与えないこと、および再バッ
ファリングを発生させないことを確実にします。

タイムラインで考慮すべき事項
ストリーミングメディアプレゼンテーションを組み立てる場合、様々な点から
クリップのタイムラインを操作できます。

内部タイムラインを持つクリップ
オーディオ、ビデオ、アニメーションは内部にタイムラインをもっています。
たとえば、10分間のビデオでは、各フレームは10分のタイムラインの特定のポ
イントに対応しています。クリップ全体のタイムラインに渡って、音声の毎秒
は画像の毎秒に一致します。ビデオ、オーディオ、アニメーション編集ソフト
ウェアはクリップ内部のタイムラインを操作する主要なツールです。

可変タイムラインを持つクリップ
RealPixまたはRealTextでは、マークアップ言語を使用して、各画像またはテキ
ストブロックが表示されるタイミングと表示時間の長さをコントロールするこ
とができます。クリップを組み合わせる場合は、オーディオ、ビデオまたはア
ニメーションを最初に個別に制作する方が一般的に簡単です。次にRealPixと
RealTextのタイムラインを設定してこれらのクリップとの調整をします。

SMIL タイミングコマンド
SMILファイルには独自のタイミング要素があります。SMILでのタイミングは、
ひとつのクリップが停止したらすぐに他のクリップが再生を開始するというよ
うにシンプルなものです。また、SMILタイミングコマンドを使って、例えば再
生開始を10秒遅らせることも可能です。さらに、内部のタイムラインの30秒後
からスタートすることも可能です。SMILタイミングコマンドはオプションです
が、プレゼンテーションによって必要となる柔軟性を提供します。
追加情報
SMIL の時間設定についての詳細は、245 ページの「第 13 章」を参照してく
ださい。

マルチクリッププレゼンテーションのタイムライン
複数のクリップを含むプレゼンテーションの場合、視聴者の接続帯域に過大な
負荷をかけないようにクリップをグループ化することを考えてください。以下
の図は、悪いタイムラインの例です。RealVideoとRealPixが最大ストリーミング
速度（破線表示）を超えて同時に再生されています。実線で示すように最初の
RealVideoが終了する前に2番目のRealVideoの再生が始まり、使用帯域幅がピー
クに達しています。さらに、このプレゼンテーションはクリップに対して大き
なプリロールが必要であり、ピークポイントでは再バッファリングをする可能
性があります。
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マルチクリッププレゼンテーションにおける帯域使用の悪い例

次の図はタイムライン計画および帯域幅管理の良い例です。プレゼンテーショ
ンはRealPixクリップに影響を及ぼさない低い帯域幅のRealTextクリップで始ま
り、RealPixクリップが画像をすべてストリームして帯域幅が必要でなくなった
後にRealVideoクリップが始まります。2番目のRealVideoは最初のRealVideoが終
了したあと始まるので、2つのクリップが帯域幅を奪い合うことはありません。
マルチクリッププレゼンテーションにおける改善された帯域幅使用の例

タイムラインの管理
ストリーミングプレゼンテーションを作成するには、以下の点に注意してくだ
さい。
•

プレゼンテーションタイムラインを綿密に検討して帯域幅のボトルネックを
なくします。通常 2 つ以上の高帯域幅のクリップを同時再生すると、ボトルネ
ックが発生します。高帯域幅のクリップを低帯域幅のクリップと組み合わせる
などにより、高帯域幅のクリップ同士を組み合わせないようにする必要があり
ます。
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•

クリップの開始時間をずらします。すべてのクリップは、RealOne Player が再
生する前に特定量のプリロールを必要とします。Helix Universal Server が一度
に複数のクリップのプリロールを送信する必要がない場合には、プレゼンテー
ションはよりスムーズに流れます。

•

低帯域幅のクリップからプレゼンテーションを開始します。たとえば、RealText
を使用してクレジットを表示することからスタートさせたりします。また、他
のクリップを再生する前に圧縮度の高い RealAudio のナレーションからスター
トさせます。Helix Universal Server は予備の帯域幅を活用して、「シーンの後
ろで」RealOne Player に高帯域幅のデータのストリーミングを開始します。

•

視聴者の帯域幅状況を再現した「本番」に近い環境でプレゼンテーションをテ
ストしてください。ローカル環境でクリップがうまく再生された場合でも、モ
デムを経由してストリームされると動かないことがあります。

•

SMIL の作成について詳しいのであれば、サイズの小さいクリップの全データ、
またはサイズの大きいクリップの一部のデータを再生前にストリームする強
力な帯域幅管理機能であるプレフェッチを使用することができます。

手順 6：クリップの作成
：クリップの作成
クリップのストリーム方法を決定してクリップのタイプとツールを選択し、帯
域幅戦略を作成して、タイムラインの作成が完了したら、ストリーミングプレ
ゼンテーションの作成の準備ができたことになります。以下では、ある特定の
制作作業をする場合に読むべき章を紹介しています。またクリップを制作する
際、このガイドの付録も役に立ちます。例えば、441ページの「付録B」ではそ
れぞれの制作作業における情報を案内しています。454ページの「SMILタグリ
ファレンス」にはすべてのタグが要約されているので、すばやく機能や使い方
を調べることができます。
ヒント
本ガイドの残りの部分で制作に関するアドバイスを提供しますが、Helix
Producer や Macromedia Flash のような特定のツールの使用方法は説明しま
せん。クリップを作成する際は、制作ツールのマニュアルを手元に置いてお
いてください。

オーディオ、ビデオクリップの作成
RealAudioとRealVideoについて、またオーディオやビデオクリップの作成に関
しては43ページの「第3章」と54ページの「第4章」をそれぞれ参照してくださ
い。ストリーミングクリップをエンコードするHelix Producerについては、Helix
Producerユーザーズガイドを参照してください。

オーディオやビデオクリップから HTML ページを開く
415ページの「Ramファイルを通してパラメータを送る」のセクションでは、簡
単なパラメータをリストしたRamファイルを使って、HTMLページを開く方法
を説明します。任意のタイミングでWebページを表示するような、もっと多く
の機能性を必要とする場合はSMILファイルを使用します。147ページの「第8
章」ではSMILの基本について、283ページの「第15章」ではSMILのハイパーテ
キストリンクについて説明します。

41

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

プレゼンテーションの計画

Web ページにオーディオやビデオクリップを埋め込む
387ページの「第20章」でWebページにオーディオやビデオクリップを埋め込む
方法を説明します。JavaScriptあるいはVBScriptのメソッドに関しては、RealOne
Playerスクリプティングガイド
（http://service.real.com/help/library/guides/realonescripting/browse/realscript.htm）を
参照してください。

Macromedia Flash アニメーションの作成
69ページの「第5章」で、ストリーミングで使用する際のMacromedia Flash アニ
メーションの作成方法について説明します。Flashのアプリケーションの使用方
法については、Flashのマニュアルを参照してください。

スライドショーの作成
113ページの「第7章」でスライドショーを作成するためのRealPixマークアップ
を説明します。スライドショーと一緒に、オーディオサウンドトラックのよう
な他のクリップを組み合わせる場合はSMILが必要になります。

SMIL を学ぶ
147ページの「第8章」でSMILの基本から学ぶことができます。7ページの「パ
ート5」と「パート6」では、SMILの基本であるレイアウトとタイミングについ
て、8ページの「パート7」では高度なSMILの機能について説明します。
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第3章
章
オーディオの作成
RealNetworks社はインターネット用の世界初のストリーミングメディア製品で
あるRealAudioでストリーミングオーディオのパイオニアとなりました。1995
年のリリース以来、RealAudioはネットワークオーディオの標準となり、28.8
Kbpsのモデムでステレオサウンド、および高速接続でCD の品質に匹敵するサ
ウンドの配信を行っています。本章ではストリーミング用のサウンドファイル
の準備とエンコーディングについて説明します。

RealAudio について
RealAudioクリップは圧縮されたファイルであり、エンコード作業は通常、WAV
またはAIFFなどの非圧縮のデジタル化されたフォーマットのサウンドファイ
ルを素材とします。RealAudioエンコーディングツールを使用して、ソースファ
イルからRealAudioクリップを作成します。RealAudioクリップではファイル拡
張子として.rmを使用しますが、古いクリップの拡張子は.raとなっている場合
があります。このセクションでは、ストリーミング用であるオーディオファイ
ル、RealAudioへのエンコード方法について説明します。この知識は、高品質の
ストリーミングクリップを作成する場合に役立ちます。

帯域幅とオーディオの品質
RealAudioがオーディオファイルのサイズを小さくするひとつの方法は、重要で
ないデータを削除する方法です。これにより、不可逆圧縮フォーマットになり
ます。ただし、RealAudioは無差別にデータの削除はしません。はじめに、人間
の耳には聞こえない高周波数や低周波数のような部分を削除します。次に、特
定の周波数が損なわれないように、必要最小限のデータを維持しながら不要な
データだけを削除します。音声のエンコードでは通常の人間の発声領域範囲の
周波数が使用されます。音楽のエンコードはより広い周波数域を保持します。
以上のようにRealAudioではどのオーディオデータが削除されるかわかります
が、接続速度が遅くなるほど、より多くのデータが削除されサウンドの品質が
劣化することに注意してください。低帯域ではAMラジオ放送と同程度の音質
になります。高い接続帯域ではFM品質のサウンドでエンコードできます。DSL、
CATV、LANなどの高速接続の帯域では、RealAudioの音質はCDと同程度になり
ます。低い帯域幅用のRealAudioクリップを作成する場合、49ページの「オーデ
ィオの取り込み」で説明するように良好なサウンド品質を得るために高品質な
入力ソースを元に作業を開始することが重要です。

RealAudio の帯域幅特性
RealAudioクリップは、ひとつまたは複数のRealAudioコーデックを使用して作
成されます。コーデック（codec）とはcoder／decoderのことです。コーデック
に従ってエンコーディングツールがソースファイルをRealAudioファイルに変
換します。受信側ではRealOne Playerがコーデックを使いPCが再生できる形に
オーディオデータを展開します。RealAudioは一連のコーデックを採用しており、
それぞれのコーデックが適切な帯域幅のオーディオストリームを作成します。
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あるコーデックはモノラルミュージックを28.8Kbpsモデムユーザー用に圧縮
します。他のコーデックはステレオミュージックを同じモデムユーザー向けに
圧縮します。このコーデックのセットはたとえば、DSLやCATVユーザー向け
にミュージックを圧縮するコーデックのセットとは異なります。
RealAudioクリップは、クリップをエンコードするときに使用されたコーデック
で決められた一定のレートで帯域を消費します。たとえば、20Kbpsコーデック
でエンコードされたRealAudioは再生時に、20Kbpsの帯域を消費します。以下の
表はHelix Producerのターゲットオーディエンス設定に対応するエンコードの
帯域を示しています。例えば、28.8Kbpsモデムユーザーに対する音声のみのフ
ァイルのエンコードにおいては16Kbpsのストリーミングクリップを作成しま
す。モノラルミュージックを選択した場合は20Kbpsのクリップを作成します。
RealAudioの標準ビットレート
の標準ビットレート

ターゲットオーディエンス

音声のみ

28.8Kbps モデム
56Kbps モデム
64Kbps シングル ISDN
112Kbps デュアル ISDN
コーポレート LAN
256Kbps DSL/ケーブルモデ
ム
384Kbps DSL/ケーブルモデ
ム
512Kbps DSL/ケーブルモデ
ム

16Kbps
32Kbps
64Kbps

96Kbps

音声とミ
ュージッ
ク
20Kbps
32Kbps
44Kbps
64Kbps
96Kbps

モノラ
ルミュ
ージッ
ク
20Kbps
32Kbps
44Kbps
64Kbps

ステレオ
ミュージ
ック
20Kbps
32Kbps
44Kbps
64Kbps
132Kbps
176Kbps
264Kbps
352Kbps

帯域幅消費の観点から見ると、RealAudioは最も柔軟性の低いメディアタイプで
す。RealAudioコーデックはストリーミングを20、36、44Kbpsの段階的なモデル
でビットレートを設定します。しかもそれらの中間は選択できません。
RealAudioクリップは常にある特定のビットレートで配信されるので、マルチク
リップのプレゼンテーションで使う時には、最初に必要な帯域を検討する必要
があります。次に、残りの帯域幅内でストリーム可能な他のクリップを作成し
ます。
メモ
SureStream 技術を使うと、ひとつの RealAudio クリップを様々な速度でストリ
ームすることができます。SureStream の基本については 37 ページの
「SureStream の RealAudio および RealVideo」を参照してください。

RealAudio コーデック
このセクションでは、Helix Producerで使用されるRealAudioコーデックについて
説明します。コーデックは音声、モノラルミュージック、およびステレオミュ
ージックに分類され、個別の表に要約されています。音声コーデックは人間の
音声の標準周波数範囲が中心です。ミュージックコーデックはより高低周波数
を取り込むために幅広い周波数応答を持っています。この表では、それぞれの
コーデックの最適なサンプリングレートと周波数応答を要約しています。
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サンプリングレート
オーディオソースファイルにコーデックの最適なサンプリングレートを
使うことで、プレゼンテーションの中でオーディオが他のメディアとの同
期を維持することを確実にします。また、オーディオの再サンプリングで
ピッチシフトを防止しています。最適なサンプリングレート以下で使うと
オーディオの品質は劣化します。より高いレートを使用する場合は、最適
なレートの倍数で使用するのがベストです。たとえば、最適なレートが
8KHz である場合、16KHz または 32KHz の高いレートを使用します。最
適なレートがはっきりしない場合は、CD 品質のサンプリングレートであ
る 44.1KHz を使用します。
メモ
RealSystem Producer8.5 および Helix Producer では、ディジタルビデオディ
スク（DVD）およびディジタルオーディオテープで一般に使われている
48KHz でサンプリングされたオーディオソースの入力が可能です。Helix
Producer は選択された RealAudio コーデックに対して最適なレートに入力ソ
ースを自動的に再サンプリングします。

•

周波数応答
各コーデックにはキロヘルツ（KHz）で測定される特定の周波数応答があ
ります。周波数応答の高いコーデックは周波数応答の低いコーデックより
広い周波数範囲の音を再現します。コーデックの品質の尺度である周波数
応答は、ソースのオーディオファイルの作成方法には影響を与えません。
RealAudio のエンコーディングは常にオリジナルソースファイルと同等も
しくはそれ以下の品質のクリップになります。もし、オリジナルのオーデ
ィオソースが 8KHz の周波数応答を持つとすると、100KHz の周波数応答
をもつコーデックでエンコードしても作成されたクリップの周波数応答
は 8KHz のままです。

音声コーデック
音声コーデックは音声のみのクリップ用です。RealAudioで一般に使われる最も
低帯域の音声コーデックはRealAudioクリップのデータを16Kbpsでストリーム
します。より低い帯域のコーデック（5Kbps, 6.5Kbps, 8.5Kbps）は、接続帯域が
落ちてRealOne Playerがダウンシフトした時にSureStreamで使われます。また、
低い帯域のRealVideoクリップのサウンドトラック用としても使われます。

RealAudio コーデック
5 Kbps Voice
6.5 Kbps Voice
8.5Kbps Voice
16 Kbps Voice
32 Kbps Voice
64 Kbps Voice

RealAudio Voiceコーデック
コーデック
サンプリングレート
8 KHz
8 KHz
8 KHz
16 KHz
22.05 KHz
44.1 KHz

周波数応答
4 KHz
4 KHz
4 KHz
8 KHz
11 KHz
20 KHz

モノラルミュージックコーデック
音声コーデックと同様に、最も低い帯域のモノラル音楽のコーデックは
RealAudioを16Kbpsでストリームします。より低い帯域のコーデック（6Kbps,
8Kbps, 11Kbps）はSureStream用と、低帯域のRealVideoクリップのサウンドトラ
ック用です。コーデックのバージョンが2つある場合は、Helix Producerはデフ
ォルトで高い応答のコーデックを使います。
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RealAudio Mono Musicコーデック
コーデック
RealAudio コーデック
サンプリングレート
6 Kbps Music
8 KHz
8 Kbps Music
8 KHz
11 Kbps Music
11.025 KHz
16 Kbps Music
22.05 KHz
20 Kbps Music
44.1 KHz
20 Kbps Music—High Response
44.1 KHz
32 Kbps Music
44.1 KHz
32 Kbps Music—High Response
44.1 KHz
44 Kbps Music
44.1 KHz
64 Kbps Music
44.1 KHz

周波数応答
3 KHz
4 KHz
5.5 KHz
8 KHz
14.5 KHz
14.5 KHz
14.5 KHz
20 KHz
20 KHz
20 KHz

ステレオミュージックコーデック
RealPlayerG2以降のプレイヤーは以下の表のステレオコーデックを再生できま
す。これらのステレオコーデックは十分な周波数応答を得られないので20Kbps
以下ではストリームされません。
RealAudio Stereo Musicコーデック
コーデック
RealAudio コーデック
サンプリングレート
20 Kbps Stereo Music
11.025 KHz
32 Kbps Stereo Music
22.05 KHz
44 Kbps Stereo Music
22.05 KHz
64 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
96 Kbps Stereo Music
44.1 KHz

周波数応答
5 KHz
8 KHz
11 KHz
16 KHz
16 KHz

RealAudio 8 ステレオミュージックコーデック
RealAudio8は特に高い接続帯域でサウンドの品質を飛躍的にアップする新しい
ステレオ音楽コーデックを導入しました。RealPlayer8以降のプレイヤーだけが
RealAudio8コーデックを再生することができます。RealPlayerG2、RealPlayer7
のユーザーはRealAudio8のクリップを再生する前に最新のRealOne Playerのバ
ージョンにアップデートするプロンプトが表示されます。コーデックのバージ
ョンが2つあるときは、Helix Producerはデフォルトで高い周波数応答のバージ
ョンを使います。また、これらのコーデックは音声とミュージックのクリップ
のエンコードでも使用可能です。
RealAudio 8 Stereo Musicコーデック
コーデック
RealAudio 8 コーデック
サンプリングレート
16 Kbps Stereo Music
22.05 KHz
20 Kbps Stereo Music
22.05 KHz
20 Kbps Stereo Music—High Response
22.05 KHz
32 Kbps Stereo Music
22.05 KHz
32 Kbps Stereo Music—High Response
44.1 KHz
44 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
44 Kbps Stereo Music—High Response
44.1 KHz
64 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
96 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
105 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
132 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
146 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
176 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
264 Kbps Stereo Music
44.1 KHz
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4.3 KHz
8.6 KHz
9.9 KHz
10.3 KHz
13.8 KHz
13.8 KHz
16.0 KHz
16.0 KHz
16.0 KHz
13.7 KHz
16.5 KHz
16.5 KHz
19.2 KHz
22.0 KHz
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352 Kbps Stereo Music

44.1 KHz

22.0 KHz

サラウンドサウンドコーデック
RealAudioのサラウンドコーデックは一般的に「サラウンドサウンド」と呼ばれ
るマルチチャンネル サラウンドオーディオの特性を保持します。サラウンドオ
ーディオは4チャンネル（右前、左前、右後ろ、左後ろ）または5.1チャンネル
（4チャンネルに正面とサブウーファーをたしたもの）で構成されます。また、
一般的な2チャンネルステレオの左右のスピーカーで再生することも可能です。
このコーデックでエンコードされたRealAudioクリップを再生するためには、
RealOne Player以上が必要になります。また、サラウンドサウンドを再生できる
オーディオ機器が必要になります。
RealAudioサラウンドステレオミュージックコーデック
サラウンドステレオミュージックコーデック
RealAudio 8 コーデック
サンプリングレート
44 Kbps Surround Audio
44.1 KHz
64 Kbps Surround Audio
44.1 KHz
96 Kbps Surround Audio
44.1 KHz
132 Kbps Surround Audio
44.1 KHz
146 Kbps Surround Audio
44.1 KHz
176 Kbps Surround Audio
44.1 KHz
264 Kbps Surround Audio
44.1 KHz
352 Kbps Surround Audio
44.1 KHz

古い RealAudio コーデック
以下の表は、RealSystem G2で使用できなくなった古いRealAudioのコーデック
のリストです。ただし、これらのコーデックのいくつかはRealPlayer 5と互換性
をとるために現在も使用可能です。RealPlayer G2およびそれ以降のバージョン
は、これらのコーデックでエンコードされたクリップを再生することができま
す。5、4、3、2、または1列内の"X" は、このコーデックでエンコードされたク
リップがRealPlayerのバージョンによって再生可能であることを示します。

RealAudio コーデック
8 Kbps Voice
15.2 Kbps Voice

古いRealAudio
Voiceコーデック
コーデック
古い
5 4 3 2 1 サンプリング
レート
X X X X X 8 KHz
X X X X - 8 KHz

古いRealAudio
Mono Musicコーデック
コーデック
古い
RealAudio コーデック 5 4 3 2 1 サンプリング
レート
X X - - - 8 KHz
8 Kbps Music
X X - - - 8 KHz
12 Kbps Music
X X X - - 8 KHz
16 Kbps Music Low
Response
16 Kbps Music Medium X X X - - 11.025 KHz
Response
X X X - - 11.025 KHz
16 Kbps Music High
Response
X X - - - 16 KHz
32 Kbps Music
X X X - - 22.05 KHz
40 Kbps Music
X X X - - 44.1 KHz
80 Kbps Music
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4 KHz
4 KHz

周波数応答
4 KHz
4 KHz
4 KHz
4.7 KHz
5.5 KHz
8 KHz
11 KHz
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古いRealAudio
Stereo Musicコーデック
コーデック
古い
RealAudio コーデック 5 4 3 2 1 サンプリング
レート
X X X - - 8 KHz
20 Kbps Stereo Music
X X - - - 11.025 KHz
32 Kbps Stereo Music
X X X - - 16 KHz
40 Kbps Stereo Music
X X X - - 32 KHz
80 Kbps Stereo Music

周波数応答
4 KHz
5.5 KHz
8 KHz
16 KHz

ストリーミング RealAudio の手順
優れたRealAudioクリップを作成するには、優れたソース素材、高品質の機器、
および綿密な制作技法を使用する必要があります。このセクションは、
RealAudioクリップのストリーミングに関わる手順について説明します。
RealAudio クリップの作成

ストリーミング RealAudio クリップを作成するには以下の基本的な手順に随ってく
ださい
1.オーディオソースの取り込み
マイクロフォンに向かっての会話などのソースからオーディオを取り込
むことによってオーディオ制作を開始します。たとえば、CD のオーディ
オソースファイルから作業を開始することもできます。

48

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

オーディオの作成

追加情報
49 ページの「オーディオの取り込み」はオーディオを取り込むガイドラインを
提供しています。
2.オーディオソースの最適化
WAV または AIFF などの一般的なファイルフォーマットにオーディオフ
ァイルをデジタル化すれば、サウンドエディタを使用してストリーミング
クリップとしてエンコーディングするためにオーディオファイルを最適
化することができます。ただし、ライブをブロードキャストする場合は、
ソースから直接オーディオ入力をエンコードし、キャプチャの最中にオー
ディオを最適化します。
追加情報
サウンドの編集に関するヒントは 51 ページの「オーディオの最適化」を参照
してください。
3.RealAudioクリップにエンコード
デジタル化されたファイルを最適化するかまたはライブブロードキャス
トの準備ができれば、RealAudio フォーマットにソースファイルをエンコ
ードします。これを行う場合、対象オーディエンスに基づいてストリーミ
ングの帯域幅を選択します。
追加情報
52 ページの「Helix Producer を使った RealAudio のエンコード」はエンコー
ディングのヒントを提供しています。
4.RealAudioクリップの配信
プレゼンテーションを配信する準備ができれば、RealAudio クリップまた
はブロードキャストを Web サイトから利用できるようにします。
RealAudio クリップを RealPix クリップなどの他のストリーミングクリッ
プと結合するには、SMIL ファイルを記述します。
追加情報
147 ページの「第 8 章」は SMIL について説明しています。408 ページの「第
21 章」は Web ページからクリップや SMIL ファイルにリンクする手順を説明し
ています。

オーディオの取り込み
ストリーミングクリップはオーディオソースの品質を反映します。ソースに品
質の問題があれば、ストリーミングクリップにも影響があります。ブロードキ
ャストは編集できないので、ライブのWebキャスティングにはオンデマンドの
クリップの配信に関わる問題以外にもいつくかの問題があります。このセクシ
ョンでは、高品質のオーディオソースファイルの取り込み、良好なブロードキ
ャストを配信するためのサウンド機器の設定について説明します。

ソースメディア
既存の素材をストリームする場合、可能な限り最適なソースで作業を始めます。
ノイズの最も少ない状態のクリーンな録音物を使用します。コンパクトディス
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ク（CD）やディジタルオーディオ−テープ（DAT）はソースメディアとして最
適です。また、レコード、リールテープ、クロムカセットのような録音状態の
良いアナログメディアも使用できます。ただし、一般消費者向けのType1のカ
セットテープやVHSテープはできるだけ避けてください。

録音機器
マイク、ミキサー、サウンドカードなどのオーディオ機器の全てがオーディオ
の品質に影響します。プロフェッショナルレベルの品質のコンテンツを提供し
たいなら、プロフェッショナルなオーディオ機器およびソフトウェアを使用し
てください。品質の悪い機器を使うと雑音や歪みが生じ、サウンドの品質が低
下します。

シールドケーブル
高品質のシールドケーブルを使用することは重要です。シールドされていない
ケーブルを使用すると電源ノイズや無線周波数による干渉が録音に悪影響を及
ぼす可能性が高くなります。オーディオケーブルを電源ケーブルと物理的に分
離することで、ノイズが入る可能性を最小限にします。また、すべての機器を
正しく接地することも大切です。

入力レベル
正しい入力レベルの設定は重要です。すべてのオーディオ機器には、歪みを発
生させずに機器が再現できる最大サウンドレベルと機器固有の「ノイズフロア」
との比であるSN比が存在します。これはクリッピングとも呼ばれ、このタイプ
の歪みは高い周波数のノイズとして聞き取ることができます。
最適なSN比を得るためには、信号チェーン内の各オーディオ機器の入力レベル
をプログラムの最大音量セクション中で歪みが生じることなく使用できる振幅
の全範囲を使用するように設定します。信号チェーンには一般的に、マイクロ
フォン、ミキシングデスク、コンプレッサ、およびサウンドカードが含まれま
す。各機器に対して、0デシベルを超えることなく、これにできる限り近いレベ
ルに設定します。
信号チェーンの各ポイントで信号の歪みを確認します。テストを複数回実行し、
最大振幅を超えるピークが存在しないことを確認します。サウンドカードミキ
サーのレベルを調節し、入力が最高値に接近するが最高値を超えないようにし
ます。十分に注意してください。たとえば、インタビューを受けている人が突
然大声で話したり、スポーツのイベントで観客が歓声をあげた場合などは、突
然レベルが上昇する場合があります。

ライブブロードキャスト用のボリュームレベル
ライブブロードキャスト用のボリュームレベル
オーディオのライブブロードキャストでは、ゲインコンプレッション（データ
圧縮ではない）用のダイナミックスコンプレッサを使用することは有効です。
このタイプのオーディオ機器は、ボリュームレベルを自動的に調節します。こ
れを利用して一定のボリュームレベルを提供することにより、Helix Producerへ
の入力レベルを一旦設定した後はそれを気にする必要がなくなります。

サンプリングレート
16bitのサンプリングレートでオーディオを取り込んでください。RealAudioコー
デックには複数の異なるサンプリングレートがあり、最適なサウンドを提供し
ます。現在使用しているサウンドカードが可能なら、使用したいコーデックに
最適なサンプリングレートでオーディオを取り込みます。RealAudioのエンコー
ダーは必要に応じて、最適なレートにファイルを変換しますが、これは静的な
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ファイルに限って推奨されています。ライブブロードキャストの場合は、最適
なレートをサポートするサウンドカードを使用してください。これによってリ
アルタイムでサウンドをエンコードしながらレートを変換する際のオーバーヘ
ッドを回避できます。
追加情報
各コーデックに対する最適なサンプリングレートは 44 ページの「RealAudio
コーデック」にリストされています。
ヒント
モノラルコーデックを使用する場合は、ステレオサウンドで取り込む必要は
ありません。ただし、多くのサウンドカードでは、モノラルモードを使用すると
右側の入力チャネルが放棄されます。ミキシングデスクがある場合は、モノラ
ルに変換する際にどの入力も失われないようにすべての入力を中央に集め
てください。

オーディオの最適化
オーディオの最適化
オーディオのライブブロードキャストをしない場合は、WAVやAIFFなどのサ
ポートされているフォーマットにデジタル化されたオーディオソースファイル
で最適化の作業をおこないます。この作業を行うためは編集プログラムが提供
する機能を習得する必要があります。このセクションでは編集ソフトウェアで
利用できるいくつかの最適化機能についてのヒントを提供します。
ヒント
常にオーディオソースファイルのコピーを保存しておいてください。
RealAudio クリップをオリジナルのソースフォーマットに変換することはできま
せん。

DC オフセット
DCオフセットは機器のアースの問題から生じる低周波数の非可聴ノイズです。
これを除かないと、以降のサウンドの編集で問題が生じます。これを除くには、
ディジタル化されたオーディオファイルの録音後すぐにサウンド編集プログラ
ムのDCオフセット機能を使います。
ヒント
編集プログラムにこのオプションがあるならば、録音の最中に DC オフセット
を除きます。そうすることで編集する手間を省けます。

ノーマライズ
録音時は敏感な入力レベルに設定し、次に録音後のレベルを最大化するために
ノーマライズを使います。クリッピングがなく可能な限り高いゲインをもつデ
ジタル化されたファイルを使うことで、ストリーミングを高品質に配信できま
す。音の振幅が最大に増幅さていないデジタルオーディオファイルは品質の低
いストリーミングクリップになります。音の増幅範囲が低すぎる場合は、サウ
ンド編集プログラムでより増幅するように調整します。
ヒント
ほとんどのサウンドエディタには自動的にレベルを最大化するノーマライズ
機能があります。システムによっては 100%でノーマライズしたファイルで問
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題が生ずることがあるため、最大の 95%のノーマライズ、または-0.5dB にノー
マライズしてください。

ダイナミックス圧縮
ノーマライズはオーディオファイルの最もボリュームの大きな部分のレベルを
最大化します。その結果、音の小さい部分はうまくエンコードされない場合が
あります。ダイナミックス圧縮は指定されたしきい値以上に上昇すると入力を
下げることによって、入力レベルを安定させます。圧縮またはダイナミックス
機能については、オーディオソフトウェアを確認してください。圧縮比を指定
することにより、減衰量をコントロールすることができます。これによって最
も音量が大きい部分の音量を下げ、それに基づいて入力レベルを再調整するこ
とができます。
ヒント
多目的なダイナミックス圧縮の場合は、しきい値を-10dB、比率を 4:1、アタッ
クおよびリリース時間を 100ms に設定してください。圧縮が約 3dB で出力レ
ベルが約 0dB になるまで入力レベルを調節してください。

イコライゼーション
イコライゼーション（EQ）は特定の周波数を強調（チューンアップ）、または
カット（チューンダウン）することにより入力信号のトーンを変化させます。
EQを使うことにより、ある周波数を強調でき、また、ノイズや不要なサウンド
を含む周波数をカットできます。EQはフラットな周波数応答をもたない
RealAudioコーデック（つまり、エンコード後に特定の周波数成分の再現が完全
にできないコーデック）を補正することができます。したがって、EQを使用す
ることでRealAudioクリップのサウンドを録音されたソースにできるだけ近づ
けることができます。
ヒント
音声のみのコンテンツについては、100Hz 未満の周波数を削除して 1KHz
から 4KHz の範囲で周波数を引き上げることによって、より明瞭なファイルを
作成することができます。

Helix Producer を使った RealAudio のエンコード
RealAudioクリップを作成するには、ライブソース、デジタル化されたファイル、
テープやCDのようなメディアからオーディオを入力して作業を開始します。
RealAudioのエンコーディングツールを使用して、これらの入力からRealAudio
にエンコードします。サウンド編集プログラムによっては直接RealAudioを作成
できるものもあります。しかし、もっとも広く使われているツールはHelix
Producer Basic（無料の製品）およびHelix ProducerPlusで、以下のRealNetworks
社のWebサイトから入手できます。
http://www.jp.realnetworks.com/products/producer/index.html
Macintosh版Helix Producerはそのプラットホームで広く使われているフォーマ
ットをサポートしています。またWindows版とUNIX版のHelix Producerはそれら
のプラットホームで広く使われているフォーマットをサポートします。使用で
きるフォーマットの種類はそれぞれのオペレーティングシステム用のHelix
Producerのマニュアルで確認してください。使用できるフォーマットには以下
のものが含まれています。
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•

Audio Interchange Format (.aiff)

•

Audio (.au)

•

MPEG-1 (.mpg)

•

QuickTime (.mov)

•

Sound (.snd)

•

WAV (.wav)

オーディオの作成

Helix Producerでオーディオクリップをエンコードする場合、たとえば28.8 Kbps
モデムのユーザーなど対象となる視聴者を選択します。また、音声またはミュ
ージックのいずれかのオーディオタイプも指定します。Helix Producerはどの
RealAudioコーデックが最適であるかを判断します。Helix ProducerはSureStream
技術を使用してRealAudioクリップをエンコードするため、すべての帯域幅の選
択に対して良好なストリームを実現し、RealOne Playerのユーザーがクリップを
リクエストする時のプリロール時間も数秒程度とします。
追加情報
RealAudio のエンコーディングの手順については、Helix Producer のユーザ
ーガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。RealAudio のコーデッ
クに関するより深い解説は
http://service.real.com/help/library/blueprints.html
から入手できます。
メモ
Helix Producer 以外の RealAudio エンコーディングツールは以下のセクショ
ンで説明するすべての機能をサポートしているとは限りません。

マルチクリッププレゼンテーションでの RealAudio
RealAudioクリップを他のクリップと同時に再生させる場合、RealAudioのター
ゲットオーディエンスセッティングを調整することにより、Helix Producerのデ
フォルトのコーデック選択を変えなければならない場合があります。たとえば、
28.8Kbpsモデム用のモノラルミュージックには通常20Kbpsのコーデックを使う
ので、2つめのクリップに対する帯域が残されていません。しかし、Helix
Producerにはクリップの帯域幅をより低くするマルチメディア用のデフォルト
設定があります。このデフォルトを有効にすると、Helix Producerはモノラルミ
ュージッククリップを8Kbpsでエンコードし、2つめのクリップ用に12Kbpsの帯
域幅を残します。
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第 4章
ビデオの作成
RealNetworks社は、RealSystem4で RealVideoを発表し、インターネットを介し
てストリーミングビデオを使用できるようにしました。本章では、RealVideo
の制作技術を説明し、高品質ビデオのキャプチャリング、デジタル化されたビ
デオソースファイルでの作業、クリップをエンコードするためのHelix Producer
の使い方に関するヒントを提供します。

RealVideo について
ビデオは、ビジュアルトラックとサウンドトラックの2つの部分で構成されてい
ます。RealVideoクリップでは、サウンドトラックはRealAudioコーデックによ
ってエンコードされ、ビジュアルトラックはRealVideoによってエンコードされ
ます。両方のトラックはRealAudioクリップと同じように拡張子が.rmの
RealVideoクリップにパッケージされます。このセクションではストリーミング
用にソースビデオがRealVideoにどのようにエンコードされるかを説明します。
ここでの情報は高品質のストリーミングクリップを制作する際に役立ちます。
メモ
43 ページの「第 3 章」で説明している RealAudio クリップに関するすべての
事項が RealVideo クリップのサウンドトラックに適用されることにも注意してく
ださい。

RealVideo の帯域幅の特徴
RealVideoはビデオのサウンドトラックをRealAudioにエンコードするので、ク
リップの帯域幅は最初に音声にたいして割り当てられます。次に、ビジュアル
トラックが残りの帯域に圧縮されます。たとえば、28.8Kbpsモデムに対しては、
RealVideoクリップはオーバーヘッド分の8.8Kbpsを残こして20Kbpsでストリー
ムされます。ビジュアルトラックがどのくらい帯域幅を得られるかは、オーデ
ィオのエンコードによります。サウンドトラックが5KbpsのRealAudioボイスコ
ーデックでエンコードされる場合には、ビジュアルトラックは15Kbpsの帯域幅
が得られます。11Kbpsのミュージックコーデックだと、ビジュアルトラックは
9Kbpsの帯域幅が得られます。
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20 Kbps の RealVideo クリップで可能なオーディオトラックとビジュアルトラックの帯
域幅

低帯域幅では、サウンドトラックのエンコード方法が、ビジュアルトラックの
見え方に影響を与えます。RealAudioミュージックコーデックは通常音声コーデ
ックよりも多くの帯域幅を消費します。ミュージックは周波数範囲が広く、ス
ピーチより多くのデータを必要とするので、ミュージックのサウンドトラック
は音声より多くの帯域を必要とします。したがって、ビジュアルトラックによ
り多くの帯域幅を利用できる音声ナレーション付きのビデオのクリップはミュ
ージック付きのビデオクリップより画質が良くなります。
高帯域では、クリップ全体の帯域幅に対するサウンドトラックの帯域幅の割合
は少なくなるので、サウンドトラックのエンコーディングにおける帯域幅の違
いはそれほど画質に影響を与えません。100Kbps以上の帯域では、クリップ全
体の帯域幅の1／4以上を使わなくても高い品質のサウンドを得られます。以下
の表は、標準的なRealVideoのターゲットオーディエンスを示し、クリップのス
トリーミング速度とサウンドトラックに使われるオーディオの種類ごとの
RealAudioコーデックを表しています。

ターゲットオ
ーディエンス
28.8 Kbps モ
デム
56 Kbps モデ
ム
64 Kbps シン
グル ISDN
112 Kbps dual
ISDN
コーポレート
LAN

RealVideoクリップのオーディオビットレート
クリップのオーディオビットレート
RealAudio のレート
Voice and
Mono
クリップの Voice Only
Music
Music
速度

Stereo
Music

20 Kbps

8 Kbps

8 Kbps

11
Kbps
16
Kbps
32
Kbps

11
Kbps
20
Kbps
32
Kbps

6.5 Kbps

34 Kbps

6.5 Kbps
8.5 Kbps

45 Kbps

8.5 Kbps

80 Kbps

16 Kbps

20 Kbps

150 Kbps

32 Kbps

32 Kbps
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256Kbps DSL/
ケーブル
384 Kbps
DSL/ケーブル
512 Kbps
DSL/ケーブル
768 Kbps
DSL/ケーブル

ビデオの作成

225 Kbps

32 Kbps

44 Kbps

350 Kbps

64 Kbps

64 Kbps

44
Kbps
64
Kbps

450 Kbps

44
Kbps
64
Kbps
96
Kbps

750 Kbps

メモ
SureStream 技術を使用すると、ひとつ の RealVideo クリップを多くの異な
る速度でストリームできます。SureStream の基本については、37 ページの
「SureStream の RealAudio および RealVideo」を参照してください。

RealVideo のフレームレート
RealAudioと同様に、RealVideoは不必要なビデオデータをエンコードのときに
捨てる不可逆圧縮になります。RealVideoのクリップサイズを小さくするひとつ
の方法はビデオのフレームレートを下げることです。フレームレートが高いほ
ど、ビデオの動きは滑らかになります。
•

フルモーションビデオの標準的なフレームレートは 24 から 30 です。
（ｆｐｓ）。
この速度では、残像現象として知られているように、人間の目は動きを連続し
た動作として認識します。

•

フルモーションビデオに近いストリーミングビデオの一般的なフレームレー
トは 15fps です。ほとんどの人には、15fps のビデオの動作は滑らかに見えます
が、より高いフレームレートのビデオほど滑らかではありません。

•

15fps 以下では、ビデオの動きはぎくしゃくします。

•

7fps 以下では、ビデオの動きは非常にぎくしゃくします。

•

3fps 以下では、ビデオはスライドショーのような動きになります。
ほとんどのビデオソースは15から30fpsの間でエンコードが開始されます。エン
コーディングの間、RealVideoは必要に応じてフレームレートを下げ、動きの激
しいシーンではフレームレートを高く維持し、動きの遅いシーンではフレーム
レートを下げます。したがって、エンコードされたクリップはひとつの固定さ
れたフレームレートではなく、その内容に応じてフレームレートは変化します。
正しい製作手順に従うなら、低速から中速の接続ではクリップは通常7から
15fpsで配信されます。より高い速度では、15から30fpsで配信されます。しかし、
RealVideoのフレームレートに影響を与える要因は数多くあります。

•

ビデオのウィンドウサイズはフレームレートに大きく影響をあたえます。ター
ゲット帯域幅に対して大き過ぎるウィンドウサイズを使うと、高いフレームレ
ートは得られません。詳細については 58 ページの「RealVideo のサイズ」を参
照してください。

•

RealVideo9 は古い RealVideo コーデックを使ったものよりも品質が優れていま
す。古いコーデックを使うとフレームレートが低くなる場合があります。

•

画面上で同時に多くのオブジェクトが動くような複雑なビデオはエンコード
が難しく、結果としてフレームレートが低くなりすぎる場合があります。
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•

Helix Producer には動きをスムーズにするオプション選択があります。このオ
プションを選択するとクリップ全体のフレームレートは上がり動きが滑らか
になりますが、視覚的な画像品質は悪くなります。これに対して、画像品質を
上げるオプションを選択するとフレームレートは下がります。

•

動きの早いシーンと遅いシーンが混在するビデオでは、可変ビットレートエン
コーディングと 2 パスエンコーディングが、動きの早いシーンを高いフレーム
レートでエンコードするのに役立ちます。詳細は「RealVideo のオプション」
を参照してください。

•

Helix Producer Plus を使ってエンコードする場合には、特定のクリップに適用
される RealAudio コーデックをより低いビットレートに変更することができま
す。これによりビジュアルトラックは、より帯域幅を割り当てることが可能に
なりフレームレートを上げるのに役立ちます。

•

RealOne Player は Scalable Video Technology（SVT）によって、コンピューター
の CPU 負荷を軽減するために再生の間、必要に応じてフレームレートを下げ
ることができます。詳細は 60 ページの「Scalable Video Technology」を参照し
てください。

RealVideo の鮮明度
フレームレートの変更に加えて、RealVideoはピクセルデータを捨てることによ
りクリップのストリーミングのサイズを減少させることができます。ビデオは
各ピクセルに関する情報をフレーム内に保存しています。これに対して、
RealVideoはピクセルのグループ情報をフレーム内に持っています。帯域幅に余
裕がないときは、RealVideoは差異の少ないRGB値のピクセルを同じグループに
格納します。これらのピクセルはほぼ同じというよりも全く同一に見えます。
この結果、圧縮率が高過ぎると詳細情報が失われることになります。次の画像
はスムーズなビデオと高い圧縮率で詳細が失われたビデオの比較を示していま
す。
スムーズなビデオと歪んだビデオ

本章で説明する正しい制作手順で実行することによって、エンコーディング中
にビデオの鮮明度を損なうことなく維持することができます。以下の点にも注
意してください。
•

ビデオのウィンドウサイズはビデオの鮮明さに大きく影響します。もし、ター
ゲット帯域幅に対して大き過ぎるウィンドウサイズだと、ビデオの品質は落ち
ます。詳細は 58 ページの「RealVideo のサイズ」を参照してください。

•

Helix Producer を使ってエンコードする時には、画像の品質を良くするオプシ
ョンが選択できます。しかしその場合、ピクセルデータが増大しフレームレー
トが下がるので、ビデオの動きはギクシャクするようになります。
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•

相対的に静止した物体が多いビデオ（会話のシーンなど）はシーンが急激に変
化する動きが多いビデオより良い画像品質が得られます。

•

「プレゼンテーションの開始モードの設定」で説明しているような、ダブルモ
ードやフルスクリーンでビデオを配信したいのであれば、ビデオ制作とエンコ
ードのときにできる限りビデオの鮮明さを上げておく必要があります。
ReaOne Player はピクセルを複製することによってクリップを拡大しますが、
そのとき欠陥までも複製して拡大表示します。

RealVideo のサイズ
以下の表は、TVで使われる4:3のアスペクト比を維持する4つのRealVideoクリッ
プのサイズを示しています。各サイズにおいて、異なるターゲットに対して
RealVideo9クリップを配信するときの一般的な再生品質を示しています。「良
好」は欠陥が少なく、スムーズな再生が安定的にできるフレームレートを意味
します。より品質の低いものは、欠陥が多くフレームレートが低いことをあら
わします。
異なるウィンドウサイズおよび帯域幅でのRealVideoの品質
の品質
異なるウィンドウサイズおよび帯域幅での
ピクセル値でのウィンドウサイズにおけるビ
デオの品質
ターゲットオー クリップ 176 x 132 240 x 180 320 x 240 640 x 480
ディエンス
の速度
20 Kbps
優秀
28.8 Kbps モデ
普通
良好
劣悪
ム
34 Kbps
56 Kbps モデム
45 Kbps
64 Kbps シング
良好
ル ISDN
112 Kbps デュア 80 Kbps
普通
優秀
優秀
ル ISDN
150 Kbps
コーポレート
良好
LAN
256 Kbps DSL/
225 Kbps
優秀
ケーブル
384 Kbps DSL/
350 Kbps
ケーブル
512 Kbps DSL/
450 Kbps
ケーブル

上の表は、大きなビデオをストリーミングする場合、良好または優秀な品質は、
高速な接続でしか得られないことを示しています。モデムを経由してクリップ
をストリーミングしたい場合、品質をテストするために320x240ピクセルでクリ
ップを最初にエンコードします。さらに優れた品質を必要とする場合には、編
集ソフトウェアまたはHelix Producerのエンコード中にビデオウィンドウを縮
小します。
ヒント
Helix Producer でビデオのサイズを変更する際に、RealVideo の環境設定に
おいて高速なサイズ変更(fast resize)ではなく、高品質のサイズ変更
(high-quality resize)に設定すると、より優れた結果を得ることができます。
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異なる帯域幅に対する異なるクリップサイズ
1つのビデオを低速接続と高速接続の両方に対してでエンコードしたい時には、
どのビデオウィンドウのサイズを使用するのかを判断する必要があります。
SureStream技術を使用すれば、多くの帯域幅でストリームする単一のRealVideo
クリップを容易に作成することができますが、大きすぎるウィンドウを使用す
ると、ダイアルアップモデムを使用する視聴者に対するフレームレートが低く
なります。従って、小さいビデオウィンドウを使用して最も広範囲なオーディ
エンスに提供できるようにしてください。ただし、高速の視聴者はその高い帯
域幅のメリットを受けることができなくなります。
異なるウィンドウサイズごとに複数のバージョンのビデオを作成することでこ
のジレンマを解決することができます。ビデオ編集ソフトウェアを使用してこ
れを行うことができます。また 、Helix Producerを使用してエンコーディング
中にビデオのサイズを変更したり、トリミングすることも可能です。次に複数
の異なるストリーミング速度で各ビデオをエンコードします。個別のリンクを
介して使用できるクリップを作成したり、SMILの<switch>タグを使用して、
RealOne Playerにどのバージョンを再生するのかを選択させることができます。
追加情報
<switch>タグの基本に関しては、356 ページの「スイッチングについて」を参
照してください。また、<switch>タグの例については、371 ページの「異なる
ビデオウィンドウサイズでスイッチする」を参照してください。

RealVideo コーデック
RealVideo9コーデックは標準のRealVideoコーデックですが、古いRealVideoコー
デックを使用してもエンコードできます。すべてのコーデックにおいて
SureStreamが使えます。しかし、SureStreamにおいて、たとえばひとつを
RealVideo9コーデックで、もう一方をRealVideo8コーデックでエンコードする
ことはできません。

RealVideo 9 コーデック
RealVideo9コーデックはRealVideo8コーデックの圧縮率をさらに高くし、表示
品質を高めたものです。RealOne Player以上がRealVideo9のクリップを再生可能
です。以前のバージョンのRealPlayerはRealOne Playerにオートアップデートす
る指示がプロンプトで表示されます。RealNetworks社は、ブロードキャスト中
により高速なエンコーディングパフォーマンスを必要としない、または以前の
バージョンのRealPlayerにビデオをストリームする必要がない限りこのコーデ
ックの使用を推奨しています。

RealVideo 8 コーデック
RealVideo8コーデックはRealVideoG2コーデックで作成されたビデオより格段
に画質が向上します。ただし、RealVideo8コーデックはより多くの処理能力が
必要なので、RealVideo8コーデックでエンコードされるクリップはRealVideoG2
コーデックでエンコードされるクリップよりも時間がかかります。RealPlayer8
以上のプレイヤーでRealVideo8のクリップを再生可能です。RealPlayer8以前の
バージョンのRealPlayerはRealOne Playerにオートアップデートする指示がプロ
ンプトで表示されます。

RealVideo G2 コーデック
RealVideoG2コーデックは、RealProducer G2とRealProducer7によって使用されて
いる古いコーデックです。これらのコーデックは、RealVideo8コーデックより
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もビデオクリップを短時間でエンコードしますが、画質は劣ります。指定され
たストリーミング速度では、RealVideo9またはRealVideo8よりも古いRealVideo
コーデックを使用すると、フレームレートが低くなったり、またはフレームレ
ートは変わらないが画質が劣化します。ブロードキャスト中のエンコードをよ
り短時間で行う必要がある場合、またはRealOne Playerにアップグレードできな
いRealPlayerのバージョンにビデオをストリームする必要がある場合は、以下の
RealVideoG2コーデックの中のいずれかを使用してください。
•

RealVideo G2 with SVT
RealVideo G2 with SVT コーデックは、RealPlayer G2 Update 1 （バージョ
ン 6.0.6 ）以降と互換性があります。これ以前のバージョンナンバーの
RealPlayer はクリップを表示する前に最新の RealOne Player にオートアッ
プデートするようにプロンプトで指示されます。

•

RealVideo G2
SVT を使わない RealVideo G2 コーデックは、RealPlayer G2 以降と互換性
があります。ただし、Helix Producer ではサポートされていません。

Scalable Video Technology
RealVideo8とRealVideoG2 with SVTコーデックはSVT技術を採用しています。
SVTは速度の遅いコンピューターで再生するときにビデオのフレームレートを
下げます。RealVideoの可変フレームレートではあるシーンは7fpsで、また他の
シーンは15fpsでエンコードされることを意味します。高いフレームレートは展
開伸張の際に高い処理能力が必要です。高速なPCは高いフレームレートをうま
く処理できますが、遅いPCでは問題が生じることがあります。RealOne Player
はSVTを用いてフレームレートを下げ、PCのCPUが過負荷にならないようにし
ます。従って、あるシーンが15 fpsでエンコードされたとしても、コンピュータ
が15 fpsのビデオクリップを展開伸張する能力がない場合に はRealOne Player
は8fpsでビデオを再生する場合があります。

RealVideo をストリーミングする手順
RealVideoクリップを制作する時には、可能な限り良質のソース素材と最良の機
器を選択する必要があります。ビデオ制作プロセスの目標は、ストリーミング
の速度ごとに最適なビデオ品質を得ることにあります。
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RealVideo クリップの作成

以下の手順はRealVideoクリップの作成方法の概要です。
1.ビデオコンテンツのキャプチャー
ビデオ制作を始めるためには、ビデオカメラなどでシーンを撮るか、またはテ
ープ、衛星放送、レーザーディスク等のソースから事前に収録したコンテンツ
を集めることによってソー スビデオをキャプチャします。
追加情報
62 ページの「ビデオの録画」では、ビデオを撮るためのガイドランが示されて
います。

2.ビデオファイルのデジタル化と編集
次に、ビデオをAVIあるいはQuickTimeなどの標準フォーマットにデジタル化し
ます。必要に応じてビデオ編集ソフトウェアで編集します。しかし、ライブブ
ロードキャストの場合は直接ソースからストリーミングビデオにエンコードさ
れます。
追加情報
追加
ビデオ編集のヒントについては 63 ページの「ビデオのデジタル化」を参照し
てください。
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3.RealVideoクリップへのエンコード
最適化したファイルをデジタル化する、あるいはライブブロードキャストの準
備ができてから RealVideoクリップとしてソースをエンコードします。この作
業を行う時にはネットワークの帯域幅ターゲットを選択すするか、帯域幅のセ
ットを選択します。
追加情報
エンコーディングのヒントに関しては、65 ページの「Helix Producer を使った
RealVideo のエンコード」を参照してください。
4.RealVideoクリップの配信
プレゼンテーションを配信する準備ができたら、RealVideoクリップまたはブロ
ードキャスト をWebサイトからアクセスできるようにします。別のストリーミ
ングクリップとビデオを組み合わせる場合には、要素を組み立てるためにSMIL
ファイルを記述します。
追加情報
SMIL の作成方法については 147 ページの「第 8 章」を参照してください。
Web ページから RealVideo クリップや SMIL ファイルへのリンク方法につい
ては、408 ページの「第 21 章」の指示にしたがってください。

ビデオの録画
既存のビデオコンテンツを使用するのではなく、新しいビデオを収録する場合
には、このセクションをよく読んでください。圧縮度が高いと画像の品質が落
ちるため、可能な限り良質なビデオソースで作業を始めてください。
追加情報
オーディオの録音については 49 ページの「オーディオの取り込み」を参照し
てください。

ソースメディアの品質
自分でビデオを撮るか、または既存の素材をデジタル化するかに関係なく、高
品質のビデオメディアで作業を開始してください。以下に一般的なビデオフォ
ーマットを品質の高い順に示します。
1.Betacam SP、これは単にBetaとしても知られています。このフォーマットはビ
デオ製作のプロの間で一般に使われています。
2.DV、miniDV、DVCamまたはDVCPro.
3.Super-VHS (S-VHS) またはHI-8mm.
4.VHS、8mm.

Video の企画
ビデオを撮る前にビデオの最終的なフレームサイズを考えます。28.8 Kbpsモデ
ムでのストリーミングはビデオウィンドウを小さくする必要があるため、重要
な要素をうまくフレームに入れる必要があります。推奨されるウィンドウのサ
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イズについては、56ページの「RealVideoのフレームレート」を参照してくださ
い。

シーンの変化と動き
フレーム間で変化が少ないほど、画像は低い帯域幅のビデオでも鮮明に表示さ
れます。不要な動きをカットするために以下のことができます。
•

ハンドヘルドカメラではなく固定カメラを使用します。これによって撮影時に、
不注意な手ぶれが減少します。

•

動きの速い被写体をフレームいっぱいに撮らないようにします。また、カメラ
を遠くに離しすぎてもいけません。クローズ アップとパノラ マ ショットの
中間の適切な位置を見つける必要があります。
もちろん、すべての動的な要素を排除する訳には行かないでしょう。動きの速
い物体を撮る場合には、被写体をしっかりと捉えるために十分な時間を取りま
す。フレームレートが低いことや圧縮率が高いことが原因で、落ち着くまでの
間被写体が最初ぼやけて表示される場合があります。たとえば、コンピュータ
の画面にダイアログボックスがポップアップする場合には、数秒間ボックスを
静止させて画像がはっきりするようにします。
ヒント
RealPix は RealVideo と併せて使用すると非常に優れた機能を提供します。
たとえば講義を表示する場合などは、RealVideo を使用して講演者を表示し、
RealPix スライドショーを使用して黒板に書かれた情報などを表示します。
RealPix の詳細については、31 ページの「画像」を参照してください。

色と照明
安定した露光と明るい照明を用いると、前景の詳細がはっきりします。背景に
は一様に暗い色を使用し、衣服には一様な明るい色（ただし白は不可）を使用
します。ペイズリーやストライプなどの複雑な模様の生地は、悪い効果を与え
最終的に画像の品質を悪くします。

ビデオのデジタル化
RealVideoをライブブロードキャストしない場合には、コンピュータまたはビデ
オ編集機器でソースビデオをデジタル化します。次にRealVideoクリップとして
エンコードする前に好みの編集ソフトウェアでファイルを編集できます。この
セクションではビデオのデジタル化に関するヒントを提供します。
ヒント
ビデオソースファイルのコピーを常を取るように心がけてください。RealVideo
クリップをオリジナルのソースのフォーマットまたはその他のストリーミングフ
ォーマットに戻すことはできません。

S-Video の出力
ビデオ再生機器には通常、S-Videoとコンポジットの少なくとも2つの出力タイ
プがあります。良い結果を得るには、S-Videoを使うようにしてください。

色深度
常に24ビットカラーを使うようにしてください。これより低い色の解像度を使
うとクリップの品質が低下します。
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デジタル化したビデオフォーマット
作業は非圧縮フォーマットで行うのが望ましいです。デジタル化するときに一
度圧縮し、さらにRealVideoでエンコードというように圧縮を2回行うとビデオ
の品質を落とす場合があります。RealVideoエンコーディングツールが入力フォ
ーマットとしてサポートしている場合だけ、圧縮したソースを使います。
RealVideoクリップをエンコードするために使用するコンピュータにAVIファ
イルを圧縮するために使用された同一のVideo for Windowsドライバがある限り、
圧縮されたAVIファイルを使用できます。

ビデオキャプチャー時のフレームレート
ビデオキャプチャー時のフレームレート
100Kbps以下で配信するのであれば、15fpsでビデオコンテンツをキャプチャー
します。より高い速度で配信するときは、30fpsでビデオコンテンツをキャプチ
ャーします。RealVideoクリップのフレームレートは変化するので、シーンによ
っては帯域幅の制限によりキャプチャーされたフレームレートより低いフレー
ムレートでエンコードされる場合があります。RealOne Playerは、SVTによって
処理能力の低いコンピュータに対してフレームレートを下げることができます。
これによって高いフレームレートが処理速度の遅いコンピュータに負荷をかけ
すぎないようにすることができます。
追加情報
SVT に関する詳細は 60 ページの「Scalable Video Technology」を参照してく
ださい。

ビデオキャプチャー時のスクリーンサイズ
ディスクスペースが足りない場合を除いて、キャプチャーカードがウィンドウ
サイズを変られるのなら、320ｘ240の画面サイズでキャプチャーします。
640x480のフルスクリーンサイズでフルモーションビデオをキャプチャーする
場合は
•

100Kbps 以上でストリームする場合

•

320x240 以上のサイズでエンコードする場合

•

ビデオ編集ワークステーションがフルモーション、フルスクリーンビデオをデ
ジタル化できる能力がある場合。標準的な PC はこのようなデータ量の多いビ
デオは一般的に扱えません。
編集ソフトウェアまたはHelix Producerを使用すると、必要な場合にRealVideo
クリップのウィンドウサイズを縮小することができます。推奨されるRealVideo
ウィンドウのサイズについては、58ページの「RealVideoのサイズ」を参照して
ください。

コンピューターの速度とディスクスペース
ビデオキャプチャーはCPUとハードディスクに大きな負荷をかけるので、必ず
処理能力の高いコンピューターを使うようにしてください。キャプチャーの際
にフレーム落ちを防ぐために、ハードディスクはオーディオとビデオ編集に適
した特別なものを使います。WindowsコンピューターではVideo for Windowsを
サポートしているキャプチャーカードが使用できます。
以下の式は、デジタル化されたビデオファイルの概算のサイズをメガバイトで
計算する式です。
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(幅のピクセル値) x (高さのピクセル) x (色ビット深度) x (fps) x (秒数)
8,000,000
毎秒15フレームで3分間のビデオを24ビットカラーで、ウィンドウサイズは
32.0x.240ピクセルでキャプチャすると仮定します。以下の式からわかるように、
デジタル化されたソースファイルは約622 MBになります。
(32.0) x (240) x (24) x (15) x (180) / 8,000,000 = 622 メガバイト
必要な場合には、ウィンドウサイズを縮小したり、フレームレートを下げたり、
または両方を行うことによってディス クスペースを確保します。

ビデオソースファイルのサイズ制限
MacintoshといくつかのWindowsのファイルシステムでは、ひとつのファイルに
対して2GB（2048MB）のサイズ制限があります。2GBは320x240のウィンドウ
サイズで15fpsのビデオだと約9.5分になります。ビデオ製作プログラムのなかに
は、2GB以上のファイルを扱えるOpenDML（AVI2.0）基準をサポートするもの
もあります。ファイルを作るのに使われるビデオ製作ソフトウェアによっては、
Helix Producerは入力として2GB以上のビデオソースファイルを扱える場合があ
ります。
長いビデオあるいはウィンドウサイズの大きなビデオを作成する場合、ビデオ
製作ソフトウェアの出力ファイルのサイズに2GBの制限があるかどうか調べて
ください。2GBの制限がない場合、2GB以上のビデオファイルを作成し、Helix
Producerが入力としてそのファイルを扱えるかどうかテストしてください。
追加情報
RealNetworks 社のナレッジベースで「AVI の制限」を検索してください。
Web サイトは以下になります。http://service.real.com/kb/index.html
ヒント
2GB の制限がある場合にそれ以上のビデオファイルを作成するには、別々
のビデオソースファイル（各ファイルは 2GB 以下）を作成し、別々の
RealVideo クリップにエンコードします。その後に、Helix Producer の編集ツ
ールで各クリップをつなぎ合わせます。詳細は「Helix Producer ユーザーガ
イド」を参照してください。

Helix Producer を使った RealVideo のエンコード
RealVideoクリップを作成するためには、ライブソース、デジタル化したファイ
ル、テープまたはCDなどのメディアからのビデオ入力より作業を開始します。
次にRealVideoのエンコーディングツールを使用してこの入力からRealVideoク
リップにエンコードします。RealVideoをエンコードするために最も広く用いら
れているツールは、 Helix Producer Basic（無料の製品）とHelix Producer Plusで
あり、これらは次のRealNetworks社のWebサイトから入手できます。
http://www.jp.realnetworks.com/products/producer/info.html
Macintosh上でのHelix Producerは、そのプラットフォームで広く使用されている
入力フォーマットを受けつけます。またWindowsまたはUNIX上でのHelix
Producerはこれらのプラットフォームで広く使用されているフォーマットをサ
ポートします。Helix Producerのマニュアルでオペレーティングシステムごとに
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サポートされるフォーマットのリストを確認してください。
•

非圧縮 AVI（推奨）または圧縮 AVI（.AVI）

•

MPEG-1 (.mpg)

•

非圧縮 QuickTime（推奨）または圧縮 QuickTime（.mov）
RealVideoクリップをエンコードする時に、帯域幅のターゲットを選択し、オー
ディオタイプ（音声またはミュージック）とスムーズな動きまたはシャープな
画像のいずれを重要視するかなどのパラメータを設定します。次にHelix
Producerは、サウンドトラックで使用するのに最良のRealAudioコーデックを決
定します。SureStream技術を使用して、選択したすべての帯域幅に対して
RealVideoクリップをエンコードします。これによって各ストリームが必要とす
るプリロールは数秒だけになることを保証します。
追加情報
クリップのエンコードに関する詳細な指示については 、 Helix Producer の
マニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。
メモ
Helix Producer 以外の RealVideo エンコーディングツールは以下のセクショ
ンで説明する全ての機能が含まれているとは限りません。

RealVideo のストリーミング速度
実用性を高めるために、RealVideoのストリーミングビットレートは自由に拡張
できます。毎秒20Kbpsから何百、何千キロビットまで自由な速度でRealVideo
をエンコードできます。さらに、89 Kbps、117 Kbps、575 Kbps、1.5Mbpsなど
任意の帯域幅で正確にエンコードできます。ビットレートの調整を行うには
Helix Producer PlusのRealVideoのターゲットオーディエンスの設定を変更して
エンコードします。
RealVideoクリップが他のクリップと同時に再生される場合、各ターゲットオー
ディエンスに対してRealVideoのビットレートを下げる必要はありません。クリ
ップは接続帯域幅すべてを使用するわけではありません。たとえば56 Kbpsモデ
ムでは、Helix Producerは通常34 Kbpsでストリームするようにクリップをエンコ
ードします。RealVideoのターゲットオーディエンスの設定を使用して、20Kbps
にこの値を下げて別のクリップ用に14Kbpsを割り当てることができます。
RealVideoの帯域幅を下げる場合、新しいビットレートの設定値にはサウンドト
ラックに使用されたRealAudioコーデックのビットレートの設定値が必ず残り
ます。32Kbps RealAudioコーデックを使用して合計でRealVideoのビットレート
を36 Kbpsに設定した場合、ビジュアル用の帯域幅はあまり残っていません（お
そらく数秒ごとに1フレーム程度）。従って、これよりも低いRealAudioコーデ
ックを選択する必要があります。
サウンドトラックの帯域幅の比率についてRealVideoの合計帯域幅に厳格な規
則はありません。比率はオーディオトラックまたは画像のいずれを重要視する
かによって全く異なります。RealVideoは通常、合計帯域幅の25%以上をサウン
ドトラックに割り当てません。これはビジュアルの情報の方がデータ量が多い
からです。毎秒数百キロビットの帯域幅ではビジュアルトラックに関連してサ
ウンドトラックに使用する帯域幅は非常にわずかです。
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RealVideo フィルタ
Helix Producerの環境設定にはRealVideoクリップをエンコードする時に使用で
きるフィルタリングオプションがあります。これらのフィルタは、ソースビデ
オを作成するために使用される方法が原因で、エンコードされたクリップに表
示されるアーティファクトを削除します。

ノイズフィルタ
ノイズによる歪みはアンテナを通して受信される信号に起因するTV の画面に
頻繁に現れる「スノーノイズ」に似ています。Helix Producerは、ソースビデオ
クリップのノイズが多い場合、または低い場合にそれぞれ使用できる低ノイズ
フィルタと高ノイズフィルタがあります。ただし、ノイズを削除する最善の方
法は、62ページの「ビデオの録画」で説明されているように正しい制作手順を
守ることです。

リサイジングフィルタ
Helix ProducerでRealVideoクリップのサイズ変更を行う場合、高速なサイズ変更
または高品質のサイズ変更のいずれかを実行するリサイジングフィルタを使用
できます。このリサイジングオプションはクリップを小さくする時に限ってソ
ースビデオに影響を与えます。これらのオプションは、クイックメソッド（fast
resize）または複雑な分析（high-quality resize）のいずれかを使用してHelix
Producerにビデオデータを捨てるように指示します。high-quality resizeを使うと
画像の品質が向上しますが、エンコード時間が長くなります。

インバーステレシネフィルタ
インバーステレシネフィルターはNTSCビデオに変換された映画フィルムに適
用します。PAL形式のビデオには影響を与えません。映画フィルムは通常24fps
で撮影され、そのフィルムからビデオに変換（テレシネと呼びます）されると
きに、NTSCの30fpsを達成するために、いくつかのフレームが複製されます。
フィルムからNTSCビデオに変換された25から30fpsの冗長なフレームを除くた
め、NTSCビデオをエンコードするときにインバーステレシネフィルターを使
います。

デインターレースフィルタ
デインターレースフィルターはインターレースビデオからぎざぎざを取り除く
ために用います。これは少なくとも240ラインを持つインターレースソースビデ
オに限って有効です。テレビに使われる一般的なソースビデオは480本のライン
を持ちます。240本以下でキャプチャするビデオキャプチャカードでビデオをデ
ジタル化する場合、カードは奇数または偶数のいずれかの線を捨ててビデオ自
体をインターレース解除します。

RealVideo のオプション
Helix Producerのエンコーディング方法を変えることによって、RealVideoクリッ
プの品質に影響を与えるいくつかのRealVideoエンコードオプションがHelix
Producerの環境設定にあります。

可変ビットレートエンコーディング
可変ビットレート（VBR）はRealVideoのオプションです。VBRは圧縮が困難な
シーンは帯域幅を高くし、圧縮が簡単なシーンは帯域幅を低くします。また、
ネットワークのオーバーヘッド用のストリーミング帯域幅を利用することによ
って高いビデオ品質を保ちます。VBRエンコードは一般に、固定ビットレート
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（CBR）より品質が良く、ハイアクションとローアクションの混在するビデオ
で違いが顕著になります。VBRにはSureStreamは使用できません。またRealVideo
のVBRクリップは拡張子が .rmvb になります。

2 パスエンコーディング
2パスエンコーディングでは、Helix Producerは情報を収集するためにソースビ
デオを1度調べます。次にセカンドパスでRealVideoストリームにエンコードし
ます。2パスエンコーディングは、可変ビットレート（VBR）エンコーディン
グを使用する場合に最も役立ちます。VBRで2パスエンコーディングを使う場
合、Helix Producerは最初にソースビデオ全体を分析して、再生ビットレートを
変更するための最善の方法を決定します。これを使用しない場合、Helix
Producerはエンコード中にソースビデオの狭い範囲を分析してクリップ内で連
続したVBRの部分を作成します。

ロスプロテクション
Helix Producerのロスプロテクション機能は、RealVideoストリームにエラー修正
データを追加し、ロスの多い環境で品質保持に役立ちます。Helix Producerはビ
デオの品質を劣化させることなく、可能な限り多くのエラー修正データを追加
します。ロスプロテクション機能は、イントラネットよりもインターネット上
でストリームする場合の方がメリットがより大きくなりますが、すべてのエン
コードされたコンテンツに対して有効です。
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第5章
章
Flash アニメーションの作成
Macromedia社のFlashを使うと、World Wide Web上で簡単にアニメーションを配
信できます。Flashは、Helix Universal Serverでストリームすることによって、視
覚的に注意を引くアニメーションや電子商取引アプリケーションをRealOne
Playerに配信することができます。本章では、RealOne Playerにストリームする
Flashクリップの作成と最適化について説明します。Flashアニメーションの作成
についての指示は、Flashのユーザーマニュアルを参照してください。
追加情報
追加
Flash については以下の Macromedia 社のサイトを参照してください。
http://www.macromedia.com/jp/software/flash/

Flash について
Flashはタイムラインに沿って同期する連続したアニメーションとオーディオ
を含むプレゼンテーションに適しています。例えば、以下のようなプレゼンテ
ーションがあります。
•

デモンストレーション、トレーニングコース、製品概要

•

娯楽や教育用の漫画

•

製品広告

•

カラオケ
Flashコマンドを使い、以下のようなプレゼンテーションのためのインタラクテ
ィブなアイコンやフォームを作成できます。

•

電子商取引

•

オンスクリーン・ナビゲーション

•

インターネットラジオチューナー

•

電子メール登録
このセクションでは、RealOne PlayerでFlashがどのように動作するのかについて
説明します。これは高品質なストリーミングアニメーションを作成する場合に
役立ちます。

Flash を動作させるためのソフトウェアのバージョン
RealOne PlayerにFlash 3または4をストリーミングする場合、RealSystem Server8
またはHelix Universal Serverが必要となります。Helix Universal Serverのそれ以前
のバージョンはFlash2だけしかストリームすることができません。Flash3または
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4のクリップを再生するにはRealPlayer8またはRealOne Playerが必要です。Flash3
や4のクリップが配信された時、RealPlayerG2または7は、最新のRealOne Player
のリリースにオートアップデートを行ないます。
RealOne PlayerはFlash5プレイヤーフォーマットには対応していません。アニメ
ーションはFlash5で作成できますが、Flashプレイヤークリップへの書き出しは
Fash2、3、または4フォーマットで行う必要があります。Flash5プログラムは
RealOne Playerに対するストリーミングクリップを調整したFlash4フォーマット
で自動的に書き出すことに注目してください。

3 ペイン環境での Flash
この章では、RealOne Playerのメディア再生ペインで再生するストリーミング
Flashプレゼンテーションの制作テクニックについて説明します。RealOne Player
は標準でFlashアニメーションをサポートしているので、メディア再生ペインで
ストリームされている限り、プラグインをダウンロードせずにFlashアニメーシ
ョンを再生することが可能です。
Flashアニメーションは同じく、メディアブラウザや関連情報ペインのHTMLペ
ージ内で表示することができます。この場合Flashアニメーションは、RealOne
Playerで使われているブラウザアプリケーション（WindowsのInternet Explorer）
のFlashプラグインによってレンダリングされます。従って、RealOne Playerの
HTMLペインでアニメーションを再生する際にプラグインが見つからない場合
は、Flashプラグインのインストールを要求されます。
追加情報
3 ペイン環境に関しての詳細は、21 ページの「手順 2：RealOne Player インタ
ーフェースの学習」を参照してください。

Flash の帯域幅特性
他のストリーミングクリップと同様に、対象オーディエンスの帯域幅を念頭に
おいてFlashクリップを制作します。35ページの「最大ストリーミングレート」
の表は、Flashクリップが様々なネットワーク接続にストリームできる最大レー
トをリスト表示しています。Flashクリップが他のクリップと共にストリームさ
れる場合、クリップ全体のストリーミング速度の合計が視聴者の最大速度を超
えないようにすることにも注意する必要があります。これによってプレゼンテ
ーションが頻繁に再バッファしないことが保証されます。
ほとんどのインターネットユーザーは28.8Kbps または56Kbpsモデムを使用し
ているので、RealNetworks社では、そのようなダイアルアップモデムの視聴者
をターゲットとすることを推奨しています。幸いにも28.8Kbpsでストリームさ
れたFlashクリップは、これよりも高いビットレートのビデオストリーミングと
同等の視覚的なインパクトが得られます。これはFlashのクリップが、視聴者の
コンピュータがレンダリングするベクトル情報を転送するからです。したがっ
て、Flashアニメーションの品質は、ストリームされたデータ量ではなく、コン
ピュータのCPUやグラフィックス機能に依存します。
Flashアニメーションはベクトルベースであるため、Flashは帯域幅を時間的に均
等に使用する訳ではありません。たとえば、シーンが開始すると、グループお
よびシンボルがストリームされるため、多くのデータ転送が必要となります。
その後は、グループやシンボルを操作するための軽い指示が必要となるだけで
す。以下の図で、12Kbpsのストリーミング速度をターゲットとするFlashクリッ
プを説明します。クリップのタイムラインの5秒および10秒では、クリップはシ
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ーンを変更したり、キーフレームに新しいオブジェクトを取り込むために、12
キロビット以上のデータを必要とするため、帯域幅の使用は急激に増加します。
チューニングされていない Flash クリップの帯域幅の使用例

帯域幅の使用が急激に増加する場合、RealOne Playerはデータをバッファし、必
要なデータが全て到着するまで再生を遅らせます。問題なくクリップをストリ
ームするためには、完成したクリップをチューニングすることにより帯域幅の
急増部分を取り除く必要があります。チューニングはクリップのストリーミン
グビットレートおよびプリロールの設定をします。Flash5プログラムはチュー
ンされたクリップを自動的に書き出します。または、Flash Tunerを使いクリッ
プを書き出します。Flash Turnerは本マニュアルのZip形式で圧縮されたHTML
バージョンの「utilities」フォルダーに含まれています。
チューニングされた Flash クリップの帯域幅の使用例

追加情報
このガイドの HTML バージョンの入手方法は、9 ページの「本書をコンピュ
ーターにダウンロードする方法」を参照してください。
ヒント
クリップのストリームの結果はチューニングが終わるまで確認できません。選
択した視聴者がクリップをうまくストリーミングできるように、アニメーションを
修正する必要がある場合があるため、制作時に頻繁にアニメーションのエク
スポートおよび調整を行なうことが要求されます。
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Flash のクリップサイズ
Flashのクリップを調整することにより、選択したビットレートでストリームさ
れることが保証されます。ただし、アニメーションが複雑すぎる場合に、ビッ
トレートを低く調整するとRealOne Playerが受け入れ不可能な大きいプリロー
ルが発生する場合があります。小さいプリロールを保証するための最善の方法
は、クリップの時間長に対するクリップサイズの割合を低く維持することです。
以下にアニメーションを制作する時のFlashのクリップサイズを小さくするた
めのヒントを紹介します。
•

キーフレームの削減

•

キーフレームが多すぎると、帯域幅の消費が増加します。キーフレームの数を
最小限にし、キーフレーム内のオブジェクトを簡素化します。

•

グループの代わりにシンボルを使用する
Flash はシンボルを一度保存して繰り返し参照することができ、繰り返し
参照してもファイルサイズはあまり大きくなりません。これに対してグル
ープの場合は、グループが使用されるたびにグループ定義が保存されます。
たとえば、グループを 3 回使用すると、ファイルに同じデータが 3 回保
存されます。グループの代わりにシンボルを使用すれば、ファイルサイズ
を大幅に削減することができます。

•

要素の簡素化
Flash にインポートされる要素や描いた要素を簡素化します。
[Modify]>[Curves]を選択し、[Smooth]および[Straight]コマンドを線およ
び曲線に適用して、不要なポイントやパス情報を削除します。これによっ
て各要素で保存されるデータを削減します。[Optimize]を選択し、許容可
能な画面表示を維持しながらデータを削減して最適化します。画面の解像
度は印刷の解像度よりも低いので、画面表示を犠牲にすることなく詳細部
分を削除することができます。

•

イベントサウンドを含めないでください。
73 ページの
「Flash へのオーディオの追加」
で記述しているように、RealOne
Player はイベントサウンドをサポートしません。イベントサウンドを含ん
だ Flash プレイヤークリップは帯域幅を浪費します。ソース Flash ファイ
ル（.fla）からイベントサウンドを削除するかサウンド無しの Flash プレ
イヤークリップを書き出します。

•

出力の際に JPEG 品質を調整してください。
アニメーション内にビットマップ画像を含む場合、.fla ファイルから.swf
クリップに書き出す時に、JPEG の画質を 50 以上にしないよう、出来る
限り 30 程度の低い値にします。

Flash の CPU 使用率
Flashの制作時に考慮すべき点は帯域幅の使用だけではありません。Flashはベク
トルベースであるため、アニメーションを表示する時にユーザのコンピュータ
で複雑な計算を実行します。コンピュータの通常の負荷に加えて、多くの計算
を必要とする演算を行うと再生に影響を及ぼします。新型のコンピュータは通
常、高速のプロセッサを搭載しているので、Flash やストリームされた他のク
リップを並列処理するための十分な能力を備えています。しかし、旧型のコン
ピュータは処理能力が不十分です。最も広範囲なオーディエンスをサポートす
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るためには、FlashのCPU使用率に対する要求条件を低くするために以下の推奨
事項に従ってください。
•

フレームレートを低くする
Macromedia 社は Flash のフレームレートを毎秒 12 フレーム（12fps）に推
奨しています。しかし、Flash と大きな処理能力必要とする他のクリップ
を組み合わせる場合、処理能力の低いコンピュータに合わせるためにこの
フレームレートをさらに低く抑える必要があります。たとえば、Flash を
RealAudio と組み合わせる場合、
9fps または 7fps に設定してみてください。
これらのレートは、ほとんどのプロセッサで負荷をかけすぎることなく比
較的スムーズな動画を提供できます。

•

トゥイーンの最適化
トゥイーンはキーフレーム間の動作を補間します。複数のオブジェクトと
色彩効果を同時に補間すると再生に悪影響を及ぼします。再生を遅くする
トゥイーンには他に、フレーム間でスクリーン上の大きな領域を変更する
ものやグラデーションを使うものがあります。

•

同時に動くオブジェクトのサイズと数を少なくする
RealOne Player はアクションが起こると領域を再描画するので、CPU パワ
ーを消費します。これを最小限にするには、スクリーン全体を再描画しな
いようにトゥイーンをスクリーンの小さな領域に限定します。この方法に
より、ファイルサイズは同じですがスクリーンの一部だけが再描画される
ようになります。

Flash へのオーディオの追加
RealOne Playerで再生されるFlashクリップにサウンドを追加する方法は2通りあ
ります。また、これら2つの方法を同時に使用することもできます。

イベントサウンドの追加
マウスオーバーやボタンクリックなどの特定のイベントで再生される短いサウ
ンド効果を追加できます。これらのサウンド効果は書き出したFlash Playerファ
イルの中に埋め込まれています。WAVまたはQuickTimeなどのFlashアプリケー
ションが読み込み可能なフォーマットであれば、サウンドファイルを取り込む
ことができます。
メモ
イベントサウンドは RealOne Player のみで再生されます。RealPlayer8 では利
用できません。

連続的なサウンドトラックを使用する
連続するバックグラウンドミュージックあるいはナレーションなどのサウンド
トラックは、Flashクリップに沿って再生されます。これはインタラクティブな
アプリケーションではなく、主に漫画のような時間に沿って流れるクリップに
対して適用されます。連続するサウンドトラックを作成するには、最初にアニ
メーションとインポートされたWAVまたはAIFFなどのサウンドファイルを同
期させます。次に以下の2つのファイルに書き出します。
•

サウンドを含まない Flash プレイヤークリップ （ただし、イベントサウンドは
含めることができます）。
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RealAudio などの RealOne Player で再生可能なストリーミングクリップとして
エンコードするためのサウンドトラック
SMILを使って、両方のクリップを同期させてストリーミングします。サウンド
トラックを別にすることで、プレゼンテーションの配信をスムーズにすること
ができ、また早いネットワーク環境のユーザーにはオーディオの品質を上げる
ためSureStreamのRealAudioを使用することが可能です。
Flash5プログラムはSMILファイルとRealAudioファイルを自動的に書き出すこ
とが可能です。以前のバージョンのFlashを使っている場合には、サウンドトラ
ックをマニュアルで書き出し、それをRealAudioクリップにエンコードし、さら
にSMILファイルを書かなければなりません。80ページの「Flashクリップのス
トリーミング」はこの書き出しの過程を説明しています。
ヒント
Flash にはアニメーションにサウンドを挿入する別の方法があります。ストリー
ム同期設定を使ってください。
Flash のサウンドトラックは別個の RealAudio クリップを使います

Flash と RealAudio 間での帯域幅の分割
FlashサウンドトラックをSureStreamのRealAudioクリップとして書き出しエン
コードする場合、すべての視聴者は同じFlashクリップを取得しますが、ネット
ワーク接続の速度によって視聴者ごとに受け取るRealAudioのストリームが異
なります。すべてのネットワーク接続環境に対して配信可能なFlashとRealAudio
クリップの帯域幅を決定するには、以下の2つの手順があります。
1.サウンドトラックをエンコードするのに使用するRealAudioコーデックを決
めます。全てのコーデックは44ページの「RealAudioのコーデック」にリスト表
示されています。
2.最も低帯域のターゲットオーディエンスに対して、ターゲットの最大帯域幅
から最も低いRealAudioストリーミング帯域幅を引いて、Flashクリップの最大ス
トリーミング速度を決定します。
追加情報
35 ページの「最大ストリーミングレート」の表は様々なネットワーク接続速度
に対するストリーミング速度をリスト表示しています。

28.8 Kbps モデムをターゲットとする場合
以下の表は、最大ストリーミング速度が20Kbpsの28.8Kbpsモデムで使用可能と
なるRealAudioおよびFlashのビットレートの組み合わせを示します。たとえば、
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RealAudio用の8Kbpsミュージックコーデックを選択すると、Flash用に残される
帯域幅は12Kbpsになります。
RealAudioと
とFlashで
で20Kbpsの帯域幅を分割
の帯域幅を分割
サウンドトラックタイプ
RealAudio コーデック Flash の最大速度
15 Kbps
5 Kbps 音声
音声
13.5 Kbps
6.5 Kbps 音声
11.5 Kbps
8.5 Kbps 音声
14
Kbps
ミュージック
6 Kbps ミュージック
12 Kbps
8 Kbps ミュージック
11 Kbps ミュージック 9 Kbps

56 Kbps モデムをターゲットとする場合
56Kbpsモデムに配信することを想定した場合、最大ストリーミング速度は
34Kbpsになります。以下の表は使用できるRealAudioコーデックのリストです。
ストリーミング速度の選択を行うと、それぞれに対してFlashクリップ用に残り
の速度が確保されます。
RealAudioと
とFlashで
で34Kbpsの帯域幅を分割
の帯域幅を分割
サウンドトラックタイプ
RealAudio コーデック Flash の最大速度
27.5 Kbps
6.5 Kbps 音声
音声
25.5 Kbps
8.5 Kbps 音声
18 Kbps
16Kbps 音声
ミュージック
11 Kbps ミュージック 23 Kbps
16 Kbps ミュージック 18 Kbps
20 Kbps ミュージック 14 Kbps

28.8Kbps および 56 Kbps モデムをターゲットとする場合
28.8Kbpsおよび56Kbpsの両方のモデムをターゲットとするには、28.8Kbpsの視
聴者に配信する方法を最初に決定します。たとえば、音声サウンドトラックに
ついては、6.5 Kbps RealAudio音声コーデックを使用すると、13.5KbpsがFlash用
に確保されます。56Kbpsモデムに配信するためには、6.5Kbps音声コーデックと
16Kbps音声コーデックの両方を使用してSureStream RealAudioクリップとして
サウンドトラックをエンコードします。56Kbpsのモデムを使用しているユーザ
ーは、16KbpsのRealAudioデータと共に13.5KbpsのFlashクリップを取得します。
この組み合わせでは合計29.5Kbpsのストリーミング速度となり、最大34Kbpsよ
りも若干遅い速度となります。

RealAudio コーデックを選択するためのヒント
ストリーミングFlashクリップと共に使用するRealAudioコーデック選択のヒン
トを以下に紹介します。
•

サウンドの品質を優先する場合、アニメーション用に十分な帯域幅を確保して、
最も早い RealAudio コーデックを使用します。

•

アニメーションが複雑な場合、音声用の低い RealAudio コーデックを使用しま
す。これにより、アニメーション用に利用可能な帯域幅が増加します。

•

可能であれば、
最も遅い速度の RealAudio コーデックを選択しないでください。
SureStream クリップは接続帯域幅が落ちたときに使われる下位のストリーム
を含みます。たとえば、8Kbps のミュージッククリップは 6Kbps の下位のスト
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リームを含みます。クリップを 6Kbps コーデックだけでエンコードした場合、
RealOne Player は接続帯域が落ちたときに下位のストリームに切り替えができ
ません。
•

希望するコーデックで正確に RealAudio クリップをエンコードするためには、
RealAudio のターゲットオーディエンスセッティングをデフォルトから変更す
る必要があります。Helix Basic はデフォルト設定の変更ができないため、デフ
ォルト設定の変更は Helix Producer Plus を使用して行う必要があります。

Flash のインタラクティブコマンドの使用
RealOne PlayerはFlash3とFlash4の全てのコマンドをサポートしているので、ボ
タンやフォームを加えたインタラクティブなプレゼンテーションを作成できま
す。しかし、FlashのコマンドはRealOne PlayerとFlashプレイヤーとで異なる動
きをする場合があります。このセクションではRealOne Player内でFlashコマンド
を使う指針を提供します。

Flash クリップのタイムラインコマンド
FlashにはFlashクリップのタイムラインをコントロールすることが可能なコマ
ンドがいくつかあります。これらのコマンドはFlashクリップだけに影響を与え
ます。プレゼンテーションおよびFlashクリップと平行して再生されるほかのク
リップはそのままタイムラインに沿って動きます。Flash2クリップにおいては、
これらのコマンドはRealOne Player内で再生される全てのクリップに影響を及
ぼします。

コマンド
Play
Stop

Go To and Stop

Go To and Play

Get URL

Flashのインタラクティブコマンド
のインタラクティブコマンド
アクション
Flash クリップの再生が開始されたり、レジュームします。
Play コマンドが発行されるまで、Flash クリップはポーズ
します。Flash3、Flash4 クリップでは他の全てのクリップ
は正常にに再生されます。Flash2 では他の全てのクリップ
も停止します。
Flash クリップ内の目的のフレームを検索し、ポーズしま
す。Flash クリップは Play コマンドで、再生が再開されま
す。Flash3、Flash4 クリップでは他の全てのクリップは正
常に再生されます。Flash2 クリップでは他の全てのクリッ
プはプレゼンテーションのタイムラインの同じポイント
まで検索しポーズします。77 ページの「Go To コマンド」
も参照してください。
Flash クリップ内の目的のフレームまで検索し、クリップ
のプリロールをバッファリングし再生を開始します。
Flash3、Flash4 クリップでは他の全てのクリップは正常に
再生されます。Flash2 クリップでは、プレゼンテーション
のタイムラインの同じポイントまで検索し、再生が再開さ
れます。
ブラウザに URL を送ります。ユーザーはアニメーション
にマニュアルで戻る必要があるので、クリップの最後だけ
使用してください。SMIL ファイルもクリック可能なハイ
パーリンクを Flash に重ねて定義できます。283 ページの
「第 15 章」を参照してください。
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RealOne Player のコマンド
前述したように、Flash3、Flash4クリップでのPlay、Stop、Go Toのようなコマ
ンドはFlashクリップのみに影響を与えます。しかし、FlashのGet URLコマンド
を使うと、RealOne Player内のすべてのクリップを再生開始、停止、ポーズでき
ます。また新しいRealOne Playerのウィンドウを起動して、そのウィンドウに
URLを表示させることも可能です。これはGet URLでRealOne Playerにコマンド
（URLではなくて）を送ることにより可能になります。

プレゼンテーションの検索
次の値をGet URLに与えると、RealOne Playerはプレゼンテーションのタイムラ
インの目的の時間を検索します。
command:seek(time)
たとえば、以下のコマンドはプレゼンテーションのタイムラインの1:35.4を検
索するようRealOne Playerに指示を与えます。
command:seek(1:35.4)
時間のフォーマットは次のようになります。
dd:hh:mm:ss.xyz
ここで、ddは日、hhは時、mmは分、ssは秒、xは10分の1秒、yは100分の1秒、
zは1000分の1秒です。ssフィールドだけが必須となります。時間の値に小数点
が含まれない場合、RealOne Playerは最後のフィールドを秒と理解します。たと
えば、1:30は1分30秒となり、1:30:00は1時間30分となります。以下に示す全て
のコマンドは等価であることに注意してください。各コマンドはプレゼンテー
ションタイムライン内で90分のポイントを検索します。
command:seek(1:30:00.0)
command:seek(90:00)
command:seek(5400)

プレゼンテーションの再生、ポーズ、停止
Get URLコマンドに対する次の値は、RealOne Player内のプレゼンテーションを
それぞれ、再生、ポーズ、停止させます。
command:play()
command:pause()
command:stop()

新しいメディア再生ペインのポップアップ
FlashのGet URLコマンドから、新しいRealOne Playerのメディア再生ペイン内に
ストリーミングプレゼンテーションを開くことができます。コンピュータの
CPUおよびメモリが許す限り、いくつでもウィンドウを開くことができます。
新しいメディア再生ペインに関する詳細は306ページの「RealTextあるいはFlash
から新しいメディア再生ペインを開く」を参照してください。

Go To コマンド
Go ToコマンドはFlashクリップにインタラクティブ性を加えるときに限り使用
します。シーンから次のシーンへの移動には使用しないでください。アニメー
ションをFlashプレイヤーフォーマットに書き出す場合、シーンは連結されるの
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でアニメーションはシーンから次のシーンへ移動します。Go Toコマンドによ
ってRealOne Playerはターゲットのフレームを検索します。Helix Universal
Serverがターゲットのフレームをまだ配信していない場合、RealOne Playerはク
リップの再生を停止し、Helix Universal Sreverに対して検索要求を行い、新しい
データが配信されると再バッファリングを起こします。
Flash3、Flash4クリップにおいて少なくとも1つのGo Toコマンドを使用する場
合、RealOne Playerはクリップ全体をメモリーにキャッシュします。クリップが
インタラクティブで、ボタンなどの入力でGo Toコマンドが発行され、クリッ
プのある部分から別の部分に移動する場合があるとします。Helix Universal
ServerがGo Toコマンドを含むフレームとそのターゲットの配信を終えた後に
視聴者がコマンドを発行する場合、RealOne Playerはクリップを再バッファーす
る必要がなくなります。
Go Toコマンドを使用すると、クリップ再生のためのRealOne Playerのメモリ要
求条件が高くなります。Flashのメモリ要件条件は低いので、これは一般には問
題となりません。しかし、長い連続したアニメーションを作成する場合は、Go
Toコマンドの使用が可能であってもGo Toコマンドの使用を避けるべきです。
Go Toコマンドが無い場合、RealOne Playerは不要となったクリップデータを捨
てます。これは、メモリが少ないPCでも良い再生品質を保証することになりま
す。

Load Movie コマンド
RealOne Playerでは再生中のFlashクリップに2つめのFlashクリップをインポー
トするFlashのLoad Movieコマンドの使用方法に制限があります。クリップの配
信にRTSPプロトコルを使用している場合、Helix Universal Serverは最初のクリ
ップを停止して、2番目のクリップを最初のプレゼンテーションの2番目のクリ
ップとして配信せず、新しいRealOne Playerのプレゼンテーションとして配信し
ます。Load Movideコマンドが正常に働くのは、クリップがHTTPでダウンロー
ドされた場合だけです。これを扱う2つの方法があります。
•

最初のクリップを SMIL あるいは RAM ファイル内に URL を記述し、rtsp://を
用いて RTSP プロトコルで配信します。Load Movie コマンドでは HTTP でク
リップの絶対 URL を指定します。RealOne Player は指定された URL でクリッ
プを要求します。これは最初のクリップにストリーミングに適したプロトコル
である RTSP を使うので、推奨される方法です。
ヒント
Helix Universal Server は RTSP と HTTP の両方をサポートしています。した
がって、同じ Helix Universal Server ディレクトリにすべてのクリップを配置す
ることができ、RTSP で最初にストリーミングが行われ HTTP で他のすべてが
ストリーミングされます。Load Movie で使用する URL には/ramgen/を含め
ないことを確認してください。

•

2 番目の解は、全てのクリップを HTTP でダウンロードすることです。最初の
クリップの URL の指定に SMIL ファイルあるいは Ram ファイル中で http://
を使います。Load Movie コマンドではクリップの URL をファイル名だけで指
定します。RealOne Player は最初のクリップのダウンロードに使ったのと同じ
HTTP URL（ファイル名は異なります）を用い次のクリップを要求します。
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ヒント
プレゼンテーションで SMIL を使用しない場合、最初のクリップに HTTP
URL をリストするために Ramgen の代わりに Ram ファイルを使用してくださ
い。Helix Universal Server の Ramgen ユーティリティは最初のクリップの
URL に/ramgen/ を追加します。RealOne Player がこの URL を再使用す
る場合、/ramgen/コンポーネントは新しいプレゼンテーションを起動しま
す。

複数のクリップに対するタイムラインスライダーの動作
プレゼンテーションにLoadMovieコマンドで組み込まれた複数のFlashクリッ
プが含まれている場合、RealOne Playerのタイムラインスライダーは最初のクリ
ップのタイムラインだけを反映します。クリップが5分再生され、そのあと、別
のクリップがロードされると仮定します。RealOne Playerのタイムラインスライ
ダーは最初のクリップが再生される5分間だけアクティブです。2番目のクリッ
プは正常に再生されますが、RealOne Playerはタイムラインスライダーをリセッ
トし、ストップボタンを無効にしプレゼンテーションが終了したような表示に
なります。しかし、視聴者はインタラクティブ機能や、Flashのコンテキストメ
ニューを使い2番目のクリップを停止することが可能です。

Load Movie コマンドの代わりに
コマンドの代わりに SMIL を使用する
すでに再生されているFlashクリップに新しいFlashクリップを挿入するために
はLoad Movieコマンドを使うことが必要です。しかし、2つ以上のFlashクリッ
プを順次再生するためには、このコマンドを使う必要はありません。かわりに
SMILを使用して順番を定義します。これにより前述のURLとタイムラインの制
限を解決します。たとえば、2つのクリップを順次再生するには、以下のような
SMILファイルを記述します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<body>
<seq>
<animation
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/cartoon1.swf"/>
<animation
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/cartoon2.swf"/>
</seq>
</body>
</smil>
また、SMILを使いFlashクリップとRealAudioクリップを組み合わせることも可
能です。以下は2つのクリップグループを順次再生する例です。各クリップグル
ープは同時に再生されるFlashクリップとRealAudioクリップで構成されていま
す。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<body>
<seq>
<par>
<animation
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/cartoon1.swf"/>
<audio
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/sound1.rm"/>
</par>
<par>
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<animation
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/cartoon2.swf"/>
<audio
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/sound2.rm"/>
</par>
</seq>
</body>
</smil>
追加情報
SMIL に関する情報は、147 ページの「第 8 章」を参照してください。

セキュアトランザクション
Flashで作成したフォームを使い、RealOne Playerに配信されるFlashクリップに
直接トランザクション機能を加えることができます。たとえば、これによって
プレゼンテーションに電子商取引機能を加えることができるようになります。
Flashクリップがセキュアサーバーに接続する場合、RealOne Playerはブラウザを
通して、暗号化された情報を送ります。RealOne Playerは暗号化機能を直接サポ
ートしていないので、暗号化をサポートするブラウザが必要です。セキュアサ
ーバーから返される全ての暗号化された応答はブラウザに表示されます。
メモ
RealOne Player はセキュアトランザクションをサポートしていないので、サー
バーからの応答を RealOne Player に戻したい場合は、セキュアサーバーに
HTTP POST または GET コマンドを送るべきではありません。たとえば、Flash
の Load Variables または Load Movie コマンドでセキュアサーバーに接続し
ないでください。

マウスイベント
RealOne Playerではブラウザで使用されるマウスイベントはFlashプラグインと
は異なる場合があります。これによってストリーミングFlashプレゼンテーショ
ンの作成方法は変更されず、またほとんど視聴者に影響を与えませんが、この
挙動を理解をしておく必要があります。
FlashのブラウザープラグインはFlashエリアの外側で起きるイベントを感知し
ます。たとえば、アイコンをクリックし、Flashエリアの外側にドラッグしてマ
ウスボタンを離します。この場合、Flashプラグインはマウスボタンがリリース
されたことを感知します。しかし、RealOne PlayerではFlashエリアの外側で起き
たマウスイベントを感知しません。代わりに、マウスポインターがFlashエリア
に戻ったときに、ボタンが押されたままであると想定します。

Flash クリップのストリーミング
このセクションでは、Flashクリップをストリーミングする手順を要約します。
Flash5プログラムはRealAudioクリップ、チューンされたFlashプレイヤークリッ
プ、SMILファイルを自動的に書き出すことができます。書き出しとクリップの
チューンに関する手順についてはFlash5のユーザーガイドを参照してください。
下記のMacromedia社のWebサイトでもFlash5を使ったクリップの書き出しにつ
いての情報を提供しています。
http://www.macromedia.com/support/flash/publishexport/realplayer/r ealplayer.html
バージョン5以下のFlashを使う場合は、以下の書き出しとチューンをマニュア

80

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

Flashアニメーションの作成

ルで行う必要があります。
ストリーミングFlashクリップのマニュアルでの作成
1.Flashプレイヤークリップを書き出す
Helix Universal Server は圧縮されたアニメーションファイルである Flash
プレイヤーフォーマット（.swf）ファイルだけをストリームします。Flash
のソースファイルフォーマット（.fla）はストリームできません。サウン
ドトラックを含むアニメーションの場合、クリップの書き出し時にオーデ
ィオを含めないようにします。Flash プレイヤークリップの書き出しの手
順については Flash のユーザーマニュアルを参照してください。
メモ
RealOne Player は Flash4、3、2 のプレイヤーフォーマットを再生できることに
注意してください。Flash5 フォーマットのクリップは再生できません。

2.Flashプレイヤークリップをチューンする
Flash tuner を使い、クリップのストリーミングレートを設定します。この
ステップは、再バッファリングを引き起こす帯域幅の急激な増加を除きま
す。tuner は本ガイドの zip 圧縮された HTML バージョンの「utilities」フ
ォルダーに含まれています。
3.サウンドトラックを書き出す
アニメーションがサウンドトラックを含む場合、サウンドトラックを
Windows の WAV ファイルか、あるいは Macintosh では QuickTime ファイ
ルに書き出します。QuickTime（あるいは他のビデオフォーマット）に書
き出す場合、使用するディスクスペースを最小限にするためビデオの幅と
高さを小さくします。
4.サウンドトラックをRealAudioにエンコードする
書き出した WAV または QuickTime のサウンドトラックを Helix Producer
を使い、拡張子が.rm の RealAudio ファイルにエンコードします。
5.Flashプレゼンテーションを配信する
クリップを Helix Universal Server に置きます。プレゼンテーションを配信
するのに必要な SMIL ファイルと Ram ファイルを記述します。
•

Flash クリップの単独での配信
Flash クリップがひとつの場合、Helix Universal Server の管理者は Web ペ
ージから Flash クリップへのハイパーリンクに使用する URL を指定する
ことができます。Ramgen を使用しないか、または Web サーバーからクリ
ップを配信する場合、Ram ファイルを記述する必要があります。
追加情報
Helix Universal Server と Ramgen については、423 ページの「Helix
Universal Server 上のクリップに Ramgen を使用する」を参照してください。ま
た Ram ファイルについては 411 ページの「Ram ファイルで RealOne Player
を起動する」を参照してください。
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他のクリップと同時に Flash クリップを配信する場合
プレゼンテーションに複数のクリップが含まれている場合、プレゼンテー
ションを組み立てクリップの URL を指定する SMIL ファイルを記述しま
す。次に、Web ページ と SMIL ファイルをリンクします。最も単純な形
だと、SMIL ファイルでクリップに対する絶対 URL を指定して、クリッ
プが同時に再生されるように指定します。以下の例は、RealAudio サウン
ドトラックと同時に再生される Flash クリップの例です。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2000/SMIL20/Language">
<body>
<par>
<audio
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/sound.rm"/>
<animation
src="rtsp://helixserver.example.com:554/media/cartoon.swf"/>
</par>
</body>
</smil>
SMILを使用して、ハイパーリンクの定義、クリップ間のタイミングオフセット
の作成、およびタイトル、制作者、著作権情報、要約などのプレゼンテーショ
ン情報の追加等を行なうこともできます。SMILの詳細は、147ページの「第8
章」を参照してください。
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第6章
章
RealText マークアップ言語
RealTextを使うと、単独で、あるいは他のオーディオやビデオなどの他のメデ
ィアと組み合わせてストリームする時間に沿ったテキストのプレゼンテーショ
ンを作成することができます。RealTextはSMILプレゼンテーションにテキスト
を加える便利な方法を提供します。RealTextは時間に沿って表示するテキスト
を作成するので、たとえば、RealTextを使用してビデオにサブタイトルを加え
たり、クローズドキャプションを加えたりすることが可能になります。
追加情報
484 ページの「付録 E」は RealText タグと属性のクイックリファレンスを提供し
ています。

RealText について
テキストエディターを使用して拡張子が.rtのテキストファイル形式のRealText
クリップを作成できます。ファイル中には表示させるテキストを記述し、その
テキストの表示方法と表示時間を指定するRealTextマークアップを記述します。
RealTextクリップにはRealVideoやFlashクリップと同じように、高さと幅と数秒
から数時間までの内部時間があります。RealTextが提供する機能を以下に記述
します。
•

フォントサイズとカラーコントロール
RealText マークアップを使用すると多くのフォントとサイズと色のテキ
ストを作成できます。

•

タイミングコントロール
RealText のタイミングコマンドはパラグラフ、センテンス、単語、文字が
表示される時間をコントロールします。ビデオのサブタイトルとして数秒
おきに新しいセンテンスを表示させることもできます。また、スクリーン
上にタイプされるように 1 文字づつ文字を表示することも可能です。

•

スクロールするテキスト
RealText クリップでは、文字をスクリーンの片側からもう一方へスクロー
ルさせることが可能です。これによってテキストがスムーズに流れるウィ
ンドウを作成できます。エンドレスで流れるマーキーでテキストをループ
させることも可能です。

•

位置指定コマンド
オプションの位置指定コマンドで、RealText ウィンドウ内に表示される各
文字の位置を正確にコントロールできます。

RealText の言語サポート
RealTextは英語、中国語、韓国語、日本語、多くのヨーロッパ言語をサポート
します。97ページの「キャラクターセットの指定」で記述されているサポート
されるキャラクタセットを記述することで、どの言語でもテキストの配信が可
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能です。各キャラクタセットは99ページの「フォントの指定」で記述している
ように、少なくともひとつのフォントをサポートしています。
メモ
キャラクターセットとフォントのサポートは RealText に組み込まれています。
したがって、Web ブラウザーでサポートされる全てのキャラクターセットとフォ
ントを必ずしもサポートしません。

RealText クリップの構造
RealTextクリップは拡張子が.rtのテキストファイルです。ファイルの最初には、
ウィンドウのタイプ、幅、高さ、時間などのような属性を含むことの可能な
<window>タグを記述します。ファイルは</window>で終了します。この
<window>タグの間に、RealOne Playerに表示させたいテキストをレイアウトや
時間を決めるRealTextタグと属性を使って記述します。以下は3秒ごとに新しい
行を表示する簡単なRealTextファイルの例です。
<window height="250" width="300" duration="15" bgcolor="yellow">
Mary had a little lamb,
<br/><time begin="3"/>little lamb,
<br/><time begin="6"/>little lamb,
<br/><time begin="9"/>Mary had a little lamb
<br/><time begin="12"/>whose fleece was white as snow.
</window>

RealText マークアップのルール
RealTextマークアップはSMILと似ています。152ページの「SMILファイルの作
成」で記述されている基本的なルールに従います。以下はRealTextファイルを
記述する時に注意する主要なポイントです
•

RealText タグと属性には小文字を使用します。

•

相当する終了タグ（たとえば、<ul>タグには終了タグ</ul>があります）が無い
場合には、たとえば<br/>のようにフォワードスラッシュで閉じます。

•

属性値はダブルクォーテーションで囲む必要があります。

•

RealText ファイルは拡張子.rt をつけて保存します。ファイル名に空白を含める
ことはできません。たとえば my_realtext.rt というファイル名は大丈夫ですが、
my realrext.rt というはファイル名はつけられません。

•

RealText に山括弧、アンパーサンド、非区切スペースを表示する場合はコード
で記述します。詳細は 107 ページの「キャラクターコードの使用」を参照して
ください。

•

HTML と同様に、RealText ファイル内に以下のようなコメントを記述できます。
コメントタグはスラッシュで閉じる必要はありません。
<!-- This is a comment -->

RealText の帯域幅
RealTextクリップはプレーンテキストファイルなので、帯域の消費はわずかで
即座にRealOne Playerに配信されます。したがって、遅いネットワーク接続の視
聴者も簡単にRealTextプレゼンテーションにアクセスできます。RealTextと他の
クリップを混在させた場合、RealTextは約1Kbpsの帯域を使用します。
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ヒント
Web サーバーから配信する場合には大きなサイズの RealText ファイルを
GZIP で圧縮することができます。詳細は 427 ページの「大きなテキストファイ
ルのための GZIP エンコーディング」を参照して下さい。
追加情報
帯域幅の配分については、33 ページの「手順 4：帯域幅の戦略の作成」を
参照してください。

SMIL プレゼンテーション内の
プレゼンテーション内の RealText
SMILファイルを使用して、RealTextと他のクリップを簡単に混在させることが
可能です。147ページの「第8章」はSMILの基本について記述しています。195
ページの「クリップの同時再生」のセクションはRealTextと他のクリップを同
時に表示する方法を説明しています。210ページの「第12章」で記述している
SMILレイアウトの理解も必要です。88ページの「RealTextのウィンドウサイズ
およびSMIL領域のサイズ」のセクションで、SMIL領域のサイズにRealTextのウ
ィンドウサイズを調整する方法を説明します。
ヒント
他のクリップと一緒に表示される RealText の例を参照するために、9 ページ
の「本書をコンピューターへダウンロードする方法」で記述しているように本
書の zip 圧縮された HTML バージョンを入手してください。

RealText ブロードキャストアプリケーション
RealTextを静的なファイルとして作成する必要はありません。ブロードキャス
トアプリケーションがライブテキストを取り込み、RealTextマークアップを加
えそれをHelix Universal Serverに送ることもできます。ブロードキャストアプリ
ケーションのサンプルはSoftware Development Kit(SDK)に含まれています。これ
は以下のWebサイトからダウンロード可能です。
•

http://proforma.real.com/rnforms/resources/server/realsystemsdk/ind ex.html

RealText のウィンドウタグ属性の設定
<window>と</window>はウィンドウの幅や高さなどのプレゼンテーションの
属性を決めるRealTextファイルのそれぞれ開始タグと終了タグです。<window>
タグの例を以下に示します。
<window type="marquee" duration="2:05:00.0"
underline_hyperlinks="false">
...all text and RealText markup...
</window>
HTMLの<table>タグ内にHTMLテーブルの属性を指定するのと同様に、
<window>タグ内に属性=”値”の形式で属性を指定します。しかし、<window>
タグには属性は必要ではありません。属性を指定しない場合、デフォルト値が
適用されます。次の表は<window>タグ属性の要約です。
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値

bgcolor

名前

RealText<window>タグの属性
タグの属性
機能

crawlrate

|#RRGGBB|
transparent
ピクセル/秒

duration

hh:mm:ss.xy

extraspaces

use|ignore

height

ピクセル値

link

名前|#RRGGBB

loop

true|false

scrollrate

ピクセル/秒

type

generic|
tickertape|
marquee|
scrollingnews|
teleprompter
true|false

underline_
hyperlinks
version

RealTextマークアップ言語

1.0|1.2|1.4|1.5

width

ピクセル値

wordwrap

true|false

ウィンドウの背景色を設定しま
す。

参照
ページ
88
ページ

テキストの水平方法の移動速度
を設定します。
プレゼンテーションの再生時間
を設定します。
テキスト中の余分なスペースを
認識または無視します。
ウィンドウの高さをピクセル値
で設定します。
ハイパーリンク文字の色を設定
します。
テキストのループを設定しま
す。
テキストの垂直方向の移動速度
を設定します。
ウィンドウのタイプを設定しま
す。

91
ページ
89
ページ
93
ページ
88
ページ
91
ページ
92
ページ
91
ページ
86
ページ

ハイパーリンク文字に下線を付
けるか付けないかを決めます。
RealText のバージョンを指定し
ます。キャラクターセットによ
っては必要となります。
ウィンドウの幅をピクセル値で
設定します。
文字の折り返しを設定します。

91
ページ
90
ページ
88
ページ
92
ページ

ウィンドウタイプの指定
<window>タグのtype=”window type”属性はRealTextクリップのウィンドウの
タイプを設定します。
<window type="scrollingnews" ...>
テキストを表示させたい方法に基づきウィンドウのタイプを選択します。各ウ
ィンドウタイプはテキスト表示のタイプを簡単に作成できるようなデフォルト
の値を持っています。デフォルトのウィンドウタイプであるgenericを使って全
てのタイプのRealTextを作成可能です。以下は、RealTextのウィンドウタイプで
す。
•

generic
これはデフォルトのウィンドウタイプです。<window>タグ内の他の属性
を指定することで、全てのタイプの RealText クリップを generic タイプを
使って作成できます。
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•

scrollingnews
scrollingnews タイプはプレゼンテーション全体に対して設定した速度で
テキストを上側にスクロールします。再生開始時にテキストはウィンドウ
の最上部に表示されます。

•

teleprompter
teleprompter ウィンドウは表示領域をスクリーンの最上部からテキスト
で埋めます。それ以降にテキストが表示される場合、新しいテキストがス
クリーンの一番下に表示され、最も前に表示されたテキストが押し出され
ます。scrollingnes ウィンドウと異なりスムーズなスクロールはしません。

•

marquee
marquee ウィンドウではテキストが右から左へスクロールし、ループも
可能です。テキストはウィンドウの縦方向の中央に表示されます。

•

tickertape
tickertape ウィンドウは marquee ウィンドウと似ていますが、テキスト
はウィンドウの縦方向中央ではなく下端か上端に表示されます。

ウィンドウタイプごとのデフォルト値
各ウィンドウタイプはRealTextクリップに対して、それぞれデフォルト値を持
っています。以下の表は、ウィンドウタイプを選択したときの属性のデフォル
ト値をリスト表示しています。<window>タグで各ウィンドウタイプに対する全
てのデフォルト値を変更できます。たとえば、marqueeタイプでデフォルトの
500ピクセル値のウィンドウ幅を320ピクセル値にするには、width=”320” を
<window>タグ内に記述しデフォルトのウィンドウ幅を無効にします。

値
幅のピクセ
ル値
(88 ページ)
高さのピク
セル値
(88 ページ)
背景色
(88 ページ)
秒当たりの
水平方向移
動ピクセル
値
(91 ページ)
秒当たりの
垂直方向移
動ピクセル
値
(91 ページ)
テキストの
ループ
(92 ページ)

RealTextウィンドウタイプごとのデフォルト値
ウィンドウタイプごとのデフォルト値
generic scrollingnews teleprompter marquee

tickertape

320

320

320

500

500

180

180

180

30

30

白

白

白

白

黒

0

0

0

20

20

0

10

0

0

0

なし

なし

なし

あり

あり
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ウィンドウサイズと色の指定
widthとheight属性はウィンドウ幅と高さをピクセル値で決めます。bgcolor属
性はウィンドウ背景色を決めます。102ページの「RealTextの色の値の指定」は
RealTextの色を説明しています。は以下はこの記述例です。
<window width="400" height="225" bgcolor="blue"...>
追加情報
サイズと背景色のデフォルト値は 87 ページの「ウィンドウタイプごとのデフォ
ルト値」にリスト表示しています。

透明なウィンドウの背景色の作成
SMIL属性のrn:backgroundOpacity属性を使用して、RealTextウィンドウの背景
色を完全に透明または半透明にできます。RealTextファイルの中で、<window>
タグのbgcolor属性として、黒または白などの不透明色を定義します。SMILフ
ァイルでは、rm:backgroundOpacityの値をパーセンテージで指定します。この
SMIL属性の詳細は173ページの「クリップの背景色の透明度の調整」を参照し
てください。
追加情報
rn:backgroundOpacity に関する詳細は 173 ページの「クリップの背景色の
透明度の調整」を参照してください。視聴者の言語設定に基づいて異なる
RealText サブタイトルを表示させる SMIL の使用例については、372 ページ
の「異なる言語のサブタイトルと HTML ページ」を参照してください。

RealText のウィンドウサイズおよび SMIL 領域のサイズ
RealTextをSMILプレゼンテーションに加える場合、RealTextクリップはSMILの
指定した領域に表示させます。最善なのは、RealTextクリップの幅と高さと同
じ大きさのSMIL領域を作成することです。RealTextクリップより大きい、ある
いは小さいSMIL領域にRealTextを表示させると、<region>タグのfit 属性の設定
に基づいてテキストが拡大または縮小して表示されます。以下のセクションは
最適なfit値の使用方法について説明しています。
RealTextクリップをSMILで拡大、縮小したとき、改行には影響をあたえないこ
とに注意してください。改行はRealTextウィンドウのウィンドウ幅、フォント、
フォントサイズで決定されます。たとえば、150ピクセル幅のSMIL領域に200
ピクセル幅のRealTextを配置して、SMILの<region>タグに fit=”fill” を記述
してRealTextクリップのスケールを縮小します。これは単に全てのテキストを
縮小するだけです。テキスト内の異なる場所で改行はしません。
追加情報
SMIL の領域については 210 ページの「再生領域」に記述されています。
238 ページの「クリップ領域への適合方法の定義」セクションでは<region>タ
グの fit 属性について説明しています。RealText のワードラップは 92 ページ
の「テキストのワードラップ」に記述しています。

SMIL 領域が RealText クリップより大きい場合
SMIL領域がRealTextクリップより大きい場合、<region>タグに対してはデフォ
ルト値のfit=”hidden” を推奨します。これはRealTextクリップを指定されたサ
イズに保ちます。この場合、233ページの「領域内でのクリップの位置決め」で
記述しているように、領域内のクリップの位置を決めるレジストレーションポ
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イントも使えます。たとえば、レジストレーションポイントを使用してクリッ
プを領域のセンターに配置することが可能です。
RealTextクリップを拡大させたい場合、<region>タグのfit=”meet”を使用すると、
クリップのアスペクト比を保つので一般的に最良の結果が得られます。この場
合、テキストは拡大されますが、文字間隔の割合はそのままになります。
fit=”fill”を使用するとRealTextクリップは領域と同じ大きさになりますが、領
域の幅と高さの比がRealTextクリップと極端に違う場合は、文字間隔がゆがみ、
読解不可能になる場合があります。

SMIL 領域が RealText クリップより小さい場合
SMIL領域がRealTextクリップより小さいとき、<region>タグのデフォルト値で
ある fit=”hidden” はテキストの表示を妨げる場合があります。fit=”meet”は
相対的文字間隔を保ちながら領域の中に完全にフィットさせるようクリップを
縮小するので、fit=”meet” が一般的に最良の選択になります。しかし、RealText
を小さな領域に表示させる場合、読解不可能なサイズにテキストを縮小するこ
とのないように気をつける必要があります。

クリップの再生時間の指定
duration属性はRealTextクリップの再生時間を定義します。デフォルトは60秒で
す。RealTextは247ページの「標準再生時間形式の使用」で記述している
hh:mm:ss.xy形式の標準再生時間だけを使用します。この指定方法では、ssフィ
ールドだけが必須フィールドです。たとえば、以下のduration属性はクリップ
を90秒間再生します。
<window duration="90" ...>
5分30秒間再生する例は
<window duration="5:30" ...>
1時間33分15秒間再生する例は
<window duration="1:33:15" ...>

RealText の再生時間と
の再生時間と SMIL の再生時間
RealTextをSMILに挿入する場合、SMILの時間値でRealTextクリップの再生時間
の定義を上書き可能です。再生時間が3分のmarguee.rtというファイル名の
RealTextクリップがあると仮定します。
<window duration="3:00.0" ...>
このクリップを以下のクリップソースタグでSMILプレゼンテーションに挿入
したとき、dur=”2min”属性はRealTextクリップ内部のタイムラインを無視し2
分後にこのクリップの再生をストップするようRealOne Playerに指示します。
<textstream src="rtsp://helixserver.example.com/marquee.rt
dur="2min" .../>
SMILの再生時間がRealTextの再生時間より長い場合、fill属性で再生を停止した
後のRealTextクリップの扱いを指定します。
<textstream src="rtsp://helixserver.example.com/marquee.rt dur="4min"
fill="freeze"/>
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追加情報
SMIL の fill 属性についての詳細は、258 ページの「fill の設定」を参照して
ください。

RealText クリップの再生時間を指定する場合のヒント
•

SMIL および RealText の両方を作成する場合、時間属性の違いに混乱しないよ
う注意してください。RealText において再生時間属性は duration であり、SMIL
では dur になります。

•

RealText では時間の値を指定するのに標準再生時間フォーマット
（hh:mm:ss.xy）だけが使用可能です。”3min” のような SMIL の短縮形式の値
は使用できません。

•

全てのテキストが表示される前に RealText クリップが停止したときは、再生時
間が短かすぎることが考えられます。この問題を避けるため、再生時間を長く
設定し RealText マークアップの記述を始めてください。RealText マークアップ
の記述を終了したら、最終的に適切な再生時間を設定します。

•

最終的に決定した再生時間は全てのテキストを表示する時間より若干長くす
るべきです。たとえば、全てのテキストが 2 分以内に表示されるなら、再生時
間を 2 分 5 秒に設定してください。

•

全てのテキストを表示する時間より再生時間を長く設定する場合、順次再生の
SMIL では RealText クリップの後に再生されるクリップの開始時に不必要な遅
れが発生することがあります。また、視聴者にとって RealOne Player のポジシ
ョンスライダーを使って RealText クリップの指定した部分を検索するのが困
難になります。

•

設定された再生時間は RealOne Player に表示されます。たとえば、再生時間を
5 分に設定した場合、RealOne Player のステータスバーはクリップの長さを
5:00.0 と表示し、
ポジションスライダーは 5 分かかって左から右へ移動します。

•

テキストは RealText クリップの再生終了時に消去されません。最後のテキスト
は<clear/>タグでテキストを消去するまで RealText ウィンドウに表示された
まま残ります。あるいは、scrollrate または crawlrate を設定することでテキ
ストはウィンドウの外に移動します。
追加情報
95 ページの「ウィンドウからのテキストの消去」および 91 ページの「スクロー
ルレートとクロールレートの指定」を参照してください。

バージョンナンバーの追加
<window>タグには以下の例のようにバージョンナンバーを含めることができ
ます。
<window version="1.5"...>
英語のRealTextを使う場合は、通常バージョンナンバーを設定する必要はあり
ません。しかし、英語以外の言語を適切に表示するためにはバージョンナンバ
ーを<window>タグに明記する必要があります。指定された機能を使用するため
にはバージョンナンバーが必要であることをこのセクションで説明します。以
下の節はバージョンナンバーを加える必要がある機能の概略を記述します。
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•

version="1.2"
このバージョンの RealText は mac-roman キャラクターセットをサポート
します。またデフォルトのキャラクタセットを us-ascii から iso-8859-1 に
変更します。このバージョンには RealPlayer7 以降が必要です。そのため
RealPlayerG2 はクリップを再生する前に最新の RealOne Player にオートア
ップデートします。

•

version="1.4"
このバージョンの RealText は iso-2022-kr と韓国語ををサポートします。
このバージョンには RealPlayer7 以降が必要です。RealPlayerG2 はクリッ
プの再生前に最新の RealOne Player にオートアップデートします。

•

version="1.5"
このバージョン RealText は 107 ページの「RealOne Player にコマンドを送
信する」で説明している protocol:path フォーマットのハイパーリンクを
サポートします。このバージョンには RealPlayer8 以降が必要です。
RealPlayerG2 と RealPlayer7 はクリップの再生前に最新の RealOne Player
にオートアップデートします。
ヒント
最新バージョンの RealText は以前のバージョンの機能を全て包括するので、
必要な機能以上のバージョンを常に指定することが可能です。たとえば、そ
の機能がバージョン 1.2 の RealText を必要とする場合、バージョンナンバー
として 1.5 を使うことが可能です。

ハイパーリンクテキストの外観の指定
underline_hyperlinks=”true|false”属性はハイパーリンクに下線をつけるかど
うかの設定です。デフォルトはtrueです。link=”color” 属性はデフォルトが青
ですが、ハイパーリンクの色をテキストに設定します。 以下に例を示します。
<window underline_hyperlinks="false" link="red" ...>
追加情報
色のオプションについては 102 ページの「RealText の色の値の指定」を参照
してください。

テキストの移動の制御
以下のセクションで記述しているように、 いくつかの<window>タグの属性
（scrollrate、crawlrate、wordwrap、loop、extraspaces）はRealTextクリップ
の中でテキストの見え方に影響を与えます。

スクロールレートとクロールレートの指定
scrollrate 属性はクリップの再生時に、ウィンドウの下方から上方にテキスト
がスクロールする1秒間当たりのピクセル数を設定します。これはticketape、
marqueeタイプには影響しません。以下に例を示します。
<window scrollrate="25" ...>
crawlrate 属性はクリップの再生時に1秒間にテキストが右から左に移動する1
秒間当たりのピクセル数を設定します。以下に例を示します。
<window crawlrate="40" ...>
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ヒント
RealText クリップには scrollrate と crawlrate を両方使うことはできません。
最良の結果を得るためには、scrollrate と crawlrate を 30 以下に設定しま
す。最適値は 25,20,10,8,5,4,2,1 です。30 以上にする場合は、
40,50,60,75,80 などの 20 または 25 の倍数を使います。
追加情報
87 ページの表「ウィンドウタイプごとのデフォルト値」は規定のウィンドウタイ
プにおける scrollrate および crawlrate のデフォルト値をリスト表示してい
ます。

テキストのワードラップ
テキストのワードラップ
wordwrap=”true|false” 属性は、ワードラップを行うかどうかの指定をし、
デフォルトはtrueです。ワードラップをする設定では、指定されたウィンドウ
の幅よりテキストの行が長い場合、次の行に折り返します。ワードラップが無
効の設定では、長い行はウィンドウの境界で切り詰められます。この属性は水
平移動のウィンドウ、たとえばmarqueeウィンドウなどには影響を与えません。

テキストのループ
loop=”true|false” 属性は水平移動をするtickertapeとmarqueeウィンドウでのみ
利用できます。これらのウィンドウタイプではloop属性はデフォルト値はture
になり、RealOne Playerは以下の条件下でテキストをループし再表示します。
•

テキストブロック表示の開始時間を指定する<time begin=”…”>タグが使用さ
ていないクリップでは、再生時間が残っているにもかかわらず、全てのテキス
トがウィンドウ外に移動したときにループが起こります。たとえば、再生時間
が 2 分で、すべてのテキストが 1 分でウィンドウから移動して消えた場合、テ
キストは再び現われます。

•

テキストブロックの表示の開始時間を設定する<time begin=”…”>タグを使用
しているクリップでは、テキストがウィンドウからスクロールアウトし、次の
テキストブロックの開始時間になるまで、ループが起こります。たとえば以下
のマークアップを考えます。
...first text block...<time begin="1.00.0"><clear/><br/>...second text
block...
この場合、最初のテキストブロックは1分が経過するまでループします。1分に
なった時に<clear/>タグがウィンドウをクリアし、<br/>タグによって2番目の
テキストブロックがウィンドウの右側から表示を開始します。
追加情報
タイミングとテキストの消去に関する情報は、93 ページの「テキストの表示時
刻と位置」を参照してください。<br/>タグの詳細は 104 ページの「テキストブ
ロック間のスペースの」を参照してください。

•

RealText のライブブロードキャストでは、テキストは新しいテキストがくるま
でループを続けます。テキストのループ中に新しいテキストが到着した場合、
古いテキストがウィンドウの外に移動した後に、すぐに新しいテキストが表示
されます。その後、新しいテキストはループするテキストの 1 部分になります。
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余分なスペースの無視
extraspaces=”use|ignore”属性のデフォルトであるuseを指定すると、RealText
はテキストとマークアップタグとの間のすべてのスペースを認識します。たと
えば、RealTextファイルのなかで2つの単語の間に3個のスペースがある場合、
RealOne Playerは3個のスペース全てを表示します。キャリッジリターンとタブ
もスペースとして認識します。
extraspaces=”ignore”に設定した場合、RealOne Playerはスペース、タブ、ライ
ンフィード、キャリッジリターンをWebブラウザが扱うのと同様に扱います。
ただし、テキストが<pre>…</pre>タグ内にある場合は除きます。テキスト内で
スペースやキャリッジリターンが連続してある場合、RealOne Playerはその数に
かかわらず1個のスペースとして扱います。この場合、3つの連続したスペース
は、RealOne Playerでは1個のスペースとして表示されます。
追加情報
<pre>…</pre>タグについては 104 ページの「テキストのプレフォーマット」を
参照してください。

テキストの表示時刻と位置
以下のセクションでは、<window>と</window>タグの間に記述することができ、
RealTextウィンドウ内のテキスト表示時刻と位置を制御するRealTextタグにつ
いて説明します。次の表はRealtextの時間と位置のタグの要約です。

タグ
<clear/>
<pos/>
<required>...
</required>
<time/>

<tl>...</tl>

<tu>...</tu>

属性

RealTextの時間と位置のタグ
の時間と位置のタグ
機能

参照
ページ
95
なし
ウィンドウから全ての
テキストを削除します。 ページ
95
x="ピクセル値 ￨ y=" テキストの位置を設定
ページ
ピクセル値"
します。
96
なし
テキストの配信を確実
ページ
にします。
begin="hh:mm:ss.xy"| テキストが表示される
93
end="hh:mm:ss.xy"
ページ
または消される時間を
設定します。
96
color="名前
ティッカーテープウィ
ページ
|#RRGGBB"
ンドウの下端にテキス
トを配置します。
96
color="名前
ティッカーテープウィ
ページ
|#RRGGBB"
ンドウの上端にテキス
トを配置します。

テキストの現れる時間と消える時間のコントロール
<time/>タグはテキストブロックの表示と非表示の時間を指定するにより、
RealTextプレゼンテーションのタイムラインをコントロールするタグです。テ
キストがスクロールしないRealTextクリップでは<time/>タグが主に使われま
す。これらのクリップの場合、<time/>タグで時間を指定しないと、RealOne
Playerはすべてのテキストを一瞬で表示します。
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<time/>タグにはbeginとendの2つの属性あります。各<time/>タグにはどちら
か、あるいは両方の属性を使用できます。<window>タグのduration属性と同様
に、<time/>タグでは標準再生時間フォーマットで時間を指定します。
<time begin="hh:mm:ss.xy"/>
<time end="hh:mm:ss.xy"/>
以下のサンプルテキストブロックでは、最初の語句はRealTextプレゼンテーシ
ョンが開始時に表示されます。次に続くテキストブロックはそれぞれ再生開始
から3秒後と6秒後に表示されます。
Mary had a little lamb, <time begin="3"/>little
lamb, <time
begin="3"/>
begin="6"/>little
lamb.
begin="6"/>
追加情報
<time>タグのタイミング値に関する詳細は 247 ページの「標準再生時間形
式の使用」を参照してください。

終了時間の使用方法
終了時間があるテキストは指定された終了時間になると消えます。プレゼンテ
ーションが終了するまでテキストを表示し、ウィンドウ内の表示全体を
<clear/>タグで消すことも可能です。以下の例では、テキストブロックの表示
開始時間はそれぞれ異なりますが、表示が消える時間は全て同じです。表示開
始時間と同様に、表示終了時間もテキストブロックの前に記述する必要がある
ことに注意してください。
<time end="25"/><time begin="5"/>This text starts to display at 5 seconds.
<time begin="10"/>A new line appears each additional 5 seconds.
<time begin="15"/>But all this text disappears ...
<time begin="20"/>at 25 seconds into the clip.
以下に示すように、ひとつの<time/>タグ内でbeginとend属性を同時に使うこ
とも可能です。
<time begin="23" end="55.5"/>This text displays 23 seconds into the
presentation and disappears at 55.5 seconds.
<time/>タグに続くテキストは新しい値が与えられるまで、beginとendで設定
された値を持つことに注意することが重要です。したがって、テキストブロッ
クに対して一旦end時間を指定したら、続くすべてのテキストブロックに対し
て、終了時間を設定する必要があります。たとえば、以下のテキストは正しく
表示されません。
<time begin="23" end="55.5"/>Display at 23 seconds in.
<time begin="56"/>Display at 56 seconds in.
この例では、2番目の行は終了時間が指定されていないので、前の行の終了時間
である55.5が適用されます。この場合、開始時間が終了時間より遅いので2行目
は表示されません。

<time/>タグの使用方法に関するヒント
タグの使用方法に関するヒント
•

<time/>タグは scrollrate や crawlrate が設定されるウィンドウでは必ずしも
必要ではありません。しかし、ウィンドウ内に移動してきた後に表示されるテ
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キストや、ウィンドウ外に移動する前にテキストを消したい場合は<time/>タ
グを使います。<time/>タグがテキストのループに与える影響に関しては 92
ページの「テキストのループ」を参照してください。
•

クリップの再生時間の終了後にテキストが表示されている状態にするには、終
了時間を指定しないでください。または、以下の例のように、終了時間をウィ
ンドウの再生時間よりあとにします。
<window duration="30" ...>
...some text elements...
<time begin="25" end="31"/>Text that stays frozen onscreen.
</window>

•

数秒ごとにテキストの行を新しい行で置き換える場合（ビデオのサブタイトル
のように）終了時間を使用しないでください。以下に説明するようにそれぞれ
の新しいテキストの行に対して、適切な開始時間を指定し<clear/>タグを続け
てください。

ウィンドウからのテキストの消去
<clear/>タグはウィンドウから全てのテキストを消去します。このタグに続く
テキストはウィンドウの標準開始点に表示されます。標準開始点とは、テキス
トの位置を指定しない場合は一般にはウィンドウの最上部あるいは右端になり
ます。<time begin=”…”> タグの後に<clear/>タグを追加して、新しいテキスト
を表示する前にテキストを消去することが可能です。<time end=”…”/>タグを
使ってテキストを消去するより、この方法を使うほうが簡単な場合があります。
以下の例では、各新しい行が前の行を消去します。
<time begin="5"/>This line displays at 5 seconds.
<time begin="10"/><clear/>This line erases the previous line at 10 seconds.
<time begin="15"/><clear/>This line erases the previous line at 15 seconds.
<time begin="20"/><clear/>This line erases the previous line at 20 seconds.
<clear/> タグは、まだ終了時間に到達していないテキストを含めて、それ以前
の全てのテキストを消去します。以下の例では、2行目のテキストは20秒目で消
えます。しかし、<clear/>タグが15秒目に表れてこの行を消去し、さらに続く
すべてのテキストに対するend 時間を除きます。
<time begin="5"/>They all lived happily.
<time begin="10" time end="20"/>And so our story ends.
<time begin="15"/><clear/>Goodbye!
メモ
<clear/>タグはテキストの外観をリセットしません。たとえば、<clear/>タグが
表示される以前にテキストが太字で設定されているならば、<clear/>タグの
後でも太字で表示されます。

ウィンドウ内でのテキストの位置
<pos/>タグを使うとRealTextウィンドウ内でのテキストの位置を決めることが
可能です。x 属性は水平位置、y属性は垂直位置を決めます。各属性は、以下の
例のようにピクセル値をとります。
<pos x="10"/>
<pos y="25"/>
<pos y=”pixels” />タグは、それに続くテキストブロックの左上端をウィンドウ

95

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

RealTextマークアップ言語

の最上部から指定ピクセル値だけ下に移動します。<pos x=”pixes” />タグは全
てのテキストに適用されるデフォルトの2ピクセルに指定されたピクセル値分
加えて、テキストブロックをインデントします。これらの両方の属性を1つのタ
グ内に記述することも可能です。
<pos x="10" y="25"/>
メモ
これらのタグは scrollrate と crawlrate の両方が 0（ゼロ）の場合に有効で
す。これらの属性については 91 ページの「スクロールレートとクロールレート
の指定」を参照してください。

tickertape ウィンドウでのテキストの整列
<tu>…</tu> および<tl>…</tl>タグのセットははtickertapeウィンドウで機能し
ます。これらは、タグで囲まれたテキストをウィンドウの上側に(<tu>…</tu>)
と下側に（<tl>…</tl>）に表示します。さらに、以下の例のようにテキストの
色を指定するcolor 属性を含めることができます。
<tu color="blue">...text to display at tickertape window's upper

edge...</tu>
<tl color="yellow">...text to display at tickertape window's lower
edge...</tl>
color属性で色を指定した場合、同種のタグでカラーを変えるまで、それに続く
すべての同じタグに囲まれたテキストには指定された色が適用されます。しか
し、<tu>タグで指定された色は<tl>タグで囲まれた要素の色には影響を及ぼし
ません。この反対も同様です。<tu>タグで囲まれた要素のデフォルトは白で、
<tl>タグで囲まれた要素のデフォルトは緑です。
追加情報
色の選択については 102 ページの「RealText の色の指定」を参照してくださ
い。

テキスト配信の確実性
いかなる条件下でもRealOne Playerに配信する必要がある場合には、<required>
と</required>タグでテキストを囲みます。極端にネットワーク条件が悪い場合、
Helix Universal Serverは必要に応じてテキストデータを落とすよりプレゼンテ
ーションを停止します。しかし、Helix Universal Serverは通常に非常に少ないデ
ータロスが起こる場合があるので、このタグを予備として使用するとことがで
きます。
メモ
Helix Universal Server は信頼性のある配信をしますが、必要でないパケット
をロスする場合があります。テキストブロックのデータが十分に得られない場
合、RealOne Player はロストしたテキストを示すために赤のドット（…）を表示
します。

言語、フォント、色の指定
RealTextの<font>タグはテキストのフォントと色をコントロールします。キャ
ラクターセットも指定できるので、記述する言語を決定できます。以下の例に
示すように<font>タグには複数の属性を設定でき、常に終了タグと同時に使い
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ます。
<font size="+2" face="Courier New" color="red">...text...</font>
また、フォントの特性をオンあるいはオフにするため、複数の<font>タグをネ
ストすることもできます。
<font attribute="A">...turn on font attribute "A"...
<font attribute="B">...turn on font attribute "B"...
</font>...turn off font attribute "B"...
</font >...turn off font attribute "A"...
次の表は<font>タグの属性の要約です。

RealTextの
の<font>タグの属性
タグの属性
機能

属性

値

bgcolor

名前|#RRGGBB

charset

us-ascii|iso-8859-1|
mac-roman|x-sjis|
gb2312|big5|iso-2022-k
r
名前|#RRGGBB

color

face
size

（フォントの表を参照
してください。）

-2|-1|+0|+1|+2|+3|+4
または
1|2|3|4|5|6|7

参照
ページ
102
テキストの背景色を設定し
ページ
ます。
97
テキストを表示するキャラ
クターセットを指定します。 ページ
ティッカーテープウインド
ウ以外でフォントの色を設
定します。
テキストのフォントフェイ
スを設定します。
フォントサイズを設定しま
す。

102
ページ
99
ページ
101
ページ

キャラクターセットの指定
<font> タグのcharset 属性で、テキストの表示に使用するキャラクターセット
をコントロールできます。英語でテキストを記述する場合には、特別なキャラ
クターセットを指定する必要はありません。しかし、他のサポートされている
言語でテキストを記述するときは、キャラクターセットを指定する必要がある
場合があります。以下の例で示すように、<window>タグの直後に、フォントフ
ェイスと同じようにキャラクターセットの指定が可能です。
<window version="1.4"...>
<font charset="iso-2022-kr" face="Batang">
...Korean text that uses the iso-2022-kr character set and Batang font...
</font>
</window>
RealTextファイル内で、キャラクターセットを変えて異なった言語でテキスト
を表示するために、複数の<font>タグも使用できます。
<font charset="iso-2022-kr" face="Batang">
...Korean text that uses the iso-2022-kr character set and Batang font...
</font>
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<font charset="x-sjis" face="Osaka">
...Kanji text that uses the x-sjis character set and Osaka font...
</font>
RealTextはクリップを再生するPCのデフォルトキャラクターセットではなく、
常に指定されたキャラクターセットを使用します。RealTextのバージョン1.2以
降では、デフォルトのキャラクターセットはiso-8859-1です。たとえば、デフォ
ルトでiso-2022-krを使用する朝鮮語を表示させるためには、
charset=”iso-2022-kr” をRealTextの<font>タグで指定する必要があります。指
定しない場合、コンピューターのデフォルトキャラクターセットがiso-2022-kr
であってもRealTextはデフォルトのiso-8859-1キャラクターセットを使用します。
メモ
RealText クリップで指定されたキャラクターセットをコンピューターが認識し
ない場合、テキストはデフォルトのキャラクターセットで表示されます。この結
果、一般的にテキストは読解不能とななります。
追加情報
以下のセクションに記述しているように、キャラクターセットのなかには
<window>タグにバージョンナンバーを必要とするものがあります。バージョ
ンナンバーに関しては 90 ページの「バージョンナンバーの追加」を参照して
ください。

us-ascii
us-asciiキャラクターセットは<window>タグにバージョンナンバーを記述して
いない場合にほとんどのRealTextのフォントで使用されるデフォルトのキャラ
クターセットです。

iso-8859-1
iso-8859-1キャラクターセットはus-asciiと同一ですが、多くのヨーロッパ言語で
使われる、アクセントキャラクター（128文字目以上）をサポートしています。
これは<window>タグに version=”1.2” 以上のバージョンを記述した場合に使
用されるデフォルトのキャラクターセットです。これはWindowsやUNIXでアク
セントヨーロッパ言語を記述する場合に使用します。以下の言語はiso-8859-1
で表示される言語です。
アフリカ語 バスク語
フェアロー
語
アイルラン
ド語

フィンラ
ンド語
イタリア
語

カタロニ
ア語
フランス
語
ノルウェ
ー語

デンマーク
語
ギリシャ語

オランダ語

英語

ドイツ語

ポルトガル
語

スペイン語

アイスラン
ド語
スウェーデ
ン語

メモ
ISO-8859 規格には、iso-8859-2、iso-8859-3 などのいくつかのキャラクター
セットがあります。ただし、RealText は iso-8859-1 だけをサポートしているの
で、キリル語、アラビア語、ギリシャ語、ヘブライ語といくつかの東欧言語は
サポートしていません。

mac-roman
Macintoshでアクセントヨーロッパ言語を記述する場合には、mac-roman キャラ
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クターセットを使います。このキャラクターセットを使うことで、ウムラウト
などをWindows、UNIXで再生されるRealTextで適切に表示できます。<window>
タグでversion=”1.2” 以上を記述することで、すべてのRealOne Playerでこのキ
ャラクターセットを正確に扱えるようになります。
メモ
英語のテキストを記述する場合には、mac-roman キャラクターセットを使用す
る必要はありません。Windows あるいは UNIX 上でアクセント言語を記述す
る場合には、代わりに iso-8859-1 キャラクターセットを使用してください。

x-sjis
x-sjisキャラクターセットはKanjiとOsakaフォント用です。<window>タグの
version=”1.2”以上で、RealOne Playerはこのキャラクターセットを正確に扱えま
す。

gb2312
gb2312キャラクターセットは簡体漢字用です。

big5
big5キャラクターセットは繁体漢字用です。

iso-2022-kr
iso-2022-kr キャラクターセットは朝鮮語用です。<window>タグの
version=”1.4”以上で、RealOne Playerは朝鮮語のテキストを正確に扱えます。

フォントの指定
<font>タグの属性face=”font name”は使用するフォントを指定します。同じ
RealTextクリップ内で、何種類ものフォントを使うことが可能です。フォント
を変更する場合は、以下の例のように前のフォントを</font>で確実に閉じるよ
うにしてください。
<font face="Arial">
...Text in the Arial font...
</font>
<font face="Garamond">
...Text in the Garamond font...
</font>
97ページの「キャラクターセットの指定」で記述しているように、フォントフ
ェイスはキャラクターセットと関係します。非西洋言語フォントの場合、適切
に表示させるために正しいキャラクターセットを指定する必要があります。フ
ォントを指定しない場合、指定されたキャラクターセットにかかわらず
RealTextはTimes New RomanまたはTimesフォントを使用します。

英語とヨーロッパ言語のフォント
テキストを英語またはヨーロッパ言語で記述する場合は、us-asciiまたは
iso-8859-1キャラクターセットで使うフォントを以下の表の「Windows のフォ
ント名」の列から選んで下さい。指定されたフォントがマッキントッシュや
UNIXで利用できない場合は、RealTextは以下の表に示されるシステムフォント
を使用します。例えば、Macintosh上のRealOne PlayerではAlgerianフォントが利
用できない場合、Courierフォントでテキストを表示します。下記の表において
「常に」の注意が付いているフォントはRealTextがそのフォントを常にシステ
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ムフォントとして使う場合です。たとえば、MacintoshではFixedsysフォントは
常にはCourierフォントで表示されます。
us-asciiおよび
およびiso-8859-1キャラクターセットでサポートされる
キャラクターセットでサポートされる
および
RealTextのフォント
のフォント
Windows フォント名
フォントが利用でき
ない場合の Macintosh
デフォルト
Courier
Algerian
Arial
Helvetica
Helvetica
Arial Black
Arial Narrow
Helvetica
Arial Rounded Mt Bold
Helvetica
Helvetica
Book Antiqua
Helvetica
Bookman Old Style
Braggadocio
Helvetica
Britannic Bold
Helvetica
Brush Script
Times
Century Gothic
Helvetica
Century Schoolbook
Helvetica
Colonna Mt
Times
Times
Comic Sans Ms
Courier
Courier New
Desdemona
Helvetica
Fixedsys
Courier (常に)
Footlight Mt Light
Helvetica
Garamond
Times
Helvetica
Haettenschweiler
Helvetica
Helvetica (Helvetica が無い場
合は Arial が使用されます。)
Helvetica
Impact
Kino Mt
Times
Matura Mt Script Capitals
Times
Modern
Helvetica
Ms Dialog
Times
Ms Dialog Light
Times
Ms Linedraw
Helvetica
Ms Sans Serif
Helvetica
Ms Serif
Helvetica
Ms Systemex
Times
Playbill
Times
Times
Small Fonts
System
Geneva (常に)
Geneva
Terminal
Times New Roman
Times (常に)
Helvetica
Verdana
Wide Latin
Helvetica

フォントが利用でき
ない場合の UNIX デ
フォルト
Courier
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Times
Helvetica
Helvetica
Times
Times
Courier
Helvetica
Courier
Helvetica
Times
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Times
Times
Helvetica
Times
Times
Helvetica
Helvetica
Helvetica
Times
Times
Times
Times
Times
Times
Helvetica
Helvetica

ヒント
Microsoft Internet Explorer4.0 以上がインストールされた Macintosh では、ほ
とんどの Windows 用のフォントが利用できます。
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アジア言語のフォント
RealTextはus-asciiやiso-8859-1以外のキャラクターセットを使う場合、以下のフ
ォントをサポートします。
西洋キャラクターセット以外をサポートするRealTextのフォント
のフォント
西洋キャラクターセット以外をサポートする
charset
フォント名 キャラクター
RealText のフォントフェイ
スタグ
<font face="AppleGothic">
iso-2022-kr
AppleGothic Korean
<font face="Batang">
iso-2022-kr
Batang
Korean
<font face="BatangChe">
iso-2022-kr
BatangChe
Korean
<font face="Gothic">
iso-2022-kr
Gothic
Korean
<font face="Gulim">
iso-2022-kr
Gulim
Korean
<font face="GulimChe">
iso-2022-kr
GulimChe
Korean
<font face="Osaka">
x-sjis
Osaka
Kanji
<font face="Seoul">
iso-2022-kr
Seoul
Korean
gb2312
Simplified Chinese <font face="'ËÎÌå">
(キャラクターセットが無い
とフェイス名は gibberish と
して表示されます。)
<font face="²Ó©úÅé">
big5
Traditional
(big5 キャクターセットが無
い場合は、フェイス名は
gibberish として表示されま
す。)
メモ
朝鮮語と日本語は Windows と Macintosh の RealOne Player でサポートされ
ます。Unix ではサポートされません。

テキストサイズの指定
<font>タグのsize=”n” 属性は以下の例に示すようにフォントサイズをコント
ロールします。
<font size="+1">...text that is one size larger...</font>
以下の表に示すように相対サイズあるいは絶対サイズを使用できます。この表
はまた、各サイズに対して高さをピクセル値で表示しています。このピクセル
値は参考値を示しているだけです。RealText内で直接ピクセル値を指定するこ
とはできません。

相対サイズ
-2
-1
+0（デフォルト）
+1
+2
+3
+4

フォントサイズ
絶対サイズ 相当ピクセルサイズ
1
12 ピクセル
2
14 ピクセル
3
16 ピクセル
4
20 ピクセル
5
24 ピクセル
6
36 ピクセル
7
48 ピクセル
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メモ
-2 以下、あるいは+4 以上の相対サイズも指定可能ですが、それぞれ-2 ある
いは+4 として扱われます。

テキスト色の指定
<font>タグの2つの属性colorとbgcolorはテキストの文字色やテキストが表示さ
れる場所の背景色を指定します。88ページの「ウィンドウサイズと色の指定」
はRealTextウィンドウの背景色の指定方法を説明しています。

テキストの文字色の指定
<font>タグのcolor属性はテキストの文字色を指定します。これはtickertapeウィ
ンドウには影響しません。96ページの「tickertapeウィンドウでのテキストの整
列」に記述しているように、tikertapeウィンドウでテキストの文字色を変更する
には<tu>タグと<tl>タグを使います。以下はテキストの文字色を赤に指定する
例です。
<font color="red">...red text...</font>

テキスト背景色の指定
<font>タグのbgcolor属性はテキストの背景色を指定します。デフォルトの背景
色はテキストの背景色をウィンドウの色と同じにする “transparent”です。以
下はテキストの背景色を黄色に指定する例です。
<font bgcolor="yellow">...text with yellow background...</font>
テキストの背景色はウィンドウの背景色と独立であることに注意してください。
たとえば、ウィンドウの背景色を青にし、テキストの背景色を黄色にした場合、
テキストの表示に影響することなく黄色の帯が青いウィンドウの上に重なって
表示されます。その黄色い帯の中に、color属性で指定された色でテキストが表
示されます。

RealText の色の指定
以下の色名とそれに相当する16進数のRGB値（#RRGGBB）をRealTextのウィン
ドウの背景色とフォントの色に対して使用できます。
white (#FFFFFF)

silver (#C0C0C0)

gray (#808080)

black (#000000)

yellow (#FFFF00)

fuchsia
(#FF00FF)

red (#FF0000)

maroon
(#800000)

lime (#00FF00)

olive (#808000)

green (#008000)

purple (#800080)

aqua (#00FFFF)

teal (#008080)

blue (#0000FF)

navy (#000080)

ヒント
451 ページの「付録 C」は背景色に適用する 16 進数値での色の値を提供し
ています。ただし、RealText は SMIL で使用される RGB 値での指定方法を
サポートしていないことに注意してください。
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透明色の使用
テキストの背景色に対して、bgcolor=”transparent” が使用できます。これは
デフォルトのテキスト背景色で、このタグに続くテキストが色のついた四角領
域を背景に持たないことを意味します。したがって、ウィンドウの背景色が文
字のまわりに表示されます。これはよって前のテキストを消去せずに、<pos/>
タグを使い前のテキストの上に重ねてテキストを表示できることになります。

テキストのレイアウトと外観のコントロール
以下に説明するタグはRealTextクリップの中におけるテキストのレイアウトを
指定します。これら多くのタグはHTMLと同様の機能で、互換性があります。
しかし、HTMLと異なるのは、RealTextタグは大文字と小文字を区別し常に終了
タグが必要です。たとえば、</p>タグの無い<p>タグを使ったり、大文字の<P>
と</P>タグを使うことはできません。次の表はRealTextのレイアウトおよび外
観タグの要約です。

タグ

RealTextのレイアウトおよび外観タグ
のレイアウトおよび外観タグ
機能

<b>...</b>
<br/>
<center>...</center>
<hr/>

<i>...</i>
<li>...</li>
<ol>...</ol>

<p>...</p>
<pre>...</pre>

<s>...</s>
<u>...</u>
<ul>...</ul>

参照
ページ
105
テキストをボールド体にします。
ページ
改行をし、テキストを 1 行下に表示します。 104
ページ
104
テキストをセンタリングします。
ページ
<br/>タグと同様に機能しますが、水平線は 105
作成しません。HTML 互換のため提供され ページ
ています。
105
テキストをイタリック体にします。
ページ
<br/>タグと同様に機能します。HTML 互換 105
ページ
のため提供されています。
テキストをインデントしますが、数字はつ 104
けません。HTML 互換のため提供されてい ページ
ます。
104
パラグラフを作成します。
ページ
104
テキストをモノスペースフォントで表示
し、スペースもそのまま表示します。HTML ページ
のタグと同様に機能します。
105
テキストに取り消し線をつけます。
ページ
105
テキストに下線をつけます。
ページ
テキストをインデントしますが、丸はつけ 105
ません。HTML 互換のため提供されていま ページ
す。
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テキストブロック間のスペース
以下のタグはテキストブロック間にスペースを与えます。しかし、テキストが
水平に移動する場合は、改行されません。

<p>...</p>
<p>…</p>タグで囲まれたテキストはパラグラフになります。tickertapeと
marqueeウィンドウではテキストがウィンドウの右端から表示され移動します。
他の全てのウィンドウにおいては、<p>…</p>は次のテキストブロックは改行を
2回された所に表示されます。

<br/>
<br/>タグはテキスト間にスペースを与えます。tickertapeおよびmarqueeウィン
ドウでは、テキストはウィンドウの右端に表示され移動します。他の全てのウ
ィンドウでは、テキストは次の行から表示されます。

テキストの中央揃え
<center>…</center>タグは囲まれたテキストを中央揃えにします。このタグは
HTMLの中央揃えたタグと同じ働きをしますが、tickertapeやmarqueeのような水
平移動のウィンドウには影響を与えません。<center> タグは改行をしますが、
<br/>または<p>あるいは<hr/>タグによって改行される場合だけは、改行をし
ません。</center>タグは常に改行をします。
メモ
RealText は行の長さが決定されるまではセンタリングされません。ひとつの
パケットが行の最初の部分をストリームし、行の最後の部分を含むパケットが
数秒遅れてストリームする場合が稀にあります。この場合、最初の部分は左
揃えで表示され、2 番目のパケットを受け取ったときに、すべての行がセンタ
リングされて、再表示されます。

テキストのプレフォーマット
<pre>…</pre>タグはHTMLと同じ動作をします。<pre>タグで囲まれたテキス
トはCourierフォントと現在のサイズを使用します。フォントサイズを変えるに
は、<pre>ブロックに先立って、<font size=”n”>タグを使います。改行、空白、
タブはそのままです。タブは16ポイントのテキスト（ノーマルサイズ）に対し
てデフォルトでは64ピクセルです。タブの空白はテキストの高さを2で割って、
8を掛けた値で決定されます。
追加情報
テキストの高さについては 101 ページの「テキストサイズの指定」の表を参照
してください。また、93 ページの「余分なスペースの無視」も参照してくださ
い。

HTML 互換タグの使用
以下のRealTextタグはHTML互換として提供されます。これによりHTMLを
RealTextに簡単に変換できます。しかし、RealText内ではこれらのタグはHTML
内で機能するようには機能しません。

<ol>...</ol>
<ol>…</ol>タグはHTMLリストと互換です。このタグ間のテキストはインデン
トされますが、ナンバリングはされません。
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<ul>...</ul>
<ul>…</ul>タグはHTMLリストと互換です。このタグ間のテキストはインデン
トされますが、丸は付きません。

<li>...</li>
<li>…</li>タグはHTMLリスト互換です。<br/>タグと同様に機能します。

<hr/>
<hr/>タグはHTMLの水平罫線と互換です。2個の<br/>タグと同様に機能します。

テキストの強調
テキストの強調
以下のRealTextタグはテキストを強調表示にします。

<b>...</b>
<b>…</b>タグはテキストをボールド体で表示します。

<i>...</i>
<i>…</i>タグはテキストをイタリック体で表示します。

<s>...</s>
<s>…</s>タグはテキストに抹消線を加えます。

<u>...</u>
<u>…</u>タグはテキストに下線を加えます。

リンクの作成とコマンドの送信
以下のセクションではブラウザやRealOne PlayerにURLを表示するために使用
できるタグについて記述します。また、PauseやPlayなどのようなRealOne Player
にコマンドを送るタグも使えます。次の表はリンクとコマンド文法の要約です。
RealTextの
の<a>タグの属性
タグの属性
機能

属性

値

href="com
mand"
target="_pl
ayer"
href="com
mand:open
window()"

command:seek(時間)|
command:pause()|
command:play()

コマンド送信のハイパー
リンクを作成します。

名前|URL|
zoomlevel

href="mailt
o:address"
href="URL"

電子メールアドレス

URL を新しい名前の付い
たメディア再生ペインに
開きます。
電子メールメッセージを
開きます。
URL へのハイパーリンク
を作成します。

target="_player"
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ヒント
リンクテキストは<window>タグのリンク属性で指定された色になります。また、
<window>タグに underline_hyperlinks=“false”を含めないとリンクには下
線が付きます。
追加情報
SMIL ファイルは RealText で設定したハイパーテキストを上書きで設定でき
ます。詳細は 283 ページの「第 15 章」を参照してください。

メールへのリンクの作成
このタグで囲まれたテキストはEメールへのリンクを設定します。
<a href="mailto:address">...</a>
視聴者がリンクをクリックしたとき、RealTextはEメールアドレスをブラウザに
渡します。アドレスはname@company.comのような一般的な形で記述してくだ
さい。ブラウザにEメールの設定がされているならば、アドレスのto欄にアドレ
スが入った状態でEメールクライアントが新規メッセージのウィンドウを開き
ます。

メディアまたは HTML ページを開く
以下のRealTextタグによって、<a href…>と </a>で囲まれたテキストはメディ
アクリップあるいはHTMLページを開くハイパーリンクになります。
<a href="URL" [target="_player"]>...</a>
指定されたURLはhttp:// や rtsp:// などのプロトコル名で始まる必要があり
ます。オプションのtarget=”_player”属性は新しいストリームをメディア再生
ペインに開きます。target属性を記述しないか、あるいはtarget=”_browser”を
指定すると、リンク先のURLはRealONE Playerのメディアブラウザーペインで
開かれます。また以前のバージョンのRealPlayerでは視聴者のデフォルトWeb
ブラウザーで開かれます。

例 1: RealPlayer で URL を開く
以下の例は、現在再生されているプレゼンテーションに代わって新しいSMIL
プレゼンテーションをRealOne Playerで再生します。
<a href="rtsp://helixserver.example.com/video2.smil
target="_player">Play Next</a>
またポップアップする新しいメディア再生ペインにリンクを開くこともできま
す。たとえば、新しいウィンドウでコンテンツを再生している間に、ナビゲー
ション情報を表示するためにメディア再生ペインを開いておくことも可能です。
この詳細は306ページのクリップのリンクから新しいメディア再生ペインを開
く」を参照してください。

例 2: HTML ページを開く
この例はURLをRealONE Playerのメディアブラウザーペインで開きます。
<a href="http://realguide.real.com">Visit RealGuide</a>
静的なファイルに対しては、RealTextソースファイルからの相対URLを指定で
きます。たとえば、リンク<a href=”more.htm”>…</a>はRealTextファイルと同
じディレクトリにあるmore.htmというファイルを開きます。相対リンクは
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HTMLのディレクトリ文法に従います。
メモ
RealOne Player の関連情報ペインあるいはセカンダリブラウザウィンドウをタ
ーゲットにすることはできません。

例 3: protocol:path 形式で URL を開く
version=”1.5” （あるいはRealTextのより新しいバージョン）を<window>タグ
に記述すると、protocol://path形式ではなく、protocol:path形式のURLをブラ
ウザに渡します。このフォーマットで利用するプロトコルはTelnetとAOL
Instant Messengerなどがあります。たとえば、AOL Instant Messengerを立ち上げ
るRealTextのリンクは以下のようになります。
<window version="1.5"...>
...<a href="aim:goim?screenname=[name]">Send Me an Instant
Message</a>...
</window>

RealOne Player にコマンドを送信する
以下のハイパーリンクで囲まれたテキストは、クリックされた時にRealOne
Playerのコマンドを実行するハイパーリンクになります。
<a href="command" target="_player">...</a>
コマンドは大文字と小文字を区別し、ダブルクォーテーションで囲む必要があ
ります。また、target=”_player”属性も必要です。

プレゼンテーションの任意の位置に移動する
以下のコマンドは現在のテキストストリームの指定された時間に移動するよう
RealOne Playerに指示を出します。
<a href="command:seek(time)" target="_player">Seek</a>
たとえば、以下の例はストリームの1分35秒4の位置に移動するようRealOne
Playerに指示します。
<a href="command:seek(1:35.4)" target="_player">Seek</a>

プレゼンテーションの一時停止
以下のリンクはクリックされると、RealOne Playerはストリームを一時停止しま
す。
<a href="command:pause()" target="_player">Pause</a>

再生の再開
以下のリンクをクリックされると、RealOne Playerはストリームの再生を再開し
ます。
<a href="command:play()" target="_player">Resume</a>

キャラクターコードの使用
以下の表はRealTextソースファイルに記述可能なキャラクターコードを一覧表
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示しています。コードはアンパサンド（”&”）で始まり、セミコロン（”;”）で
終了します。RealTextはこれらの文字を一般的なWebブラウザーと同様に解釈
します。

コード
&lt;
&gt;
&amp;
&nbsp;
&#32;
から
&#255;

RealTextのキャラクターコードセット
のキャラクターコードセット
表示
<
>
&
（非区切りスペース）
<font chraset=”…”>タグによって指定された現在のキャラクター
セットから文字が選択されます。デフォルトのキャラクターセッ
トは iso-8589-1 で、ISO Latin 1 としても知られています。これらの
キャラクターセットについては
http://www.w3.org/MarkUp/html-spec/html-spec_13.html の W3C リフ
ァレンスを参照してください。ただし、mac-roman キャラクター
セットを使用する場合は、以下を参照してください。

たとえば、以下のRealTextソースは
This is a bold tag: "&lt;b&gt;".
RealTextウィンドウでは以下のように表示されます。
This is a bold tag: "<b>".

mac-roman キャラクターセットでのキャラクターコードの使用
キャラクターセットでのキャラクターコードの使用
HTMLと異なり、RealTextはドキュメント内でキャラクターコードを変更するこ
とができます。したがって、現在のキャラクターセットからキャラクターコー
ドが選択されます。一般的に、すべての西洋言語のキャラクターセットでは128
文字目以下のコードは同じです。しかし、128文字目以上のコードは違います。
たとえば、mac-romanでは&#166; は段落記号ですが、iso-8859-1では段落記号
は&#182; になります。
mac-romanの上位のキャラクターセットについては
http://czyborra.com/charsets/mac-roman.gifのGIF画像の表を参照してください。
<font charset=”mac-roman”>を指定して、&#129; より大きいキャラクターコ
ードを使う場合、W3Cのリファレンスよりこのチャートを見てください。この
チャートの値は16進数（基数16）で記述されています。このチャートの一番左
上のセルは10進数の128文字目に相当するので、ここから数えるとよいでしょう。
たとえば、段落記号をmac-roman で表示したければ、16進数のA6は10進数では
166文字目になるので、RealTextファイルで&#166; と記述します。

RealText の例
以下のセクションでは、様々なRealTextクリップの作成方法の例を提供します。

Generic ウィンドウ
以下はgenericタイプのRealTextウィンドウを作成するRealTextマークアップの
例を示しています。
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<window duration="30" bgcolor="yellow">
Mary had a little lamb,
<br/><time begin="3"/>little lamb,
<br/><time begin="6"/>little lamb.
<br/><time begin="9"/>Mary had a little lamb,
<br/><time begin="12"/>whose fleece was white as snow.
<br/><time begin="15"/><clear/>Everywhere that Mary went,
<br/><time begin="18"/>Mary went,
<br/><time begin="21"/>Mary went,
<br/><time begin="24"/>Everywhere that Mary went,
<br/><time begin="27"/>That lamb was sure to go.
</window>
RealOne Playerでこのファイルが処理されるとき、ストリームの開始から3秒後
までは最初の1行のみが表示されます。

最初の行が表示された後は、<time begin=”n” />で指定されているように3秒ご
とに新しい行が表示されます。15秒後に、<clear/>タグによって表示されてい
るテキストが消去され、テキスト”カーソル”の位置がウィンドウの左上端の角
にリセットされます。ストリームが終了した時には、最後の<clear/>タグ以降
のテキスト行が全て表示されたままになります。

この例では以下のことに注意してください。
•

ワードラップは<window>タグで指定されていませんが、デフォルトの設定が
適用されてオンになります。ただし、<br/>タグで強制改行されるため、ワー
ドラップは必要ありません。

•

<br/>タグの後に<time/>タグを置く必要はありません。<time/>タグはテキス
ト中の任意の場所に置くことができます。

•

この例では、<clear/>タグで全ての行を消去する前に、<time end=”…”/>タグ
を使用して、それぞれの行を消去することも出来ます。

Tickertape ウィンドウ
以下はRealTextマークアップのtickertapeウィンドウの例を示しています。これ
はRealText（.rt）のソースファイルです。
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<window type="tickertape" duration="1:00" width="500" loop="true"
underline_hyperlinks="false" link="white">
<br/>
<b>
<tu><a href="http://www.dowjones.com/">DJIA</a></tu>
<tl>7168.35 +36.5 </tl>
<tu>NIKEI 225 Index</tu>
<tl>20603.71 +203.11</tl>
</b>
</window>
このソースファイルはRealOne Playerに以下のウィンドウを表示します。

この例では以下のことに注意してください。
•

テキストはデフォルトの crawlraet である毎秒 20 ピクセルの速度で右から左
へ移動します。

•

最初の<b>タグによって、それ以降のテキストは全てボールド体で表示されま
す。

•

<a href="http://www.dowjones.com/">DJIA</a>によって、DJIA はハイパーリン
クになります。これをクリックするとブラウザーで http://www.dowjones.com/を開きま
す。

•

<window>タグで underline_hyperlinks=”false”が宣言されているので、DJIA に
は下線がつきません。<window>タグには link=”white”も指定されているので、
ハイパーリンクテキストの DIJA は白で表示されます。

•

<window>タグ内の属性 loop=”true”は、テキストの最後の文字がウィンドウの
外に移動すると、テキストがループしてすぐに右側から現れることを意味して
います。tickertape ウィンドウは loop=”true”がデフォルトなので、この属性を
明示的に指定する必要はありません。

•

最初のテキストの前にある<br/>タグは、強制的にウィンドウの右端から次の
テキストの表示を開始するようにします。tickertape ウィンドウのテキストに中
にある全ての改行タグおよび段落タグは、続くテキストを右端から表示開始す
るようにします。<br/>タグがない場合、テキストはウィンドウの左端から表
示されます。

Scrolling News ウィンドウ
以下はscrollingnewsウィンドウを作成するRealTextマークアップの例を示しま
す。
<window type="scrollingnews" width="240" height="180" scrollrate="20"
duration="25" bgcolor="#4488DD">
<p></p><p></p><p></p>
<font face="System"><b><u>Seattle--February 28, 2001</u></b>
<p>A powerful earthquake of magnitude 6.8 rocked Seattle at 10:55
A.M.</p>
<p>Initial reports list no fatalities, and traffic is moving on Interstate 5.</p>
<p>Some damage has occurred to buildings in the historic Pioneer Square
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area.</p>
<p>Seattle mayor Paul Schell is expected to announce a press
conference.</p>
</font>
</window>
以下の図は、プレゼンテーションの9秒後におけるRealTextウィンドウを示して
います。

ヒント
scrollingnews ウィンドウのテキストは通常、ウィンドウの最上部から表示され
て、上方にスクロールします。この例で示すように、最初のテキスト行をスクリ
ーンの最下部に表示するために<p></p>タグをテキストの前に記述すること
ができます。

teleprompter ウィンドウ
以下は、TelePrompterウィンドウの例を示しています。これはRealTextのソース
ファイル（.rt）です。
<window type="teleprompter" height="64" duration="25" bgcolor="#D2F8B4"
extraspaces="ignore" wordwrap="false">
<font face="system">
Out, out, brief candle!
<br/><time begin="3.5"/>Life's but a walking shadow, a poor player
<br/><time begin="7"/>That struts
<time begin="8"/>and frets
<time begin="9"/>his hour upon the stage
<br/><time begin="12"/>And then is heard no more:
<time begin="15"/>it is a tale
<br/><time begin="16"/>Told by an idiot,
<time begin="17.5"/>full of sound and fury,
<br/><time begin="20"/>Signifying
<time begin="22"/><font color="red">nothing.</font></font>
</window>
ウィンドウ全体にテキストが表示され新しい行が表示されるとき、新しい行を
表示するスペースを空けるために全ての行が上方にスクロールします。以下の
図はプレゼンテーションの終了時のウィンドウを示しています。
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TelePrompterウィドウでは、以下の点に注意してください。
•

ワードラップ属性には true または false を指定できます。

•

scrollrate および crawlrate 属性は無視されます。

•

ウィンドウ内のテキストを消去し、ウィンドウの左端上部の角から新しい行を
表示させるために<clear/>タグが使用できます。

•

各行の表示には<time begin/>タグを使用してください。また、ワードラップ
で<time/>タグ間で改行が煩雑に起こることを防ぐことができます。

•

同じ開始時刻を指定した複数行のテキストがある場合は、ウィンドウの下端に
新しい行が全て表示されるまで、それ以前のテキストは上方向にスクロールし
ます。
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第7章
章
RealPix マークアップ言語
RealPixマークアップ言語を使って、JPEG、GIF、PNGフォーマットの画像デー
タでストリーミングスライドショーを作成することが可能です。画像の切り替
えにはフェードやワイプのようなトランジションエフェクトを設定することが
できます。RealPixはオーディオサウンドトラックと組み合わせて、低い帯域幅
での接続のためにビデオの代替として利用することができます。この章は
RealPixマークアップ言語について説明します。付録FでRealPixタグと属性のク
イックリファレンスを提供します。
追加情報
RealPix プレゼンテーションの作成に関して、RealSlideshow はグラフィカル
ユーザーインターフェースを提供します。31 ページの「RealSlideshow プレ
ゼンテーション」を参照ください。
ヒント
RealPix のサンプルは、9 ページの「本書をコンピューターにダウンロードす
る方法 」に記述しているこのガイドの HTML バージョンより参照できます。

RealPix について
RealPixスライドショーはRealPixマークアップファイルで構成され、ファイル拡
張子は.rpを使います。各スライドシショーは全体の再生時間の定義、それぞれ
の画像が表示される時間を設定します。またどのようなサイズの表示エリアに
もフィットするために、自動的に拡大縮小します。RealPixが提供する機能を以
下に記述します。
•

ソリッドカラーから画像へのフェードイン

•

ソリッドカラーから画像へのフェードアウト

•

2 つの画像間のクロスフェード

•

画像の一部のみを表示

•

左から右へのワイプで新しい画像を表示

•

画像の細部にズームインし、画像のまわりにパンまたはズームアウト

RealPix と SMIL
RealPixスライドショーのみでの配信、またはSMILを使用してRealAudioなど他
のクリップと一緒に配信することができます。SMIL2.0の多くの機能を使って
スライドショーを拡張することも可能です。例えばビデオとスライドショーを
並べて配信する場合、ビデオにフェードイン・フェードアウトといったSMIL
トランジションエフェクトを使うことができます。実際にSMIL2.0がトランジ
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ションエフェクトを提供しているので、スライドショーを制作するために
SMIL2.0を使用することが可能です。次のセクションは、スライドショーを配
信するにあたりRealPixとSMIL2.0のそれぞれの利点を説明します。

RealPix スライドショーの利点
RealPixで作成したストリーミングスライドショーは、SMIL2.0で作成したスラ
イドショーより以下の利点があります。
•

下位互換性
RealPixはRealPlayer7やRealPlayer8のようなRealOne Playerより古いバージョン
と互換性があります。SMIL2.0はRealOne Player またはそれ以降のバージョンで
のみ動作します。複数のメディアクリップと組み合わせてプレゼンテーション
を作成する場合、多くのRealPlayerの視聴者をサポートするために、RealPixと
一緒にSMIL1.0を使用することができます。
追加情報
SMIL のバージョンについては 149 ページの「SMIL1.0 および SMIL2.0」を
参照ください。

•

効率の良いリソース利用
RealPixは画像ストリーミングの効率を最大にします。多くの画像を含んでいて
もRealPixはHelix Universal Serverから1つのストリームのみを要求します。それ
とは対照的にSMIL2.0スライドショーは、そこに含まれるそれぞれの画像に対
して別のHelix Universal Serverストリームを要求します。従ってRealPixは多くの
画像を含んでいる長いスライドショーに最も適しています。

•

簡単なタイムラインと帯域幅の管理
安定したネットワークの状態で、RealOne Playerはできるだけ多くのデータをバ
ッファするため、スライドショーを途中で中断することなく再生できることを
保証します。帯域幅を測定し、スライドショーのタイムラインのすべての画像
をストリームするように要求します。再生が開始される前にスライドショーを
中断することなく再生するために十分にデータをプリロールします。SMIL2.0
で同じことを行うためには、第19章で説明しているプリフェッチのようなSMIL
の機能を使用する必要があります。

•

メモリに画像をキャッシュする
RealPixスライドショーで画像を使用している間はRealOne Playerはメモリにイ
メージをキャッシュすることができます。これにより、余分な帯域幅を消費せ
ずスライドショーで画像を再利用することができます。ただし、それぞれのプ
レゼンテーションは固有のキャッシュを使用します。RealPixスライドショーか
ら、同時に再生しているほかのスライドショーの画像キャッシュにアクセスす
ることはできません。またスライドショーが終了する時、それぞれのキャッシ
ュは削除されます。
メモ
RealPlayer はディスクキャッシュを維持せず、ダウンロードした画像のコピー
も禁止するので、RealPix あるいは SMIL プレゼンテーション内の著作物に
視聴者がアクセスすることはできません。

•

より簡単なマークアップで複雑なエフェクトを表現
RealPixは画像の一部を表示し、画像の上をズームインまたはズームアウトした
りパンすることができます。SMILではこれと同じような効果を第12章、第17
章で記述しているSMILレイアウトとアニメーションの機能を使って表現する
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ことができますが、RealPixマークアップはより簡単にこのようなエフェクトを
設定することができます。

SMIL2.0 スライドショーの利点
スライドショーの利点
SMIL2.0で作成したスライドショーは、RealPixで作成したスライドショーより
以下の利点があります。
•

シングルマークアップファイル
SMIL2.0ファイルは、必要とされる全てのプレゼンテーションマークアップを
含むことができます。例えば、それぞれの画像とオーディオクリップを組み合
わせることが容易に可能です。RealPixを使用した場合、RealPixでスライドショ
ーを作成した後にそれをSMILファイルでサウンドトラック等の他のクリップ
と組み合わせる必要があります。

•

多くのトランジションエフェクト
第16章説明しているように、SMIL2.0は100以上のトランジションエフェクトを
提供しています。例えば、それぞれのトランジションエフェクトをforwardまた
はreverseで指示したり、部分的にあるいは繰り返しエフェクトを使用すること
ができます。Flashアニメーションやビデオクリップを含めたどんなクリップに
対してもSMILトランジションエフェクトを適用することができます。一方で
RealPixは画像のみに約12のトランジションエフェクトを提供します。ボーダー
カラーやブレンド効果など、SMILトランジションエフェクトでみられる追加の
機能は使用できません。SMIL2.0を使用することで一層視覚的にユニークなス
ライドショーを作成することが可能です。

•

インタラクティブスライドショー
エクスクルーシブグループとSMIL2.0の高度な時間設定を使用することで、例
えば視聴者がボタンをクリックするだけで新しい画像に進むようなインタラク
ティブなスライドショーを作ることができます。一方、RealPixスライドショー
は常に決められたRealPixタイムラインに従って自動的に画像を表示します。
追加情報
SMIL のエクスクルーシブグループについては、203 ページの「エクスクルー
シブグループの作成」を参照ください。267 ページの「第 14 章」では SMIL
の高度な時間設定について説明しています。

画像形式と特徴
RealPixプレゼンテーションでは、イラスト、スキャナで取り込んだ画像、デジ
タルカメラで撮った写真などを使用できます。使用可能な画像形式はJPEG、
PNG、GIF、アニメーションGIFです。Adobe Photoshopのようなソフトウエアを
使用すると、RealPixでストリーミング可能な形式の画像を作成できます。JPEG
圧縮やGIFカラーパレットなどWeb用グラフィックスの基本的な作成方法を知
っている必要があります。プレゼンテーションの準備には、次の3種類の画像セ
ットを保持してください。
1.

オリジナルセット
オリジナルセットには、スキャナで取り込んだ元の画像など、開始した時点で
の未編集のファイルが含まれます。オリジナルセットは、例えば切り取った領
域を復元して作業セットの画像を変更する必要がある場合に備えて保存して
おきます。このセットの画像は圧縮せずに保存します。
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作業セット
作業セットとは編集中の画像のことです。例えば、元の画像を切り取ったり組
み合わせたりして新しい画像を作成したとします。これらのファイルは後で必
要なとき編集できるように圧縮せずに保存します。
ヒント
画像は同じサイズである必要はありません。デフォルトで RealPix は、決めら
れた表示エリアにフィットするようにイメージを拡大または縮小します。

3.

プレゼンテーションセット
プレゼンテーションセットは、プレゼンテーションで使用する圧縮済みのファ
イルです。1つの作業セットに対して、複数のプレゼンテーションセットを用
意する場合もあります。例えば、広帯域幅のプレゼンテーション用に圧縮率の
低い画像、低帯域幅用に圧縮率の高い画像を用意する場合などがあります。
追加情報
31 ページの「画像」のセクションではサポートしている画像形式の詳細を、
136 ページ「アニメーション GIF 画像の制御」のセクションではスライドショー
の中での GIF アニメーションの使い方を説明します。

JPEG 画像のための JPEGTRAN
JPEGTRANは、JPEG（.jpg）画像をRealPixでのストリーミング用に最適化する
フリーウエアプログラムです。画像データの一部のパケットが消失しても、
RealPlayerが残りのパケットで画像をデコードして表示できるように画像を変
換します。JPEGTRANで画像を変換していないと、RealPlayerは消失後のパケッ
トをデコードすることができず、画像のほとんどの部分が表示されません。
JPEGTRANはこのマニュアルのHTMLバージョンのutilitiesフォルダに用意され
ています。同じく、utilitiesフォルダに用意されているRealPix bandwidth calculator
からもJPEGTRANを実行することができます。
ヒント
JPEGTRAN を実行すると画像のファイルサイズが少し増加または減少する
かもしれません。「RealPix の帯域幅を管理する」で記述されているように、画
像のストリーミング時間を計算する前に使用する JPEG 画像に対してこのプ
ログラムを実行したほうがよいでしょう。
追加情報
本書をローカルのコンピューターにコピーするには、9 ページの「本書をコン
ピューターにダウンロードする方法」を参照してください。

画像の透明度
RealOne PlayerにReaiPixスライドショーをストリームするとき、GIFやPNGの透
明なエリアにはスライドショーのバックグラウンドの色が表示されます。ただ
しスライドショーがSMILプレゼンテーションの一部である場合は、その透明度
を維持することはできません。例えば、ビデオの上に透明なエリアをもった画
像を配置したSMILプレゼンテーションでは、ビデオは透明な画像エリアからは
見えません。
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RealPix タイムライン
プレゼンテーションがRealPix画像のストリーミングのみで構成されている場
合は、RealPixタイムラインを完全に制御することができます。ただし、RealPix
をRealAudioまたはRealTextなどほかのコンポーネントと組み合わせた場合は、
ほかのコンポーネントでタイムラインが設定される場合もあります。そのとき
は、ほかのクリップで設定されている既存のタイムラインに合わせて、RealPix
画像を配置する必要があります。このような場合は、ほかのコンポーネントを
先に作成してしまい、次に最終的なタイムラインに合わせてRealPixプレゼンテ
ーションを編集する方法が適しています。
例えば、オーディオトラックと組み合わせる場合は画像の順序を考え、それぞ
れの画像を表示するオーディオタイムライン内の位置を決定します。RealPixプ
レゼンテーションの作成準備が整ったらオーディオを再生し、画像を追加する
位置をメモします。これによってRealPixプレゼンテーションのタイムラインが
設定されます。
プレゼンテーションのタイムラインが決まり、画像の配置について考えがまと
まったら、RealPixプレゼンテーションの作成に取りかかります。ストーリーボ
ード（絵コンテ）を作成してトランジションと効果をレイアウトすると作業し
やすいでしょう。または、すぐに作成を開始し、再生されるプレゼンテーショ
ンを確認しながら作業を進めることもできます。いずれの場合でも、画像を配
置し開始時間と接続時間を設定するときは、帯域幅の影響を考慮する必要があ
ります。
追加情報
118 ページの「RealPix の帯域幅の管理」を参照ください。39 ページの「ステ
ップ 5：プレゼンテーションのタイムラインの構成」のセクションで複数クリップ
と組み合わせたときのタイムラインについて考慮すべき事項を説明します。

RealPix ファイルの構造
RealPixファイルは拡張子.rpのプレーンテキストファイルです。RealPixマーク
アップは<imfl>タグで開始し、</imfl>タグで終了します。以下は、最も基本的
な属性を使ったシンプルなRealPixファイルの例です。このサンプルは2つの画
像が順番にフェードインして、青色にフェードアウトしていきます。
<imfl>
<head title="RealPix Example"
copyright="(c)2002 RealNetworks, Inc."
background-color="black"
timeformat="dd:hh:mm:ss.xyz"
duration="15"
bitrate="12000"
width="256"
height="256"/>
<!-- Assign handle numbers to images. -->
<image handle="img1"
name="rtsp://helixserver.example.com/image1.jpg"/>
<image handle="img2"
name="rtsp://helixserver.example.com/image2.jpg"/>
<!-- Fade in images. -->
<fadein start="1" duration="3" target="img1"/>
<fadein start="4" duration="3" target="img2"/>
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<!-- Fade out to a solid blue. -->
<fadeout start="8" duration="3" color="blue"/>
</imfl>
RealPixは、持続時間や表示サイズ、ビットレートといった全体的なプレゼンテ
ーション属性を定義するのに<head/>タグを必要とします。<head/>タグの後に、
<image/>タグでプレゼンテーションで使われるイメージを定義し、それぞれに
ユニークなID（handle）を割り当てます。<fadein/>のようなエフェクトタグで
適用したい画像のimage handleを選択し、start属性でタイムラインを設定しま
す。すべてのエフェクトで画像を指定する必要があるというわけではなく、例
えば<fade out/>タグのようにimage handleではなくcolorを指定することも可
能です。

RealPix マークアップの文法
•

RealPix マークアップの文法は、RealText や SMIL と似ています。

•

RealPix タグおよび属性には小文字を使用する必要があります。

•

対応する終了タグのないタグには、最後にスラッシュ（/）を付けます。
<fadein.../>

•

終了タグの</imfl>を使用する<imfl>タグだけは、最後にスラッシュを付けませ
ん。

•

属性の値はダブルクォーテーションで囲む必要があります。

•

特に明記されていない限り、タグ名に続く属性はどのような順序で並べても問
題はありません。

•

次にように RealPix ファイルにコメントを書き込むことができます。コメント
タグには、最後にスラッシュをつけないことを注意してください。
<!-- This is a comment -->

RealPix ブロードキャストアプリケーション
静的なマークアップファイルを使用しないでRealPixスライドショーを作成す
ることもできます。RealPixブロードキャストアプリケーションは、指定された
ディレクトリをモニターして新しく更新された画像を、ライブRealPixプレゼン
テーションの一部としてHelix Universal Serverを通してブロードキャストする
ことができます。サンプルブロードキャストアプリケーションが含まれている
Software Development Kit (SDK)はWebページ
（http://proforma.real.com/rnforms/resources/server/realsystemsdk/ind ex.html）より
ダウンロードが可能です。

RealPix 帯域幅の管理
ネットワークを経由して視聴者にRealPixプレゼンテーションをストリーミン
グする場合は、プレゼンテーションによって消費される帯域幅（ビットレート）
を考慮する必要があります。ただし、各視聴者のデスクトップコンピュータに
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プレゼンテーションファイルのコピーがある場合は、帯域幅のことを考える必
要はありません。このセクションはプレゼンテーションの帯域幅の使用法を決
めるときの参考になります。RealPixタイムラインの組み立て方や、スライドシ
ョーの画像の作成に大きく役にたつでしょう。
ヒント
RealPix bandwidth calculator を使用すると、それぞれの画像のストリーミング
時間を簡単に計算することができます。このユーティリティはこのマニュアル
の HTML バージョンの「utilities」フォルダに用意されています。

必要となる帯域幅と初期バッファリング（プリロール）の計算
35ページの「最大ストリーミングレート」では、異なった帯域でのネットワー
ク接続における推薦される最大ビットレートを記述しています。例えば、
56Kbpsモデムを使用している視聴者にストリーミングする場合は、プレゼンテ
ーションのデータに消費される帯域幅を1秒あたり34Kbits以下に抑える必要が
あります。サウンドトラックのようなほかのクリップとRealPixをストリーミン
グする場合、それぞれのクリップが必要とする帯域幅を考慮にいれなければな
りません。もし、16KbpsのRealAudioサウンドトラックを使用する場合、56Kbps
以上のモデム（34-16=18）でストリーミングする際、RealPixは18Kbpsになりま
す。
プレゼンテーションが実際に必要とする帯域幅は、画像ファイルの合計サイズ
とプレゼンテーションの長さによって異なります。この帯域幅を推定するには、
プレゼンテーションで使用するすべての画像ファイルのサイズを合計します。
次の表を使用して、その合計値をKbitsに換算します。次にRealPixプレゼンテー
ションの長さ（秒単位の数値）で割ります。
ファイルサイズからキロビットへの換算
使用する単位
キロビットへの換算方法
メガバイト(Mbytes)
キロバイト(Kbytes)
バイト(bytes)
ビット(bits)

8192 を掛ける
8 を掛ける
128 で割る
1024 で割る

例えば、画像ファイルの合計が200Kbytesである場合は、200に8を掛けて
1600Kbitsと算出されます。2分間続くプレゼンテーションであれば、平均で1秒
あたり13.3Kbitsを使用することになります。
（200Kbytes×8）/120秒 = 13.3Kbits/秒
もしRealPixのターゲット帯域が18Kbpsなら、そのプレゼンテーションは問題な
くストリームされるでしょう。ただし、画像ファイルが最高300Kbytesになると
想定します。この場合は、必要となる帯域の平均は18Kbpsを超える20Kbpsにな
ります。
（300Kbytes×8）/120秒 = 20Kbits/秒
このスライドショーは56Kbps以上のモデムでまだストリームすることができ
ます。しかし、予想より長い初期バッファリング（プリロール）が発生するか
もしれません。RealPixは、再生開始前にスライドショーが再バッファリングを
防ぐために、RealOne Playerで受信する必要のあるデータの量を算出します。言
い換えると、スライドショーのタイムラインにあまりに多くのイメージデータ
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を持っているとスライドショーが再生する前に超過データをストリームします。
視聴者はスライドショーが再生する前にこれらデータが到着するまで待たなく
てはなりません。
プリロールの効果を説明するために、18Kbpsで2分のスライドショーをストリ
ームすることを想定します。このプレゼンテーションはデータ（18×120）の
2,160Kbitsを配信することができます。もし、画像ファイルが300Kbytes
（2,400Kbits）になると、プレゼンテーションのデータストリームに240Kbits追
加されます。これは18Kbpsで、13秒以上のプリロールが発生することを意味し
ます。
この段階で、視聴者にスライドショーの再生開始前に発生する見るのをやめた
くなるような長いプリロールを受け入れさせるか、またはより少ない帯域幅を
使用するようにスライドショーを修正することができます。
追加情報
34 ページの「バッファリング」ではプリロールの基本を説明します。プリロー
ルの修正や管理の方法については、121 ページの「RealPix のプリロールの
短縮」と 121 ページの「ほかのクリップを使用してプリロールをマスクする」を
参照ください。

画像のストリーミング時間の計算
プレゼンテーションの長さを全体のイメージを分割することで、おおまかなプ
リロールを推測します。それはすべての画像がほぼ同じサイズで、一定間隔で
ストリームされ、1度だけ表示されると仮定します。ただし、もし大きな画像や
沢山の画像を使用した場合は、超過のプリロールが発生するかもしれません。
これを防ぐため、再生前にそれぞれの画像がRealOne Playerにストリームされる
十分な時間を確保してください。次の表は、56Kbps（最大ストリーミングレー
トは34Kbps）にストリームするためにどれくらい時間が必要となるかを推定す
るのに役に立ちます。
56Kbpsモデムでのデータストリーミング時間
モデムでのデータストリーミング時間
RealAudio コーデック
RealPix の帯域
Kbyte 毎のデー 5 秒毎のデータ
タストリーミン ストリーム
グ時間
20.8Kbytes
オーディオなし
34 Kbits/秒
0.24 秒
17.2 Kbytes
6Kbps ミュージック
28 Kbits/秒
0.29 秒
16.1 Kbytes
8Kbps ミュージック
26 Kbits /秒
0.31 秒
14.7 Kbytes
11Kbps ミュージック
23 Kbits /秒
0.34 秒
10 Kbytes
16Kbps ミュージック
18 Kbits /秒
0.5 秒
8.8 Kbytes
20Kbps ミュージック
14 Kbits /秒
0.57 秒

この表は、例えば8KbpsのRealAudioミュージックサウンドトラックを使用する
場合、RealPix画像に26Kbits/秒の帯域が利用可能であることを示しています。
このレートでは、Kbyte毎の画像データのストリームは0.31秒を要します。例え
ば、イメージが44Kbytesの場合、RealOne Playerへのストリームは約13.0秒（44
×0.31）を必要とします。スライドショーでこの画像を最初に表示するときは
約14秒とります。表の最後のコラムは、データが約5秒毎にRealOne Playerにど
のくらい画像をストリームするかを示しています。
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メモ
RealOne Player は RealPix 画像を受信するとそれをメモリにキャッシュします。
これにより、余分な帯域幅を消費せずスライドショーで画像を再利用すること
ができます。スライドショーが終了する時、RealOne Player はキャッシュを削
除します。

RealPix のプリロールの短縮
プレゼンテーションに長いプリロール（初期バッファリング）を要求される場
合は、RealPixプレゼンテーションの画像やタイムラインを修正してプリロール
を短縮することができます。画像を修正するときは、スライドショーに適した
画質が保たれていることを確認してください。以下を実行してスライドショー
の帯域幅の消費を抑えることができます。
•

画像のファイルサイズを減らすために、画像の使用しない部分を切り取ります。
ファイルサイズが小さいと早くストリームできます。

•

画像は RealPix の表示エリアに自動的に拡大します。帯域幅の消費を抑えるた
めに画像の大きさを小さくし、それから RealOne Player で再生中に画像を拡大
させます。

•

画質を維持しながら、画像の解像度および色数を減らします。JPEG ファイル
の場合は、より高い圧縮率でテストしてみます。

•

プレゼンテーションの最初では、比較的小さい画像を使用します。これらの画
像の RealOne Player へのストリーミングは高速になり、また Helix Universal
Server では後で必要になる大きなファイルの配信を開始するときの帯域幅に
余裕ができます。

•

タイムラインに沿って、徐々に画像を導入していきます。プレゼンテーション
の始まりの部分では、多くの画像を必要とする速いエフェクトは使用しません。
ただし、RealOne Player ですべての画像を表示したら、画像データはメモリに
保持されているので、速いエフェクトを使用することができます。

•

例えば、各エフェクトの接続時間を数秒ずつ余分に追加して、プレゼンテーシ
ョンを延長します。

ほかのクリップを使用してプリロールを隠蔽する
使用する帯域幅が小さいクリップを使用して、RealPixのプリロールを隠蔽する
ことができます。例えば、プレゼンテーションを開始時に、オープニングクレ
ジットを表示するなどRealTextを表示したり、ナレーションとして帯域幅の小
さいRealAudioクリップを使用します。これらのファイルが再生されている間に、
Helix Universal Serverでは余裕のある帯域幅を利用して、RealPixのプリロールを
ストリーミングします。これを行うにはSMILを使用して、すべてのファイルを
パラレルグループ（<par>グループ）に配置し、begin属性でRealPixの再生を遅
らせます。
<par>
<textstream src="credits.rt" region="credits_region" dur="15s"
fill="remove"/>
<ref src="slideshow.rp" region="slides_region" begin="15s"/>
</par>
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追加情報
RealText については第 6 章を参照してください。<par>グループについては
195 ページの「クリップの同時再生」で説明します。begin 属性に関しては、
248 ページの「開始時間と終了時間の設定」を参照してください。

スライドショーの作成
RealPixファイルのすべての情報は、最初の<imfl>タグと最後の</imfl>タグの間
に書き込みます。このタグにのみ、終了タグを使用します。<head/>タグは
<imfl>タグの後に続きます。HTMLの<head>タグと違い、RealPixの<head/>タ
グには対応する</head>タグはありません。その代わり、このタグの最後にス
ラッシュを付けます。
<imfl>
<head...attributes.../>
...RealPix images and transition effects...
</imfl>
<head/>タグで、タイトル、制作者および著作権など標準的なヘッダ情報を定
義します。さらに、プレゼンテーションの再生継続時間やストリーミングのビ
ットレートなどの必要なパラメータも設定します。次の表は<head/>タグ属性
の要約です。アスタリスク（*）は必須の属性です。

属性
aspect
author
background-color
bitrate*
copyright
duration*
height*
maxfps

preroll
timeformat
title
url
width*

RealPix<head/>タグの属性
タグの属性
値
機能
false|true
画像の縦横比を維持
テキスト
制作者の名前
名前｜#RRGGBB
最初のバックグラウ
ンドカラー
bits/秒
最大帯域幅の 1 秒あた
りのビット数
テキスト
著作権表示
時間
プレゼンテーション
の再生継続時間
ピクセル
プレゼンテーション
の高さ
整数
トランジションエフ
ェクトの 1 秒あたりの
最大フレーム数
秒
初期バッファに必要
な時間
dd:hh:mm:ss.xyz 時間属性の形式
テキスト
プレゼンテーション
のタイトル
URL
画像のハイパーリン
ク URL
ピクセル
プレゼンテーション
の幅
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プレゼンテーションの表示サイズの設定
プレゼンテーションの表示サイズの設定
widthとheightは必須の属性で、画像の表示領域をピクセル単位で設定します。
デフォルトでは、すべてのイメージがこの領域の中央に配置され、拡大または
縮小されます。（クリップは切り取られません。）aspect属性は画像の縦と横
の比率を維持するかどうか決定します。次の例は、256×256ピクセルでRealPix
の再生領域を作成します。
<head width="256" height="256".../>
RealPixがストリーミングされスライドショーが始まると、RealOne Playerのメデ
ィア再生ペインは指定されたサイズで開きます。ほかのクリップと共にRealPix
を再生する場合、SMILで再生領域をレイアウトします。通常RealPixに対して
は、この属性で設定したwidth（幅）とheight（高さ）を使用して、再生領域を
作成します。再生領域がここで設定したサイズと異なる場合は、表示領域に合
わせて大きさの調整または切り取りなど、サイズの違いを処理する方法はSMIL
の設定で決まります。
追加情報
210 ページの「第 12 章」で SMIL のレイアウトについて説明します。fit 属性
に関しては、238 ページの「クリップ領域への適合方法への定義」を参照し
てください。

時間属性形式の指定
timeformat属性は、RealPixエフェクトの開始時間と再生継続時間で使用する時
間形式を設定します。デフォルト値はミリ秒で、例えば、時間の値が5400の場
合は5400ミリ秒（5.4秒）として処理されます。時間の値がミリ秒の場合、コロ
ンや小数点を含めることはできません
次のようにtimeformatをdd:hh:mm:ss.xyz形式に設定することもできます。
<head timeformat="dd:hh:mm:ss.xyz".../>
この場合、ddは日、hhは時間、ssは秒、xは10分の1秒、yは100分の1秒、zはミ
リ秒です。ssのフィールドのみが必須です。例えば、duration="3"は3秒の持続
時間を示します。
時刻の値に小数点がない場合は、最後のフィールドが秒数として処理されます。
例えば、1:30は1分30秒を意味しますが、1:30:00は1時間30分を意味します。下
記の値はすべて等しくなることに注意してください。それぞれRealPixプレゼン
テーションが始まってから90分後にエフェクトを開始します。
start="1:30:00.0"
start="90:00"
start="5400"

プレゼンテーションの再生継続時間の設定
duration属性は必須で、RealPixプレゼンテーション全体の長さを設定します。
例えば、次に値は再生継続時間を50秒に設定します。
<head timeformat="dd:hh:mm:ss.xyz" duration="50".../>
再生継続時間が過ぎると、すべてのRealPixエフェクトが停止します。プレゼン
テーションの再生継続時間がエフェクトの完了に必要な時間よりも長い場合は、
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設定した再生継続時間が経過するまで、最後のエフェクトが表示された状態で
静止します。

RealPix の再生継続時間を設定する際のヒント
•

RealPix プレゼンテーションの作成を開始するときは、長い再生継続
時間を設定しておきます。タイムラインの設定が完了したら、最終的
な再生継続時間を調整します。タイムラインの 90 秒に最後の画像を
挿入する場合は、プレゼンテーションの再生継続時間を 95 秒または
それ以上に設定することが推奨されます。

•

すべての画像が表示する前にスライドショーの再生が停止した場合
は、プレゼンテーションの再生継続時間を増やすか、<head/>タグで
timeformat 属性を変更する必要があります。

•

RealOne Player には設定した再生継続時間が反映します。例えば、5
分を設定した場合は、RealOne Player のステータスバーには 5:00.0 と
プレゼンテーションの長さが表示されます。また、RealOne Player の
ポジションスライダーが左から右へ移動するには 5 分かかります。

•

すべてのイメージやエフェクトの表示にかかる時間よりプレゼンテ
ーションの再生継続時間を多く設定した場合は、SMIL で RealPix ス
ライドショーの後に表示されるクリップの再生を遅らせるかもしれ
ません。またこの場合、RealOne Player のポジションスライダーで、
視聴者がスライドショーの特定の部分にジャンプすることが難しく
なります。

•

SMIL プレゼンテーションの中で、SMIL の dur 属性は RealPix の再生
継続時間属性に優先するので、スライドショーの再生を短くすること
ができます。dur 属性については、250 ページの「再生継続時間の設
定」を参照してください。

ストリーミングビットレートの制御
bitrate属性は必須で、プレゼンテーションで消費される最大帯域幅を指定しま
す。値は、1秒あたりのビット数（bps）を指定します。例えば、次の値は最大
帯域幅を12000bps（約12Kbps）に設定します。
<head bitrate="12000".../>
ヒント
Kbits/秒を、bits/秒に変換するには、1024 をかけます。
追加情報
118 ページの「RealPix 帯域幅の管理」で RealPix プレゼンテーションの帯域
幅の必要条件の計算の仕方を説明しています。

タイトル、制作者、著作権情報の定義
タイトル、制作者、著作権情報属性で、RealPixプレゼンテーション情報を定義
します。これらは省略することもできます。
<head title="My RealPix Slideshow" author="Pat Morales"
2002 RealNetworks Media Productions".../>

copyright="(c)

これらの属性は、RealOne Playerクリップ情報（[表示]＞[クリップ]＞[クリップ
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情報]）で表示される情報を定義します。SMILプレゼンテーションを通して、
RealPixプレゼンテーションが再生される場合は、SMIL内に定義されたタイト
ル、制作者、著作権情報が優先されます。
追加情報
詳細は 185 ページの「プレゼンテーションの情報」を参照してください。

背景色の設定
background-color属性は最初の背景色を設定します。これは省略することもで
きます。デフォルトカラーは黒です。451ページの「色名で指定する」にリスト
される色名、または16進数の色の値を使用することが可能です。それは451ペー
ジの「16進数値での色の定義」で記述しています。ただし、RealPixではRGBカ
ラーのrgb(n,n,n)フォーマットはサポートしていません。次の例では、最初の
背景色を暗い赤に設定します。
<head background-color="#E00000".../>
メモ
RealPix の background-color 属性はハイフンで結ばれます。SMIL2.0 の領
域の backgroundColor 属性はキャメルケースを使用します。
ヒント
スライドショーで、<fill/>タグで背景色を変更することができます。詳細は
134 ページの「表示領域を指定した色で塗りつぶす」のセクションを参照して
ください。

プリロールの設定
preroll属性は、RealPixプレゼンテーションが開始する前に、RealOne Playerにデ
ータをバッファする時間を指定します。省略することも可能です。次の例では
RealPixのプリロールが40秒に設定されます。
<head preroll="40".../>
Helix Universal Serverでは常に、画像ファイルのサイズとプレゼンテーションの
タイミングパラメータに基づいて、プレゼンテーションに必要なプリロール時
間が計算されます。計算された値が指定したプリロール値を超えている場合は、
計算値のほうが優先されます。ただし、指定したプリロール値が計算されたプ
リロール値よりも大きい場合、指定したプリロール値が使用されます。したが
って、意図的に長いプリロールが必要な場合のみ、プリロール値を設定してく
ださい。
ほかのクリップと共にRealPixをストリームする場合は、長いプリロールが役に
立つことがあります。RealPixプレゼンテーションの途中でRealVideoクリップが
開始するとします。プリロールの時間を長くしておくと、プレゼンテーション
の開始前にRealPixデータの有効な部分をダウンロードすることができるので、
RealVideoクリップの開始時に使用できる帯域幅が増大します。そのため、
RealVideoでは、帯域幅についてRealPixと競合することなく、必要なプリロール
をストリームできます。
ヒント
プリロールの値は、常に視聴者の期待に添うように設定します。視聴者は、
プレゼンテーションの再生開始にあまり長い時間がかかると、再生を止める
場合があります。オーディオサウンドトラックのような、スライドショーと並列し
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てストリームするクリップのためにプリロールを決定する場合、RealOne
Player でクリップを開き、View>Clip>Clip Source で、バッファリング情報を
確認することができます。
追加情報
詳細は 119 ページの「必要となる帯域幅と初期バッファリング（プリロール）を
計算する」を参照してください。

プレゼンテーション URL を追加する
url属性（省略可能）はプレゼンテーションのハイパーリンクURLを設定します。
ユーザーがプレゼンテーションの画像をクリックすると、指定したURLがユー
ザーのデフォルトのWebブラウザで開きます。URLが含まれるそれぞれのエフ
ェクトは、この値よりも優先されます。属性値には、以下のように絶対パスの
URLを使用します。
<head url="http://www.real.com".../>
追加情報
url 属性を使用して、新しい RealOne Player ウィンドウでストリーミングプレゼ
ンテーションを開くこともできます。297 ページの「関連情報ペインで HTML
ページを開く」を参照ください。

画像の縦横比の設定
デフォルト値のtrueを指定すると、aspect属性は<head/>タグでwidthおよび
height属性で再生領域として異なった縦横比を設定しても、縦横比を維持しま
す。この場合、画像の切り取りや歪みがなく、再生領域に可能な限り大きく表
示されます。新しい画像によってカバーされない領域に背景色や前の画像が現
れます。この属性にfalseを設定すると、この機能をオフにすることができます。
<head aspect="false".../>
この場合、RealOne Playerは再生領域全体にそれぞれの画像が表示されるように、
異なる縦横比の表示領域に対して画像の縦横比が必要に応じて変更され、画像
が歪む場合があります。ただし画像は決して切り取られることはありません。
次の図では、aspect属性がtrueまたはfalseのとき、ソース画像がどのように異
なる表示領域を満たすかを示します。
ソース画像の縦横比を無効にするまたは維持する
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メモ
<head/>タグの aspect 属性はプレゼンテーション全体に影響を与えますが、
131 ページの「画像の縦横比の変更」で説明しているように、それぞれ個別
に設定した aspect 属性が優先されます。

1 秒あたりの最大フレーム数の設定
maxfps属性（省略可能）は、トランジションエフェクトの1秒あたりの最大フ
レーム数（fps）を1から30の整数で設定します。
<head maxfps="5".../>
RealOne Playerでは、再生しているコンピュータで使用可能なCPU処理能力に基
づいて最適なフレームが決定されるため、指定する必要はありません。CPU処
理能力に余裕がある場合、RealOne Playerでは、トランジションエフェクトが最
大30fpsでレンダリングされます。利用可能なCPU処理能力がこれを下回る場合
は、それに応じてトランジションレートが低下します。
maxfps属性に低い値を設定して、特殊効果を作成することができます。例えば、
maxfps="5"に設定すると、トランジションを5fps以下の抑えることができます。
これによって、目に見えて動きがぎくしゃくしますが、それが効果に適してい
る場合もあります。また、maxfpsを使用すると、1つのSMILプレゼンテーショ
ンで複数のRealPixクリップを同時に再生する場合に、それらのクリップの間で
CPUの使用率をバランスよく配分できます。
メモ
それぞれ個別に設定した maxfps 属性がプレゼンテーションに優先されま
す。131 ページの「エフェクトのフレームレートを制限する」を参照してくださ
い。

イメージの定義
RealPixプレゼンテーションで使用する各画像に対して、<head/>タグを指定し
た後に<image/>タグを追加します。<image/>タグで画像ファイルの位置を指
定し、画像に固有のハンドル番号を割り当てます。次の表は<image/>タグ属性
の要約です。アスタリスク（*）は必須の属性です。

属性
handle*

値

name*
size*

ファイル名
バイト数

mime

MIME タイプ

整数

RealPix<image/>タグ属性
タグ属性
機能
トランジションエフェクトが
使用する ID の設定
画像ファイル名とパスの設定
Web サーバ配信のためのファ
イルサイズの指定
Web サーバ配信のための MIME
タイプの指定

参照ページ
127 ページ
128 ページ
129 ページ
129 ページ

画像ハンドルの作成
handle属性は必須で、画像に正の整数を割り当てます。ファイル内の各ハンド
ル番号は、固有の数値でなくてはなりません。RealPixエフェクトでは、ファイ
ル名ではなくハンドル番号が参照されます。次は、この属性の指定例です。
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<image handle="18".../>
画像のフェードインを設定する際は、エフェクトタグでハンドル番号を参照し
ます。
<fadein target="18".../>
連続的なハンドル番号を使用し、それに従って<image/>タグをリストすること
で、プレゼンテーションの管理がしやすくなります。
<image handle="1".../>
<image handle="2".../>
<image handle="3".../>
メモ
タイムラインを定義するとき、ハンドル番号の順番に従う必要はありません。
handle="3"のイメージが最初に表示され、handle="1"のイメージをその後に
表示することが可能です。

画像ファイル名とパスを指定する
name属性は必須で、画像ファイルの名前とパスを指定します。ファイル名とパ
スは大文字小文字を区別します。Helix Universal Server からファイルをストリ
ーミングするとき、フォルダ（ディレクトリ）名にスペースを含めることはで
きません。次の例は、RealPixファイルと同じフォルダ内の画像ファイルを示し
ています。
<image name="tulip.jpg".../>
画像ファイルは、RealPixファイルより1階層下に置くことができます。次の例
は、RealPixファイルより1階層下のimagesフォルダに画像ファイルがあることを
示しています。
<image name="images/tulip.jpg".../>

プレゼンテーションのストリーミング
ローカルマシン上では、相対パスでRealPixスライドショーを作成しテストする
ことができます。スライドショーを配信する準備ができている場合は、name
の値を変更する必要はありません。RamファイルやSMILファイルからのRealPix
ファイルのリクエストには、HTTPまたはRTSP URL を使用します。画像は、
RealPixファイルがリクエストされたときに使用された同じプロトコルを自動
的に使用します。

全てのファイルは同じサーバ上に置く
種々のクリップを異なるサーバ上に置くことができるをSMILファイルとは違
い、RealPixはRealPixファイルとすべての画像ファイルが同じサーバ上にある必
要があります。これは、スライドショーの再生が開始される前に、Helix Universal
ServerがRealPixファイルと画像のファイルサイズを読み、RealOne Playerにどの
くらいプリロールをストリームしなければならないかを決定するからです。

ローカル URL の絶対パスを使用する
プレゼンテーションを（サーバからのストリームよりどちらかというと）ロー
カルで再生する視聴者に対して制作している場合は、 ローカルURLの絶対パス
のフォーマット、file:///を使用することができます。
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file:///C:/My Documents/Images/picture1.jpg

Web サーバ配信のためのファイルサイズの指定
size属性は省略可能で、RealPlayer7以降でのみ動作し、画像のサイズをバイト
単位で指定します。RealPixプレゼンテーションをWebサーバから配信する場合
は、この属性を<image/>タグ内に記述します。RealOne Playerでは、再生をス
ムーズにするために、いつwebサーバに各画像を要求するかを決定できます。
次は、約24KBのサイズの画像を指定した例です。
<image size="24000".../>
RealPixプレゼンテーションをHelix Universal Serverからストリームするときは、
size属性は必要ありません。この場合、画像のサイズが判断され、視聴者の帯
域幅でスムーズな再生を確保するために、各画像をいつストリームするかが計
算されます。
メモ
必ず正確にファイルサイズを指定してください。ファイルのサイズが size 属
性で指定した値を著しく上回る場合は、プレゼンテーションが止まる場合が
あります。

MIME タイプの指定
mime属性は省略可能で、RealPlayer7以降で動作します。この属性は、画像の
MIMEタイプを指定し、WebサーバからRealPixプレゼンテーションを配信する
ときに必要な場合があります。以下はこの属性を指定した例です。
<image mime="image/jpeg".../>
以下は、使用できる有効なMIMEタイプです。
GIF images: mime="image/gif"
JPEG images: mime="image/jpeg"
PNG images: mime="image/png"
Helix Universal Serverでは、.gif、.jpgなど画像ファイルの拡張子からMIMEタイ
プが判断されるため、通常mime属性は必要ありません。次の2通りの場合にの
み、mime属性を指定する必要があります。
•

<image/>タグで size 属性を使用した場合
-および-

•

<image/>タグの name 属性で、拡張子を含まないファイルを指定した場合

共通のトランジションエフェクト属性の使用
RealPixトランジションエフェクトタグについては、132ページの「RealPixトラ
ンジションエフェクトの作成」に記述されています。画像を選択しこの属性を
使用して、RealPixタイムラインでのエフェクトの開始時間、またその継続時間
を設定します。次の表はこれらの属性の要約です。それぞれRealPixタグで必須
または省略可能かを示します。
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属性
aspect
duration
maxfps

値
false|true

start
target
url

時間

時間
整数

handle
URL
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RealPixエフェクトタグの属性
エフェクトタグの属性
機能

参照ページ

画像の縦横比を維持または無視する
126 ページ
エフェクト完了に要する時間の設定
123 ページ
トランジションエフェクトの 1 秒あたり 127 ページ
の最大フレーム数の設定
エフェクトの開始時間を設定
130 ページ
対象となる画像を指定
131 ページ
エフェクトに対するハイパーリンク
131 ページ
URL を設定

エフェクト開始時間の設定
すべてのRealPixエフェクトにstart属性は必須です。RealPixのタイムラインでそ
のエフェクトが開始される時間を設定します。次の例では、プレゼンテーショ
ンのタイムラインが開始してから12、3秒後にクロスフェードが始まります。
<crossfade start="12.3".../>
個々のエフェクトの開始時間をタイムラインに設定します。一方、<head/>タ
グのduration属性は、全体的なプレゼンテーションの時間を設定します。例え
ば、最後の開始時間が180の場合、<head/>タグのduration属性は、180より大
きい数字を設定します。詳細は、123ページの「プレゼンテーションの再生継続
時間の設定」を参照ください。
メモ
開始時間と再生継続時間を指定するために、<head/>タグに
timeformat="dd:hh:mm:ss.xyz"を設定する必要があります。これを設定し
ていない場合、start="12"の値はミリ秒を意味します。詳細は 123 ページの
「時間属性の形式の指定」を参照してください

エフェクトの継続時間の設定
エフェクトタグのduration属性は、<head/>タグのduration属性とは関係ありま
せん。エフェクトタグでは、duration属性でエフェクトが完了するまでの時間
を指定します。値が大きいほどエフェクトの速度は遅くなります。次の例はフ
ェードインを2.5秒で完了させます。
<fadein start="12" duration="2.5".../>
duration属性は、トランジションエフェクトだけに影響を与え、画像や色が表
示する時間は制御しません。エフェクトのstart属性で、画像や色がいつ表示す
るかを制御します。次の例を考慮してください。
<fadein target="5" start="12" duration="3".../>
<fadein target="6" start="18" duration="4".../>
まず、ハンドル5の画像が、タイムラインが開始してから12秒後にフェードイン
が始まります。フェードインは15秒（12+3）で終了します。イメージは3秒間
静止したまま表示されます。18秒後にはハンドル6の画像がフェードインを開始
します。2番目のフェードインは22秒（18+4）で完了します。その時点で、ハ
ンドル6の画像がハンドル5の画像に入れ替わっています。
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画像ターゲットの選択
target属性はイメージを表示するのに必要な属性です。<image/>タグでイメー
ジのハンドルを指定します。それは127ページの「画像ハンドルの作成」で説明
しています。例えば、<image/>タグでtulips.jpgが指定される場合は、以下の
ように設定します。
<image handle="2" name="tulips.jpg"/>
ハンドル番号を指定することで、プレゼンテーションの中でtulips.jpgをフェー
ドインします。
<fadein target="2".../>

エフェクトに対する URL の作成
url属性は（省略可能）は、エフェクトに対するハイパーリンクURLを設定しま
す。ユーザーが画像をクリックすると、指定したURLがRealOne Playerのメディ
アブラウザペインで、または前のバージョンのRealPlayerではデフォルトのWeb
ブラウザで開きます。次のように、絶対パスのURLを使用します。
<fadein url="http://www.real.com".../>
追加情報
新しい RealOne Player ウィンドウでストリーミングプレゼンテーションを開くの
に url 属性を使用することができます。306 ページの「クリップリンクでメディア
再生ペインを開く」を参照してください。

自動的に URL を開く
クリックされるとurl属性で指定されたURLが開きます。ただし、RealOne Player
にRealPixプレゼンテーションをストリームする場合、自動的にHTMLページの
URLを開くためにSMIL2.0を使用することができます。例えば、それぞれのイ
メージを表示したあと、違うHTMLページを開くことが可能です。これは、
SMIL2.0でRealPixプレゼンテーションに<area/>を設定し、actuate="onLoad"属
性で自動的にHTMLページを開きます。詳細は295ページの「HTMLページへの
リンク」を参照してください。
ヒント
RealPix スライドショーを計画するとき、開くように要求された HTML ページ
の帯域幅を考慮にいれる必要があります。それぞれのページが開くとき、ス
ライドショーが中断するかもしれません。

画像の縦横比の変更
エフェクトタグにaspect属性（省略可能）を trueまたはfalseで設定できます。
これは<head/>タグで設定したaspect属性の値を無効にします。詳細は「画像
の縦横比の設定」で説明します。この効果は、異なる縦横比の表示領域に対し
て、画像が歪んで(aspect="true")、または画像の縦横比を維持(aspect="false")
して表示されます。以下は記述例です。
<crossfade aspect="false".../>

エフェクトのフレームレートを制限する
maxfps属性（省略可能）は、トランジションエフェクトの1秒あたりの最大フ
レーム数（fps）を1から30の整数で設定します。これは、「1秒あたりの最大フ
レーム数の設定で説明している<head/>タグのmaxfps属性の値を無効にします。
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以下は記述例です。
<fadein maxfps="5".../>

RealPix トランジションエフェクトの作成
次のセクションで説明しているRealPix タグで、イメージを定義しフェードの
ようなトランジションエフェクトで表示したり、ズームのような特殊なエフェ
クトを作成します。129ページの「共通のトランジションエフェクト属性の使用」
でこれらエフェクトタグで使用する標準の属性を記述します。

イメージのフェードイン
<fadein/>タグは、現在表示されている色または画像から、別の画像へゆるやか
な変化のトランジションを生成します。<fadein/>タグは次のように指定します。
<fadein start="4" duration="3" target="2"/>
次の図は、白色から画像へのフェードインを示しています。
白色から画像へのフェードイン

次に表は<fadein/>タグで使用できる属性の要約です。アスタリスク（*）は必
須の属性です。

属性
aspect

値
false|true

dsth|dstw|
dstx|dsty
duration*

ピクセル

maxfps

整数

srch|srcw|
srcx|srcy
start*

ピクセル

target*
url

handle
URL

時間

時間

RealPix<fadein/>タグの属性
タグの属性
機能
画像の縦横比を維持または無視し
ます。
画像サイズと表示位置を設定しま
す。
エフェクト完了に要する時間を設
定します。
1 秒あたりの最大フレーム数を指
定します。
エフェクトを適用するソース画像
の一部を選択します。
エフェクトの開始時間を設定しま
す。
対象となる画像を指定します。
エフェクトに対するハイパーリン
ク URL を設定します。
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ヒント
複数の画像を同時にフェードインさせることができます。ただし、画像を重ね
てフェードインさせると、重なった領域の表示が変化する場合があるため推
奨しません。

画像から色へのフェードアウト
<fadeout/>タグは、画像から色へのトランジションを定義します。カラー名、
16進数で色の値を指定することができます。RGBカラーのrgb(n,n,n)フォーマ
ットはサポートしていません。次の例は、RealPixの表示領域を黄色へフェード
アウトします。
<fadeout start="10" duration="3" color="yellow"/>
次の図は、画像から黒色へのフェードアウトを示しています。
画像から黒色へのフェードアウト

次に表は<fadeout/>タグで使用できる属性の要約です。アスタリスク（*）は必
須の属性です。

属性
color

値

dsth|dstw|
dstx|dsty
duration*

ピクセル

maxfps

整数

start*

時間

RealPix<fadeout/>タグの属性
タグの属性
機能

名前|#RRGGBB

時間

フェードする色を指定しま
す。
画像サイズと表示位置を設定
します。
エフェクト完了に要する時間
を設定します。
1 秒あたりの最大フレーム数
を指定します。
エフェクトの開始時間を設定
します。

参照ページ
133 ページ
140 ページ
130 ページ
131 ページ
130 ページ

もう 1 つのイメージへのクロスフェード
次の図の例のように、<crossfade/>は、1枚の画像から別の画像へのトランジシ
ョンを生成します。新しい画像でクロスフェードするときは、RealPixの領域に
すでに画像が表示されている必要があります。
<crossfade target="4" start="15" duration="4"/>
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もう1つのイメージへのクロスフェード
もう つのイメージへのクロスフェード

次に表は<crossfade/>タグで使用できる属性の要約です。アスタリスク（*）は
必須の属性です。

属性
aspect

値
false|true

dsth|dstw|
dstx|dsty
duration*

ピクセル

maxfps

整数

srch|srcw|
srcx|srcy
start*

ピクセル

target*
url

handle
URL

RealPix<crossfade/>タグの属性
タグの属性
機能

時間

時間

画像の縦横比を維持または無視し
ます。
画像サイズと表示位置を設定しま
す。
エフェクト完了に要する時間を設
定します。
1 秒あたりの最大フレーム数を指
定します。
エフェクトを適用するソース画像
の一部を選択します。
エフェクトの開始時間を設定しま
す。
対象となる画像を指定します。
エフェクトに対するハイパーリン
ク URL を設定します。

参照ページ
126 ページ
140 ページ
130 ページ
131 ページ
140 ページ
130 ページ
131 ページ
131 ページ

表示領域を指定した色で塗りつぶす
<fill/>タグは、指定した色で表示領域を塗りつぶします。表示ウィンドウの全
体または一部を塗りつぶす場合に有効です。例えば、画像をフェードインさせ、
次に表示ウィンドウを色で塗りつぶし画像を消すことができます。カラー名、
16進数で色の値を指定することができます。RGBカラーのrgb(n,n,n)フォーマ
ットはサポートしていません。<fill/>タグは次のように指定します。
<fill start="9" color="#23A134"/>
次に表は<fill/>タグで使用できる属性の要約です。アスタリスク（*）は必須の
属性です。

属性
color

値

dsth|dstw|
dstx|dsty
start*

ピクセル

RealPix<fill/>タグの属性
タグの属性
機能

名前|#RRGGBB

時間

フェードする色を設定しま
す。
画像サイズと表示位置を設定
します。
エフェクトの開始時間を設定
します。
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ワイプエフェクトの作成
<wipe/>タグは1枚の画像から別の画像へのトランジションを生成します。トラ
ンジションは、2番目の画像がスライドして最初の画像を覆うか、または、表示
エリアから最初の画像を押し出してもう1つの画像を表示するものです。標準的
な<wipe/>タグは次のようになります。
<wipe type="push" direction="left" start="10" duration="3" target="2"/>
次の図は、このエフェクトの例です。
プッシュ ワイプ トランジションで別のイメージを表示

次に表は<wipe/>タグで使用できる属性の要約です。アスタリスク（*）は必須
の属性です。

属性
aspect

値
false|true

direction*

left|right|
up|down

dsth|dstw|
dstx|dsty
duration*

ピクセル

maxfps

整数

srch|srcw|
srcx|srcy
start*

ピクセル

target*
type*

handle
normal|push

url

URL

時間

時間

RealPix<wipe/>タグの属性
タグの属性
機能
画像の縦横比の維持または無視
します。
ワイプエフェクトの方向を指定
します。
画像サイズと表示位置を設定し
ます。
エフェクトが完了に要する時間
を設定します。
1 秒あたりの最大フレーム数を
指定します。
エフェクトを適用するソース画
像の一部を選択します。
エフェクトの開始時間を設定し
ます。
対象となる画像を指定します。
ワイプエフェクトの種類を指定
します。
エフェクトに対するハイパーリ
ンク URL を設定します。

参照ページ
126 ページ
136 ページ
140 ページ
130 ページ
131 ページ
140 ページ
130 ページ
131 ページ
135 ページ
131 ページ

ワイプタイプの設定
type属性は必須で、実行するトランジションのタイプを定義します。
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nomal
新しい画像が移動して、現在の画像の上に重なります。現在の画像はそのまま
動きません。
push
新しい画像が、現在の画像を押し出します。（両方の画像が動きます。）
以下は、この属性を指定した例です。
<wipe type="push".../>

ワイプタイプの方向を選択する
この属性は必須で、新しい映像が移動する方向を設定します。
•

left
新しい画像は、右端から左端に向かって移動します。

•

right
新しい画像は、左端から右端に向かって移動します。

•

up
新しい画像は、下端から上端に向かって移動します。

•

down
新しい画像は、上端から下端に向かって移動します。
例：
<wipe direction="up".../>

アニメーション
アニメーション GIF 画像の制御
RealPixスライドショーでアニメーションGIF画像を表示するとき、GIFは自動的
にアニメーションを開始しません。
<animate/>タグでアニメーションの持続時間を指定すると、アニメーション
GIFがフレームの循環を開始します。
<animate/>タグは、次のように指定します。
<animate start="10" duration="30" target="2"/>
次に表は<animate/>タグで使用できる属性の要約です。アスタリスク（*）は
必須の属性です。

属性
aspect

値
false|true

dsth|dstw|
dstx|dsty
duration*

ピクセル

maxfps

整数

srch|srcw|
srcx|srcy

ピクセル

時間

RealPix<animate/>タグの属性
タグの属性
機能

参照ページ

画像の縦横比の維持または無視しま 126 ページ
す。
画像サイズと表示位置を設定しま
140 ページ
す。
エフェクトが完了に要する時間を設 130 ページ
定します。
1 秒あたりの最大フレーム数を指定 131 ページ
します。
表示するソース GIF の一部を選択し 140 ページ
ます。
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時間

target*
url

handle
URL
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エフェクトの開始時間を設定しま
す。
対象となる画像を指定します。
エフェクトの対するハイパーリンク
URL を設定します。

130 ページ
131 ページ
131 ページ

<animate/>タグでプレゼンテーションにアニメーションGIFを導入した場合、
指定したGIFがstartで指定した時刻になると、トランジションなしで即座に表
示されます。ただし、GIFは別のタグで導入することもできます。例えば、
<fadein/>タグでGIFを導入し、<animate/>タグを使用してアニメーションを開
始します。以下は、この属性を指定した例です。
<fadein start="5" duration="1" target="2"/>
<animate start="10" duration="30" target="2"/>
この例では、アニメーションGIFがタイムラインの開始から5秒後にフェードイ
ンします。最初のフレームは、タイムラインの開始後10秒経過するまで静止し
ています。次に、GIFは事前にプログラムされたアニメーションシーケンスを
30秒間繰り返します。
メモ
RealPix の<animete/>タグは、SMIL アニメーションで使用する<animete/>
タグとは関連していません。この情報は 338 ページの「アニメーションタグ」で
記述されています。

ズームイン、ズームアウト、パンを定義する
<viewchange/>タグは、パンまたはズームを定義します。標準的な
<viewchange/>タグは次にようになります。ソース画像とdestination属性を使
用する場合は、139ページの「画像のサイズと配置の定義」を参照ください。
<viewchange start="24" duration="3" srcx="80" srcy="80" srcw="48"
srch="48"/>
<viewchange/>タグでは画像を指定しないことに注意してください。
viewchangeの対象は常に、現在表示ウィンドウにある画像です。次の図は
<viewchange/>タグで作成したズームの様子を示しています。
<viewchange/>タグで作成したズームエフェクト
タグで作成したズームエフェクト

次に表は< viewchange />タグで使用できる属性の要約です。アスタリスク（*）
は必須の属性です。
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属性
dsth|dstw|
dstx|dsty
duration*

値

ピクセル

maxfps

整数

srch|srcw|
srcx|srcy
start*

ピクセル

時間

時間
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RealPix<viewchange/>タグの属性
タグの属性
機能
画像サイズと表示位置を設定
します。
エフェクトが完了に要する時
間を設定します。
1 秒あたりの最大フレーム数
を指定します。
表示するソース GIF の一部を
選択します。
エフェクトの開始時間を設定
します。

参照ページ
140 ページ
130 ページ
131 ページ
140 ページ
130 ページ

画像にズームインする
画像にズームインするには、画像を表示し、<viewchange/>を使用してズーム
インする領域を定義します。次の例は、高さ256ピクセル、幅256ピクセルのウ
ィンドウに表示するRealPixプレゼンテーションの一部です。ソース画像も高さ
256ピクセル、幅256ピクセルです。このプレゼンテーションでは、画像をフェ
ードインし、次にズームインしています。ズームが完了するまでの時間は3秒で
す。
<fadein start="1" duration="2" target="1"/>
<viewchange start="4" duration="3" srcx="64" srcy="64" srcw="128"
srch="128"/>
ズームにはソース画像の中心、高さ128ピクセル、幅128ピクセルの正方形の領
域を選択しています。この正方形が、高さ256ピクセル、幅256ピクセルの表示
ウィンドウ全体に表示されます。次の図は、このズームの様子を示しています。
画像の一部へのズームイン

このズームエフェクトは、destination領域を指定していないため、ズームした
画像は表示ウィンドウ全体に表示されます。また、desitination座標を使用して
（dstx、dsty、dstw、dsth）表示ウィンドウの一部を指定することもできます。

画像の上をパンする
画像の上をパンするには、ソース画像の一部を表示し、次に<viewchange/>を
使用してソース画像のほかの部分に移動します。以下は、高さ256ピクセル、幅
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256ピクセルのウィンドウに表示されるRealPixプレゼンテーションの例です。
ソース画像も、高さ256ピクセル、幅256ピクセルです。
<fadein start="1" duration="3" target="2"/>
<viewchange start="4" duration="3" srcx="0" srcy="0" srcw="128" srch="128"/>
<viewchange start="7" duration="3" srcx="128" srcy="0" srcw="128"
srch="128"/>
このプレゼンテーションでは、画像をフェードインして、左上の4分の1にズー
ムインし、次に右上の4分の1にパンします。各エフェクトの完了に3秒かかりま
す。次の図は、この動きの様子を示しています。
画像にズームインして、画像の上をパンする

このパンエフェクトでは表示領域のサイズを指定していないので、ソース画像
が表示ウィンドウ全体に収まります。また表示座標（dstx、dsty、dstw、dsth）
を使用して、表示ウィンドウの一部を指定することもできます。

画像のサイズと配置の定義
RealOne PlayerはRealPixスライドショーを再生する際、<head/>タグによって定
義されたサイズにメディア再生ペインが広がります。基本的なスライドショー
のようなシンプルなプレゼンテーションを作成する場合は、表示領域にフェー
ドインまたはフェードアウトで画像を表示することができます。画像は表示領
域と同じ大きさで表示されます。大きい画像の場合は縮小され、小さい画像の
場合は拡大されます。
しかし、ソース画像の一部のみの表示や、2つの画像を並べて表示させたい場合
があるかもしれません。RealPixは、ソース画像の一部を表示領域に指定するこ
とができます。同じく、表示領域における画像のサイズと配置を定義できます。
これらがどのように機能するかを理解するために、以下を念頭において下さい。
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ソース画像
スライドショーで使用される画像のことです。例えばプレゼンテーションで、
一度に1つだけソース画像を表示したり、複数のソース画像をチェッカーボード
パターンのようにアレンジして配列することもできます。

ソース領域
ソース画像の表示対象部分です。例えば、ソース画像の上半分のみをウィンド
ウに表示することができます。ソース領域は、ソース画像に変更を加えずに、
RealPixスライドショーで表示できるソース画像の領域を制御します。

表示領域
プレゼンテーションが再生されるRealOne Playerのメディア再生ペインの部分
です。「プレゼンテーションの表示サイズの設定」で記述されているように、
<head/>タグで表示領域の大きさを設定します。

表示領域
領域の左上4分の1のような、ソース領域が表示される表示領域の1部。表示領域
は、ソース領域と同じサイズである必要はありません。

ソース領域、表示領域属性を定義する
ソース画像または表示領域の一部を使用するために、ソース領域、表示領域、
あるいは両方をエフェクトタグに定義します。これを定義するには、以下の属
性を使用します。

属性

ソース領域、表示領域の属性
定義

dsth

表示領域の高さをピクセル単位で設定

dstw

表示領域の幅をピクセル単位で設定

dstx

水平座標で、表示領域の左上角をあらわす座標をピクセル単位で設定

dsty

垂直座標で、表示領域の左上角をあらわす座標をピクセル単位で設定

srch

ソース領域の高さをピクセル単位で設定

srcw

ソース領域の幅をピクセル単位で設定

srcx

水平座標で、ソース領域の左上角をあらわす座標をピクセル単位で設
定

srcy

垂直座標で、ソース領域の左上角をあらわす座標をピクセル単位で設
定

オフセット属性(dstx、dsty、srcx、srcy)は、デフォルトを0（ゼロ）とします。
表示領域のサイズ属性（dstw、dsth）はソース画像または表示ウィンドウの幅
と高さをデフォルトとします。ソース領域のサイズ属性（srcw、srch）はソー
ス画像または表示ウィンドウの幅と高さをデフォルトとします。タグにsource
属性を設定していない場合は、全てのソース画像に適用されます。タグに
destination属性を設定しない場合は、選択されたイメージ部分が表示領域全体
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を満たします。
メモ
aspect 属性は、ソース領域と表示領域が異なる縦横比の場合にイメージを
どのように表示するかを決定します。詳細は 126 ページの「画像の縦横比の
設定」に記述されています。

表示領域全体にイメージの一部を表示する
次の例では、ソース画像と表示領域ともに、高さ256ピクセル、幅256ピクセル
になります。ソースタグによって、ソース画像を4つに分割した左上の部分が表
示領域に表示されています。ソース領域は縦横2倍に拡大されています。表示領
域にはデフォルトのサイズが適用されるため、表示領域の座標を指定する必要
はありません。
ソース画像の一部が表示領域全体に表示された例

例えば、フェードでこのイメージを表示するために <fadein/>タグにsource属
性を設定します。
<fadein start="4" duration="3" target="2" srx="0" srcy="0" srch="128"
srcw="128"/>

イメージ全体を表示領域の一部に表示する
次に例では、ソース画像が表示領域を4つに分割した右上の部分に表示されてい
ます。ソース画像のサイズは縦横半分になります。ソース座標は指定されてい
ないので、ソース画像全体が表示領域に表示されます。
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ソース画像全体が表示領域の一部に表示された例

例えば、背景を塗りつぶしたあと表示領域にイメージをワイプする場合は、、
<fill/>タグのうしろにdestination属性を設定した<wipe/>タグを設定します。
<fill color="#E7651A" start="9"/>
<wipe type="push" direction="down" start="10" duration="3" target="2"
dstx="128" dsty="0" dsth="128" dstw="128"/>

ソース画像の一部を表示領域の一部に表示する
この例では、ソース画像の一部が少し拡大されて、表示領域に表示されていま
す。この場合、ソース座標と表示座標の長方が指定され、ソース領域と表示領
域が定義されています。
ソース画像の一部が表示ウィンドウの一部に表示された例

例えば、フェードでこのイメージを表示するために、<fadein/>タグにsource
属性とdestination属性を設定します。
<fadein start="1" duration="2" target="5" srx="0" srcy="0" srch="128"
srcw="128"dstx="64" dsty="32" dsth="192" dstw="192"/>
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RealPix の例
このセクションは、RealPixプレゼンテーション作成のプロセスをステップ・バ
イ・ステップで説明します。ここを読む前に、118ページの「RealPixの帯域幅
の管理」を読んでください。RealPix サンプルファイルは、9ページの「本書を
コンピュータにダウンロードする方法」に記述されているこのガイドのHTML
バージョンをダウンロードして入手できます。

手順 1：使用する帯域幅を決定する
：使用する帯域幅を決定する
5つのイメージを含むRealPixスライドショーと、3分のRealAudioバックグラウン
ドミュージッククリップと組み合わせてプレゼンテーションを作成します。ス
ライドショーとオーディオが1〜1分半後に終了し、56Kbpsダイアルアップモデ
ムの視聴者がアクセス可能であることを想定します。35ページの「最大ストリ
ーミングレート」によれば、34KbpsがRealAudioとRealPixが利用できる帯域幅
です。

RealAudio のストリーミングレートを選択する
最初のステップでRealAudioの帯域幅を決定します。Helix ProducerでRealAudio
クリップをエンコードするとき、RealAudioの帯域幅を下げるオプションを使用
し、56Kbpsモデムの視聴者のために32Kbpsから20Kbpsに設定を変更します。
（Helix Producer Plusを持っていれば、どんなレートにでもを変更が可能です。）
RealAudioが20Kbpsの場合、RealPixスライドショーは14Kbps（34-20=14）の利
用可能な帯域幅をもちます。
もし、Helix Universal Serverからストリーミングすることを計画するなら
SureStreamのRealAudioを使用し、高い帯域幅の試聴者のために、1つまたはそれ
以上の帯域を選択することができます。これは、より速い視聴者にもっと良い
オーディオ品質を提供することができます。ただし、Webサーバを使用する場
合は、SureStreamを使用することはできません。
メモ
RealOne Player でクリップを開いて、View>Clip>Clip Source コマンドで、オ
ーディオクリップのストリーミングビットレートと初期バッファリング（プリロー
ル）の時間を確認することができます。
追加情報
ターゲットとする視聴者のために RealAudio のストリーミングビットレートを修
正する方法は、Helix Producer ユーザーガイドあるいはオンラインヘルプを
参照してください。

画像の帯域幅の必要条件を決定する
計画したタイムラインが実行可能であるかどうか、イメージの大きさを合計し
て、RealPix画像のターゲットビットレートを確認します。
以下が使用するイメージであると想定します。
frog.jpg
tiger.jpg
cows.jpg
elephant.jpg
hippo.jpg

24 Kbytes
39 Kbyes
55 Kbyes
38 Kbyes
38 Kbyes
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タイムラインは90秒で、14Kbpsでプレゼンテーションをストリーミングします。
これは、スライドショーが1260Kbits（90×14）の画像データをストリームでき
ることを意味します。これは157.5Kbytes（1250/8）に等しくなります。画像の
合計は194Kbytesになるので、プリロールがかなり長くなります。プリロールを
少なくするために、タイムラインを長くするか画像のファイルサイズを減らし
ます。画像を、切り取り、サイズ変更、高いJPEG圧縮などを行うことでファイ
ルサイズを修正します。
frog.jpg
tiger.jpg
cows.jpg
elephant.jpg
hippo.jpg

20 Kbyes
35 Kbyes
45 Kbyes
31 Kbyes
31 Kbyes

11.4 秒のストリーム
20 秒のストリーム
25.7 秒のストリーム
17.7 秒のストリーム
17.7 秒のストリーム

現在、画像の合計は162Kbytesなので、ターゲットの157.5Kbytesの許容範囲内で
す。もっと良いタイムラインを計画するために、上の表にあるそれぞれの画像
のストリーム時間が役にたちます。Kbitsの数字を得るには、それぞれのファイ
ルサイズのKbytesに8をかけて、ターゲットとするビットレート（この例では
14Kbps）で割ります。

手順 2：
：RealPix ファイルを書く
帯域幅の問題を解決したら、RealPixファイルを記述します。もし、それぞれの
画像のストリームにどれぐらい時間がかかるかを知っていれば、プリロールを
可能な限り少なく抑えるようにRealPixタイムラインで調整することができま
す。最初に小さい画像をストリームして、それが前の画像の後にすぐに表示さ
れないようにそれぞれのイメージの間隔をあけるための目安となります。次の
タイムラインは小さい画像から大きい画像に順番にストリームします。
start="0"
start="20"
start="40"
start="60"
start="80"

frog.jpg
elephant.jpg
hippo.jpg
tiger.jpg
cows.jpg

20 Kbyes
31 Kbyes
31 Kbyes
35 Kbyes
45 Kbyes

11.4 秒のストリーム
17.7 秒のストリーム
17.7 秒のストリーム
20 秒のストリーム
25.7 秒のストリーム

プレゼンテーションが始まるとすぐに、最初の画像（frog.jpg）が表示されるよ
うに予定されているので、RealOne Playerに最初の画像がストリームするには、
少なくとも11.4秒のプリロールが発生します。ただし、下にあるように、イメ
ージが表示される前に、サウンドトラックを開始することでこの遅延を隠蔽す
ることができます。
ヒント
個々のストリーミング時間は、タイムラインを作成する上での目安に過ぎませ
ん。もし、画像が 20 秒のストリーミング時間をもっている場合でも、他の画像
の 15 秒後に表示することができます。Helix Universal Server は必要であれ
ばプレゼンテーションのプリロールを長くして、イメージが表示される前に
RealOne Player に画像データのすべてをストリームします。
次のRealPix マークアップは、300×300ピクセルの表示領域を作成し、14Kbps
のストリーミングビットレートを設定し、90秒の再生継続時間を示し、4秒のフ
ェードでそれぞれのイメージを表示します。Helix Universal Serverからストリー
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ミングする際は、<image/>タグにサイズパラメータを必要とはしませんが、
Webサーバからの配信を可能にするために設定しています。
<imfl>
<head title="My RealPix Slideshow"
author="Jane Morales"
copyright="(c)2002 RealNetworks Media Productions"
background-color="black"
timeformat="dd:hh:mm:ss.xyz"
duration="90"
bitrate="14336"
width="300"
height="300"
url=http://www.real.com
aspect="true"/>
<image handle="1" name="frog.jpg" size="20480"/>
<image handle="2" name="elephant.jpg" size="31744"/>
<image handle="3" name="hippo.jpg" size="31744"/>
<image handle="4" name="tiger.jpg" size="35840"/>
<image handle="5" name="cows.jpg" size="46080"/>
<fadein start="0" duration="4" target="1"/>
<fadein start="20" duration="4" target="2"/>
<fadein start="40" duration="4" target="3"/>
<fadein start="60" duration="4" target="4"/>
<fadein start="80" duration="4" target="5"/>
</imfl>

手順 3：
：SMIL ファイルを記述する
RealPixスライドショーをRealAudioサウンドトラックと組み合わせるために、全
体のプレゼンテーションを定義するSMILファイルを書きます。RealPixは、
RealPlayerの以前のバージョンと互換性があるので、SMIL2.0の拡張された機能
を必要としない限り、SMIL1.0を使用します。これで多くの視聴者を保証でき
ます。次のサンプルでは、SMIL1.0ファイルでRealPixスライドショー
（slideshow.rp）とRealAudioクリップ（soundtrack.rm）を同時に再生しています。
<smil>
<head>
<meta name="title" content="My RealPix Slideshow"/>
<meta name="author" content="Jane Morales"/>
<meta name="copyright" content="(c)2002 RealNetworks Media
Productions"/>
</head>
<body>
<par endsync="id(pix)">
<audio src="rtsp://helixserver.company.com/soundtrack.rm"/>
<ref src="rtsp://helixserver.company.com/slideshow.rp" id="pix"
begin="15s"/>
</par>
</body>
</smil>
このSMILファイルで、RealPixスライドショーが終了するとき、<par>タグの
endsync属性でRealAudioサウンドトラックの再生を止めます。 スライドショー
の <ref/>タグのbegin="15s"の属性で、サウンドトラックの再生が開始されてか
ら15秒後にRealPixプレゼンテーションの再生を開始します。Helix Universal
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Serverは、RealPixスライドショーのプリロールをその間に行います。これは、
全てのプレゼンテーションを、より早く再生を開始するために役にたちます。
ヒント
常に実際のストリーミング環境でプレゼンテーションをテストすることが重要
です。これは、プレゼンテーションを一層効率化するために、タイミングパラ
メータの修正が必要になるかもしれません。
追加情報
SMIL1.0 の情報は、RealSystem iQ プロダクションガイド Release 8
（http://service.jp.real.com/help/library/encoders.html）を参照してください。
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第8章
章
SMIL の基本
同時に再生されるビデオとストリーミングテキストのような、ストリーミング
プレゼンテーションが複数のクリップを含む場合、Syncronized Multimedia
Integration Language(SMIL)を使用してパーツを組み立てます。SMILは「スマイ
ル」と発音し、クリップの再生方法および再生時間を指定するためのシンプル
で強力なマークアップ言語です。この章ではSMILの紹介と、その利点および文
法について紹介します。
ヒント
SMIL の基本機能の入門として、
http://service.jp.real.com/help/library/encoders.htm からストリーミングメディ
ア入門をダウンロードしてください。
追加情報
SMIL の基本を習得したならば、SMIL をファイルを記述する際、454 ページ
の「付録 D：SMIL タグリファレンス」を参照してください。

SMIL について
World Wide Web Consortium（W3C）で勧告されたSMILは、ストリーミングメ
ディアクリップの時間指定とクリップを制御するための標準マークアップ言語
として設計されています。HTMLがWebブラウザーに対して動作するのと同様
にSMILはメディアプレイヤーに対して動作します。また、HTMLマークアップ
が全てのブラウザーで表示されるのと同様に、標準化されたSMIL言語はメディ
アプレイヤー間での相互互換性を促進します。公式なSMIL2.0の規格は、以下
のW3CのWebサイトで見ることができます。
http://www.w3.org/TR/smil20/
追加情報
他のプレイヤーのサポートに関しては、151 ページの「SMIL ベースのプレイ
ヤー間の相互互換性」を参照してください。

SMIL を使う利点
SMILを使用すると、JavaScriptのようなスクリプト言語を使用せずに、複合的
なメディアプレゼンテーションを作成することが可能です。スクリプティング
が必要ないので、SMILプレゼンテーションをWebページに埋め込む必要はあり
ません。さらにSMILプレゼンテーションは、ブラウザが提供されていないコン
シューマーデバイス上のRealOne Playerで再生することができます。以下に
SMILを使う主要な利点を説明します。
•

様々なサーバーに存在するクリップが使用可能
SMIL ファイルはそれぞれのクリップに別々の URL をリストするので、
任意のサーバー上にあるクリップを 1 つのプレゼンテーションに配置で
きます。たとえば、Helix Universal Server 上にあるビデオクリップと Web
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サーバーにあるイメージクリップを使うことができます。SMIL を使うこ
とによって、複数のクリップを 1 つのストリーミングクリップに合体させ
る必要はなくなります。
•

プレゼンテーションのレイアウト
RealVideo クリップと同時に再生される RealText で記述されたサブタイト
ルなどのように、複数のクリップを含むプレゼンテーション場合、様々な
クリップを配置するために SMIL を使います。

•

プレゼンテーションの時間指定と制御
SMIL はプレゼンテーションのタイムラインを簡単に操作できる強力な時
間指定機能を提供します。たとえば、エンコードされたクリップを変更す
ることなく、同期を保ったままオーディオクリップを内部タイムラインの
2.5 秒目から再生できます。

•

透明なクリップの重ね合わせ
RealNetworks 社の提供する SMIL 拡張機能を使用することによって、クリ
ップに透明度を設定しお互いに重ね合わせることが可能です。例えば、不
透明な画像をビデオの上に重なる半透明なロゴに変更することが可能で
す。

•

インタラクティブ マルチメディア プレゼンテーションの作成
SMIL の高度な機能を使用することによって、視聴者がボタンをクリック
するごとに異なるクリップを再生するオーディオあるいはビデオジュー
クボックスのようなインタラクティブ メディア プレゼンテーションを
簡単に作成できます。

•

Web ページへのリンク
SMIL のハイパーリンク機能を使用すると、ストリーミングプレゼンテー
ションを他のストリーミングクリップまたは Web ページにリンクするこ
とが可能です。プレゼンテーション再生中の任意の時間に自動的に Web
ページを表示したり、視聴者がリンクをクリックした時だけ Web ページ
を表示することが可能です。

•

視聴者ごとに異なるプレゼンテーションの配信
SMIL は言語設定または利用可能な帯域などの基準に基づいて、視聴者ご
とに異なるクリップを配信することができます。これにより複数のクリッ
プを作成する場合、Web ページにはリンクが 1 つだけあればよいことに
なります。視聴者がリンクをクリックした時、RealOne Player は SMIL フ
ァイルのオプションを解析し、適切なプレゼンテーションを選択します。
メモ
SureStream 技術も 1 つのクリップで複数の接続帯域幅をサポートします。詳
細は 37 ページの「SureStream の RealAudio および RealVideo」を参照してく
ださい。

•

特殊効果の表示
SMIL のトランジションエフェクトおよびアニメーションを使用すること
によって、フェードしながら他のクリップに切り替わる、あるいはスクリ
ーン上を移動するクリップなどのような特殊効果を作成できます。これに
よって、ストリーミングクリップを変更することなく、上級者用のビデオ
編集プログラムで使用される特殊効果を適用することが可能になります。
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•

カスタマイズされたプレゼンテーションの提供
SMIL ファイルは単純なテキストファイルなので、視聴者ごとに自動生成
が可能です。したがって、視聴者ごとにカスタマイズされた SMIL ファイ
ルを構成し、異なるプレゼンテーションを作成することが可能です。

•

プレゼンテーションへの広告の挿入
プレゼンテーションに広告を挿入するため Helix Universal Server の広告挿
入機能と SMIL を使用できます。Helix Universal Server は RealVideo や Flash
フォーマットでのメディア広告と同様に画像のバナー広告を配信可能で
す。

SMIL 1.0 および 2.0
SMIL1.0は1998年に発表されました。SMIL2.0は2001年に導入され、SMIL1.0の
機能を拡張してアップデートされたものです。RealOne PlayerはSMIL1.0と
SMIL2.0を再生できます。ただし、RealPlayerG2、RealPlayer7、RealPlayer8が再
生できるのはSMIL1.0ファイルのみです。これらのバージョンが古いRealPlayer
でSMIL2.0のファイルを受け取る場合、プレゼンテーションを再生する前に
RealOne Playerにオートアップデートされます。しかし、368ページの「SMIL1.0
と2.0を組み合わせる」で記述しているようにRealPlayer 7または8で再生する
SMIL1.0ファイルにSMIL2.0の機能を追加することができます。
メモ
本ガイドは SMIL2.0 についてのみ記述しています。SMIL1.0 については
「RealSystem iQ Production Guide for Release 8」を参照してください。

SMIL 2.0 のモジュール
SMIL2.0は、タイミングおよびハイパーリンクなどの数多くの機能領域を定義
しています。各機能領域は1つ以上のモジュールに分解されます。次に、各モジ
ュールはいくつかの属性と値を定義します。以下の表は全てのSMIL2.0のモジ
ュールを示し、それらに対するRealOne Playerのサポート状況を示しています。
SMIL2.0の規格に詳しいのであれば、この情報は役に立つでしょう。ただし、
RealOne Playerで再生されるSMIL2.0のプレゼンテーションを作成するためには、
この情報を知る必要はありません。

機能領域
時間設定

SMIL2.0でサポートされるモジュール
でサポートされるモジュール
モジュール
サポート
AccessKeyTiming
はい
BasicInlineTiming
はい
BasicTimeContainers
はい
EventTiming
はい
ExclTimeContainers
はい
FillDefault
はい
MediaMarkerTiming
はい
MinMaxTiming
はい
MultiArcTiming
はい
RepeatTiming
はい
RepeatValueTiming
はい
RestartDefault
はい
RestartTiming
はい
SyncbaseTiming
はい
SyncBehavior
はい
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参照ページ
277 ページ
248 ページ
194 ページ
268 ページ
203 ページ
264 ページ
280 ページ
252 ページ
271 ページ
254 ページ
272 ページ
280 ページ
280 ページ
272 ページ
196 ページ
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SyncBehaviorDefault
SyncMaster
TimeContainerAttributes
WallclockTiming
TimeManipulations
BasicAnimation
SplineAnimation
BasicContentControl
CustomTestAttributes
PrefetchControl
SkipContentControl
AudioLayout
BasicLayout
HierarchicalLayout
MultiWindowLayout
BasicLinking
LinkingAttributes
ObjectLinking
BasicMedia
BrushMedia
MediaAccessibility
MediaClipping
MediaClipMarkers
MediaDescription
MediaParam
Metainformation
Structure
BasicTransitions
InlineTransitions
TransitionModifiers

はい
いいえ
はい
はい
はい（アニメー
ションだけ）
はい
いいえ
はい
いいえ
はい
はい
はい
はい
はい
はい
はい
はい
いいえ
はい
はい
はい
はい
はい
はい
はい
はい
はい
はい
いいえ
はい

202 ページ
なし
258 ページ
280 ページ
355 ページ
338 ページ
なし
356 ページ
なし
379 ページ
なし
230 ページ
210 ページ
233 ページ
218 ページ
283 ページ
291 ページ
なし
161 ページ
164 ページ
190 ページ
249 ページ
280 ページ
187 ページ
162 ページ
なし
152 ページ
311 ページ
なし
329 ページ

SMIL2.0 のプロファイル
SMILはまた、アプリケーションがサポート可能なモジュールの集合であるプロ
ファイルを定義しています。RealOne Playerは、前のセクションでリスト表示さ
れているSMILモジュールのほとんどを含む、SMIL2.0 Language Profileをサポー
トしています。他の主要なプロファイルとしては、モバイルフォンまたはポー
タブルディスクプレイヤーのような主に小型デバイスに対して設計された
SMIL2.0 Basic Profileがあります。SMIL2.0 Basic Profileは以下のモジュールのみ
をサポートしています。
BasicContentControl
BasicInlineTiming
BasicLayout
BasicLinking
BasicMedia
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BasicTimeContainers
MinMaxTiming
RepeatTiming
SkiPContentControl

SMIL ベースのプレイヤー間の相互互換性
SMILは標準マークアップ言語なので、メディアクリップを組み立てるための手
段として全てのメディアプレイヤーはSMILを採用することが可能です。これに
よって、SMILベースのメディアプレイヤー間での操作性は同じになりますが、
RealOne Playerに対して作成された全てのプレゼンテーションがそのまま他の
SMILベースのプレイヤーで再生できることを意味するわけではありません。

SMIL のバージョン
SMIL1.0とSMIL2.0は著しく異なります。SMIL2.0をサポートするほとんどのプ
レイヤー（RealOne Playerも含む）はSMIL1.0ファイルを再生可能ですが、
SMIL1.0だけをサポートするメディアプレイヤー（RealPlayer G2、RealPlayer 7、
RealPlayer 8を含む）はSMIL2.0のコンテンツを再生できません。対象とするメ
ディアプレイヤーがSMIL1.0、SMIL2.0あるいは両方をサポートするのかを確認
してください。

SMIL のプロファイル
150ページの「SMIL2.0のプロファイル」で記述したように、SMILベースのメ
ディアプレイヤーは異なるSMILプロファイルをサポート可能です。より小さい
モジュールセットのSMIL2.0 Basic Profileだけをサポートするメディアプレイ
ヤーは、より強力なSMIL2.0 Language Profileで定義されている全ての属性を扱
うことができません。したがって、RealOne Player用に作成されたプレゼンテー
ションはSMIL2.0 Basic Profileに基づくプレイヤーでは、その全ての機能を再生
できない場合があります。
ただし、SMIL2.0 Basic Profileに基づくプレイヤーはサポートしていないSMIL
属性を単に無視するだけです。

クリップのサポート
SMILは異なるタイプのクリップを統合しますが、プレイヤーのSMILサポート
状況に関わらず、各SMILベースのメディアプレイヤーはプレゼンテーションの
クリップの再生が可能である必要があります。たとえば、RealAudioおよび
RealVideoクリップはRealPlayerまたはRealOne Playerでだけ再生できるフォーマ
ットです。また、QuickTimeクリップはQuickTime Playerでだけ再生されます。
相互互換性を保つためには、対象とするメディアプレイヤー全てで再生可能な
クリップをストリームする必要があります。
ヒント
プレイヤーでクリップを開くことによって、メディアプレイヤーがそのタイプの
クリップをサポートしているかを見分けることが可能です。クリップが再生され
るのであれば、プレイヤーに対してそのタイプのクリップをストリームできま
す。

メディアプレイヤーの起動方法
視聴者は通常、特定のプレイヤーをスタートさせるように設定されたWebペー
ジのハイパーリンクを通してストリーミングメディアプレゼンテーションを起
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動します。
RealOne Playerを起動するWebページはSMILファイルではなく、Ramファイル
（拡張子は.ram）へリンクします。直接SMILファイルへリンクする場合、拡張
子が.smilのファイルを扱うようにブラウザーに登録されたアプリケーション
が起動し、プレゼンテーションの再生を試みます。しかし、起動されたアプリ
ケーションが対象とするメディアプレイヤーではない場合があるので、この方
法は推奨しません。
ヒント
1 つの SMIL ファイルを複数のメディアプレイヤーで再生する場合でも、それ
それ対象とするメディアプレイヤーごとの別々の Web ページハイパーリンク
を作成することを RealNetworks 社では推奨します。これによって、視聴者は
使用したいメディアプレイヤーを決定できます。
追加情報
Web ページのハイパーリンクから RealOne Player をスタートさせる方法につ
いては、411 ページの「Ram ファイルで RealOne Player を起動する」を参照し
てください。

SMIL ファイルの作成
このセクションでは、SMILプレゼンテーションを作成する時に従う必要のある
ルールを紹介して、SMILマークアップの基本を説明します。HTMLのような他
のWebベースのマークアップ言語に慣れているならば、すぐにSMILを習得でき
ます。
しかし、SMILはHTMLほど寛大ではないでの、注意する必要があります。HTML
マークアップでの記述ミスは問題にならない場合がありますが、たとえば、
SMILではクォーテーションマーク、スラッシュあるいは終了タグの記述を忘れ
ると正常に動作しません。
ヒント
プレーン テキスト ファイルを保存可能なエディターを使い SMIL ファイルを
作成可能です。ファイルの拡張子には.smil を使用してください。ファイル名
にはスペースを含めないでください。
追加情報
多くの Web サーバーで、大きい SMIL ファイルのために GZIP エンコーディ
ングを使用することができます。詳細は 427 ページ「大きなテキストファイル
のための GZIP エンコーディング」を参照してください。

SMIL2.0 タグおよび名前空間
ルール1：本書で記述されているように、
タグにはSMIL2.0の
のXML名前
名前
ルール ：本書で記述されているように、<smil>タグには
：本書で記述されているように、
タグには
空間を記述する必要がります。
SMILファイルは、<smil>タグで始まり</smil>タグで終了します。開始タグが
<smil>だけである場合、そのファイルはSMIL1.0になります。
<smil>
...This is SMIL 1.0 markup...
</smil>
SMIL2.0ファイルを作成して、本書で記述されているSMILの機能を全て使うた
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めには、<smil>タグは以下のように記述する必要があります。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
...This is SMIL 2.0 markup...
</smil>
SMILはExtensible Markup Language（XML）に基づいているので、標準またはカ
スタマイズされたマークアップ言語をいくつでも定義できる手段を提供してい
ます。このxmlns属性は上に示したようにXML名前空間を定義します。この名
前空間はただ1つの目的をもっていて、RealOne PlayerにファイルがSMIL1.0では
なくSMIL2.0であることを指示します。この名前空間が固有であることを保証
するためだけにURL形式で名前空間の識別をします。RelaOne PlayerはURLにア
クセスはしません。

ヘッダーおよびボディ部分
ルール2：
のボディ部分は必要ですが、ヘッダー部分は必ずしも必要では
ルール ：SMILのボディ部分は必要ですが、ヘッダー部分は必ずしも必要では
ありません。
ありません
<smil>と</smil>タグの間で、SMILファイルはヘッダーとボディ2つの基本的な
部分に分けられます。以下に示すようにヘッダーは<head>と</head>タグ間で
定義され、ボディ部分は<body>と</body>タグの中に含まれます。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
...optional section with all header markup...
</head>
<body>
...required section with all body markup...
</body>
</smil>
オプションのヘッダー部分はプレゼンテーションの情報、レイアウトの作成、
繰り返し使用される機能を定義するために使われます。たとえば、黒い画面に
フェードするトランジションをプレゼンテーションに含めるには、最初にヘッ
ダー内にトランジションタイプを定義します。ヘッダーにはプレゼンテーショ
ンのフォームを定義すると考えてください。
非常に簡単なSMILファイルではヘッダーは必要ないので、ヘッダー部分はオプ
ションです。たとえば、以下のSMILプレゼンテーションでは、3つのオーディ
オクリップを単に順番に再生しています。プレゼンテーションには情報を提供
するヘッダー部分を記述できますが、レイアウトまたはヘッダーで定義しなけ
ればならない他の機能を記述する必要はありません。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<body>
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/one.rm"/>
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/two.rm"/>
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/three.rm"/>
</body>
</smil>
必須であるボディ部分の中には、プレゼンテーションのタイムラインを作成し、
再生したいクリップをリストします。ボディ部分の中でヘッダーで定義した機
能を適用します。たとえば、ヘッダーで定義した黒い画面へフェードするトラ
ンジションをボディでリストしたクリップに適用します。ボディではプレゼン
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テーションのコンテンツとタイムラインを定義すると考えることができます。
ヘッダーとボディはそれぞれサブセクションを持つ場合があります。たとえば、
ヘッダーは<layout>および</layout>で定義されたレイアウト部分をもつ場合
があり、ボディ部分は同時再生するクリップを定義するために<par>と</par>
タグを使用する場合があります。本書の他の章では、ヘッダーとボディ部分に
記述することが可能なタグについて説明します。

タグ、属性および値
SMILファイルのヘッダーとボディには以下の形式のタグを記述します。
<tag attribute="value"/>
山括弧とクロージングスラッシュのほかに、SMILタグには3つの基本部分があ
ります。
tag

タグの名前は左側の山括弧のすぐ後にきます。いくつか
のタグは<body>タグのように名前だけから成ります。属
性をもつタグもあります。

attribute

各属性は、タグの各動作を定義します。タグに複数の属
性がある場合、その順番は関係ありません。

"value"

ほとんどのSMIL属性は属性の後にイコール記号（=）でダ
ブルクォテーションで囲んだ値を記述します。あらかじ
め定義された値のリストから選択する場合もあります。
それ以外の場合は自分自身で値を定義します。

ルール3：タグと
ルール ：タグと属性には小文字またはキャメルケースのテキストを使用する
：タグと属性には小文字またはキャメルケースのテキストを使用する
SMILタグと属性は小文字でなければなりません。複合語で構成される属性ある
いは定義済みの値の場合、最初の単語の後のすべての最初の文字は一般的に大
文字になります。たとえば、soundLevel、whenNotActiveなど。これは「キャ
メルケース」と呼ばれています。
root-layoutなど、ハイフンでつながれている属性もあります。これらの属性は
SMIL1.0から引き継がれています。これらは一貫性を保たれています。たとえ
ば、新しいSMIL2.0属性であるaccesskeyなどは、HTML4.0およびその規格と互
換を保つため大文字は使われていません。
ルール4：属性値はダブルクォーテーションで囲む必要がある
ルール ：属性値はダブルクォーテーションで囲む必要がある
region=”video_region”の中のvideo_regionなどの属性値は、ダブルクォテーシ
ョンで囲む必要があります。クォーテーションマークと値の間には空白をいれ
ないようにします。
ルール5：ファイル名とパスの大文字、小文字はそのままでなければいけない
ルール ：ファイル名とパスの大文字、小文字はそのままでなければいけない
クリップソースタグ内のパスとファイル名は大文字、小文字、あるいはそれら
の混合で記述できます。たとえば、以下の例のように、パスとファイル名は大
文字、小文字がすべて許されます。
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/song.rm"/>
<audio src="rtsp://helixservererver.Example.com/Song.rm"/>
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/SONG.rm"/>
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しかし、タグ内のパスとファイル名はサーバー上のOSで表現されるパスとファ
イル名に完全に一致する必要があります。たとえば、もしクリップの実際のフ
ァイル名がSONG.rmである場合には、以下のタグは動作しません。
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/song.rm"/>

バイナリタグと単一タグ
ルール6：すべてのタグは終了タグあるいは、フォワードスラッシュで閉じる
ルール ：すべてのタグは終了タグあるいは、フォワードスラッシュで閉じる
必要がある
バイナリタグと呼ばれるSMILタグには、相当する終了タグがあります。たとえ
ば、<body>タグには終了タグ</body>があります。終了タグが無いタグは単一
タグと呼ばれ、以下の例のようにフォワードスラッシュで閉じる必要がありま
す。
<audio src="first.rm"/>
警告
クロージングスラッシュが必要にもかかわらず忘れたり、あるいは必要ないの
に入れたりするのは、SMIL ファイルを作成する時に最も起こしやすいエラ
ーです。単一タグにはクロージングスラッシュを含め、バイナリタグのペアで
はクロージングスラッシュを除くように常に注意してください。

単一タグからバイナリタグへの変更
SMILタグの中には、動作方法によってバイナリあるいは単一タグになるものが
あります。たとえば、単一タグ<video/>はビデオクリップを再生します。
<video ...specifies a video to play, and closes with a forward slash... />
オプションでビデオ上の任意の領域に重なるホットスポットを作成できます。
ホットスポットを作成するには、以下の例のように<area/>タグで囲むために
<video/>タグを単一タグからバイナリタグに変更します。
<video ...specifies a video to play, and uses an end tag... >
<area ...defines an image map, and closes with a forward slash... />
</video>
本書は単一およびバイナリになることが可能なタグと、単一タグあるいはバイ
ナリタグを使う条件について説明します。

SMIL の推奨事項
以下の推奨事項は制約ではありませんが、SMILマークアップの構築と、理解し
やすくするための助けになるでしょう。
推奨1：
推奨 ：SMILファイルの注釈に
ファイルの注釈にHTMLスタイルのコメントタグを使う。
スタイルのコメントタグを使う。
ファイルの注釈に
HTMLと同様に、SMILには以下の文字で始まるコメントタグがあります。
<!-コメントの終了は以下の文字になります。
-->
コメントの終了にはフォワードスラッシュは含めません。
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<!-- This is a comment -->
コメントは複数行も可能です。またSMILファイルの任意の場所に記述できます。
SMILプレゼンテーションの様々な部分の意味を記述するのにコメントを使用
してください。これによって他の人がプレゼンテーションを簡単に理解できる
ようになります。
推奨2：
ファイルの構造を明確にするためにインデントを使用する。
推奨 ：SMILファイルの構造を明確にするために
ファイルの構造を明確にするためにインデントを使用する。
SMILマークアップをインデントする必要はありませんが、インデントはSMIL
ファイルの構造を理解する助けになります。各インデントのレベルにおいて
TABキーを押してインデントします。たとえば以下のように、グループタグは
ボディタグから1段インデントされて、クリップタグはグループタグから1段イ
ンデントされています。
<body>
<seq>
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/one.rm"/>
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/two.rm"/>
</seq>
</body>

SMIL タグの ID 値
全てのSMILタグは、他のSMIL要素が認識可能なid=”value” 形式のIDを持つこ
とが可能です。IDが必ず必要なSMILタグもあります。たとえば、各レイアウト
領域はクリップを割り当てるために使用するIDを必要とします。他のタグでは、
他のSMIL要素がそのタグに相互作用を及ぼすかかどうかによって、オプション
になります。以下は任意のSMILタグにIDを含める場合の規則と提案です。
•

SMIL ファイル中の全てのタグの全ての ID は固有である必要があります。たと
えば、いくつか<region/>タグを定義した場合、各<region/>タグは固有 ID をも
つ必要があります。<transition/>タグまたは<video/>タグと同じ ID を持つ
<region/>タグは存在してはなりません。

•

全ての SMIL 値と同様に、ID は大文字と小文字を区別します。たとえば、ID
属性 id=”videoregion”と id=”videoRegion” は異なります。混乱をさけるため
常に ID を小文字で記述することは良い考えです。

•

ID 値には空白のある単語を使用しないでください。2 つ以上の単語を ID に使
うときは、単純に単語をつなぐかアンダーバーやハイフンでつなぎます。たと
えば、videoregion や video-region や video_region のように記述します。

•

ID の最初の字は文字、コロンまたはアンダーバーで開始できます。数字やアン
パサンドのような特殊な文字は使えません。しかし、2 番目以降の文字には、
数字と特殊文字が使用できます。たとえば、id=”video3”は使用できますが、
id=”3video”は使用できません。

•

ID には最小文字数、最大文字数の制限はありません。

•

系統だてて ID の指定を適用すると便利です。たとえば、全ての領域の ID に対
して_region という接尾語を使用したり、あるいは全てのトランジションエフ
ェクトには transition_という接頭語を使用します。
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カスタム SMIL 属性の使用
SMILはカスタマイズ可能なので、RealNetworks社はSMIL2.0の機能に多くの拡
張を加えました。ただし、異なるメディアプレイヤー間の衝突の可能性をさけ
るために、拡張の加え方をSMILでは規定しています。カスタマイズされた属性
は常にプレフィックス（接頭語）を持ち、以下のフォームで記述されます。
prefix:attribute="value"
プレフィックスはユーザーが定義しますが、属性は常に事前に定義されていま
す。以下はプレフィックスとしてrnを使ってるRealNetworks社の
backgroundOpacity属性の例です。
rn:backgroundOpacity="50%"
RealOne Playerがこのタグを見つけると、backgroundOpacityは標準のSMIL属性
とは異なるが、正常な属性だと認識します。rnプレフィックスは<smil>タグで
宣言された名前空間に一致させるために使用します。したがって、名前空間は
属性のユーザー定義のプレフィックスを使用する必要があります。SMIL2.0名
前空間にの後に名前空間を付け加えることができます。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions">
RealOne Playerが名前空間を認識する場合、カスタマイズされた属性を適切に扱
うことが可能です。これによってRealNetworks社やサードパーティで開発され
たカスタム属性をRealOne Playerがサポートできるようになります。

RealNetoworks 社の拡張名前空間
RealNetworks社はRealOne Playerで再生するSMILファイルで使用可能な数多く
のカスタム属性を定義しました。これらの属性を使用するためには、<smil>タ
グ内に以下の名前空間を宣言する必要があります。
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
本書では、RealNetworks社の拡張属性のプレフィックスに常にrnを使用します。
異なるプレフィックスを使う場合は、短く簡単な単語、あるいは少ない文字を
使うのが最適です。

システムコンポーネントの名前空間
システムコンポーネント名前空間は、RealOne Playerでのみ再生する要素をマー
クすることができます。これによって、RealPlayer 7や8でだけ再生できる
SMIL1.0のプレゼンテーションにSMIL2.0の要素を追加できます。SMIL2.0の名
前空間とは異なり、この名前空間はcvプレフィックスを使用する必要がありま
す。
xmlns:cv="http://features.real.com/systemComponent"
追加情報
この名前空間の使い方についての詳細は 368 ページの「SMIL2.0 を
SMIL1.0 と組み合わせる」を参照してください。

名前空間についての熟考
カスタム属性に対する名前空間の宣言、プレフィックス使用方法は難しくはあ
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りません。しかし、XMLに詳しくない場合、最初は混乱します。以下のセクシ
ョンはこの問題を理解するためにもう少し詳しく名前空間やプレフィックスに
ついて述べます。しかし、よくわからない場合は、名前空間およびカスタム属
性を定義する時に与えられたプレフィックスを使用して、本書の例にしたがっ
てください。

なぜ SMIL は名前空間を使うのか？
各カスタム属性はユニークな名前空間と結合して定義されるので、たまたま同
じ名前のついた異なる属性をSMILベースのメディアプレイヤーは使用できま
す。ある名前空間で定義されたfindという名前の属性はある機能を実行します
が、別の名前空間で定義された場合、別の機能を実行します。これによって、
属性名の重複に関わらず、異なるパーティがカスタムSMIL属性を作成すること
が可能になります。

なぜプレフィックスを使うのか？
プレフィックスは名前空間と属性を結び付けます。同じSMILファイル中で、異
なる2つのfind属性がある例を考えます。RealOne Playerは特別なfind属性の動作
を解釈する必要があり、その属性はプレフィックスを通して名前空間に一致し
ます。プレフィックスが無いと仮定すると、RealOne Playerはどちらの名前空間
の属性なのかを知ることができません。

なぜプレフィックスはユーザーが定義できるのか？
カスタム属性を開発した団体が特別なプレフィックスも定義した場合、RealOne
Playerが解決できない重複する属性名とプレフィックスが存在する可能性がで
てきます。2つの団体が fd:findという新しいSMIL属性をそれぞれの異なる名前
空間で開発した場合を考えます。プレゼンテーションでこの2つのfd:find属性
を両方使用する場合、RealOne Playerはどちらの属性がどちらの名前空間に属す
るのか知ることができません。
しかし、プレフィックスはユーザーが定義可能なので、たとえば、片方の属性
に対して、xy:findのように変更が可能です。したがって、関連する名前空間で
同じxyプレフィックスを使用すると、RealOne Playerはその名前空間に各find属
性をマッチさせることができます。これによって、各団体が柔軟にカスタム属
性を開発できますが、SMIL作成者にはカスタム属性をプレフィックスを通して
適切な名前空間に確実に一致させる責任があります。

名前空間を定義する時のヒント
•

要約すると、カスタム属性には 3 つの必要なパーツがあります。
• rn のようなユーザーが定義する属性のプレフィックス
• rn:backgroundOpacity="50%"のようなプレフィックスを使う、予め
定義された属性と値のペア
• ユーザー定義のプレフィックスを含む定義された名前空間。以下の
RealNetworks 社の拡張のように、属性は常に名前空間に対して定義
されます。
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
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•

<smil>タグ内で、各名前空間は読みやすいように別の行で宣言できます。SMIL
はテキストを整列させるのに使用する余分なスペース、改行、タブを無視しま
す。<smil>の閉じカッコを最後の名前空間の後に確実に記述してください。

•

名前空間に関連したカスタム属性を使用しない場合でも、<smil>タグに名前空
間を宣言しても大丈夫です。

•

カスタム属性に対するサポートはメディアプレーヤーに組み込まれている必
要があります。他の SMIL ベースのプレーヤーは RealOne Player がサポートす
る同じカスタム属性をサポートしていないかもしれませんし、その逆もありま
す。SMIL ベースのメディアプレーヤーがカスタム属性をサポートしていない
場合は、単にその属性を無視します。

SMIL ソースの閲覧
RealOne Playerには現在のプレゼンテーションのSMILマークアップソースを表
示するView>Clip Sourceコマンドがあります。このコマンドを使用することに
よって、SMILプレゼンテーション組み立て方法を学ぶことができます。プレゼ
ンテーションが保存されているHelix Universal ServerあるいはWebサーバーは
SMILマークアップソースをデフォルトのWebブラウザーで開くHTMLページ
として送ります。
ユーザー名とパスワードを必要とするセキュアなプレゼンテーションでは、
SMILソース情報へのアクセスは拒否されます。Helix Universal Serverの管理者
はSMILソースへのアクセスを拒否、あるいはクリップの完全なパスを隠してソ
ースへのアクセスを許可する場合もあります。アクセスが許可された場合、プ
レゼンテーションの各クリップに対するハイパーリンクを含んだ形で、Webペ
ージはSMILの文法を表示します。リンクをクリックすると、相当するクリップ
の情報、サイズ、バッファー時間、ストリーミングビットレートを新しいWeb
ページに表示します。

SMIL1.0 との再生時における違い
RealPlayer G2、RealPlayer 7、RealPlayer 8で再生できるSMIL1.0のプレゼンテー
ションを作成したことがあるならば、SMIL2.0での変更を理解するのにこのセ
クションは役立ちます。

動作の違い
SMIL2.0の仕様では、SMIL1.0から引き継がれたいくつかの基本的機能の扱いに
関して、RealOne Playerで再生する場合に以下の変更が必要になります。
•

RealOne Player は画像のような内部時間を持たないクリップを実際の時間が 0
秒の再生時間を持つものとして扱います。これは、これらのクリップを表示す
るためには dur または end 属性が必要であることを意味します。再生時間に関
する詳細は 250 ページの「再生時間継続の設定」を参照してください。

•

fill 属性を持たないクリップは、fill=”auto”がデフォルトになります。これは
環境によっては、fill=”remove”あるいは fill=”freeze”と同等です。詳細は 248
ページの「fill の設定」を参照してください。
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<par>グループにおいて、fill=”freeze”属性はグループが終了するまでクリップ
を表示します。グループが終了する時にプレゼンテーションが終了する場合、
SMIL1.0 のようにクリップは表示されたままにはなりません。代わりに、グル
ープがアクティブでなければ、削除されます。グループが終了したときにクリ
ップを表示したままにしたければ、fill=”hold”あるいは erase=”never”をクリ
ップタグで使います。詳細は 261 ページの「プレゼンテーション全体を通した
クリップの表示」を参照してください。

SMIL1.0 ファイルの SMIL2.0 へのアップデート
以前のバージョンのRealPlayerに対するSMIL1.0プレゼンテーションはRealOne
Playerで再生できます。しかし、SMIL1.0のプレゼンテーションをSMIL2.0にア
ップデートしたい場合、SMIL1.0の<smil>タグをSMIL2.0のタグに変更する必要
があります。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
以下の表は、他のSMIL1.0タグおよび属性のそれに相当するSMIL2.0への変更点
のクイックリファレンスです。これらの変更を行うと、他のSMIL2.0の機能を
プレゼンテーションに追加できるようになります。ただし、そのSMILファイル
はRealOne Playerでのみ再生されるようになります。
SMIL1.0から
からSMIL2.0で変更のあったタグおよび属性
で変更のあったタグおよび属性
から
SMIL1.0 の要素
SMIL2.0 のタグまたは属性
参照ページ
レイアウトタグおよび属性
background-color backgroundColor
クリップソースタグおよび属性
?bitrate=nnnn
<param name="bitrate" value="nnnn"
rn:delivery=”server”/>
?reliable=true
<param name="reliable" value="true"
rn:delivery=”server”/>
?bgcolor=RRGGBB <param name="bgcolor" value="RRGGBB"/>
時間設定タグおよび属性
repeat
repeatCount
clip-begin
clipBegin
clip-end
clipEnd
endsync=”id(ID)” endsync=”ID”
ハイパーリンクタグおよび属性
<anchor/>
<area/>
show="new"
external="true" sourcePlaystate="play"
show="pause"
external="true" sourcePlaystate="pause"
target="ID"
URL#ID
スイッチタグ属性
system-bitrate
systemBitrate
system-Language systemLanguage
system-captions
systemCaptions
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第9章
章
クリップソースタグ
オーディオクリップ、ビデオクリップ、テキストクリップなどのプレゼンテー
ション内で再生する全てのクリップに対するソースタグをSMILファイルに追
加します。この章では、RealOne Playerにクリップの存在場所を指示するURLの
書き方を解説しながら、クリップソースタグの基本について説明します。また
背景の透明度のようないくつかの特性の変更についても述べます。

クリップソースタグの作成
プレゼンテーション内でクリップを表示したい場合は、RealOne Playerにクリッ
プの存在場所を指示するクリップソースタグを記述します。ソースタグのURL
はクリップがHelix Universal Server、Webサーバー、あるいは視聴者のローカル
コンピューター上にあることをRealOne Playerに指示します。典型的なクリップ
ソースタグは以下のように記述します。
<audio src="rtsp://helixserver.example.com:554/audio/song1.rm"/>
各クリップソースタグ内で、src属性はクリップの場所を示します。166ページ
の「クリップソースURLの記述」セクションでは、src属性を用いてURLを指定
する方法を説明します。この章の続きで説明するように、クリップソースタグ
はクリップのタイミングやレイアウトをコントロールする他の属性を含むこと
ができます。以下の表はプレゼンテーションで使用できる異なるクリップソー
スタグの一覧です。
クリップソースタグ
クリップタグ
<animation/>
<audio/>
<brush/>
<img/>
<ref/>
<text/>

<textstream/>
<video/>

使用されるクリップ
Flash Player ファイル（.swf）などのアニメーションクリップ
RealAudio（.rm）などのオーディオクリップ
クリップの場所に使用されるカラーブロック（「ブラシオブ
ジェクトの作成」を参照してください。）
JPEG (.jpg)、GIF (.gif)、PNG (.png)（「クリップのストリ
ーミング速度の設定」を参照してください。）
RealPix（.rp）または Ram（.ram）などの種種雑多なクリッ
プタイプ
静的なテキストクリップ（.txt）や、インライン SMIL テキ
スト（「SMIL プレゼンテーションへのテキストの追加」を
参照してください。）
ストリーミングテキストクリップ（.rt）
RealVideo（.rm）などのビデオクリップ

RealOne Playerは違う方法で実際のクリップの種類を判断するので、特定のクリ
ップソースタグを別のクリップに適用しても、クリップの再生には影響を与え
ません。たとえば、ビデオクリップを<audio/>タグで指定してもクリップがビ
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デオを含んでいることをRealOne Playerは認識します。たとえば、すべてのクリ
ップを <ref/> タグで指定することも可能ですが、適切なタグを使うことによ
って、クリップを見失うことがありません。ただし、<brush/>タグの代わりに
他のタグは使えません。

クリップ ID の追加
RealNetoworks社は全てのクリップソースタグにid=”ID”形式のユーザー定義の
IDを含めることを推奨します。IDは常に必要ではありませんが、他のSMIL要素
がクリップを参照するような複雑なプレゼンテーションではIDを使用する必要
があるからです。たとえば、ハイパーリンクをクリックした時に、クリップの
再生をスタートできます。この場合、ハイパーリンクはクリップのIDを使って
スタートするクリップを特定します。RealOne PlayerはIDをスクリーンには表示
しません。クリップIDの例を以下に示します。
<video src="video1.rm" id="video1"/>
追加情報
ID 値の選択についての情報は 156 ページの「SMIL タグの ID 値」を参照し
てください。

クリップのストリーミング速度の設定
オーディオ、ビデオ、アニメーションなどのクリップはエンコードツールやチ
ューニングツールで設定されたストリーミング速度を持っています。これらの
クリップに対してストリーミング速度を指定するSMILを決して使用しないで
ください。ただし、静的なクリップ、たとえば画像（GIF、JPEGまたはPNG）
やテキスト（静的なテキストファイル、ストリーミングRealTextファイル）に
は、クリップの帯域をデフォルトの毎秒12キロビット（毎秒約12000ビット）か
ら変更するSMILを使用可能です。これはHelix Universal Serverからストリーミ
ングした場合にだけ動作します。Webサーバーから配信する場合は、静的なク
リップのストリーミング速度を設定する方法はありません。
ヒント
小さいテキストファイルは非常に早く配信されるので、他のクリップに影響を
与えることは稀です。したがって、テキストファイルに対しては一般にストリー
ミング帯域幅を変える必要はありません。対象となる視聴者に対してデフォ
ルトの 12Kbps では帯域幅が高すぎる、あるいは低すぎる場合、5 キロバイト
以上の画像に対してストリーミング帯域幅を指定してください。
追加情報
ストリーミング速度に関する背景知識については、35 ページの「視聴者の帯
域幅」および 36 ページの「クリップの帯域幅特性」を参照してください。

ビットレートパラメーターの使用
静的なクリップのストリーミング速度を設定するには、155ページの「バイナリ
タグおよび単一タグ」のセクションで記述しているように、クリップソースタ
グをバイナリタグに変更します。バイナリのクリップタグの中で、
name=”bitrate”属性とvalue=”ビット／秒”の速度を指定した属性と、カスタム
属性rn:delivery="server"を<param/>タグを加えます。<smil>タグで次の名前空
間の宣言が必要になります。
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
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以下は画像を約5Kbpsで配信する例です。
<img src="poster.jpg" region="image_region" dur="15s">
<param name="bitrate" value="5000" rn:delivery="server"/>
</img>
RealOne Playerは、クリップの全データを受信するまで、画像クリップを表示し
ません。また、クリップはSMILタイムラインに従って表示するようにスケジュ
ーリングされます。画像およびテキストファイル（RealTextクリップ以外の）
のような内部時間を持たないクリップに対しては、再生時間を指定する必要が
あります。
追加情報
画像の再生時間については 250 ページの「再生時間継続の設定」を、カス
タマイズされた属性については、157 ページの「カスタム SMIL 属性の使用」
を参照してください。
画像をゆっくりストリーミングする例
bitrateパラメーターを使用すると、帯域幅を最大に利用し画像を速く配信する
ためにクリップのストリーミング速度を高く設定できます。また、画像を配信
することで同時に再生される他のクリップが影響を受けないように、低いビッ
トレートも設定できます。以下の例は、同時に再生されるビデオが停止しない
ように3つの順次再生する画像に1000Kbpsの低いビットレートを設定していま
す。
<par>
<video src="video.rm" region="video_region"/>
<par>
<seq>
<img src="ad1.gif"
" begin="30s" dur="60s" region="ad_region">
<param name="bitrate" value="1000" rn:delivery="server"/>
</img>
<img src="ad2.gif"
" dur="120s" region="ad_region">
<param name="bitrate" value="1000" rn:delivery="server"/>
</img>
<img src="ad3.gif"
" dur="60s" region="ad_region">
<param name="bitrate" value="1000" rn:delivery="server"/>
</img>
</seq>
</par>
</par>
追加情報
SMIL のタイミングについては<par>および<seq>のようなグループタグを説
明している 245 ページの「第 13 章」および 192 ページの「第 11 章」を参照し
てください。

クリップ送信の信頼性保証
いかなる環境でもRealOne Playerにクリップを配信する必要があることを指示
するために <param/>タグでreliable値を使用できます。極端にネットワーク
条件が悪い場合、Helix Universal Serverは必要に応じてクリップのデータを破棄
するのではなく、プレゼンテーションを停止します。以下に画像にreliableパラ
メーターを指定した例を示します。このパラメータが同じく
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rn:delivery="server"を必要とすることに注目してください。
<img src="poster.jpg">
<param name="bitrate" value="5000"/>
<param name="reliable" value="true" rn:delivery="server"/>
</img>
ヒント
reliable パラメーターは控えめに、プレゼンテーション中の重要な要素にだ
け使用してください。このパラメーターが無い場合でも、Helix Universal
Server は一般的に配信時の非常に小さいデータロスを保証します。
警告
reliable パラメーターをビデオのような大きいクリップには使わないでくださ
い。これらのクリップはデータがいくらかロスしても十分再生されるよう設計さ
れています。これらのタイプのクリップに reliable パラメーターを使うとプレゼ
ンテーションを停止させることがあります。

ブラシオブジェクトの作成
<brush/>タグは領域に色のついた部分を作成します。このタグはクリップソー
スタグのように機能します。たとえば、SMILタイミングコマンドを使用してブ
ラシオブジェクトの表示する時間をコントロール可能です。また、SMILアニメ
ーションタグを使用してサイズや色を変更できます。
ブラシオブジェクトの機能はクリップソースタグと同じように機能します。例
えば、SMILのタイミングコマンドを使用して、ブラシオブジェクトをいつ表示
するか制御することができます。また、ブラシオブジェクトのサイズや色を
SMILアニメーションタグで変更することができます。ただし、外部のクリップ
にリンクしないので、<brush/>タグにはsrc属性は使用しません。代わりに使う
色の指定にcolor属性を使用します。
<brush color="blue" region="region_1" dur="5s"/>
黒はブラシオブジェクトのデフォルトカラーです。違う色を使うためには、あ
らかじめ定義されている色名か、16進数値、あるいはRGB値を使用してくださ
い。
追加情報
451 ページの「付録 C」は SMIL の色属性で使うことのできる色の種類を説明
しています。トランジションエフェクトとアニメーションに関しては、それぞれ
311 ページの「第 16 章」と 338 ページの「第 17 章」を参照してください。

Ram ファイルをソースとして使用する
Ramファイル（.ram）は通常、RealOne Playerを起動し再生するクリップあるい
はSMILプレゼンテーションのURLを指定するために使用されます。しかし、
SMILファイル内のコンテンツとしてRamファイルを使用することも可能です。
Ramファイルはいくつかのクリップを順番にリストできるので、SMILファイル
内でRamファイル（プレゼンテーションを起動するRamファイルとは異なりま
す）を指定すると便利な場合があります。
Ramファイルの便利さを示すために、日替わりでプリセットの音楽のリストを
再生するオンライン ラジオ アプリケーションを定義するSMILプレゼンテー
ションを考えます。以下のように全ての音楽をSMILファイル中に順番にリスト
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できます。
<seq>
<audio src="song1.rm"/>
<audio src="song2.rm"/>

...more songs...

</seq>

しかし、再生リストをアップデートするために、メインのSMILファイルを毎日
変更する必要があります。この場合、Ramファイルを<ref/>タグを通してSMIL
ファイルから要求すると簡単になります。
<ref src="http://www.example.com/dailysongs.ram"/>
メモ
ソースクリップをリストした Ram ファイルを、SMIL ファイル内で使用する場合
は、HTTP URL を使用します。Helix Universal Server は RTSP を通して、
Ram ファイルをストリームしません。
新しい再生リストとしてRamファイルを毎日更新します。Ramファイルは単純
に順番に再生する各音楽に対するURLを与えます。
rtsp://helixserver.example.com/song1.rm
rtsp://helixserver.example.com/song2.rm

...more songs...
ソースとしてRamファイルを使用する場合、<ref/>タグにSMILタイミングとレ
イアウト属性を追加できます。たとえば、ビデオの再生リスト中では、全ての
ビデオをSMILプレゼンテーションで定義した同じ領域に指定することができ
ます。または、タイミング属性を使用して、クリップの順番全体に最大再生時
間を指定することが可能です。ただし、Ramファイル中でSMIL属性を使用する
ことはできません。
追加情報
Ram ファイルについては 411 ページの「Ram ファイルで RealOne Player を
起動する」を参照してください。Ram ファイルはクリップと同様に、他の Ram
ファイルまたは SMIL ファイルもリスト可能であることに注意してください。

SMIL ファイルをソースとして使用する
SMILファイルはまた、他のSMILファイルをソースとして使えます。Ramファ
イルと異なり、SMILファイルはクリップの単純なリスト以上のことができます。
たとえば、2番目のSMILファイルはクリップを同時に再生したり、クリップを
組み立てるためにSMILタイミングやレイアウト属性を使用できます。<ref/>タ
グで2番目のSMILファイルを指定します。
<ref src="rtsp://helixserver.example.com/presentation2.smil"/>

レイアウトの扱い
最初と2番目のSMILファイルがレイアウトを定義している場合、レイアウトが
矛盾しないように気をつける必要があります。最初のSMILファイルではなく、
参照されるSMILファイルにだけレイアウトを記述する場合もあります。1ペー
ジの「完全なSMILファイルのスイッチング」のセクションではSMILの内容を
スイッチングする例を示しています。
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2番目のSMILファイルがビジュアルクリップを含んでる場合、メインのSMILフ
ァイル内に定義された領域に再生するSMILファイル全体を割り当てます。例え
ば、以下のクリップソースタグは2番目のSMILファイルをメインのSMILで定義
された領域region_1に割り当てています。
<ref src="rtsp://helixserver.example.com/presentation2.smil"
region="regeon_1"/>
この場合、メインSMILファイルの再生領域（region_1）を2番目のルートレイ
アウト領域の大きさと同じにするのがベストです。再生領域と2番目のSMILプ
レゼンテーションが違うサイズの場合、再生領域のfit属性が2番目のSMILファ
イルのフィット方法を決定します。
追加情報
レイアウトの定義および領域に再生するクリップの割り当て方法については
210 ページの「第 12 章」を参照してください。

タイミング属性の使用
メインのSMILファイルの時間設定属性は2番目のSMILファイルのタイムライ
ンを無効にできます。prezentation2.smilのそれ自身の再生時間が10分の場合、
メインのSMILファイルの <ref/>タグで再生時間を5分に設定できます。この
場合、メインのSMILファイルで指定された再生時間の長さは
presentation2.smilの残り半分をカットします。
<ref src="rtsp://helixserver.example.com/presentation2.smil"
dur="5min"/>
追加情報
時間設定属性は 245 ページ「第 13 章」に記述しています。

クリップソース URL の記述
<brush/>タグ以外の全てのクリップソースタグには、クリップのURLを指定す
るsrc属性が必要です。RealOne PlayerはこのURLを使かいサーバーに対してク
リップを要求します。クリップがHelix Universal Server、Webサーバー、視聴者
のローカルマシのどこに存在するかによって、指定するURLは変化します。
ヒント
ローカルコンピューター上でプレゼンテーションを作成する場合はローカル
URL を使用してください。その後、プレゼンテーションを配信する準備が完
了したら、ベース URL を使うか、あるいは各クリップに対する絶対 URL を指
定してください。408 ページの「第 21 章」はクリップをサーバーに移動する方
法と RealOne Player を起動する Ram ファイルの記述方法について説明して
います。

ローカルクリップへのリンク
プレゼンテーションを作成する場合、SMILファイルとクリップをローカルPC
の同じディレクトリに保存することが最も簡単です。その場合、SMILファイル
中で各クリップソースタグのsrc属性のパラメーターに単純にファイル名を指
定できます。
<audio src="song1.rm"/>
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他のディレクトリへの相対リンクの作成
Webページで使用することが可能である相対リンク形式をRealOne Playerもサ
ポートしています。たとえば、以下のsrc属性はSMILファイルから1レベル下の
audioフォルダーに存在するクリップを指定しています。
<audio src="audio/song1.rm"/>
以下の例はSMILファイルより1レベル上のフォルダーに存在するクリップを指
定します。
<audio src="../song1.rm"/>
次の例は、SMILファイルが存在するフォルダーと同じレベルにあるaudioフォ
ルダーの中に存在するクリップにリンクを作成します。
<audio src="../audio/song1.rm"/>
ヒント
相対ディレクトリの記述方法に関する追加情報は HTML のリファレンスガイ
ドを参照してください。

絶対リンクの記述
これに対して、正確な場所を指定するローカル絶対リンクも使用可能です。絶
対リンクの文法はHTMLと同じです。ただし、オペレーティングシステムによ
る違い、使っているシステムのディレクトリ文法に慣れていることが必要です。
たとえば、以下の絶対リンク記述はWindowsコンピューターで動作しますが、
UNIXあるいはMacintoshでは動作しません。file:///のように3つのフォワード
スラッシュとパスの区切りにもフォワードスラッシュを使用することに注意し
てください。
src="file:///c:/audio/first.rm"

ベース URL の作成
プレゼンテーションを配信する準備が完了した場合、ベースURLをSMILファイ
ルに加えることが可能です。これは方法は、全てあるいは、ほとんどのクリッ
プが同じサーバーにある場合に便利です。これによって、プレゼンテーション
を作成するときにはローカル相対リンクを使い、1ステップの変更でプレゼンテ
ーションを配信する準備が可能になります。以下に示すように、SMILファイル
のヘッダー部分で<meta/> タグを使いベースURLを記述します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<meta name="base
name= base"
base content="rtsp://helixserver.example.com/
content= rtsp://helixserver.example.com/"/>
rtsp://helixserver.example.com/ />
...layout information...
</head>
<body>
<par>
<audio src="song1.rm"/>
<textstream src="lyrics/words1.rt" .../>
<img src="http://www.example.com/images/album3.gif" .../>
</par>
</body>
</smil>
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この例では3番目のクリップは完全URLを使っているので、ベースターゲット
は無視されます。RealOne PlayerはHTTPプロトコルを使って指定されたWebサ
ーバーに画像を要求します。しかし最初の2つのクリップは、src値はベースタ
ーゲットに加えられ、結果的に以下のURLになります。
rtsp://helixserver.example.com/song1.rm
rtsp://helixserver.example.com/lyrics/words1.rt
ベースターゲットを使用することを強く勧めます。ターゲットが無いと、
RealOne PlayerはクリップのパスはSMILファイルの場所から相対的な位置にあ
ると仮定します。たとえば、前の例では、RealOne PlayerはSMILファイルを要
求したのと同じプロトコルを使用してSMILファイルと同じディレクトリ内の
song1.rmを探します。
ベースURLがロケーションとリクエストプロトコルの両方を指定することに注
意してください。例えば、SMILプレゼンテーションがストリーミングクリップ
とSMILから開かれるHTMLページの両方を含む場合は、クリップとHTMLペー
ジをHelix Universal Serverの同じディレクトリに置くことができます。しかし、
ベースURLでrtsp://を使う場合は、http://を使用するHTMLページのためにベー
スURLを使用することができません。この場合は、SMILファイルでリストされ
たそれぞれのHTMLページに完全なHTTP URLを使用してください。

Helix Universal Server 上のクリップへのリンク
クリップがHelix Universal Server上にある場合、ベースターゲットURLにRTSP
プロトコルを使用してください。あるいは、各クリップのsrc属性でRTSPプロ
トコルを使いURLを指定します。クリップソースタグ中のRTSPプロトコルURL
は以下のようになります。
<audio src="rtsp://helixserver.example.com:554/audio/first.rm"/>
以下の表はURLの構成要素の説明です。Helix Universal Serverの管理者はHelix
Universal Serverのアドレス、RTSPポート、ディレクトリ構造を提供します。

コンポーネント
rtsp://

Helix Universal Serverの
のURLコンポーネント
コンポーネント
指定するもの

helixserver.example.com

:554

RTSP プロトコルを示します。Helix Universal
Server は HTTP プロトコルもサポートしますが、
ストリーミングクリップは通常 RTSP を使用し
ます。
Helix Universal Server のアドレスを示します。こ
れは Helix Universal Server ごとに変わります。通
常は www などの代わりに helixlserver のような
識別子を使用します。あるいは、サーバー名の
代わりに TCP/IP アドレス（172.2.16.230）を使用
する場合もあります。
RTSP 接続用の Helix Universal Server のポート番
号を示します。ポート番号 554 はデフォルトな
ので、Helix Universal Server の管理者が RTSP 接
続に対して異なるポート番号を指定しない限
り、このポート番号を省略できます。ポート番
号が必要な場合は、コロンでアドレスとポート
番号を区切ってください。
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クリップが存在する Helix Universal Server のデ
ィレクトリを示します。ディレクトリ構造は複
数の階層になっている場合があります。Helix
Universal Server はパスワード認証などの特定の
機能を起動する「マウントポイント」を使用し
ます。マウントポイントが URL でディレクトリ
のように表示されるため、リクエストパスは
Helix Universal Server コンピュータの実際のデ
ィレクトリパスと同じではありません。Helix
Universal Server の管理者はマウントポイントと
パスのディレクトリをユーザに提供します。
クリップのファイル名を示します。

追加情報
RTSP の詳細に関しては 409 ページの「RTSP と HTTP の違い」を参照してく
ださい。

Web サーバー上のクリップへのリンク
Webサーバーにホストされたクリップを使用するためには、ベースターゲット、
または各クリップのsrc属性に標準のHTTPプロトコルURLを使用します。Helix
Universal ServerはHTTPプロトコルもサポートしますが、Helix Universal Server
からのクリップのストリーミングにはRTSPプロトコルあるいは特別なCHTTP
プロトコルを使用してください。CHTTPプロトコルに関しては次のセクション
で記述しています。クリップソースタグで使用されるHTTPプロトコルURLは以
下のようになります。
<img src="http://www.example.com/images/logo.gif"/>
警告
Web サーバーは様々なクリップをホスト可能ですが、Web サーバーは Helix
Universal Server の全ての機能を遂行する能力はありません。詳細は「Web
サーバー上で再生する際の制限」を参照してください。

RealOne Player でのクリップのキャッシュ
RealOne Playerはデフォルトではファイルをキャッシュしませんが、HTTPを使
用して配信されたどのファイルもディスク上にキャッシュすることが可能です。
サイト訪問者が異なるSMILプレゼンテーションを再生する場合、その中で使用
される画像をキャッシュさせたい場合があります。GIF画像のロゴとスクリー
ン上にボタンがあるインターネットラジオ局の例を考えます。たとえば、ユー
ザーがリンクをクリックして同じGIF画像を含んだ新しいSMILプレゼンテーシ
ョンを開く場合、GIF画像がRealOne Playerのキャッシュにある限り、サーバー
はこのGIF画像ファイルを再送する必要はありません。
キャッシングはHTTPで配信されたファイルに対してのみ働きます。ビデオ、オ
ーディオ、Flash、RealPixなどのRTSPを使用して配信されるほうが良いような
大きなクリップはキャッシュするべきではありません（RealPlayerはRealPix画
像を再生している間、ディスクではなくメモリにキャッシュします。）。また、
プレゼンテーションで1回しか表示されない画像や広告もキャッシュするべき
ではありません。
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追加情報
関連情報ペインで表示する内容のキャッシュについての情報は、25 ページ
の「HTML ページをキャッシュする」を参照してください。

CHTTP キャッシングプロトコルの使用
RealOne PlayerはHTTPで配信されるクリップを全てキャッシュするわけではあ
りません。代わりに、URLにhttp://ではなくchttp://を使用し、ファイルをキ
ャッシュさせるように指示します。RealOne PlayerがSMILファイル中でCHTTP
のURLを読んだとき、最初にそのファイルに対するディスクキャッシュを調べ
ます。ファイルがキャッシュに存在しなければ、RealOne PlayerはHTTPでファ
イルを要求します。そして、ファイルをキャッシュに格納します。RealOne Player
はchttp:// URLをHTTPの特別な例として解釈するので、キャッシングはHTTP
互換のサーバーにあるファイルすべてに対して動作します。
ファイルがRealOne Playerのキャッシュに格納されているのであれば、CHTTP
プロトコルURLを使っている限り、RealOne Playerはサーバーにファイルを再要
求せずにキャッシュファイルを再利用します。しかし、URLがhttp://から始ま
っているか、あるいはオリジナルのCHTTPプロトコルURLと異なる場所にファ
イルが移動してる場合には、キャッシュバージョンを使用しません。以下の
SMILの例は、指定されたGIF画像がダウンロードされ、後で再利用するために
キャッシュされることを示しています。
<img src="chttp://
chttp://www.example.com/images/image1.gif"
.../>
chttp://
CHHP を使うプレゼンテーションの例
ファイルをキャッシュする場合、他のストリーム要素の前にキャッシュ要素を
ダウンロードするようにSMILファイルを記述します。キャッシュ要素をSMIL
の<seq>タグで囲んで、ストリーム要素の前に配置することで、これを実現し
ます。以下の例では、RealVideoおよびRealTextクリップが再生される前に、2
つのロゴがすばやくダウンロードされます。ビジターが2つのロゴ画像をキャッ
シュする別のプレゼンテーションを再生するとき、RealOne Playerは最初にキャ
ッシュを調べます。キャッシュに画像ファイルが見つかれば、ダウンロードを
スキップして直接ストリーミングリップに移動します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">

...header omitted...

<body>
<seq>
<!-- First, download and cache these two logos. -->
<img src="chttp://www.example.com/logo1.gif region="logo1" ...>
<param name="bitrate" value="20000"/>
</img>
<img src="chttp://www.example.comlogo2.gif region="logo2" ...>
<param name="bitrate" value="20000"/>
</img>
<par>
<!--Second, stream these 2 clips in parallel. -->
<textstream src="rtsp://helixserver.example.com/news.rt"
region="news" .../>
<video src="rtsp://helixserver.example.com/newsvid.rm"
region="video1" .../>
</par>
</seq>
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</body>
</smil>

RealOne Player のキャッシュの制御
Webブラウザのキャッシュでファイルの消去を制御するのに使われるのと同じ
HTTPヘッダーフィールドをRealOne Playerはサポートしているので、Webサー
バーで設定されるキャッシング指令を実行できます。これによって、制御され
たキャッシュ期間内でWebページの画像をRealOne Playerプレゼンテーション
で再利用できます。このセクションではRealOne Playerのキャッシュをコントロ
ールするHTTPヘッダーの使い方および、RealOne Playerのキャッシュの扱い方
を記述します。ほとんどのWebサーバーのドキュメントにはHTTPヘッダーファ
イル内のフィールド設定方法に関する情報が記述されています。
Cache-Control でキャッシングを上書きする
HTTPヘッダーファイルのCache-Controlコマンドはchttp://で要求された
RealOne Playerファイルのキャッシングを上書きできます。HTTPヘッダーファ
イルのメタ情報として以下の記述がある場合、CHTTPで要求されたファイルは
キャッシュされません。
•

Cache-Control:no-cache

•

Cache-Control:no-store

•

Cache-Control:private

•

Cache-Control:must-revalidate
キャッシュサイズと消去ルール
RealOne PlayerはキャッシュファイルをRealOne Playerがインストールされてい
る内のフォルダー名cashe_db内に格納します。このキャッシュはWebブラウザ
のキャッシュとは独立しています。デフォルトのRealOne Playerのキャッシュサ
イズは4MBです。HTTPヘッダーがファイルのライフタイムを設定しない場合、
キャッシュファイルに対するリクエストがその消去時間に再スタートしても、
キャッシュファイルは4時間後に消えます。キャッシュが一杯になったとき、
RealOne Playerはディスクスペースを作るために、ファーストイン、ファースト
アウトのルールでキャッシュファイルを削除します。
メモ
RealOne Player のユーザーは、キャッシュの不可、キャッシュに利用するディ
スクスペースのサイズ設定およびキャッシュの消去などいくつかの RealOne
Player のキャッシュ機能を制御できます。これらの動作は RealOne Player の
環境設定で設定します。詳細は RealOne Player のオンラインヘルプを参照
してください。
キャッシュファイルのライフタイムの変更
HTTPヘッダー内には、キャッシュファイルに対する生存時間（TTL）をセット
する Cache-Control:max-age”を設定できます。これはデフォルトの消去時間
を上書きします。単位は秒で、ファイルの消去時間を作るために、現在の時間
にmax-ageの値を追加します。この値は60秒から1年の間でなければなりません。
たとえば、
Cache-Control:max-age=172800
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Cache-Control:max-ageフィールドを使わない場合は、Expiresフィールドを使
用してファイルの消去時間を決定できます。キャッシュするコンピューターの
クロック時間を使用して、Expiresフィールドにキャッシュ消去時刻を時間型で
記述します。時間型のフォーマットは以下になります。
Expires= Wdy, DD Mon YYYY HH:MM:SS GMT
weekdayフィールドはオプションです。以下の2つの例では、最初の例は
weekdayを記述していますが、2番目の例は記述していません。
Expires= Fri, 17 Mar 2.000 19:37:09 GMT
Expires= 17 Mar 2.000 19:37:09 GMT
weekdayおよびmonthの省略形は以下のようになります。
曜日

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

月

Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
メモ
Expires フィールドが現在の時刻以前を指定している場合は、キャッシュさ
れません。

クリップ色の変更
以下の表で示されるクリップのカラー属性は主にGIF、JPEGおよびPNGフォー
マットの画像に対して適用されます。Flashクリップのような、透明度を持つダ
イナミッククリップにも適用できます。ただし、ストリーミングビデオには適
用するべきではありません。これらの属性はRealOne Playerにだけ特化されてい
るので、他のSMILベースのプレイヤーでは認識されないことに注意してくださ
い。
クリップのストリーミングと色属性
属性
値
動作
rn:backgroundOpacity
パーセンテージ 背景色の透明度
を調整します。
bgcolor
nnnn
透明色に代わる
色を設定します。
rn:chromaKey
色の値
選択された色を
透明にします。
rn:chromaKeyOpacity
パーセンテージ chromaKey に不
透明度を追加し
ます。
rn:chromaKeyTolerance 色の値
chromaKey の範
囲を広げます。
rn:mediaOpacity
パーセンテージ 不透明領域を透
明にします。

参照ページ
173 ページ
176 ページ
174 ページ
174 ページ

174 ページ
173 ページ

追加情報
451 ページの「付録 C」は SMIL のカラー属性で使用可能な色の値のタイプ
について説明しています。
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クリップ全体の透明度の調整
クリップ内の不透明な色全部に対して、透明度を設定する（rn:mediaOpacity）、
あるいはクリップの背景色に透明度を設定する（rn:backgroundOpacity）、と
いった2つのカスタム属性があります。これらの属性は別々、または同時に使用
できます。これらの属性を使用するためには以下の名前空間を<smil>タグで宣
言する必要があります。
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
追加情報
カスタマイズされた名前空間についての基本は 157 ページの「カスタム
SMIL 属性の使用」を参照してください。

不透明色全てに透明度を追加する
クリップソースタグ内のrn:mediaOpacityはクリップの不透明領域に透明度を
設定します。この属性値は0％（完全に透明）から100％（完全に不透明）まで
のパーセンテージ値をとります。以下の例では、GIF画像の不透明領域は半透
明に表示され、領域の背景色あるいは下のレイヤークリップとブレンドされま
す。
<img src="button.gif" rn:mediaOpacity="50%" .../>
メモ
クリップが 50 パーセント以上の透明度（rn:mediaOpacity の値が 0-50）であ
ると場合、クリップに定義されたハイパーリンクは作用しません。この場合、ク
リップをクリックしたときは、透明なクリップの下にあるクリップのハイパーリン
クが有効になります。283 ページの「第 15 章」は SMIL のハイパーリンクを説
明しています。

クリップの背景色の透明度の調整
rn:backgroundOpacityを使用することにより、背景色を透明化したり不透明化
したりすることで、クリップの背景の透明度を変更できます。この属性は、GIF、
PNG、あるいはRealTextクリップなどの背景色を指定可能なクリップに対して
のみ動作します。背景色を明確に指定できないJPEG画像あるいはRealVideoク
リップのようなクリップに対しては動作しません。
rn:backgroundOpacity属性は、0%（完全に透明）から100%（完全に不透明）ま
でのパーセンテージ値をとります。以下の例では、画像パレット内で指定され
た完全に不透明あるいは完全に透明な背景色は、半透明で表示されます。
<img src="button.gif" rn:backgroundOpacity="50%" .../>
すでに背景色に透明度がある場合、rn:backgroundOpacityは透明度を増加しま
す。たとえば、すでにクリップの背景色が50％透明であれば、
rn:backgroundOpacity=”50%” はさらに50％の透明度を追加し、結果として透
明度は75%になります。
ヒント
クリップの背景色が完全に透明なら、背景と他の全ての色を透明に表示す
るために rn:mediaOpacity だけを使用できます。すでに背景色に透明度が
あるならば、rn:mediaOpacity は背景に影響を与えません。同じクリップタ
グに rn:mediaOpacity と rn:backgrounOpacity を同時に使用できます。
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指定された色の透明度の置換
JPEG画像およびFlashクリップのように自身で透明度を持たないクリップに対
しては、色を定義する（rn:chromaKey） 、色の範囲を定義する
（rn:chromaKeyTolerance） 、そしてRealOne Playerが透明度を表示する
(rn:chromaKeyOpacity) の3つの属性を使用できます。これら3つの属性を使用
するには、<smil>タグ内で以下の名前空間を宣言する必要があります。
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
追加情報
背景およびカスタマイズされた属性の詳細は 157 ページの「カスタム SMIL
属性の使用」を参照してください。

透明化する色の選択
RealOne Playerが透明色を表示する色を指定するために rn:chromaKey を使用
することができます。たとえば、以下の例ではJPEGクリップの16進数値#808080
の色が透明になります。
<img src="picture.jpg" rn:chromaKey="#808080".../>
ヒント
色の指定には 451 ページの「付録 C」で記述している全ての色の値が使用
可能です。たとえば、前述の例で 16 進数値”#808080”の代わりに、RGB
値”rgb(128,128,128)”が使用できます。

半透明の使用
rn:chromaKeyで選択した色を完全に透明にするのではなく、
rn:chromaKeyOpacity属性を使用すると選択した色を半透明にできます。
chromaKeyOpacity属性は0%（デフォルト値で完全に透明）から100％（完全に
不透明）までのパーセンテージ値をとります。以下の例では、選択された色が
完全に透明になるのではなく、50%の透明度で表示されます。
<img src="picture.jpg" rn:chromaKey="#808080"
rn:chromaKeyOpacity="50%"/>

透明化の色範囲の指定
望ましい透明化効果を得るためには、rn:chromaKeyで選択された色の範囲を広
げるrn:chromaKeyToleranceを使用しなければならない場合があります。
rn:chromaKeyToleranceは単一の指定色を使用するように見えますが、実際に
はrn:chromaKey値の上下の色の範囲を指定します。
以下の例は、16進数値の#808080の色を透明にするため、rn:chromaKeyを使用
しています。rn:chromaKeyTolerance属性はrn:chromaKeyで指定された赤色の
成分の値である80の上下の1値を指定しています。したがってこの場合、
#808080を中心にした色である#7F8080と#818080も透明に表示されます。
<img rn:chromaKey="#808080" rn:chromaKeyTolerance="#010000".../>
赤色成分、緑色成分および青色成分の範囲指定
赤色成分、緑色成分および青色成分に対する範囲を指定したい場合がほとんど
です。これを行う場合、個別に指定された範囲内にある色だけが透明に表示さ
れます。たとえば、以下の3つのペアは全て等しくなりますが、451ページの「付
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録C」で記述しているように色の指定方法が異なっています。
rn:chromaKey="rgb(128,128,128)" rn:chromaKeyTolerance="rgb(1,2,3)"
rn:chromaKey="rgb(50%,50%,50%)"
rn:chromaKeyTolerance="rgb(0.4%,0.8%,1.2%)"
rn:chromaKey="#808080" rn:chromaKeyTolerance="#010203"
上の全ての例は、指定された赤色成分の値の上下に値が1の範囲を定義し、緑色
成分の値の上下に値が2の範囲を、さらに青色成分の値の上下に値が3の範囲を
定義しています。したがって、以下のRGB値を持つ色が透明に表示されます。
•

RGB 値が 127-129 の範囲の赤色成分
(の 16 進数値は 7F、80、81)
および

•

RGB 値が 126-130 の範囲の緑色成分
(緑の 16 進数値は 7E、7F、80、81 および 82)
および

•

RGB 値が 125-131 の範囲の青色成分
(青の 16 進数値は 7D、7E、7F、80、81、82 および 83)
したがって、この例では、3つの範囲設定全ての範囲内にある以下の色は透明に
表示されます。

•

rgb(127,128,130)、16 進数値では#7F8082

•

rgb(128,129,125)、16 進数値では#80817D
しかし、以下の色は、個別の赤色成分、緑色成分、青色成分で定義された全体
の範囲の外にあるので透明には表示されません。

•

rgb(126,126,126)、16 進数値では#7E7E7E
この色は、緑色成分および青色成分は指定された範囲内にありますが、赤
色成分が指定された範囲外なので、透明に表示されません。

•

rgb(127,128,132)、16 進数値では#7F8084
この色は、赤色成分と緑色成分は指定された範囲内にありますが、青色成
分が指定された範囲外なので、透明に表示されません。
透明色の範囲指定のヒント

•

rn:chromaKeyTolerance 属性は常に rn:chromaKey と同時に使用されます。
rn:chromaKey を指定せずに rn:chromaKeyTolerance を使用した場合は、
rn:chromaKeyTolerance 値は無視されます。

•

rn:chromaKeyTolerance に対して 451 ページの「付録 C」で記述している全て
の色値の記述形式が使用可能ですが、一般的には RGB パーセンテージ形式が
透明色の範囲を指定する最も簡単な方法です。透明に表示したい色の範囲を最
初から正確に決定するかわりに、rn:chromaKey 値を選択し、それからパーセ
ンテージ値を少しずつ大きくしてください。
rn:chromaKey="rgb(45,199,132)" rn:chromaKeyTolerance="rgb(5%,5%,5%)"
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RealOne Player で SMIL ファイルを再生して結果をチェックしてください。
望む結果が得られるまで、トライアンドエラーでパーセンテージ値を調整
します。
•

前のセクションで説明したように、透明にしたい色は、完全に赤色成分、緑色
成分、青色成分の範囲内にある必要があります。赤、緑あるいは青の全ての値
に一致させたい場合は、各範囲を最大に設定します。以下はその例です。
rn:chromaKey="rgb(128,128,128)" rn:chromaKeyTolerance="rgb(1,255,255)"
rn:chromaKey="#808080" rn:chromaKeyTolerance="#01FFFF"
この 2 つの例は、青色成分および緑色成分に関わらず、赤色成分が RGB
値で 127 から 129（16 進数値では、7F、80、81）の色を透明に表示しま
す。

透明色の置き換え
GIFやPNG画像のような透明度を含むクリップに対しては、透明な色の置き換
えにbgcolor を使用できます。この属性は<param/>タグ内で使用し、バイナリ
形式のクリップソースタグを使います。この場合、以下の例のように#記号無
しで始まる16進数値を使用しなければいけません。
<img src="button.gif"...>
<param name="bgcolor" value="BB21AA"/>
</img>
追加情報
バイナリ形式のタグについての基礎情報は 155 ページの「バイナリタグおよ
び単一タグ」を参照してください。

SMIL プレゼンテーションへのテキストの追加
RealOne Playerのメディア再生ペインの中で、SMILプレゼンテーションは3つの
異なる方法でテキストを表示することができます。
•

RealText クリップ (.rt)
83 ページの「第 6 章」で RealText マークアップを説明しています。これはプ
レゼンテーションにテキストを追加する最も強力な方法です。SMIL プレゼン
テーションの中で、SMIL のタイミングコマンドとレイアウトコマンドを使っ
て、RealText クリップの再生を制御します。クリップ再生時、割り当てられた
SMIL 領域のなかの位置と表示時間をコントロールします。

•

プレーン テキスト クリップ (.txt)
同じく RealOne Player は、SMIL 領域のなかでプレーンテキストファイルを表
示することができます。プレーン テキスト ファイルは、フォントとテキスト
サイズの制御はできませんが、簡単なテキストが必要な場合に適しています。
詳細は 177 ページの「プレーン テキスト ファイルの表示」を参照してくださ
い。

•

SMIL ファイル内のテキスト
RealOne Player は、SMIL マークアップ内に直接テキストを含むことができます。
インラインテキストと呼ばれ、SMIL プレゼンテーションに注釈を付けたり、
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シンプルなインタラクティブボタンの作成する際にこの機能は役に立ちます。
詳細は、178 ページの「インラインテキストの設定」を参照ください。
ヒント
RealOne Player は、関連情報ペインとメディアブラウザペインで HTML テキ
ストを表示することができます。詳しくは、295 ページの「HTML ページへのリ
ンク」を参照してください。

プレーンテキストファイルの表示
SMILプレゼンテーションにプレーンテキストファイルを追加するために、以下
のようにクリップソースタグでファイルを参照します。
<text src="http://www.example.com/textfile.txt" region="region2"
dur="40s".../>
他のクリップと同じように、テキストファイルをSMIL領域に割り当てて、SMIL
タイミングコマンドを使用して、テキストファイルを表示するタイミングを制
御できます。通常プレーンテキストクリップは、16ピクセルの高さの文字ボッ
クスとTimes New Romanフォントを使用します。文字セットは、US-ASCIIです。

プレーンテキストファイルを使用する際のヒント
•

スチールイメージのように、プレーンテキストファイルは再生継続時間を持っ
ていません。従って、それらのクリップを含んでいるグループがアクティブで
ある限り再生を継続します。また、<text/>タグの end 属性や dur 属性で、明
確なクリップの長さを設定することもできます。詳細は、250 ページの「再生
継続時間の設定」を参照してください。

•

RealOne Player は、プレーンテキストファイル内の改行、タブ、スペースを表
示します。

•

テキストファイルに入力されたすべての文字は正確に処理されます。例えば、
エスケープコード（%20 など）や HTML コマンド（&lt など）はテキストとし
て表示します。

•

RealOne Player は、テキストファイルを表示する SMIL 領域の幅にあわせてテ
キストの行の長さを流します。例えば、視聴者がメディア再生ペインをリサイ
ズして領域の幅を変更したりすると、テキストの行の長さが変わったり、テキ
ストを再度流します。ただし、領域やメディア再生ペインのサイズを変更する
ことで、テキスト自体を大きくまたは小さくすることはありません。
追加情報
領域のサイズに関しては、221 ページの「領域のサイズおよび位置の定義」
を参照してください。また 220 ページの「リサイズ動作の変更」に記述されて
いるように、ある特定の SMIL 領域のリサイズを阻止することができます。

•

レジストレーションポイントの使用することで、SMIL の領域の中のプレーン
テキストファイルの表示位置が影響されます。これは、領域内にどれくらいテ
キストを表示するかにも影響を及ぼします。詳細は 233 ページの「レジストレ
ーションポイントの作成」を参照してください。

•

テキストファイルに影響を与える領域の fit 属性の値は、fit="scroll"のみです。
他の fit 属性の値を設定しても、領域内に完全に表示するにはあまりにも長い
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テキストの場合は、領域の下のボーダーでカットされます。fit 属性に関して
は、238 ページの「クリップの領域への適合方法の定義」で記述しています。

インラインテキストの記述
SMILファイル内で定義されるインラインテキストは、SMILプレゼンテーショ
ンに注釈をつける短いテキストブロックに使用するのに便利です。またインタ
ラクティブボタンを作成するために、インラインテキストをSMILタイミングコ
マンドと組み合わせて使うことができます。ただし、長いテキストを使用する
場合は、上で記述されているプレーンテキストファイルあるいは83ページの「第
6章」で記述されているRealTextクリップのどちらかを使用するほうが容易です。
インラインテキストは、白い背景色の上に黒いテキストで表示され、テキスト
フォント、サイズ、文字セットはRealOne Playerが動作しているコンピューター
のデフォルトを使用します。インラインテキストは<text/>タグで作成し、タグ
のsrc属性でテキストを指定します。srcパラメータとして、以下の2つのフォー
マットがあります。最初のフォーマットは次のとおりです。
src="data:text/plain,...text here..."
2つめの短いフォーマットは、以下のように使われます。
src="data:,...text here..."
両方のフォーマットがdata:から始まることに注意してください。また実際のテ
キストの前には、コンマを含む必要があります。例えば、SMILファイルで次の
テキストを表示するとします。
This is Inline Text
下記のように<text/>タグで設定し、インラインテキストのSMIL領域やSMILタ
イミングコマンドを追加します。
<text src="data:,This%20is%20Inline%20Text" region="text_region" .../>
スペースを表示する場合は、エスケープ文字の%20を使用しなければならない
ことに注意してください。下で説明しているように、インラインテキストの中
で特定の文字を表示するためには、エスケープ文字を使用する必要があります。

インラインテキストにエスケープ文字を使用する
次の表にリストしたテキストキャラクタは、それらに対応するエスケープコー
ドを通して、インラインテキストに表示することができます。これらのテキス
トキャラクタを直接インラインテキストに入力すると、RealOne Playerでエラー
が発生します。
エスケープコードを必要とするテキストキャラクタ
名前
文字
エスケープコード
&
%26
アンパサンド
¥
%5C
バックスラッシュ
^
%5E
カラット
%0D
改行
"
%22
二重引用符
>
%3E
大なり
[
%5B
左大括弧
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<

小なり
ラインフィード
パーセント
シャープ
左大括弧
スペース
タブ

%
#
]

%3C
%0A
%25
%23
%5D
%20
%09

コンマ、ピリオド、コロンのような他の文字も、直接インラインテキストのsrc
の値に入力することができます。逆に、ASCII文字の16進数の値である%で始ま
るエスケープコードを使用することで、文字や数字を含めたどんな文字でも表
示することができます。例えば、アスタリスク（*）はエスケープコード%2Aで
作成できます。
追加情報
http://www.asciitable.com/ で ASCII コードの全てのリストを参照できます。

インラインテキストを使用する上でのヒント
•

インラインテキストを SMIL ファイルに入力する場合、改行をつくるために
Enter キーを押してはいけません。改行はアンエスケープなスペースとして認
識され、エラーが発生します。新しい行にテキストを入力するためには、キャ
リッジリターンとラインフィードのエスケープコード%0D%0A を使用します。

•

インラインテキストクリップは、内部継続時間を持たないので、<text/>ソー
スタグの end 属性と dur 属性でクリップの長さを設定します。再生持続時間に
関しては、250 ページの「再生継続時間の設定」を参照してください。

•

RealOne Player は、インラインテキストの行の長さを、テキストを表示する
SMIL の領域の幅に設定します。例えば、視聴者がメディア再生ペインをリサ
イズして領域の幅を変更したりすると、テキストの行の長さが変わり、テキス
トを再度表示します。ただし、領域やメディア再生ペインのサイズを変更する
ことで、テキスト自体を大きくまたは小さくすることはありません。
追加情報
領域のサイズに関しては、221 ページの「領域のサイズおよび位置の定義」
を参照してください。また 220 ページの「リサイズ動作の変更」に記述されて
いるように、ある特定の SMIL 領域のリサイズを阻止することができます。

•

レジストレーションポイントの使用は、SMIL の領域の中のインラインテキス
トの表示位置に影響を与えます。これは、領域内にどれくらいテキストを表示
するかにも影響を及ぼします。詳細は 233 ページの「レジストレーションポイ
ントの作成」を参照してください。

•

インラインテキストに影響を与える領域の fit 属性の値は、fit="scroll"のみです。
それは長いテキストにスクロールバーを追加します。他の fit 属性の値を設定
した場合、領域内に完全に表示するには長過ぎるテキストは、領域の下のボー
ダーでカットされます。fit 属性に関しては、238 ページの「クリップの領域へ
の適合方法の定義」で記述しています。
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インラインテキストはクリップのように機能するので、例えば、インラインテ
キストがクリックされたとき、もう 1 つのクリップを開始するために、高度な
時間設定機能を使用することができます。同じく、トランジションエフェクト、
SMIL アニメーション、173 ページの「クリップ全体の透明度の調整」に記述
されている透明度の属性を使うことができます。

テキストの特性を変える
プレーンテキストファイルおよびインラインテキストクリップはコンピュータ
ーのデフォルトのキャラクターセットとフォントを使用します。テキストは黒
で背景は白で表示されます。しかしながら、<param/>タグを使用することによ
って、テキストのフォント、色、キャラクターセット、および他の特性を変え
ることが可能です。これを行うには、155ページの「バイナリタグと単一タグ」
で記述しているように<text/>タグをバイナリタグに変える必要があります。そ
れによって、以下の表に示している名前と値のペアを使用することができます。
プレーンテキストとインラインテキストに対する<param>タグの名前と値
タグの名前と値
プレーンテキストとインラインテキストに対する
名前
値
機能
参照
ページ
backgroundColor
182
名前|#RRGGBB
背景色を設定しま
ページ
す。
charset
181
キャラクターセット
キャラクターセッ
ページ
トを定義します。
expandTabs
true|false
184
タブを空白で置き
ページ
換えます。
fontBackgroundColor 名前|#RRGGBB
182
テキストの後ろの
ページ
色を設定します。
fontColor
182
名前|#RRGGBB
フォント色を設定
ページ
します。
fontFace
182
フォント名
フォントを設定し
ページ
ます。
fontPtSize
183
ポイントサイズ
ポイントサイズを
ページ
設定します。
fontSize
-2|-1|+0|+1|+2|+3|+4 フォントの相対サ
183
ページ
または
イズあるいは絶対
1|2|3|4|5|6|7
サイズを設定しま
す。
fontStyle
italic|normal
183
イタリック対に設
ページ
定します。
fontWeight
100-900|bold|normal
183
テキストを太字体
ページ
に設定します。
hAlign
left|center|right
184
テキストを水平方
向に整列させます。 ページ
vAlign
top|center|bottom
184
テキストを垂直方
向に整列させます。 ページ
wordWrap
true|false
183
テキストの折り返
ページ
しを設定します。

180

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

クリップソースタグ

メモ
テキストの特性は RealOne Player バージョン 2 以降で有効です。RealOne
Playe バージョン 1 は<param/>タグを無視しますが、テキストクリップをデフ
ォルトの特性で表示します。<param/>タグで設定したテキスト特性は SMIL
アニメーションでは変えることはできません。
ヒント
フォントの種類、太字体、サイズ、あるいはその他のテキストの特性はテキス
トクリップ全体に適用されます。例えば、ある文字をイタリック体にし、その他
の文字は通常体にするなど、テキストのブロックごとに特性を変えるために
は、「第 6 章」で記述している RealText を使用する必要があります。

キャラクターセットの選定
プレーンテキストファイルとインラインテキストを使用することで、多くのヨ
ーロッパ、中東、アジアの言語を記述することができます。このためには、以
下の表に示しているキャラクターセットを指定するcharsetパラメーターを使
用する必要があります。テキストを正しく表示するには、視聴者のコンピュー
ターにキャラクターセットがインストールされている必要があります。例えば、
x-sjisキャラクターセットがインストールされていないコンピューターでは、日
本語のテキストは正しく表示されません。
プレーンテキストとインラインテキストに対するキャラクターセット
キャラクターセット サポートする言語
iso-8859-1
英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、
イタリア語、スカンジナビア語を含む西欧言語（詳細は
98 ページの「iso-8851-1」を参照してください）。
iso-8859-2
チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語、ルーマニア語
を含む東欧言語。
iso-8859-5
ロシア語、ブルガリア語、セルビア語、ウクライナ語を
含むキリル字母の言語。
iso-8859-6
アラビア語。
iso-8859-7
ギリシャ現代語。
iso-8859-8
ヘブライ語とイディッシュ語。
iso-8859-9
トルコ語。
iso-8859-11
タイ語。
iso-8859-13
ラトビニア語とエストニア語を含むバルト海沿岸諸国
の言語。
us-ascii
アメリカ英語（iso-8859-1 も使用可能）。
mac-roman
マッキントッシュで使用されるアクセントのあるヨー
ロッパ言語。
x-sjis
日本語。
hangeul
朝鮮語。
ksc5601
朝鮮語（hanguel と同一）。
johab
朝鮮語。
big5
繁体漢字。
gb2312
簡体漢字。
windows-1251
キリル字母。
koi8-r
キリル字母。
iso-ir-166
タイ語。
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視聴者のデフォルトのキャラクターセットを使用する
キャラクターセットを指定しない場合、プレーンテキストファイルおよびイン
ラインテキストクリップは視聴者のコンピューターにインストールされたデフ
ォルトのキャラクターセットで表示されます。コンテンツ作成者と視聴者が同
じ言語を話す場合には、キャラクターセットの指定をしなくても良い場合があ
ります。例えば、ほとんどの英語圏の視聴者はデフォルトのキャラクターセッ
トとしてus-asciiあるいはiso-8859-1をインストールしています。
しかし、複数の言語を話す視聴者は複数のキャラクターセットを使用している
場合があるので、キャラクターセットを指定しないと問題が起こります。例え
ば、iso-8859-1とiso-8859-2の両方をインストールしている視聴者がいるかもし
れません。iso-8859-2がデフォルトである場合、キャラクターセットとして
iso-8859-1を明示しないと西欧言語は正しく表示されません。

フォントの選定
fontFaceパラメーターを使用することで、視聴者のコンピューターに表示され
るスクリーンフォントを指定できます。あるフォントに対しては特別なキャラ
クターセットが必要です。例えば、日本語の漢字フォントであるOsakaに対して
は、x-sjisキャラクターセットが必要です。フォントを設定しない場合は、視聴
者のコンピューターのデフォルトのフォントを使用します。視聴者のマシンに
指定したフォントがインストールされていない場合は、別のフォントを代用し
ます（通常はデフォルトフォントを使用します）。以下はキャラクターセット
とフォントを指定したインラインテキストの例です。
<text src="data:,This%20is%20inline%20text." region="text_region" dur="8s">
<param name="charset" value="iso-8859-1"/>
<param name="fontFace" value="System"/>
</text>
ヒント
RealText で使用されるフォントの例は、99 ページの「フォントの指定」を参照
してください。ただし、RealText は予め定義されたフォントセットしか使用でき
ませんが、プレーンテキストファイルとインラインテキストクリップは視聴者の
コンピューターにインストールされた全てのスクリーンフォントを使用できま
す。

フォント色の選定
デフォルトではテキストは白の背景に黒で表示されます。別々の<param/>タグ
の中で、文字の色を指定するfontColorパラメーターと、クリップの背景色を指
定するbackgroundColorパラメーターを使用できます。テキストの後ろに表示さ
れる3番目の色を指定するfontBackgroundColorパラメーターも使用できます。
これはbackgroundColorのようにウィンドウ全体の色を変えるわけではありま
せん。全ての色の値に対して、色名での指定あるいは451ページの「付録C」で
記述されている16進数値での指定が可能です。以下の例は青の背景に黄色の文
字で表示されるインラインテキストです。
<text src="plain.txt" region="text_region" dur="8s">
<param name="fontColor" value="yellow"/>
<param name="backgroundColor" value="blue"/>
</text>
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ヒント
グラフィック画像に重ねてテキストを表示するためには、<text/>タグ内の
rn:backgroundOpacity=”0%”で背景を透明にします。詳細は 173 ページの
「クリップの背景色の透明度の調整」を参照してください。
メモ
fontBackgroundColor パラメーターは、現在マッキントッシュ上の RealOne
Player では動作しません。

フォントサイズの設定
2つの<param/>タグの属性であるfontPtSizeとfontSizeはテキストのサイズを
設定します。fontPtSizeに対しては、36などの正確なポイントサイズを指定し
ます。fontSize属性にはRealTextで使われるのと同じサイズ指定を用います。こ
の指定方法は101ページの「RealTextのフォントサイズ」の表に示されています。
テキストクリップに対しては、fontPtSizeまたはfontSizeの一方を使用します。
両方を使用することはできません。以下はこの2つの例です。
<text src="data:,This%20is%20inline%20text." region="text_region1"
dur="8s">
<param name="fontPtSize" value="36"/>
</text>
<text src="data:,This%20is%20inline%20text." region="text_region2"
dur="8s">
<param name="fontSize" value="+2"/>
</text>

太字体およびイタリック体
fontWeightパラメーターに対しては、normal（デフォルト）、boldまたは100
から900までの値を指定できます。100は細字で、400が通常のテキスト、700
が太字体で900は最も太くなります。fontStyleパラメーターに対しては、normal
（デフォルト）またはitalicが指定できます。テキストクリップの一部だけにふ
太字体またはイタリック体を適用することはできないことに注意してください。
以下はプレーンテキストファイルを太字体にする例です。
<text src="plain.txt" region="text_region" dur="8s">
<param name="fontWeight" value="bold"/>
</text>
メモ
全てのフォントに対して全ての数字指定が有効とは限りません。通常体と太
字体のみしかサポートしないフォントもあります。この場合、100 から 400 の間
の値では表示に違いがでません。同じように 700 から 900 の値の間でも違い
がでません。ただし、他のフォントでは、はっきりと表示に違いがでます。

文字の折り返しをしない
デフォルトではプレーンテキストファイルとインラインテキストクリップは、
割り当てられたSMIL領域に収まるように自動的に文字が折り返されます。その
結果、領域の右端でテキストがカットされることはありません。ただし、領域
内に収めるにはテキストの量が多すぎる場合、あるいはテキストのフォントサ
イズが大きすぎる場合は、領域の下端でテキストは切り詰められます。
wordWrapパラメーターの値をfalseに設定することで、文字の折り返しをしな
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いようにすることができます。
<text src="plain.txt" region="text_region" dur="8s">
<param name="wordWrap" value="false"/>
</text>

タブを無視する
RealOne Playerはテキストクリップ内のタブを認識します。タブを無視するに
はexpandTabsパラメーターを使用し、その値をfalseに設定します。それによっ
て個々のタブは1個の空白として表示されます。
<text src="plain.txt" region="text_region" dur="8s">
<param name="expandTabs" value="false"/>
</text>

テキストの整列
hAlignパラメーターはインラインテキストクリップあるいはテキストファイル
を水平方向に整列させます。値はleft（デフォルト）、center、そしてrightが
使用でき、SMIL領域の中でそれぞれ、テキストを左揃え、中央揃え、右揃えし
ます。vAlignパラメーターはテキストを垂直方向に整列させ、その値にはtop（デ
フォルト）、center、bottomを設定します。vAlignを使用する場合はwordWrap
をfalseにする必要があります。1つのテキストクリップに対して、hAlignと
vAlignの両方を使用することはできません。
メモ
現在、垂直方向のテキストの整列はプレーンテキストクリップの中のキャリッ
ジリターンを認識しません。同じようにインラインテキストのキャリッジリターン
とラインフィードエスケープコード（%OD%OA）を認識しません。したがって、
1 行のテキストにのみ適用可能です。
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第10章
章
プレゼンテーションの情報
RealOne Playerはタイトルや著者、コピーライトなどのプレゼンテーションに関
する情報を配信するいくつかの手段を提供します。この章では、これらの情報
提供機能および目の不自由な人々が利用可能なアクセス機能を説明します。

プレゼンテーション情報について
利用可能なプレゼンテーション情報にはいくつかのタイプがあります。他のタ
イプに追加されるタイプ、他のタイプを上書きするタイプ、そしてアクセス情
報を読み取るデバイスを使用する視聴者だけが利用できるタイプなどです。

エンコードされたクリップの情報
多くのクリップは自身でエンコードされた情報を持ちます。たとえば、
RealVideoまたはRealAudioのクリップを作成する場合、Helix Producerを使用し
てあるタイプの情報をクリップにエンコードできます。インターネットサーチ
エンジンだけに使用される情報、あるいはRealOne Playerによって読まれる情報
があります。以下は最も一般的なRealOne Playerに表示されるクリップ中にエン
コードされる情報です。
•

タイトル

•

著者

•

コピーライト

•

要約 （または概要とも呼ばれます）
一般に、常にエンコードされた情報をクリップに入れるようにしておきましょ
う。これによってSMILを使用せずにクリップをストリームした時に、コピーラ
イトなどの重要な情報を確実に表示します。エンコードされた情報はプレゼン
テーションの情報の最も基本的なレベルですが、これはSMILを使って上書き可
能です。
追加情報
クリップにエンコード情報を入れる方法に関しては、制作ツールのドキュメン
トを参照してください。

クリップソースタグとグループ情報
<video/>あるいは<ref/>などのSMILのクリップソースタグを使用して、クリッ
プのタイトル、著者、コピーライトおよび要約情報を定義できます。この情報
をSMILで定義することについては、以下の2つの有利な点があります。
•

情報を内部にエンコードできないクリップに対しても情報を提供できる。

•

再エンコードすることなく、エンコードされたクリップ情報を上書きできる。
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グループに対しても、タイトル、著者、コピーライトおよび要約情報を定義で
きます。この情報は個々のクリップに対して定義された情報を上書きします。
たとえば、いくつかのクリップが同時に再生される場合、RealOne Playerは個々
のクリップのタイトルを表示しません。したがって、グループがアクティブな
時に、グループタイトルをRealOne Playerで表示させたい場合があります。
追加情報
187 ページの「クリップ情報の追加」のセクションはクリップソースタグおよび
グループタグに情報を追加する方法について記述しています。グループの
詳細については 192 ページの「第 11 章」を参照してください。

SMIL のプレゼンテーション情報
SMILファイル中で、プレゼンテーション全体に対する情報を定義できます。こ
の情報はクリップやグループの情報を補足しますが上書きはしません。これに
よって2段階の情報を視聴者に提示することが可能になります。
•

プレゼンテーション再生中に表示されるプレゼンテーション全体に関する情
報

•

各クリップやグループが再生されている間のクリップやグループに関する情
報
クリップ情報と同様に、プレゼンテーション情報はタイトル、著者、コピーラ
イト、要約を提供します。ただし、ヘッダー部分の<meta/>タグを使用して、
提供させたい他の情報も定義可能です。
追加情報
189 ページの「SMIL プレゼンテーションの情報の定義」のセクションでは
<meta/>タグの記述方法を説明しています。

アクセス可能情報
アクセス可能機能は異なる種類の情報です。RealOne Playerは通常この情報を表
示しません。この情報は目の不自由な視聴者が使っている補助装置によって読
み取られます。この情報は目の不自由な視聴者に再生するクリップ、クリック
するリンクを選択させる助けになります。
追加情報
これらの機能の詳細は 190 ページの「アクセス可能情報の追加」を参照して
ください。

RealOne Player の関連情報ペイン
RealOne Playerは、プレゼンテーションが再生中に情報を表示するための予め組
み込まれた関連情報ペインを持っています。プレゼンテーションの任意のポイ
ントにおいて、SMILを使用して関連情報ペイン内にHTMLページを開くことが
可能です。このHTMLページにより、この章で記述されているプレゼンテーシ
ョンの情報を更に多く提供できます。
追加情報
詳細は 297 ページの「関連情報ペインに HTML ページを開く」を参照してく
ださい。
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キャラクターコード
SMILのヘッダー部分あるいはクリップの属性値内では、クォーテーション、ア
ポストロフィ、アンパサンドおよびアングルブラケットは文法記号として扱わ
れます。RealOne Playerでテキストとして表示されるようにするには、これらの
キャラクターを意味するコードを使う必要があります。以下の表に示すように、
コードはアンパサンド（”&”）で始まり、セミコロン（”;”）で終わります。SMIL
はこれらのコードを一般的なWebブラウザと同様の方法で訳します。

コード
&quot;
&amp;
&apos;
&lt;
&gt;

SMILのキャラクターコード
のキャラクターコード
キャラクター
クォーテーション記号
アンパサンド
アポポストロフィ
左側のアングルブラケット（より小さい）
右側のアングルブラケット（より大きい）

例
"
&
'
<
>

たとえば、タイトルとして以下のテキストを加えるには
Multimedia's <smil> & you
SMILファイル内で以下のように記述します。
"&quot;Multimedia&apos;s &lt;smil&gt; &amp; you&quot;"

クリップおよびグループ情報の追加
クリップおよびグループ情報の追加
SMILのタイトル、著者、コピーライト、要約属性は、クリップソースタグと<seq>
タグ、<par>タグに記述します。この情報はクリップ自身にエンコードされた
情報を上書きします。以下の表はこれら情報を表す属性の概要です。
クリップの情報属性
動作

属性
abstract

値

author
copyright
title

作者名
著作権情報
タイトルテキスト

クリップの要約

RealOne Player に表示されるクリップの要
約を設定します。
クリップの作者名を定義します。
クリップの著作権情報を設定します。
プレイリストに表示されるクリップのタ
イトルを作成します。

各グループタグあるいはクリップソースタグ内でこれらの属性を混合して使用
できます。ただし、RealNetworks社としてはRealOne Playerのプレイリストに表
示されるタイトル属性を常に含めるよう推奨します。以下の例はクリップソー
スタグ内に記述される一般的なフォームを示します。
<ref src="..." title="title" author="name" copyright="date"
abstract="abstract"/>

タイトル、制作者、著作権情報を表示する場所
クリップでエンコードされる、またはSMILやRamファイルで設定されるか否か
にかかわらず、情報はRealOne Playerの次に領域に表示されます。
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•

SMIL ファイルが 189 ページの「SMIL プレゼンテーションの情報の定義」で
記述されるようにプレゼンテーション情報を使用しない場合は、クリップやク
ループのタイトル、著者、コピーライト情報は、RealOne Player の上のタイト
ルバーに表示されます。この場合、プレゼンテーション情報のみタイトルバー
に表示されます。

•

クリップやグループのタイトルや著者情報は、RealOne Player のメディアブラ
ウザペインの一部である「Now Playing」リストに表示されます。視聴者はク
リップまたはグループリストをダブルクリックして、そのクリップを再生する
ことができます。詳細は 26 ページの「Now Playing リスト」を参照してくださ
い。

•

189 ページの「SMIL プレゼンテーションの情報の定義」で記述されるように
プレゼンテーション情報を SMIL ファイルに記述しない場合は、RealOne Player
ファイルメニューの下の最近再生したクリップのリストでクリップタイトル
情報を表示します。。この場合、プレゼンテーション情報のみがリストに表示
されます。

•

View>Clip>Clip Info コマンド (Ctrl+i)で、クリップタイトル、著者、著作権
情報を表示できます。
ヒント
タイトル、著者、著作権情報、要約属性は、それぞれのグループやクリップソ
ースタグでどんな組み合わせでも使用することができます。しかし、
RealNetworks 社は、常にタイトルを設定することをお奨めします。もし、タイト
ルがクリップにエンコードされていないか title 属性で指定されていない場合
は、クリップのファイル名が代わりに使用されます。

グループの中でクリップを使用する
個別のクリップが順次再生する場合、194ページの「<seq>タグを使用せずに順
次再生を作成する」で記述されているように、<seq>タグを省略することで「Now
Playing」リストにタイトルと著者情報を表示することができます。
<body>
<audio id="clip1" title="This is Clip 1" .../>
<audio id="clip2" title="This is Clip 2" .../>
...
</body>
<seq>、<par>、<excl>タグでクリップをまとめた場合、クリップタイトルは無
視されます。従って、次の例のようにグループタグ内にタイトル、著者、著作
権情報を設定します。
<body>
<seq title="This is Sequence 1">
<audio id="clip1" .../>
<audio id="clip2" .../>
...
</seq>
</body
これらの例で説明したように、<seq>タグと<par>タグはRealOne Playerのグルー
プやクリップの情報の表示に影響を与えます。また、視聴者が「Now Playing」
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リストを通してSMILプレゼンテーションの一部を選択することができるかど
うかに影響を与えます。
•

全てのクリップとグループが 1 つの<seq>、<par>、<excl>グループ内に含まれ
る場合は、個々のクリップやグループのタイトルは「Now Playing」リストに
表示しないので、視聴者がそのリストを通してプレゼンテーションの一部を選
択することができません。

•

複数の<seq>、<par>、<excl>グループでクリップやグループを囲う場合は、個々
のクリップやグループのタイトルが SMIL ファイルでリストされる順序に従っ
て「Now Playing」リストに表示されます。

SMIL プレゼンテーションの情報の定義
クリップソースタグは各クリップに関する情報を定義できますが、SMILファイ
ルのヘッダーでは<meta/>タグを使用して、タイトル、著者、コピーライトな
どの情報をプレゼンテーション全体に対して定義できます。それぞれの
<meta/>タグは以下の例のようにnameおよびcontentの2つの属性を使用しま
す。
<head>
<meta name="title" content="Bob and Susan Discuss Streaming Media"/>
<meta name="author" content="RealNetworks Media Productions"/>
<meta name="copyright" content="(c)1998 RealNetworks"/>
</head>
ヒント
name=”title”のように、name 属性の値は小文字で記述する必要がありま
す。要約のような長いテキストを定義する場合は、content 属性の値に改行
またはタブを使用しないでください。

プレゼンテーション情報はRealOne Playerの次の領域に表示されます。
•

クリップやクループのタイトル、著者、コピーライト情報は、RealOne Player
の上のタイトルバーに表示されます。

•

プレゼンテーションタイトルや著者情報は、RealOne Player のメディアブラウ
ザペインの一部である「Now Playing」リストに表示されます。視聴者はクリ
ップまたはグループリストをダブルクリックして、そのクリップを再生するこ
とができます。詳細は 26 ページの「Now Playing」リストを参照してください。

•

View>Clip>Clip Info コマンド (Ctrl+i)で次の図のように、クリップタイトル、
著者、著作権情報を表示できます。
プレゼンテーション情報
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プレゼンテーションクリップの例
次のSMILの例は、プレゼンテーションとクリップ情報の両方を定義します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<meta name="title" content="Bob and Susan Discuss Streaming Media"/>
<meta name="author" content="RealNetworks Media Productions"/>
<meta name="copyright" content="(c)2001 RealNetworks"/>
</head>
<body>
<video src="clip1.rm" title="Bob Expounds His View"/>
<video src="clip2.rm" title="Susan Responds with Another
Perspective"/>
<video src="clip3.rm" title="Summary: A Look at the Future"/>
</body>
</smil>
ビデオクリップの順次再生は<seq>タグを使用していないので個々のクリップ
タイトルは26ページの「Now Playingリスト」の図で示されるように、「Now
Playing」リストのプレゼンテーションタイトルの下に表示されます。

アクセス可能情報の追加
いくつかの属性はRealOne Playerで表示されますが、他の属性は目の不自由な視
聴者が使用している補助読み取り装置でのみ機能します。以下の表は、全ての
視聴者に対してプレゼンテーションへのアクセスを助ける属性を一覧表示して
います。RealNetoworks社はプレゼンテーションにこれらの属性を加えること
をお勧めします。
アクセス可能属性
属性
alt

値

動作

参照ページ

テキスト

190 ページ

longdesc

テキスト

readIndex

整数

クリップが表示されない場合の代替
えテキストを提供します。
補助読み取り装置に読み取られる長
い要約を提供します。
クリップ情報を読む順番を設定しま
す。

191 ページ
191 ページ

代替テキストの記述
各クリップソースタグには、短い要約テキストを値とするalt属性を含めること
ができます。このaltの値は視聴者がクリップにマウスポインタを持ってきたと
きにRealOne Player上に表示されます。各クリップに常にalt属性を含める習慣
をつけましょう。以下の例では、視聴者がクリップ上にマウスポインタを持っ
てきたときに、”Introductoey Video” というテキストが表示されます。
<video src="video1.rm" alt="Introductory Video"/>
メモ
画像がダウンロードされる前に画像の alt テキストを表示するブラウザーとは
異なり、RealOne Player はクリップの再生前に alt テキストを表示しません。
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ヒント
クリップがハイパーリンクを含む場合、リンクの alt の値あるいは URL はクリッ
プの alt テキストに代わって表示されます。ハイパーリンクの alt の詳細は
294 ページの「リンクの代替テキストの表示」を参照してください。

長い要約文の使用
各クリップソースタグにはalt属性を補助するlongdesc属性を含むことができ
ます。目の不自由な人に対して、この長い要約文を読むことが可能な補助読み
取り装置もあります。283ページの「第15章」で述べているようにクリップにハ
イパーリンクを加える場合、要約にはリンクの目的先を記述するのがよいでし
ょう。
<img src="button3.gif" longdesc="This is the third navigation button.
Clicking it opens your browser to the home page for RealNetworks." .../>

クリップの読み取り順の設定
目の不自由な人が補助読み取り装置を使うとき、その装置は通常各クリップソ
ースタグの title、altおよびlongdescの値を読みます。クリップが同時に再生さ
れる時は、その装置は、<par/>グループ内のクリップタグが表れる順番で属性
値を読みます。この順番を変えるには、クリップソースタグにreadIndex 属性
を加えます。各readIndex 属性はデフォルトの値は0ですが、値として正の整数
値をとります。以下に例を示します。
<par>
<img ... alt="Link Button 1" longdesc="Start next video" readIndex="1"/>
readIndex="1"
<img ... alt="Link Button 2" longdesc="Visit home page" readIndex="2"
readIndex="2"/>
"2"
<video ... alt="Presentation Video" readIndex="0"/>
readIndex="0"
</par>
上の例では、ビデオソースタグは最も小さいreadIndex値（=0）を持ちます。し
たがって、補助読み取り装置はこのクリップのalt情報を最初に読みます。次に
装置は最初に記述されたimg タグのaltとlondesc属性の値を読みます。続いて、
2番目のimgタグのaltとlongdesc属性の値を読みます。
メモ
2 つ以上のソースタグが同じ readIndex 値を持っている場合、SMIL 中にク
リップソースタグの現れる順番でクリップ情報は読まれます。
追加情報
195 ページの「クリップの同時再生」はパラレルグループについて記述して
います。
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第11章
章
グループ
プレゼンテーションを組み立てる最も簡単な方法はクリップをグループ化する
ことです。たとえば、クリップを順番に再生する、あるいはいくつかのクリッ
プを同時に再生するためにグループタグを使うことができます。この章では、
プレゼンテーションを組み立てるための基本的なグループタグの使い方につい
て述べます。グループの動作を理解すれば、グループの動作を変更するために、
以後の章で記述されているコマンドを使用することが可能になります。

グループについて
SMILプレゼンテーションでは、クリップを3種類のグループに組み入れること
が可能です。プレゼンテーションに含むことができるグループ数に制限はあり
ません。
•

シーケンスグループ
シーケンスグループではクリップは順番に再生します。あるクリップが終
了したら次のクリップが始まり、シーケンスが終了するまで続きます。
SMIL ファイルでは<seq>タグがシーケンスの始まりを示し、対応する
</seq>タグがシーケンスの終了を示します。194 ページの「クリップの順
次再生」セクションはこのシーケンスを説明しています。

•

パラレルグループ
パラレルグループ内では全てのクリップが同時に再生されます。たとえば、
パラレルグループにはビデオとサブタイトルを表示する RealText クリッ
プを含めることができます。パラレルグループを作成する場合、各クリッ
プのスクリーン上の表示位置を指定するレイアウトを定義する必要があ
ります。<par>タグがパラレルグループの開始を示し、</par>タグがグル
ープの終了を示します。詳細は 195 ページの「クリップの同時再生」セク
ションを参照してください。

•

エクスクルーシブグループ
エクスクルーシブグループ内では、一度に再生するクリップは 1 つだけで
す。このグループは通常インタラクティブプレゼンテーションを作成する
ために使われます。たとえば、プレゼンテーションに個々に異なるビデオ
を選択するいくつかのボタンがある場合などです。視聴者がクリックする
ボタンによって、グループの中から異なったクリップを選択します。エク
スクルーシブグループは<excl>と</excl>タグで作成されます。「エクス
クルーシブグループの作成」のセクションは、このエクスクルーシブグル
ープについて説明しています。

グループの中のグループ
SMILの強力な機能の1つにグループの中にグループを入れ子にできる機能があ
ります。たとえば、作成するプレゼンテーションの種類に応じて<seq>タグと
<par>タグを組み合わせることが可能です。しかし、これらのタグの組み合わ
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せ方によってはプレゼンテーションの再生に重大な影響を及ぼすので、大きな
プレゼンテーションでグループを入れ子にする場合は十分注意する必要があり
ます。以下の例は、clip 1が最初に再生されます。clip 1が終了した後、clip 2
とclip 3が同時に再生されます。clip 2およびclip 3の再生が終了すると、clip 4
の再生が始まります。
<seq>
clip 1
<par>
clip 2
clip 3
</par>
clip 4
</seq>
しかし、<seq>と<par>のグループを交換すると、非常に異なる結果になります。
次の例では、clip 1、clip 2およびclip 4が同時に再生を開始し、clip 2が終了す
ると、clip 3の再生が始まります。
<par>
clip 1
<seq>
clip 2
clip 3
</seq>
clip 4
</par>
以下の図は、これらの2つのグループの違いを示しています。
入れ子になったグループの異なる再生結果
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クリップの順次再生
シーケンスグループは作成が最も簡単なグループタイプです。単純に<seq>と
</seq>タグの中に再生したい順番にクリップをリストしてください。以下の例
は、3つのオーディオクリップを順番に再生するSMILファイルを示しています。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<body>
<seq>
<audio src="song1.rm"/>
<audio src="song2.rm"/>
<audio src="song3.rm"/>
</seq>
</body>
</smil>
この例では、2番目のクリップは最初のクリップが終了した時に再生を開始し、
3番目のクリップは2番目のクリップが終了した後に再生されます。シーケンス
グループに含めることのできるクリップ数、クリップの種類に制限はありませ
ん。たとえば、RealAudioやFlashクリップをシーケンスに加えることができます。
ただし、ビジュアルクリップを使用する場合は、210ページの「第12章」で述べ
ているようにレイアウトも定義するほうが良いでしょう。
クリップを<seq>と</seq>タグで囲む場合、RealOne Playerはシーケンスグルー
プ全体を1つのプレゼンテーションとして扱います。たとえば、前述の例で各ク
リップの長さがそれぞれ2分だとすれば、RealOne Playerのステータスバーはプ
レゼンテーションの長さを6分として表示します。RealOne Playerはシーケンス
グループを1つのプレゼンテーションとして扱うので、視聴者はクリップ全てに
わたって移動をするタイムラインスライダーを使用できますが、RealOne Player
のPlay>Next Clipコマンドを使用して個々のクリップを選択することはできま
せん。

<seq>タグを使用せずに順次再生を作成する
タグを使用せずに順次再生を作成する
常に<seq>と</seq>タグでクリップをグループ化する必要はありません。クリ
ップがグループ内でリストされていなくとも、RealOne Playerは自動的にそれら
を順次再生します。たとえば、以下の<seq>と</seq>タグが無いマークアップ
は3つのオーディオクリップを前述の例と同様に順次再生します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<body>
<audio src="song1.rm"/>
<audio src="song2.rm"/>
<audio src="song3.rm"/>
</body>
</smil>
ただし、<seq>グループを使用しない場合は、RealOne Playerは各クリップを別々
のプレゼンテーションとして扱います。この例で各クリップが長さが2分だとし
ます。プレゼンテーションが始まると、RealOne Playerのステータスバーはプレ
ゼンテーションの長さを2分として表示します。最初のクリップが終了したとき、
RealOne Playerのタイムラインスライダーはリセットされて2番目のクリップが
再生され、ステータスバーは再び2分を表示します。この動作は3番目のクリッ
プが再生されるときも繰り返されます。任意のポイントで視聴者はRealOne
PlayerのPlay>Next Clipコマンドを使用して違うクリップを選択できます。
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順次再生を作成するときのヒント
•

<seq>タグは title、author、copyright、abstract 属性をクリップソースタグと
同様に含むことができます。詳細は 187 ページの「クリップおよびグループ情
報の追加」を参照してください。

•

シーケンスグループ内のシーケンスおよび各クリップは begin 属性を使用して
再生時刻を遅らせることが可能です。詳細は 248 ページの「開始時間と終了時
間の設定」を参照してください。

•

シーケンスグループ内のシーケンスグループおよび各クリップは再生時間の
長さを制御する dur 属性を使用することが可能です。詳細は 250 ページの「再
生継続時間の設定」を参照してください。

•

シーケンスグループ内のシーケンスグループあるいはクリップを繰り返す
repeatDur および repeatCount を使用可能です。詳細は 254 ページの「要素の
繰り返し」を参照してください。

•

<seq>タグと同様にクリップソースタグもタイミング属性を持つことができま
す。したがって、最初に必要なタイミング属性全てをクリップソースタグに設
定します。その結果、シーケンスグループの中で希望の動作を得られます。そ
の後、シーケンスグループの再生時間を決定します。必要に応じて、グループ
の動作を変更するタイミング属性を<seq>タグに使用してください。

クリップの同時再生
クリップソースタグを<par>および</par>タグで囲んでグループ化することに
よって、2つ以上のクリップを同時に再生可能になります。以下の例は、
RealVideoクリップとRealTextクリップが同時に再生されるパラレルグループの
例です。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
...region layout defined as described in Chapter 12...
</layout>
<body>
<par>
<video src="song.rm" region="region1̲ID"/>
<textstream src="lyrics.rt" region="region2̲ID"/>
</par>
</body>
</smil>
この例では、RealVideoとRealTextクリップが同時に再生されます。パラレルグ
ループ内に含めることのできるクリップ数には制限はありませんが、210ページ
の「第12章」で記述しているように各ビジュアルクリップ（オーディオクリッ
プは領域を必要としません）に対しては再生領域を定義する必要があります。
各領域はヘッダーのレイアウト内で定義され、ユニークなid=“ID”属性を持つ必
要があります。クリップソースタグ内にregion=“ID”属性を記述し各クリップを
領域に割り当てます。

195

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

グループ

同時再生を作成するときのヒント
•

パラレルグループを作成する場合、35 ページの「視聴者の帯域幅」で述べて
いるように同時に再生するクリップの帯域幅が視聴者の最大接続帯域幅を超
えないように注意する必要があります。たとえば、最大のストリーミング帯域
幅が 34Kbps ならば、ぞれぞれの帯域幅が 20Kbps のクリップを同時に再生す
ることはできません。

•

パラレルグループに画像が含まれる場合、RealOne Player は画像データをすべ
て受信するまでグループを再生しません。画像のストリーミングスピードを著
しく低く設定した場合は、グループの再生が遅くなるかもしれません。詳細は
162 ページの「クリップのストリーミング速度の設定」を参照してください。

•

<par>タグは title、author、copyright、abstract 属性をクリップソースタグと
同様に含むことができます。詳細は 187 ページの「クリップおよびグループ情
報の追加」を参照してください。

•

パラレルグループは通常、グループ内の最も長いクリップと同じ長さだけ再生
を継続します。ただし、252 ページの「特定のクリップによるグループの終了」
で述べているように、endsync 属性を使用してこの動作を変更することができ
ます。

•

グループ内のパラレルグループおよび各クリップは begin 属性を使用して再生
時刻を遅らせることが可能です。詳細は 248 ページの「開始時間と終了時間の
設定」を参照してください。

•

グループ内のパラレルグループおよび各クリップは再生時間の長さを制御す
る dur 属性を使用することが可能です。詳細は 250 ページの「再生継続時間の
設定」を参照してください。

•

パラレルグループを繰り返す repeatDur および repeatCount を使用可能です。
詳細は 254 ページの「要素の繰り返し」を参照してください。

•

readindex 属性を使用して、パラレルグループ内で取補助装置がクリップの属
性を読み取る順番を変更できます。詳細は 191 ページの「クリップの読み取り
順の設定」を参照してください。

パラレルグループ内での同期再生
通常の環境では、Helix Universal Serverはパラレルグループ内で再生されるクリ
ップの同期を取ります。この場合、タイムラインがスムーズに動作するように、
また視聴者が利用できる帯域幅を越えないようにプレゼンテーションを構成す
る必要があります。以下の表は、特にネットワーク条件が厳しい場合に、再生
動作を変更するためにパラレルグループ内に加えることが可能なオプションの
属性の一覧を示しています。

属性
syncBehevior

パラレルグループの同期属性
値
機能
canSlip|default|
independent|locked
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syncBehaviorDefault

canSlip|independent
|inherit|locked

syncTolerance

default|時間値

syncToleranceDefault

default|時間値

グループのデフォ
ルトの同期動作を
設定します。
ロックされた要素
の同期動作をゆる
めます。
グループの同期動
作のデフォルトの
許容値を設定しま
す。

200
ページ
202
ページ
202
ページ

独立したタイムラインの作成
パラレルグループ内のクリップにsyncBehavior=”independent”を加えること
によって、クリップはグループ内の他のクリップと完全に同期をしなくなりま
す。実際にはクリップはライブブロードキャストのように動作します。RealOne
Playerのタイムラインスライダーは早送り、巻き戻し動作をしません。以下の
パラレルグループでは、RealTextクリップは独立した動作をします。RealText
クリップはRealAudioおよびFlashクリップと同時に再生を開始しますが、視聴者
がプレゼンテーションを早送りあるいは巻き戻しをした時に、RealAudioおよび
Flashクリップだけが影響を受けます。
<par>
<audio src="soundtrack.rm" .../>
<ref src="training.swf" .../>
<textstream src="translation.rt" syncBehavior="independent" .../>
</par>
パラレルグループ全体に対するタイミングはsyncBehavior=”independent”を
使用するクリップにも適用されることに注意してください。以下の例は、パラ
レルグループが最初に再生され、<par>タグ内のdur属性によって5分間再生が継
続します。その後ビデオクリップがパラレルグループに続いて再生されます。
たとえば、視聴者がタイムラインスライダーを5分の位置に動かした場合、パラ
レルグループ内の全てのクリップは終了し、ビデオが再生を始めます。パラレ
ルグループが10分間再生する場合でも、RealTextクリップは
syncBehavior=”independent”値に関わらずグループの終了と同時に再生を終
了します。
<body>
<seq>
<par dur="5min">
dur="5min"
<audio src="soundtrack.rm" .../>
<ref src="training.swf" .../>
<textstream src="translation.rt" syncBehavior="independent" .../>
</par>
<video src="conclusion.rm" .../>
</seq>
</body>
通常の環境下でパラレルグループの再生方法に目に見える影響をもつ
syncBehaviorの値はindependentだけです。次のセクションで述べるように、他
のsyncBehaviorの値は困難なストリーミング条件下でだけ、パラレルグループ
のクリップに影響を与えます。
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同期動作の設定
RealOne Playerはネットワーク状況の変化に対して、プレゼンテーションのスト
リーミングをスムーズに保つことを通常補償します。しかし、非常にネットワ
ーク状況が悪い場合、データを受信するまでグループの再生を一時停止します。
syncBehavior属性を使用することによって、このような状況下でRealOne Player
の動作方法に影響を与えることが可能です。通常の環境下ではプレゼンテーシ
ョンの再生方法に影響を与えず、ネットワーク状況の悪い場合にだけ作用する
ので、これらの属性は防御手段と考えてください。

syncBehavior属性の値
属性の値
値
canSlip

動作

RealOne Player はクリップのデータを受信するまで、必要な限
りこのクリップの再生を一時停止します。クリップを早送り
すると、グループのタイムラインに追いつきます。他のクリ
ップはこのクリップの状態ににかかわらず、再生を続けます。
locked
クリップはグループと同期する必要があります。クリップの
データの配信が停止した場合、RealOne Player は新しいクリッ
プのデータが届くまで、グループの再生を停止します。また
202 ページの「ロック要素に対する同期を緩める」で記述して
いるように、許容値を加えることも可能です。
independent クリップの再生はグループの再生と完全に独立しています。
詳細は、197 ページの「独立したタイムラインの作成」を参照
してください。
default
200 ページの「同期動作のデフォルト値の指定」で述べている
ように、クリップの動作はグループタグの
syncBehaviorDefault 属性によってコントロールされます。
クリップは自動的にデフォルト値を受け継ぐので、
syncBehaviorDefault 値を設定しても、この値を明示的に設定
する必要はありません。
メモ
syncBehavior 値を設定しない場合、要素は canSlip 値を設定されたように
動作します。

クリップの同期
ほとんどの場合パラレルグループ内のクリップに対して、syncBehaviorの値と
してcanSlipとlockedのコンビネーションを使用するでしょう。以下の例を考え
ます。FlashクリップとRealAudioクリップおよびRealTextクリップが同時に再生
されます。この例は、Flashアニメーションが視覚情報、RealAudioがナレーショ
ン、RealTextが音声のサブタイトルをテキストに変換したトレーニングムービ
ーだとします。
<par>
<audio src="soundtrack.rm" syncBehavior="locked" .../>
<ref src="training.swf" syncBehavior="canSlip" .../>
<textstream src="translation.rt" syncBehavior="locked" .../>
</par>
この例ではFlashクリップはスリップ可能です。これは帯域幅が落ちて低くなっ
た場合、RealOne Playerが最初にこのクリップの再生を一時停止することを意味
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しています。RealOne Playerは帯域幅が回復すると、クリップの再生を再開しま
す。このポイントで、RealOne PlayerはRealAudioとRealTextクリップに同期する
ようにFlashファイルを早送りします。視聴者に対してはFlashクリップがポーズ
するように見えますが、オーディオとサブタイトルテキストはネットワーク状
況がさらに悪くならない限り再生が継続されます。
この例では、RealAudioのサウンドトラックとRealTextのサブタイトルはグルー
プでロックされます。これはRealOne Playerがこれらのクリップを同期しスムー
ズに再生するように出来る限りのことをするという意味です。上で述べたよう
に、RealOne Playerは必要なら最初にFlashクリップを一時停止します。その動作
を行っても十分な帯域幅が得らず、またRealAudioの配信も出来ない場合、
RealOne PlayerはRealAudioとRealTextクリップの再生を続けるのに十分なデー
タを受け取るまでグループ全体を停止します。この場合、Flashクリップは状況
が許されとすぐにグループの現在の位置に追いつきます。

グループの同期
グループ内でクリップを同期させることが出来るのと同様に、グループ内でグ
ループを同期させることも可能です。前の例を変更して、単独のRealAudioでは
なくRealAudioのシーケンスグループとFlashクリップとRealTextクリップの同
時再生にしたプレゼンテーションを考えます。
<par>
<seq syncBehavior=”locked”>
<audio src=”soundtrack1.rm” .../>
<audio src=”soundtrack2.rm” .../>
<audio src=”soundtrack3.rm” .../>
</seq>
<ref src=”training.swf” syncBehavior=”canSlip” .../>
<Textstream src=”translation.rt” syncBehavior=”locked” .../>
</par>
この例では、syncBehavior属性はRealAudioクリップのシーケンスグループ全体
をロックするために<seq>タグ内で使われています。グループの入れ子なので
同期動作は以下の抽象化した例で示すように複雑になります。
<par id="master_group">
<ref id="clip_A" syncBehavior="locked" .../>
<par id="group_X" synchBehavior="locked" .../>
<ref id="clip_B" synchBehavior="locked" .../>
<ref id="clip_C" synchBehavior="canSlip" .../>
</par>
<par id="group_Y" syncBehavior="canSlip">
<ref id="clip_D" synchBehavior="locked" .../>
<ref id="clip_E" synchBehavior="locked" .../>
</par>
</par>
この仮想例のグループの動作を理解するため、最初に外側の<par>グループに
注目します。このグループにはclip_A、group_X、group_Yの3つの要素が含まれ
ています。これらの要素のsyncBehavior属性はプレゼンテーション全体の同期
動作を決定します。clip_Aとgroup_Xはロックされるので、RealOne Playerはこ
れらの要素を確実に同期します。ネットワーク状況が悪い場合、RealOne Player
は必要に応じてgroup_Yを最初に停止します。
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group_Xの中で、clip_Bはロックされます。したがって、ネットワーク状況が非
常に悪化するまで、clip_Bはclip_Aと同調して再生を続けます。clip_Cはスリッ
プできるので、RealOne Playerは2番目の対策としてclip_Aとclip_Bが再生を続け
る間、clip_Cを停止します。ネットワーク状況が改善したら、RealOne Playerは
最初にclip_Cの再生を再開し、続いてgroup_Yの再生を再開します。しかし、
group_Yではclip_Dとclip_Eがロックされていることに注意してください。これ
はRealOne Playerが両方のクリップが再生可能になるまで、group_Yの再生を再
開しないことを意味します。

同期動作のデフォルト値の指定
グループの属性であるsyncBehaviorDefaultは数多くのクリップを含むグルー
プあるいは入れ子になったグループの同期動作を設定するのに便利です。グル
ープ内の要素がsyncBehavior値を指定しない場合、あるいは
syncBehavior=”default”を使う場合、グループタグ内のsyncBehaviorDefault属
性はグループ内の要素が使用する同期動作を決めます。以下の例では、グルー
プタグはデフォルトで設定されるロック動作を持ちます。
<par syncBehaviorDefault="locked">
<audio src="soundtrack.rm" .../>
<ref src="training.swf" syncBehavior="canSlip" .../>
<textstream src="translation.rt" syncBehavior="default" .../>
</par>
この例では、RealAudioクリップはsyncBehavior属性を指定していません。また
RealTextクリップはsyncBehavior =“default” を指定しています。したがって、
この両方のクリップはグループタグで設定されたデフォルト値（locked）を使
用します。しかし、Flashクリップはデフォルトの設定を無視して異なる同期動
作を指定しています。

同期動作のデフォルト値を引継ぐためのグループの設定
グループタグのsyncBehaviorDefault属性は197ページの「syncBehavior属性の
値」の表で示すように、locked、canSlipあるいはindependent値を取ることが
できます。この属性のデフォルト値は、グループタグ内で明示的に指定も可能
なinheritです。このinheit属性は以下の抽象例に示すように入れ子になったグ
ループに有効です。
<par id="master_group" syncBehaviorDefault="canSlip">
<par id="group_X" syncBehaviorDefault="inherit">

...group̲X clips played in parallel...

</par>
<par id="group_Y">

...group̲Y clips played in parallel...

</par>
<par id="group_Z" syncBehaviorDefault="locked">

...group̲Z clips played in parallel...

</par>
</par>

この例では、group_Xとgroup_Yは1段階上のグループのsyncBehaviorDefault値
であるcanSlipを引き継ぎます。これら2つのグループの中の要素は、タグに他
の値が設定されていなければ、canSlip動作を使用します。これに対して、
group_Zはマスターグループの動作を無効にし、デフォルトのlockedを指定し
ています。group_Z内の要素は、明示的に他の値が設定されるまで、ロック動
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作を使用します。

入れ子になったグループの同期動作の相互作用
syncBehaviorおよびsyncBehaviorDefaultを使用する入れ子になった数段階のグ
ループがある場合、グループとそれらの要素の相互作用を理解するのことは重
要です。要素はデフォルトでsyncBehaviorDefaultの値を引き継ぐので、全ての
入れ子になったグループを見ないと相互作用を理解すのは難しくなります。以
下の抽象例を考えてみます。
<par id="master_group" syncBehaviorDefault="canSlip">
<par id="group_X" syncBehaviorDefault="inherit">
<ref id="clip_A" .../>
<ref id="clip_B" syncBehavior="locked" .../>
</par>
<par id="group_Y" syncBehavior="locked">
<ref id="clip_C" .../>
<ref id="clip_D" .../>
</par>
<par id="group_Z" syncBehaviorDefault="locked">
<ref id="clip_E" .../>
<ref id="clip_F" syncBehavior="locked" .../>
</par>
</par>
master_groupはsyncBehaviorDefaultの値がcanSlipです。このmaster_group内
の要素は以下の syncBehaviorの値を持ちます。
•

group_X は canSlip に設定されます
group_X は master_group のデフォルト値 canSlip を引き継ぎ、その値を
グループ内のクリップに渡します。また、クリップのうち 1 つは上書きさ
れています。
• clip_A は canSlip に設定されます。
• clip_B は locked に設定されます。

•

group_Y は locked に設定されます。
group_Y 自身は locked に設定されます。ただし、master_group からデフ
ォルト値の canSlip を引き継ぎ、グループ内の両方のクリップに渡します。
• clip_C は canSlip に設定されます。
• clip_D は canSlip に設定されます。

•

group_Z は canSlip に設定されます。
group_Z は master_group からデフォルト値の canSlip を引き継ぎます。
ただし、グループ内の要素に対してはデフォルト値は変更され locked に
なります。クリップの 1 つは上書きされています。
• clip_E は locked に設定されます。
• clip_F は canSlip に設定されます。

201

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

グループ

ロック要素に対する同期を緩める
グループ内の要素にsyncBehavior=”locked”を使用している場合、RealOne
Playerはそれらがクリップあるいはグループであろうと同期をしっかりと保ち
ます。グループにsyncTolerance=”time”を加えることによって、同期動作を緩
めることができます。要素が強固に同期する必要がなければ、許容値は有効で
す。許容値が大きいほど、RealOne Playerはデータを再バッファーするためにグ
ループ全体を停止する機会が少なくなります。以下の例は、ロック要素に3秒の
許容値を加えています。
<par syncTolerance="3s">
<audio src="soundtrack.rm" syncBehavior="locked" .../>
<ref src="training.swf" syncBehavior="canSlip" .../>
<textstream src="translation.rt" syncBehavior="locked" .../>
</par>
この例では、RealOne Playerが配信データを再バッファーするためにグループの
再生を停止することがあります。しかしRealAudioとRealTextクリップは少なく
とも3秒間同期をとらずに、グループの再生を停止させないように動作します。
視聴者に混乱を与えないように、クリップの非同期状態の長さをどの程度にす
るかについて考える必要があるでしょう。
追加情報
SMIL のタイミング値は 247 ページの「時間値の指定」に記述されています。

同期動作の許容デフォルト値の指定
syncBehaviorDefaultと同様に、グループに対するsyncToleranceDefault属性は
入れ子グループに同期動作の許容値を設定します。以下の例では、マスターグ
ループはsyncToleranceDefault値に3秒を設定しています。
<par id="master_group" syncTolerance="4s" syncToleranceDefault="3s">
syncToleranceDefault="3s"
<par id="group_X" syncBehavior="locked" syncTolerance="inherit">
syncTolerance="inherit"

...group̲X clips played in parallel...

</par>
<par id="group_Y" syncBehavior="canSlip">

...group̲Y clips played in parallel...

</par>
<par id="group_Z" syncBehavior="canSlip" syncTolerance="5s">
syncTolerance="5s"

...group̲Y clips played in parallel...

</par>
</par>

この例では、group_XはsyncTolerance=”inherit”を含み、group_Yは
syncTolerance値を持ちません。したがって、この両方のグループはマスターグ
ループの許容値である3秒を引き継ぎます。しかし、group_Zにはマスターグル
ープのデフォルト値を上書きした5秒の許容値が設定されています。
マスターグループはsyncToleranceとsyncToleranceDefault値の両方を持つこ
とに注意してください。同期動作の許容値を使う場合、これらの値の意味を理
解しておくことは重要です。
•

syncTolerance 値はグループ内の要素に対しての許容値を決めます。この例で
は、マスターグループの syncTolerance 値は group_X、group_Y および group_Z
に適用される許容値に影響しますが、これらのグループ内の要素には影響しま
せん。
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マスターグループの syncToleranceDefault 値は、group_X、 group_Y、group_Z
がその値を引き継ぎ、許容値を上書きしない限り、各サブグループの要素の許
容値を設定します。

クリップの同期に関するヒント
•

帯域幅が不確実なネットワークに対する最もよいソリューションとして、必要
以上に帯域幅を消費しないようにプレゼンテーションを作成します。19 ペー
ジの「第 2 章のプレゼンテーションの計画」で述べているタイムラインと帯域
幅を確実に理解してください。

•

パラレルグループ内では、オーディオクリップにロックを使うのがベストです。
視聴者はビジュアル要素がストップとスタートを繰り返しても、オーディオが
スムーズに流れるプレゼンテーションにとどまる傾向があります。

•

グループ内の全てのクリップにロックを使用する場合、同期動作に数秒間の許
容値を設定するのは良い考えです。これによって、RealOne Player はただ 1 つ
のクリップに対するデータが遅延しても、プレゼンテーション全体が停止する
ことを防ぎます。

エクスクルーシブグループの作成
<excl>と</excl>タグは1度に1つの要素だけが再生されるエクスクルーシブグ
ループを作成します。<seq>グループにおいても1度に1つの要素だけが再生さ
れますが、再生順は常に最初の要素から最後の要素の順番になります。これに
対して、<excl>グループにはあらかじめ決められた再生順は存在しません。再
生順は各グループの要素に定義されるSMILタイミングコマンドに基づいて全
て決定されます。
エクスクルーシブグループはパラレルグループまたはシーケンスグループとは
異なる目的に使用されます。<par>および<seq>タグを使用すると、プレゼンテ
ーション全体を通して連続的に流れる唯一のタイムラインを構成できます。し
かし、エクスクルーシブグループを使う場合は、2つの機能であるインタラプシ
ョンとインタラクティビティを通じてタイムラインを不連続にすることが可能
です。
このインタラプションとインタラクティビティの例として、視聴者がビデオに
対するアイコンをクリックした時にそれぞれ異なるビデオを再生するグループ
を考えます。これがインタラクティビティです。また、選択されたビデオが再
生されている時に広告ビデオが再生されると、すぐにそのビデオは一時停止し、
広告ビデオが終了したら自動的に再生を再開します。これがインタラプション
です。エクスクルーシブグループではこれらの機能の1つ、あるいは両方を定義
します。
ヒント
エクスクルーシブグループの動作方法を理解するためには、タイミング属性
について知っておく必要があります。したがって、245 ページの「第 13 章」お
よび 267 ページの「第 14 章」を始めに読む必要があるかも知れません。

インタラクティブ開始時間の定義
エクスクルーシブグループの主な機能はプレゼンテーションにインタラクティ
ビティを追加することです。以下の例は、3つの画像と同時に再生されるエクス
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クルーシブグループです。エクスクルーシブ内の全てのビデオは、視聴者が画
像をクリックした時だけ再生を開始するインタラクティブなbegin属性を使用
しています。したがって、パラレルグループがアクティブになると同時に3つの
画像は表示されますが、各ビデオは画像がクリックされるまで表示されません。
<par>
<img src="number1.gif" id="button1" .../>
<img src="number2.gif" id="button2" .../>
<img src="number3.gif" id="button3" .../>
<excl dur="indefinite">
<video src="video1.rm" begin="button1.activateEvent" .../>
<video src="video2.rm" begin="button2.activateEvent" .../>
<video src="video3.rm" begin="button3.activateEvent" .../>
</excl>
</par>
この例で、エクスクルーシブグループは、グループを無期限にアクティブにす
るdur=”indefinite”属性を使用しています。グループ内の要素がインタラクティ
ブタイミングを使用する場合、<excl>グループは内部時間が0秒になるのでこれ
が必要になります。したがって、<excl>タグではグループ全体の再生継続時間
を制御するために時間設定コマンドを使用する必要があります。別のオプショ
ンとしては、要素全てが再生されるまで、グループをアクティブに保つ
endsync=”all”を使用することができます。
追加情報
マウスクリックでクリップの再生を開始する begin 属性の値は 274 ページの
「マウスイベントの定義」に記述されています。endsync=”all”の詳細は 252
ページの最後のクリップが再生された後にグループを停止するを参照してく
ださい。

クリップインタラプションの使用
以下の例は基本的なクリップインタラプションを持つ単純なエクスクルーシブ
グループを示しています。<seq>グループと同様に、この<excl>グループからは
1度に1つのクリップだけが再生されます。しかし、<seq>グループと異なり、
タイミング属性が完全にクリップの再生を制御するのでクリップの記述リスト
の順番は問題にはなりません。以下の例では、クリップはリストされている逆
の順番で再生されます。
<excl>
<img src="number1.png" region="images" begin="6s" dur="5s"/>
<img src="number2.png" region="images" begin="3s" dur="5s"/>
<img src="number3.png" region="images" begin="0s" dur="5s"/>
</excl>
この例では、number3.pngが最初に再生されます。number3.pngのbegin=”0s”
が<excl>グループがアクティブになった瞬間に再生されることを意味します。
またdur=”5s”はそれが5秒再生されることを意味します。しかし、number2.png
はグループがアクティブになって3秒後に再生されます。1度に1つのクリップし
か再生できないので、number2.pngの再生時間であるbegin=”3s”は
number3.pngのdur=”5s”を無視します。number2.pngが再生を始めると、
number3.pngは再生を停止します。同様に、number1.pngが始まると、
number2.pngは再生を停止します。
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追加情報
begin 属性の詳細は 248 ページの「開始時間と終了時間の設定」を参照し
てください。再生時間 250 ページの「再生継続時間の設定」で説明していま
す。

クリップのインタラプション動作の変更
プライオリティクラスを定義することによって、エクスクルーシブグループ内
のクリップがお互いに他のクリップを中断させる方法を制御できます。プライ
オリティクラスを使用しないエクスクルーシブグループ内では、割り込みをす
るクリップが割り込みされるクリップの再生を停止します。しかし、プライオ
リティクラスを定義することで、割り込みされるクリップを一時停止にするこ
とが可能です。その結果、割り込んだクリップが終了すると、割り込まれたク
リップは再生を再開します。プライオリティクラスは<priorityClass> と
</priorityClass>タグで定義します。これらのタグの間に、以下に示すようにク
リップをリストします。
<excl>
<priorityClass...>

...clips in the higher priority class...

</priorityClass>
<priorityClass...>

...clips in the lower priority class...

</priorityClass>
</excl>

プライオリティクラスを作成する場合、<excl>グループ内のクリップの順番は
重要になります。最初のプライオリティクラスは優先順が最も高く、最後のク
ラスは最も優先順が低くなります。プラオリティクラス内の全てのクリップの
優先順は同じになり、同格と呼ばれます。
プライオリティクラスを作成した後、お互いのクラス間の中断動作を設定する
ために以下の表で一覧表示している属性を使用することができます。
<priorityClass>タグはid属性および以下の属性を持つことが可能ですが、表にあ
る以外の他の属性は持つことができません。たとえば、<priorityClass>タグに
タイミング属性を含めることはできません。

属性
peers

higher

lower

<priorityClass>タグの属性
タグの属性
デフォル 機能
ト値
defer|never|
stop
同じクラス内のクリ
pause|stop
ップのお互いに割り
込み方法をコントロ
ールします。
pause|stop
pause
クラス内の優先順位
の高いクリップの割
り込み方法を決めま
す。
defer|never
defer
優先順位の低いクリ
ップの割り込み方法
を方法を指定します。
値
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disable|hide|
show

show

クリップが一時停止
した時のクリップの
外観を設定します。

208
ページ

同格クラスの相互作用のコントロール
プライオリティクラスのpeers属性はプライオリティクラス内のクリップ同士
の中断動作を決めます。peers属性は以下の表で与えられる値の中の1つをとる
事ができます。
peers属性の値
属性の値
値
defer
never
pause

stop

機能
割り込みをするクリップは現在再生されているクリップが停止する
まで、再生を始めません。
割り込みをするクリップは決して再生しません。
割り込みをするクリップは現在再生してるクリップを一時停止しま
す。割り込んだクリップが終了した後、一時停止されたクリップが
再生を再開します。pauseDisplay 属性はポーズされたクリップの外
観を設定します。
割り込みをするクリップは現在再生しているクリップを停止しま
す。これは<priorityClass>タグに peers 属性を記述しない場合のデフ
ォルトになります。または、<excl>グループ内にプライオリティク
ラスを定義しない場合のデフォルトになります。

たとえば、割り込んだクリップが再生されている間、お互い停止するのではな
く一時停止するクリップをエクスクルーシブグループ内に持たせる場合は、以
下に示すように単一のプライオリティクラスを定義し、peers=”pause”を使う
ことができます。
<excl>
<priorityClass peers="pause">
<video src="video1.rm" .../>
<video src="video2.rm" .../>
<video src="video3.rm" .../>
</priorityClass>
</excl>
追加情報
pauseDispPlay の詳細は 208 ページの「一時停止されたクリップの外観の指
定」を参照してください。

優先順が高いクラスからの中断の指定
最も優先順位が高いクラス以外のプライオリティクラスに対してはhigher属性
を<priorityClass>タグに記述できます。これはより高い優先順位のプライオリ
ティクラスの中のクリップが割り込みを行った時に、現在再生されているプラ
イオリティクラスのクリップを動作方法を決定する属性です。higher属性は以
下の表に一覧表示している値の中の1つを取ることが可能です。
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higher属性の値
属性の値
値
pause

stop

機能
優先順位の高いクラスのクリップが割り込むと、現在再生している
クリップは一時停止します。割り込んだクリップが終了すると、一
時停止されたクリップは再生を再開します。これは、higher 属性を
使わない場合のデフォルトです。pauseDisplay 属性は一時停止した
クリップの見え方を設定します。
優先順位の高いクラスのクリップが割り込むと、現在再生している
クリップは停止します。

以下の例は、最初のプライオリティクラス（class1）が最も優先順位が高くな
ります。class1のクリップがclass2のクリップを中断したときに、class2のクリ
ップが停止することを指定するために2番目のプライオリティクラス（class2）
はhigher=”stop”を使っています。しかし、class2はpeers=”pause”も使用して
いることに注意してください。これは、class2のクリップが同じclassの他のク
リップに割り込んだ時に、その再生しているクリップは停止ではなく、一時停
止することを意味します。
<excl>
<priorityClass id="class1">
...clips in the higher priority class...
</priorityClass>
<priorityClass id="class2" higher="stop" peers="pause">
...clips in the lower priority class...
</priorityClass>
</excl>
追加情報
pauseDisplay の詳細は 208 ページの「一時停止されたクリップの外観の指
定」を参照してください。

優先順位の低いクラスからの中断の指定
最も低い優先順位のクラス以外のプライオリティクラスに対してはlower属性
を<priorityClass>タグに使用できます。これはより低い優先順位のプライオリ
ティクラスの中のクリップが割り込みを行った時に、現在再生されているプラ
イオリティクラスのクリップを動作方法を決定する属性です。lower属性は以下
の表に一覧表示している値の中の1つを取ることが可能です。
lower属性の値
属性の値
値
defer

never

機能
優先順位の低いクラスのクリップは現在再生されているクリップが
終了するまで、割り込みを行っても再生を開始しません。また現在
のクリップの後に再生される全ての優先順位の高いクリップにも同
じ動作をします。これは、lower 属性を使用しない場合のデフォルト
です。
優先順位の低いクラスクリップは割り込みを行っても絶対に再生さ
れません。

以下の例では、最初のクラス(class1) が優先順位が高くなります。class2のク
リップがclass1のクリップに割り込む場合、class2のクリップは決して再生され
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ないようにlower=”never”を指定しています。しかし、class2はまた
peers=”defer”を使用していることに注意してください。これはclass2のクリッ
プが同じクラスの他のクリップに割り込む時に、割り込みをするクリップは割
り込みをされたクリップが終了した後に再生が開始されることを意味します。
<excl>
<priorityClass id="class1" lower="never">
...clips in the higher priority class...
</priorityClass>
<priorityClass id="class2" peers="defer">
...clips in the lower priority class...
</priorityClass>
</excl>

一時停止されたクリップの外観の指定
peers=”pause”あるいはhigher=”pause”を<priorityClass>タグで使う場合、
pauseDisplay属性を設定してクリップが一時停止している間のクリップの見え
方を定義することができます。この属性はオーディオだけのクリップには影響
を及ぼさず、以下の表に示す値の中の1つを取ることができます。

値
disable

hide
show

pauseDisplay属性の値
属性の値
機能
一時停止されたクリップは見えまが、RealOne Player の中では表示
不可能です。再生が再開するまで、マウスクリックには反応しま
せん。
一時停止されたクリップは再生が再開されるまで見えません。
一時停止されたクリップは RealOne Player で表示され、マウスクリ
ックにも反応します。これは、pauseDisplay を使わなかった場合
のデフォルトです。

以下の例では、各クリップはお互い他のクリップを中断し、クリップは一時停
止し表示が消えます。割り込んだクリップの再生が終了した後、中断されたク
リップは表示され再生を再開します。
<excl>
<priorityClass peers="pause" pauseDisplay="hide">
<video src="video1.rm" .../>
<video src="video2.rm" .../>
<video src="video3.rm" .../>
</priorityClass>
</excl>

エクスクルーシブグループおよびプライオリティクラスを定義する際のヒント
•

<excl>グループは 1 つ以上のプライオリティクラスを持つことが可能です。

•

プライオリティクラスは中断動作のみに影響を与えます。タイミングには何も
影響しません。優先順位の低いクラスのクリップを高いクラスのクリップの前
に再生することが可能です。またこの逆も可能です。

•

プライオリティクラスを使用する場合、<excl>グループ内の各要素はプライオ
リティクラスに属する必要があります。プライオリティクラス内のクリップと
プライオリティクラス外のクリップを混在させることはできません。
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•

プライオリティクラスは入れ子にすることができません。これは、あるプライ
オリティクラスが別のプライオリティクラスを含むことができないためです。

•

プライオリティクラスはクリップあるいはグループを含むことができます。
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第12章
章
SMIL のレイアウト
1つ以上のクリップをストリームする場合、プレゼンテーション内にクリップを
配置するためにSMILのレイアウトタグを使用します。レイアウトはRealOne
Playerに表示される各クリップの位置を定義します。たとえば、クリップが並
んで配置される、あるいはお互いに重なって配置される場合があります。また、
RealOne Playerのメディア再生ペインからポップアップするウィンドウにクリ
ップを再生することも可能です。
メモ
RealOne Player ではなく Web ページにプレゼンテーションを埋め込む手順
については 387 ページの「第 20 章」を参照してください。

レイアウトについて
プレゼンテーションがオーディオだけで構成される場合、あるいはクリップ1
つだけを表示するのであれば、レイアウトを作成する必要はありません。ただ
し、同じ領域にクリップを連続で再生させる場合、あるいは複数のクリップを
同時に再生させる場合は、レイアウトを定義する必要があります。以下のセク
ションでは主要なレイアウト機能の概要ついて述べます。

ルートレイアウト領域
SMILファイルのヘッダー部分でレイアウトを定義します。最初に、プレゼンテ
ーションが開始する時のメインメディア再生ペインのサイズを指定する1つの
（唯一ひとつだけです）のroo-layout領域を作成します。視聴者がウィンドウ
をリサイズしたり、SMILアニメーションを使用してルートレーアウトのサイズ
を変更しない限り、このサイズはプレゼンテーションを通して一定に保たれま
す。ルートレイアウト領域内ではクリップは再生できませんが、色の設定が可
能です。
追加情報
217 ページの「メインメディア再生ペインの定義」のセクションではルートレイ
アウト領域の設定方法を説明しています。

再生領域
各クリップは矩形領域で再生されます。メインメディア再生ペイン内では、全
ての領域はルートレイアウト領域の中にあります。ルートレイアウト領域と同
じサイズのだだ1つの領域を定義する場合もあれば、複数の領域を設定する場合
もあります。SMILの領域はHTMLのフレームにに似ていますが、SMILの領域
はオーバーラップが可能です。したがって、たとえば、他の領域内の背景画像
の上に重ねてクリップを再生させることができます。
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SMIL 領域

追加情報
領域の設定に関する詳細は 220 ページの「再生領域の定義」を参照してく
ださい。

サブ領域
各領域内にサブ領域も作成可能です。メインメディア再生ペイン内で領域はル
ートレイアウト領域内に含まれるのと同じように、サブ領域は領域に含まれま
す。それを含む領域の位置が移動すれば、サブ領域も自動的に移動します。サ
ブ領域を使用すると、たとえば、コンテンツに上に浮き上がる小さな半透明の
チャンネルロゴが角に表示されるなどのテレビジョンチャンネルと同様の表現
が可能です。
領域の中のサブ領域

追加情報
サブ領域の詳細は 231 ページの「サブ領域の定義」を参照してください。

セカンダリメディア再生ウィンドウ
メインメディア再生ペインの上にポップアップ表示するセカンダリメディア再
生ウィンドウは移動、リサイズおよび閉じる動作がメインメディア再生ペイン
とは独立して可能です。たとえば、メインメディア再生ペインに再生するビデ
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オのクレジットをRealTextを使用してセカンダリメディア再生ウィンドウに表
示することができます。メインメディア再生ペインと同様に、セカンダリメデ
ィア再生ウィンドウ内を別々の再生領域に分割することができます。セカンダ
リメディア再生ウィンドウはプレゼンテーションの開始時に開いたり、あるい
は任意のクリップが再生開始する時に開くことができます。メインメディア再
生ペインおよびセカンダリメディア再生ウィンドウ内で再生される全てのクリ
ップは1つのSMILファイルで定義される同じタイムラインの一部になります。
セカンダリポップアップウィンドウ

セカンダリポップアップウィンドウとハイパーリンクポップアップウィンドウ
視聴者の入力に基づいて新しいウィンドウを開くためには、プレゼンテーショ
ンの中に他のSMILファイルへのハイパーリンクを作成します。視聴者がハイパ
ーリンクをクリックすると、RealOne Playerは新しいSMILプレゼンテーション
を再生するリンクされたウィンドウ（セカンダリメディア再生ウィンドウでは
ありません。）を起動し、メインウィンドウ内のクリップを停止、または一時
停止します。以下の表はセカンダリポップアップウィンドウとハイパーリンク
ポップアップウィンドウの違いを記述しています。
セカンダリポップアップウィンドウとハイパーリンクポップアップウィン
ドウの対比
セカンダリポップアップウィン ハイパーリンクポップアッ
ドウ
プウィンドウ
いつウィン
ドウがポッ
プアップす
るか？

メインウィ
ンドウ内の
クリップは
再生を継続
するか？

プレゼンテーションのスタート
時、あるいはセカンダリウィン
ドウに割り当てられた最初のク
リップが再生を開始する時にウ
ィンドウがポップアップしま
す。
メインメディア再生ペイン内の
全てのクリップは再生を継続
し、ポップアップウィンドウは
SMIL タイムラインに従います。
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視聴者が SMIL プレゼンテ
ーション内のハイパーリン
クをクリックした時にウィ
ンドウがポップアップしま
す。
メインメディア再生ペイン
のプレゼンテーションは継
続、一時停止あるいは停止
のなかから選択選択されま
す。
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記述する
SMIL ファ
イルの数
は？
ポップアッ
プウィンド
ウはどのよ
うなユーザ
ーコントロ
ールを持つ
か？
ポップアッ
プウィンド
ウは他のポ
ップアップ
ウィンドウ
を起動でき
るか？

SMILのレイアウト

メインメディア再生ペインと全
てのセカンダリウィンドウをコ
ントロールするタイムラインは
ただ 1 つの SMIL ファイルで記
述します。
ポップアップウィンドウはウィ
ンドウを最小化、最大化および
クローズするボタンを持ちま
す。全てのタイムラインとコン
トロールメニューはメインメデ
ィア再生ペインにあります。

メインメディア再生ペイン
および各ハイパーリンクポ
ップアップウィンドウに対
して、別々の SMIL ファイ
ルを記述します。
ポップアップウィンドウは
視聴者に多くの再生コント
ロールとメニューを提供し
ます

セカンダリメディア再生ペイン
は他のセカンダリメディア再生
ペインを起動することはできま
せん。ただし、メインメディア
再生ペインは起動できるセカン
ダメディアリウィンドウの数に
制限はありません。

ハイパーリンクポップアッ
プウィンドウはそれ自身の
中に新しいウィンドウを起
動できる SMIL プレゼンテ
ーションを再生できます。

追加情報
283 ページの「第 15 章」ではハイパーリンクを説明しています。

クリップの位置と適合
デフォルトでは、クリップは領域の左上のコーナーに整列されクリップ自身の
通常のサイズで表示されます。クリップのサイズが領域に対して大きすぎる場
合、クリップは切り取られます。クリップのサイズが領域に対して小さすぎる
場合、領域の背景色が領域の残りの部分に表示されます。このデフォルトの動
作を変更し、クリップを領域内の異なるポイントに配置することができます（ク
リップの位置）。また同様に領域のサイズに適合するようにクリップのサイズ
をリサイズすることができます（クリップの適合）。

クリップの位置
クリップの位置を定義するためには、クリップが領域のどこにどのように整列
するかを指定する様々なレジストレーションポイント作成します。たとえば、
あるレジストレーションポイントはクリップを領域の真中に配置します。クリ
ップを領域の左下のコーナーに整列させるレジストレーションポイントもあり
ます。以下の図は、2つのレジストレーションポイントを示しています。また、
この図ではクリップをポイントに整列させる数多くの方法のなかから2つの例
を示しています。
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レジストレーションポイントへの整列

追加情報
233 ページの「領域内でのクリップの位置決め」のセクションはクリップ位置
の指定方法を説明しています。

クリップの適合
クリップの適合はクリップがその領域より小さいまたは大きい場合にクリップ
に適用されるサイズ変更を決定します。クリップのサイズが領域のサイズに適
合しない場合、クリップのサイズを維持したままにすることが可能です。また
は、サイズを大きく、あるいは小さく変更することも可能です。さらに、大き
いクリップを扱うためにスクロールバーを加えることも可能です。
追加情報
238 ページの「クリップの領域への適合方法の定義」のセクションはクリップ
の適合をコントロールする方法を説明しています。

プレゼンテーションのレイアウトのヒント
SMILはプレゼンテーションのレイアウトに数多くのオプションを提供します。
ほとんどの場合、異なる方法を使っても同じに見えるレイアウトを作成できま
す。しかし、たとえば、クリップの配置に多くのオプションを提供する方法や、
また、変更が容易なレイアウトを作成する方法もあります。プレゼンテーショ
ンをレイアウトする前に、利用できるオプションを確実に理解してください。
以下のセクションは作成したいプレゼンテーションのタイプによってレイアウ
トの作成方法を選択する助けになります。
ヒント
紙あるいはイラストレーション作成ソフトウェアでレイアウトをスケッチするの
が良いでしょう。スケッチでは、領域、サブ領域、クリップのサイズと周りに表
示される枠の幅などに注意しながら、それらの位置を決めてください。

どの程度の大きさのルートレイアウトを作成するか？
視聴者がメインメディア再生ペインをリサイズする場合を除いて、プレゼンテ
ーションの再生中の間、メインメディア再生ペインはルートレイアウト領域の
サイズのままを保ちます。したがって、ルートレイアウト領域は再生される予
定のある全てのクリップが収まる十分な大きさであることが絶対に必要です。
同時に再生されるクリップのサイズおよび追加したい枠線の幅に基づき、ルー
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トレイアウト領域のサイズを計算してください。
ルートレイアウトの例
ルートレイアウトの例
幅100ピクセルのクリップと幅200ピクセルのクリップの2つのクリップを並べ
て表示するとします。たとえば、5ピクセルの枠をクリップの周りに配置する場
合、以下で計算されるようにルートレイアウト領域には315ピクセルの幅が必要
になります。
•

ルートレイアウト領域の左端から最初のクリップまでが 5 ピクセル。

•

最初のクリップには 100 ピクセル。

•

最初のクリップの右端から 2 番目のクリップの左端までが 5 ピクセル。

•

2 番目のクリップに対して 200 ピクセル

•

2 番目のクリップの右端からルートレイアウト領域の右端まで 5 ピクセル。
RealOne Player のメニューとコントロール
ルートレイアウト領域のサイズを選択する場合、RealOne Playerのメニューとコ
ントロール部分がメインメディア再生ペインの周りに表示されることに気をつ
けてください。非常に大きいルートレイアウト領域を定義する場合、メインメ
ディア再生ペインのある部分、あるいはRealOne Playerのコントロール部分が視
聴者のスクリーンに表示されない場合があります。最も小さなコンピューター
スクリーンは幅640ピクセル、高さ480ピクセルです。
ダブルスクリーンおよびフルスクリーンモード
ダブルスクリーンおよびフルスクリーンモード
419ページの「プレゼンテーションの開始モードの設定」で記述しているように、
プレゼンテーションをその再生時にダブルサイズまたはフルスクリーンモード
で表示可能です。これはルートレイアウト領域の定義方法に影響を与えます。
たとえば、ほとんどのコンピュータースクリーンは幅と高さの比が4:3です。し
たがって、4:3のアスペクト比を持つルートレイアウト領域がフルスクリーンモ
ードに最も適しています。

プレゼンテーションでセカンダリメディア再生ウィンドウを使うべきか？
プレゼンテーションでセカンダリメディア再生ウィンドウを使うべきか？
セカンダリ ポップアップ ウィンドウはプレゼンテーションに追加情報を提供
するのに便利な方法です。たとえば、ウィンドウに他のストリーミングプレゼ
ンテーションへのハイパーリンクやWebページへのリンクを使用する場合があ
ります。セカンダリメディア再生ウィンドウもまたルートレイアウト領域を大
きくすることなしに、プレゼンテーションにクリップを追加する方法を提供し
ます。
ただし、セカンダリメディア再生ウィンドウを加える場合は注意してください。
セカンダリメディア再生ウィンドウを使いすぎると、視聴者は混乱しそのプレ
ゼンテーションを理解するのが困難になります。視聴者はいつでもセカンダリ
メディア再生ウィンドウを閉じることができることも覚えておいてください。
セカンダリメディア再生ウィンドウは一旦閉じられると、他のクリップが後で
セカンダリメディア再生ウィンドウ内で再生される予定が無い場合、あるいは
視聴者がリプレイするまで二度と開きません。したがって、重要なクリップを
セカンダリメディア再生ウィンドウで再生しないようにしてください。
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ヒント
ルートレイアウト領域と同様に、追加したい枠幅とウィンドウ内で同時に再生
するクリップのサイズに基づき、セカンダリメディア再生ウィンドウの高さと幅
を計算してください。

作成する領域の数は？
全てのビジュアルクリップは領域に割り当てられる必要がありますが、それぞ
れのクリップに対して、別々の領域を作成する必要はありません。たとえば、
順番にクリップを再生する場合、各新しいクリップを同じ領域に割り当てるこ
とが可能です。また、各クリップを整列させる必要があれば、レジストレーシ
ョンポイントも使用できます。しかし、複数のクリップを同時に再生する場合、
RealNetworks社は各クリップに別々の領域（メイン領域あるいはサブ領域のど
ちらでも可）を定義することを薦めます。

サブ領域を定義するべきか？
サブ領域を使用する全てのレイアウトはメイン領域だけを使用して全く同じよ
うに作成できます。しかし、サブ領域ははそれを含む領域に連動するので、サ
ブ領域を使用するとレイアウト作業を単純にする場合があります。たとえば、
ルートレイアウト領域の中で領域を10ピクセル左に移動する場合、全てのサブ
領域もメイン領域と共に自動的に移動します。サブ領域の代わりにメイン領域
を使った場合、ルートレイアウト領域内での相対位置を保つために、個々のレ
イアウト属性を変更する必要があります。

レジストレーションポイントを作成するべきか？
領域およびサブ領域がその中で再生されるクリップと同じ大きさであれば、レ
ジストレーションポイントを作成する必要はありません。しかし、領域がクリ
ップより大きく、またクリップを領域の左上のコーナーに整列させたくなけれ
ばレジストレーションポイントを作成する場合もあります。

クリップの位置決めにレジストレーションポイントの代わりにサブ領域を使うこと
ができるか？
使用することが可能です。大きい領域内の任意の位置に小さいクリップを位置
決めする場合を考えます。領域内にレジストレーションポイントを簡単に作成
できます。あるいは領域内にサブ領域を作成すのるも簡単にできます。
レジストレーションポイントを使用すべき場合
レジストレーションポイントを定義する一番の利点は、複数の領域に簡単にポ
イント適用できることです。それぞれ異なる領域に別々のクリップをセンタリ
ングする場合、各クリップに対するサブ領域を作成するより1個のレジストレー
ションポイントを作成し、それを各領域に適用する方がより簡単です。
サブ領域を使用すべき場合
サブ領域を使用すべき場合
領域より小さいクリップに対してサブ領域を定義する場合は、領域の中のクリ
ップの見せ方により多くのオプションを使うことができます。たとえば、サブ
領域のサイズを任意に設定し、サブ領域内のクリップの縮尺を指定できます。
重ね合う複数のクリップを使用したい場合は、クリップの重ね順をサブ領域の
z-index属性を使用して指定できるので、サブ領域を使用するほうがよいでしょ
う。
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レイアウトタグの概要
以下のSMILサンプルはレイアウトタグの機能およびその間の関係を示してい
ます。レイアウトマークアップはSMILのヘッダー部分の<layout>と</layout>
の間に記述されます。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout ...defines the main media window's overall size.../>
<region id="ID1" ...defines a playback region within the main
window.../>
<region id="ID2" ...defines a playback region that has a
subregion...>
<region id="ID3" ...defines a subregion.../>
</region>
<topLayout ...defines a secondary media window's overall size...>
<region id="ID4" ...defines a region within the secondary
window.../>
</topLayout>
<regPoint id="ID5" ...defines a point where clips are placed in
regions.../>
</layout>
</head>
<body>
...clips and groups...
<ref src="..." region="ID1" regPoint="ID5" ...assigns a clip to a region
and a registration point by IDs.../>
<ref src="..." region="ID2" ...assigns a clip to a region by ID.../>

..more clips and groups...

</body>
</smil>
追加情報

SMILのヘッダー部分およびボディ部分の詳細は153ページの「ヘッダーおよび
ボディ部分」を参照してください。

メインウィンドウとセカンダリメディアウィンドウの作成
最も単純なレイアウトはRealOne Playerのメインメディア再生ペインのサイズ
を定義し、クリップに対して1つの再生領域を作成します。より複雑なレイアウ
トでは複数の領域を作成でき、またセカンダリポップアップウィンドウの起動
もできます。以下のセクションではメインメディア再生ペインおよびセカンダ
リメディア再生ウィンドウの定義とサイズ設定の方法を説明します。

メインメディア再生ペインの定義
メインメディア再生ペインの定義
レイアウトを使用する全てのSMILプレゼンテーションでは、メインメディア再
生ペインの幅と高さピクセル値で設定する<root-layout/>タグを使用します。
<root-layout/>タグはheightおよびwidth属性を必要とします。id=”ID”属性はオ
プションですが、これは一般的にプレゼンテーション再生中にウィンドウのサ
イズを変更するSMILアニメーションを使用する場合にだけ必要となります。以
下の例はルートレイアウト領域を幅320ピクセル、高さ240ピクセルで作成しま
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す。
<layout>
<root-layout width="320" height="240"/>
...main media window regions defined after the root-layout area...
</layout>
ルートレイアウト領域の中ではクリップを再生できないので、少なくとも1つの
領域をルートレイアウト領域に加える必要があります。以下の例では、1つの領
域は自動的にルートレイアウト領域と同じサイズとなります。
<layout>
<root-layout width="320" height="240"/>
<region id="video_region"/>
</layout>
追加情報
220 ページの「再生領域の定義」はメインメディア再生ペイン内の領域のサ
イズおよび位置の指定方法を説明しています。228 ページの「背景色の追
加」はウィンドウに色を設定する方法を述べています。

セカンダリメディア再生ウィンドウの作成
セカンダリポップアップウィンドウをプレゼンテーションに追加するには、起
動したい各ウィンドウごとに<topLayout>と</topLayout>タグを含めます。
<root-layout/>タグと同様に、各セカンダリメディア再生ウィンドウの幅と高
さをピクセル値で指定します。id=”ID”属性はオプションで、通常はSMILアニ
メーションを使用する場合にだけ必要となります。以下の例は幅180ピクセル、
高さ120ピクセルのセカンダリメディア再生ウィンドウを作成し、同じサイズの
再生領域を1つ定義します。
<layout>
<root-layout.../>

...main media window regions defined...

<topLayout width="180" height="120">
<region id="popup_region"/>
</topLayout>
</layout>

メモ
セカンダリメディア再生ウィンドウは機能しますが、現在は標準的な RealOne
Player スキンを含まないプレーンなウィンドウです。
追加情報
領域のサイズと位置の指定方法の詳細は 220 ページの「再生領域の定義」
を参照してください。228 ページ「背景色の追加」はウィンドウカラーの定義
方法を説明しています。

セカンダリメディア再生ウィンドウが開く時間と閉じる時間の制御
<topLayout>タグにはセカンダリメディア再生ウィンドウが表示される時と、
閉じる時を決めるopenとclose属性を含めることができます。以下の表はこれら
の属性が取ることの可能な値を示しています。<topLayout>タグ内にはただ1つ
のopenの値とただ1つのcloseの値を定義できます。これらの属性を定義しない
場合はデフォルト値が使用されます。
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セカンダリメディア再生ペインを開くあるいは閉じる属性
属性および値
機能
open="onStart"
ウィンドウは、クリップの再生に関わらず SMIL
プレゼンテーションが開始するときに開きます。
ウィンドウはプレゼンテーションが終了するま
で、あるいは視聴者が閉じるまで開いたままにな
ります。これはデフォルトの動作です。
open="whenActive"
ウィンドウはウィンドウ内の領域でクリップの再
生が開始されると開きます。
close="onRequest"
ウィンドウは視聴者がクローズボタンをクリック
した時に閉じます。これはデフォルトの動作です。
close="whenNotActive"
ウィンドウはウィンドウ内でクリップが再生を停
止した時、あるいは視聴者がクローズボタンをク
リックした時に閉じます。

デフォルト値のopen=”onStart”およびclose=”onRequest”の場合、セカンダリ
メディアウィンドウはプレゼンテーションが開始すると開き（ウィンドウ内で
クリップがすぐに再生されなくとも）、視聴者がウィンドウを閉じるまで、あ
るいは別のプレゼンテーションが開始するまでそのまま開いています。他に選
択できるものとしては、クリップがウィンドウ内で再生を開始する時にウィン
ドウが開き、クリップの再生が終了するとウィンドウが閉じる動作があります。
<topLayout ... open="whenActive" close="whenNotActive">

セカンダリメディア再生ウィンドウの定義に関するヒント
•

close 属性の値に関わらず、視聴者はマニュアルでセカンダリメディア再生ウ
ィンドウを常に閉じることが可能です。視聴者が閉じたセカンダリメディア再
生ウィンドウにクリップが再生されるよう割り当てられている場合、RealOne
Player はクリップのストミーミングを続けますが、クリップのビジュアルコン
テンツは見えません。しかし、オーディオコンテンツは再生されます。

•

RealOne Player がフルスクリーンモードに拡大されたとき、セカンダリメディ
ア再生ウィンドウのコンテンツは表示されません。この場合、メインのメディ
ア再生ペイン（<root-layout/>領域）で再生しているコンテンツだけが表示さ
れます。

•

視聴者のスクリーン上にポップアップするセカンダリメディア再生ウィンド
ウの場所をコントロールすることはできません。RealOne Player はスクリーン
上に存在するウィンドウの配分と、メインおよびセカンダリメディア再生ウィ
ンドウのサイズに基づいて位置を決定します。

•

セカンダリメディア再生ウィンドウが close=”whenNotActive”を使う場合、ク
リップの fill 属性はウィンドウの閉じるタイミングに影響を与えることが可能
です。詳細は 258 ページの「fill の設定」を参照してください。

•

セカンダリメディア再生ウィンドウの開く動作あるいは閉じる動作は、他の要
素を開始したり、停止したりできます。詳細は 278 ページの「セカンダリウィ
ンドウのイベント定義」を参照してください。
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リサイズ動作の変更
視聴者はメインメディア再生ペイン、およびセカンダリメディア再生ウィンド
ウをマニュアル、あるいはRealOne Playerのダブルサイズやフルサイズモードを
選択することにより、リサイズできます。デフォルトでは、全ての領域と全て
のクリップは連動してリサイズします。ただし、このデフォルト動作をパーセ
ンテージで定義された領域だけが（したがってその領域内のクリップも）リサ
イズするように変更できます。この場合、ピクセル値で定義された領域内で再
生されるクリップはリサイズしません。この動作は、
rn:resizeBehavior=”percentOnly”属性を<root-layout>または<topLayout>タグ
に追加することで可能になります。
<root-layout width="250" height="230" rs:resizeBehavior="percentOnly"/>
この属性を使うためには、以下の名前空間を<smil>タグで宣言します。
xmlns:rn=”http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions”
追加情報
221 ページの「領域のサイズおよび位置の定義」は領域に対するピクセル値
とパーセンテージ値を説明しています。カスタム属性と名前空間の背景は
157 ページの「カスタム SMIL 属性の使用」を参照してください。

再生領域の定義
RealOne Playerのメインメディア再生ペインと各セカンダリメディア再生ウィ
ンドウでは、クリップを再生する領域を少なくとも1つ定義する必要があります。
メインメディア再生ウィンドウにでは、<root-layout/>タグの後に領域を定義
します。セカンダリメディア再生ウィンドウでは、各<topLayout>と
</toplayout>タグの間に領域を定義します。それぞれの領域は<region/>タグを
使用して作成します。
<layout>
<root-layout.../>
<region id="ID1" ...defines a
area.../>
<region id="ID2" ...defines a
area.../>
<topLayout...>
<region id="ID3" ...defines
window.../>
<region id="ID4" ...defines
window.../>
</topLayout>
</layout>

playback region within the root‑layout
playback region within the root‑layout

a region within a secondary media
a region within a secondary media

<region/>タグはメインあるいはセカンダリメディア再生ウィンドウと同じサ
イズの領域を作成するのであれば、ユニークなIDだけが必要となります。しか
し、ほとんどの場合は他の<region/>の属性を使用してウィンドウサイズより小
さい領域を作成し、それらをウィンドウ内に配置します。以下のセクションで
は、<region/>タグに含むことのできる属性について説明します。
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領域の ID および名前の設定
全ての領域はユニークで、ユーザーが定義するIDをid=”ID”形式で持つ必要があ
ります。領域のIDに基づいて、クリップを領域に割り当てます。以下のSMIL例
はIDとしてvideo_regionを使用する領域を定義しています。
<layout>
<root-layout width="250" height="230"/>
<region id="video_region"/>
</layout>
領域はオプションでregionName=”name”形式の名前を含むことが可能です。ID
と異なり、領域の名前はユニークである必要はありません。実際に、2つ以上の
領域が同じ名前を持つ場合も領域名は有効に使用できます。この場合、領域ID
ではなく領域名を使用して、複数の領域内で再生する同じクリップを割り当て
ることができます。以下は領域名を持つビデオクリップの例です。
<region id="video_region1" regionName="videoregion"/>
領域名は同一にできますが、領域のIDと同一にはできません。以下の例は領域
名が同一ですが、IDがユニークなので許されます。
<region id="video_region1" regionName="videoregion"/>
<region id="video_region2" regionName="videoregion"/>
しかし、以下の例はIDがユニークではないので、許されません。
<region id="video_region1" regionName="video_region1"/>
追加情報
領域 ID ではなく領域名に基づいてクリップを割り当てる例は 243 ページの
「複数の領域で再生される同じクリップ」および 375 ページの「例 3：キャプシ
ョン用のメディア再生ペインのリサイズ」を参照してください。156 ページの
「SMIL タグの ID 値」は ID の指定についてのルールを述べています。

領域のサイズおよび位置の定義
領域のサイズを指定しない場合、領域はそれを含むウィンドウと同じサイズに
なります。たとえば、以下の例では、領域はメインメディア再生ペインと同じ
幅320ピクセル、高さ240ピクセルのサイズになります。
<layout>
<root-layout width="320" height="240"/>
<region id="video_region"/>
</layout>
しかし、ウィンドウのサイズより領域のサイズを小さく設定したい場合がほと
んどです。これによって、領域を並べたり、あるいは領域の周りの枠としてウ
ィンドウの背景色を使用することができます。以下の図は、ウィンドウ内に表
示される領域のサイズと位置属性を示しています。
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領域のサイズと位置属性

領域のサイズと位置属性はピクセル値あるいはパーセンテージ値で表される単
純な座標系を構成します。各属性はデフォルト値であるautoを持っているので、
<region/>タグ内に属性を指定しなくても他の属性値に基づき自動的に属性値
が決定されます。したがって、以下の表に一覧表示している6つの属性全てを記
述するのではなく、1から4つの属性だけを指定する場合がほとんどです。
領域のサイズと位置属性
属性
bottom
height
left
right
top
width

機能
ウィンドウの下端の境界からの領域のオフセット
を設定します。
領域の高さを設定します。
ウィンドウの左端の境界からの領域のオフセット
を設定します。
ウィンドウの右端の境界からの領域のオフセット
を設定します。
ウィンドウの上端の境界からの領域のオフセット
を設定します。
領域の幅を設定します。

例
bottom="22"
height="180"
left="20%"
right="5%"
top="60"
width="240"

メモ
サイズおよび位置属性では、SMIL は top=”60px”のようにピクセル値を指
定するのに px を使用することができます。これは Cascading Style Sheet 2
（CSS2）との一貫性を提供します。ただし、SMIL では px の指定は必要では
ありません。本書では簡単のためピクセル指定に px を省略しています。
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レイアウト例 1：領域の幅と高さ
：領域の幅と高さ

この例は幅と高さだけを定義した領域を示しています。
<region id="video_region" width="180" height="120"/>
この場合、領域はウィンドウの左上のコーナーに配置されます。ウィンドウの
境界からの下側と右側のオフセットは領域のサイズと位置に基づき自動的に設
定されますウィンドウが幅300ピクセル、高さ200ピクセルだとすると、以下の
パーセンテージ値を使用して同じレイアウトを実現できます。
<region id="video_region" width="60%" height="60%"/>
ヒント
これらのパーセンテージ値を使用をする場合、領域を含む<root-layout/>
あるいは<topLayout>タグでサイズを変更すると領域のサイズは変化します。
しかし、ピクセル値を使用する場合は領域のサイズは変化せず、そのままに
なります。

レイアウト例 2：
：4 つの領域オフセット

この例は、サイズを指定せずにウィンドウに領域を配置した例を示します。
<region id="video_region" left="60" right="60" top="40" bottom="40"/>
この場合、4つのウィンドウの境界からのオフセットが領域のサイズを決めます。
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幅300ピクセル、高さ200ピクセルのウィンドウの場合、領域は幅180ピクセル
（300-60-60=180）、高さ120ピクセル（200-40-40=120）になります。以下のよ
うにパーセンテージ値を使用しても同じレイアウトを実現できます。
<region id="video_region" left="20%" right="20%" top="20%" bottom="20%"/>
ヒント
これらの属性を使用して領域のサイズを指定する場合は、ウィンドウのサイ
ズを変更すると、ピクセル値あるいはパーセンテージ値を使用しているかに
関わらず領域のサイズも変化します。

レイアウト例 3：領域のサイズと
：領域のサイズと 2 つのオフセット

この例は領域のサイズと位置を定義する一般的な方法を示しています。この場
合、領域の幅と高さを指定し、それからウィンドウ左上コーナーから領域まで
のオフセットを指定します。
<region id="video_region" left="60" top="40" width="180" height="120"/>
ウィンドウが幅300ピクセル、高さ200ピクセルだとすると、領域のレイアウト
は223ページの「レイアウト例2：4つの領域オフセット」と同じになります。た
だし、領域の幅と高さにピクセル値を使用する場合は、ウィンドウサイズを変
更しても領域のサイズは変わりません。
異なるオフセット値の使用
この例では、同じレイアウトを作成するのに、leftおよびtopの代わりにrightお
よびbottom属性を使用することが可能です。
<region id="video_region" right="60" bottom="40" width="180"
height="120"/>
パーセンテージ値の使用
このレイアウトを定義するためにleftおよびtopオフセットにパーセンテージ
値を使用することも可能です。この場合、ウィンドウのサイズを変更してもウ
ィンドウ内の領域の相対位置は保たれます。
<region id="video_region" left="20%" top="20%" width="180" height="120"/>
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レイアウト例 4：
：2 つのオフセット

この例はrightとbottom属性だけを使用して領域のサイズと位置を設定してい
ます。
<region id="video_region" right="60" bottom="40"/>
leftあるいはtop属性を定義していないので、領域はウィンドウの左上のコーナ
ーに整列されます。領域の幅と高さはrightとbottomオフセット値に合うように
決定されます。
異なるオフセット値の使用
他の方法として、ウィンドウの右下のコーナーに領域を整列させるためには、
rightおよびbottom属性の代わりにleftおよびtop属性を領域に設定します。
<region id="video_region" left="60" top="40"/>

レイアウト例 5：
：2 つの領域に対する 1 つのオフセット
典型的な例としてウィンドウ内でクリップを同時に再生する場合は、ウィンド
ウ内に1つ以上の領域を定義する必要があります。この場合、別々の<region/>
タグで各領域を定義します。また、ウィンドウ内に各領域を配置するために、
様々なサイズと位置属性を使用します。

この例では、ルートレイアウト領域の背景が2つの領域間に細い枠のように見え
るように2つの領域を配置しています。高さのサイズとオフセット値（top、
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height、 bottom）は指定されていないので、各領域の高さはルートレイアウ
ト領域と同じ高さになります。
<region id="region_1" right="55%"/>
<region id="region_2" left="55%"/>

レイアウト例 6：領域の重ね合わせ
：領域の重ね合わせ

この例は重ね合わさる2つの領域を持ちます。サイズと位置属性を使用してこの
レイアウトを定義する方法は数多くあります。次の例は4つの境界オフセット値
にパーセンテージを使っています。
<region id="region_1" top="5%" left="5%" bottom="5%" right="5%"/>
<region id="region_2" top="25%" left="25%" bottom="25%" right="25%"/>
メモ
領域が重なる場合は、z-index 属性で領域の重なり順を定義することも可能
です。詳細は 227 ページの「領域の重ね合わせ」を参照してください。

領域のサイズとオフセットを定義する場合のヒント
•

全ての領域は<root-layput/>あるいは<topLayout>領域の中に表示されます。ル
ートウィンドウの外に表示するように定義される全ての領域の部分は切り取
られます。したがって、100％以上のパーセンテージ値は有効ではありません。

•

ピクセル値およびパーセンテージの値を混在して使用することが可能です。た
とえば、top と left 属性をパーセンテージ値で定義し、width と height 属性を
ピクセル値で定義することが可能です。

•

領域の定義にピクセル値とパーセンテージ値を混在して使用し、更に 220 ペー
ジの「リサイズ動作の変更」で述べている rn:resizeBehavior=”percentOnly”
も使用して、RealOne Player のウィンドウをマニュアルでリサイズするとしま
す。領域が期待通りにリサイズされない場合は、ピクセル値をパーセンテージ
値に変更しなければいけない場合があります。また、その逆の場合もあります。

•

パーセンテージ値には整数と小数の両方が使えます。たとえば、4%および 4.5%
は両方正しい値になります。

•

オーディオクリップには再生領域は必要ではありません。しかし、オーディオ
クリップの相対的ボリュームを調節するために、<regon/>タグの soundLevel

226

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

SMILのレイアウト

属性を使うことができます。詳細は 230 ページの「領域内のオーディオボリュ
ームの制御」を参照してください。例は 242 ページの「オーディオクリップの
ボリュームダウン」を参照してください。

クリップの領域への割り当て
再生領域を定義した後、クリップソースタグのregion属性を使用して、領域の
IDの基づき領域にクリップを割り当てます。以下の例では、ビデオおよびテキ
ストクリップをヘッダーで定義したvideo_regionおよびtext_regionに割り当て
ています。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout backgroundColor="maroon" width="250" height="230"/>
<region id="video_region" top="5" left="5" width="240"
height="180"/>
<region id="text_region" top="200" left="5" width="240"
height="20"/>
</layout>
</head>
<body>
<par>
<video src="video.rm" region="video_region" .../>
<audio src="audio.rm"/>
<textstream src="text.rt" region="text_region" .../>
</par>
</body>
</smil>
順次再生するクリップを割り当てるために領域を再利用可能です。たとえば、
領域内であるビデオクリップを再生し、そのクリップが終了した後に別のクリ
ップを同じ領域で再生するとこができます。オーディオはスクリーンに表示さ
れないので、オーディオだけのクリップには領域を割り当てる必要はありませ
ん。

領域の重ね合わせ
オーバーラップする複数の領域を定義する場合、領域の重なり順を決めるため
に<region/>タグ内でz-index属性を使用できます。以下のレイアウト例は画像
領域の上にオーバーラップするビデオ領域です。
<layout>
<root-layout width="280" height="220"/>
<region id="image" top="10" left="10" width="260" height="200"
z-index="0"/>
<region id="video" top="20" left="20" width="240" height="180"
z-index="1"/>
</layout>
この例ではルートレイアウト領域は高さ220ピクセル、幅280ピクセルのサイズ
です。それより小さい画像領域はルートレイアウト領域の真中に配置されます。
このz-indexの値が0なので、この領域は他の全ての領域よりも背後に表示され
ますが、ルートレイアウト領域の背後にはなりません。ビデオ領域は画像領域
よりz-indeの値が大きいので、画像領域の上の真中に表示されます。たとえば、
z-indexの値を2、5あるいは29などに指定することにより、他の領域をビデオ領
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域の上にオーバーラップさせることができます。以下の図はこれらの領域を示
しています。
z-index での領域の重ね合わせ

z-index 値の定義に関するヒント
•

ルートレイアウト領域は常に全ての領域の背後に表示されます。
<root-layout/>タグは z-index 属性を持つことはできません。

•

z-index 値には負の整数（例えば-4 など）、0 および正の整数（例えば 5 など）
を指定することが可能です。たとえば、z-index の値が-4 の領域は z-index 値
が 0 の領域の背後に表示され、また、その領域は z-index 値が 5 の領域の背後
に表示されます。

•

z-index を指定しない場合のデフォルト値は 0（ゼロ）です。

•

0、1、2、3、4 のような連続する値を使用すると、レイヤーの構造を理解しや
すくなりますが、必ずしも必要ではありません。0、10、20、30、40 などの順
番の値でも正常に動作します。また、数字の間隔をあけると、後でレイヤーを
挿入するのが簡単になります。

•

オーバーラップしないクリップは同じ値をもつことができます。たとえば、並
んで表示されるビデオ領域は両方 z-index=“3”をもつことができます。

•

同じ z-index 値を持つ領域をオーバーラップした場合、プレゼンテーションの
中で後に始まった領域が上に表示されます。両方のクリップが同じ時間に始ま
る場合は、SMIL ファイル中でクリップソースタグが後に記述されているほう
が上に表示されます。

背景色の追加
デフォルトでは、<root-layout/>あるいは<topLayout>領域の背景色は黒です。
また、全ての領域およびサブ領域は透明です。<root-layout/>、<topLayout>あ
るいは<region/>タグ内では、以下の例で示すように、backgrounColor属性を使
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用して異なる背景色を指定できます。
<layout>
<root-layout backgroundColor="maroon".../>
<region id="region1" backgroundColor="rgb(100,65,230)".../>
<region id="region2" backgroundColor="#C2EBD7".../>
<region id="region3" backgroundColor="inherit".../>
</layout>
領域の色の値には、ウィンドウあるいはそれを含む領域と同じ色を使うinherit
値を使うことが可能です。この例では、3番目の領域がその背景色としてルート
レイアウト領域のマルーンを引き継いでいます。色の値の指定には、あらかじ
め定義された色名、16進数値、またはRGB値を使用することができます。
追加情報
451 ページの「付録 C」は SMIL の色属性で使用可能な色の種類を説明し
ています。
ヒント
SMIL アニメーションを使用することによって、プレゼンテーションの再生中
に領域の背景色を変更することが可能です。SMIL アニメーションの詳細は
338 ページの「第 17 章」を参照してください。

背景色が表示される時刻の設定
デフォルトでは、全ての領域の全ての背景色は、プレゼンテーションが開始し
たときに表示されます。しかし、領域内でクリップが再生開始するまで、背景
色を表示させなたくない場合があります。これをするには、<region/>タグに
showBackground=”whenActive”を加えます。
<region id="region1" backgroundColor="silver"
showBackground="whenActive".../>

領域を半透明にする
背景色を指定しない場合、あるいは<regin/>タグ内で
backgroundColor=”transparent”を明確に指定した場合は、SMILの領域は完全
に透明になります。また、カスタム属性のrn:opacity=”n%”を使用すると、領域
の背景色を半透明にすることができます。
<region id="region1" backgroundColor="blue" rn:opacity="50%".../>
この属性は、0％（完全に透明）から100％（完全に不透明）までのパーセンテ
ージ値をとります。この例では、50％の値は領域の背景を半透明な青にします。
この属性を使うためには、<smil>タグ内で以下の名前空間を宣言する必要があ
ります。
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
追加情報
クリップの中の透明度も変更できます。詳細は 172 ページの「クリップの色の
変更」を参照してください。カスタム属性を使う背景および名前空間につい
ては、157 ページの「カスタム SMIL 属性の使用」を参照してください。

領域およびクリップの透明度
内部に透明度を含むクリップ（たとえばGIF画像など）が透明あるいは半透明
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な領域内で再生される場合、視聴者はクリップの透明な部分を通して、その下
にあるクリップやあるいは領域を見ることができます。以下の種類のクリップ
は透明なエリアをもつことができます。
•

RealVideo

•

RealPix

•

RealText

•

Flash

•

GIF および PNG 画像
RealOne Playerは他のタイプのクリップも再生でき、またそれらのクリップは透
明度を含む場合があります。しかし、各クリップの種類に対する透明度のサポ
ートはRealOne Playerに組み込まれていなければいけません。たとえば、Webブ
ラウザで表示したときに透明度を表示するクリップであっても、RealOne Player
で再生される時には透明度は表示されない場合があります。
ヒント
RealOne Player がクリップの透明度を認識するかどうかチェックするには、
RealOne Player でそのクリップを開き、クリップの透明部分を通してウィンドウ
の背景が見えるかどうかを確認します。また rn:backgroundOpacity を使用
して、クリップの背景色を透明にすることができます。同様に
rn:medhiaOpacity を使用すると、クリップ内の全ての色に透明度を加える
ことができます。これらの属性の詳細は 173 ページの「クリップ全体の透明度
の調整」を参照してください。

クリップソースタグを通しての領域の色の変更
クリップソースタグにbackgroundColorを加えることによって、クリップの再生
領域の色を変更できます。領域の背景色が黒であり、代わりに銀色の背景を使
用して領域内でクリップを再生したい場合を考えます。この場合、以下のよう
に新しい領域を定義するのではなくクリップがアクティブな状態の間、領域の
色を変更するようにクリップソースタグで色を指定します。
<video src="..." region="video_region" backgroundColor="silver" .../>

領域内の音量の制御
オーディオあるいはサウンドエフェクトを含むクリップを領域内で再生する場
合、soundLevel属性を使用してクリップの相対的な音量を変更できます。
<region soundLevel="125%".../>
サウンドレベルには常にパーセンテージ値を使用します。デフォルト値の100%
は録音された音量でオーディオを再生します。たとえば、値50％は録音された
レベルの半分の音量でオーディオが再生されます。また値200％は録音された
レベルの2倍の音量でオーディオが再生されます。
soundLevel属性はスピーカーに送られるオーディオストリームの相対的な音量
をコントロールすることに注意してください。それは視聴者のコンピューター
の音量レベル設定そのものは変更しません。また、その設定は完全に視聴者が
コントロールします。全ての音量レベルの調節はコンピューターのハードウエ
アによる制限があります。
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追加情報
オーディオクリップの音量変更をするこの属性の使用方法の例は、242 ペー
ジの「オーディオクリップの音量ダウン」を参照してください。
ヒント
SMIL アニメーションの使用して、クリップの音量を設定をする soundLevel
属性をダイナミックに調整することができます。詳細は 338 ページの「第 17
章」を参照してください。

サブ領域の定義
ウィンドウ内でサブ領域を含む領域を再配置したときに、領域内のサブ領域の
位置がそのまま保たれるということ以外は、サブ領域の機能は全くメイン領域
と同じです。サブ領域を作成するためには、1つの<region/>タグを使用する代
わりに、サブ領域を含む領域を<region>と</region>タグを使用して作成するよ
うに変更する必要があります。それから、以下の例のように、サブ領域を含む
領域の定義である<region>と</region>タグの間にサブ領域を作成します。この
例では、サブ領域はそれを含む領域の右下のコーナーの近くに表示されます。
<head>
<layout>
<root-layout width="350" height="270"/>
<region id="video_region" top="15" left="15" width="320" height="240">
<region id="logo" bottom="5%" right="5%" width="20"
height="20"/>
</region>
</layout>
</head>
221ページの「領域のサイズと位置の定義」で記述している属性を用いて、サブ
領域を含む領域内にサブ領域をレイアウトします。これらの属性を設定する場
合、left、 right、top、 bottomのオフセット値は、サブ領域を含む領域の境界
から測定されることに注意してください。サブ領域は常にそれを含む領域内に
完全に収まります。
追加情報
1 つの<region/>タグを相当する 2 つのタグに変換するための基本情報につ
いては 155 ページの「バイナリタグとアナリタグ」を参照してください。

サブ領域の定義に関するヒント
•

領域内に含むことの可能なサブ領域の数に制限はありません。

•

サブ領域は入れ子にできます。たとえば、サブ領域内にそれ自身のサブ領域を
作成することが可能です。

•

全てのサブ領域はユニークな ID を持つ必要があります。サブ領域は他の領域
あるいは他のサブ領域と同じ ID を持つことはできません。

•

サブ領域は<region/>タグの全ての属性を使用でき、またサブ領域を含む領域
からどのような属性も自動的に引継ぎません。たとえば、サブ領域を含む領域
に fit=”fill”を使用しサブ領域では fit 属性を指定しない場合、サブ領域は
fit=”fill”ではなくデフォルトの fit=”hidden”を使用します。
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•

サブ領域はそれを含む領域と同じ、あるいは異なる背景色をもつことができま
す。サブ領域の背景色をそれを含む領域と同じにするためには、
backgroundColor=”inherit” を使います。色の詳細は 228 ページの「背景色の
追加」を参照してください。

•

サブ領域は常にそれを含む領域の上に表示されるので、複数のサブ領域をそれ
を含む領域内でオーバーラップさせないのであれば、サブ領域の z-index 値を
設定する必要はありません。この場合、サブ領域の z-index 値はそれを含む領
域内のサブ領域だけに適用されます。たとえば、以下のように 2 つのオーバー
ラップする領域と、それらの領域の 1 つが 2 つのオーバーラップするサブ領域
を持つものとします。
<region id="regionA" z-index="1".../>
<region id="regionB" z-index="2"...>
<region id="subregionC" z-index="1".../>
<region id="subregionD" z-index="2".../>
</region>
この例では、サブ領域の z-index 値である 1 と 2 は、それを含む領域の z-index
値の 1 と 2 には何も関係がありません。その結果、regionB は大きい z-index
値を持つので region A の前面に表示されます。regionB の中では subregionD
が subregionC に前面に表示されます。

•

いくつかのクリップがサブ領域内で再生される場合、サブ領域の作成は有効で
す。しかし、ただ 1 つのクリップがサブ領域内で再生される場合はクリップソ
ースタグ内に、「オンザフライ」でサブ領域を作成するほうが簡単です。詳細
は 232 ページの「シングルユースサブ領域の定義」を参照してください。

シングルユースサブ領域の定義
複数のクリップに対してサブ領域を再利用する場合はSMILのヘッダー部分で
サブ領域を定義するほうが便利です。しかし、ただ1つのクリップに対してだけ
サブ領域を作成する場合は、クリップソースタグの中で領域を定義できます。
<layout>
<root-layout backgroundColor="maroon" width="250" height="230"/>
<region id="video_region" top="5" left="5" width="240" height="180"/>
</layout>
...
<videOSrc="video.rm" region="video_region" height="120" width="180"
left="5" top="10"/>
...
この例では、ビデオクリップはヘッダーで定義された領域に割り当てられてい
ますが、height、width、left、topの値を指定することによって、その領域の中
にシングルユースサブ領域を定義しています。<layout>部分で定義されるサブ
領域と異なり、このシングルユースサブ領域はID値を必要としません。以下の
表は、シングルユースサブ領域のプロパティを設定するためにクリップソース
タグに含めることが可能な全ての領域属性を一覧表示しています。

属性

シングルユースサブ領域の属性
機能

backgroundColor 領域の背景色を選択します。
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サブ領域の下端のオフセットを設定しま
す。
割り当てられた領域へのクリップの適合状
態を指定します。
サブ領域の高さを指定します。
サブ領域の左側のオフセットを設定しま
す。
レジストレーションポイントへクリップを
整列させます。
サブ領域に対するレジストレーションポイ
ントを定義します。
サブ領域の右側のオフセットを設定しま
す。
サブ領域の上側のオフセットを設定しま
す。
サブ領域の幅を設定します。
他のサブ領域に相対的な重なり順を設定し
ます。

221 ページ
238 ページ
221 ページ
221 ページ
233 ページ
233 ページ
221 ページ
221 ページ
221 ページ
227 ページ

領域内でのクリップの位置決め
領域の左上のコーナーにクリップを整列させたくない場合はレジストレーショ
ンポイントを定義できます。たとえば、領域の左上のコーナーから10ピクセル
右、5ピクセル下の点を定義できます。レジストレーションポイントはまた、レ
ジストレーションポイントに整列するクリップの部分を決める整列点も含むこ
とができます。たとえば、整列点を使用してクリップの右側の境界の真中をレ
ジストレーションポイントに整列させることが可能です。
以下の方法のどちらか、あるいは両方を使用することによってSMILファイル中
に何個でもレジストレーションポイントを作成できます。
•

方法 1：各クリップソースタグ内にそれぞれレジストレーションポイントを定
義する
この方法は簡単ですが、各クリップを領域の真中の近く、あるいは領域の
境界に沿った場所に整列するという制限があります。さらに、各レジスト
レーションポイントをそれぞれのクリップソースタグで個別に定義する
必要があります。234 ページの「クリップソースタグ内でのレジストレー
ションポイント定義」のセクションはこの方法を説明しています。

•

方法 2：レイアウト部分で<regPoint/>タグを使用してレジストレーションポイ
ントを定義し、そのポイントにクリップを割り当てる。
方法 1 より少し複雑ですがこの方法はより強力です。この方法を使用する
とクリップを領域内のどこにでも配置できます。また各レジストレーショ
ンポイントは再利用できます。235 ページの「再利用可能なレジストレー
ションポイントの作成」のセクションはこの方法の使い方を説明していま
す。

整列点の使用
レジストレーションポイントの定義にどのような方法を使用しても、クリップ
をレジストレーションポイントに整列させるために、topLeft、topMid、topRight、
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midLeft、center、midRight、bottomLeft、bottomMid、bottomRightの9つの値
の中から1つを選択できます。以下の図はこれらの値がクリップのどこに位置す
るかを示しています。
クリップの整列の値

クリップソースタグ内でのレジストレーションポイントの定義
クリップソースタグ内にレジストレーションポイントを定義するためには、
regPointおよびregalign属性をタグに追加します。この両方の属性は、前のセク
ションで記述した整列点の値を使用しますが、各値は意味が異なります。
•

regPoint 属性で使用する整列点の値はレジストレーションポイントが位置さ
れる領域内の場所を決定します（したがって、整列点の値はクリップではなく、
領域に適用されます）。

•

regAlign 属性で使用される整列点の値は、レジストレーションポイントに整列
されるクリップの部分を指定します。
たとえば、以下の値は領域のサイズおよび形状に関わらずクリップを領域のセ
ンターに配置します。
<ref src="..." regPoint="center" regAlign="center"/>
次の例の値は、領域の右下のコーナーを選択し、クリップの右下のコーナーを
その領域の右下のコーナーに整列させます。
<ref src="..." regPoint="bottomRight" regAlign="bottomRight"/>

レジストレーションポイント定義時の問題の回避
regPointおよびregAlignの両方に対しては、あらかじめ定義された9つの値の中
の任意の値を使用できるので、この方法を使用するとクリップを領域に配置す
る81通りの可能性ができます。しかし、それら全てが有効ではありません。以
下の整列方法を考えてみます。
<ref src="..." regPoint="topLeft" regAlign="bottomRight"/>
この例では、regPoint=”topLeft”はレジストレーションポイントを領域の左上
のコーナーに作成します。regAlign=”bottomRight”属性はクリップの右下のコ
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ーナーをレジストレーションポイントに配置します。この場合、クリップは領
域の外に配置されます。領域外のクリップは表示されないので、クリップは全
く見えなくなります。

クリップソースタグ内での通常のレジストレーションポイントの使用
以下の表は、クリップソースタグに含めることが可能なregPointおよびregAlign
の有効な組み合わせを数種類リストしています。
クリップソースタグ内での一般的なレジストレーションポイントの値
クリップに位置
レジストレーションポイントの値
例
regPoint="topLeft" regAlign="topLeft"
左上（デフォルト）
中央上

regPoint="topMid" regAlign="topMid"

右上

regPoint="topRight" regAlign="topRight"

左中央

regPoint="midLeft" regAlign="midLeft"

中央

regPoint="center" regAlign="center"

右中央

regPoint="midRight" regAlign="midRight"

左下

左上 1/4

regPoint="bottomLeft"
regAlign="bottomLeft"
regPoint="bottomMid"
regAlign="bottomMid"
regPoint="bottomRight"
regAlign="bottomRight"
regPoint="center" regAlign="bottomRight"

右上 1/4

regPoint="center" regAlign="bottomLeft"

左下 1/4

regPoint="center" regAlign="topRight"

右下 1/4

regPoint="center" regAlign="topLeft"

下中央
右下

再利用可能なレジストレーションポイントの作成
レジストレーションポイントを作成する2番目の方法を使用して、ヘッダーのレ
イアウト部分に<regPoint/>タグで各レジストレーションポイントを定義しま
す。以下の例で示すように、<regPoint/>タグはユニークなIDと、位置属性およ
びregAlign属性を持ちます。
<layout>

...windows and regions defined here...

<regPoint id="above_center" left="50%" top="25%" regAlign="topMid"/>
</layout>
<regPoint/>タグは全ての領域の左から1/2、上から1/4の場所にレジストレーシ
ョンポイントを作成します。233ページの「整列点の使用」で述べているregAlign
値はクリップの上側の境界の真中をレジストレーションポイントに整列させま
す。

レジストレーションポイントの位置決め
<regPoint/>タグのleft、right、topおよびbottom属性は、領域内に配置するレ
ジストレーションポイントの位置を指定します。また、これらの属性は領域の
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オフセット値と同様にピクセル値あるいはパーセンテージ値を取ることが可能
です。レジストレーションポイントの位置を定義するためには、これらの属性
の1つあるいは2つだけ（leftとtop、あるいはrightとbottomなどのように）を使
用する必要があります。以下の表は、これらの属性の概要を示しています。
<regPoint/>タグの位置属性
タグの位置属性
属性

機能

例

left

領域の左側の境界からのオフセットポイ
ントを設定します。
領域の右側の境界からのオフセットポイ
ントを設定します。
領域の上側の境界からのオフセットポイ
ントを設定します。
領域の下側の境界からのオフセットポイ
ントを設定します。

left="120"

right
top
bottom

right="5%"
top="60"
bottom="22%"

クリップへのレジストレーションポイントの割り当て
レイアウト部分でレジストレーションポイントを定義した後は、クリップソー
スタグにregPoint属性を加えることによって、このレジストレーションポイン
トを何個のクリップにも割り当てることができます。regPoint属性は、その値
として<regPoint/>タグのID値をとります。たとえば、以下のレジストレーショ
ンポイントを定義します。
<regPoint id="above_center" left="50%" top="25%" regAlign="topMid"/>
クリップソースタグでは以下のregPoint属性を使用します。
<ref src="..." regPoint="above_center" .../>
クリップソースタグでは、レジストレーションポイントを定義するregAlign値
も無効にできます。あるクリップに対して、定義済みのregAlign=”topMid”では
なくregAlign=”center”を使用したい場合を考えます。この場合、新しいレジス
トレーションポイントを定義するより、クリップソースタグに単純に新しい
regAlign値を加えることができます。
<ref src="..." regPoint="above_center" regAlign="center" .../>
メモ
クリップソースタグ内で、レジストレーションポイントの位置属性、たとえば、
left および top などを無効にすることはできません。

<regPoint/>タグ内で使用する一般的な値
タグ内で使用する一般的な値
<regPoint/>タグを使用することによって、全てのレジストレーションポイント
はクリップソースタグを通して繰り返し再利用可能になります。以下の表は、
クリップソースタグ内の属性としてではなく、<regPoint/>タグで使用する一般
的なレジストレーションポイント値の作成方法を示しています。全てleftおよ
びtop属性を使用していますが、rightおよびbottomを使用して同じレジストレ
ーションポイントを定義可能であることに注意してください。
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<regPoint/>タグでの一般的なレジストレーションポイントの値
タグでの一般的なレジストレーションポイントの値
クリップの位置
レジストレーションポイントの値
例
左上（デフォルト） left="0%" top="0%" regAlign="topLeft"
上端中央

left="50%" top="0%" regAlign="topMid"

右上

left="100%" top="0%" regAlign="topRight"

左中央

left="0%" top="50%" regAlign="midLeft"

中央

left="50%" top="50%" regAlign="center"

右中央

left="100%" top="50%" regAlign="midRight"

左下

left="0%" top="100%" regAlign="bottomLeft"

下端中央

left="50%" top="100%" regAlign="bottomMid"

右下

left="100%" top="100%" egAlign="bottomRight"

左上 1/4

left="50%" top="50%" regAlign="bottomRight"

右上 1/4

left="50%" top="50%" regAlign="bottomLeft"

左下 1/4

left="50%" top="50%" regAlign="topRight"

右下 1/4

left="50%" top="50%" regAlign="topLeft"

registration point の定義に関するヒント
•

<regPoint/>タグの ID として、
topLeft などの整列値を使用しないでください。
ただし、id=”alignTopLeft”などは使用できます。ID の詳細は 156 ページの
「SMIL タグの ID 値」を参照してください。

•

レイアウトセクションの構成を明確に保つために、全てのレジストレーション
ポイントを<region/>タグの後で定義してください。

•

<regPoint/>タグは直接<region/>タグとは関係しないことに注意してください。
<regPoint/>タグは領域で再生されるクリップを通してのみ領域に影響を及ぼ
します。言い換えると、レジストレーションポイントをクリップに適用し、ク
リップを領域に割り当てます。

•

位置属性を指定しない場合は、レジストレーションポイントは領域の左上のコ
ーナーに配置されます。

•

たとえば、left=”10”と top=”15%”のように、位置属性にピクセル値とパーセン
テージ値を混在して使用できます。

•

1 つのレジストレーションポイントを任意のサイズの全ての領域に適用できる
ので、ピクセル値よりもパーセンテージ値で位置属性を定義するほうが簡単で
す。

•

<regPoint/>タグで定義したレジストレーションポイントは任意の数のクリッ
プに再利用できるので、数多くのクリップを同じ方法で整列させたい場合は、
この方法を使用するのがよいでしょう。<regPoint/>タグを定義した後、各ク
リップソースタグに regPoint=”value”および regAlign=”value”の両方を使用す
るのではなく、regPoint=”ID”属性を 1 つだけ加えます。
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クリップが切り取られたり隠れないように注意してください。たとえば、以下
のレジストレーションポイント属性を考えます。
left="0%" top="100%" regAlign="topRight"
この例の left および top 属性はレジストレーションポイントを領域の左下のコ
ーナーに配置します。regAlign 属性はクリップの右上のコーナーをこのポイン
トに整列させます。これによってクリップは領域の外に位置します。クリップ
は領域の外では表示されないので、クリップは全く表示されません。

•

領域とクリップのサイズが異なる場合に、レジストレーションポイントを使用
し、さらに領域の fit 属性を設定すると、クリップの位置と縮尺に対して数多
くの異なる結果を作成できます。regAlign と fit の相互動作についての詳細は 9
ページの「本書をコンピューターにダウンロードする方法」で記述しているよ
うに本書の HTML バージョンをダウンロードし、「htmlfiles」フォルダの
align.htm を開いてください。

クリップ領域への適合方法の定義
レジストレーションポイントが領域内のクリップの表示位置を決定するのに対
して、fit属性はその領域に対しクリップが大きいあるいは小さい場合のクリッ
プの表示方法を指定します。fitの値にはクリップをリサイズしたり、変形した
りあるいは切り取ったりするものがあります。fit属性は<region/>タグの一部で、
<regPoint/>タグの一部ではありません。また、それはクリップのレジストレー
ションポイントの存在に関わらず、クリップに適用されます。以下の例は、
<region/>タグに設定されたfit属性を示しています。
<region id="video_region" width="128" height="64" fit="meet"/>

fit 属性の値
fit属性は以下の表に記述してある値の中の1つをとります。表の右側3列はクリ
ップが正確に領域のサイズに適合しない場合に、fit属性の値によってクリップ
が縮尺変更、変形あるいは切り取られることを示しています。
領域のfit属性の値
領域の 属性の値
fit の値

機能

fill

クリップは領域の左上のコーナーか
レジストレーションポイントに配置
されます。クリップは領域を完全に
満たすように拡大縮小されます。ク
リップと領域のアスペクト比が異な
る場合にはクリップは変形されま
す。
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クリップは元のサイズを保ったま
ま、領域の左上のコーナーまたはレ
ジストレーションポイントに配置さ
れます。クリップが領域より小さい
場合は、残りのスペースは領域の背
景色で満たされます。クリップが領
域より大きい場合は、クリップのは
み出した部分は切り取られます。
クリップは領域の左上のコーナーあ
るいはレジストレーションポイント
に配置されます。クリップはそのア
スペクト比を保ちながら、縦横のう
ちの一辺の寸法が領域のサイズと等
しく、もう一方の辺が領域の境界内
に収まるように拡大縮小されます。
残りの部分は領域の背景色で満たさ
れます。
クリップは領域の左上のコーナーあ
るいはレジストレーションポイント
に配置されます。クリップが領域よ
り大きい場合、水平または垂直スク
ロールバーを表示し、オリジナルの
サイズのままで表示されます。
（RealPlayer 8 以前の RealPlayer はこ
の代わりに hidden でクリップを表
示します。）
クリップは領域の左上のコーナーあ
るいはレジストレーションポイント
に配置されます。クリップはそのア
スペクト比を保ったまま、縦横のう
ちの一方の辺が領域のサイズに等し
く、もう一方は領域の境界からはみ
出るように拡大縮小されます。はみ
出た部分は切り取られます。

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

以下の図は、異なるサイズとアスペクト比の領域内で再生されるソースクリッ
プにfit属性を適用した結果を示しています。クリップの縦横比と領域の縦横比
に基づいて、ある特定のfit属性がほとんど同じ効果をもちます。しかし、縦横
比が異なる領域に同じクリップを表示した場合、fit属性はそれぞれ異なった効
果をもつことができます。
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異なる fit 属性値を持つ領域内のクリップ

領域の fit 属性の上書き
クリップソースタグ内で領域のfit属性を上書きできます。fit=”fill”を使用して
いる領域があり、その領域内で代わりにfit=”hidden”を使用してクリップを再
生したい場合を考えます。その場合は、領域のfit値を上書きするためにクリッ
プソースタグにfit=”hidden”を加えるだけで可能になります。
<video src="..." region="textregion" fit="hidden" .../>

クリップの適合の定義に関するヒント
•

クリップの全ての部分を表示する必要がある場合は、クリップのアスペクト比
を維持する必要があり、クリップが拡大縮小されてもよいのなら fit=”meet”
を使用してください。

•

クリップの元のサイズを保つ場合は、fit=”hidden”または fit=”scroll”を使用し
てください。

•

RealOne Player がクリップを拡大縮小、変形して表示することが問題でなく、
領域全体をクリップで満たしたい場合は、fit=”fill”を使用してください。

•

領域内でクリップを拡大縮小する場合、メディアのタイプが異なると結果も異
なることに注意してください。ビデオが拡大されると画質は悪くなります。こ
れに対して、Flash アニメなどのベクターベースのメディアはサイズ異なる領
域に簡単に適合します。また、クリップの拡大縮小は RealOne Player が動作す
るコンピューターの CPU パワーを消費することに注意してください。
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•

RealText クリップに対して fit 属性を使う場合の推奨される方法は 88 ページの
「RealText のウィンドウサイズおよび SMIL の領域サイズ」を参照してくださ
い。

•

fill、meet あるいは slice 値を使用する場合、パーセンテージ値で定義される
ホットスポットハイパーリンク（イメージマップ）はクリップと同様に自動的
にリサイズされます。詳細は 290 ページの「ホットスポットを定義するための
ヒント」を参照してください。

•

領域とクリップのサイズが異なる場合に、レジストレーションポイントを使用
し、さらに領域の fit 属性を設定すると、クリップの位置と縮尺に対して数多
くの異なる結果を作成できます。詳細は 9 ページの「本書をコンピューターに
ダウンロードする方法」で記述しているように本書の HTML バージョンをダ
ウンロードし、「htmlfiles」フォルダの align.htm を開いてください。

レイアウト例
以下のセクションでは様々なタイプのプレゼンテーションを作成するためのレ
イアウトタグと属性の使用方法を示します。サンプルを再生したい場合は9ペ
ージの「本書をコンピューターにダウンロードする方法」で記述しているよう
に本書のHTMLバージョンをダウンロードし、プルダウンメニューから「Sample
Files」を選択してください。

背景の真中に配置されたビデオ
この例は画像の上の真中にビデオクリップを配置します。領域サイズは指定さ
れていないので、領域はルートレイアウトのサイズと同じになります。レジス
トレーションポイントはその領域の中でビデオクリップを真中に配置します。
z-index属性はビデオ領域を画像領域の上に配置します。画像領域のfit=”fill”属
性は画像を領域全体に広げます。また、画像と領域が同じアスペクト比でなけ
れば、画像は変形します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout width="320" height="240"/>
<region id="image_region" fit="fill" z-index="1"/>
<region id="video_region" fit="hidden" z-index="2"/>
<regPoint id="middle" regAlign="center" left="50%" top="50%"/>
</layout>
</head>
<body>
<par>
<img src="..." region="image_region" dur="10s" fill="freeze"/>
<video src="..." region="video_region" regPoint="middle"/>
</par>
</body>
</smil>
メモ
SMIL では領域内に画像をタイル状に敷き詰める方法は提供していませ
ん。
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レターボックスクリップの表示
ワイドスクリーンムービーはほとんどのテレビでは、ムービーの上下に空白部
分が表示されるレターボックス形式で表示されます。領域より幅／高さ比が大
きいクリップに対して同じ効果が実現できることを以下の例は示しています。
ここで、ビデオは領域の真中にビデオを配置するレジストレーションポイント
を使用しています。また、ビデオの左側および右側の境界が領域の境界と一致
するまで、ビデオのサイズを拡大あるいは縮小するために領域はfit=”meet”を
使用しています。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout width="400" height="300"/>
<region id="video_region" fit="meet"/>
fit="meet"
</layout>
</head>
<body>
<video src="..." region="video_region" regPoint="center"
regAlign="center"/>
</body>
</smil>

オーディオクリップの音量ダウン
オーディオのみのクリップは通常領域に割り当てられませんが、オーディオク
リップの音量を変更するため領域のsoundLevel属性を利用できます。以下の例
は、BGMの音量を下げます。1つの再生領域（1ピクセルx1ピクセル）はクリッ
プの音量を下げるためsoundLevel属性を使用します。サウンドクリップはこの
領域に割り当てられるので、RealOne Playerは1番目のクリップと混合するよう
に、そのクリップの音量レベルを下げます。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout height="1" width="1"/>
<region id="lowvolume" soundLevel="35%"/>
</layout>
</head>
<body>
<par>
<audio src="voiceover.rm" />
<audio src="background_music.rm" region="lowvolume" />
</par>
</body>
</smil>

3 つのクリップを並べて再生する
以下の例は、ニュース領域、ビデオ領域、ストックティッカー領域の3つの領域
を表示します。ニュースおよびビデオ領域はRealOne Playerメインメディア再生
ペインの上部に並んで表示されます。ストックティッカー領域はそれらの下に
表示されます。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
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<root-layout height="230" width="510" backgroundColor="black"/>
<region id="news_region" width="240" height="180" left="5" top="5"/>
<region id="video_region" width="240" height="180" right="5"
top="5"/>
<region id="ticker_region" width="500" height="30" left="5"
bottom="5"/>
</layout>
</head>
<body>
<par endsync="news">
<textstream src="..." id="news" region="news_region" fill="freeze"/>
<video src="..." region="video_region" fill="freeze"/>
<textstream src="..." region="ticker_region" fill="freeze"/>
</par>
</body>
</smil>

セカンダリメディア再生ウィンドウに配置されるクリップ
前の例のレイアウトに小さな変更を加えると、3つのクリップのうち1つのクリ
ップをセカンダリポップアップウィンドウに表示できます。以下の例は、テキ
ストクリップをプレゼンテーションが開始する時に自動的に開くセカンダリウ
ィンドウへ配置しています。ストックティッカークリップが配置される領域は
サイズと位置情報を持たないので、その領域は自動的にセカンダリメディア再
生ペインのサイズと同じになります。ルートレイアウト領域の高さは前の例か
ら減少していますが、SMILボディ内には変更はありません。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout height="190" width="510" backgroundColor="black"/>
<region id="news_region" width="240" height="180" left="5" top="5"/>
<region id="video_region" width="240" height="180" right="5"
top="5"/>
<topLayout width="500" height="30">
<region id="ticker_region"/>
</topLayout>
</layout>
</head>
<body>
<par endsync="news">
<textstream src="news.rt" id="news" region="news_region"
fill="freeze"/>
<video src="video1.rm" region="video_region" fill="freeze"/>
<textstream src="ticker.rt" region="ticker_region" fill="freeze"/>
</par>
</body>
</smil>

複数の領域で再生される同じクリップ
通常は領域のIDに基づき、1つの領域にクリップを割り当てます。各領域のID
はユニークである必要があるので、領域のIDを使用して複数の領域に同じクリ
ップを割り当てることはできません。しかし、領域の名前を使用することによ
って2つ以上の領域に同じクリップを割り当てることができます。以下の例は、
並んで表示される2つの領域に同じビデオを再生させるものです。
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<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<layout>
<root-layout width="360" height="120"/>
<region id="video_region1" regionName="video" soundLevel="0%"
right="50%" fit="fill"/>
<region id="video_region2" regionName="video" left="50%" fit="fill"/>
</layout>
</head>
<body>
<seq>
<video src="video1.rm" region="video"/>
</seq>
</body>
</smil>
この例では、2つの領域は同じ領域名をもっています。RealOne Playerが<video/>
ソースクリップタグを読むとき、最初にid=”video”の領域を探します。しかし、
そのような領域が無いので、RealOne PlayerはregionName=”video”の領域を探
します。この例では、この名前をもつ領域は2つ見つかるので、各領域に同じク
リップが再生されます。
この方法を使用する場合、RealOne PlayerはHelix Universal Serverにただ1つのビ
デオクリップを要求します。代わりに<video/>ソースタグを2つ使うと、RealOne
Playerは同じビデオストリームを2回要求し帯域を浪費します。また、一方の領
域はsoundLevel属性でビデオの音量を消していることにも注目してください。2
つのクリップがオーディオトラックを持つと、RealOne Playerはトラックを混合
します。この例ではトラックは同一なので、その必要ありません。
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第13章
章
基本的な時間設定
SMILの時間設定属性はプレゼンテーションを調整するにの役立ちます。これら
の属性はクリップの再生スタート時刻を調整するために使用できます。あるい
は、別々のビデオクリップをエンコードせずにプレビューを作成するため、あ
るビデオの任意のシーンだけをこれらの属性を使って配信できます。この章で
は基本的なSMILの時間設定機能について記述します。これらの機能を習得した
なら、267ページの「第14章」で述べている高度な時間設定を取り組むことがで
きます。

基本的時間設定について
SMILの時間設定属性はオプションですが、要素の再生時刻および再生継続時間
を指定することによって、プレゼンテーションをカスタマイズする強力な方法
を提供します。ただし、SMIL時間設定属性を使用する前に、プレゼンテーショ
ン全体のタイムラインをどのように構築したいかを良く考えてください。これ
の詳細は39ページの「手順5：プレゼンテーションのタイムラインの組み立て」
を参照してください。
メモ
この章では、SMIL の時間設定属性を使用可能な物を示すために要素とい
う用語を使用します。単純なプレゼンテーションでは、要素は一般に
<video/>のようなクリップソースタグおよび<par>などのグループタグになり
ます。しかし、<prefetch/>、<animate/>および<area/>などのタグにも時
間設定は使用可能です。

時間設定の上部構造を作成するグループ
<seq>、<par>、<excl>のグループタグはプレゼンテーションの基本的な時間構
造を設定します。たとえば、順次再生するビデオを配信するためにはSMILの時
間設定を使う必要はありません。192ページの「第11章」で述べているように単
純に<seq>グループ内にクリップを配置するだけです。その結果、プレゼンテ
ーションのタイムラインは自動的にクリップのタイムラインとグループの配置
で決定されます。たとえば、各クリップ間を一時停止する、クリップの再生時
間を短くする、あるいは、クリップの1シーンだけを再生するときにだけ、時間
設定属性を加える必要があります。

グループに相対的なタイミング
一般に、要素に対する時間設定属性は、要素を含むグループに対して相対的時
間になります。<seq>グループ内の要素に対しては、タイミング属性は前の要
素の終了時間に対して相対的に値をとります。<par>および<excl>内の要素に対
しては、グループの開始時間に対して相対的な値になります。以下の例は、パ
ラレルグループの後にビデオクリップが順次再生で続く構成を示しています。
たとえば、オーディオクリップに対する時間設定属性は<par>グループの開始
時間に相対的な値となります。
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<body>
<seq ...timing is relative to the start of the presentation...>
<par ...timing is relative to the start of the sequence...>
<textstream ...timing is relative to the start of the parallel
group.../>
<audio ...timing is relative to the start of the parallel
group.../>
</par>
<video ...timing is relative to the end of the parallel group.../>
</seq>
</body>

この章でカバーするタイミング属性
以下はこの章で説明する基本的なSMILの時間設定属性です。
•

begin, end, dur
これらの属性は、要素の全体の再生時間を設定します。これらは SMIL の
時間設定属性でもっとも広く使われます。詳細は 248 ページの「開始時間
と終了時間の設定」と 250 ページの「再生継続時間の設定」を参照してく
ださい。

•

clipBegin, clipEnd
これらの属性は、ビデオの任意シーンを取り出すなど、クリップの一部分
だけを再生します。詳細は 249 ページの「クリップ内部の開始および終了
時間の設定」を参照してください。

•

min, max
この属性は、要素が再生できる時間の最小または最大時間の絶対的な限界
を設定します。詳細は 252 ページの「最小・最大時間の設定」を参照して
ください。

•

endsync
この属性は、グループ内の任意の要素が終了した時に、パラレルあるいは
エクスクルーシブグループを終了させます。詳細は 252 ページの「特定の
クリップによるグループの終了」を参照してください。

•

repeatCount, repeatDur
repeatCount および repeatDur 属性は、指定された回数だけ要素を繰り返
します。あるいは、ある時間内にできるだけ多く要素を繰り返します。詳
細は 254 ページの「要素の繰返し」を参照してください。

•

mediaRepeat
256 ページの「クリップに組み込まれた繰返しの停止」で記述されている
mediaRepeat を使用することによって、アニメーション GIF などのクリ
ップ内にエンコードされた繰返しを停止できます。

•

fill, erase, fillDefault
これらの属性は、アクティブで無くなったクリップをそのまま表示する、
あるいは消去します。詳細は 258 ページの「fill の設定」および 264 ペー
ジの「デフォルトの fill の指定」を参照してください。
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時間値の指定
SMILは時間を指定する2つの方法を提供します。省略形と、「標準再生時間」
形式で記述する方法です。両方の方法は、同じことができます。同じSMILファ
イル内に両方の方法で記述可能ですが、どちらか一方の方法だけを使用するほ
うがSMILプレゼンテーションのオーサリングが簡単になります。
ヒント
RealOne Player はプレゼンテーションの経過時間を秒単位で表示します。し
かし、経過時間のフィールドをクリックすることによって、1/10 秒単位で表示
させることができます。これによって、クリップで使用したい SMIL の時間設
定の値を決定できます。

省略形の時間値の使用
省略形の記述方法は、5秒、10分、1.5時間のような、短く簡単な時間を指定す
るのに適しています。以下の表に示すように、省略形の単位であるh、 min、s
およびmsはSMIL要素の時間値を指定する簡単な方法です。

時間設定記号
h
min
s
ms

省略形の時間設定記号とその例
省略形の時間設定記号とその例
指定時間
例
end="2.5h"
時
end="2.75min"
分
end="15.55s"
秒
end="670.2ms"
ミリ秒

例の値
2 時間 30 分
2 時間 45 秒
15 秒 550 ミリ秒
670.2 ミリ秒

ヒント
小数点は必要ではありません。たとえば、2 秒は”2s”または”2.0s”として表
されます。

標準再生時間形式の使用
SMILの時間設定に対する「標準再生時間」形式は、1時間14分36.5秒を指定す
るような、長く複雑な時間に適しています。標準再生時間形式は以下のような
記述形式を使います。
hh:mm:ss.xy
ここで
•

hh は時

•

mm は分

•

ss は秒

•

x は 1/10 秒

•

y は 1/100 秒
ssフィールドのみが必要です。時間値に少数点が含まれていない場合、最後の
フィールドは秒として読まれます。たとえば、1:30は1分30秒です。1:30:00は1
時間30分です。以下の値は全て90分を表していることに注意してください。
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begin="1:30:00.0"
begin="90:00"
begin="5400"

開始時間と終了時間の設定
開始時間と終了時間の設定
beginとend属性は要素の開始または停止時間にそれぞれ影響を与えます。この
セクションは基本的なSMILの時間設定値を使用してbeginとendの使い方を説
明します。267ページの「第14章」はbeginとendを使用してインタラクティブ
性をプレゼンテーションに加える高度な時間設定について記述しています。

クリップで使用する開始時間
begin属性を使用することによって、プレゼンテーションのタイムライン内でク
リップの開始時間を変更することができます。
<video src="video1.rm" begin="20.5s"/>
このクリップが<par>あるいは<excl>グループ内にあると仮定した場合、グルー
プがアクティブになってから20.5秒後にクリップの再生が開始します。これに
より、begin属性はこれらのグループ内に含まれるクリップの開始時間をずらす
ことになります。このクリップが<seq>グループ内にあるとすると、クリップ
が開始するまで、20.5秒の空白時間が生じます。したがって、begin属性は順次
再生のクリップに遅れを挿入することになります。
追加情報
259 ページの「順次再生するクリップの fill の設定」を参照してください。

クリップで使用する終了時間
単独であるいは以下の例に示すようにbegin属性と共にend属性を使用するこ
とができます。この例では、プレゼンテーションのタイムラインの62.7秒でク
リップを終了する設定をしています。
<videos rc="video1.rm" begin="20.5s" end="62.7s"/>
begin時間が設定されていない場合、end時間はクリップが開始するポイントか
ら測定されることに注意してください。クリップがアクティブな時間の長さを
計算するには、end値からbegin値を引いてください。この例ではクリップ内部
時間の長さにかかわらず、クリップは42.2秒間（62.7−20.5）アクティブになり
ます。クリップの内部時間が42.2秒より短いならば、42.2秒が経過するまでクリ
ップの最後のフレームが表示されたままになります。
ヒント
dur 属性は要素の再生時間の長さを指定する他の方法、時により簡単な方
法を提供します。詳細は 250 ページの「再生継続時間の設定」を参照してく
ださい。

グループに対して使用する開始時間と終了時間
グループタグにおいては、beginとend属性はクリップタグでの動作と同じよう
に機能します。
•

<seq>、<par>または<excl>グループがシーケンスグループの一部である場合、
begin 属性はグループがアクティブになる前に空白時間を挿入します。この空
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白時間の間、RealOne Player は一時停止状態にはありませんが、スクリーン上
には何も起こりません。
•

<seq>、<par>あるいは<excl>グループが<par>グループに含まれている場合、
begin 値によって要素は<par>グループ何の他の要素からグループがアクティ
ブになる時間に対して相対的に遅れます。

•

<seq>、<par>あるいは<excl>グループが<excl>グループに含まれている場合、
begin 値は<excl>グループ内で要素がアクティブになる時間を決めます。

•

<seq>、<par>あるいは<excl>グループ内の end 属性は、グループとグループに
含まれる全てのクリップの再生を停止する時間を決めます。以下の例はシーケ
ンスグループ内のパラレルグループを示しています。また<par>グループは
begin と end 属性の両方を含んでいます。
<seq>

...preceding elements in the sequence...

<par begin="5s" end="3.5min">

...clips in the parallel group...

</par>

...following elements in the sequence...

</seq>

この例では、begin値はシーケンスグループ内の前の要素が終了してから5秒間
再生を遅らせます。end属性はグループ内の全てのクリップを3.5分後に、その
再生状態にかかわらず停止させます。<par>グループ内の全てのクリップがそ
の時間の前に終了すると、シーケンスグループの次の要素が開始する前に空白
時間が生じます。

クリップ内部の開始時間と終了時間の設定
clipBeginとclipEnd属性はクリップ内部の再生開始時間、終了時間の位置を指定
します。これらの属性を使用することによって、オーディオ、ビデオ、アニメ
ーションのような内部時間を持つクリップの任意の部分だけの表示を可能にし
ます。ただし、これらの属性はグループあるいは静止画像のような静的なクリ
ップには影響を及ぼしません。以下の例はビデオクリップにclipBeginとclipEnd
を使う例です。
<video src="video1.rm" clipBegin="10s" clipEnd="50s"/>
この例では、クリップはそのエンコードされた開始時間ではなく、内部の10秒
の位置から再生が開始されます。50秒になると停止し、再生時間のトータルは
40秒になります。
警告
ライブブロードキャストや Web サーバーからの配信には clipBegin と clipEnd
を使用しないでください。詳細は 427 ページの「Web サーバーからの配信に
おける制限」を参照してください。

begin および end 属性と clipBegin や clipEnd 属性の同時使用
beginおよびend属性とclipBeginおよびclipEnd属性は同時に使用可能です。以下
の例では、begin時間を前述の例に追加しています。
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<video src="video1.rm" clipBegin="10s" clipEnd="50s" begin="5s"/>
begin時間によってクリップは再生開始時間が5秒遅れます。この5秒が経過する
とクリップは内部時間の10秒の位置から再生を開始し、内部時間の50秒の位置
まで40秒間再生を継続します。この場合、clipEnd属性はビデオのアクティブ時
間を決定します。以下の例に示すようにend属性を加えて動作を変更できます。
<video src="video1.rm" clipBegin="10s" clipEnd="50s" begin="5s"
end="50s"/>
begin値と連動することによって、end値の50はプレゼンテーション中でクリッ
プが45秒の間アクティブであることを意味します。クリップは40秒再生した後
に停止するので、5秒間クリップが再生されずにアクティブのままスクリーン上
にとどまります。これに対して、end=”30”に設定した場合は、beginとend値は
25秒の再生継続時間を設定し、指定されたclipEnd時間を無効にします。

再生継続時間の設定
再生継続時間の設定
dur属性は、要素が再生開始した後にその要素がアクティブである時間をコント
ロールします。以下の例では、クリップの内部タイムラインの長さにかかわら
ず、ビデオは85秒後に終了します。ビデオの内部時間が85秒より短い場合、ビ
デオの最終フレームが再生継続時間が経過するまで、スクリーン上に表示され
たままになります。
<video src="video1.rm" dur="85s"/>
durの一般的な使い方としては、画像などの静的なクリップのスクリーン表示時
間の制御がります。静的なクリップの内部時間は0秒なので、クリップの再生時
間を設定する最も簡単な方法はdurを使用することです。以下の例は、2分間画
像を表示します。
<img src="button1.gif" dur= "2min"/>

end あるいは dur の選択
前述の例では、begin時間を使っていないので、end=”2min”はdur=”2min”と同
じ結果になります。begin属性がある場合は、begin値に対するend値を計算し
なければなりません。しかし、dur属性ではトータルの再生継続時間を設定する
だけでよいことになります。このためdur 属性を使用するほうが簡単な場合が
あります。
たとえば、ビデオを正確に2分間再生したい場合を考えます。この場合、
begin=”20.5s”を設定するとビデオの再生開始時間は20.5秒遅れるので、以下の
例で示すように、beginの値にトータルの再生時間を加えてendの値を計算する
必要があります（140.5-20.5=12.0秒）。
<video src="video1.rm" begin="20.5s" end="140.5s"/>
これに対して、dur属性を使用すると、以下のようにトータルの再生時間を指定
するだけでよくなります。
<video src="video1.rm" begin="20.5s" dur="2min"/>
この例が示すように、クリップの再生時間の測定方法によって、endあるいは
durのどちらか一方を使用できます。最も単純な時間設定では、両方を使用する
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のではなく、endあるいはdurのどちらかを使用します。要素がendとdurの両方
を含んでいる場合、省略形の指定が使用されます。

メディアの再生時間の長さに対する継続時間の設定
内部時間をもつクリップには、クリップの内部時間の長さを再生継続時間に設
定する dur=”media”を使うことができます。これはend属性のような他の時間
設定値を含む場合にだけ有効です。以下の例を考えてみます。
<video src="video1.rm" end="10min" dur="media"/>
このクリップはendとdur属性の両方を使用しているので、時間の指定には省略
形を使用しています。ビデオクリップの長さを15分と仮定します。この場合、
end=”10min”は10分後にクリップの再生を終了します。しかし、クリップの長
さが5分だとすると、dur=”media”によって、クリップが終了したときに再生を
終了します。この場合dur=”media”が無いとすると、end=”10min”によって、
クリップの終了後の5分間もクリップはアクティブなままになります。

無期限な再生継続時間の使用
要素の再生継続時間を無期限に伸ばすためにdur=”indefinite”を使用すること
ができます。dur=”media”とdur=”indefinite”は通常、要素を終了させる他の時
間属性と一緒に使われます。たとえば、以下のクリップはID値がstopの画像を
ユーザーがクリックするまで、無期限にアクティブなままです。
<par>
<ref src="..." dur="indefinite" end="stop.activateEvent" region="play"/>
<img src="..." id="stop" dur="10s" fill="freeze" region="stopbutton"/>
</par>
要素の再生継続時間が無期限な場合、プレゼンテーションの終了時間は前もっ
てわからないので、RealOne Playerのタイムラインスライダーは動作しません。
したがって、視聴者はプレゼンテーションの時間を移動することはできません。
しかし、グループの時間設定属性が要素の無期限な再生継続時間を無効にする
とタイムラインスライダーは動作します。たとえば、この例でdur=”10min”を
<par>タグに加えると、RealOne Playerのタイムラインスライダーは動作し、プ
レゼンテーションの再生継続時間が10分であることを示します。
追加情報
267 ページの「第 14 章」は他のクリップがクリックされた場合のような、あるイ
ベントでクリップを終了させる高度な時間設定について説明しています。

再生継続時間の設定に関するヒント
•

end 属性と同様に、<seq>、<par>または<excl>タグの dur 属性はグループの再
生継続時間を設定します。詳細は 248 ページの「グループに対して使用する開
始時間と終了時間」を参照してください。

•

dur=”media”と dur=”indefinite”属性は clipBegin 値と両立します。しかし、正
しい clipEnd の値は常にこれらの継続時間を無視します。

•

repeatCount 属性は、要素の再生継続時間がわからない場合に、要素を割合で
再生できます。たとえば、dur の代わりに repeatConut=”0.5”を使用してクリ
ップを半分だけ再生できます。3 分のクリップに対しては、repeatConut=”0.5”
は dur=”1.5min”と等しくなります。
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追加情報
repeatCount の詳細は 255 ページの「要素を指定回数繰り返す設定」を参
照してください。
•

<par>あるいは<excl>グループ内で画像を使用する場合、クリップソースタグ
に dur=”5s”のような単純な継続時間を指定でき、さらに fill=”freeze”を含める
ことができます。これによって、<par>グループが終了するまで、あるいは
<excl>グループ内の他の要素がその画像に置き換わるまで、画像は表示された
ままになります。この方法は、dur=”indefinite”を使うより好ましい方法です。
理由は、indefinite 値を使用すると RealOne Player はグループ全体の再生継続
時間を決定できないからです。
追加情報
fill 属性の使用方法は 258 ページの「fill の設定」を参照してください。

最小・最大時間の設定
このセクションは後で追加されます。

特定のクリップによるグループの終了
デフォルトでは、<par>または<excl>グループは、グループ内のすべての要素が
再生を終了したときに終了します。この動作をendsync属性を使用して変更が
できます。短いRealTextクリップと同時に長いBGMのクリップが再生されてい
る場合を考えます。endsyncを使用することによって、RealTextクリップが終了
した時に、BGMをカットしてグループを終了させることが可能です。endsync
属性は<seq>タグやクリップソースタグには影響を与えません。以下の表は
endsyncの値を一覧表示しています。
endsync属性の値
属性の値
値
all
first
ID
last

動作

参照ページ

全てのクリップが終了した後にグループが終了します。
最初のクリップが終了した時にグループが終了します。
指定されたクリップが終了した時にグループが終了し
ます。
最後のクリップが終了した時にグループが終了しま
す。これはデフォルトの動作です。

252 ページ
253 ページ
253 ページ
252 ページ

最後のクリップが終了したあとににグループを終了させる
endsync="last"とendsyc="all"の2つの値は類似しています。両方ともグループ内
の最後のクリップが再生を停止した時に <par>、<excl>グループを終了させま
す（"最後"とはグループ内のクリップのリスト順を示すのではなく、再生時間
を意味します）。これはデフォルト値がendsync="last"なので、グループタグに
この値を設定する必要はありません。
次の例のように<par>タグを使った場合は、グループの動作は同じです。この
パラレルグループは、2分以上ビデオが再生する場合、ビデオが停止したあとに
終了します。もしビデオの再生時間が短い場合は、画像クリップの2分の継続時
間が終わるときにグループが終了します。
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<par endsync="last">
<video id="vid1" src="video1.rm" region="video_region"/>
<img src="banner.png" region="banner_region" dur="2min"/>
</par>
すべてのグループ要素が基本的なタイミング属性を使う場合、前の例のように
endsync="all"はendsync="last"と同じ動作をします。ただグループの要素が対話
型のタイミングの値を使用するときに、これらの値の違いが現れます。それは
267ページの「第14章」で記述されます。ボタンをクリックするときのみ、それ
ぞれのクリップが再生するエクスクルーシブグループの次の例を考慮してくだ
さい。
<excl endsync="all">
<video src="video1.rm" begin="button1.activateEvent" .../>
<video src="video2.rm" begin="button2.activateEvent" .../>
<video src="video3.rm" begin="button3.activateEvent" .../>
</excl>
この場合、<excl>や<excl endsync="last">のグループタグを使用すると動作しま
せん。エクスクルーシブグループが開始されるとき、再生は視聴者のボタンク
リックに依存するのでクリップがアクティブではありません。デフォルト値の
endsync="last"はこの場合、すぐにグループを終了させます。しかし、
endsync="all"はグループのすべてのクリップが再生するまでグループはアクテ
ィブになったままの状態を保ちます。前の例は、視聴者が3つ全てのボタンを
クリックして、全てのビデオを再生した後にグループが終了します。
追加情報
エクスクルーシブグループについては 203 ページの「エクスクルーシブグル
ープの作成」で説明します。274 ページの「マウスイベントの定義」で
activateEvent 属性のタイミングの値を説明します。

特定のクリップが終了したあとににグループを終了させる
endsync="first"やendsync="ID"は、特定の要素の再生が停止したとき<par>、
<excl>グループを終了させることができます。属性endsync="first"を使用するこ
とによって、グループ内の最初のクリップが停止した時にグループを終了させ
ることができます（"最初"とはグループ内のクリップのリスト順を示すのでは
なく、再生時間を意味します）。グループ内の他のクリップの再生状態、ある
いはクリップに指定された他の時間設定パラメーターに関わらず、グループ内
の他の全てのクリップもこの時点で終了します。
属性endsync="ID"は指定された要素が再生を終了した時にグループを終了させ
ます。その時点で再生しているグループ内の他の全ての要素は、それらの再生
状態あるいは他の時間設定パラメーターに関わらず、再生を終了します。以下
の例で示すように、指定されるクリップは相当するid値をそのクリップソース
タグ内に持つ必要があります。
<par endsync="vid1">
<video id="vid1" src="video1.rm" region="video_region"/>
<textstream src="moreinfo.rt" region="text_region"/>
</par>
メモ
all、first、last、は endsync 属性の値なので、endsync="ID"を使うときこれら
の単語をクリップ ID として使用してはいけません。

253

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

基本的な時間設定

endsync 属性の使用に関するヒント
•

<par>タグあるいは<excl>タグ内の dur または end 属性は endsync を無視しま
す。RealOne Player は endsync ではなく、dur あるいは end 属性によって指定
されるグループを終了させます。

•

endsync=”ID”を使用する場合、ターゲット要素で使用される時間設定属性はグ
ループの終了時間に影響を与えます。たとえば、要素が 2 回繰り返される場合、
その 2 回の繰り返しはグループが終了する前に終了する必要があります。

•

グループが繰り返される場合、各繰り返しは endsync 属性に従います。以下の
ようなパラレルグループを定義するとします。
<par endsync="first" repeatCount="2">
最初の要素が停止した時にグループは停止しそれから繰り返します。2 回
目の繰り返しの時に、最初の要素が停止すると再びグループは停止します。
前の対話型の例で説明されているような対話型の場合、再度再生される可能性
のあるものは、 endsync属性に影響を与えません。
<excl endsync="all">
<video src="video1.rm" begin="button1.activateEvent" .../>
<video src="video2.rm" begin="button2.activateEvent" .../>
<video src="video3.rm" begin="button3.activateEvent" .../>
</excl>
デフォルトで、視聴者がビデオのスタートボタンをクリックするときはいつで
も、それぞれのビデオを再スタートすることができます。例えば視聴者は、再
度video1.rm、video2.rmを再生し、またvideo1.rm、video2.rmと再生すること
ができます。これらの再スタートはendsync属性に影響を与えません。しかし、
視聴者が少なくとも1度3つのビデオをそれぞれ再生し終わったあとに、
endsync属性は、ビデオが再スタートするのを阻止して<excl>グループを終了さ
せます。
追加情報
restart 属性と restartDefault 属性は、再スタートの可能性があるものに多く
の制御を提供します。詳細は 280 ページの「要素の再スタートのコントロー
ル」を参照してください。

要素の繰り返し
繰り返し属性を使用することによって、要素の繰り返し回数、繰り返し時間の
長さをそれぞれ指定できます。また要素を無限に繰り返す指定も可能です。以
下の表はこれらの促成を一覧表示しています。

属性
repeatCount

値

repeatDur

時間|
indefinite

繰返し属性の値
機能

整数|indefinite|
分数

クリップを指定回数ある
いは無限に繰り返しま
す。
クリップを指定時間の間
繰り返します。

254

参照ページ
255 ページ

255 ページ

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

基本的な時間設定

要素を指定回数繰り返す設定
repeartCount属性は要素を指定回数だけ繰り返します。繰り返しの回数として2
または4などの整数値を使用できます。また、繰り返しの間にクリップを停止す
る値として小数値も使用できます。以下の例は、ビデオを3.5回繰り返します。
<video src="video1.rm" repeatCount="3.5"/>

要素を指定時間繰り返す設定
repeatDur属性は要素を指定した時間繰り返します。begin、end、dur属性と同
様に、repeatDur 属性は247ページの「時間値の指定」で述べているように標準
的なSMILの時間設定値として使用されます。repeatDurを使用する場合、要素
は指定された時間内において、できるだけ多くの回数を繰り返します。以下の
例は5分間の間、繰り返しを行います。
<video src="video1.rm" repeatDur="5min"/>

各繰り返しサイクルの長さの指定
repeatCountあるいはrepeatDurと同時に使用されるdur属性は、要素の繰り返
しの前に経過する必要のあるトータル時間を設定します。たとえば、以下のク
リップの各繰り返しの時間は3分です。クリップは2回繰り返すので、トータル
の再生時間は6分になります。
<video src="video1.rm" repeatCount="2" dur="3min"/>
この例において、ビデオの内部時間が3分より長い場合、ビデオは3分後に停止
し即座に繰り返し、再び3分だけ再生されます。ビデオが3分より短い場合は、3
分が経過するまで最後のフレームが表示されたままになります。

トータル再生時間の設定
end属性は繰り返される要素のトータルの再生時間を設定します。この属性は
dur属性と同時に、あるいはdur属性無しで使用できます。たとえば、以下の例
のrepeatCount、durおよびend値によって、クリップは3分で1サイクル再生し
た後繰り返しを行い、5分のトータル再生時間が経過した後終了します。これに
よってクリップは2回目のサイクルの2分経過後に終了することになります。
<video src="video1.rm" repeatCount="2" dur="3min" end="5min"/>

無限ループの繰り返し
repeatCountあるいはrepeatDur属性にindefnite値を使用することによって、他
の時間設定属性やユーザーイベントでループを終了させるまで要素は繰り返さ
れます。以下の例では、ユーザーがRealOne Playerのストップボタンをクリック
するまで、オーディオクリップが繰り返されます。
<audio src="song.rm" repeatCount="indefinite"/>
255ページの「各繰り返しサイクルの長さの指定」で説明しているように、dur
属性を使用することによって、各繰り返しサイクルの長さを設定できます。以
下の例では、各ループは30秒間になります。
<audio src="song.rm" repeatDur="indefinite" dur="30s"/>
シーケンスグループ内の要素に対してindefinite値を使うと、<seq>タグ内にdur
またはend 属性で終了時間を指定しない限り、シーケンスグループは終了しな
くなります。<par>グループでは、ループする要素ではなく他の要素が終了す
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る時にグループを終了させるためendsync=”ID”を使用することができます。以
下の例では、RealPixクリップが終わるとオーディオループが終了します。
<par endsync="pix">
<audio src="background.rm" repeatDur="indefinite"/>
<ref src="promo.rp" id="pix" region="images_region"/>
</par>
追加情報
endSync の詳細は 252 ページの「特定のクリップによるグループの終了」を
参照してください。

クリップに組み込まれた繰り返しの停止
アニメーションGIF画像のようなクリップに対しては、mediaRepeat=”strip”を
クリップソースタグに加えることによって、クリップ本来の繰り返しを停止す
ることができます。
<img src="image.gif" dur="2.0s" mediaRepeat="strip"/>
mediaRepeat=”strip”属性はクリップの繰り返しを停止しますが、クリップを必
ずしも静的に表示はしません。たとえば、アニメーションGIF画像が連続的に
再生されるユニークな10フレームで構成されていて無限に繰り返されるとしま
す。mediaRepeat=”strip”を使うと、10のユニークなフレームは1回だけ再生さ
れますが、繰り返しはされません。
クリップ本来の繰返しを停止した後に、異なるパターンの繰り返しを設定する
ために時間設定属性を使用することができます。GIF画像が、10秒間の間、1秒
後とに1フレームを表示し、無限に繰返されるとします。各サイクル間に5秒の
遅れを加えるために、以下の例で示すような属性を使うことができます。
<img src="image.gif" mediaRepeat="strip" dur="15s"
repeatDur="indefinite"/>
この例では、mediaRepeat属性はGIF画像本来の繰返しを取り除きます。dur属
性は繰返しのサイクルを15秒に設定します。これによって画像は通常の10秒間
アニメーションをし、5秒間一時停止します。repeatDur属性はこの15秒のサイ
クルを無限に繰返します。

繰り返しをするクリップの帯域幅の管理
RTSPあるいはHTTPでストリームされるクリップを繰り返す場合、RealOne
Playerはクリップをキャッシュしないので、各繰り返しは帯域幅を消費します。
他の方法として、RealOne Playerに繰り返しをするクリップをキャッシュするた
めにCHHTPが使用できます。この場合、クリップは最初に再生される時だけ帯
域幅を消費します。しかし、数メガバイトのRealOne Playerのキャッシュサイズ
より大きいクリップはキャッシュできないので、CHTTPは小さなクリップにだ
け使用してください。
追加情報
CHTTP の使用方法の詳細は 169 ページの「RealOne Player でのクリップの
キャッシュ」を参照してください。

繰り返しサイクルに利用する帯域幅を残す
RTSPあるいはHTTPでストリームをする場合、RealOne Playerはクリップの繰り
返し時にプレゼンテーションの一時停止を避けるために各繰り返しごとにプリ
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バッファーをします。したがって、プレゼンテーションは繰り返しサイクルを
バッファーする余分な帯域を必要とします。この余分に必要な帯域幅を決定す
るためには、クリップのプリロールをクリップの各サイクル時間で割ります。
次に、クリップのストリーミング帯域幅を掛けます。
20KbpsでストリームするRealAudioクリップが60秒再生され、またプリバッファ
ーに8秒必要だと仮定します。余分に必要な帯域幅は以下のようになります。
((8/60) x 20) = 2.7 Kbps
余分に必要な帯域幅を含めるとトータルで必要な帯域幅は22.7Kbpsになります。
これは56Kbpsモデムでは大丈夫ですが、35ページの「最大ストリーミングレー
ト」の表にあるように28.8Kbpsのモデムでは最大20Kbpsの帯域幅しか利用でき
ないので、高すぎることになります。
ヒント
クリップに必要なプリロールの量を決定するには、RealOne Player でクリップ
を開き、View>Clip Source を使用してクリップの情報を見てください。

繰り返すクリップで使われる Helix Universal Server のストリーム
RealOne Playerは繰り返しをするクリップに対して、2つ以上のストリームを決
して要求しません。たとえば、repeatCount=”8”を使用する場合、RealOne Player
は最初のストリームを要求し再生します。再生を行っている間、RealOne Player
は2回目の同一ストリームをプリバッファーします。2回目のストリームを再生
する時、RealOne Playerは最初のストリームを再び要求し、3回目の繰り返しの
プリバッファーをします。このようにして繰り返しを続けます。

要素の繰り返しに関するヒント
•

要素が繰り返されない場合、
end および dur 属性は値の指定に省略形を使用し、
クリップの再生時間を指定することを覚えておいてください。しかし、要素が
repeatDur あるいは repeatCount を含む場合、end および dur 属性は異なる機
能を持つようになります。end 属性は全ての繰り返し時間のトータル時間を設
定します。
これに対して、
dur 属性は各繰り返しサイクルの長さを設定します。

•

indefinite 値を使用する場合（indefinite 値だけ）、repeatCount と repeatDur
属性の機能は同じになります。したがって、repeatCount=”indefinite”あるい
は repeatDur=”indefinite”のどちらを使用するかは問題ではありません。

•

repeatCount に小数値を使用することは要素の再生継続時間がわからない時に
要素のある部分を再生するために有効です。たとえば、repeatCount=”0.5”を
使用することによって、全てのクリップを半分だけ再生できます。たとえば、
3 分間のクリップでは repaetCount=”0.5”は repeatDur=”1.5min”と等しくなり
ます。

•

249 ページの「クリップ内部の開始時間と終了時間の設定」で述べているよう
に、繰り返しをするクリップに clipBegin と clipEnd 属性を使うことができま
す。

•

Web ページに埋め込まれた SMIL プレゼンテーションの場合、プレゼンテーシ
ョン全体を繰り返す<EMBED>タグの LOOP または NUMLOOP パラメーターを使
用できます。詳細は 404 ページの「自動再生の設定」を参照してください。
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fill の設定
要素が終了した後に他の要素がすぐに配置されない場合、スクリーン上から消
える要素、あるいはスクリーン上に残る要素を指定するためにfill属性を使用る
ことができます。fill属性はビジュアルクリップおよびSMILアニメーションの
ような要素に対して主に有効ですが、オーディオだけのクリップには影響を与
えません。以下の表は、fill属性の値の一覧です。
fill属性の値
属性の値
値
auto
default
freeze
hold
remove
transition

機能

参照ページ

fill の動作は時間設定属性によります。
fillDefault が fill の動作をコントロールしま
す。
要素が終了した時に要素の表示をそのまま固
定します。
グループが終了するまで要素を表示状態に保
ちます。
要素が終了した時に非表示にします。
トランジションエフェクトが起こっている間、
クリップの表示をそのまま固定します。これは
クリップだけに使用され、グループには適用さ
れません。311 ページの「第 16 章」ではトラ
ンジションを説明しています。

259 ページ
264 ページ
259 ページ
259 ページ
259 ページ
335 ページ

fillは内部タイムラインによる設定、あるいはdur、end、repeatCountまたは
repeatDurなどの時間設定属性によって指定されるクリップの終了時間の後に
動作します。以下の例を考えます。
<par>
<ref src="..." id="clip_1" region="region_1" dur="3min" fill="..."/>
<ref src="..." id="clip_2" region="region_2" dur="5min"/>
</par>
dur=”3min”属性は最初のクリップを内部タイムラインの長さにかかわらず、正
確に3分間アクティブに保ちます。fill属性はこの3分間の再生時間が経過した後
に影響を及ぼします。fill 属性によってクリップがスクリーン上にそのまま固
まるとします。2番目のクリップの再生継続時間によって、<par>グループ全体
は5分間再生を継続するので、最初のクリップは2分間固まったままで表示され
ます。以下の図はこのfillの期間を示します。
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パラレルグループ内の 2 つのクリップに対する fill の期間

自動的な fill 動作の使用
要素にfill属性を使用せず、さらにその要素を含むグループにfillDefault値を設
定しない場合、要素の動作はfill=”auto”を設定したのと同じになります
（fill=”auto”を明示的に設定することも可能です）。auto値の効果は使用され
る時間要素に依存します。
•

要素が dur、end、repeatCount または repeatDur の時間設定属性を含む場合、
fill=”auto”値は fill=”remove”値と等しくなります。たとえば、dur 属性を使用
するビデオは再生継続時間が終了すると消えます。

•

クリップがこれらの時間属性を含まない場合、fill=”auto”値は fill=”freeze”値
と等しくなります。たとえば、SMIL の時間設定属性を使わないビデオの最後
のフレームは、そのクリップを含むグループが終了するまで固まります。
追加情報
以下のセクションでは fill=”remove”と fill=”freeze”属性が種類の異なるグ
ループ内のクリップに与える影響について説明しています。fillDefault の詳
細は 264 ページの「デフォルト fill の指定」を参照してください。

順次再生するクリップの
順次再生するクリップの fill の設定
クリップが順次再生する場合、クリップは終了すると自動的に消えるので、各
クリップはfill=”remove”属性を持つかのように動作します。fill=”remove”値は
それに続くクリップが遅れて開始するときにだけ影響を及ぼします。以下の例
では、2番目のクリップのbegin時間によって、そのクリップは5秒遅れて再生さ
れます。fill=”freeze”はその遅れの間、最初のクリップを表示状態を保ちます。
<seq>
<video src="video1.rm" region="video_region" fill="freeze"/>
<video src="video2.rm" region="video_region" begin="5s"/>
</seq>
fill=”hold”値はシーケンスが終了するまでクリップを表示したままにします。
以下の例では、背景として使われる画像が最初に表示されます。次に、画像の
上にRealTextクリップとビデオが同時に再生されます。hold値がない場合、画
像はその再生継続時間が終わるとすぐに消えます。しかし、hold値はシーケン
ス全体が終了するまで、クリップの表示状態を保ちます。
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<seq>
<img src="logo.gif" region="bg_region" dur="1s" fill="hold"/>
<par>
<textstream src="titles.rt" region="text_region" fill="freeze"/>
<video src="video1.rm" region="video_region"/>
</par>
</seq>
シーケンスの最後のクリップに対しては、fill=”freeze”およびfill=”hold”は同じ
ように機能します。ただし、それらは全てのクリップが終了した後に、そのク
リップをアクティブな状態に保つdurあるいはend値を持っている場合にだけ
同じように機能します。たとえば、<seg>タグがdur=”10min”で設定されている
のに、全てのクリップが8分間で再生を終了した場合は、最後のクリップに
fill=”freeze”またはfill=”hold”属性を設定することによって、シーケンスの最後
の2分間のあいだ、最後のクリップを表示したままに保ちます。

パラレルグループに対する
パラレルグループに対する fill の設定
<par>グループ内のクリップにfill=”remove”を使用することによって、クリッ
プが再生を終了した時にクリップは消えるようになります。以下の例では、
RealTextクリップは再生が終了するとすぐに消えます。ビデオクリップがより
長いタイムラインを持つと仮定した場合は、ビデオが終了した時にパラレルグ
ループは終了します。
<par>
<textstream src="titles.rt" region="text_region" fill="remove"/>
<video src="video1.rm" region="video_region"/>
</par>
<par>グループ内では、fill=”freeze”とfill=”hold”の両方の値は、グループが終
了するまでクリップを表示をそのまま保ちます。以下の例では、RealTextクリ
ップの最後のテキストブロックは、クリップの再生が終了したときのままで表
示を保ちます。ビデオクリップの時間のほうがより長いと仮定すると、パラレ
ルグループはビデオの再生が終了した時に終了します。
<par>
<textstream src="titles.rt" region="text_region" fill="freeze"/>
<video src="video1.rm" region="video_region"/>
</par>

エクスクルーシブグループ内の fill の設定
<excl>グループ内のクリップにfill=”remove” 属性を使用することによって、
クリップの再生が終了した時にクリップは消えるようになります。以下の例で
は、各クリップは再生が終了するとすぐに消えます。他のクリップがアクティ
ブになる前にクリップの再生が終了すると、スクリーンにはどのクリップも表
示されません。
<excl>
<video src="video1.rm" region="video_region" begin="..." fill="remove"/>
<video src="video2.rm" region="video_region" begin="..." fill="remove"/>
</excl>
fill=”freeze”を使用することによって、<excl>グループ内のクリップは、グル
ープ内の他のクリップが再生されるまで表示状態を保ちます。fill=”hold”は
<excl>グループ全体が終了するまでクリップの表示状態を保ちます。この場合、
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各クリップは他のクリップによって隠れないように別々の領域に表示する必要
があります。

プレゼンテーション全体を通したクリップの表示
属性fill=”hold”を使用することによって、クリップはそれを含むグループが終
了するまで、表示されたままになります。クリップをそのプレゼンテーション
全体が終了するまで、表示されたままにするため、erase=”never”をfill=”hold”
に追加できます。しかし、erase=”never” はグループタグでは動作しません。
この機能は以下の例に示すように、数々のグループを含むプレゼンテーション
に背景を追加するときに役立ちます。
<body>
<img src="logo.gif" region="bg_region" dur="1s" fill="hold"
erase="never"/>
...other groups and clips...
</body>
この例では、背景クリップは他のクリップやグループを含むシーケンスの最初
の要素としてリストされています。fillおよびerase値によって、背景クリップ
はそれに続くクリップとグループが再生している間、表示されたままになりま
す。

一般的なクリップの fill 値の要約
fill属性はグループおよびSMILアニメーションなどの他の要素に使用できます
が、グループ内のクリップに使うのが最も一般的です。以下の表は<seq>、<par>
および<excl>グループ内で表示されるクリップに影響を及ぼす最も一般的に使
われるfillの値を要約しています。
<seq>、
、<par>および
および<excl>グ
グループ内のクリップのfill属性の値
および
ループ内のクリップの 属性の値
クリップの属性
グループ 機能
<seq>
fill="remove"
クリップは再生が終了すると消えます。
<par>
クリップは再生が終了すると消えます
<excl>
クリップは再生が終了すると消えます。
fill="freeze"
<seq>
クリップ再生終了後に続くクリップの
begin 値、たとえば、begin=”5s”のような時
間だけ固まります。
<par>
クリップは<par>グループ全体が終了するま
で、表示が固定されます。
<excl>
クリップは<excl>グループの他のクリップ
が再生されるまで、表示が固定されます。
fill="hold"
<seq>
クリップは<seq>グループ全体が終了する
まで、表示が固定されます。
<par>
クリップは<par>グループ全体が終了するま
で、表示が固定されます。fill=”freeze”と同
等です。
<excl>
クリップは<excl>グループ全体が終了する
まで、表示が固定されます。
fill="hold"
<seq>
クリップはプレゼンテーション全体を通し
erase="never"
て表示されます。
<par>
クリップはプレゼンテーション全体を通し
て表示されます。
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<excl>

クリップはプレゼンテーション全体を通し
て表示されます。
クリップはトランジションエフェクトが完
了するまで表示が固定されます。
クリップはトランジションエフェクトが完
了するまで表示が固定されます。
クリップはグループ内の他のクリップが再
生するまで固まり、そのままトランジション
エフェクトが完了するまで残ります。

fill="transition"

<seq>
<par>
<excl>

追加情報
fill=”transition”の詳細は 334 ページの「トランジションエフェクトでのクリッ
プの fill 属性を使用する」を参照してください。

グループに対する fill の設定
remove、freeze、holdの値を持つfill属性をグループタグに使うことができます。
以下の例を考えます。この例では、歌が再生される前にアルバムのクレジット
とカバーアートが表示されます。
<seq>
<par fill="hold">
<img src="cover.jpg" id="clip1" region="art_region" dur="20s"
fill="freeze"/>
<textstream src="credits.rt" id="clip2" dur="60s"
region="credits_region"/>
</par>
<audio src="song1.rm" id="clip3" dur="80s"/>
</seq>
この例では、JPEG画像のアルバムカバーに設定されたfill=”freeze”値によって、
<par>グループがアクティブな間、クリップは表示されたままになります。
<par>グループ自身はfill=”hold”を持つので、<par>グループを含む<seq>グルー
プが終了するまで、その最後の状態を表示したままにします。言いかえると、
<par>グループのfill=”hold”値は<par>グループ内の2つのクリップのfillの期間
を<seq>グループが終了するまで伸ばします。結果的に、以下の図で示すよう
に歌が終了するまでクレジットとカバーイメージが表示されたままになります。
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グループの fill によって拡張されたクリップの fill

ヒント
fill 値をグループに設定し、その値をグループ内の要素に渡すためには、
グループタグに fill の代わりに fillDefault を使用してください。

fill 設定のヒント
•

デフォルトでは、クリップソースタグが dur、end、repeatCount、repeatDur
属性を含まない限り、クリップは fill=”freeze”のように動作します。dur、end、
repeatCount、repeatDur 属性が存在する場合は、クリップは fill=”remove”の
ように動作します。しかし、fill 値を明示的に設定した場合は、常にデフォル
トを無効にします。

•

<par>グループの中だけでは、プレゼンテーション全体を通してクリップを表
示させるために fill=”freeze”と erase=”never”を同時に使用できます。しかし、
erase=”never”と同時に使用される fill=”hold”は全てのグループ内のクリップ
に対して同じ効果を与えるので、この方法を使用するほうが常に簡単です。

•

fill=”remove”と dur 属性を同時使用は内部タイムラインを持たないグラフィ
ック画像の表示時間を設定する最も簡単な方法です。以下の例では、画像は表
示されてから 14.5 秒後に消えます。
<img src="poster.jpg" dur="14.5s" fill="remove"/>

•

fill=”freeze”と同時に dur 値に省略形の値を使用する方法は、以下に示すよう
にパラレルグループがアクティブな間、画像を表示させる最も一般的な方法で
す。
<par>
<img src="poster.jpg" dur="2s" fill="freeze"/>
...other elements in the parallel group...
</par>
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•

スクリーン上でクリップが表示される限り、ハイパーリンクが以前のポイント
において特に効力を無効にされていない場合は、定義されたハイパーリンクは
アクティブなままでいます。もし、ビデオに Web ページをリンクした場合、
ビデオの再生が終了しスクリーン上に静止して表示されていても、視聴者はま
だリンクをクリックして Web ページを開くことができます。詳細は 283 ペー
ジの「第 15 章」を参照してください。

•

SMIL2.0 での fill 属性の動作は SMIL1.0 をサポートする RealPlayer の以前のバ
ージョンでの動作と若干異なります。詳細は 159 ページの「動作の違い」を参
照してください。

デフォルト
デフォルト fill の指定
グループあるいは他の要素に対してfill値を設定するために、グループタグ内で
fillDefault値を使用することができます。グループに含まれる要素はクリップ
あるいは他のグループでもかまいません。グループ内の全ての要素は他のfill
値を明確に指定するまで、デフォルトのfill値を受け継ぎます。以下の表は設定
可能なfiilDefault値の一覧です。
fillDefault属性の値
属性の値
属性
auto
freeze
hold
inherit

remove
transition

機能

参照ページ

fill の動作は時間設定属性によります。
グループ内の要素が終了した時にその要素の
表示を固定します。
グループが終了するまで、グループ内の要素の
表示を固定します。
グループ内の各要素はグループから
fillDefault の設定を引き継ぎます。これはデフ
ォルトの値です。
グループ内の要素が終了した時にその要素を
消去します。
トランジションエフェクトの間、グループ内の
クリップの表示を固定します。311 ページの
「第 16 章」はトランジションについて説明し
ています。

259 ページ
259 ページ
259 ページ
265 ページ

259 ページ
335 ページ

デフォルト fill のグループへの追加
以下はグループタグにfiiDefaultを使用する場合の一般的なルールです。
• fillDefault 値がクリップのグループタグに設定され、クリップに fill
値が設定されない場合、クリップはグループの fillDefault 値を使用
します。
• クリップソースタグに fill 値が明示的に設定される場合は、グルー
プタグの fillDefault 値の設定に関わらず、クリップは fill 値を使用し
ます。
• 明示的に fillDefault 値が設定されていないグループは、そのグルー
プを含む上位のグループから fillDefaut 値を引き継ぎます。
次の例は、<par>グループに設定されたfillDefault属性を示しています。また、
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そのfillDefaut値を無効にする設定がされているグループ内の要素もあります。
<par fillDefault="freeze">
<img src="logo.gif" region="bg_region" dur="1s"/>
<video src="video1.rm" region="video_region" fill="default"/>
<textstream src="titles.rt" region="text_region" fill="remove"/>
</par>
このグループではfillは以下の動作をします。
•

<par＞グループの fillDefault=”freeze”値は、そのグループの fill 値を freeze
に設定し、この値をそのグループ内の全ての要素に渡します。

•

<img/>タグは fill 属性を含まないので、<par>タグから fill=”freeze”値を受け
取ります。

•

<video/>タグの fill=”default”属性は<img/>タグと同様に freeze 値を受け取り
ます。言いかえると、fill=”default”は上位のグループが fillDefault 属性を持つ
場合に使われるデフォルトの値です（属性 fill=”auto”は fillDefault 値が使用さ
れていない場合のデフォルトです）。したがって、fill=”default”の設定は、タ
グに fill 属性を全く設定しない場合と同じ影響をもちます。

•

<textstream/>タグは fill=”remove” を含むので、<par>タグから受け取った
fill=”freeze” 値を無効にします。

上位グループからデフォルト fill を引き継ぐ設定
fillDefault値を明示的に持たないグループは、自動的に上位グループの
fillDefault値を引き継ぎます。以下の例は、その要素のとして3つの他の<par>
グループを含むマスター<par>グループからの引き継ぎ動作を示しています。
<par id="master_group" fillDefault="freeze">
<par id="group_X">
...clips in group_X...
</par>
<par id="group_Y" fillDefault="inherit">
...clips in group_Y...
</par>
<par id="group_Z" fillDefault="remove">
...clips in group_Z...
</par>
</par>
この入れ子になったグループは以下のfill動作をします。
•

マスターグループの fillDefault=”freeze”値はグループの fill 値を freeze に設
定します。そして、この値を全てのグループの要素に渡します。

•

gropu_X は fllDefault 属性を含まないので、<par タグから fill=”freeze”を受け
取ります。

•

group_Y の fillDefault=”inherit”属性によって、このグループはマスターグル
ープから freeze 値を受け取ります。言いかえると、fillDefault=”inherit”は上
位のグループが fillDefault 属性を持つ場合に、グループで使われるデフォルト
の値です。明示的に fillDefault=”inherit”を設定する場合、タグから fillDefault
を除いたのと同じ効果を持ちます。
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group_Z は fill=”remove”属性を含むので、マスターグループから受け取った
fillDefault=”freeze”を無効にします。このグループは freeze 値を持ち、この
グループ内の全ての要素に渡します。
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第14章
章
高度な時間設定
245ページの「第13章」で記述した基本の時間設定属性を習得したのであれば、
SMILの高度な時間設定機能に取り組む準備ができています。この機能を使用す
ることによって、たとえば、視聴者がアイコンをクリックした時にクリップを
再生するインタラクティブなプレゼンテーションを作成することができます。
また、高度な時間設定を使うと、視聴者が画像の上にマウスをもってきた時に
SMILアニメーションを動作させるような、Webページで見られるのと同様な効
果を作成することができます。
ヒント
10 ページの「本書で使用される表記法」をよく理解してください。この章でイ
ベントタイミングの文法の説明のために使われる表記法を一覧表示していま
す。

高度な時間設定について
245ページの「第13章」では、基本的な時間設定属性である、begin、end、dur
を説明しています。この章では新しい時間設定属性をいくつか紹介しますが、
複雑な時間設定値を通してbeginおよびend属性の能力を拡張する方法を主に
紹介します。この章では、begin=”5s”のような基本的な時間設定属性を使う代
わりに、要素を開始あるいは停止させる数多くの異なる方法について説明しま
す。

高度な時間設定で使用される文法
高度なSMILの時間設定の鍵はイベントです。常にそういう場合があるわけでは
ありませんが、高度な時間設定のコマンドは一般的にイベントが起きたときに
SMIL要素を開始または停止させます。したがって、イベントを起こす要素とイ
ベントの起動によって開始または停止する要素の通常2つの要素で構成されま
す。イベントトリガーを供給する要素に対しては、以下のようにIDを定義する
必要があります。
<element_tag1 id="ID" .../>
2番目の要素のタグでは、最初の要素のIDを参照するbeginあるいはend属性を追
加します。そして、その値にはイベントの起動を指定し、またオプションで時
間オフセットを加えます。
<element_tag2 begin|end="ID.event[+|-time_value]" .../>
抽象例をより具体化するために、以下のようにトリガーを起こす要素が単純な
ビデオクリップである場合を考えます。
<video src="video1.rm" id="intro" region="video_region"/>
イベントで起動される要素が、ビデオが開始してから10秒後に始まるグラフィ
ック画像だとすると、以下のような記述になります。
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<img src="picture.jpg" begin="intro.begin+10s" region="image_region" .../>
この例のような単純な場合は、高度な時間設定コマンドは必要ではないことも
あります。たとえば、2つのクリップが同じ<par>グループにあるとすれば、単
純な時間設定コマンドで10秒の遅れを実現できます。
<par>
<video src="video1.rm" id="intro" region="video_region"/>
<img src="picture.jpg" region="img_region" begin="10s" .../>
</par>
しかし、高度な時間設定コマンドを使用することによって、要素が同じグルー
プに無い場合にこれらの要素を結び付けることができます。さらに、高度な時
間設定コマンドによってクリップ開始したり停止したりする、マウスクリック
などのイベントを数多く使用できます。

イベントの種類
要素を開始あるいは停止させることが可能なSMILイベントは2つのカテゴリに
分類できます。
•

スケジュールイベント
RealOne Player はイベントが起こる前にスケジュールイベントの起動を決
定できます。RealOne Player はクリップの内部タイムラインあるいは SMIL
時間設定属性に基づいて、クリップが終了する時間を決めることが出来る
ので、たとえば、クリップの再生終了はスケジュールイベントになります。

•

インタラクティブイベント
スケジュールイベントと異なり、マウスクリックなどのインタラクティブ
イベントは、イベントが起こる前にその発生時刻を知ることはできません。
インタラクティブイベントを使用することによって、ユーザーインプット
で SMIL にアクションを起こさせることができます。またあるイベントは
スケジュールイベントに反映されます。クリップの終了がインタラクティ
ブあるいはスケジュールイベントのトリガーになることも可能です。
次の表は、beginおよびend属性に使用可能なイベント値の一覧です。ほとんど
のイベント値はイベント起こす要素を認識するID値が必要です。

値
accesskey(key)
ID.activateEvent
ID.begin
ID.beginEvent
ID.end

beginおよび
およびend属性のイベントの値
属性のイベントの値
および
イベントタ イベントトリガー
イプ
インタラク
ティブ
インタラク
ティブ
スケジュー
ル
インタラク
ティブ
スケジュー
ル
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キープレス
マウスクリック
要素の開始
要素の開始
要素の終了

参照
ページ
277
ページ
274
ページ
272
ページ
272
ページ
272
ページ
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ID.endEvent
ID.focusInEvent
ID.focusOutEvent
ID.inBoundsEvent
ID.marker(name)
ID.outOfBoundsEvent
ID.repeat(integer)
ID.repeatEvent
ID.topLayoutCloseEvent

ID.topLayoutOpenEvent

ID.wallclock(time)
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インタラク
ティブ
インタラク
ティブ
インタラク
ティブ
インタラク
ティブ
スケジュー
ル
インタラク
ティブ
スケジュー
ル
インタラク
ティブ
インタラク
ティブある
いはスケジ
ュール
インタラク
ティブある
いはスケジ
ュール
スケジュー
ル

セカンダリメディア再
生ペインが閉じた時

272
ページ
277
ページ
277
ページ
274
ページ
280
ページ
274
ページ
273
ページ
273
ページ
278
ページ

セカンダリメディア再
生ペインが開いた時

278
ページ

外部時計が指定時間に
達した時

280
ページ

要素の終了
要素がキーボードフォ
ーカスされた時
要素がキーボードフォ
ーカスを外れた時
要素にマウスポインタ
ーが重なった時
要素のマーカーに達し
た時
要素からマウスポイン
ターが外れた時
要素の指定繰り返し時
点
要素の各繰り返し時点

正の値のオフセット時間
この章で述べるほとんどのbeginおよびendの属性値は正の値のオフセット時
間を取ることができ、イベントとイベントが起こすアクション間に遅れを加え
ます。たとえば、begin属性は以下の文法で記述され、これによって、イベント
（ここでは指定していません）が発生してから5秒後に要素が開始することを設
定します。
begin="ID.event+5s"

インタラクティブイベントでの正のオフセット値
正のオフセット値はインタラクティブイベントによってクリップが開始する場
合に有効です。インタラクティブイベントは予期できないので、RealOne Player
はインタラクティブイベントが起こるまで、サーバーにクリップを要求しませ
ん。仮に正のオフセット値を加えないとすると、RealOne Playerはクリップを要
求してプレロールをバッファーする間、プレゼンテーションを一時停止する場
合があります。これに対して、+15sなどのオフセットによって、イベントが起
こってRealOne Playerがクリップを要求した時に、再生前に15秒間クリップのバ
ッファーを可能にします。
ヒント
時間設定にオフセット値を使用する代わりに、前もってクリップのプリロール
を要求するために<prefetch/>を使用できます。詳細は 379 ページの「第 19
章」を参照してください。
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正のオフセット値に必要な値は？
正のオフセット値に必要な値は？
インタラクティブイベントでクリップを開始する予定の場合、クリップに必要
なプリロールを表示するためにRealOne Playerでクリップを開いて、View＞Clip
Sourceコマンドを使用してください。また、RealOne Playerがサーバーにクリッ
プを要求し、ストリームデータの受信を開始するために数秒追加が必要になり
ます。たとえば、クリップのプレロールが10秒だとしたら、RealOne Playerがク
リップのプリロールを確実に受信するために正のオフセット値を15秒にする場
合があります。
メモ
画像のような静的なクリップはプリロールを持ちません。RealOne Player はク
リップの再生前に全てのクリップデータを受信する必要があります。再生に
必要な時間はクリップのファイルサイズを利用可能なストリーミング帯域幅で
割ることにより求められます。
正のオフセット値を必要としないインタラクティブイベント
要素がサーバーからストリームされる必要がなければ、インタラクティブイベ
ントで要素を開始あるいは停止するときに正のオフセットは必要ではありませ
ん。たとえば、すでにRealOne Playerで受信したクリップを縮小するSMILアニ
メーションを起動するため、マウスクリックのようなインタラクティブイベン
トを使用できます。この場合、SMILアニメーションはSMILファイル内で定義
されているので、RealOne Playerはイベントが起こったときに、アニメーション
を開始する全てのデータをすでに持っています。
スケジュールイベントでの正のオフセット値
スケジュールイベントでクリップを開始する場合は、プレゼンテーションの流
れをスムーズにする正のオフセット時間は通常必要ありません。RealOne Player
はスケジュールイベントを予期できるので、プレゼンテーションの再バッファ
ーを避けるために、前もって新しいクリップのプリロールを要求します。しか
し、プレゼンテーションの時間を管理するためにスケジュールイベントに正の
オフセット時間を使用したい場合もあります。たとえば、あるクリップが2回繰
返し再生され、その5秒後にクリップを開始させたい場合などです。これはクリ
ップのbegin時間に+5sを加えることで簡単に可能になります。

負のオフセット時間
<par>あるいは<excl>グループ内（<seq>グループではありません）のSMIL要素
はbeginとend値に負のオフセット時間を使うことができます。また以下の例に
示すようにイベントに負のオフセット時間を使うことも可能です。
begin="ID.event-5s"

単純な負の時間
高度な時間設定コマンドと同様に、基本的なbeginおよびend属性に対して負の
オフセット時間を使用することが可能です。以下の例では、ビデオはグループ
がアクティブになる1分前に開始するように設定されます。
<par>
<textstream src="credits.rt" id="credits" region="credits_region"/>
<video src="video1.rm" region="video_region" begin="-1min"/>
</par>
この例の場合、負のオフセット時間は正しい設定ですが、クリップはそれを含
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むグループがアクティブになる前には再生されません。これは、全ての時間設
定属性は要素を含む上位のグループに相対的だからです。この場合、パラレル
グループがアクティブになる1分前にビデオクリップが再生されるのではなく、
負のオフセット時間はclipBeginと同じように機能します。これはグループがア
クティブになると、クリップはその内部の1分後の位置から再生を開始すること
を意味します。
追加情報
clipBegin 属性は 249 ページの「クリップ内部の開始時間と終了時間の設
定」で説明されています。

インタラクティブイベントでの負のオフセット値
RealOne Playerはインタラクティブイベントを予期できないので、インタラクテ
ィブイベントが起こる前にクリップを開始あるいは停止する負のオフセット時
間の利用方法はありません。インタラクティブイベントが起こる20秒前にクリ
ップが開始する負のオフセット時間を使う場合でも、クリップはイベントが起
こった時に始まります。しかし、20秒がすでに過ぎた状態で再生されます。言
いかえると、クリップはclipBegin=”20s”をクリップソースタグに記述したよう
に動作します。

スケジュールイベントでの負のオフセット時間
RealOne Playerはスケジュールイベントが起こる時間を決定できるので、スケジ
ュールイベントに対する負のオフセット時間は有効です。たとえば、RealOne
Playerはクリップがスケジュールに沿って終了する時間を決定できます。した
がって、たとえば、あるクリップがスケジュールに沿って終了する10秒前に、
クリップを終了させる負のオフセット時間を使用することができます。

複数の時間設定値
beginあるいはend属性を使う全てSMIL要素に対して、以下のように値をセミコ
ロンで区切って、時間設定値を複数定義できます。
"time1; time2; time3;..."
以下の例では、クリップは2つの可能なイベントのうち、最初のイベントが起こ
った場合に再生を開始します。この場合は、クリップのグループがアクティブ
になった後1分経過した時、あるいはevent1が起こった時に再生を開始します。
またクリップはグループが開始してから2分後か、あるいはevent2が起こった
ときに終了します。
<ref src="..." begin="1min; event1" end="2min; event2"/>

複数の時間設定属性の指定に関するヒント
•

時間値をリストする順番は問題ではありません。たとえば、3 番目にリストさ
れている時間値のイベントが 2 番目や 3 番目にリストされている時間値のイベ
ントよりも前に起こることができます。

•

値全体はダブルクォーテーションで囲む必要があります。

•

時間値を区切るセミコロンの前や後にスペースを挿入できますが、スペースは
必要ではありません。

•

最後の値の後ろにはセミコロンを加えないでください。
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restart 属性を使用することで、複数の begin 値によるクリップあるいはグル
ープの再スタートを防ぐことができます。詳細は 280 ページの「要素の再スタ
ートのコントロール」を参照してください。

要素の開始あるいは停止イベントの定義
以下の4つのイベント値はbeginあるいはend属性に使用することで動作し、他
の要素が開始あるいは停止した時にこの要素を開始あるいは停止させます。
•

ID.begin[+|-time_value]
このスケジュールイベントは指定された ID の要素が開始した時に、プラ
スあるいはマイナスのオフセット時間で発生します。要素が繰返される場
合は、このイベントは全ての繰返しサイクルの開始時点ごとに発生はしま
せん。

•

ID.beginEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは指定された ID を持つ要素が開始したと
きに、プラスあるいはマイナスのオフセット時間で発生します。要素が繰
返される場合は、このイベントはサイクルごとの開始時点で起きます。

•

ID.end[+|-time_value]
このスケジュールイベントは指定された ID を持つ要素が終了したときに、
プラスあるいはマイナスのオフセット時間で発生します。要素が繰返され
る場合は、このイベントは全ての繰返しサイクルの終了時点で起きます。
たとえば、スケジュールされた終了時間の前にユーザーアクションで要素
を停止した場合は、このイベントは発生しません。

•

ID.endEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは指定された ID を持つ要素が終了したと
きに、プラスあるいはマイナスのオフセット時間で発生します。要素が繰
返される場合は、このイベントは全ての繰返しサイクルの終了時点で起き
ます。視聴者が RealOne Player の Stop ボタンをクリックして要素を停止
した場合は、このイベントは発生しません。

サンプルの値
以下は、あるID値をもつ要素に相対的に開始あるいは停止するbeginおよびend
値のサンプルを示しています。
begin="ID.end"

指定されたIDを持つ要素がスケジュールで終了
するときに要素を開始させます。

end="ID.begin-5s"

指定されたIDを持つ要素がスケジュールで終了
するときに要素を開始させます。

begin="ID.beginEvent+5s"

指定されたIDを持つ要素が実際に再生開始した5
秒後に要素を開始させます。

end="ID.endEvent"

指定されたIDを持つ要素が実際に終了した時に
要素を停止させます。

記述例
beginイベントを使う例として、他のクリップが開始した2秒後にクリップを開
始させたい場合を考えます。最初に、2番目の要素を開始あるいは停止する元に
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なる要素にIDを加えます。
<video src="video1.rm" id="intro" region="video_region"/>
次に、最初の要素のID値を用いて、2番目の要素にbeginまたはend時間を定義し
ます。
<img src="picture.jpg" region="img_region" dur="20s"
begin="intro.begin+2s"/>
SMILの時間設定値は2番目の要素の開始時間に影響を与えることができること
に注意してください。この例のビデオは2分の内部タイムラインを持っていると
します。しかし、ここで、以下のように再生継続時間を3分に指定します。
<video src="video1.rm" id="intro" region="video_region" dur="3min"/>
たとえば、2番目の要素がbegin=”intro.end”またはbegin=”intro.endEvent”を使
用する場合、ビデオの再生継続時間である3分を経過した後に2番目の要素は開
始します。その時、ビデオの終わりの1分間は、その最後のフレームを表示した
ままになります。

繰り返しイベントの定義
beginおよびend属性に対する2つのイベント時間設定値は、他の要素が繰返さ
れたときに、クリップを開始または停止させます。3回目の繰返しなどのような、
特定の繰返しサイクルをターゲットにすることも可能です。また要素の各繰返
しサイクルごとにクリップやグループを再スタートさせることも可能です。
•

ID.repeat(n)[+|-time_value]
このスケジュールイベントは、指定された ID を持つ要素がその指定され
た回数繰返されたときに、プラスあるいはマイナスのオフセット時間で発
生します。たとえば、ID.repeat(1)は要素が再生開始した後の最初の繰り
返しを指定します。

•

ID.repeatEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは、指定された ID を持つ要素がその最初
の繰り返しと続く繰返しサイクルごとに発生します。
要素がrepeatDurやrepeatCountのような属性を使用する場合、repeatEventと
repeat(n)イベントが通常発生します。詳細は254ページの「要素の繰り返し」
に記述されています。それらは、以下の状態では発生しません。

•

271 ページの「複数の時間設定値」に記述されるように、時間設定値を複数も
っている場合には要素は繰り返します。

•

repeatDur 属性や repeatCount 属性は要素を含むグループを繰り返します。こ
の場合、グループで繰り返しイベントが発生します。しかし、グループ内の個々
の要素では発生しません。

サンプルの値
以下は、他の要素の繰返しに相対的に要素を開始あるいは停止させるbeginおよ
びend値の例を示しています。
begin="ID.repeat(3)"

指定されたIDを持つ要素がその3回目の繰返しを
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始めたときに要素を開始させます（3回目の繰り
返しとは、4回目の再生開始時点のことです）。
end="ID.repeat(2)-5s"

指定されたIDを持つ要素が2回目の繰返しを始め
る5秒前に要素を停止させます。

begin="ID.repeatEvent+10s" 指定されたIDを持つ要素の2回目の再生と、それ
に以降の繰り返しサイクルの10秒後に要素を開
始させます。

記述例
繰り返しの時間設定値を使うためには、最初に2番目のクリップを開始あるいは
停止する元になるクリップにIDを加えます。またこのクリップは繰り返しを定
義するrepeatCountあるいはrepeatDur属性を持つ必要があります。以下の例で
はビデオクリップは3回繰り返しを行います。
<video src="video1.rm" id="main" repeatCount="3" region="video_region"/>
次に、最初のクリップのIDを用いて、2番目のクリップに対してbeginあるいは
end時間を定義します。以下の例では、画像クリップは、ID値がmainのビデオ
クリップがその2回目の繰返しをスタートした時に開始します（これは、3回目
の再生時になります）。
<img src="picture.jpg" region="img_region" dur="20s"
begin="main.repeat(2)"/>
追加情報
repeatCount および repeatDur 属性の詳細は 254 ページの「要素の繰り返
し」を参照してください。
メモ
要素が繰り返しを行い、さらに負のオフセット時間を持つ場合、最初のサイ
クルだけが、clipBegin と同じ効果になります。続く全てのサイクルは再生継
続時間をすべて再生します。

マウスイベントの定義
視聴者が他のクリップをクリックした時にクリップを再生開始あるいは停止さ
せる方法はストリーミングプレゼンテーションにインタラクティブ性を追加す
る一般的な方法です。また、視聴者がマウスポインターをクリップの上に持っ
てきたときにアニメーションのような要素を再生開始あるいは停止させること
も可能です。以下は、beginあるいはend属性に使用可能なマウス関連のイベン
トです。
•

ID.activateEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは視聴者が指定された ID のクリップをク
リックしたときに発生します。ターゲット ID はグループや領域の ID では
なくクリップの ID である必要があります。「クリック」とはスクリーン
ポインターデバイス、一般にはマウスを 1 回だけ押し、離すことを意味し
ます。SMIL は個々の押す動作（マウスダウン）と離す動作（マウスアッ
プ）に対する別々のイベントはサポートしていません。
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メモ
クリップを rn:mediaOpacity で 0 から 50 の値で 50 パーセント以上透過した
場合は、クリップはクリックを認識できません。詳細は 173 ページの「不透明
色全ての透明度を追加する」を参照してください。
•

ID.inBoundsEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは視聴者がマウスポインターをクリップ
上に置いたときに発生します。”inBounds”エリアは領域内に表示される
クリップの任意の部分です。領域の境界でカットされるクリップ部分は影
響されません。イベントは、クリップが終了しスクリーン上に表示が固定
されている場合にも発生します。ターゲット ID はグループあるいは領域
の ID ではなく、クリップの ID である必要があります。

•

ID.outOfBoundsEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは視聴者がクリップの”inBounds”エリア
の外にスクリーンポインタを移動した時に発生します。イベントは、クリ
ップが終了しスクリーン上に表示が固定されている場合にも発生します。
ID はグループあるいは領域の ID ではなく、クリップの ID である必要があ
ります。
クリップがお互いに重なっている場合は、inBoundsEventとoutOfBoundsEvent
値はその複数のクリップに対して同時に発生します。クリップのz-index値は問
題ではなく、クリップが完全に他のクリップで隠されていてもイベントは発生
します。
追加情報
z-index の詳細は 227 ページの「領域の重ね合わせ」を参照してください。

サンプルの値
以下はマウスイベントに関連して要素を開始あるいは停止するbeginとend値
の例を示します。
begin="ID.activateEvent"

指定されたIDを持つクリップがクリッ
クされた時に、要素を開始させます。

begin="ID.inBoundsEvent"

指定されたIDを持つクリップの上にマ
ウスポインターが移動した時に要素を
開始させます。

end="ID.outOfBoundsEvent+1s"

指定されたIDを持つクリップの外にマ
ウスポインターが移動した時から1秒
後に要素を停止させます。

記述例
次のセクションは、activateEvent、inBoundsEvent、outOfBoundsEventで利用
可能な対話型のタイミングを多く利用したいくつかの例を提供します。

もう 1 つのクリップがクリックされたとき、クリップをスタートする
イメージボタンがクリックされた時にビデオをスタートさせたい場合を考えま
す。以下のように、最初にイメージのクリップソースタグにIDを加えます。
<img src="button1.GIF" id="button" dur="5s" fill="freeze"
region="button_1"/>
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次に、activateEventとイメージクリップのIDを用いて、ビデオに対するbegin
およびend時間を定義します。
<video src="video1.rm" region="video_region"
begin="button.activateEvent"/>
常に必要ではありませんが、アクティブなクリップ（上記の例のビデオクリッ
プ）は、1度に1つの要素のみ再生することができるグループのエクスクルーシ
ブグループに一般的に存在します。詳細は203ページの「エクスクルーシブグル
ープの作成」を参照してください。

マウスオーバーで背景の色を変更する
SMILのタイミング属性を使って、JavaScriptとHTMLページで作られるロールオ
ーバー効果と同じ効果を作成できます。次の例で、イメージは透明な背景と、
白い背景を上に表示します。イメージ上にスクリーンポインタを動かすと、
<set/>タグが領域の背景色を赤に変更します。そしてポインターがイメージか
ら離れると色を白に戻します。
<img src="image.png" id="image1" region="image_region" dur="1min" ...>
<set targetElement="image_region" attributeName="backgroundColor"
to="red"
begin="image1.inBoundsEvent" end="image1.outOfBoundsEvent"/>
</img>
追加情報
SMIL アニメーションについては 338 ページの「第 17 章」を参照してください。
<set/>タグについては 354 ページの「属性値の設定」で説明しています。

マウスオーバーでクリップを変更する
領域のz-indexの値をアニメーションすることで、マウスオーバーで最初に表示
しているクリップの領域の上に別のクリップを表示することができます。同じ
大きさの領域を定義し、最初の領域の前面にz-index値が大きい2番目の領域が
ある場合を考えます。
<region id="image_region1" fit="fill" z-index="1"/>
<region id="image_region2" fit="fill" z-index="2"/>
このレイアウトで、image_region1のクリップを隠して、image_region2のクリ
ップを表示することができます。高度なタイミングコマンドとSMILアニメーシ
ョンタグを使って、表示されているクリップ上にスクリーンポインタを動かす
と、隠されていたクリップを前面に移動します。またスクリーンポインタがそ
れから離れると再度クリップを隠します。
<par>
<img src="image1.jpg" id="image1" region="image_region1" .../>
<img src="image2.jpg" id="image2" region="image_region2" .../>
<set targetElement="image_region1" attributeName="z-index" to="3"
begin="image2.inBoundsEvent" end="image1.outOfBoundsEvent"/>
end="image1.outOfBoundsEvent"
</par>
前述の例では注意するべきいくつかのポイントがあります。
•

SMIL アニメーションは 2 つの画像クリップを並列して再生し、パラレルグル
ープがアクティブである限り、SMIL アニメーションもアクティブな状態のま
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までいます。従ってタイミング属性で、画像クリップやパラレルグループがど
のくらいアニメーションがアクティブな状態でいるかを決定します。
•

<set/>タグは、マウスオーバーで隠れた領域の z-index の値を増やし、その領
域を表示領域の前面にもってきます。また、スクリーンポインタが領域から離
れるとき値をリセットします。前面にあるクリップだけがマウスオーバーイベ
ントを認識するので開始時間と終了時間は、そのとき前面に表示されているク
リップと関連付けられます。

•

このサンプルは、領域の z-index の値をアニメーションしますが、アニメーシ
ョンのトリガーはクリップのマウスイベントです。領域はマウスイベントを認
識しません。クリップのみが可能です。
追加情報
SMIL アニメーションについては 338 ページの「第 17 章」を参照してください。
223 ページの「領域の重ね合わせ」で z-index について説明しています。

キーボードイベントの定義
マウスイベントに加えて、要素を開始あるいは停止させるキーボードイベント
を使うことができます。キーボードイベントは、視聴者がキーを押した時、あ
るいはクリップがキーボードフォーカスを得た時、失った時に発生します。ク
リップがキーボードフォーカスを得た時、クリップは続くキーストロークを全
て受け取ります。たとえば、視聴者がFlashで作成されたフォームをクリックし
た場合、Flashのフォームはキーボードフォーカスを得ます。以下はキーボード
の動作に関連するbeginまたはend値を示しています。
•

accesskey(key)[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは視聴者が指定されたキーボードのキー
を押したときに発生します。キーの指定は大文字と小文字を区別します。
要素を開始するイベントとしてマウスクリックあるいはキーストローク
などの複数の方法を提供するために、この値は activeEvent 値と同時に使
用することが可能です。

•

ID.focusInEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは指定された ID を持つクリップがキーボ
ードフォーカスを得た時に発生し、続くキーストロークを受け取ります。
フォーカスは一般に、視聴者がクリップをクリックするか、あるいはタブ
キーでクリップに移動したときに発生します。ターゲット ID はグループ
の ID あるいは領域の ID ではなくクリップの ID である必要があります。

•

ID.focusOutEvent[+|-time_value]
このインタラクティブイベントは指定された ID を持つクリップがキーボ
ードフォーカスを失った時に発生します。これは一般にユーザーがクリッ
プの外をクリックしたり、タブキーでクリップをはずした時に発生します。
ターゲット ID はグループの ID あるいは領域の ID ではなくクリップの ID
である必要があります。

サンプルの値
以下は、キーボードイベントに関連して要素を開始あるいは停止させるbegin
およびend値の例を示しています。
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begin="accesskey(g)"

キーボードの「g」キーを押したときに要素が開
始されます。

end="ID.focusInEvent+2s"

指定されたIDを持つクリップがキーボードフォ
ーカスを失ってから2秒後に要素を停止させます。

記述例
以下の例では、キーボードの「g」のキーが押された時にビデオの再生が開始さ
れます。また「h」キーが押されたときに停止します。
<video src="video1.rm" region="video_region" begin="accesskey(g)"
end="accesskey(h)"/>

キーボードイベントの定義に関するヒント
•

アクセスキーは大文字と小文字を区別するので、たとえば、accesskey(G)のよ
うに大文字の「G」を指定した場合、「g」（小文字の g）キーを押してもイベ
ントは発生しません。ただし、どちらのキーでも確実にイベントが発生するよ
うに、同じキーの大文字と小文字の両方を指定できます。

•

アクセスキーは文字キーあるいは数字キーである必要があります。Alt キー、
Esc キー、F5 キーなどのファンクションキーやコマンドキーはアクセスキーに
することはできません。

•

クリップソースタグ内の longdesc 属性でアクセスキーについて述べてくださ
い。詳細は 191 ページの「長い要約文の使用」を参照してください。

•

プレゼンテーションで視聴者が使用可能なアクセスキーを示す必要がありま
す。83 ページの「第 6 章」で述べている RealText でこれを実現できます。ま
た 297 ページの「関連情報ペインに HTML ページを開く」で述べているよう
に、この情報を関連情報ペインに表示することも可能です。

•

ある機能を行うために、クリップに埋め込まれたアクセスキーがある場合、
SMIL で定義された同じアクセスキーはクリップの埋め込まれたアクセスキー
の機能を無効にします。

•

また、292 ページの「キーストロークでリンクを開く」で述べているように、
ハイパーリンクを開くアクセスキーも定義できます。混乱を避けるために、イ
ベントとハイパーリンクに同じキーを定義しないようにしてください。。

•

inBoundEvent と outOfBoundEvent 値を使用すると、複数のクリップに対する
イベントを同時に発生させることが可能ですが、キーボードフォーカスは 1 度
に 1 つのクリップだけが得られます。したがって、focusInEvent あるいは
focusOutEvent のどちらか一方だけが発生します。

セカンダリウィンドウのイベントの定義
218ページの「セカンダリメディア再生ウィンドウの作成」のセクションはメイ
ンメディア再生ペインからポップアップするセカンダリメディア再生ペインの
レイアウトの作成方法について説明しています。beginおよびend属性に対して
以下の値を使用することによって、セカンダリメディア再生ペインが開いたり
閉じたりした時に要素を開始あるいは停止させることができます。
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ID.topLayoutOpenEvent[+|-time_value]
このイベントは指定された ID のセカンダリウィンドウが開くときに発生
します。セカンダリメディア再生ペインを定義する<topLayout>タグが
open=”onStart”を使用する場合、イベントはスケジュールイベントにな
ります。<topLayout>タグが open=”whenActive”を使用する場合は、ウィ
ンドウ内で再生される要素がスケジュールされた begin 時間を持つなら
ば、ウィンドウイベントはスケジュールイベントになります。
しかし、他のインタラクティブイベントによって要素が開始される場合は、
ウィンドウイベントはインタラクティブになります。たとえば、メインメ
ディア再生ペイン内のクリップをクリックすることにより、セカンダリウ
ィンドウを開きクリップを再生する場合は、topLayoutOpenEvent はイン
タラクティブです。

•

ID.topLayoutCloseEvent[+|-time_value]
このイベントは指定された ID のウィンドウが閉じると発生します。セカ
ンダリウィンドウを定義する<topLayout>タグが close=”onRequest”を使
用する場合、このイベントはインタラクティブイベントになります。
<topLayout>タグが close=”whenNotActive”を使用する場合、ウィンドウ
内で再生される要素がスケジュールされた終了時間を持つならば、ウィン
ドウイベントはスケジュールイベントになります。
しかし、他のインタラクティブイベントよって要素が停止される場合は、
ウィンドウイベントはインタラクティブイベントになります。たとえば、
メインメディア再生ペイン内のクリップをクリックすることによって、セ
カンダリウィンドウ内で再生されているクリップを停止させる場合は、
topLayoutCloseEvent はインタラクティブイベントになります。

サンプルの値
以下は、セカンダリメディア再生ペインイベントに関連して要素を開始あるい
は停止させるbeginおよびend値の例を示します。
begin="ID.topLayoutOpenEvent"

セカンダリメディア再生ウィンドウが
開いた時に要素を開始させます。

end="ID.topLayoutCloseEvent+2s"

セカンダリウィンドウが閉じてから2
秒後に要素を停止させます。

記述例
以下の例は、最初のクリップが表示される時に開くセカンダリメディア再生ウ
ィンドウの定義です。また、ウィンドウ内の全てのクリップの再生が終了した
時にウィンドウが閉じます。
<topLayout width="180" height="120" id="popup1" open="whenActive"
close="whenNotActive">
次のクリップはウィンドウが閉じてから3秒後に再生を開始します。
<video src="video1.rm" region="vid"
begin="popup1.topLayoutCloseEvent+3s"/>
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メディアマーカーの使用
このセクションは後で追加されます。

外部時間にクリップを同期させる
外部時間にクリップを同期させる
このセクションは後で追加されます。

要素の再スタートのコントロール
restart属性は要素の再生回数を制御します。たとえば、クリップは再生開始時
間を指定する複数のbegin値を持つ場合や、マウスクリックのようなインタラク
ティブイベントで再生をスタートするbegin時間を持つ場合があります。restart
属性によって、要素の再スタートの禁止、あるいは再スタートに制限をかける
ことができます。しかし、restrat属性はrepeatCountあるいはrepeartDur属性
の繰返しサイクルには影響しません。以下の表はrestart値の一覧です。
restart属性の値
属性の値
値
always

default

default

never
whenNotActive

機能
要素の再スタートをいつでも許します。再スタートは再生
中でも可能です。要素が restart 属性を持たない、あるいは
要素が含む上位のグループが restartDefault 値を持たない
場合は、この値が有効になります。
要素の再スタートをいつでも許します。再スタートは再生
中でも可能です。要素が restart 値を持たない、あるいは要
素が含む上位のグループが restartDefault 値を持たない場
合は、この値が有効になります。
restartDefault によって指定される値を設定します。restrat
値が指定されず、要素を含む上位のグループが
restartDefault 値を持つ場合のデフォルトです。
要素の初回の再生後は、要素を再スタートさせません。
要素が完全に再生を終えた後にだけ、再スタートを許しま
す。要素は何回でも再スタート可能です。要素がその dur
あるいは end 時間に達して再生が完了した後、または指定
された繰返し回数を全て終了した後にだけ、再スタートが
起こります。

以下の例は、274ページの「マウスイベントの定義」で述べているように、ボタ
ンがクリックされた時にビデオクリップの再生が開始します。ここでは、ビデ
オクリップの再生が完了した後に、再スタートを許すwhenNotActive値を使用
しています。したがって、視聴者がビデオの再生中にボタンをクリックしても
何も起こりません。視聴者はビデオが停止するまで待たなければなりません。
ビデオが停止した後に再スタートさせるためボタンをクリックします。
<video src="video1.rm" region="video_region" begin="button.activateEvent"
restart="whenNotActive"/>
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ヒント
restart 属性は、通常はクリップに使用されますが、グループタグあるいは
SMIL などの他の要素にも使用できます。ただし、要素は、それを含むグル
ープがアクティブな場合だけ、再スタートが可能になることに注意してくださ
い。

デフォルトの再スタート値の設定
restartDefault属性はグループタグにrestartの値を設定するために、グループお
よびグループを含む全ての要素に使用することができます。グループ内の全て
の要素は、他のrestratの値が明示的に設定されるまで、デフォルトのrestartの
値を受け取ります。以下の表は、restartDefaultの値として設定できる値の一覧
を示します。
restartDefault属性の値
属性の値
値
always
inherit

never
whenNotActive

機能
要素の再スタートをいつでも許します。再スタートは再生
中でも可能です。
グループ内の要素の restart の値に、そのグループを含む上
位のグループの restartDefault の値を設定します。これは
デフォルトの値です。したがって、restartDefault の値が無
いグループは、その上位グループから restartDefault の値
を引継ぎます。
要素の初回の再生後は、グループ内の要素を再スタートさ
せません。
要素が完全に再生を終えた後にだけ、グループの要素の再
スタートを許します。要素の再生が完了した後、再スター
トが起こります。

以下の例は、ビデオクリップのエクスクルーシブグループを示していて、最初
の2つのクリップがrestartDefaultの値としてwhenNotActiveを受け取ります。
しかし、最後のクリップはそれ自身のrestartの値がneverに設定されているの
で、restartDefaultの値は無効になります。
<excl restartDefault="whenNotActive">
<video src="video1.rm" begin="button1.activateEvent" .../>
<video src="video2.rm" begin="button2.activateEvent" .../>
<video src="video3.rm" begin="button3.activateEvent"
restart="never" .../>
</excl>

restart の値を持つ入れ子になったグループ
数段階に入れ子になったグループがrestart属性およびrestartDefault属性を使
用する場合、グループとその要素の相互作用を理解することが重要です。要素
はデフォルトでrestartDefaultの値を引継ぐので、グループの入れ子の状態を全
て理解するまでは、その相互作用を把握するのは困難です。以下の抽象例を考
えます。
<par id="master_group" restartDefault="whenNotActive">
<par id="group_X" restartDefault="inherit">
<ref id="clip_A" .../>
<ref id="clip_B" restart="always" .../>
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</par>
<par id="group_Y" restart="always">
<ref id="clip_C" .../>
<ref id="clip_D" .../>
</par>
<par id="group_Z" restartDefault="always">
<ref id="clip_E" .../>
<ref id="clip_F" restart="always" .../>
</par>
</par>
マスターグループはrestartDefaultの値としてwhenNotActiveが設定されてい
ます。このマスターグループ内の要素は以下のrestartの値を持ちます。
•

group_X は whenNotActive に設定されます。
group_X は master_group からデフォルト値の whenNotActive を引継ぎ、
その値をグループ内の要素に渡します。また、要素の中の 1 つはその値を
無視します。
• clip_A は whenNotActive に設定されます。
• clip_B は always に設定されます。

•

gropu_Y は always に設定されます。
group_Y はその動作が always に設定されます。しかし、group_Y は
master_group からデフォルト値の whenNotActive を引継ぎ、グループ内
の要素にその値を渡します。
• clip_C は whenNotActive に設定されます。
• clip_D は whenNotActive に設定されます。

•

group_Z は whenNotActive に設定されます。
group_Z は master_group からデフォルト値の whenNotActive を引継ぎま
す。しかし、group_Z はグループ内の要素に対するデフォルト値を always
に変更します。グループ内のクリップの 1 つはその値を無視します。
• clip_E は always に設定されます。
• clip_F は whenNotActive に設定されます。
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第15章
章
ハイパーリンク
SMILファイルは別のメディアへのリンクを定義することができます。例えば、
あるビデオが2番目のビデオにリンクする場合があります。視聴者がリンクをク
リックしたとき、最初のビデオが2番目のビデオに置き換わります。また、ビデ
オをブラウザで開くHTMLページにリンクすることもできます。さらに、リン
ク先が時間で変化するリンクをホットスポットとして定義することも可能です。
たとえば、ビデオの下側のコーナーを10秒ごとに違うURLにリンクすることが
できます。この章では、ストリーミングメディアプレゼンテーションを新しく
開いたり、HTMLページを開くパイパーリンクの作成方法を説明します。

ハイパーリンクについて
SMILはHTMLと同様に2種類のハイパーリンクタグを提供します。したがって、
HTMLのリンクに詳しいのであれば、SMILのリンクをすぐに習得できます。
SMILの<a>タグはハイパーテキストリンクを作成する簡単な方法ですが、
<area/>タグはより機能が豊富です。<area/> タグは、<a>タグの全ての機能を
含みます。加えて、ホットスポットや時間指定のリンクを作成する機能などを
提供します。全てのハイパーリンクに<area/>タグを使うことを薦めまが、<a>
タグも基本的なリンク機能を提供するのに役立ちます。
追加情報
285 ページの「単純なリンクの作成」と 286 ページの「<area/>タグの使用」の 2
つのセクションは、2 種類のリンクタグの基本的な使用方法を説明していま
す。

HTML ページへのリンク
SMILファイルはリンク先のHTMLページをRealOne Playerの環境、あるいは視
聴者のデフォルトブラウザーで開くことができます。21ページの「3ペイン環境」
で説明したようにRealOne Playerは、関連情報ペインとメディアブラウザペイン、
3ペイン環境の上にポップアップで表示するセカンダリブラウザウィンドウの3
種類のHTMLウィンドウを提供します。
追加情報
296 ページの「ブラウジングウィンドウの選択」では RealOne Player ペインの
ターゲット属性について説明します。

ストリーミングメディアへのリンク
リンク先はRealOne Playerのメディア再生ペインでも開くことができます。この
場合、SMIL領域をターゲットにして、現在再生されているプレゼンテーション
に置きかえるか、またはポップアップする新しいメディア再生ウィンドウに開
きます。ただし、SMILはハイパーリンクの代わりに使うことの出来る多くの機
能を提供することに注意してください。たとえば、SMILレイアウトタグを使用
すると、プレゼンテーションの再生中に新しいウィンドウをポップアップでき
ます。アドバンスタイミングを使うと、ユーザーが他のクリップをクリックし
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た時に、クリップをスタートさせたり、ストップさせたり出来ます。これらの
機能はどちらもハイパーリンクを必要としません。したがって、ハイパーリン
クを定義する前に他のSMILの機能をよく理解してください。
追加情報
300 ページの「ストリーミングメディアへのリンク」のセクションはストリーミング
メディアへのリンクを指定する属性と値の一覧を示しています。

リンクで開くポップアップウィンドウ対セカンダリポップアップウィンドウ
リンクをクリックすることによって、ハイパーリンクは新しいRealOne Player
のメディア再生ウィンドウをポップアップできます。また、211ページの「セカ
ンダリメディア再生ウィンドウ」で述べているように、<topLayput>タグを使
用してもポップアップウィンドウを作成できます。プレゼンテーションのあら
かじめ定義されたポイントで新しいウィンドウをポップアップさせたい場合は、
セカンダリメディア再生ウィンドウを定義するほうが適しています。また、視
聴者のインタラクティブ操作を基に新しいウィンドウをポップアップする、あ
るいは、メインのSMILプレゼンテーションの一部ではないメディアをウィンド
ウに表示したい場合は、新しいRealOne Playerのメディア再生ウィンドウへのハ
イパーリンクを作成するほうが適しています。

ハイパーリンク対エクスクルーシブグループ
インタラクティブアプリケーションを作成するときには、ハイパーリンクを通
してインタラクティビティを供給するのか、<excl>グループを使用するのか、
あるいは両方を使用するのか注意深く検討する必要があります。3つのボタンを
クリックすることで、3つの異なるビデオを選択可能なプレゼンテーションを作
成する場合を考えます。この場合、以下の異なる方法を使用してSMILプレゼン
テーションをオーサリングできます。
•

ハイパーリンクでボタンをビデオにリンクさせる方法。
ハイパーリンクを使って、それぞれのボタンを別々のビデオにリンクさせ
ます。この場合、メインの SMIL ファイルには、ビデオクリップを参照す
る<video/>タグを記述しません。代わりに、各ボタンにはボタンがクリッ
クされたと時にクリップを再生するハイパーリンクを使います。この方法
は、それぞれのビデオを別々のウィンドウに表示させるときにうまく動作
します。

•

ビデオクリップを<excl>グループに配置し、ユーザーがボタンをクリックした
時に、各ビデオを再生するために高度な時間設定コマンドを使用する方法。
各ビデオクリップに対する<video/>タグを<excl>グループ内に含めます。
視聴者がボタンの中の 1 つをクリックしたときに、それぞれのビデオが再
生されるように高度な時間設定コマンドを使います。この方法は、全ての
ボタンとクリップを 1 つのメディア再生ペインに表示させたい場合、ある
いは各<video/>クリップソースタグ内に SMIL タイミングとレイアウト
属性を含めたい場合に、より適しています。
追加情報
<excl>タグの詳細は 203 ページの「エクスクルーシブグループの作成」を参
照してください。また 267 ページの「第 14 章」は高度な時間設定コマンドを
説明しています。
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リンクをアクティブにする方法
RealOne Playerメディア再生ペイン内のリンクが張られた場所に、視聴者がスク
リーンポインターを移動させた場合、スクリーンポインターは手の形に変わり
ます。通常はそれをクリックすることでリンクを開きます。しかし、SMILでは
リンクを開く別の方法を定義できます。たとえば、ユーザーがキーボードキー
を押したときにリンクを開く指定もできます。あるいは、プレゼンテーション
の再生中に、異なるWebページを自動的表示するリンクの指定もできます。
追加情報
これらの機能については、291 ページの「基本的ハイパーリンクプロパティの
定義」を参照してください。

ハイパーリンクタグを作成するためのヒント
•

ハイパーリンクタグはクリップソースタグでのみ動作します。グループ全体を
ハイパーリンクにすること、あるいは SMIL の領域をイメージマップにするこ
とはできません。

•

ハイパーリンクタグは入れ子にできません。しかし、1 つのクリップソースタ
グに<area/>タグを使用して、ホットスポットリンクあるいは時間によって変
わるリンクを複数設定できます。

•

ハイパーリンクを定義できるクリップもあります。たとえば、RealText クリッ
プは、テキスト部分にハイパーリンクを定義できます。視聴者がクリップのリ
ンク部分と SMIL リンクが重なっている部分をクリックした時は、SMIL のリ
ンクが使われます。

•

クリップにハイパーリンクを設定する場合、クリップソースタグに longdesc
属性を含め、ハイパーリンクの飛び先を説明してください。詳細は 191 ページ
の「長い要約文の使用」を参照してください。

単純なリンクの作成
最も単純なリンクはソースクリップ全体を他のクリップにリンクします。
HTMLと同様に<a>と</a>タグでリンクを定義します。しかし、HTMLではテキ
ストを<a>と</a>で囲むのに対して、SMILではクリップソースタグを<a>と
</a>で囲みます。
<a href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm">
<video src="video.rm" region="video_region"/>
</a>
この例は、ソースクリップのvideo.rmをターゲットクリップのvideo2.rmへリ
ンクしています。視聴者が再生中のvideo.rmをクリックすると、video.rmが
video2.rmに置き換わります。<a>タグではhref属性は必須です。リンク先のク
リップがHelix Universal ServerからRealOne Playerに配信されるのであれば、
URLはrtsp://で始まります。ファイルがWebサーバーからブラウザーにダウン
ロードされるのであれば、URLはhttp://で始まります。
追加情報
リンクの属性については、291 ページの「基本的なハイパーリンクプロパティ
の定義」を参照してください。リンクのターゲットについては、295 ページの
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「HTML ページへのリンク」または 300 ページの「ストリーミングメディアへのリ
ンク」を参照してください。

<area/>タグの使用
タグの使用
<area/>タグは<a>タグと異なり、クリップソースタグを囲むのではなく、クリ
ップソースタグの内側に記述します。これは、<video/>のような単一タグ形式
のクリップソースタグを<video>…</video>のようなバイナリタグに変更する
ことを意味します。<area/>タグは通常はクロージングスラッシュで終わりま
すが、<area>…</area>タグをペアで使う場合もあります。以下は、1つのビデ
オクリップが2番目のビデオクリップにリンクする基本的な<area/>タグの例
を示しています。
<video src="video.rm" region="videoregion">
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm"/>
</video>
<area/>タグが空間座標を含まない場合は、クリップ全体がリンクになり、
<area/>タグは<a>タグと同じように機能します。クリップソースタグは複数の
<area/>タグを含むことができます。ただし、1つのクリップに対して、複数の
<area/>タグを定義する場合は、以下のどちらか、あるいは両方が必要になり
ます。
•

各<area/>リンクが異なる時間でアクティブになるように時間設定の定義して
ください。

•

各リンクが重複しないホットスポットになるように<area/>タグ内に空間座標
を定義してください。

時間で変わるリンクの作成
<area/>タグはリンクがアクティブになる時間を指定する時間属性を含むこと
ができます。また、その時間はクリップの再生開始時間に相対的です。時間属
性を含めない場合は、リンクはソースクリップがスクリーン上に表示されてい
る間、アクティブになります。時間属性を加えるには、SMILのbeginとendの値
を使います。ただし、dur、clipBegin、clipEndは使用できません。
以下の例は、video1.rmに時間によって変化するリンクを2つ作成しています。
最初のリンクは再生時間の開始から30秒間だけアクティブです。2番目のリンク
は、次の30秒間アクティブです。この場合は、空間座標を指定していないので
ビデオ全体がリンクになります。
<video src="video1.rm" region="video_region">
<area href="http://www.real.com" begin="0s" end="30s".../>
<area href="http://www.realNetworks.com" begin="30s" end="60s".../>
</video>
ヒント
アクティブなリンクは視聴者が、クリックあるいはアクセスキーを押して開くこ
とができるリンクです。しかし、actuate=”onLoad”を使用する場合以外は、
リンクは自動的には開きません。詳細は 293 ページの「URL を自動的に開
く」を参照してください。
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追加情報
248 ページの「開始時間と終了時間の設定」を参照してください。begin およ
び end 属性は 247 ページの「時間値の指定」で記述している SMIL の時間
設定値を使用します。

ホットスポットの定義
<area/>タグでホットスポットを作成するためには、ホットスポットの形状を
決めるshape属性と、ホットスポットのサイズと配置を決めるcoords属性を使い
ます。shapeとcoords属性はSMIL内でHTML4.0と同様に定義します。ホットス
ポットの定義にはピクセル値あるいはパーセンテージ値が使用できます。以下
の例は、クリップに2個のホットスポットを作成しています。
<video src="video.rm" region="videoregion">
<area href="..." shape="rect" coords="20,40,80,120" .../>
<area href="..." shape="circle" coords="70%,20%,10%" .../>
</video>
座標値の指定方法は、以下のセクションで説明するように形状（rectangle、
circle、polygon）によります。全てのホットスポットにおいて、座標は領域内
のクリップの配置場所によらず、メディアクリップの左上のコーナーから測定
されます。

矩形ホットスポットの作成
矩形ホットスポットを作成するには、shape=”rect”を使用してください。また、
ホットスポットのサイズと位置を設定するために、以下の順番に従ってピクセ
ルまたはパーセンテージで4つのcoords値を指定します。ホットスポットの位置
はソースクリップの左上のコーナーから測定されます。
1.クリップの左端からホットスポットの矩形領域の左端までの距離（left-x）
2.クリップの上端からホットスポットの矩形領域の上端までの距離（top-y）
3.クリップの左端からホットスポットの矩形領域の右端までの距離（right-x）
4.クリップの上端からホットスポットの矩形領域の下端までの距離（bottom-y）
以下の例に示すように、座標値はそれぞれカンマで区切ります。
<video src="video1.rm" region="video_region">
<area href="..." shape="rect" coords="20,40,80,120"/>
</video>
この例ではピクセル値を使用して、幅60ピクセル（80ピクセル−20ピクセル）、
高さ80ピクセル（120ピクセル−40ピクセル）のホットスポットを定義していま
す。これは以下の図のようなホットスポットを作成します。
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矩形ホットスポット

ヒント
coords 値の最初の 2 つの値のペアはホットスポットの左上のコーナーの x
および y 座標、後のペアはホットスポットの右下のコーナーの x および y 座
標と考えることができます。

円形ホットスポットの定義
円形のホットスポットを作成するにはshape=”circle”を使います。coordsの値
には、以下の順番で円の中心位置と半径をピクセルまたはパーセンテージで指
定します。
1.クリップの左端から円形のホットスポットの中心までの距離（center-x）
2.クリップの上端から円形のホットスポットの中心までの距離（center-y）
3.ホットスポットの円の半径
次の例に示すように、座標値はそれぞれカンマで区切ります。
<video src="video1.rm" region="video_region">
<area href="..." shape="circle" coords="100,120,50"/>
</video>
この例は、ピクセル値を使用して円形のホットスポットの中心をクリップの左
端から100ピクセル、クリップの上端から120ピクセルの位置に配置しています。
ホットスポットの半径は50ピクセルです。以下の図はこの例を示しています。
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円形ホットスポット

ヒント
最後の値は円の半径を設定しますが、他の 2 つの値のうちの小さい方より小
さくしないでください。たとえば、最初の 2 つの値が 40 と 20 の場合、3 番目
の値は 20 以上にしないようにしてください。そうしないと、クリップの境界を越
えた円の部分は、削除されます。

多角形ホットスポットの作成
多角形ホットスポットを作るには、shape=”poly”を使用してください。たとえ
ば、三角形や八角形のホットスポットを作成できます。多角形のn角に対して、
coords属性で2n値を指定する必要があります。たとえば、三角形を作成するに
は、6個のcoords値を指定しなければいけません。それぞれの座標値のペアは、
以下の順番で多角形の角の位置を示しています。
1.クリップの左端からポリゴンの角までの距離（corner-x）
2.クリップの上端からポリゴンの角までの距離（corner-y）
次の例は、3角形のホットスポットを定義しています。
<video src="video1.rm" region="video_region">
<area href="..." shape="poly" coords="40,150,120,30,200,150"/>
</video>
以下の図はこの例を示しています。coords属性の最初のペアの値は、3角形の左
下の角を定義しています。それから、coordsのペアの値は時計回りに進み、上
部の角を定義しています。その次のペアは右下の角を定義しています。
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ポリゴンホットスポット

ヒント
多角形を定義する場合、コーナーの指定はどこからでも始めることができま
す。最初のコーナーに続くコーナーの指定は、多角形を時計回り、あるいは
反時計回りに周るように指定します。

ホットスポットを定義するためのヒント
•

クリップが再生領域より異なった大きさの場合、<region/>タグに、fit 属性の
fill、meet、slice の値を設定することで、クリップのサイズを変更することが
できます。この場合、クリップにはホットスポットをパーセンテージで定義し
ピクセルでは定義しません。クリップが領域を同じサイズであったり、領域の
fit 属性の値が hidden や scroll の場合は、
クリップのサイズは変更されません。
詳しくは 238 ページの「クリップの領域への適合方法の定義」を参照ください。

•

視聴者は、RealOne Player の角をクリックしてドラッグすることで、プレゼン
テーションのサイズを変更する可能性があります。この場合、ピクセルあるい
はパーセントでホットスポットを定義するかどうかにかかわらず、クリップの
ホットスポットは縮尺します。ただし、220 ページの「リサイズ動作の変更」
で説明したように、クリップのサイズ変更を妨げることができます。

•

coords 属性には整数および小数値のパーセンテージを使うことができます。た
とえば、”4%”と“4.5%”はどちらも正しい値です。

•

coords 属性にはピクセル値とパーセンテージ値を混合して使うことができま
す。たとえば、coords=”50,50,100%,100%”は矩形ホットスポットの左と上の境
界をソースクリップの左上の角から、それぞれ、50 ピクセル内側に配置しま
す。それに対して、ホットスポットの右と下の境界は、それぞれソースクリッ
プの右と下の境界まで延びます。また、ソースクリップのサイズを変更しても、
この右と下の境界はソースクリップの右辺と下辺と同じ位置のままで、変更は
されません。

•

coords=”30,30,10,10” のような矩形ホットスポットは無視され、機能しませ
ん。理由はホットスポットの左端が右端より右側にあり、上端が下端の下にあ
るからです。
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•

ソースクリップより大きく定義されたホットスポットは、クリップの端で切り
取られます。たとえば、クリップが幅 200、高さ 200 ピクセルなのに対して
coords=”50,50,300,300”の矩形ホットスポットを定義した場合、ホットスポッ
トの有効な座標は “50,50,200,200” です。この理由は、どの値もクリップの
範囲を超えた値は有効では無いからです。

•

もし、複数のホットスポットがクリップに重なっている場合、視聴者が重なっ
たエリアをクリックした時、SMIL ファイルで最初に定義されたホットスポッ
トのリンクが使われます。

•

HTML のイメージマップを作成できるシェアウエア、フリーウエアプログラム
は数多く存在します。これらのプログラムを使ってホットスポットの座標を定
義できます。単純にクリップと同じサイズの画像上に HTML イメージマップ
を作成し、HTML ソースを開き、<area/>タグにイメージマップの座標をコピ
ーしてください。

•

以下の表は、ソースクリップに対して矩形ホットスポットを定義するパーセン
テージでの座標の例を示しています。各ホットスポットはソースクリップの四
分の一の大きさです。
矩形ホットスポットのパーセンテージ座標の例
矩形ホットスポットの位置
属性
shape="rect"
coords="0,0,50%,50%"
左上 1/4
shape="rect" coords="50%,0,100%,50%"
右上 1/4
shape="rect" coords="0,50%,50%,100%"
左下 1/4
shape="rect" coords="50%,50%,100%,100%"
右下 1/4
shape="rect" coords="25%,25%,75%,75%"
中央

基本的なハイパーリンクプロパティの定義
リンク先がHTMLページあるいはメディアプレゼンテーションによらず、<a>
および<area/>タグに影響するハイパーリンク属性を以下の表にまとめます。

属性
accesskey
actuate

値

キー名
onLoad|
onRequest

alt
href
nohref

URL
なし

tabindex

整数

テキスト

基本的ハイパーリンク属性
動作
リンクをアクティブにするキーを定
義します。
自動的に、あるいは要求があった場
合にリンクをアクティブにします。
代替テキストを定義します
リンクの URL を定義します。
URL を指定しないことを指示しま
す（<area/>タグのみで使用）。
リンクに対するタブキーの順番を設
定します。

参照ページ
292 ページ
293 ページ
294 ページ
292 ページ
292 ページ
294 ページ

ヒント
SMIL2.0 での accesskey、alt、tabindex 属性は HTML4.0 の定義と同じで
す。
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リンク先の URL の指定
HTMLのハイパーリンクと同様に、SMILのhref属性はリンク先のURLを指定し
ます。リンク先をブラウザウィンドウで開く場合は、それらがWebサーバーあ
るいはHelix Universal Server上にあるかにかかわらず、HTTPでURLを指定しま
す。RealOne Playerで開くSMILファイルやクリップは、それがHelix Universal上
にある場合には一般的にRTSPでURLを指定します。しかし、SMILやクリップ
がWebサーバー上にある場合は、HTTPでURLを指定する必要があります。詳し
い情報は以下のセクションを参照してください。
•

URL フォーマットの情報は、166 ページの「クリップソース URL の記述」を
参照してください。このセクションでは、<video/>などのクリップソースタグ
に対する URL を議論していますが、ハイパーリンクに対する基本的な URL フ
ォーマットは同じです。

•

リンク先を Web ブラウザ−で表示する場合は、295 ページの「HTML ページ
へのリンク」の指示に従ってください。

•

ストリーミングメディアクリップあるいは SMIL ファイルを開く場合は、300
ページの「ストリーミングメディアへのリンク」に記述している属性を使用し
てください。

ホットスポットの URL 参照の削除
メモ
nohref 属性は、RealOne Player で現在動作しません。
<area/>タグ内だけで使用可能なnohref属性はホットスポットがURLへの参照
を持たないことを示します。たとえば、ホットスポットをクリックした時に、
別のクリップをスタートさせるインタラクティブコマンドを使用する場合に
nohrefを使うことができます。nohref属性は値をとりません。

キーストロークでリンクを開く
accesskey属性は、視聴者がリンクを開くために押すキーボードキーを定義しま
す。視聴者は定義されたキーのみを押し、Altなどの補助キーは必要ではありま
せん。リンクを開く複数のキーが定義できます。以下の例では、視聴者はキー
ボードの「m」キーを押すことでリンクが開きます。
<area href="http://www.example.com" accesskey="m" .../>
メモ
デフォルトでは SMIL の再生領域はキーボードフォーカスを受け付けません。
したがって、視聴者はアクセスキーを押す前に SMIL の再生領域をクリック
する必要があります。

アクセスキー定義のヒント
•

アクセスキーの値は大文字と小文字を識別するので、たとえば、大文字の「M」
キーで accesskey=”M”を指定した場合、視聴者が小文字の「m」キーを押して
も、リンクは開きません。ただし、大文字と小文字のを区別しないように、同
じキーの大文字と小文字の両方を指定することが可能です。

•

アクセスキーの値には文字キーか数字キーが指定できます。「Alt」、「Esc」、
「F5」キーなどのようなファンクションキーやコマンドキーは指定できません。
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•

リンクに関連するクリップが表示されている限り、視聴者はアクセスキーを使
用してリンクを開くのと同様に、常にリンクをクリックして開くことができま
す。アクセスキーを通してだけ開くことが可能なリンクは定義できません。し
かし、1 ピクセル四方の非常に小さいホットスポットでハイパーリンクを作成
できます。

•

ソースクリップ全体をリンクにした場合、クリップソースタグの longdesc 属
性でアクセスキーについて説明してください。詳細は 191 ページの「長い要約
文の使用」を参照してください。

•

視聴者が使用可能なアクセスキーをプレゼンテーションに表示してください。
83 ページの「第 6 章」に記述しているように、RealText でこれを可能にするこ
とができます。また 297 ページの「関連情報ペインに HTML ページを開く」
で記述しているように、この情報を関連情報ペインに表示することも可能です。

•

ある機能を実行するために、同じアクセスキーがクリップに埋め込まれている
場合、SMIL のアクセスキーはクリップ内に定義された同じアクセスキーを無
効にします。

•

同時にアクティブになる複数のリンクを定義する場合、同じアクセスキーを使
わないのがベストです。同じアクセスキーを使って複数のリンクをアクティブ
にする場合、視聴者がキーを押した時に有効になるリンクは以下の条件で決め
られます。
• 領域に割り当てられていないクリップのリンク（オーディオクリッ
プなど）は領域に割り当てられたクリップのリンクを無効にします。
• 他のクリップの上にクリップが重なって表示される場合（領域の
z-index 値が大きい）、そのリンクは下の領域のクリップにあるリン
クを無効にします。しかし、上に重なるクリップに rn:mediaOpacity
属性の値に 0 から 50 までの値が設定されている場合は、そのクリ
ップに関連付けられたリンクは有効にならず、その下にあるクリッ
プのリンクが有効になります。
追加情報
rn:mediaOpacity の詳細は 173 ページの「不透明色全てに透明度を追加
する」を参照してください。
• z-index の重なりの順番がリンクの優先順位を決定しない場合は、最
初にアクティブになるリンクは他のリンクを無効にします。
• 同時にアクティブになるリンク場合、SMIL ファイル中で最初にリ
ストされたリンクが他のリンクを無効にします。

•

277 ページの「キーボードイベントの定義」に記述しているように、要素をス
タートさせたり、ストップさせるアクセスキーも定義できます。混乱をさける
ため、イベントとハイパーリンクに同じアクセスキーを定義しないようにして
ください。

URL を自動的に開く
を自動的に開く
actuate属性はデフォルトでonRequest値をもちます。これは、ユーザーがリン
クをクリックした時、あるいはリンクのアクセスキーを押した時にリンクを開
きます。しかし、actuate=”onLoad”を設定した場合は、SMILプレゼンテーシ
ョンのタイムラインでリンクタグがアクティブになると同時に、ユーザーイン
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プットを必要とせずにリンクが開きます。たとえば、以下のリンクはビデオク
リップが再生されると同時に開きます。
<video src="video1.rm" region="video_region">
<area href="http://www.example.com" actuate="onLoad".../>
</video>
286ページの「時間で変わるリンクの作成」で述べているように、リンクに関連
付けられたクリップが再生を開始した後の任意のポイントでリンクをアクティ
ブにするbegin属性を<area/>タグの中で使用可能です。これによって、クリッ
プの再生開始後の任意のポイントでリンクを開くことができます。
ヒント
actuate="onLoad"を使用するリンクはクリック可能で、それは自動的にリンク
を開いた後に、視聴者が再度リンクを開くことが可能であることを意味します。
もしこの動作を行いたくない場合は、例えば<area/>タグに dur="1s"を使用
して、リンクの継続時間を短く設定します。

リンクの代替テキストの表示
ハイパーリンクは短い概要のテキストをその値としてもつalt属性を含むこと
ができます。ハイパーリンクに常にalt属性を含めるのは適切です。視聴者がリ
ンクのあるポイントへスクリーンポインター移動した時、altのテキストが
RealOne Playerのメディア再生ペインのステータスバーに表示されます。次の例
では、テキスト「Visit RealNetworks」がaltの値として使われます。
<area href="http://www.relanetworks.com" alt="Visit RealNetworks" .../>
リンク設定されたクリップがalt値も持つ場合、クリップのalt値の代わりにリン
クのaltの値が表示されます。リンクがalt値を持たない場合、クリップのURL
が表示されます。つまり、リンクは常にクリップのalt値を上書きします。
追加情報
190 ページの「代替テキストの記述」のセクションはクリップソースタグの alt
属性を説明しています。alt のテキストに記述する特別なキャラクターの詳細
は 187 ページの「キャラクターコード」を参照してください。

複数のリンクに対する Tab Index の設定
複数のリンクがスクリーンに表示される場合、視聴者はTabキーを押して順番
にリンクを選択でき、エンターキーを押してリンクを開きます。tabindex属性
を使用することによって、タブの順番を指定できます。この属性はデフォルト
で0の値を持ちますが、値として正の整数をとります。RealOne Playerは最初に
一番小さいtabindex値を持つクリップをハイライト表示します。視聴者がTab
キーを押すごとに、次に大きいtabindex値をもつクリップをハイライト表示し
ます。以下は、2つのクリップが同時に再生され、それぞれハイパーリンクをも
つ例です。
<par>
<img src="..." region="ad_region"...>
<area href="..." tabindex="2" .../>
</img>
<video src="..." region="video_region"... >
<area href="..." tabindex="1" .../>
</video>
</par>
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この例では、ビデオクリップに対するリンクのtabindex値のほうが小さいので、
視聴者がTabキーを押したときにRealOne Playerはこのリンクを最初にハイラ
イトします。視聴者が再びTabキーを押すと、今度はイメージクリップがハイ
ライトされます。
ヒント
2 つ以上の<area/>タグが同じ tabindex 値を持っている場合、タブの順番
は SMIL ファイル内でクリップソースタグが現れる順番に従います。これは全
ての<area/>タグから tabindex を除いても同じです。

HTML ページへのリンク
次の表で表示されている属性は、SMILプレゼンテーションからHTMLページを
開く時に使用します。たとえば、プレゼンテーションが再生されている間にWeb
ページを開くためにこれらの属性を使うことができます。Webページはデフォ
ルトでRealOne Playerのブラウザーペインに表示されますが、視聴者のデフォル
トブラウザに開くこともできます。
Webブラウザーでリンクを開くための属性
ブラウザーでリンクを開くための属性
値
デフォ
機能
ルト値
rn:contextWindow auto|openAtStart
auto
関連情報ウ
ィンドウを
設定します。
external
true|false
false
true の場合
はブラウザ
ーにリンク
を開きます。
height
ピクセル値
メディ
<param>タ
アの高
グ内で関連
さ
情報ペイン
の高さを設
定します。
rn:sendTo
_osdefaultbrowser| なし
HTML ペー
_rpbrowser|
ジを開くウ
_rpcontextwin
ィンドウを
指定します。
sourceLevel
100%
パーセンテージ値
オーディオ
レベルを設
定します。
sourcePlaystate
pause|play|stop
pause
ソースの状
態を変更し
ます。
target
名前
現在の
ターゲット
ウィン
のウィンド
ドウ
ウまたはフ
レームを指
定します。
属性
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297
ページ
296
ページ

297
ページ

296
ページ
297
ページ
305
ページ
299
ページ
299
ページ
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330

ピクセル値

<param>タ
グ内で関連
情報ペイン
の幅を設定
します。

297
ページ

ヒント
同じく Ram ファイルを通して HTML URL を開くことができます。これは 1 つ
のクリップから成り立ち、SMIL が提供する機能を必要としないプレゼンテー
ションに役立ちます。詳細は 416 ページの「HTML ペインで URL を開く」を
参照してください。

ブラウジングウィンドウの選択
Webブラウザで開くSMILのハイパーリンクに対しては、external属性をtrueに
設定する必要があります（ただし、external属性のデフォルト値はfalseです。
これはリンクをRealOne Playerのメディア再生ペインに開きます）。リンクはブ
ラウザがリクエストできるHTTPプロトコルのURLを使用する必要があります。
Webブラウザで表示するコンテンツへの最小限のSMILのリンクは以下の例の
ようになります。
<area href="http://www.example.com" external="true"/>
external=”true”は、HTMLページをWebブラウザーで開くための唯一の必要条
件です。しかし、295ページの「HTMLページへのリンク」で述べているように、
RealOne Playerはブラウジングペインを数種類提供します。以下の表はHTMLの
URLをこれらのペインに開くための属性を示しています。
Windows上での
上でのRealOne
Playerで
でHTMLリンクを開くための属性
リンクを開くための属性
上での
ターゲット
参照ペ
ージ
external="true"
メディアおよび関連情報ペイン 296
に付属しないセカンダリウィン ページ
ドウ。
external="true"
メディアおよび関連情報ペイン 297
rn:sendTo="_rpbrowser"
に付属あるいは離れているメデ ページ
ィアブラウザーペイン。
external="true"
視聴者のデフォルト Web ブラウ 297
rn:sendTo="_osdefaultbrowser"
ページ
ザー。
external="true"
メディア再生ペインの右に表示 297
rn:sendTo="_rpcontextwin"
ページ
される関連情報ペイン。

属性

rn:sendTo属性を使用する場合、以下の重要なポイントに注意してください。
•

rn:sendTo 属性は SMIL の<area/>タグでのみ動作します。<a>タグでは動作し
ません。

•

rn:sendTo 属性を使用する場合は、<smil>タグ内で以下の名前空間を宣言する
必要があります。
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
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追加情報
カスタム属性と名前空間の基礎については 157 ページの「カスタム SMIL 属
性の使用」を参照してください。

メディアブラウザペインをターゲットにする
RealOne Playerのメディア再生ペインはメディアおよび関連情報ペインに付い
たり、あるいは離れたりすることが可能です。プレゼンテーションに沿ってWeb
ページを表示する場合には、このウィンドウを使うことを推奨します。このウ
ィンドウをターゲットにするためには、前述の名前空間を<SMIL>タグに記述し、
以下のようなハイパーリンクを使用します。
<area href="http://www.example.com" external="true"
rn:sendTo="_rpbrowser" .../>
ヒント
RealOne Player 環境において、関連情報ペインあるいはセカンダリブラウジ
ングウィンドウに表示されている HTML ページから、このウィンドウをターゲッ
トにするには、<a href=”URL” target=”_rpbrowser”>を使用してください。

視聴者のデフォルトブラウザーの使用
WebページへのリンクはデフォルトでRealOne Playerのメディアブラウザーペ
インに開きます。これはWebページを表示する好ましい手段ですが、リンク先
を視聴者のデフォルトWebブラウザに開くこともできます。この動作をさせる
ためには、前述したように<smil>タグにRealNetworks社の拡張名前空間を宣言
し、以下のようなリンクを作成します。
<area href="http://www.example.com" external="true"
rn:sendTo="_osdefaultbrowser" .../>

関連情報ペインで HTML ページを開く
メディア再生ペインの右に現れる関連情報ペインは、SMILプレゼンテーション
を補うためのHTMLページを表示することができます。例えば、再生中にクリ
ップのタイトルや著作権情報を表示したりできます。この章で記述されるハイ
パーリンク機能と同様、245ページの「第13章」と267ページの「第14章」で記
述されるSMILタイミング機能を使用します。プレゼンテーションの再生中にい
つでも関連情報ペインにURLを開くことができます。
関連情報ペインでHTMLページを開くために、<smil>タグで名前空間
（xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"）を宣言し、
<area/>タグにrn:sendTo="_rpcontextwin"を設定します。
<area href="http://www.example.com/context.html" external="true"
rn:sendTo="_rpcontextwin" sourcePlaystate="play"/>

関連情報ペインのサイズ設定
<rn:param/>タグを使うことによって、RealOne Player関連情報ペインのサイズ
情報を含むように<area/>タグを拡張できます。この場合、155ページの「バイ
ナリタグと単一タグ」で記述しているように、<area/>タグをバイナリタグに
変更する必要があります。以下の例で示すように、関連情報ペインの幅と高さ
をピクセル値で指定する<rn:param/>タグをリンクに追加できます。
<area href="..." external="true" rn:sendTo="_rpconTextwin" ...>
<rn:param name="width" value="320"/>
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<rn:param name="height" value="240"/>
</area>

関連情報ペインの表示領域の確保
メディアブラウザペインが付加されると、関連情報ペインのHTMLページがな
いSMILプレゼンテーションは、メディアブラウザペインの上の中央に配置され
表示されます。あとでHTMLページが関連情報ペインで開かれた場合は、SMIL
プレゼンテーションは左にジャンプします。視聴者を混乱させるこの動作を防
ぐには、<root- layout/>タグ（<area/>ではない）に
rn:contextWindow="openAtStart"を設定します。
<root-layout width="320" height="240" rn:contextWindow="openAtStart"/>
この属性を使用すると、SMILプレゼンテーションは上側のの2つのペインの左
側に表示されます。関連情報ペインに送られたHTMLページは右側に表示され
ます。HTMLページが表示されるとき高さが変わるのを防ぐために、<rootlayout/>エリアで関連情報ペインの高さを指定します。メディアブラウザペイ
ンが分離しているときは、rn:contextWindow属性は効果がありません。

関連情報ペインを使用する場合のヒント
•

他の RealOne Player ペインと関連情報ペインのサイズについての基本的な情報
は、24 ページの「関連情報ペイン」を参照してください。

•

最適な結果を得るには、関連情報ペインのサイズをメディア再生ペインのサイ
ズ（<root-layout/>タグの height および width 属性で指定します）とほほ同じ
サイズに保ちます。メディア再生ペインと関連情報ペインの合計の幅を小さな
コンピュータースクリーンで表示可能な大きなに設定するように気をつけて
ください。

•

メディア再生ペインと関連情報ペインは境界線無しでお互いに隣り合って表
示されます。これらのウィンドウが同じ高さの場合、各ウィンドウの背景色を
同じ色に設定することで、一様な背景を作成できます。メディア再生ペインで
は、SMIL プレゼンテーションの<root-layout/>タグの backgroundColor 属性
で背景色を設定します。詳細は 228 ページの「背景色の追加」を参照してくだ
さい。

•

関連情報ペインにリンク先を開く時に、プレゼンテーションを再生させたまま
にするためには、SMIL ファイルの<area/>タグで sourcePlaystate=”play”およ
び actuate=”onLoad”を使用してください。

•

関連情報ペインはサイズ情報を必要とするので、ブラウジングウィンドウ内の
の標準的なハイパーリンクテキストは関連情報ペインに URL を開くことがで
きません。

•

関連情報ペインはメディアプレゼンテーションに追加する小さい HTML ペー
ジを表示するように設計されています。大きな Web ページを表示する場合は、
メディアブラウザーペインで URL を開いてください。詳細は 296 ページの「ブ
ラウジングウィンドウの選択」を参照してください。
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再生フレームまたは名前の付いたウィンドウをターゲットにする
メモ
HTML フレームやウィンドウへのターゲット指定は、RealOne Player で現在
機能しません。
HTMLページを開くためにSMILを使用する場合、SMILのtarget属性はHTMLの
target属性と同じ動作をします。ハイパーリンクがRealOne Playerのセカンダリ
ブラウジングウィンドウをターゲットとする場合（external=”true”だけを使用
する場合）、あるいはデフォルトブラウザーをターゲットとする場合
（rn:sendTo=”_osdefaultbrowser”を使用する場合）target属性によって、以下
の中の1つが可能になります。
•

新しい名前の付いたウィンドウを開きます。

•

名前の付いたウィンドウをターゲットにします。

•

ウィンドウ内の名前の付いたフレームを選択します。
リンクがメディアブラウザペインを指定する場合（rn:sendTo=”_rpbrowser”を
使用する場合）、あるいは関連情報ペインを指定する場合
（rn:sendTo=”_rpcontexttwin”を使用する場合）、target属性を使用してフレ
ームを選択できます。以下の例は、リンクをメディアブラウザペインの
rightpaneという名前のフレームに開くことを示しています。
<area href="http://www.example.com" external="true"
rn:sendTo="_rpbrowser" target="rightpane".../>
ヒント
HTML の_new および_top 値は RealOne Player 環境ではサポートされてい
ません。代わりに実在のウィンドウ名を使用してください。

メディアの再生状態のコントロール
デフォルトでは、ブラウザがリンクを開く時にRealOne Playerのプレゼンテーシ
ョンは一時停止します。視聴者はRealOne PlayerのPlayボタンをクリックして、
プレゼンテーション再生を再開させることができます。RealOne Playerは再生を
継続する前に、通常は短い時間プレゼンテーションの再バッファーをしなけれ
ばなりません。また、sourcePlaystate属性のstopまたはplay値を使用すること
によって、リンクが開かれた時に、RealOne Playerがプレゼンテーションを完全
に停止したり、あるいは再生を継続することを可能にします。
<area href="http://www.example.com" external="true"
sourcePlaystate="play".../>

HTML ページのリンクを開く場合のヒント
•

RealOne Player はブラウザ−に、リソースを要求する完全な URL を渡します。
したがって、ブラウザーが受け取る付加パラメーターを SMIL の href 属性に
含めることができます。これの一般的な使い方としては、以下のように HTML
ページのアンカーにリンクする方法があります。
<area href="http://www.example.com/story.html#part2"
external="true".../>
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•

RealOne Player のメディア再生ペインがフルスクリーンモードで動作している
場合、リンクをブラウジングウィンドウで開いた時には、メディア再生ペイン
はノーマルサイズモードに復帰します。フルスクリーンモードの詳細は 419 ペ
ージの「プレゼンテーションの開始モードの設定」を参照してください。

•

sourcePlayestate=”play”を使用して、視聴者がデフォルト Web ブラウザ−で
リンクを開く時に、SMIL プレゼンテーションの再生を継続する場合、ブラウ
ザーが RealOne Player を覆い隠すことは避けることができません。視聴者は、
プレゼンテーション再生中に他のアプリケーションより RealOne Player が前面
に表示されたままの状態でいるか、あるいは下に隠れるかをコントロールする
ことができます。

•

モデムユーザーをターゲットとして、sourcePlaystate=”play”を使う場合は、
少なくとも HTML ページをダウンロードするのに利用できる数 Kbps の帯域幅
を残してください。また、残す帯域幅は HTML ページのサイズによります。
ブラウザーに必要とされる帯域幅を最小にするためには、大きな画像を含まな
い Web ページへリンクしてください。

•

Web ページを開く時に、RealOne Player のボリュームを変更する sourceLevel
属性の使用方法についての情報は、305 ページの「リンク先のプレゼンテーシ
ョンのオーディオレベルの調整」を参照してください。

ストリーミングメディアへのリンク
他のストリーミングメディアプレゼンテーションへリンクする場合、SMILファ
イルまたは単なるクリップのURLを現在のRealOne Playerメディア再生ペイン
あるいは新しくポップアップするメディア再生ウィンドウに開くことができま
す。以下の表は、RealOne Playerメディア再生ペインで開くストリーミングメデ
ィアプレゼンテーションへリンクする時に使う属性の一覧です。
RealOne Playerのメディア再生ペインにリンクを開くための属性
のメディア再生ペインにリンクを開くための属性
値
デフォ
機能
参照ペ
ルト値
ージ
href="command:
306
なし
Flash、RealPix
(名前, URL)
openwindow()"
ページ
あるいは
RealText からメ
ディア再生ペイ
ンを開きます。
destinationLevel
パーセンテー 100%
ターゲットのオ 305
ジ値
ーディオレベル ページ
を設定します。
destinationPlaystate
pause|play
play
ターゲットの再 302
生状態を設定し ページ
ます。
show
new|replace replace リンク先を新し 302
いウィンドウあ ページ
るいは現在のウ
ィンドウに開き
ます。

属性
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sourceLevel

パーセンテー
ジ値

100%

sourcePlaystate

pause|play|s
top

pause|
play

target

ID

なし

ソースのオーデ
ィオレベルを設
定します。
show 属性によ
って、ソースの
再生状態を設定
します。
特定のウィンド
ウあるいは領域
にリンクしま
す。

305
ページ
302
ページ

302
ページ

ソースプレゼンテーションの置き換え
external=”true”属性（リンク先をWebブラウザで開く）を含まないリンクは
RealOne Playerメディア再生ペインの現在のプレゼンテーションを置き換えま
す。しかし、ソースプレゼンテーションは一時停止されるだけなので、視聴者
はRealOne PlayerのPlay>Previous Clipコマンドをクリックすることにより、戻
ることができます。RTSPリンクは以下のようになります。
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm"/>
これは、show、destinationPlaystate、sourcePlaystate属性を明示的にデフォル
ト値に設定した次の例と同じです。
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm" show="replace"
destinationPlaystate="play" sourcePlaystate="pause"/>
メモ
現在、新しいクリップで置き換えるとき、ソースクリップの再生は一時停止で
はなく止まります。
視聴者がRealOne PlayerのPlayボタンをクリックするまで、新しいプレゼンテー
ションを再生しないように、destinationPlaystate=”pause”を設定する場合もあ
ります。RealOne Player内でプレゼンテーションを置き換える場合は、
sourcePlaystate属性は含める必要はありません。show=”replace”の場合には、
必ずsourcePlaystateの値はpauseになります。したがって、sourcePlaystateに
playあるいはstopを指定しても影響はありません。
以下の表は、現在のRealOne Playerウィンドウにプレゼンテーションを置き換え
る場合に設定可能なハイパーリンク属性の概要です。表中の最初に記述されて
いるオプションがデフォルトになります。
RealOne Playerでプレゼンテーションを置き換えるためのハイパーリンク
でプレゼンテーションを置き換えるためのハイパーリンク
属性
リンク元の状態 リンク先の状態
属性
show="replace"
一時停止
再生
sourcePlaystate="pause"
destinationPlaystate="play"
show="replace"
一時停止
一時停止
sourcePlaystate="pause"
destinationPlaystate="pause"
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再生または一時停止

これは不可です。ソースの状態は
常に pause になります。

SMIL で新しいメディア再生ペインを開く
新しいメディア再生ペインを開くためにshowあるいはtarget属性のどちらかを
使用できます。基本的な方法は、show=”new”をリンクタグに含めることです。
この方法を使用して、複数の新しいウィンドウを開くことができます。しかし、
show=”new”を使用しても、他のハイパーリンクからターゲットにできる名前
の付いたウィンドウを作ることはできません。
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm" show="new".../>
デフォルトでは、リンク元の現在のウィンドウとターゲットメディアのある新
しいウィンドウは両方ともプレイ状態に設定されます。したがって、この例は、
以下の例と等しいことになります。
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm" show="new"
sourcePlaystate="play" destinationPlaystate="play".../>
リンク動作をどうしたいかによって、sourcePlaystate属性の設定をpauseまた
はstopに変更できます。また、destinationPlaystate属性をpauseに設定するこ
とも可能です。一般的には、視聴者が新しいウィンドウを開いたときには、ソ
ースプレゼンテーションを一時停止させます。視聴者はRealOne PlayerのPlayボ
タンをクリックすることにより、ソースプレゼンテーションを再スタートさせ
ることができます。以下の例がこのマークアップを示しています。
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm" show="new"
sourcePlaystate="pause" destinationPlaystate="play"/>

特定のウィンドウあるいは領域をターゲットにする
メモ
名前の付いたメディアウィンドウや領域へのターゲット指定は、RealOne
Player で現在機能しません。
show=”new”を使用するとリンク先を新しい名前のつかないメディア再生ウィ
ンドウに開くのに対して、target=”name”を使用すると、それ以降のハイパー
リンクで選択可能な名前の付いたウィンドウを作成します。また、新しいウィ
ンドウではなく、現在のウィンドウ内の特定のSMIL領域にリンクメディアを開
くことも可能です。show=”new”属性はこれらの2つの機能をもっていません。
target属性はその値としてユーザーが定義する名前をとります。show=”new”
と同じように、sourcePlaystateをplay、pause、stopの値に設定可能です。また、
destinationPlaystateをplay、pauseに設定可能です。以下の例は、名前がplay3
と付けられたSMIL領域や新しいウィンドウにリンク先を開く定義を示してい
ます。
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm" target="play3"
sourcePlaystate="pause" destinationPlaystate="play".../>
RealOne Playerがこの例で示されたリンクを開く場合、リンク先のメディアを以
下の方法で表示します。
1.RealOne Playerはリンク先のメディアをplay3という名前で存在するSMIL領域
に表示します。全ての開いているウィンドウの中からID=”play3”を持つSMIL領
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域を探します。
<region id="play3" .../>
2.play3という名前のSMIL領域が無い場合は、RealOne Playerはplay3という名前
のウィンドウにリンク先のメディアを開きます。target=”play3”属性を使用し
て、以前にハイパーリンクで作成されたウィンドウを探します。
3.play3という名前のウィンドウが無い場合は、RealOne Playerはplay3という名
前のウィンドウを新しく作り、そのウィンドウにリンク先のメディアを開きま
す。

新しいウィンドウにストリーミングメディアを開くためのヒント
•

リンクに、target 属性と show 属性の両方を使用した場合、show 属性は無視さ
れます。

•

ストリーミングメディアへのハイパーリンクを定義する場合は、target を排他
的に使用できます。
• 現在のプレゼンテーションを置き換える場合は、target と show のど
ちらも含めないでください。プレゼンテーションの置き換えはデフ
ォルトの動作なので、これらの属性を含める必要はありません。
• SMIL 領域にリンクを開くか、新しいまたは現在のウィンドウにリ
ンクを開く場合は、target=”name”を使用してください。

•

以下の表は、show=”new”または target=”name”を使って、ストリーミングメ
ディアを新しい RealOne Player のウィンドウに開くための属性値を示していま
す。
新しいウィンドウにプレゼンテーションを開くためのハイパーリンク属性
リンク元の状態 リンク先の状態 属性
show="new"|target="name"
再生
再生
sourcePlaystate="play"
destinationPlaystate="play"
show="new"|target="name"
再生
一時停止
sourcePlaystate="play"
destinationPlaystate="pause"
show="new"|target="name"
一時停止
再生
sourcePlaystate="pause"
destinationPlaystate="play"
show="new"|target="name"
一時停止
一時停止
sourcePlaystate="pause"
destinationPlaystate="pause"
show="new"|target="name"
停止
再生
sourcePlaystate="stop"
destinationPlaystate="play"
show="new"|target="name"
停止
一時停止
sourcePlaystate="stop"
destinationPlaystate="pause"

•

混乱を避けるため、traget=”name”で開く全ての SMIL 領域と全てのウィンド
ウに対してユニークな名前を使用してください。
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•

target=”name”には、短い単一の語を使用してください。

•

target=”_new”は使用しないでください。

•

リンク先のメディアを新しいウィンドウ、または現在のウィンドウに開く場合、
ウィンドウはメディアで定義されたサイズにリサイズします。

•

現在の SMIL 領域にリンク先のメディアを開く時、領域のサイズとメディアの
サイズが異なる場合は、ウィンドウはリサイズせず、領域の fit 属性がリンク
先のメディアの見え方を決定します。fit の詳細は 238 ページの「クリップの
領域への適合方法の定義」を参照してください。

SMIL のフラグメントへのリンク
SMILファイルのハイパーリンクは他のSMILファイルの特定の部分、あるいは
自分自身の別の部分をターゲットにできます。このタイプのリンクを作成する
ためには、HTMLのフラグメントへのリンクと同様に、href属性のURLとシャ
ープ記号（#）の後に適切なSMILのIDを記述します。
<area
href="rtsp://helixserver.example.com/movie2.smil#text_and_video" .../>
このリンクは指定したSMILファイルを開き、IDがtext_and_videoであるクリッ
プやグループから再生を開始します。
<par id="text_and_video">
<video src="video2.rm" region="newsregion"/>
<textstream src="text.rt" region="textregion"/>
</par>
ターゲットのSMILファイルは、newsregionとtextregionの2つの領域を定義し
ていることに注意してください。RealOne Playerが新しいSMILファイルを受け
取ったとき、新しいSMILファイルのヘッダー内で指定されているものとして、
それらの領域を作成します。

タイムラインオフセットをもつクリップへのリンク
リンク先のクリップ内では、タイムラインオフセットを作成するために、
<area/>タグの時間軸を使うことができます。あるビデオから他のビデオのタ
イムラインの30秒目にリンクしたい場合を考えます。ソースSMILファイルで、
1番目のビデオから2番目のビデオを含むSMILファイルへのリンクを定義しま
す。2番目のSMILファイルでは、ビデオの<area>タグはSMILの時間設定パラメ
ーターを使用して、タイムラインオフセットを定義します。
以下が最初のSMILファイルのリンク例です。
<video src="video1.rm" region="video_region">
<area href="rtsp://helixserver.example.com/newmedia.smil#vid2"/>
</video>
以下が、2番目のSMILファイルのnewmedia.smilの中のリンク先のビデオクリ
ップです。
<video src="video2.rm" region="newsregion">
<area id="vid2" begin="30s"/>
</video>
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追加情報
247 ページの「時間値の指定」は SMIL の時間設定値を説明しています。

SMIL のフラグメントへリンクするためのヒント
のフラグメントへリンクするためのヒント
•

同じ SMIL ファイルの中のフラグメントへリンクするためには、href=”#ID”だ
けを使用してください。

•

クリップやグループに id 属性を定義することにより、全てのクリップや、
<par>、
<seq>、<excl>、<switch>グループにリンク可能になります。しかし、SMIL フ
ァイルのヘッダー要素や<switch>グループ中の要素にはリンクをしないでく
ださい。

•

<par>グループ内のクリップにリンクは出来ません。またそのグループ内の他
のクリップを排除できません。グループ内の全てのクリップは指定された領域
で再生されます。

•

SMIL ファイル中でターゲットクリップに続くクリップがある場合、そのクリ
ップは続いて再生されます。同様に SMIL ファイル中に、他のクリップを含む
クリップが存在する場合に、1 つのクリップへリンクさせたいならば、そのク
リップへ直接リンクをして下さい。または、1 つのターゲットクリップだけを
リストした新しい SMIL ファイルを作成してください。

リンク先のプレゼンテーションのオーディオレベルの調整
メモ
オーディオレベルの調整は、RealOne Player で現在機能しません。
ハイパーリンクタグのsourceLevelとdestinationLevelの2つの属性を使用する
ことによって、リンクが開かれた時に、ソースクリップとリンク先のクリップ
のボリュームを変更することが可能になります。たとえば、リンク先が開かれ
た時、ソースクリップが停止または一時停止しないならば、ソースクリップの
ボリュームを下げ、リンク先のクリップのボリュームを上げるために
sourceLevelを使うことができます。
<a href="..." sourceLevel="35%" destinationLevel="125%" ...>...</a>
オーディオレベル属性には常にパーセンテージ値を使います。デフォルト値の
100％はオーディオをその録音された音量で再生します。たとえば、50％の値
は通常のボリュームの半分の音量で再生します。これに対して、200％は通常
のボリュームの2倍の音量で再生します。
sourceLevelとdestinationLevel属性は、スピーカに送られるオーディオストリ
ームの相対的な音量をコントロールするだけです。視聴者のコンピューターの
サウンドレベル設定を変えるのではなく、その設定は視聴者が完全にコントロ
ールします。全てのサウンドレベルの調整はコンピューターのハードウエアの
制限に依存します。
ヒント
295 ページの「HTML ページへのリンク」で述べているように、Web ページを
表示する時に、sourceLevel を使用して RealOne Player のボリュームを適切
に上げたり下げたりできます。ただし、destinationLevel 属性は、ブラウザー
によって再生されるエンベッド WAV ファイルのようなオーディオ要素には影
響を与えません。
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クリップリンクでメディア再生ウィンドウを開く
SMILプレゼンテーションの一部分あるいは単独で再生されるRealText、RealPix、
Flashクリップは、新しいメディア再生ペインに他のクリップを開くハイパーリ
ンクを定義できます。このリンクは、href属性の値として、独自のパラメータ
ーであるcommand:openwin(name,URL)を取ります。これはSMILの機能ではな
く、このパラメーターを直接RealTextマークアップの中に記述するか、あるい
はFlash Playerファイルの中にGet URLコマンドを使用して埋め込みます。
この種類のリンクに対するハイパーテキストの参照は以下のような構造を持ち
ます。
href="command:openwindow(name, URL, [zoomlevel=double|full|normal])"
command:openwinパラメーターは、nameとURLの2つの引数を必要とします。
zoomlevel引数はオプションです。引数はカンマで区切られますが、必ずしも
必要ではありません。カンマの前後にスペースも入れることができます。引数
がカンマあるいは括弧を含む場合は、シングルクォーション記号で引数を囲み
ます。

ウインドウの名前
command:openwinの最初の最初のパラメーターであるname引数は必要ですが、
それには新しいメディア再生ペインに予め定義された、あるいはユーザーが定
義した名前を与えます。以下の表はこのパラメーターの値を示しています。
nameパラメーター
パラメーター
値

動作

_new ま
たは
_blank
_self or
_current

視聴者がリンクをクリックした時に新しいメディア再生ペインを
開きます。_new あるいは_blank 値を設定された各リンクは同様
に新しいウィンドウを開きます
URL を現在のメディア再生ペインに開きます。

名前

ユーザーが定義した名前の新しいメディア再生ペインを作成しま
す。これ以降の同じ名前を使用する openwindow コマンドは、指
定 URL をその名前の付いたウィンドウに開きます。

ターゲットの URL
name引数の後のURL引数も必要です。URLには新しいウィンドウで再生される
クリップあるいはSMILプレゼンテーションの絶対URLを与えます。また、プロ
トコル（rtsp://、http://、chttp://またはfile://）を含める必要があります。
相対URLは機能しません。
テストをしたり、全ての視聴者のためにローカルで再生するプレゼンテーショ
ンを制作する場合は、次のローカルURLの絶対パスのフォーマットを使用する
ことができます。
file:///C:/My Documents/videos/video1.rm

ズームレベル
オプションのzoomlevel=double|full|normal引数は、新しいメディア再生ペイ
ンをそれぞれダブルサイズ、フルスクリーンモードで開きます。normalがデフ
ォルトの値になります。オペレーティングシステムがフルスクリーンモードを
サポートしていない場合は、代わりにノーマルモードが使用されます。
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追加情報
Ram ファイルを使用することによって、最初のプレゼンテーションをダブルサ
イズあるいはフルスクリーンモードで開くことも可能です。この詳細は 419 ペ
ージの「プレゼンテーションの開始モードの設定」を参照してください。
メモ
以前のバージョンの RealPlayer は追加パラメーターとして、autosize と
ontopwhileplaying をサポートしていますが、RealOne Player はこれらのパ
ラメーターを無視します。したがって、以前のバージョンの RealPlayer に対し
て作成されたプレゼンテーションと RealOne Player は下位互換性があります。
ただし、これらの追加パラメーターはもはや使用されません。

記述例
以下の例は、RealText、RealPix、Flashでcommand:openwinを使用して様々なウ
ィンドウをターゲットにしてリンクを開く方法を示しています。これらの例は
1つのRealVideoにリンクしていますが、どんなストリーミングクリップやSMIL
プレゼンテーションにでもリンクすることができます。
複数のリンクで同じウィンドウをターゲットにする
以下のRealTextのリンクは、URLをfeatureという名前の新しいウィンドウに開
きます。
<a href="command:openwindow(feature,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm">Comedy Hour</a>
RealPixでの文法は次のようになります。
url="command:openwindow(feature,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)"
Flashでは、Get URLコマンドの引数が以下のようになります。
command:openwindow(feature,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)
最初にこのリンクがクリックされた時に、featureという名前のメディア再生ペ
インを作成します。他のリンクがfeatureウィンドウをターゲットにしている場
合、そのリンクをクリックすると、featureウィンドウに新しいURLを開きます。
以下の例のリンクは、コメディプログラムが再生しているウィンドウにアニマ
ルプログラムを開きます。
<a href="command:openwindow(feature,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm)">Sharks!</a>
RealPixマークアップでは以下のようになります。
url="command:openwindow(feature,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm)"
FlashのGet URLコマンドでは以下のようになります。
command:openwindow(feature,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm)
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別々のウィンドウを開く
ウィンドウの名前が異なる場合、あるいは予め定義されている名前の_newまた
は_bankを使用すると、各リンクは別々のウィンドウを開きます。以下の
RealTextのリンクは別々のウィンドウを開きます。
<a href="command:openwindow(_new,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)">Comedy Hour</a>
<a href="command:openwindow(_blank,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm,)">Sharks!</a>
RealPixのリンクは以下のようになります。
url="command:openwindow(_new,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)"
url="command:openwindow(_blank,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm)"
FlashではGet URLコマンドは以下のようになります。
command:openwindow(_new,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)
command:openwindow(_blank,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm)
現在のウィンドウにクリップを開く
URLを現在のウィンドウに開くためには、_currentまたは_selfを使用してくだ
さい。以下の例はRealTextの場合です。
<a href="command:openwindow(_self,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)">Comedy Hour</a>
次のRealTextのリンクは現在のウィンドウにクリップをダブルサイズで再生し
ます。
<a href="command:openwindow(_current,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm,
zoomlevel=double)">Sharks!</a>
次は、RealPixを通して前述の例と同じ結果を得られるコマンドです。
url="command:openwindow(_self,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)"
url="command:openwindow(_current,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm, zoomlevel=double)"
以下のFlashのGet URLコマンドを使用して、前述の例と同じ結果を得られます。
command:openwindow(_self, rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm)
command:openwindow(_current,
rtsp://helixserver.example.com/animals.rm, zoomlevel=double)
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RealTexｔ、
ｔ、RealPix、または
、または Flash でメディア再生ペインを開く場合のヒント
ｔ、
•

HTML と違って、RealNetworks 社のマークアップタグは大文字と小文字を区別
します。command:openwindow とそのパラメーターには小文字を使用するよ
う気をつけてください。

•

視聴者が command:openwindow 形式のリンクをクリックした場合、新しいク
リップは自動的に再生を始め、リンク元のプレゼンテーションは停止します。
たとえば、リンク元のプレゼンテーションを一時停止にするような再生状態の
変更はできません。

•

RealText、RealPix、Flash クリップはリンク先を Web ブラウザーに開くことも
できます。RealText のハイパーリンクに関する基本的な情報は 105 ページの
「リ
ンクの作成とコマンドの送信」を参照してください。RealPix に関しては、126
ページの「プレゼンテーション URL を追加する」を参照してください。

•

command:openwindow は SMIL のコマンドではないので、自動的にアクティ
ブにする、あるいはキーストロークのような全ての SMIL の機能を提供しませ
ん。

•

SMIL のハイパーリンクが command:openwindow のリンクを重なっている場
合は、SMIL のリンクが優先されます。

•

command:openwindow は、RealPlayer7 と RealPlayer8 に対して下位互換性があ
ります。ただし、RealPlayer G2 を含むそれ以前の RealPlayer には互換性があり
ません。

ハイパーリンクの例
以下の例は、異なるハイパーリンクの応用を示しています。更に例を見たい場
合は、本書のzip圧縮されたHTMLバージョンをダウンロードして、Smple Files
のページを開いてください。

プレゼンテーションの再生中に Web ページを開く
以下の例はオーディオクリップの再生中に4つの異なるポイントで、それぞれ別
のWebページを開くために、連続する<area/>タグを使用しています。
actuate=”onLoad”属性によって、リンクがアクティブになると同時にWebペー
ジが開きます。リンクは前述の例と異なりrn:sendTo=”_rpbrowser”を使用して
いないので、Webページはセカンダリブラウジングウィンドウに表示されます。
sourcePlaystate=”play”属性は各ページが開かれる時に、クリップを再生状態に
保ちます。
<audio src="audio1.rm">
<area href="http://www.example.com/page1.htm" begin="30s"
external="true"
actuate="onLoad" sourcePlaystate="play"/>
<area href=" http://www.example.com/page2.htm" begin="1min"
external="true"
actuate="onLoad" sourcePlaystate="play"/>
<area href=" http://www.example.com/page3.htm" begin="2min"
external="true"
actuate="onLoad" sourcePlaystate="play"/>
<area href=" http://www.example.com/page4.htm" begin="3min"
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external="true"
actuate="onLoad" sourcePlaystate="play"/>
</audio>
ヒント
Web ページを開く場合は帯域幅を必要とします。ストリーミングメディアが視
聴者の利用可能な帯域幅全てを使う場合、Web ページを開くことによって、
プレゼンテーションは一時的に止まります。プレゼンテーションの再生中に
Web ページを開く場合は、ストリーミングメディアが 35 ページの「最大ストリ
ーミングレート」の表に示している最大値以下の帯域幅を使用するように気
をつけてください。

マウスクリックで Web ページを開く
HTMLページへのリンクは自動的に開く必要はありません。actuate="onLoad"
属性を除くと、視聴者がクリップをクリックしたときだけリンクを開くことが
できます。次の例では、ビデオに4つの時間で変わるハイパーリンクを定義し
ています。begin属性とdur属性で、プレゼンテーションの異なったポイントで、
1分間それぞれのリンクをアクティブにしています。従って、視聴者はビデオ
クリップをクリックする時間によって、異なったページを表示することができ
ます。
<video src="rtsp://helixserver.example.com/video1.rm">
<area href="http://www.example.com/page1.htm" begin="0s" dur="1min"
external="true" rn:sendTo="_rpbrowser" sourcePlaystate="pause"
alt="Go to Page 1"/>
<area href="http://www.example.com/page2.htm" begin="1min"
dur="1min" external="true" rn:sendTo="_rpbrowser"
sourcePlaystate="pause" alt="Go to Page 2"/>
<area href="http://www.example.com/page3.htm" begin="2min"
dur="1min" external="true" rn:sendTo="_rpbrowser"
sourcePlaystate="pause" alt="Go to Page 3"/>
<area href="http://www.example.com/page4.htm" begin="3min"
external="true" rn:sendTo="_rpbrowser" sourcePlaystate="pause"
alt="Go to Page 4"/>
</video>
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第16章
章
トランジションエフェクト
クリップが開始または停止するときにビジュアルエフェクトを加えることによ
り、プレゼンテーションのアピール度を高めることができます。100以上のトラ
ンジションエフェクトが利用できるので、プロフェッショナルなビデオ製作に
おいて見られる特殊な効果をストリーミングプレゼンテーションに追加するこ
とができます。静止画像からストリーミングスライドショーを作成するために、
トランジションエフェクトを使用することも可能です。

トランジションエフェクトについて
トランジションはクリップが開始あるいは停止するごとにそれぞれ起こります。
トランジションエフェクトを使用しない場合、fill属性の設定によりますが、ク
リップは再生開始時に単純に現れ、停止した時に消えます。トランジションエ
フェクトを使用することによって、これらのトランジションのビジュアル的な
魅力をより高めます。たとえば、クリップが単純にスクリーン現れるのではな
く、クリップが単一色からゆっくりフェードインします。あるいは、領域のセ
ンターからファイブポイントスターが広がり、クリップを表示します。クリッ
プが単純に消える代わりに、次に再生されるクリップにクロスフェードします。
Examples of Transition Effects

タイムラインとトランジションエフェクト
デフォルトでは、各トランジションの再生継続時間は1秒ですが、この再生継続
時間を任意の長さに変更できます。トランジションエフェクトはプレゼンテー
ションのタイムラインには影響を及ぼしません。たとえば、クリップの終了時
に適用される2秒のトランジションはクリップ再生時の最後の2秒の間に起こり
ます。クリップの開始時に適用される場合は、再生時間の最初の2秒間に起こり
ます。
追加情報
この方法については 330 ページの「トランジションエフェクトの継続時間の設
定」を参照してください。

レイアウトとトランジションエフェクト
定義されたレイアウトに関わらず、全てのビジュアルクリップに対してトラン
ジションを使うことができます。また、他のクリップが先に再生される、ある
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いはエフェクトが適用されたクリップが後に続いて再生される場合にも、トラ
ンジションエフェクトを使用することができます。クリップの再生が開始した
時、トランジションが発生するエリアの領域に背景色に設定されている場合、
あるいは他の領域内のクリップに対して発生する場合、あるいは同じ領域内の
クリップに対して発生する場合でも、トランジションがカバーするエリアは全
て背景として扱われます。トランジションエフェクトは単純にクリップをその
背景に重ねたり、または背景から削除するだけです。したがって、シーケンス
のクリップにトランジションを使う場合、クリップを同じサイズにする必要は
ありません。

アニメーションとトランジションエフェクト
トランジションエフェクトは338ページの「第17章」に記述されているSMILア
ニメーションとは区別されます。トランジションエフェクトはクリップがスタ
ート、ストップする時に起こる特別なエフェクトです。これに対して、アニメ
ーションは、クリップが再生されている時に起こる特別なエフェクトです。同
じプレゼンテーションでトランジションエフェクトとアニメーションの両方を
使用することができます。また、それらを同じクリップに適用することもでき
ます。しかし、それらのエフェクトは個別に定義します。

オーディオとトランジションエフェクト
オーディオとトランジションエフェクト
トランジションエフェクトによるクリップのオーディオレベルの変更はありま
せん。たとえば、ビデオクリップにゆっくりフェードする場合、フェードの間
オーディオは通常通り再生されます。ただし、クリップ領域のsoundLevel属性
をアニメーションすることで、クリップのオーディオレベルを変更できます。
soundLevelに関する情報は230ページの「領域内のオーディオボリュームの制
御」を参照してください。338ページの「第17章」はSMILアニメーションにつ
いて述べています。

複数のクリップに対するトランジションエフェクト
トランジションエフェクトは個々のクリップに適用されます。別々の領域で再
生される2つのクリップが同時に終了し、左から右へ移動するワイプトランジシ
ョンなどの同じトランジションエフェクトを使用する場合を考えます。この場
合、2つの別々のワイプトランジションが各クリップに対して起こります。各ト
ランジションエフェクトはクリップが再生される領域に制限されます。両方の
クリップに適用する単一のトランジションエフェクトを作成することはできま
せん。たとえば、次のクリップが領域をまたがって移動し、ルートレイアウト
領域を全体を左から右へ動くワイプエフェクトを作成することはできません。

トランジションエフェクトタグの概要
以下のSMILの例はトランジションエフェクトを作成するときに使うタグの機
能と関係を示しています。この章の残りの部分では、これらのタグの使い方と、
トランジションエフェクトを定義し適用するための、これらのタグと属性の使
用方法について記述します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<transition id="ID1" ...defines a transition type and duration.../>
<transition id="ID2" ...defines a transition type and duration.../>
...
</head>
<body>
<seq>
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<ref src="..." transIn="ID1" ...assigns a transition for the clip
beginning.../>
<ref src="..." transOut="ID2" ...assigns a transition for the clip end.../>
...
</seq>
</body>
</smil>

トランジションタイプの定義
SMILファイルのヘッダー部分でプレゼンテーションで使用するトランジショ
ンエフェクトを定義します。以下の例は、レイアウトの後に3つのトランジショ
ンエフェクトを定義しています。
<head>
<layout>

...layout defined here...

</layout>
<transition id="fade1" type="fade" subtype="crossfade"/>
<transition id="wipe1" type="pushWipe" subtype="fromTop"/>
<transition id="rad1" type="radialWipe" subtype="counterTopBottom"/>
</head>
各トランジションは別々の<transition/>タグで定義され、以下の表で示すよう
に通常は少なくとも3つの属性をもちます。
基本的トランジションエフェクトの属性
属性
id

動作

type
subtype

クリップにトランジションを割り当てるために使用されるユニー
クな ID を設定します。ID を作成する時の規則については、156 ペ
ージの「SMIL タグの ID 値」を参照してください。
トランジションエフェクトのグループを識別します。これは必須
属性です。
トランジションタイプグループの使用されるメンバーを決定しま
す。

以下のセクションではトランジションエフェクトに対する各種のタイプとサブ
タイプについて記述します。便宜上、トランジションエフェクトをエッジワイ
プとアイリスワイプなどのように類似性をもつファミリーにグループわけしま
す。ただし、トランジションを定義する場合は、タイプとサブタイプだけを指
定します。
メモ
以下のセクションでリストされるほんとんどのトランジションは SMPTE（Society
of Motion Picture and Television Engineers）コードを持ちます。このコードは
特定の SMPTE トランジションに相当する SMIL トランジションを見つけるた
めに提供されます。ただし、SMPTE コードは SMIL トランジションエフェクト
を定義する時には使われません。
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ヒント
RealOne Player でトランジションエフェクトの例を表示するためには、9 ペー
ジの「本書をコンピューターへダウンロードする方法」で記述しているように
本書の zip 圧縮された HTML バージョンを入手してください。

エッジワイプトランジションエフェクト
エッジワイプファミリーでは、「エッジ」が移動して最初のクリップを覆い、2
番目のクリップを現します。たとえば、雪で覆われた車を想像してください。
ワイパーが動くと、そのエッジによって雪の下のウィンドシールドが現れます。
これらのトランジションでは、エッジは直線、くさび、ジグザグなどの違う形
にすることができます。以下の表で各タイプの最初にリストされているサブタ
イプがデフォルトになります。

タイプ
barWipe

boxWipe

エッジワイプトランジションエフェクト
SMPTE トランジション外観
サブタイプ
leftToRight
1
直線が左から
右へ移動しま
す。
topToBottom
2
直線が上から
下へ移動しま
す。
topLeft
3
四角形が左上
の角から右下
の角に向かっ
て広がります。
topRight
4
四角形が右上
の角から左下
の角に向かっ
て広がります。
bottomRight
5
四角形が右下
の角から左上
の角に向かっ
て広がります。
bottomLeft
6
四角形が左下
の角から右上
の角に向かっ
て広がります。
topCenter
23
四角形が上辺
の真中から下
辺の角に向か
って広がります。
rightCenter
24
四角形が右辺
の真中から左
辺の角に向か
って広がります。
bottomCenter
25
四角形が下辺
の真中から上
辺の角に向か
って広がります。

314

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

fourBoxWipe

barnDoorWipe

diagonalWipe

bowTieWipe
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leftCenter

26

cornersIn

7

cornersOut

8

vertical

21

horizontal

22

diagonalBottomLeft

45

diagonalTopLeft

46

topLeft

41

topRight

42

vertical

43

horizontal

44
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四角形が左辺
の真中から右
辺の角に向か
って広がります。
四角形が各 4
つの角から真
中に向かって
広がります。
各四分の一の
部分の真中か
ら四角形が各
部分の角に向かって
広がります。
縦線が真中か
ら分かれ左右
の辺に向かっ
て広がります。
横線が真中か
ら分かれ上下
の辺に向かっ
て広がります。
左下から右上
の角を結ぶ対
角線が分かれ、
別対角の角に向かっ
て広がります。
左上から右下
の角を結ぶ対
角線が分かれ、
別対角の角に向かっ
て広がります。
斜線が左上の
角から右下の
角に向かって
動きます。
斜線が右上の
角から左下の
角に向かって
動きます。
上辺と下辺か
ら楔形が真中
に向かってス
ライドします。
左辺と右辺か
ら楔形が真中
に向かってス
ライドします。
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doubleBarnDoor

47

doubleDiamond

48

down

61

left

62

up

63

right

64

down

65

left

66

up

67

right

68
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4 つ楔形が真
中から分かれ、
4 辺に向かっ
て収縮します。
4 辺の各中央
に接するダイ
アモンド形が
真中に向かうのと同
時に外に向かって広
がります。
楔形が上辺か
ら下辺に向か
って移動しま
す。
楔形が右辺か
ら左辺に向か
って移動しま
す。
楔形が下辺か
ら上辺に向か
って移動しま
す。
楔形が左辺か
ら右辺に向か
って移動しま
す。
下辺の中央と
対角を結ぶ V
型が真中に向
かって収縮するのと
同時に外に向かって
広がります。
左辺の中央と
対角を結ぶ V
型が真中に向
かって収縮するのと
同時に外に向かって
広がります。
上辺の中央と
対角を結ぶ V
型が真中に向
かって収縮するのと
同時に外に向かって
広がります。
右辺の中央と
対角を結ぶ V
型が真中に向
かって収縮するのと
同時に外に向かって
広がります。

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

zigZagWipe

barnZigZagWipe

トランジションエフェクト

leftToRight

71

topToBottom

72

vertical

73

horizontal

74

ジグザグ型が
左から右へ移
動します。
ジグザグ型が
上から下へ移
動します。
垂直方向のジ
グザグ型が真
中で分かれ、左
右に移動します。
水平方向のジ
グザグ型が真
中で分かれ、上
下に移動します。

アイリスワイプトランジションエフェクト
アイリスワイプファミリーのトランジションエフェクトは、ある形状の形を広
げることによってクリップを現われるようにします。たとえば、星型の形状が
トランジションエリアの真中から広がって、新しいクリップが現れます。以下
の表で各タイプの最初にリストされているサブタイプがデフォルトになります。
アイリスワイプトランジションエフェクト
SMPTE トランジション外観
サブタイプ
rectangle
101
四角形が真中
から広がりま
す。
diamond
102
ひし形が真中
から広がりま
す。
triangleWipe
up
103
上を向いた三
角形が真中か
ら広がります。
right
104
右を向いた三角
形が真中から広
がります。
down
105
下を向いた三
角形が真中か
ら広がります。
left
106
左を向いた三
角形が真中か
ら広がります。
arrowHeadWipe
up
107
上を向いた矢
印型が真中か
ら広がります。
right
108
右を向いた矢
印型が真中か
ら広がります。
タイプ
irisWipe
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pentagonWipe

hexagonWipe

ellipseWipe

eyeWipe

roundRectWipe

starWipe
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down

109

left

110

up

111

down

112

horizontal

113

vertical

114

circle

119

horizontal

120

vertical

121

horizontal

122

vertical

123

horizontal

124

vertical

125

fourPoint

127
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下を向いた矢
印型が真中か
ら広がります。
左を向いた矢印
型が真中から広
がります。
上を向いた五
角形が真中か
ら広がります。
下を向いた五
角形が真中か
ら広がります。
2 辺が上下の辺
に平行な六角
形が真中から
広がります。
2 辺が左右の辺
に平行な六角
形が真中から
広がります。
円が真中から広
がります。
長軸が横の楕
円が真中から
広がります。
長軸が縦の楕円
が真中から広が
ります。
水平方向に長
い目の形状が
真中から広が
ります。
垂直方向に長い
目の形状が真中
から広がりま
す。
水平方向に長い
角丸の長方形が
真中から広がり
ます。
垂直方向に長
い角丸の長方
形が真中から
広がります。
フォーポイン
トの星型が真
中から広がり
ます。
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miscShapeWipe

トランジションエフェクト

fivePoint

128

sixPoint

129

heart

130

keyhole

131

ファイブポイ
ントの星型が
真中から広が
ります。
シックスポイ
ントの星型が
真中から広が
ります。
ハート型が真
中から広がり
ます。
鍵穴の形状が
真中から広が
ります。

クロックワイプトランジションエフェクト
クロックワイプファミリーは、背景を円周方向に掃くことによってクリップが
現れるエフェクトです。これは、時計の周りを分針が回るのと似ています。以
下の表で各タイプの最初にリストされているサブタイプがデフォルトになりま
す。

タイプ
clockWipe

pinWheelWipe

クロックワイプトランジションエフェクト
SMPTE トランジション外
サブタイプ
観
clockwiseTwelve
201
12 時の位
置から時
計方向に
回りま
す。
clockwiseThree
202
3 時の位置
から時計
方向に回
ります。
clockwiseSix
203
6 時の位置
から時計
方向に回
ります。
clockwiseNine
204
9 時の位置
から時計
方向に回
ります。
twoBladeVertical
205
12 時の位
置と 6 時の
位置から
から同時に時計方
向に回ります。
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fanWipe

doubleFanWipe

トランジションエフェクト

twoBladeHorizontal

206

fourBlade

207

centerTop

211

centerRight

212

top

231

right

232

bottom

233

left

234

fanOutVertical

213

320

9 時の位置
と 3 時の
位置から
から同時に時計方
向に回ります。
12 時、
3 時、
6 時、9 時
の位置か
らから同時に時計
方向に回ります。
要の位置
が真中に
ある扇型
が上辺の中央から
左右に広がります。
要の位置
が真中に
ある扇型
が右辺の
中央から上下に広
がります。
要の位置
が上辺に
ある扇型
が下辺の
中央から左右に広
がります。
要の位置
が右辺に
ある扇型
が左辺の中央から
上下に広がります。
要の位置
が下辺に
ある扇型
が上辺の
中央から左右に広
がります。
要の位置
が左辺に
ある扇型
が右辺の中央から
上下に広がります。
要の位置
が真中に
ある 2 つの
扇型が上辺の中央
と下辺の中央から
左右に広がります。
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singleSweepWipe

トランジションエフェクト

fanOutHorizontal

214

fanInVertical

235

fanInHorizontal

236

clockwiseTop

221

clockwiseRight

222

clockwiseBottom

223

clockwiseLeft

224

clockwiseTopLeft

241

counterClockwiseBotto
mLeft

242

321

要の位置
が真中に
ある 2 つの
扇型が右
辺の中央と左辺の
中央から左右に広
がります。
要の位置
が上辺と
下辺にあ
る 2 つの扇型が真
中から左右に広が
ります。
要の位置
が左辺と
右辺にあ
る 2 つの扇型が真
中から上下に広が
ります。
境界が上
辺の中央
を中心に
時計周り
に回ります。
境界が右
辺の中央
を中心に
時計周りに回りま
す。
境界が下
辺の中央
を中心に
時計周りに回りま
す。
境界が左
辺の中央
を中心に
時計周り
に回ります。
境界が左
上の角を
中心に時
計周りに
回ります。
境界が左
下の角を
中心に反
時計周りに回りま
す。
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doubleSweepWip
e

トランジションエフェクト

clockwiseBottomRight

243

counterClockwiseTopRi
ght

244

parallelVertical

225

parallelDiagonal

226

oppositeVertical

227

oppositeHorizontal

228

parallelDiagonalTopLef
t

245

parallelDiagonalBottom
Left

246

322

境界が右
下の角を
中心に時
計周りに回ります。
境界が右
上の角を
中心に反
時計周りに回りま
す。
上辺の中
央と下辺
の中央を
中心にする 2 つの
境界が時計周りに
回ります。
左辺の中
央と右辺
の中央を
中心にする 2 つの
境界が時計周りに
回ります。
上辺の中
央を中心
にする境
界が時計周りに回
り、下辺の中央を中
心にする境界が反
時計周りに回りま
す。
左辺の中
央を中心
にする境
界が時計
周りに回り、右辺の
中央を中心にする
境界が反時計周り
に回ります。
左上の角
と右下の
角を中心
にする 2 つ境界が
時計周りに回りま
す。
左下の角
と右上の
角を中心
にする 2 つ境界が
時計周りに回りま
す。
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saloonDoorWipe

windshieldWipe

トランジションエフェクト

top

251

left

252

bottom

253

right

254

right

261

up

262

323

左上の角
を中心に
する境界
が時計周りに回り、
右上の角を中心に
する境界が反時計
周りに回ります。
左上の角
を中心に
する境界
が反時計周りに回
り、左下の角を中心
にする境界が時計
周りに回ります。
左下の角
を中心に
する境界
が反時計周りに回
り、右下の角を中心
にする境界が時計
周りに回ります。
右上の角
を中心に
する境界
が時計周りに回り、
右下の角を中心に
する境界が反時計
周りに回ります。
上 1/2 の中
央を中心
にする境
界が反時計周りに
回り、下 1/2 の中央
を中心にする境界
が時計周りに回り
ます。
左 1/2 の中
央を中心
にする境
界が反時
計周りに回り、右
1/2 の中央を中心に
する境界が時計周
りに回ります。
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vertical

263

horizontal

264

上 1/2 の中
央を中心
にする 2 つ
の境界が
時計周りと反時計
周りに回り、下 1/2
の中央を中心にす
る 2 つの境界が時
計周りと反時計回
りに回ります。
右 1/2 の中
央を中心
にする 2 つ
の境界が時計周り
と反時計周りに回
り、左 1/2 の中央を
中心にする 2 つの
境界が時計周りと
反時計回りに回り
ます。

マトリックスワイプトランジションエフェクト
マトリックスワイプファミリーは、スパイラルのような、あるパターンに従っ
て次々とタイル状にクリップが現れるトランジションエフェクトです。以下の
表で各タイプの最初にリストされているサブタイプがデフォルトになります。

タイプ
snakeWipe

マトリックスワイプトランジションエフェクト
SMPTE トランジション外観
サブタイプ
topLeftHorizontal
301
左上の角か
ら水平方向
にジグザグ
状にクリッ
プが現れます。
topLeftVertical
302
左上の角か
ら垂直方向
にジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
topLeftDiagonal
303
左上の角か
ら斜め方向
にジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
topRightDiagonal
304
右上の角か
ら斜め方向
にジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
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spiralWipe

トランジションエフェクト

bottomRightDiagonal

305

bottomLeftDiagonal

306

topLeftClockwise

310

topRightClockwise

311

bottomRightClockwise

312

bottomLeftClockwise

313

topLeftCounterClockwise

314

topRightCounterClockwis
e

315

325

右下の角か
ら斜め方向
にジグザグ
状にクリッ
プが現れます。
左下の角か
ら斜め方向
にジグザグ
状にクリッ
プが現れます。
左上の角か
ら時計周り
内側に向か
ってスパイ
ラル状にクリップが
現れます。
右上の角か
ら時計周り
内側に向か
ってスパイ
ラル状にクリップが
現れます
右下の角か
ら時計周り
内側に向か
ってスパイ
ラル状にクリップが
現れます。
左下の角か
ら時計周り
内側に向か
ってスパイラル状に
クリップが現れます。
左上の角か
ら反時計周
り内側に向
かってスパ
イラル状にクリップ
が現れます。
右上の角か
ら反時計周
り内側に向
かってスパ
イラル状にクリップ
が現れます。
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parallelSnake
sWipe

トランジションエフェクト

bottomRightCounterClock
wise

316

bottomLeftCounterClock
wise

317

verticalTopSame

320

verticalBottomSame

321

verticalTopLeftOpposite

322

verticalBottomLeftOpposi
te

323

horizontalLeftSame

324

326

右下の角か
ら反時計周
り内側に向
かってスパ
イラル状にクリップ
が現れます。
左下の角か
ら反時計周
り内側に向
かってスパ
イラル状にクリップ
が現れます。
左上の角と
右上の角か
ら垂直方向
の同じ方向
に向かってジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
左下の角と
右下の角か
ら垂直方向
の同じ方向に向かっ
てジグザグ状にクリ
ップが現れます。
左上の角と
右下の角か
ら垂直方向
の逆の方向
に向かってジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
左下の角と
右上の角か
ら垂直方向
の逆の方向
に向かってジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
左上の角と
左下の角か
ら水平方向
の同じ方向
に向かってジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
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boxSnakesWi
pe

トランジションエフェクト

horizontalRightSame

325

horizontalTopLeftOpposit
e

326

horizontalTopRightOpposi
te

327

diagonalBottomLeftOppos
ite

328

diagonalTopLeftOpposite

329

twoBoxTop

340

twoBoxBottom

341

327

右上の角と
右下の角か
ら水平方向
の同じ方向
に向かってジグザグ
状にクリップが現れ
ます。
左上の角と
右下の角か
ら水平方向
の逆の方向に向かっ
てジグザグ状にクリ
ップが現れます。
右上の角と
左下の角か
ら水平方向
の逆の方向に向かっ
てジグザグ状にクリ
ップが現れます。
左下の角と
右上の角か
ら斜め方向
の外側に向かってジ
グザグ状にクリップ
が現れます。
左上の角と
右下の角か
ら斜め方向
の外側に向
かってジグザグ状に
クリップが現れます。
左上の角と
右上の角の 2
個所から垂
直方向に内
側に向かってスパイ
ラル状にクリップが
現れます。
左下の角と
右下の角の
2 個所から
垂直方向に
内側に向かってスパ
イラル状にクリップ
が現れます。
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waterfallWip
e

トランジションエフェクト

twoBoxLeft

342

twoBoxRight

343

fourBoxVertical

344

fourBoxHorizontal

345

verticalLeft

350

verticalRight

351

horizontalLeft

352

horizontalRight

353

左上の角と
左下の角の 2
個所から水
平方向に内側に向か
ってスパイラル状に
クリップが現れます。
右上の角と
右下の角の 2
個所から水
平方向に内側に向か
ってスパイラル状に
クリップが現れます。
4 個所の角か
ら垂直方向
に内側に向
かってスパ
イラル状にクリップ
が現れます。
4 個所の角か
ら水平方向
に内側に向
かってスパイラル状
にクリップが現れま
す。
左側から連
続的に垂直
方向の上か
ら下にクリップが現
れます。
右側から連続的に垂
直方向の上
から下にク
リップが現
れます。
上側から連
続的に水平
方向の左か
ら右にクリップが現
れます。
上側から連
続的に水平
方向の右か
ら左にクリ
ップが現れます。

フェード、プッシュ、スライドトランジションエフェクト
フェード、プッシュ、スライドトランジションエフェクト
このトランジションファミリーは、ある画像を他の画像にブレンドするフェー
ド、ソリッドカラーに、あるいはソリッドカラーから変化するフェードを含み
ますが、相当するSMPTEコードはありません。プッシュとワイプトランジショ
ンエフェクトはそれぞれ2番目のクリップが最初のクリップを押し出す、または
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最初の画像の上にスライドします。以下の表で各タイプの最初にリストされて
いるサブタイプがデフォルトになります。
フェード、プッシュ、スライドトランジションエフェクト
サブタイプ
トランジション外観
crossfade
クリップがそれに続くクリップにフェード
します。
fadeFromColor ソリッドカラーからクリップにフェードし
ます。
fadeToColor
クリップからソリッドカラーにフェードし
ます。
pushWipe
fromLeft
クリップが前のクリップを左から右に押し
出します。
fromRight
クリップが前のクリップを右から左に押し
出します。
fromTop
クリップが前のクリップを上から下に押し
出します。
froMBottom
クリップが前のクリップを下から上に押し
出します。
slideWipe
fromLeft
前のクリップの上に左から右へクリップが
スライドします。
fromRight
前のクリップの上に右から左へクリップが
スライドします。
fromTop
前のクリップの上に上から下へクリップが
スライドします。
fromBottom
前のクリップの上に下から上へクリップが
スライドします。

タイプ
fade

メモ
プッシュワイプトランジションエフェクトは、現在 RealOne Player では機能しま
せん。
追加情報
カラーフェードを使用する場合は、色の値についての情報は 333 ページの
「色および境界ブレンドの定義」を参照してください。

トランジションエフェクトの変更
以下のセクションは、トランジションエフェクトの外観を変更する
<transition/>タグのオプション属性について記述します。以下の表はこれらの
属性の概要です。

属性

トランジションエフェクトを変更する属性
値
デフォル 機能
ト値

borderColor

blend|色の値

黒

borderWidth

ピクセル値

0
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境界線の色を定義
します。
境界線のサイズを
指定します。

参照ペ
ージ
333
ページ
333
ページ
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direction

forward|reverse

forward

dur

時間値

1s

endProgress

0.0-1.0

1.0

fadeColor

色の値

黒

horzRepeat

整数

1

startProgress

0.0-1.0

0.0

vertRepeat

整数

1

動きの方向を設定
します。
エフェクトの継続
時間を指定しま
す。
終了時のエフェク
トの進行の割合を
指定します。
フェードトランジ
ションの色を設定
します。
水平方向にエフェ
クトを繰り返す回
数を指定します。
開始時のエフェク
トの進行の割合を
指定します。
垂直方向にエフェ
クトを繰り返す回
数を指定します。

330
ページ
330
ページ
331
ページ
333
ページ
332
ページ
331
ページ
332
ページ

トランジションエフェクトの継続時間の設定
各トランジションはデフォルトで1秒間継続します。しかし、<transition/>タグ
にdur属性を加えることによって、トランジションエフェクトの持続時間の長さ
を変えることができます。311ページの「タイムラインとトランジションエフェ
クト」に記述しているように、トランジションエフェクトの継続時間を変更し
てもプレゼンテーションの再生継続時間には影響はありません。以下の例では、
トランジションエフェクトが完了するのに3秒かかります。
<transition id="fade1" type="fade" subtype="crossfade" dur="3s"/>
トランジション速度が異なる同じトランジションタイプを使用するためには、
異なるIDと継続時間をもつ、複数のトランジションを定義します。たとえば、
以下のタグは同じトランジションタイプとサブタイプを定義していますが、最
初のトランジションは継続時間が2秒なのに対して、2番目のとランジションの
継続時間は4秒です。
<transition id="fan1" type="fanWipe" subtype="top" dur="2s"/>
<transition id="fan2" type="fanWipe" subtype="top" dur="4s"/>
追加情報
dur 属性は 247 ページの「時間値の指定」で記述している標準の SMIL 時
間設定値をとります。

トランジションエフェクトの方向を逆にする
direction=”reverse”を使い、トランジションエフェクトの動く方向を変えるこ
とができます。たとえば、以下のトランジションエフェクトはフォーポイント
スターが外側に広がることで、クリップが現れます。
<transition id="p1" type="starWipe" subtype="fourPoint"/>
方向を逆にすると、フォーポイントスターが内側に収縮します。
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<transition id="p1" type="starWipe" subtype="fourPoint"
direction="reverse"/>
direction=”reverse”属性を使用するのではなく、異なるサブタイプを使うトラ
ンジションエフェクトもあります。たとえば、以下のトランジションエフェク
ト
<transition id="p1" type="pushWipe" subtype="fromRight"/>
は、以下のトランジションエフェクトと等しくなります。
<transition id="p2" type="pushWipe" subtype="fromLeft"
direction="reverse"/>
メモ
クロスフェードのような特定の開始ポイントまたは終了ポイントを持たないトラ
ンジションエフェクトの方向を変えても外観は変化しません。

トランジションエフェクトの部分的適用
各トランジションエフェクトは、開始時の外観と終了時の外観を持っています。
たとえば、拡大するスタートランジションは通常トランジションエリアの真中
の1点から始まり、その境界が拡大してトランジションエリアから全て出たとき
に終了します。startProgressを使用して、異なるトランジションエフェクト開
始ポイントを設定できます。
<transition id="wipe1" type="pushWipe" subtype="fromLeft"
startProgress="0.25"/>
startProgress属性は、0.0（通常の開始ポイント）から1.0（通常の終了ポイン
ト）までの値をとります。この値は割合を表しています。たとえば、
startProgress=”0.25”はトランジションエフェクトが既に25パーセント進行し
た状態で現れ、開始することを意味します。
加えて、endProgressを使うことができ、同様に0.0から1.0の値をとります。こ
の値はトランジションエフェクト終了時のエフェクトの進行割合を示します。
以下の例は、キーホールシェープトランジションエフェクトですが、キーホー
ルは通常の終了時の半分のサイズに拡大したポイントで終了します。
<transition id="key" type="miscShapeWipe" subtype="keyhole"
endProgress="0.5"/>

トランジションエフェクトを部分的に適用するヒント
•

endProgress を使用する場合、トランジションエフェクトはその中間状態で終
了します。たとえば、アイリスワイプを用いて特殊なエフェクトを作成するこ
とが可能です。しかし、他のタイプのトランジションエフェクトを使用する場
合は、中間状態で完了するトランジションは視聴者を混乱させることがありま
す。

•

1 つの<transition/>タグで、startProgress と endProgress 属性を同時に使うこ
とができます。この場合、トランジションエフェクトが動作するように
endProgress 値は startProgress 値に等しいか、それより高い値でなければなり
ません。
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•

<transition/>タグ内で startProgress と endProgress 属性を同じ値に設定した場
合、その継続時間に関わらず、トランジションエフェクトは瞬間的に完了しま
す。

•

前のクリップの上に新しいクリップを表示するため、トランジションを部分的
に使用する場合、エフェクト終了時のクリップの見え方は fill 属性によって決
定されます。この場合、以下のいずれかを使用してください。
• fill=”freeze”は最初のクリップを見える状態に保ちます。
• fill=”transition”はトランジションの完了時に最初のクリップを消
します。
• fill=”remove”はトランジションが開始する前に最初のクリップを
消します。
追加情報
詳細は 334 ページの「トランジションエフェクトでクリップの fill 属性を使用す
る」を参照してください。

トランジションエフェクトの水平方向、あるいは垂直方向の繰返し
トランジションエフェクトを繰返す場合、エフェクトは1回ではなく複数回現れ
ます。たとえば、拡大するスタートランジションは、通常クリップのセンター
から始まり、クリップの端の方向に拡大します。このトランジションを水平方
向に2回および垂直方向に2回繰返すことによって、以下の図に示すように、ク
リップの4分の1の各部分に別々のスタートランジションが広がります。
スタートランジションの繰り返し

<transition/>タグにhorzRepeatまたはvertRepeat属性を加えることによって、
トランジションを繰返します。それぞれの属性は水平方向と垂直方向に繰返す
数を指定する正の整数をとります。たとえば、以下のトランジションエフェク
トは並んで現れる2つのフォーポイントスターを定義しています。
<transition id="starHorz" type="starWipe" subtype="fourPoint"
horzRepeat="2"/>
このフォーポイントスターが上下に現れるようにするには、垂直方向にエフェ
クトを繰返します。
<transition id="starVert" type="starWipe" subtype="fourPoint"
vertRepeat="2"/>
horzRepeatとvertRepeat属性を同じタグ内で同時に使用できます。以下の例は
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水平方向に3回、垂直方向に3回繰返しを定義することによって、格子状に9つの
トランジションエフェクトを作成します。
<transition id="nineStar" type="starWipe" subtype="fourPoint"
horzRepeat="3" vertRepeat="3"/>
ヒント
これらの属性は表の定義と考えてください。horzRepeat 属性は列の数を定
義し、vertRepeat 属性は行の数を定義します。

境界幅の設定
フェード以外の全てのトランジションエフェクトは境界を持ちます。たとえば、
クリップが他のクリップの上に左から右へスライドする場合、境界は新しいク
リップの右端になります。デフォルトでは、ボーダー幅は0（ゼロ）で、これは
境界が見えないことを意味します。<transition/>タグにborderWidth属性を加え
ることによって、境界を表示できます。この属性はピクセル値で境界幅を指定
する正の整数をとります。以下の例は、境界幅を2ピクセルに設定します。
<transition id="wipe1" type="pushWipe" subtype="fromLeft"
borderWidth="2"/>
デフォルトでは境界は黒ですが、任意のRGBカラーを使うことができます。ク
リップと背景をブレンドする境界を使用することもできます。以下のセクショ
ンでは、これらの設定方法を説明します。

色および境界のブレンドの定義
451ページの「付録C」に記述しているように、境界幅を設定するトランジショ
ンエフェクト、および色から、または色へフェードするトランジションエフェ
クトは、色の値を含むことが可能です。以下の例はクリップから赤色にフェー
ドするトランジションエフェクトを定義します。
<transition id="redFade" type="fade" subtype="fadeToColor"
fadeColor="red"/>
前のセクションで述べたように境界幅を定義する場合は、境界の色を設定する
ために以下のようにborderColor属性を使用することができます。
<transition id="wipe1" type="pushWipe" subtype="fromLeft"
borderWidth="2"
borderColor="#AFBC08"/>
また、この代わりに、クリップと背景をブレンドするborderColor=”blend”を使
用できます。これは通常、境界をにじませる効果を作成します。
<transition id="wipe1" type="pushWipe" subtype="fromLeft"
borderWidth="16"
borderColor="blend"/>
ヒント
borderColor=”blend”を使用する場合は、ブレンド効果を目立たせるため
に一般的には borderWidth を 10 ピクセル以上に設定する必要があります。
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クリップへのトランジションエフェクトの適用
SMILファイルのヘッダーで、<transition/>タグを定義した後、各クリップソー
スタグでtrasnInとtransOut属性を使用することによって、クリップにトランジ
ションエフェクトを適用します。トランジションエフェクトは、<seq>、<par>、
<excl>グループではなく、クリップソースタグにだけ適用できます。トランジ
ションエフェクトはどのタイプのクリップにも適用できますが、トランジショ
ンはビジュアル効果なので、クリップのオーディオトラックには影響しません。
transIn属性は、クリップの再生が開始する時にトランジションエフェクトを発
生させます。transOut属性は、クリップの再生が終了する時にトランジション
を発生させます。それぞれの属性は、<tansition/>タグで定義されたID値を取り
ます。たとえば、SMILヘッダーに次の2つのトランジションエフェクトを定義
するとします。
<transition id="fromBlue" type="fade" subtype="fadeFromColor"
fadeColor="blue"/>
<transition id="toBlue" type="fade" subtype="fadeToColor"
fadeColor="blue"/>
SMILファイルのボディ部分では、以下のように、シーケンスグループ内の2つ
のビデオにエフェクトを適用します。
<seq>
<video src="video1.rm" transIn="fromBlue" transOut="toBlue" .../>
<video src="video2.rm" transIn="fromBlue" transOut="toBlue" .../>
</seq>
この例では、各ビデオは再生開始時に青画面からフェードインします。そして、
終了時には青画面にフェードアウトします。しかし、各クリップにtransInおよ
びtransOutの両方を使う必要はありません。以下の例は、最初のビデオはトラ
ンジション無しで始まります。最初のクリップが終了し2番目のクリップが始ま
るときに、青画面にフェードアウトし、さらに青画面からフェードインします。
2番目のクリップが再生を終了すると、単純にスクリーンから見えなくなります。
<seq>
<video src="file://video1.rm" transOut="toBlue"/>
<video src="file://video2.rm" transIn="fromBlue" fill="remove"/>
</seq>
メモ
transOut 属性で適用されるトランジションエフェクトは常に SMIL の時間設
定ルールに従います。長さが 2 分のビデオにアクティブな時間を長くする
dur=”3min”を使用する場合、トランジションエフェクトは 3 分後に起こりま
す。

トランジションエフェクトでクリップの fill 属性を使用する
258ページの「fillの設定」のセクションはクリップの再生終了時のクリップの
挙動を決めるfill属性を説明しています。クリップソースタグに、クリップの終
了時に、クリップに起きることをfill 属性で定義できます。fill属性に使用する
値もトランジションエフェクトに影響を与えます。以下のセクションではトラ
ンジションエフェクトを適用する場合のfill属性の最適な使用方法を説明しま
す。
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シーケンスクリップに対するトランジション時の fill 属性の定義
シーケンスのクリップにトランジションエフェクトを適用する場合、トランジ
ションが起こるのに十分な長さの間、クリップをスクリーン上に表示するため
に、fill=”transition”を使用してください。 fill=”transiton”属性はトランジショ
ンがクリップに適用されない場合には、何の影響もあたえません。以下のよう
にシーケンス内の各新しいビデオに3秒のラジアルワイプを適用する場合を考
えます。
<transition id="fan1" type="fanWipe" subtype="top" dur="3s"/>
このトランジションエフェクトは各クリップの開始時に適用できます。しかし、
標準的なシーケングループ内のクリップでは、各クリップは、再生が終了する
と同時に消えます。したがって、2番目以降のクリップに適用されるトランジシ
ョンは領域の背景色に対して動作します。トランジションの継続時間の間、前
のクリップをスクリーン上に残すには、fill=”transition”を前のクリップソース
タグに加えます。
<seq>
<video src="video1.rm" transIn="fan1" fill="transition"/>
<video src="video2.rm" transIn="fan1" fill="transition"/>
...more clips that use fill="transition"...
<video src="video6.rm" transIn="fan1" fill="remove"/>
</seq>
このシーケンスグループ内では、各fill=”transition”属性はクリップの再生が終
了した後にクリップを3秒間（トランジションエフェクトの継続時間）、すなわ
ちトランジションエフェクトが完了するのに十分な時間、スクリーン上に表示
したたままの状態を保ちます。これによってプレゼンテーションのタイムライ
ンは長くなりません。各トランジションエフェクトの3秒間は新しく再生される
クリップの最初の3秒間とオーバーラップします。
メモ
シーケンスグループ内のクリップに再生時間を遅らせる bgein の値を使う場
合、前のクリップの fill=”transition”の値は begin の値が設定されているクリ
ップが再生を開始しトランジションエフェクトが完了するまで、前のクリップの
表示を保ったままにします。begin の詳細は 248 ページの「クリップで使用す
る開始時間」を参照してください。
ヒント
シーケンスグループ内のクリップが多い場合は、fillDefault=”transition”を
<seq>タグに追加してください。これにより、各クリップソースタグに
fill=”transition”を追加する必要がなくなります。fillDefault の詳細は 264
ページの「デフォルト fill の指定」を参照してください。

パラレルグループ内の fill の設定
パラレルグループを使う場合、クリップソースタグのfill=”transition”、
fill=”remove”、fill=”freeze”はトランジションに影響を与えます。以下のよう
に2秒間で黒画面にフェードする定義を考えます。
<transition id="toBlack" type="fade" subType="fadeToColor" dur="2s"/>
このトランジションをパラレルグループ内の画像とビデオの両方に適用します。
以下の例では、画像クリップにはfill=”remove”が設定され、画像の再生継続時
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間は30秒です。したがって、画像クリップはパラレルグループのタイムライン
の28秒後にフェードアウトを開始します。また、ビデオクリップの再生継続時
間は154秒なので、画像クリップはビデオクリップより早く消えます。
<par>
<img src="..." region="image" transOut="toBlack" fill="remove"
dur="30s"/>
<video src="..." region="video" transOut="toBlack" dur="154s"/>
</par>
画像クリップの再生継続時間が完了したときにだけ、画像クリップをフェード
アウトさせるためには以下の例に示すようにfill=”transition”を使います。この
場合、画像クリップは再生を開始してから32秒後に消えます。
<par>
<img src="..." region="image" transOut="toBlack" fill="transition"
dur="30s"/>
<video src="..." region="video" transOut="toBlack" dur="154s"/>
</par>
ビデオクリップが終了する2秒前に画像クリップのフェードアウトを開始する
ためには、以下の例に示すようにfill=”freeze”を使用します。
<par>
<img src="..." region="image" transOut="toBlack" fill="freeze" dur="30s"/>
<video src="..." region="video" transOut="toBlack" dur="154s"/>
</par>

トランジションの例
以下のセクションでは、様々なタイプのトランジションエフェクトを作成する
トランジションタグと属性の使用方法を示します。この章で紹介した再生可能
なサンプルファイルは本書の9ページの「本書をコンピュータにダウンロード
する方法」に記述してるように本書のzip圧縮されたHTMLバージョンをダウン
ロードして、「Sample Files」のページを開いてください。

色からのフェードインと色へのフェードアウト
最も単純なトランジションエフェクトの1つは、任意の色からフェードイン、あ
るいは任意の色にフェードアウトするものです。以下の例は、2つのビデオで構
成されるシーケンスグループを示しています。各ビデオは開始時に、2秒間で青
画面からフェードインし、終了時に2秒間で青画面へフェードアウトします。ま
た、各ビデオはvideo_region領域の中央に配置され通常のサイズで表示されま
す。トランジションが起こる前にbegin=”2s”によって、短い遅れを挿入してい
ます。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout width="320" height="240" backgroundColor="blue"/>
<region id="video_region"/>
<regPoint id="middle" left="50%" top="50%" regAlign="center"/>
</layout>
<transition id="fromBlue" type="fade" subtype="fadeFromColor"
fadeColor="blue" dur="2s"/>
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<transition id="toBlue" type="fade" subtype="fadeToColor"
fadeColor="blue" dur="2s"/>
</head>
<body>
<seq>
<video src="..." region="video_region" regPoint="middle"
transIn="fromBlue" transOut="toBlue" begin="2s" fill="remove"/>
<video src="..." region="video_region" regPoint="middle"
transIn="fromBlue" transOut="toBlue" begin="2s" fill="remove"/>
</seq>
</body>
</smil>

ビデオのクロスフェード
前術の例の簡単なバリエーションとして、最初のビデオは開始時に青画面から
フェードインし、2番目のビデオは終了時に青画面にフェードアウトする例があ
ります。ただし、最初のビデオの再生が終了し2番目のビデオの再生が開始する
ときに、2つのビデオはお互いにクロスフェードします。クロスフェードは各ク
リップのサイズが同じで、同じ領域で再生される場合は効果的なトランジショ
ンなので、領域全体を満たすためにfill=”fill”を使用してクリップを拡大縮小さ
せます。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
<layout>
<root-layout width="250" height="180" backgroundColor="blue"/>
<region id="video_region" fit="fill"/>
</layout>
<transition id="fromBlue" type="fade" subtype="fadeFromColor"
fadeColor="blue" dur="2s"/>
<transition id="toBlue" type="fade" subtype="fadeToColor"
fadeColor="blue" dur="2s"/>
<transition id="xFade" type="fade" subtype="crossfade" dur="2s"/>
</head>
<body>
<seq>
<video src="..." region="video_region" transIn="fromBlue"
begin="2s" fill="transition"/>
<video src=".." region="video_region" transIn="xFade"
transOut="toBlue" fill="remove"/>
</seq>
</body>
</smil>
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第17章
章
SMIL アニメーション
SMILアニメーションを使用することによって、たとえば、クリップを拡大する、
あるいはクリップをスクリーン上で移動させることが可能になります。この高
度なSMILの機能を使うためには、前の章で述べているクリップソースタグ、グ
ループ、タイミング、レイアウトについて完全に理解している必要があります。
SMILアニメーションではなくFlashアニメーションについての情報は69ページ
の「第5章」を参照してください。
ヒント
この章で紹介する再生可能なサンプルファイルは本書の 9 ページの「本書
をコンピュータにダウンロードする方法」に記述してるように本書の zip 圧縮
された HTML バージョンをダウンロードして、「Sample Files」のページを開
いてください。

アニメーションについて
SMILアニメーションはRealOne Player内で再生されるクリップを操作する手段
を提供します。SMILアニメーションは別個のクリップではなく、ビデオ、静止
画像、ブラシオブジェクト、他のタイプのクリップなどのクリップを変更する
ためにRealOne Playerに指示をするSMILタグと属性を意味します。また、Flash
アニメーションにもアニメーションをアニメーションさせるSMILアニメーシ
ョンを適用できます。以下がSMILアニメーションの一般的な使い方になります。
•

クリップを拡大、縮小する

•

スクリーン上でクリップを移動させる

•

領域の背景色を変える

•

クリップの音量を変更する

•

クリップの透明度を変える
ヒント
311 ページの「第 16 章」はクリップの再生開始時と終了時に適用する特殊効
果であるトランジションエフェクトについて説明しています。同じプレゼンテ
ーションにトランジションエフェクトとアニメーションの両方を使用することが
できます。また、それら両方を同じクリップにも適用できます。ただし、それら
は別々に定義します。

アニメーションタグ
以下の4つのアニメーションタグのどれか1つを使用して、SMILプレゼンテーシ
ョンにアニメーションを加えることができます。
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•

<animate/>
<animate/>タグはアニメーションを作成するために使われる主要なタグ
です。他のタグは<animate/>タグのバリエーションです。したがって、
<animate/>タグの使用方法を習得すると、他のタグもすぐに習得できま
す。341 ページの「基本的なアニメーションの作成」のセクションは
<animate/>タグの主な属性と値を説明しています。

•

<animateColor/>
<animateColor/>タグは、色のアニメーションだけに作用する<animate/>
タグのバリエーションです。このタグの詳細は 353 ページの「色のアニメ
ーション」を参照してください。

•

<animateMotion/>
<animateMotion/>タグはクリップを水平方向と垂直方向に同時に動かす
タグです。1 つの<animate/>タグは 1 つの方向にだけの動きを作ります。
したがって、<animateMotion/>タグ 1 で、2 つの<animate/>タグと同じ
動作ができます。354 ページの「水平方向および垂直方向の移動の作成」
はこのタグの使用方法を説明しています。

•

<set/>
<set/>タグは瞬間的にアニメーションを設定します。たとえば、
<animate/>タグを使用する場合、数秒間にわたって領域を拡大すること
ができます。これに対して、<set/> タグでは、瞬間的に新しい幅を設定
できます。354 ページの「属性値の設定」のセクションでは<set/>タグを
説明しています。
メモ
SMIL アニメーションタグと<animation/>タグを混同しないでください。
<animation/>タグはプレゼンテーションにアニメーションクリップを挿入する
クリップソースタグです。<animatation/>の詳細は 161 ページの「クリップソ
ースタグの作成」を参照してください。

アニメーションタグの配置
アニメーションタグは、<region/>タグのようなSMILヘッダー内で定義される
要素を変更する場合でも、常にSMILの<body>部分に記述します。アニメーシ
ョンタグはクリップソースタグのように機能します。アニメーションタグはグ
ループ内に配置できますが、クリップソースタグ内に含めることもできます。
以下のセクションではSMILファイルにアニメーションタグを追加する様々な
方法について記述します。

クリップソースタグ内に記述する
クリップの再生時に、クリップをアニメーションさせたいならば、クリップソ
ースタグを以下の例で示すように、バイナリタグに変更します。
<video ...>
<animate ...animation for the video clip or region.../>
</video>
この場合、アニメーションは通常クリップ、あるいはクリップが再生されてい
る領域に影響を与えます。アニメーションタグ内のインタラクティブではない
SMIL時間設定属性はクリップの再生開始に相対的な時間になります。たとえば、
アニメーションタグ内にbegin=”5s”属性を設定することによって、クリップの
再生が開始されてから5秒後にアニメーションがスタートします。
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追加情報
他の SMIL 要素を含むためにクリップソースタグを変更する基礎的情報につ
いては 155 ページの「バイナリタグと単一タグ」を参照してください。

パラレルグループ内に記述する
アニメーションはクリップソースタグのように機能するので、以下の例に示す
ようにパラレルグループ内に他のクリップと一緒に配置できます。
<par>
<video.../>
<textstream.../>
<animate ...animation for any SMIL element.../>
</par>
この場合、アニメーションは同じグループ内のクリップ、あるいはファイル中
の他のグループ内の要素に適用されます。しかし、アニメーションは、その
<par>グループがアクティブな間のみ再生され、アニメーションタグ内のイン
タラクティブではない時間設定属性は<par>グループの開始時間に相対的な時
間になります。たとえば、アニメーションタグにbegin=”10s”属性を設定するこ
とによって、アニメーションはグループがアクティブになってから10秒後に開
始します。

シーケンス内に記述する
前術の例ほど一般的ではないですが、アニメーションは、以下に示すようにシ
ーケンスの一部にもなります。
<seq>
<video ... fill="hold"/>
<animate ...animation for the preceding clip.../>
</seq>
シーケンスのアニメーションはどのSMIL要素にも影響しますが、通常はシーケ
ンスの前のクリップをターゲットにします。アニメーションは前のクリップが
終了した時にだけ再生されるので、前のクリップには再生が終了しても表示状
態を保つためにfill=”hold”を一般に使用します。アニメーションタグ内のイン
タラクティブではない時間設定属性は前のクリップの終了時間から相対的な時
間になります。たとえば、アニメーションタグにbegin=”3s”属性を設定するこ
とによって、アニメーションは前のクリップが終了してから3秒後に開始します。

アニメーションに SMIL 時間設定を適用する
アニメーションはクリップソースタグのように機能するので、アニメーション
の再生開始時間や再生継続時間をコントロールするSMIL時間設定属性を使用
することができます。以下はアニメーションで使われる最も一般的な時間設定
属性です。
•

begin
248 ページの「開始時間と終了時間の設定」で記述しているように、begin
属性はグループあるいはアニメーションを含むクリップに相対的なアニ
メーションの開始時間をコントロールします。begin の値を使用しない場
合は、クリップあるいはアニメーション含むグループがアクティブになっ
たと同時にアニメーションはスタートします。また、267 ページの「第 14
章」で記述しているように、たとえば、スクリーンポインターがクリップ
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の上に移動した時にアニメーションをスタートさせる高度な begin 時間
値を使用することもできます。
•

dur または end
dur 属性あるいは end 属性はアニメーションの継続時間をコントロールし
ます。他の SMIL 要素と同様に、end 属性は再生継続時間を設定するため
に begin 属性と同時に使用されます。詳細は 250 ページの「再生継続時間
の設定」と 250 ページの「end あるいは dur の選択」を参照してください。

•

fill
fill 属性を使用しないと、アニメーションの効果はアニメーションが終了
したと同時にリセットします。たとえば、アニメーションが<par>グルー
プ内にあり、fill=”freeze” を使用する場合、アニメーションはその最後
の外観をグループが終了するまで維持します。
fill 属性は 258 ページの
「fill
の設定」に記述されています。

•

repeatCount または repeatDur
repeatCount あるいは repeatDur 属性を使用して、アニメーションを繰返
し再生することができます（SMIL1.0 の repeat 属性はアニメーションで
は動作しません）。また繰返し再生するアニメーションでは、各繰返しの
サイクルでその変化量を変えることが可能です。たとえば、領域を拡大す
るアニメーションで、各繰返しにおいて領域の拡大量を増加させることが
できます。アニメーションを繰返す属性は 254 ページの「要素の繰返し」
に記述しています。

同時に起こるアニメーション
プレゼンテーションの再生中に複数のアニメーションを衝突しない限り同時に
起こすことが可能です。たとえば、領域の幅を同時に大きくしたり、小さくし
たりはできません。しかし、同時にアクティブになる複数の<animate/>タグを
使い、領域の幅を狭くし、その高さを増やし、さらに左側のオフセットを動か
し、背景の色を変えることを同時に行うことができます。

基本的なアニメーションの作成
<animate/>タグは最も融通のきくアニメーションタグです。このタグは要素の
サイズ、位置、色、サウンドレベルを変更するために使います。以下の表は、
<animate/>タグでアニメーションを定義するために使用する属性のリストで
す。340ページの「アニメーションにSMIL時間設定を適用する」に記述してい
るように、アニメーションタグにはSMIL時間設定属性を使用することを覚えて
おいてください。
<animate/>タグの属性
タグの属性
機能

属性

値

accumulate

none|sum

additive

replace|sum

attributeName

属性名

各繰返しを元にアニメー
ションを繰り返します。
現在の値にアニメーショ
ンの値を加えます。
アニメーションさせる属
性を選択します。
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ピクセル値|パーセン 任意の量で要素をアニメ
テージ値|
ーションさせます。to と
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色の値

calcMode
from

targetElement
to

values

同時には使用しないでく
ださい。
discrete|linear|
アニメーションの流れを
paced
コントロールします。
ピクセル値|パーセン アニメーションのスター
テージ値|
トポイントを設定します。
色の値
to あるいは by と同時に使
用してください。
ID
アニメーションする属性
を含むタグを識別します。
ピクセル値|パーセン アニメーションの終了ポ
テージ値|
イントを設定します。by
色の値
と同時には使用しないで
ください。
ピクセル値|パーセン アニメーションの値のリ
テージ値|
ストを定義します。from、
色の値
to、by と同時には使用し
ないでください。

349
ページ
346
ページ

342
ページ
346
ページ

348
ページ

アニメーションをさせる要素と属性の選択
アニメーションさせたいSMIL要素のIDをtragetElement属性を使用して指定し
ます。さらに、attributeNameを使い要素内の属性を指定します。たとえば、
領域の幅をアニメーションさせるにためは、以下の例にしめすようにSMILボデ
ィの<animate/>タグで、領域とそのwidth属性を指定します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<head>
...
<region id="video_region" width="320" height="240"/>
...
</head>
<body>
...
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" .../>
</body>
</smil>
クリップソースタグ内にアニメーションがある場合は、attributeNameが必要
ですが、targetElementは必要ではありません。以下の例では、<animate/>タ
グはクリップソースタグ内にあります。したがって、<animate/>タグにはアニ
メーションさせるビデオクリップを選択するtargetElement属性は必要ではあ
りません。
<video ...>
<animate attributeName="..." .../>
</video>

ウィンドウ属性のアニメーション
以下の表は、<root-layout/>タグおよび<toplayout>タグ内でアニメーション可
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能な属性を表しています。これは、targetElement属性が<root-layout/>タグあ
るいは<toplayout>タグ内の領域のIDを指定する場合に、attributeNmaeの値と
して以下の値が使用できることを意味します。これらの属性をアニメーション
させることによって、ウィンドウのサイズを変える、あるいはその色を変える
ことができます。
アニメーション可能な<root-layout/>および
および<toplayout>の属性値
の属性値
アニメーション可能な
および
属性
効果
参照
ページ
backgroundColor
ウィンドウの背景色を変更します。たとえば、 228
ページ
プレゼンテーションの中間でウィンドウの背
景色を黒から白に変えることが可能です。
height
ウィンドウの高さを変更します。プレゼンテー 217
ページ
ションの表示サイズを変えるため width と一
緒に使用することが可能です。
width
ウィンドウの幅を変更します。プレゼンテーシ 217
ョンの表示サイズを変えるため height と一緒 ページ
に使用することが可能です。

領域属性のアニメーション
次の表は、<region/>タグ内でアニメーション可能な全ての属性を一覧表示して
います。言いかえると、targetElement属性が領域のIDを指定する場合に、
attributeNameの値として以下の値が全て使用できます。これらの属性をアニ
メーションさせることによって、領域のサイズを変える、領域をウィンドウ内
で移動する、その色を変える、あるいはクリップの再生ボリュームを変えるこ
とができます。

属性
backgroundColor

bottom

height

left

regionName
right

アニメーション可能な領域の属性値
効果
領域の背景色を変更します。たとえば、プレゼ
ンテーションの中間でウィンドウの背景色を黒
から白に変えることが可能です。
領域の下辺のオフセットを変更します。この属
性をアニメーションさせることで、領域の高さ
を高くしたり低くしたりでき、同様に領域を垂
直方向に移動できます。
領域の高さを変更します。クリップサイズを変
えるため width と一緒に使用することが可能で
す。
領域の左辺のオフセットを変更します。この属
性をアニメーションさせることで、領域の幅を
変える、あるいは領域を水平方向に移動できま
す。
クリップを領域から領域に移動します。
領域の右辺のオフセットを変更します。この属
性をアニメーションさせることで、領域の幅を
狭めたり広げたりでき、同様に領域を水平方向
に移動できます。
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クリップのサウンドレベルを調整します。この
属性をアニメーションさせることで、クリップ
のオーディオレベルをフェードインあるいはフ
ェードアウトできます。
領域の上辺のオフセットを変更します。この属
性をアニメーションさせることで、領域の高さ
を高くしたり低くしたりでき、同様に領域を垂
直方向に移動できます。
領域の幅を変更します。クリップサイズを変え
るため height と一緒に使用することが可能で
す。
領域の重なり順を変更します。この属性をアニ
メーションさせることで、他の領域の前面に領
域をもってくることが可能です。

230
ページ

221
ページ

221
ページ
227
ページ

領域のアニメーションについてのヒント
•

属性はアニメーションするために明示的に宣言される必要はありません。たと
えば、right 属性が<region/>タグで定義されなくとも、領域の right 属性をア
ニメーションさせることが可能です。

•

left、right、top、bottom 属性をアニメーションさせることによって、
<root-layout/>または<topLayout>エリア内で領域を移動させることができま
す。領域全体あるいは領域の一部をウィンドウの外に移動させることもできま
す。ただし、領域とその領域内で再生されるクリップは切り取られます。

•

アニメーションする領域がサブ領域（領域内に含まれる領域）の場合、サブ領
域はそれを含む領域の外では表示されません。したがって、サブ領域をそれを
含む領域の外に移動した場合は、サブ領域はそれを含む領域の境界で切り取ら
れます。

•

領域を他の領域の上に移動する場合、領域の z-index 値が前面に表示される領
域を決めます。この重なり順を変更するために z-index 値をアニメーションさ
せることもできます。
メモ
領域 A が領域 B の上に表示されている場合、領域 B のサブ領域を領域 A
の上に表示させるようなアニメーションはできません。サブ領域の z-index 値
については 231 ページの「サブ領域の定義」を参照してください。

•

領域の高さあるいは幅が変化したとき、領域の fit 属性はクリップの見え方に
影響を与えます。fit 属性の詳細は 238 ページの「クリップの領域への適合方
法の定義」を参照してください。

•

ホットスポットハイパーリンクを含むクリップのサイズをアニメーションさ
せる時、ハイパーリンクが coords 値を持たないか、あるいはパーセンテージ
値で定義されている場合は、リンクはクリップと同時に拡大、あるいは縮小し
ます。ホットスポットがピクセル値で定義されている場合は、リンクのサイズ
は変わりません。領域の境界がホットスポットの境界に重なると、ホットスポ
ットは切り取られます。

344

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

SMILアニメーション

追加情報
<area/>タグの詳細は 286 ページの「<area/>タグの使用」を参照してくださ
い。
•

<regPoint>あるいは<transition>タグ内の属性はアニメーションさせることは
できません。

クリップ属性のアニメーション
以下の表はクリップソースタグ内でアニメーション可能な全ての属性を一覧表
示しています。これは、targetElementで<video/>、<img/>、<ref/>などのタグ
を指定したときに、attributeNmaeの値として以下の値がとれることを意味し
ます。

属性

アニメーション可能なクリップ属性値
効果

backgroundColor

rn:backgroundOpacity

bottom

color
height

left

rn:mediaOpacity

right

クリップを再生する領域の背景色を変更
します。たとえば、プレゼンテーションの
中間で背景色を赤から青に変えることが
できます。
クリップの背景の透明度を変更します。た
とえば、クリップの透明度をより上げるこ
とができます。
再生領域からのクリップの下側のオフセ
ットを変更します。この属性をアニメーシ
ョンさせることで、クリップの高さを高く
したり低くしたりでき、同様にクリップを
垂直方向に移動できます。
<brush/>オブジェクトの色を変更します。
クリップの高さを変更します。クリップサ
イズを変えるため width と一緒に使用す
ることが可能です。
クリップの左側のオフセットを変更しま
す。この属性をアニメーションさせること
で、クリップの幅を狭くしたり広くしたり
でき、同様にクリップを水平方向に移動で
きます。
クリップの不透明部分に透明度を与えま
す。この属性をアニメーションさせること
で、クリップを領域の背景色とブレンドさ
せることができます。
クリップの右側のオフセットを変更しま
す。この属性をアニメーションさせること
で、クリップの幅を狭くしたり広くしたり
でき、同様にクリップを水平方向に移動で
きます。
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クリップの上側のオフセットを変更しま
す。この属性をアニメーションさせること
で、クリップの高さを高くしたり低くした
りでき、同様にクリップを垂直方向に移動
できます。
クリップの幅を変更します。クリップサイ
ズを変えるため height と一緒に使用する
ことが可能です。
クリップの重なり順を変更します。この属
性をアニメーションさせることで、他のク
リップの前面にクリップをもってくるこ
とができます。

221
ページ

221
ページ
227
ページ

クリップソースタグのアニメーションについてのヒント
•

属性はアニメーションするために明示的に宣言される必要はありません。たと
えば、width 属性がクリップソースタグで定義されなくとも、領域の width 属
性をアニメーションさせることが可能です。

•

クリップのサイズあるいは位置属性（width や top など）をアニメーションさ
せることによって、クリップを保持しているシングルユースサブ領域を作成あ
るいは変更することができます。したがって、344 ページの「領域のアニメー
ションについてのヒント」で記述している領域のアニメーションに関するポイ
ントは、このタイプのクリップアニメーションに適用されます。
追加情報
232 ページの「シングルユースサブ領域の定義」のセクションはこのタイプの
サブ領域について説明しています。

•

アニメーションするクリップはその再生領域の外側では表示されません。クリ
ップを<root-layout/>あるいは<topLayout>内の任意の位置に移動させるため
には、クリップそのものをアニメーションさせるのではなく、クリップの再生
領域をアニメーションさせてください。

ホットスポット属性のアニメーション
ホットポットハイパーリンクの形状を変えるために、アニメーションタグで
<area/>タグのcoords属性を選択できます。<area/>タグとcoords属性について
の情報は、286ページの「<area/>タグの使用」を参照してください。

単純なアニメーションの値の定義
3つのアニメーション属性、to、by、fromはアニメーションが開始あるいは停
止するポイントを定義する手段を提供します。アニメーションんの終了ポイン
トを決定するためには、to属性またはby属性を使用してください。ただし、両
方の属性を同時には使用しないでください。アニメーションのスタートポイン
トを指定するためには、これらの属性のどちらかと、オプションのfrom属性を
使用できます。

任意のポイントへ属性をアニメーションさせる
to属性はアニメーションの終了ポイントを定義します。この属性はアニメーシ
ョンする属性に対して適切なタイプの値をとります。たとえば、レイアウト属
性をアニメーションさせる場合は、正または負のピクセル値あるいはパーセン
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テージ値が使用されます。色のアニメーションの場合は、色の名前か16進数値
が使用されます。以下領域を定義すると仮定します。
<region id="video_region" width="320" height="240"
backgroundColor="green"/>
5秒間で背景色を赤に変更するにためは、アニメーションタグを以下のように記
述します。
<animate targetElement="video_region" attributeName="backgroundColor"
to="red" dur="5s"/>
to属性を使用することによって、領域のサイズや位置もアニメーションさせる
ことができます。以下の<animate/>タグは領域の幅を3秒間で380ピクセルに拡
大します。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" to="380"
dur="3s"/>
アニメーションタグにfrom属性を含めない場合は、ターゲットエレメントタグ
で指定されている値からアニメーションを開始します。この例では、領域の幅
320ピクセルからアニメーションが始まります。しかし、from属性を指定する
と、領域はアニメーションがアクティブになると同時に、そのformのサイズに
拡大、縮小します。以下の例では、領域は最初に、定義されたサイズの半分に
縮小し、それから5秒間で380ピクセルに拡大します。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" from="160"
to="380" dur="5s"/>

任意の量の指定による属性のアニメーション
by属性はアニメーションを進行させる任意の値を定義します。これはサイズあ
るいは位置のアニメーションには使用できますが、色のアニメーションには使
えません。by属性には負または正のピクセル値やパーセンテージ値が使えます。
以下の領域の幅を広げることを考えます。
<region id="video_region" width="320" height="240"/>
アニメーションがアクティブになったとき、以下の<animate/>タグは領域の幅
を30ピクセル広げて、最終的に350ピクセルにします。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" by="30"
dur="3s"/>
この場合、form属性が指定されていないので、アニメーションは領域の定義さ
れている幅から開始します。異なるfrom値を指定した場合、アニメーションが
アクティブになった瞬間に領域はそのサイズに拡大、あるいは縮小します。

単純なアニメーションの値を定義する場合のヒント
•

デフォルトでは、アニメーションはその継続時間に渡って滑らかに動作します。
しかし、開始ポイントから終了ポイントへアニメーションをジャンプさせるた
めに calcMode=”discrete”を使用することができます。詳細は 349 ページの「ア
ニメーションの流れ方のコントロール」を参照してください。
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•

レイアウト属性をアニメーションさせる場合、領域あるいはサブ領域がパーセ
ンテージ値で定義されていても、to または by 属性にピクセル値を使用するこ
とができます。また、その逆も可能です。

•

サイズあるいは位置のアニメーションには、負の値のピクセル値またはパーセ
ンテージ値を使用できます。たとえば、by=”-25%”で領域をアニメーションさ
せると、領域はその通常のサイズの 3/4 のサイズに縮小します。領域の left 属
性に by=”-40”を指定すると、領域は 40 ピクセル左に移動します。これに対し
て、by=”40”を指定すると、領域は 40 ピクセル右へ移動します。

•

全ての負の値が利用できるわけではありません。たとえば、サイズのアニメ
ーションの場合、to 属性に負の値を使用することによって（領域の幅のアニメ
ーションに to=”-25%”あるいは to=”-44”などを使用する場合）、要素が完全に
見えなくこともあります。

アニメーションの値に範囲を定義する
リストされた値を使用することによって、そのリストの複数の値に沿って属性
をアニメーションさせることができます。これは、to、by、fromで可能なアニ
メーションよりもっと複雑なアニメーションを可能にします。以下の例では、
value属性の値によって領域の幅は15秒間で異なる4つのサイズにアニメーショ
ンします。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" dur="15s"
values="58;150;96;110"/>

値のリストを定義するヒント
•

リストされた値全体をダブルクォーテーションで囲んでください。

•

値を区切るセミコロンの前後にはスペースが挿入可能ですが、かならずしも必
要ではありません。

•

最後の値の後ろにはセミコロンは不必要です。

•

to, by 属性と同様に、サイズ、あるいは位置のアニメーションに負のピクセル
値、パーセンテージ値を指定できます。

•

アニメーションは常に、リスト値の最初の値から最後の値の順番で進行します。
最初の値はアニメーションがアクティブになったときに適用されます。アニメ
ーションは継続時間の終わりに最後の値に到達します。

•

リストの値にはアニメーションされる属性に適切な値を使用してください。た
とえば、領域をアニメーションさせる場合は、パーセンテージ値、ピクセル値、
あるいはその両方を使用してください。
values="25%;50%;380"

•

色のアニメーションのにリストを使うことができます。リストは色名か、ある
いは values=”blue;green;#3FD233;rgb(255, 12, 192)”のようなカラーコードで
記述してください。

•

2 つの値だけで構成されるリストは、属性に to と from を使うことに等しくな
ります。たとえば、values=”58; 150”は form=”58”と to=”150”の機能と同じに
なります。
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アニメーションの流れ方のコントロール
アニメーションの流れ方のコントロール
calcMode属性はvalues、to、by属性と同時に機能し、ポイントからポイントへ
のアニメーション流れ方をコントロールします。この属性は以下の表に示して
いる3つの値をとる事ができます。
calcMode属性の値
属性の値
値
discrete
linear

paced

機能

参照ページ

アニメーションされる要素をポイントからポイン
349 ページ
トへジャンプさせます。
要素を値から値へ等しい時間でスムーズにアニメ
349 ページ
ーションさせます。これは<animate/>および
<animateColor/>のデフォルト値です。
要素を値から値へアニメーション全体を通して等
350 ページ
しいペースでアニメーションさせます。to および
by を使用する場合は、この値は linear と同様に機能
します。これは<animateMotion/>のデフォルト値で
す。

ポイントからポイントへジャンプへジャンプするアニメーション
calcMode属性のdiscrete値はvaluesのリスト中の値のポイントからポイントへ
アニメーションをジャンプさせます。たとえば、以下のアニメーションは8秒で、
領域の幅を4つの値にアニメーションさせます。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" dur="8s"
values="50;75;150;100" calcMode="discrete"/>
アニメーションの開始時点では、領域の幅は50ピクセルに設定されます。2秒後
には幅は75ピクセルにジャンプし広くなります。4秒後には幅は150ピクセルに
ジャンプし広くなります。6秒後には幅は100ピクセルにジャンプし狭くなりま
す。その後残りの2秒間はこのサイズにとどまります。最後の値は継続時間8秒
の最後ではなく6秒後に到達することに注意してください。これによって、各値
は8秒の継続時間のなかで等間隔（2秒）でアクティブなります。
calcMode=”discrete”値はその終了ポイントにジャンプするようにtoとby属性
と同時に使用しても機能します。以下の例では、領域の幅はアニメーションの
最初の3秒間は160ピクセルで、最後の3秒間は320ピクセルにジャンプします。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" from="160"
to="32.0" calcMode="discrete" dur="6s"/>

ポイントからポイントへ線形に流れるアニメーション
以下のアニメーションは、領域の幅を9秒で4つのポイントにアニメーションさ
せるためにデフォルトのcalcMode=”linear”を使用しています。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" dur="9s"
values="50;75;200;100" calcMode="linear"/>
アニメーションが開始したとき、領域の幅は50ピクセルに設定されます。そし
て3秒後に幅は75ピクセルまで拡大します。6秒後には幅は200ピクセルまで拡大
します。それから、縮小して9秒後に100ピクセルになります。前述の
calcMode=”discrete”の例と異なり、このcalcMode=”linear”の例の最後の値は
アニメーションの継続時間の最後の時間に到達します。
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このアニメーションのポイントからポイントへのスピードはポイント間の距離
で変化します。最初のポイントから2番目のポイントまでの距離は25ピクセルで、
2番目のポイントから3番目のポイントまでの距離は125ピクセルであることに
注目してください。各ポイント間での拡大、あるいは縮小アニメーションは等
しい時間で行われるので、最初のポイントから2番目のポイントまでの速度は、
2番目のポイントから3番目のポイントまでの速度より遅くなります。

等しいペースで流れるアニメーション
calcMode=”paced”を使う場合は、アニメーション全体を通してポイントからポ
イントへの移動はスムーズに流れます。以下のアニメーションが開始するとき、
領域の幅は50ピクセルです。その後150ピクセルに広がり同じペースで100ピク
セルに狭まります。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" dur="6s"
values="50;150;100" calcMode="paced"/>
アニメーションの速度は等しいので、valuesリストのポイント間の距離はポイ
ント間を移動する時間の長さを決めます。拡大部分の距離は100ピクセル（150
−50）で、縮小部分の距離は50ピクセル（150−100）です。アニメーションは6
秒続くので拡大部分は4秒、縮小部分には2秒かかります。
calcMode=”paced”を使用する場合は、全てのvalue値によってアニメーション
が同じ方向に移動するのであれば、2つ以上の値をリストしてもアニメーション
には影響しません。たとえば、以下の属性を考えます。
values="50;75;90;100;125;150" calcMode="paced"
この例ではリスト中のそれぞれの値は前の値よりも大きくなっています。した
がって、アニメーションは正の方向に連続的に動きます。しかし、pacedモー
ドでは、リストの最初と最後の値だけが速度に影響します（しかし、これは
linearモードでは違います）。したがって、この例は以下の例と同じになりま
す。
values="50;150" calcMode="linear"
ヒント
値を 2 つだけ使用する場合は、calcMode="paced"よりコンピューターの
CPU を効率的に使う calcMode="linear"を使用します。
アニメーションの方向が逆転するときだけ、複数のvalues値がアニメーション
の速度に影響を及ぼします。以下の例では、アニメーションは最初から2番目の
ポイントへは正の方向で動き、2番目から3番目のポイントへは負の方向で動き、
それが続きます。したがって、それぞれの値はアニメーションの見え方に影響
を及ぼします。
values="50;90;75;125;100;150" calcMode="paced"

追加的および累積的アニメーションの作成
以下の表にまとめているように、accumulate属性およびadditive属性を使用す
ることによって、繰り返しを元にしたアニメーションが作成できます。
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accumulate

値
none|sum

additive

replace|sum
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追加および累積属性
機能
各繰返しを元にアニメーショ
ンを繰り返します。
現在の値にアニメーションの
値を追加します。

参照ページ
351 ページ
351 ページ

元の値にアニメーションの値を追加する
追加的アニメーションを使用する場合、アニメーションのターゲット属性に絶
対値ではなく増分値を使うことができます。追加的アニメーションはサイズと
位置に使えますが、色には使えません。追加的アニメーションはそれ自身でも
有効ですが、次のセクションで述べる累積的アニメーションと同時に使用する
とより強力になります。追加的アニメーションを行うため、以下の領域を考え
ます。
<region id="video_region" width="320" height="240"/>
この領域の幅に3段階で60ピクセルを加えることを考えます。各ステップでは20
ピクセルを領域の幅に加えます。前のセクションで述べたように、これを行う
にはvaluesのリストを絶対値で指定できます。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" dur="3s"
values="340;360;380" calcMode="discrete"/>
または、以下のようにadditive=”sum”を使い、各指定値は最初の領域の幅に増
分として加えるようにRealOne Playerに指示します。
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" dur="3s"
values="20;40;60" additive="sum" calcMode="discrete"/>
この例では、最初の領域の幅に20ピクセル加え、次に最初の幅に40ピクセル加
え、そして最初の幅に60ピクセル加えることRealOne Playerに指示しています。
各リストの値はターゲットの領域の最初の幅に加えられ、前のリスト値によっ
て作られたアニメーションの領域幅に加えられるのではないことに注意してく
ださい。
追加的アニメーションはfromおよびto値でも機能しますが、この場合は少し利
点があります。たとえば、以下のように記述すると、領域の幅に20ピクセル加
えることできます。
from="0" to="20" additive="sum"
ただし、この場合はby属性だけを使用してより簡単にすることができます。
by="20"

アニメーションを繰返し増大させる
累積的アニメーションでは、アニメーションを繰返すためにrepeatCountまた
はrepeatDur属性を使用します。また、各繰返しでアニメーションの値を増やし
たり減らしたりするために、accumulate=”sum”を使用します。サイズと位置
には累積的アニメーションを使うことができますが、色には使えません。累積
的アニメーションを例を示すために、以下の領域を考えます。
<region id="image_region" width="180" height="180"/>
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単純な累積的アニメーションでは、アニメーションの各繰返しにおいて領域の
幅を増加するためにby属性を使用できます。以下のアニメーションは4回繰返
を行います。各繰返しにおいて、領域の幅は16ピクセル増加します。
<animate targetElement="image_region" attributeName="width" dur="2s"
by="16" accumulate="sum" repeatCount="4" calcMode="discrete"/>
by属性は常にターゲット値に任意の値を加え、ターゲット値は累積されます。
しかし、累積的アニメーションでvaluesリストを使用する場合、351ページの「元
の値にアニメーションの値を追加する」で述べているようにadditive=”sum”を
記述する必要があります。以下の例を考えます。
<animate targetElement="image_region" attributeName="width" dur="2s"
values="5;20" additive="sum" accumulate="sum" repeatCount="2"
calcMode="discrete" fill="freeze"/>
この例では各繰返しは2秒間継続し、calcModeの値がdicreteで、valuseリスト
には2つの値(5, 20) があります。これらの属性によって以下のようにアニメー
ションが動作します。
•

アニメーションが開始したとき、領域の幅はすぐに 5 ピクセル増えます。領域
の幅は 180 ピクセルで定義されているので、その新しい幅は 185 ピクセルにな
ります。

•

アニメーションの開始から 1 秒後、領域の幅はオリジナルの幅より 20 ピクセ
ル大きい 200 ピクセルになります。オリジナルの幅には前のアニメーション幅
ではなく、20 ピクセルが加えられることに注意してください。したがって、
このポイントでは 1 秒前より 15 ピクセル領域の幅が広くなります。

•

2 秒後にアニメーションは繰返されます。アニメーションは累積的なので、領
域の幅はオリジナルの幅にリセットされません。代わりに、205 ピクセル幅に
なるように領域の幅には 5 ピクセル加えられます。

•

3 秒後、領域は 2 回目の繰返しの開始時の幅より 20 ピクセル拡大します。し
たがって、最終的な幅は 220 ピクセルになります。

特殊なアニメーションタグを使う
以下のセクションは、<animate/>タグのバリエーションである、特殊なアニメ
ーションタグについて記述します。以下の表でまとめられている特殊なタグを
使う前に、<animate/>タグの動作を理解する必要があります。

タグ
<animateColor/>

特殊なアニメーションタグ
機能

領域あるいはクリップに対する色の値を
変更します
<animateMotion/> 要素を水平方向あるいは垂直方向に移動
します。
<set/>
新しい値を属性に瞬間的に設定します。

参照ページ
353 ページ
354 ページ
354 ページ

追加情報
<animate/>タグと特別なアニメーションタグに使用可能な様々な属性の情
報は、341 ページの「基本的アニメーションの作成」を参照してください。
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色のアニメーション
<animateColor/>タグは<animate/>タグと同様に動作しますが、色のアニメー
ションだけに限って使用されます。<animate/>タグを用いても色のアニメーシ
ョンも実行できますが、<animateColor/>を使うと、色のアニメーションを他
のアニメーションと区別できる点が有利です。以下の表は、アニメーション可
能なクリップと領域の色のプロパティを一覧表示しています。言いかえると、
以下の属性を<animateColor/>タグのattributeName値として使うことができ
ます。
<animateColor/>タグで使用される
タグで使用されるattributeNameの値
の値
タグで使用される
属性
ターゲット 効果
参照ページ
backgroundColor クリップ、 ルートレイアウト、セカンダ 228 ページ
領域、ウィ リウィンドウまたは領域の背
ンドウ
景色を変更します。
color
クリップ
<brush/>オブジェクトの色を 164 ページ
変更します。

以下の例は、領域の背景色を赤に変えます。
<animateColor targetElement="image_region"
attributeName="backgroundColor"
to="red" begin="1s" dur="12s" fill="freeze"/>
また、以下の例のようにvaluesリストを使用して、いくつかの色に要素をアニ
メーションできます。
<animateColor targetElement="image_region"
attributeName="backgroundColor"
values="red;blue;yellow" calcMode="discrete" .../>
calcMode=”discrete”を使用する場合、指定された色だけが表示されます。ただ
し、calcModeの値にpacedあるいはlinearを使うと中間の色が表示されます。色
のアニメーションにpacedとlinearモードは使う場合、微妙に違いがあります。
以下の値を指定するとします。
values="#FFDD11;#FFDD22;#FFDDFF"
pacedモードでは、アニメーションは、#FFDD11から#FFDDFF にスムーズに流
れます。しかし、linearモードでは、アニメーションの前半部分では、色は
#FFDD11から#FFDD22に変わります。後半部分では、色は#FFDD22から#FFDDFF
に変わります。前半部分は色の変化が少ないので、後半部分より色の変化はゆ
っくりになります。
追加情報
calcMode の詳細は 349 ページの「アニメーションの流れ方のコントロール」
を参照してください。SMIL の色の値については 451 ページの「付録 C」を参
照してください。
ヒント
色のアニメーションは追加的あるいは累積的ではないので、
<animateColor/>あるいは<animate/>タグで色をアニメーションさせる場
合は、by、additive、accumulate 属性を使用しないでください。
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水平方向および垂直方向の移動の作成
水平方向および垂直方向の移動の作成
<animateMotion/>タグは要素を水平と垂直方向に動かします。<animete/>タグ
を2つ使用して要素を水平と垂直方向に動かすことができますが、1つの
<animateMotion/>タグを使用することによって、単純に作成することができる
場合もあります。<animateMotion/>タグは以下の機能を持ち、<animate/>タグ
とは異なる制限があります。
•

<animateMotion/>タグでは、attributeName 属性を指定しません。このタグで
は、targetElement 属性で指定された要素の左上の角を常に選択します。

•

<animateMotion/>タグでは、values リスト、to、by、from 属性を使うことが
できます。常に 2 つの値をペアーで使用し、これらの値はカンマで区切ります。
最初の値は水平方向の座標地（ｘ軸）、2 番目の値は垂直方向の座標地（Y 軸）
です。以下に例を示します。
• to="120,180"
• by="75%,15%"
• values="60,120;80,150"

•

calcMode のデフォルト値は linear ではなく paced です。これによって、いく
つかのポイントで要素をアニメーションさせる場合に、スムーズな流れをつく
ります。calcMode の詳細は 349 ページの「アニメーションの流れ方のコント
ロール」を参照してください。

•

水平方向および垂直方向にクリップを移動するために<animateMotion/>タグ
を使用することができますが、<animate/>タグは少ない CPU パワーでこの動
きを作成します。従って、対角線に移動するときのみ<animateMotion/>の使
用をお奨めします。
以下の例は、ターゲット領域の左上の角をvaluesリストで定義された3つのポイ
ントに動かします。calcMode=”discrete”を使っているので、領域はポイントか
らポイントへスムーズに動くのではなくジャンプします。
<animateMotion targetElement="image_region"
values="180,180;60,340;125,95" calcMode="discrete" begin="7s" dur="5s"
fill="freeze"/>

属性値の設定
<set/>タグは、タグがアクティブでない状態になるまで、属性を指定された値
に変更します。たとえば、クリップの再生中に領域の背景色を変えるときに便
利です。<animate/>タグでアニメーション可能な全ての属性に使用することが
できます。したがって、<set/>タグは要素のサイズ、位置、色を変えることが
できます。しかし、<animate/>タグより、属性は少ししか使用できません。以
下の表は、<set/>タグで利用できるアニメーション属性です。

属性
attributeName

値

属性名

targetElement

ID

<set/>タグの属性
タグの属性
動作
アニメーションさせる
属性を設定します。
アニメーションする属
性を含むタグを指定し
ます。
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to

ピクセル値|パーセ
ンテージ値|
色の値

SMILアニメーション

新しい属性値を設定し
ます。

346 ページ

<set/>タグでは、begin、dur、fillなどの基本SMIL時間設定属性を使います。以
下の例は、<set/> タグが領域の背景色を変えることを示しています。アニメー
ションがアクティブになると同時に領域の色が変わります。そして、30秒後に
以前の色にリセットします。
<set targetElement="video_region" attributeName="backgroundColor"
to="blue" dur="30s"/>
<set/>タグが継続時間を明確に定義しない場合は、<set/>タグがアクティブで
ある限りアニメーションは続きます。<set/>タグががクリップと関連づけられ
る場合は、クリップの継続時間が終わるまでアニメーションは続きます。次の
例は、画像の10秒の継続時間が経過するとアニメーションは終了しますが、
fill="freeze"により、画像はまだスクリーン上に表示されています。
<img src="image1.gif" region="image_region" dur="10s" fill="freeze"/>
<set targetElement="video_region" attributeName="backgroundColor"
to="blue"/>
</img>
ヒント
クリップのタイミング属性から<set/>タグを切り離すために、339 ページの「ア
ニメーションタグの配置」で記述されるように、<set/>タグとクリップソースタグ
をパラレルグループにおきます。

アニメーションの時間の操作
RealOne Playerは、アニメーションに対するSMILの時間操作をサポートします
（アニメーションだけです）。たとえば、時間操作はアニメーションを加速さ
せる、あるいは減速させる割合をコントロールします。本書の新しいバージョ
ンで時間操作を説明します。現在はSMIL2.0の規格で時間操作について学ぶこ
とができます。
http://www.w3.org/TR/smil20/smil-timemanip.html
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第18章
章
スイッチング
SMILのスイッチングはRealOne Playerがある基準に基づいて異なるクリップを
選択する方法を提供します。たとえば、視聴者の言語設定に基づいて、各RealOne
Playerは異なるオーディオトラックを選択します。この章では、異なる視聴者
に異なるクリップをストリームするスイッチグループの設定方法について説明
します。

スイッチングについて
SMILのスイッチングは、見たいプレゼンテーションを視聴者に選択させること
なしに、異なる視聴者に対してプレゼンテーションを組み立てる強力な方法で
す。言語の選択の場合では、視聴者のRealOne Playerの設定に基づいて自動的に
SMILのスイッチングが起こります。利用可能な帯域幅あるいはモニターサイズ
などの場合は、視聴者がコントロールできない属性に基づいてスイッチングが
起こります。しかし、全ての場合でRealOne Playerは視聴者が入力しなくとも自
動的に選択を行います。
ヒント
視聴者にオプションを選択させたい場合は、<switch>タグではなく<excl>タ
グを使用してください。<excl>タグの詳細は 203 ページの「エクスクルーシブ
グループの作成」を参照してください。
追加情報
以下のセクションでは、異なる言語で録音されたクリップをスイッチングする
例を示します。ただし、帯域幅あるいはモニターサイズなどの他の基準でス
イッチングする場合でも同じ原則が適用されることを覚えておいてください。

スイッチグループの作成
スイッチグループは<switch>タグで始まり</switch>タグで終わります。これら
のタグの間に、テスト属性を含む複数のクリップソースタグのような複数の選
択肢をリストします。RealOne Playerはリストされた順番で選択肢を評価し、再
生可能な最初の選択肢を選択します。たとえば、以下の単純な<switch>グルー
プ例では、SystemLanguageテスト属性によって、RealOne Playerがその言語設
定に基づき2つのオーディオクリップのなかからどちらか1つを選択します。
<switch>
<audio src="french.rm" SystemLanguage="fr"/>
<audio src="german.rm" SystemLanguage="de"/>
</switch>
言語設定としてフランス語（fr）が設定されているRealOne Playerだけが、最初
のクリップを再生します。言語設定として視聴者がドイツ語（de）を設定した
RealOne Playerだけが、2番目のクリップを再生します。他の言語設定のRealOne
Playerはどちらのクリップも再生せず、<switch>グループ内のクリップを無視し
プレゼンテーションの次の部分に進みます。したがって、RealOne Playerは

356

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

スイッチング

<switch>グループの中からただ1つのクリップを再生するか、あるいは、どのク
リップも再生しません。ただし、決して1つ以上のクリップは再生しません。

デフォルトの選択肢のスイッチグループへの追加
視聴者に幅広くストリームを届けるためには、<switch>グループにデフォルト
の選択肢が必要となります。デフォルトの選択肢が無いと、あるRealOne Player
はグループ内のどのクリップも再生しないかしれません。デフォルトの選択肢
は次の条件を満足する必要があります。
•

デフォルトオプションはテスト属性を含む必要はありません。
全ての RealOne Player はテスト属性を含まない選択肢を選択します。した
がって、テスト属性のある選択肢を選ばなかった全ての RealOne Player は、
テスト属性の無い選択肢を選びます。

•

デフォルトの選択肢は<switch>グループの最後の選択肢である必要がありま
す。
RealOne Player は常にリストされた順番で選択肢を評価し、条件を満足す
る最初の選択肢を再生します。テスト属性を含む選択肢の前に、デフォル
トの選択肢をリストすると、全ての RealOne Player はデフォルトの選択肢
に続くテスト属性のある選択肢を評価しません。
以下の例は、前述の例を変更したもので、デフォルトの選択肢に英語のクリッ
プを加えたものです。
<switch>
<audio src="french.rm" SystemLanguage="fr"/>
<audio src="german.rm" SystemLanguage="de"/>
<audio src="english.rm"/>
</switch>
英語クリップは最後にリストされSystemLanguageのテスト属性を含まないの
で、このクリップがデフォルトになることに注目してください。この例では、
フランス語やドイツ語以外の言語設定のRealOne Playerは英語のクリップを選
択します。たとえば、スウェーデン語、韓国語、英語などに言語設定された
RealOne Playerはすべて英語のクリップを選択します。

インラインスイッチングの使用
スイッチングを行うために常に<switch>タグが必要なわけではありません。
<par>あるいは<seq>グループの中のクリップソースタグにテスト属性を加え
る、インラインスイッチングも使用可能です。RealOne Playerがテスト属性を見
つけると、クリップを再生するのかあるいはスキップするのかを決めるために、
そのテスト属性を評価します。以下のパラレルグループの例では、RealOne
Playerは常にFlashクリップを再生し、その言語設定に基づいてフランス語また
はドイツ語のオーディオクリップを選択します。
<par>
<ref src="cartoon.swf" region="playback"/>
<audio src="french.rm" SystemLanguage="fr"/>
<audio src="german.rm" SystemLanguage="de"/>
</par>
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インラインスイッチングあるいはスイッチグループの選択
インラインスイッチングが便利な状況は多くありますが、インラインスイッチ
ングはデフォルトの選択肢を提供できないので、<switch>グループより強力な
方法ではありません。前述の例にデフォルトの英語のクリップを加えた以下の
例を考えます。
<par>
<!-- This is NOT a good example of switching. -->
<ref src="cartoon.swf" region="playback"/>
<audio src="french.rm" SystemLanguage="fr"/>
<audio src="german.rm" SystemLanguage="de"/>
<audio src="english.rm"/>
</par>
上に示したパラレルグループは、フランス語やドイツ語の言語設定以外の全て
のRealOne Playerで動作します。例えば、フランス語の言語設定のRealOne Player
では、Flashクリップ（.swf）と、フランス語のRealAudioクリップと、言語設定
に結び付けられるSystemlanguage属性を持たない英語のクリップを再生しま
す。従って、視聴者はフランス語と英語の混ざった不可解なオーディオを聞く
ことになります。
<switch>タグ使用する場合に限って、RealOne Playerがグループの全ての選択肢
を評価し、ただ1つの選択肢を選択します。
以下の例は、パラレルグループにデフォルトの英語の選択肢を追加する正しい
方法です。
<par>
<!-- This is a good example of switching. -->
<ref src="cartoon.swf" region="playback"/>
<switch>
<audio src="french.rm" SystemLanguage="fr"/>
<audio src="german.rm" SystemLanguage="de"/>
<audio src="english.rm"/>
</switch>
</par>

利用可能なテスト属性
以下の表は、スイッチングに利用可能なテスト属性の一覧です。これらの属性
についてはこの章の残りで詳しく記述します。
スイッチの属性
属性

値

テストするもの

systemAudioDesc

on|off

systemBitrate

ビット/秒

systemCaptions

on|off

オーディオの概要
設定
利用可能な帯域幅
全体
キャプション設定

systemComponet

コンポーネント

systemCPU

CPU タイプ
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たはバージョン
コンピューターの
CPU の種類

参照
ページ
364
ページ
362
ページ
364
ページ
367
ページ
365
ページ
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systemLanguage

言語コード

言語設定

systemOperatingSystem

OS 名

systemOverdubOrSubtit
le

overdub|subtitle

systemRequired

prefix

systemScreenDepth

1|4|8|24|32

コンピューターの
オペレーティング
システム
吹き替え、または
サブタイトルの設
定
名前空間のサポー
ト
モニターの色深度

systemScreenSize

高さ x 幅

モニターサイズ

360
ページ
365
ページ
361
ページ
369
ページ
367
ページ
366
ページ

スイッチグループを記述する場合のヒント
•

<switch>タグは SMIL ファイルの<head>あるいは<body>部分の中に記述する
必要があります。言い換えると、<smil>、<head>あるいは<body>タグを<switch>
タグの中に記述することはできません。

•

RealOne Player に別のレイアウトを選択させるために、<switch>タグをヘッダ
ー部分に使用することができます。キャプションのある場合に適合するように
レイアウトを変更する例については 375 ページの「例 3：キャプション用のメ
ディア再生ペインのリサイズ」を参照してください。

•

<seq>、<par>あるいは<excl>グループ間で代替グループをスイッチするために
<switch>タグを使用可能です。この場合、テスト属性はクリップソースタグの
中ではなくて、グループタグの中に追加します。

•

複数のテスト属性をタグの中で使用できます。たとえば、モニターサイズと色
深度を同時にテストすることもできます。複数のテスト属性がある場合、
RealOne Player はクリップを選択する前に全ての属性値を満足しなければなり
ません。別の方法として、<switch>タグを入れ子にすることで同じ結果が得ら
れます。この両方の使用例は 370 ページの「複数の属性でスイッチする」を参
照してください。

•

全ての RealOne Player が再生可能な選択肢を選べるようにデフォルト値を作成
したい場合がほとんどです。しかし、デフォルト値が必要でない場合もありま
す。たとえば、300Kbps、200Kbps、100Kbps でストリームされるクリップ間で
スイッチするグループを作成する場合には、デフォルトの選択肢を含めたくな
い場合があります。この場合、ダイアルアップモデムで接続された RealOne
Player はどのクリップも要求しません。

•

デフォルトの選択肢を選択させたくない RealOne Player がある場合には、必ず
しもデフォルトの選択肢を削除する必要はありません。代わりに、画像あるい
は RealText を表示させるデフォルトの選択肢を使用し、視聴者に RealOne
Player がプレゼンテーションを再生できない理由を知らせることができます。

•

SMIL のハイパーリンクを使用するクリップ間でスイッチを行うためには、ク
リップタグを<a>と</a>タグで囲むのではなく、クリップソースタグの内側に
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<area/>タグを使用してリンクを作成してください。それから、以下に示すよ
うにクリップタグにテスト属性を追加してください。
<video src="video1.rm" SystemLsnguage="fr" ...>
<area href="http://www.example.com" .../>
</video>
追加情報
<area/>タグの詳細は 286 ページの「<area/>タグの使用」を参照してくださ
い。

言語の選択でスイッチする場合
異なる言語のソースクリップがある場合、クリップソースタグあるいはグルー
プタグにSystemLanguageテスト属性を使用してください。
以下の例は、それぞれフランス語、ドイツ語、スペイン語、日本語、韓国語、
英語で別々のナレーションが流れるビデオスライドショーを示しています。各
RealOne Playerは同じスライドショーを要求しますが、Playerの言語設定
（Tools>Preferences>Content）とSystemLanguage値の評価結果に基づき、オー
ディオクリップを選択します。
<par>
<ref src="seattle_slides.rp"/>
<!-- select audio based on RealOne Player Language preference setting -->
<switch>
<audio src="seattle_french.rm" SystemLanguage="fr"/>
< audio src ="seattle_german.rm" SystemLanguage ="de"/>
< audio src ="seattle_spanish.rm" SystemLanguage ="es"/>
< audio src ="seattle_japanese.rm" SystemLanguage ="ja"/>
< audio src ="seattle_korean.rm" SystemLanguage ="ko"/>
< audio src ="seattle_english.rm"/>
</switch>
</par>
最後のオーディオ選択肢はデフォルトです。最後の選択肢はテスト属性を持た
ないので、フランス語、ドイツ語、スペイン語、日本語、韓国語以外の言語設
定のRealOne Playerは英語のクリップを選択します。
追加情報
systemLanguage の使用方法に関しては 372 ページの「異なる言語のサブ
タイトルと HTML ページ」を参照してください。

言語コードの設定
503ページの「付録I」はSystemLanguage属性の値として使われるコードを一覧
表示しています。一次言語コードがバリエーションコードをもっている場合が
あります。たとえば、 esはスペイン語の一次コードで、スペインで話されてい
るスペイン語に相当します。
このコードはメキシカンスパニッシュに対するes-mxとプエルトリカンスパニ
ッシュに対するes-prなどのバリエーションコードを持っています。バリエーシ
ョンコードが使用される場合、RealOne Playerは以下のルールに従ってクリップ
を選択します。
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•

バリエーション言語の設定がされている RealOne Player は、バリエーションコ
ードあるいは一次コードのどちらかを選択します。これは、<switch>グループ
の中で早く現れるコードのどちらかを選択することになります。たとえば、メ
キシカンスパニッシュの言語設定の RealOne Player は es-mx あるいは es に指
定されたクリップを再生します。es の値を持つクリップが最初に記述されてい
る場合、RealOne Player は es-mx の選択肢を選ぶ評価をそれ以上続けません。

•

一次言語コードに設定されている RealOne Player はバリエーションコードの値
を持つクリップを選択しません。たとえば、スペインで話されるスペイン語の
言語設定の RealOne Player は、es に指定されたクリップだけを再生します。た
とえば、es-mx および es-pr の 2 つの選択肢だけがある場合は、この RealOne
Player はどちらの選択肢も選択しません。
言語バリエーションが異なる別々のクリップがある場合、以下に示すように、
一次コードに相当するクリップを最後の選択肢としてリストしてください。
<switch>
<audio src="mexico.rm" SystemLanguage="es-mx"/>
<audio src="puertorico.rm" SystemLanguage="es-pr"/>
<audio src="defaultspanish.rm" SystemLanguage="es"/>
</switch>
この例では、メキシカンスパニッシュ（es-mx）の言語設定のRealOne Playerは
最初のクリップを選択します。プエルトリカンスパニッシュ（es-pr）の言語設
定のRealOne Playerは2番目のクリップを選択します。他のスペイン語のバリエ
ーションの設定のRealOne Playerは最後のクリップを選択します。たとえば、チ
リスパニッシュの設定のRealOne Playerは、その適したバリエーション（es-cl）
がリストに無いので、esの選択肢を選択します。

サブタイトルとオーバーダビングの提供
外国語のクリップに対して、RealOne Playerの視聴者はサブタイトルあるいはオ
ーバーダビングの設定が可能です。SystemOverdubOrSubtitle属性がこの設定を
調べ、視聴者の選択に基づいたクリップを表示します。この属性は2つの値のう
ち、overdubあるいはsubtitleのどちらか一方を指定することができます。以下
のようにRealVideoのバリエーションが3つあると仮定します。
1.オリジナルのフランス語のバージョン（original.rm）
2.英語で吹き替えされたバージョン（dubbed.rm）
3.英語のサブタイトルを持つオリジナルのフランス語のバージョン（titled.rm）
以下の例に示すように、<sswitch>タグ中でSystemLanguageと同時に
SystemOverdubOrSubtitleを使うことができます。
<switch>
<!-- Version for RealOne Players with a preference for English and
overdubbing. -->
<video src="dubbed.rm" SystemLanguage="en"
SystemOverdubOrSubtitle="overdub"/>
<!-- Version for RealOne Players with a preference for English and
subtitling. -->
<video src="titled.rm" SystemLanguage="en"
SystemOverdubOrSubtitle="subtitle"/>
<!-- Version for RealOne Players with a Language preference other than
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English. -->
<video src="original.rm"/>
</switch>
この例では、英語とオーバーダビングの設定がされたRealOne Playerは最初のク
リップを再生します。英語の言語設定がされている他のRealOne Playerは2番目
のクリップを再生します。オリジナルのフランス語のクリップは最後にリスト
されていて、SystemLanguage属性が設定されていません。したがって、フラン
ス語の言語設定と、英語以外の言語設定のRealOne Playerに対しては最後のクリ
ップがデフォルトで再生されます。
メモ
前の例で、2 番目のクリップはサブタイトルを指定する必要はありません。
systemOverdubOrSubtitle 属性は、値として overdub または subtitle だけ
を使用します。最初のクリップが overdub の値をとるので、subtitle だけが 2
番目のクリップのために残されます。

帯域幅の選択肢の間でスイッチングする
接続速度が異なる視聴者に別々のクリップを配信するためには、利用可能な帯
域幅全体に基づいた選択肢を定義するSystemBitrateテスト属性を使用してく
ださい。SystemBitrate属性は、その値としてプレゼンテーション全体を配信す
るのに必要な概算のビット／秒をとります。以下の例の<switch>タグは2つの異
なるRealPixプレゼンテーションをリストしています。最初のRealPixは、少なく
とも帯域幅が80Kbpsで接続されたRealOne Player用です。2番目のRealPixは、
28.8Kbpsモデムの低い接続帯域用です。
<switch>
<ref src="slides1.rp" SystemBitrate="80000"/>
<ref src="slides2.rp" SystemBitrate="20000"/>
</switch>
上に示すように、接続速度の速い順番から遅い順番で帯域幅の選択をリストし
てください。RealOne Playerは選択肢を順番に評価し、再生可能な最初の選択肢
を選択します。20000bpsの選択肢が最初にリストされた場合は、接続速度の高
いRealOne Playerは、それが最初の再生可能な選択肢になるので、そのクリップ
を選択します。最後の選択肢はサポートしたい最低の接続速度を満足すること
を確認してください。たとえば、最後の選択肢がSystemBitrate=”60000”である
ならば、モデムで接続されたRealOne Playerは、必要とされる帯域幅が高すぎる
ので、プレゼンテーションを再生しません。
以下に示すより複雑な例は、3つのパラレルグループを示しています。各<par>
タグはクリップ全部が消費する概算の帯域をリストするSystemBitarate属性を
持っています。また各グループでは同じRealTextクリップを使用し、グループ
の帯域幅に対して作られた別々のRealAudioクリップとRealPixクリップを使用
していることに注目してください。
<switch>
<par SystemBitrate="225000">
<!--RealOne Players with 225 Kbps or faster connections choose this
group-->
<audio src="music1.rm"/>
<ref src="slides1.rp" region="images"/>
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<textstream src="narration.rt" region="Text"/>
</par>
<par SystemBitrate="80000">
<!--RealOne Players with connections between 80 and 225 Kbps get this
group-->
<audio src="music2.rm"/>
<ref src="slides2.rp" region="images"/>
<textstream src="narration.rt" region="text"/>
</par>
<par SystemBitrate="20000">
<!--RealOne Players with connections between 20 and 80 Kbps get this
group-->
<audio src="music3.rm"/>
<ref src="slides3.rp" region="images"/>
<textstream src="narration.rt" region="text"/>
</par>
</switch>
追加情報
35 ページの「最大ストリーミングレート」の表は様々なネット－ワークの接続
条件に対する帯域幅のガイドラインを提供しています。

SureStream クリップのスイッチング
SureStream技術で複数のビットレートに対してエンコードされたRealAudioや
RealVideoクリップでは、SystemBitrate属性をもつ<switch>タグを使う必要があ
る場合と必要が無い場合があります。以下のガイドラインはこれを決定する助
けになります。
•

プレゼンテーションが SureStream クリップの単独で構成されるならば、SMIL
ファイル内で単純にそのクリップにリンクさせます。クリップは RealOne
Player の接続速度に近いレートで配信されます。<switch>タグで帯域幅の選択
を指定する必要はありません。

•

SureStream クリップとシングルレートでエンコードされたクリップが混在す
る場合は、<switch>タグを使います。この場合、SureStream クリップは常に使
用されますが、<switch>グループは他のクリップに対する RealOne Player の選
択肢を与えます。以下の例は SureStream の RealAudio クリップおよび異なる帯
域幅に対して構成された 2 つの RealPix の選択を示しています。
<par>
<audio src="soundtrack.rm"/>
<switch>
<ref src="slideshow1.rp" SystemBitrate="47000" region="images"/>
<ref src="slideshow2.rp" SystemBitrate="20000" region="images"/>
</switch>
</par>
利用可能な帯域をが最低でも47000ビット／秒のRealOne Playerは
slideshow1.rpを選択します。たとえば、このスライドショーが25Kbpsの帯域幅
を使用するすると、このRealOne Playerはsoundtrack.rmから22Kbpsかそれ以下
の帯域幅のSureStreamトラックを取りだします。利用可能な帯域が20000bpsか
ら47000bpsの間のRealOne Playerはslideshow2.rpを選択し、両方のクリップの合
計帯域が20Kbps以下になるようなSureStreamトラックを選択し、RealPixと同時
に再生します。
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追加情報
SureStream の詳細は 37 ページの「SureStream の RealAudio および
RealVideo」を参照してください。ネットワーク接続速度のターゲットに関する
情報は 33 ページの「手順 4：帯域幅の戦略の作成」を参照してください。

プレゼンテーションのアクセス性を高める
プレゼンテーションのアクセス性を高める
耳や目の不自由なRealOne Playerユーザーは、それぞれオーディオの概要やキャ
プションを与える選択が利用可能な場合に、このアクセスビリティを設定でき
ます（Tools>Preferences>Content）。SystemAudioDescとSystemCaptions属性
を使用して、これらの選択肢をRealOne Playerの視聴者に合わせることができま
す。これらの選択肢は、同時にまたは単独で使うことができます。値はonまた
はoffを取ります。3つのバージョンのビデオクリップがある場合を考えます。
1.アクセスビリティ設定をしていない視聴者へのオリジナルのビデオ
（video.rm）
2.オーディオの概要の設定をしている目の不自由な視聴者に対するバージョン
（video_descriptions.rm）。オーディオの概要があるビデオは、クリップに埋
め込まれた別々のオーディオトラックが次に来るシーンを要約する間、一時停
止するビデオで構成されます。
3.キャプションの設定をしている耳の不自由な視聴者に対するバージョン
（video_captions.rm）。キャプションのあるビデオは、サブタイトルと同様な
キャプションが埋め込まれたビデオで構成されます。サブタイトルはビデオの
オーディオトラックと同じ言語です。
視聴者のアクセスビリティ設定に基づいてクリップを選択をするために、以下
に示す例のようなSystemAudioDescとSystemCaptions属性を用いてインライン
スイッチングを使うことができます。
<seq>
<video src="video_descriptions.rm" SystemAudioDesc="on"/>
<video src="video_captions.rm" SystemCaptions="on"/>
<video src="video.rm"/>
</seq>
追加情報
システムキャプションを提供する RealText の使用例は 373 ページの
「RealText を使用してシステムキャプションを表示する」を参照してください。

視聴者のコンピューターに基づくスイッチング
メモ
コンピューター属性ベースのスイッチングは、現在 RealOne Player で機能し
ません。
いくつかの<switch>タグ属性、SystemCPU、SystemOperatingSystem、
SystemScreenSize、SystemScreenDepthは視聴者のコンピューターのハードウ
エアやソフトウエアに基づいて、クリップやグループをスイッチします。たと
えば、RealOne Playerが動作しているマシンの機能に基づいて、プレゼンテーシ
ョンのサイズやクリップのタイプを組み立てます。

364

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

スイッチング

CPU タイプでスイッチングする
SystemCPU属性は、RealOne Playerが動作しているコンピューターのプロセッサ
ーに基づいてクリップをスイッチします。この属性はコンピューターのプロセ
ッサーを認識しますが、コンピューターのクロックスピード、利用可能なメモ
リ、オペレーティングシステムなどのような、他の属性は認識しません。以下
の表はSystemCPU属性の値として取ることの可能な値の一覧を示しています。

属性値
alpha
arm
arm32
hppa1.1
m68k
mips
ppc
rs6000
unknown
vax
x86

SystemCPU属性の値
属性の値
コンピュータープロセッサー
Compaq Alpha プロセッサー
UNIX ベースのサーバープロセッサー
UNIX ベースのサーバープロセッサー
Hewlett-Packard UNIX ベースのサーバープロセッサー
PowerPC Macintosh 以前のプロセッサー
UNIX ベースのサーバープロセッサー
PowerPC Macintosh および Linux
IBM UNIX ベースのサーバープロセッサー
不明のタイプ
VMS または UNIX が動作する DEC VAX
Windows および Linux PC とサーバー用の Intel のチップ

メモ
この表は、SMIL で定義されている systemCPU 属性の全ての値です。ただ
し、これは RealOne Player が各ハードウェアプラットフォームで利用できるこ
とを意味するものではありません。

オペレーティングシステムでスイッチングする
SystemOperatingSystem属性は、RealOne Playerが動作しているコンピューター
のオペレーティングシステムに基づいてクリップをスイッチします。ただし、
オペレーティングシステムの各種バージョンは区別しません。以下の表は
SystemOperatingSystemが取ることのできる値の一覧です。一番右側の列は
RealOne Playerが動作するオペレーティングシステムを示しています。ただし、
RealOne Playerが動作可能かどうかは変更される可能性があることに注意して
ください。

属性値
aix
beos
bsdi
dgux
freebsd
hpux
irix
Linux
macos
ncr
netbsd

SystemOperatingSystem属性の値
属性の値
選択されたオペレーティングシステム
IBM の UNIX である AIX
Be operating system
Berkeley Software Design の UNIX
Data General の UNIX である UX
UNIX 系 FreeBSD
UNIX 系 HP-UX
Silicon Graphics の UNIX である Irix
全ての Linux バージョン
MacOSX を含む全ての Macintosh のオペレー
ティングシステム
NCR network operating system
UNIX 系 Network BSD
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nextstep
nto
openbsd
openvms
os2
osf
palmos
qnx
rhapsody
sco
sinix
solaris
sunos
unixware
unknown
win16
win32
win9x
wince
winnt
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NeXT operating system
UNIX 系 NTO
UNIX 系 Open BSD
Open VMS
IBM OS/2
Open Software Foundation の UNIX
Palm operating system
QNX Software System's realtime platform
Macintosh OSX Server
Caldera の UNIX (正式には Santa Cruz
Operations)
Siemens の UNIX である Nixdorf
UNIX 系 Sun Solaris
Solaris 以前の SUN の UNIX
Caldera の UNIX (正式には Novell)
不明のオペレーティングシステム
Microsoft Windows 16 ビット OS
Microsoft Windows 32 ビット OS
Microsoft Windows 95/98/ME
Microsoft Windows CE および PocketPC
Microsoft Windows NT/2000/XP

いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
はい
いいえ
はい
はい
はい
はい
はい
はい

モニターサイズまたは色深度でのスイッチング
SystemScreenSizeとSystemScreenDepthの2つの属性は、RealOne Playerを表示
するモニターのサイズと色表示能力に基づきクリップをスイッチします。たと
えば、同じビデオのサイズが異なるバージョンと色深度の違うバージョンがあ
る場合はこれらが有効になります。

モニターサイズの指定
SystemScreenSize属性にはheightXwidth形式のピクセル値を使用します。値は
RealOne Playerを表示するモニターがその指定サイズより大きい必要がありま
す。以下は一般的なSystemScreenSizeの値です。
1024X1280

21インチ以上のモニターの一般的なサイズ

768X1024

17インチ以上のモニターの一般的なサイズ

600X800

15インチ以上のモニターの一般的なサイズ

480X640

通常用いられる最も小さいデスクトップモニターのサイズ
メモ
大文字の「X」を使う必要があります。また、モニターサイズは一般的に
640-by-480 のように幅-by-高さ形式で表されますが、SMIL では高さを最初
に指定することに注意してください。

RealOne Playerが選択肢を選択できるように、モニターは少なくとも指定された
サイズである必要があるので、上の例のようにリストの選択肢は常に一番大き
いサイズから一番小さいサイズの順番で記述します。たとえば、最初に
SystemScreenSize=”480X640”をリストすると、全てのデスクトップモニターは
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少なくともそのサイズ以上なので、標準的なデスクトップの全てのRealOne
Playerはその選択肢を選択します。
ヒント
コンピューターのユーザーは通常モニターの解像度を変更できます。たとえ
ば、17 インチモニターは 768X1024 の解像度を持つ場合がありますが、これ
を 600X800 に設定もできます。

色深度の指定
SystemScreenDepth属性はモニターの色のビット深度を指定する整数値をとり
ます。クリップを再生するためにはモニターは指定されたビット深度かそれ以
上である必要があります。以下は一般的なSystemScreenDepthの値です。
32

フルカラー

24

フルカラー

16

数千色

8

256色

4

16色

1

白と黒

RealOne Playerが選択肢を選択できるように、モニターは少なくとも指定された
色深度でなければならないので、上のように常に一番高いビット深度から一番
低いビット深度の順番で選択肢をリストします。たとえば、
SystemScreenDepth=”8”を最初にリストすると、標準的なカラーモニター上の
全てのRealOne Playerは、少なくともモニターが256色以上なのでこの選択肢を
選択します。

コンポーネントとバージョンナンバーのチェック
systemRequired属性とsystemComponent属性を使用して、RealOne Player（あ
るいは他のSMILベースのメディアプレーヤー）が特定のバージョン、クリップ
を表示するプラグインのようなあるコンポーネントを持つ場合にだけ、再生で
きる要素を定義できます。次のセクションは、SMIL2.0でこれらの属性を使う
方法と、下位互換性を提供するためにSMIL1.0を使う方法を説明します。

SMIL2.0 のテスト属性の定義
次の例は、SMIL2.0でsystemRequired属性とsystemComponent属性がどのよう
に動作するか示します。
<smil xmlns=”http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language”
xmlns:prefix="customizations_namespace">
<body>
<switch>
<ref systemRequired="prefix" prefix:systemComponent="component"
...clip to use if the player has the specified component.../>
<ref ...clip to use if the player does not have
the specified component.../>
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</switch>
</body>
</smil>
この例の<switch>タグは、RealOne Playerに2つのクリップの中から選択するこ
とを可能にします。もしRealOne Playerが最初のクリップの条件を満たさない場
合は、2つめのデフォルトを選択して再生します。

カスタマイズ名前空間
前の例の<smil>タグは、テストされるメディアプレーヤーを規定するカスタマ
イズ名前空間を定義します。
xmlns:prefix="customizations_namespace"
systemComponent属性の値がそれぞれのメディアプレーヤーで異なっている
ので、カスタマイズ名前空間が要求されます。例えば、RealOne Playerのバージ
ョン番号のテストを行うsystemComponent属性の値は、異なったSMILベース
のメディアプレーヤーのバージョン番号をテストするsystemComponent属性
の値と異なります。名前空間には、メディアプレーヤーがsystemComponent属
性を識別することができるような値を定義します。
追加情報
名前空間に関しての詳細は 157 ページの「カスタム SMIL 属性の使用」を参
照してください。

systemRequired 属性
systemRequired属性は、カスタマイズ名前空間のためにプレフィックスを値と
します。この属性は必要です。なぜなら特定のsystemComponent属性の値のよ
うな、ある属性を処理しないメディアプレーヤーは、属性は無視し要素を再生
します。プレーヤーがカスタマイズ名前空間を認識しない場合は、メディアプ
レーヤーに完全に要素を無視させることによってsystemRequired属性は、デフ
ォルトの動作を上書きします。

systemComponent 属性
systemComponent属性は、バージョン番号のような、コンポーネントやRealOne
Playerあるいは他のメディアプレーヤーが所有しなくてはならないプロパティ
を選択します。値はそれぞれのメディアプレーヤーに固有です。
メモ
このマニュアルの最終バージョンで、RealOne Player でテストをすることがで
きるコンポーネントとプロパティを記述します。現在は、次のセクションで説
明するように、systemComponent 属性は主に SMIL1.0 ファイルに SMIL2.0
の機能を追加するのに用いられます。

SMIL2.0 を SMIL1.0 と組み合わせる
前のセクションは、SMIL2.0環境でsystemComponent属性とsystemRequired属
性をどのように使用するかを記述しました。このセクションでは、RealOne
Playerのために拡張されたSMIL2.0の機能含むファイルをRealPlayer 7と
RealPlayer 8(RealPlayer G2ではない)でSMIL1.0として再生するための
systemComponent属性とsystem-required属性（systemRequired属性のSMIL1.0
バージョン）を使用方法を説明します。

368

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

スイッチング

ヒント
SMIL1.0 と SMIL2.0 の間での多くの相違点があるので、RealNetworks 社
は RealOne Player では SMIL2.0 として再生し、RealPlayer 7 と 8 で SMIL1.0
として再生する複雑な SMIL ファイルを作成することを奨めません。ただ既
存の SMIL1.0 プレゼンテーションに少数の SMIL2.0 の機能を追加するため
には、この下位互換の方法を使います。または、別の SMIL1.0 と SMIL2.0
ファイルを作成してください。

プレーヤーバージョンのテスト
SMIL1.0にSMIL2.0の機能を追加するには、それぞれのSMIL2.0要素にプレーヤ
ーバージョンをテストするsystemComponent属性とsystem-required属性を使
用します。これによってRealPlayer 7と8は要素を無視します。次の例は、
RealPlayerのバージョン番号のテストを行うために特定の属性や値を追加して、
前のセクションのSMIL2.0の例を修正したものです。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
xmlns:cv="http://features.real.com/systemComponent">
<body>
<switch>
<ref system-required="cv"cv:systemComponent=
“http://features.real.com/?component;player=6.0.10”
...clip for RealOne Player to play.../>
<ref ...clip earlier versions of RealPlayer to play.../>
</switch>
</body>
</smil>
この例は、それぞれのプレーヤーが、<ref/>タグによって指定された2つのクリ
ップを選択します。最初の<ref/>タグは、プレーヤーのバージョン6.0.10
（RealOne Player）またはそれ以上が必要です。より以前のバージョンの
RealPlayerは、2番目のデフォルトオプションを選択します。

カスタマイズ名前空間
RealPlayerのバージョン番号のテストを行うために、次の名前空間を記述する必
要があります。プレフィックスにはcvを使います。SMIL2.0では、プレフィッ
クスはユーザー定義が可能です。しかし、RealPlayer 7と8のためにcvプレフィ
ックスが必要になります。
xmlns:cv="http://features.real.com/systemComponent"
前に例はまた、SMIL2.0の名前空間も宣言することに注意してください。
xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
RealPlayer 7と8はSMIL2.0の名前空間を認識しないので、それらを無視して
SMIL1.0としてファイルを再生します。ただし、この名前空間によってRealOne
Playerは、SMIL2.0の機能を追加させてSMIL2.0としてファイルを再生します。

system-required 属性
system-required属性は、systemRequired属性のSMIL1.0バージョンです。それ
は、メディアプレーヤーがカスタマイズ名前空間を認識することを保証します。
もしプレーヤーが認識しない場合は、完全に要素を無視します
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systemComponent 属性
前述の例のsystemComponent属性は、カスタマイズ名前空間のcvプレフィック
スを使用して、プレーヤーがバージョン6.0.10またはそれ以上のであることを指
定します。これはRealOne Playerのメジャーなバージョン番号です。この文法は、
RealNetworks社のメディアプレーヤーに特定であって、正確に入力される必要
があります。
cv:systemComponent="http://features.real.com/?component;player=6.0.10"
追加情報
SMIL1.0 に SMIL2.0 の透明度の拡張の追加の仕方の例を 376 ページの
「下位互換性がある SMIL ファイル」で確認できます。

スイッチグループの例
以下の例はスイッチングの異なる使用方法を示しています。スイッチングの応
用とスイッチングを含むSMILプレゼンテーションの記述方法は数多くあるこ
とに注意してください。再生可能な例は、9ページの「本書をコンピューター
にダウンロードする方法」で記述していうように本書のzip圧縮されたHTMLバ
ージョンを入手し、「Sample Files」のページを開いてください。

複数の属性でスイッチする
<switch>グループで複数テスト属性を使用することによって、帯域幅と言語設
定のような複数の条件に基づいた選択をRealOne Playerにさせることが可能で
す。これを行うには以下の2通りの方法があります。
•

それぞれのタグに複数のテスト属性を含める

•

<switch>グループを入れ子にする

例 1：複数のテスト属性
：複数のテスト属性
この例では、最初の2つのRealAudioクリップは言語と帯域幅の2つのテスト属性
をもちます。この両方の属性はRealOne Playerがクリップを選択する場合の選択
可能な値である必要があります。RealOne Playerは<switch>グループの選択肢を
上から下の順番で評価し、最初の再生可能な選択肢を選択するので、最後の2
つの選択肢はテスト属性を持ちません。これによって、フランス語以外の言語
設定の全てのRealOne Playerは最後の2つの英語のクリップから、利用可能な帯
域幅に基づき選択を行います。
<switch>
<!-- French Language choices -->
<audio src="french2.rm" SystemLanguage="fr" SystemBitrate="47000"/>
<audio src="french1.rm" SystemLanguage="fr" SystemBitrate="20000"/>
<!-- English Language choices (default) -->
<audio src="english2.rm" SystemBitrate="47000"/>
<audio src="english1.rm" SystemBitrate="20000"/>
</switch>

例 2：入れ子の
：入れ子の<switch>グループ
グループ
：入れ子の
次の例は、プレゼンテーションに英語とフランス語のRealTextクリップを加え
たものです。ここで、<switch>グループは入れ子になっているので言語設定が
フランス語のRealOne Playerはフランス語のRealTextクリップを再生し、利用可
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能な帯域幅に基づいてフランス語のRealAudioクリップのグループから再生可
能なRealAudioクリップを選択します。他の全てのRealOne Playerは英語の
RealTextクリップを再生し、英語のRealAudioクリップのグループから再生可能
なRealAudioクリップ選択をします。
<switch>
<!-- Choose French as the Language. -->
<par SystemLanguage="fr">
<textstream src="frenchcredit.rt" region="credits_region"
fill="remove"/>
<switch>
<!-- Choose fast or slow bit rate for French audio -->
<audio src="french2.rm" SystemBitrate="47000"/>
<audio src="french1.rm" SystemBitrate="20000"/>
</switch>
</par>
<!-- Choose English as the Language. This is the default. -->
<par>
<textstream src="enlgishcredits.rt" region="credits_region"
fill="remove"/>
<switch>
<!-- Choose fast or slow bit rate for English audio -->
<audio src="english2.rm" SystemBitrate="47000"/>
<audio src="english1.rm" SystemBitrate="20000"/>
</switch>
</par>
</switch>

異なるビデオウィンドウサイズでスイッチする
59ページの「異なる帯域幅に対する異なるクリップサイズ」で記述しているよ
うに、同じビデオを異なるサイズでエンコードできます。低い帯域のモデムに
は小さいサイズのクリップを配信し、より早い接続帯域には大きなサイズのク
リップを配信します。低い帯域幅に対してビデオのサイズを小さくすることに
よって、ビデオのフレームレートと画質を高く保つことができます。たとえば、
以下の表にある3つのクリップを作成することが可能です。

クリップ名
videosmall.rm
videomedium.rm
videobig.rm

異なるサイズのRealVideoクリップ
クリップ
異なるサイズの
SureStream
サイズ
176 x 132 28.8 および 56 Kbps 用モデム
240 x 180 ISDN および corporate LANs
320 x 240 256, 384, 512 Kbps DSL およ
びケーブルモデム

systemBitrate
20000
45000
225000

以下の例では、各<switch>タグのテスト属性はそのクリップの最も低い
SureStreamデータのターゲットビットレートを指定します。<switch>タグ内で
はRealOne Playerに対する選択肢として、3つのRealVideoを速いものから遅い順
番でリストします。
<switch>
<video src="videobig.rm" SystemBitrate="225000"
region="video_region" .../>
<video src="videomedium.rm" SystemBitrate="45000"
region="video_region" .../>
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<video src="videosmall.rm" SystemBitrate="20000"
region="video_region" .../>
</switch>
追加情報
ターゲットビットレートは 35 ページの「最大ストリーミングレート」の表に示して
います。

異なる言語のサブタイトルと HTML ページ
360ページの「言語の選択でスイッチする場合」のセクションは、視聴者の言語
設定（Tools>Preferences>Content）に基づいて、異なったクリップを再生する
systemLanguage属性の基本的な使用方法について説明しています。
次の例は、異なった言語のRealTextサブタイトルでビデオクリップを拡張する
方法と、言語選択に基づき異なったページを関連情報ペインに表示する方法を
示します。

例 1：
：RealText サブタイトル
次のSMILファイルの例は、ビデオクリップの下の部分に重なって表示される小
さいテキスト領域を定義します。もし視聴者がフランス語やスペイン語に言語
を設定しているならば、インラインスイッチングでRaalTextサブタイトルを表
示します。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions">
<head>
<meta name="title" content="Semi-Transparent Video Subtitles"/>
<meta name="copyright" content="(c)2002 RealNetworks, Inc."/>
<layout>
<root-layout width="320" height="240" backgroundColor="black"/>
<region id="video_region" z-index="1"/>
<region id="text_region" height="35" bottom="0" left="10"
z-index="2"/>
</layout>
</head>
<body>
<par>
<video src="video3.rm" region="video_region" fill="remove"/>
<textstream src="subtitles_fr.rt" systemLanguage="fr"
region="text_region" rn:backgroundOpacity="45%" fill="freeze"/>
<textstream src="subtitles_es.rt" systemLanguage="es"
region="text_region" rn:backgroundOpacity="45%" fill="freeze"/>
</par>
</body>
</smil>
追加情報
前のサンプルでは、rn:backgroundOpacity 属性は RealText クリップの背景
を半透明にするために使われます。この属性の詳細は、173 ページの「クリ
ップの背景色の透明度の調整」を参照してください。RealText については
83 ページの「第 6 章」で説明しています。

例 2：異なる言語で違う
：異なる言語で違う HTML ページを表示する
SMILはメディアからHTMLページを制御できるので、視聴者の言語設定に基づ
いて異なる言語でそれぞれのHTMLページを表示することは容易です。SMILヘ
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ッダーを除く次のサンプルは、、関連情報ペインに自動的に3つの異なるHTML
を表示します。視聴者がフランス語を望んでいれば最初のページが表示されま
す。2番目のページはスペイン語を使用する方のために表示されます。
systemLanguage属性を持っていない3番目のページは、他のすべての視聴者の
ために表示されます。
<body>
<video id="main" src="video2.rm" region="video_region" fill="freeze">
<switch>
<area systemLanguage="fr"
href="http://www.example.com/french.htm"
actuate="onLoad" external="true" rn:sendTo="_rpcontextwin"
sourcePlaystate="play">
<rn:param name="width" value="300"/>
<rn:param name="height" value="280"/>
</area>
<area systemLanguage="es"
href="http://www.example.com/spanish.htm"
actuate="onLoad" external="true" rn:sendTo="_rpcontextwin"
sourcePlaystate="play">
<rn:param name="width" value="300"/>
<rn:param name="height" value="280"/>
</area>
<area href="http://www.example.com/default.htm"
actuate="onLoad" external="true" rn:sendTo="_rpcontextwin"
sourcePlaystate="play">
<rn:param name="width" value="300"/>
<rn:param name="height" value="280"/>
</area>
</switch>
</video>
</body>
このSMILファイルの<body/>がただ1つのクリップソースタグ
（<video>...</video>）から成り立つことに注目してください。これらのタグ
内で、スイッチグループ（<switch>...</switch>）が3つのハイパーリンク
（<area>...</area>）を含んでいます。RealOne Playerが、視聴者の言語プリフ
ァレンスに基づいたハイパーリンクを選択すると、リンクされたページは関連
情報ページにサイズを設定して、自動的に開きます。
追加情報
HTML ページを開く SMIL のリンクについては、295 ページの「HTML ペー
ジへのリンク」を参照してください。

RealText を使用してシステムのキャプションを表示する
364ページの「プレゼンテーションのアクセス性を高める」のセクションで説明
しているように、耳の不自由な視聴者にキャプションを表示するため
SystemCaptions属性を使用することができます。Tools>Preferences>Contentコ
マンドでキャプションの設定をすることができます。
次の例では、オーディオトラックと同調してRealTextのキャプションを表示す
る様々な方法を説明しますが、どのようなタイプのクリップでもキャプション
に使用することができます。systemCaptions="on"属性は、視聴者があるクリッ
プを再生するために視聴者がキャプション設定をonにしたことをRealOne
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Playerに告げます。ただし、キャプションのために使用するクリップのタイプ
を要求することはありません。
ヒント
キャプションはサブタイトルとは異なります。キャプションは、一般にクリップ
オーディオと同じ言語であり、耳の不自由な視聴者のために、キャプション
設定をオンに設定します。サブタイトルはすべての視聴者のためのもので、
一般にクリップオーディオと異なる言葉です。視聴者の言語設定に基づい
てサブタイトルを表示することができます。詳細は 360 ページの「言語の選
択でスイッチする場合」に記述されています。
追加情報
83 ページの「第 6 章」で RealText クリップの作成方法を説明します。レイアウ
トについては、210 ページの「第 12 章」を参照してください。

例 1：透明な
：透明な RealText の重ね合わせ
全ての場合に適しているとは限りませんが、キャプションを提供する最も簡単
な方法は、rn:backgroundOpacity属性を使用して、透明または半透明の背景の
RealTextクリップを任意のクリップの上に重ねることです。これを行うために
は、以下の例に示すようにビデオ用とキャプション用の2つの領域を定義します。
また、z-index属性を使用してキャプションが前面に表示されるようにします。
<layout>
<root-layout width="320" height="240" backgroundColor="black"/>
<region id="video_region1" z-index="1"/>
<region id="text_region" height="40" bottom="0" left="10" z-index="2"/>
</layout>
それから、システムキャプションの設定をしているRealOne Playerだけが
RealTextクリップを表示するようにSystemCaptions=”on”を使用してメインク
リップと同時にRealTextクリップを再生します。システムキャプションはonま
たはoffの値だけを取るので、以下に示すようにインラインスイッチング
（<switch>タグを使用しない）を簡単に使うことができます。
<par>
<video src="video.rm" region="video_region1" fill="remove"/>
<textstream src="transparentcaptions.rt" region="text_region"
systemCaptions="on" fill="remove"/>
</par>
追加情報
rn:backgroundOpacity 属性に関する詳細は 173 ページの「クリップ全体の
透明度の調整」を参照してください。

例 2：キャプション
：キャプション領域の作成
：キャプション領域の作成
前述の例のようにビデオに重ね合わせたくない場合は、SMILファイルのレイア
ウトを使用してキャプション用に別の領域を作成できます。以下に示すレイア
ウトは前述の例で使われたレイアウトに似ていますが、キャプション領域がビ
デオ領域の上に重なる代わりに、ビデオ領域の下側に表示されます。
<layout>
<root-layout width="320" height="300" backgroundColor="black"/>
<region id="video_region" height="240"/>
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<region id="text_region" height="40" top="260" left="10"/>
</layout>
前述の例で示したように、ビデオをキャプションクリップと同時に再生する場
合、キャプション設定をしていない視聴者に対しては、キャプション領域は空
で表示されます。または、キャプション設定がオフの場合に、キャプション領
域に表示する「フィルタークリップ」を作成することもできます。このクリッ
プはプレゼンテーションを見ている視聴者に対する謝辞の場合もあります。以
下の例がこの方法を示しています。
<par>
<video src="../clips/video3.rm" region="video_region" fill="remove"/>
<switch>
<textstream src="videocaptions.rt" region="text_region"
systemCaptions="on"/>
<textstream src="fillercaptions.rt" region="text_region"
systemCaptions="off"/>
</switch>
</par>

例 3：キャプション用のメディア再生ペインのリサイズ
：キャプション用のメディア再生ペインのリサイズ
この例は、キャプションを表示する場合、あるいは表示しない場合によってレ
イアウトを変更する<layout>タグ内のSystemCaptionsの使用方法を示していま
す。以下のレイアウトはキャプションがオンの場合にだけキャプション領域を
作成します。各レイアウトでは、ビデオ領域はSMILで必要なユニークなIDを持
ちます。しかし、両方のビデオ領域は同じ名前を持ちます。
<switch>
<layout systemCaptions="on">
<root-layout width="320" height="300" backgroundColor="black"/>
<region id="video_region1" regionName="video" height="240"/>
<region id="text_region" height="40" top="260" left="10"/>
</layout>
<layout systemCaptions="off">
<root-layout width="320" height="240" backgroundColor="black"/>
<region id="video_region2" regionName="video"/>
</layout>
</switch>
ヒント
この例では<layout>タグで systemCaptions を使用していますが、RealOne
Player のキャプション設定に基づいて個々の領域を表示する、あるいは隠
すように<root-layout>タグおよび<region/>タグでもこの属性を使用できま
す。
SMILのボディ部分で領域にクリップを割り当てます。以下のマークアップは領
域のIDではなく、領域の名前を使用して1つのビデオクリップを領域に割り当て
ていることに注目してください。領域の名前を使用しない場合は、2つの
<video/>タグを作成し、ビデオクリップをvideo_region1とvideo_region2の両
方に割り当てる必要があります。各タグにはキャプションの設定によりタグを
オンあるいはオフにするSystemCaptions属性が必要となります。以下の方法で
は、RealTextクリップだけにSystemCaptions属性を使用しています。
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<par>
<video src="video.rm" region="video" .../>
<textstream src="captions.rt" region="text_region"
systemCaptions="on" .../>
</par>
追加情報
領域の名前についての詳細は 221 ページの「領域の ID および名前の設
定」を参照してください。

下位互換性がある SMIL ファイル
368ページの「SMIL2.0をSMIL1.0と組み合わせる」のセクションは、RealOne
Playerのために拡張されたSMIL2.0の機能を含む、RealPlayer7と8のための
SMIL1.0プレゼンテーションを作成するsystemComponent属性と
system-required属性の基本的な使用方法を説明しています。この例では、ビデ
オクリップに透過GIFのロゴを追加するプロセスを段階を追って説明します。
透明度をサポートしないRealPlayer7と8では、ビデオのみが再生されます。
RealOne Playerには、ロゴはメディア再生ペインの右下角でビデオの前に表示さ
れます。次は、ビデオを再生するSMIL1.0ファイルです。
<smil>
<head>
<meta name="title" content="Video Playback"/>
<meta name="copyright" content="(c)2002 RealNetworks, Inc."/>
<layout>
<root-layout width="320" height="240" background-color="white"/>
<region id="video_region" width="320" height="240" z-index="1"/>
</layout>
</head>
<body>
<video src="video1.rm" region="video_region" fill="remove"/>
</body>
</smil>

既存の SMIL1.0 ファイルの更新
1. <smil/>タグに必要な名前空間を追加する
SMIL2.0と透明度をサポートするRealNetworks社の拡張名前空間を追加する必
要があります。RealPlayer 7と8は、これらの名前空間を無視します。ただし、
RealPlayer 7以上の全てのプレーヤーは、systemComponent名前空間を認識しま
す。
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions"
xmlns:cv="http://features.real.com/systemComponent">
メモ
RealPlayer 7 と 8 で再生されるプレゼンテーションで、systemComponent 名
前空間の cv プレフィックスが必要とされます。
2. レイアウトの修正
前のSMIL1.0のファイルは1つのビデオ領域があり、GIFロゴにはもう1つの領域
が必要となります。更新されたファイルは技術的にSMIL2.0ですが、SMIL1.0
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のbackground-colorのような属性名と同様、SMIL1.0のレイアウト機能を使いま
す。subregionsのようなSMIL2.0のレイアウト機能を設定することもできますが、
より以前のプレーヤーからそれらを隠す必要があります。したがって、SMIL1.0
レイアウトを使う方が簡単であり、SMIL2.0とRealOne Playerで互換性がありま
す。
<layout>
<root-layout width="320" height="240" background-color="white"/>
<region id="video_region" width="320" height="240" z-index="1"/>
<region id="logo_region" width="52" height="46" top="190" left="260"
fit="meet" z-index="2"/>
</layout>
追加情報
SMIL1.0 の属性については、RealSystem iQ プロダクションガイドリリース 8
を参照してください。
3. 画像クリップの追加
SMIL1.0ファイルの内容は、ビデオクリップで構成されています。ロゴを表示
するために、ビデオとGIF画像を同時に再生します。ロゴクリップが少なくと
も、RealOne Playerのメジャーバージョン番号である6.0.10と同じまたはそれ以
上のRealNetworksメディアプレーヤーによってだけ再生されることを、
system-required属性とcv:systemComponent属性が保証します。RealPlayer 7と8
は、<body>にビデオクリップのみを含んでいます
<body>
<par>
<video src="video3.rm" region="video_region" fill="remove"/>
<img system-required="cv"
cv:systemComponent="http://features.real.com/?component;player=6.0.10"
src="prodlogo.gif" rn:mediaOpacity="50%" id="rn_logo"
region="logo_region" dur="10s" fill="freeze"/>
</par>
</body>
追加情報
rn:mediaOpacity については、173 ページの「クリップ全体の透明度の調
整」を参照してください。
4. SMILファイルのテスト
常に、SMIL2.0の機能の動作確認のため、RealOne Playerでプレゼンテーション
を開いてテストします。また下位互換性をRealPlayer 7と8で動作確認します。
テストするRealPlayerのそれぞれのバージョンごとに、別のコンピュータが必要
になります。

SMIL ファイル全てに対するスイッチング
ファイル全てに対するスイッチング
1ページの「ソースとしてSMILファイルを使用する」で記述しているように、
SMILファイルは他のSMILファイルをソースクリップとして使用できます。こ
の機能とスイッチングを同時に使用することで、プレゼンテーションを別々の
SMILファイルに分けることができるようになります。したがって、1つのSMIL
ファイルで多くの要素に対して複雑な<switch>タグを記述することを避けるこ
とができます。例えば、メインのSMILは以下のように記述されます。
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<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language">
<body>
<switch>
<ref src="smilswitch_fr.smil" systemLanguage="fr"/>
<ref src="smilswitch_es.smil" systemLanguage="es"/>
<ref src="smilswitch_ja.smil" systemLanguage="ja"/>
<ref src="smilswitch_sv.smil" systemLanguage="sv"/>
<ref src="smilswitch_def.smil"/>
</switch>
</body>
</smil>
このメインのSMILファイルにはレイアウト、タイトル、著者、著作権が定義さ
れていません。ボディは全て<switch>グループから構成されます。最初のSMIL
ファイルは、言語設定がフランス語であるRealOne Playerの視聴者だけに再生さ
れます。次の3つのSMILファイルは言語設定がそれそれスペイン語、日本語、
スウェーデン語の視聴者にだけ再生されます。最後のSMILファイルは他の全て
の視聴者に対して再生されます。各SMILファイルは、それぞれ独立したレイア
ウト、コンテンツ、タイミングと更に、例えば視聴者のシステムキャプション
によって異なるコンテンツを再生する<switch>タグを定義されている場合があ
ります。
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第19章
章
プレフェッチ
プレフェッチは複雑なプレゼンテーションの帯域幅を管理します。これにより
プレゼンテーションのストリームを確実にスムーズにできます。たとえば、帯
域幅の低いクリップを再生している間に帯域幅の高いクリップのデータをスト
リームできます。ただし、プレフェッチを使用するためには、プレゼンテーシ
ョンのタイムラインの作成方法とクリップが使用する帯域幅について完全に理
解する必要があります。
メモ
プレフェッチは、現在 RealOne Player では動作しません。
追加情報
帯域幅の利用について学ぶには 19 ページの「第 2 章」を読んでください。
245 ページの「第 13 章」は基本的な SMIL の時間設定について記述してい
ます。

プレフェッチについて
プレフェッチは複雑なストリーミングプレゼンテーションの帯域を管理するた
めに強力な機能を提供します。これは、クリップを開始する前に大きなクリッ
プのある範囲のデータ、あるいは小さなクリップの全てのデータをストリーム
します。RealOne Playerはプレフェッチされたデータをクリップの再生が開始す
るまでメモリーに記憶します。プレフェッチされたデータを使うことにより、
RealOne Playerはクリップの再生開始時に、より早くクリップを表示できます。
これによって、クリップの再生開始時に通常起こるバッファリングが減少する
か、あるいはバッファリングが無くなります。
プレフェッチを使用することにより小さなイメージファイルのダウンロードも
可能です。たとえば、ビデオが再生されている間にグラフィックボタンを表示
するプレゼンテーションの場合、ビデオの再生開始前にグラフィックボタンを
プレフェッチできます。ビデオとボタンのセグメントが再生を開始したときに、
グラフィックはビデオに使用される帯域幅と競合しません。プレフェッチの他
の使い方としては、34ページの「バッファリング」のセクションで記述してい
るオーディオやビデオのプリロールをダウンロードする場合があります。
プレフェッチデータはネットワークを通してストリーミングをする時にだけ有
効です。クリップがユーザーのローカルコンピューター上にあるときには、識
別できる影響はありません。プレフェッチを効果的に使うには、広帯域の部分
の前に低帯域の部分があるプレゼンテーションが一般的に必要です。この場合、
プレフェッチは次に来る帯域幅の高い部分のデータをダウンロードするために
低い帯域幅を利用します。たとえば、ビデオだけを配信する場合は、プレフェ
ッチには利点がありません。しかし、RealTextクリップがビデオに前に再生さ
れる場合は、RealTextクリップが再生されている間にRealVideoクリップのプリ
ロールをストリームするためにプレフェッチを使うことができます。
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警告
クリップデータをプレフェッチする場合は、タイムラインと帯域幅の管理につ
いてよく理解しておく必要があります。この機能を間違って使用すると、プレ
ゼンテーションを停止させたり、あるいは RealOne Player に必要以上のメモリ
ーを消費させます。

<prefetch/>タグの使用
タグの使用
データをプレフェッチするために、<prefetch/>タグを使用します。<prefetch/>
タグは<video/>タグのようなクリップソースタグと似ています。<prefetch/>
タグはクリップを再生するのではなく、後で再生するクリップのデータ全部か、
あるいは一部分をダウンロードします。クリップソースタグと同様に、
<prefetch/>タグではダウンロードするデータを指定するURLとdurなどの時間
設定属性を使用します。また、クリップソースタグと異なり、<prefetch/>タグ
は速度とダウンロードされるデータ量を制御する属性を持ちます。以下の例で
は、<prefetch/>タグはRealTextクリップがクレジットを再生している間に、
RealOne Playerにビデオクリップのプリロールをダウンロードします。
<seq>
<!-- Segment 1: Roll RealText credits and download video preroll. -->
<par endsync="credits">
<texstream src="rtsp://helixserver.example.com/credits.rt"
id="credits" .../>
<prefetch src="rtsp://helixserver.example.com/video1.rm"
mediaTime="15s" bandwidth="18000" />
</par>
<!-- Segment 2: Play the video. -->
<video src="rtsp://helixserver.example.com/video1.rm" region="main"/>
</seq>
この例では、<prefetch/>タグはvideo1.rmクリップの最初の15秒のデータを約
18Kbpsでダウンロードします。RealOne Playerはビデオが再生されるまで、クリ
ップの再生開始時にバッファリングが起きないように、このデータをメモリー
に保持します。RealOne Playerは<prefetch/>と<video/>タグの同一のURLを通
して、ビデオとプレフェッチされたデータを一致させます。
この例では<par>タグにはendsync属性があるので、RealTextクリップが終了し
たときにグループが終了することに注意してください。この属性がない場合、
RealTextクリップが終了する前にプレフェッチデータのダウンロードが完了し
ないと空白の再生時間が発生します。プレゼンテーションの時間を決める場合
に、RealOne Playerは<prefetch/>クリップを他のクリップと同じように扱うの
で、プレフェッチがプレゼンテーションの再生の邪魔をしないように、endsync、
durなどの時間設定属性を常に使用してください。
以下の表はダウンロードされるクリップのデータ量をコントロールする
<prefetch/>タグの属性の概要を示しています。以下のセクションではこれら属
性を有効に使う方法を述べます。
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プレフェッチ帯域幅の管理
<prefetch/>タグのbandwidth属性は、プレフェッチするクリップのデータに割
り当てる帯域幅を制御します。bandwidth属性を使用しないと、プレフェッチ
は利用できる帯域幅を全て使い、これは望ましくありません。ビット／秒（bps）
あるいは利用可能な帯域幅のパーセンテージでストリーミング速度を指定でき
ます。クリップの通常のストリーミング速度にかかわらず、どのような帯域幅
でもデータをプレフェッチできることに注意してください。たとえば、通常
20Kbpsでストリームされるオーディオクリップに対して、1Kbpsから100Kbps
あるいはそれ以上の速度でもデータをプレフェッチ可能です。

ビット／秒でのプレフェッチ帯域幅の指定
ビット／秒で正確なストリーミング速度を指定するために、最も低いターゲッ
トの接続に対して推奨される最大の帯域から始めてください。たとえば、35ペ
ージの「最大ストリーミングレート」の表にあるように、56Kbpsモデムが最も
低いターゲットならば、34Kbpsが最大のストリーミング速度になります。次に
プレフェッチに割り当てる帯域幅を決めます。16KbpsのRealAudioクリップと同
時にプレフェッチデータをストリームしたい場合は、プレフェッチには最大
18Kbpsの帯域幅が使用可能です。
<par endsync="id(music)">
<audio src="..." id="music" dur="50s"/>
<prefetch src="..." begin="10s" bandwidth="18000" mediaSize="20480"/>
</par>
この例では、20Kbyteのデータを受け取るか、あるいはオーディオクリップの再
生が終了するまで、データは約18Kbpsでプレフェッチされます。<prefetch/>
タグのbegin時間によってオーディオクリップの再生が開始されてから10秒後
にプレフェッチを開始することに注目してください。これによって最初の10秒
はオーディオクリップ自身のプリロールのストリームを早くするために、利用
可能な帯域全てをオーディオクリップに割り当てています。begin値はオプショ
ンですが、これを使用することによって、プレフェッチを含むセグメントにの
帯域幅を管理することが可能になります。

パーセンテージを使用したプレフェッチ帯域幅の指定
bandwidth属性の値にパーセンテージ値を使う場合は、特定の帯域幅を指定す
る場合より複雑になります。ただし利点があります。クリップデータをプレフ
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ェッチするときに、bandwidth=”50%”という値を使用すると仮定します。
56Kbpsモデムでは、プレフェッチは約17Kbpsの帯域幅を使用します。しかし、
256KbpsDSLでは100Kbps以上の帯域幅を使うのでプレフェッチはより早く終
了します。代わりにbandwidth=”17000”という値を使うと、両方の接続条件で
同じレートでプレフェッチが起こります。
指定される値はRealOne Playerが検知する利用可能な帯域幅のパーセンテージ
に等しくなります。また、その値は35ページの「最大ストリーミングレート」
の表にある値とは異なる場合があります。たとえば、56Kbpsモデムでは、検知
された帯域幅は最大ストリーミング速度の34Kbpsより高い帯域幅か、あるいは
低い帯域幅になります。しかし、モデムの規格上の速度である56Kbpsよりは絶
対に低くなります。パーセンテージ値を使う場合には、正確なプレフェッチ速
度がわからないので、注意深く値を決める必要があります。
パーセンテージ値を選択するためには、最も低い接続帯域に対する最大ストリ
ーミング速度から始てください。最も低いターゲットが56Kbpsモデムならば最
大ストリーミング速度として34Kbpsを使用してください。それから、プレフェ
ッチに残された帯域を決定してください。たとえば、16KbpsのRealAudioクリッ
プが再生する間は、18Kbpsの帯域幅がデータをプレフェッチするのに使用可能
です。この18Kbpsは最大速度34Kbpsの約53％になります。しかし、RealOne
Playerが帯域幅を高くあるいは低く検出する場合があるので、以下の例に示す
ように45パーセントなどの若干低い値を指定します。
<par endsync="id(music)">
<audio src="..." id="music" dur="50s"/>
<prefetch src="..." begin="10s" bandwidth="45%" mediaSize="20480"/>
</par>

プレフェッチデータのダウンロードサイズのコントロール
<prefetch/>タグの2つの属性である、mediaSIzeとmediaTimeはRealOne Player
がダウンロードする各クリップのデータ量をコントロールします。各
<prefetch/>タグには、これらの属性のうちの一方を使用してください。
mediaSizeとmediaTimeの両方の属性を使うと、mediaTime 属性は無視されま
す。これら両方の属性を使わない場合は、RealOne Playerは全てのクリップデー
タをプレフェッチしようとします。これによってビデオのようなサイズの大き
なクリップではRealOne Playerがメモリ不足を引き起こす原因になります。
ヒント
プレフェッチ可能なデータ量は RealOne Player が利用可能なコンピュータ
ーのメモリー量に依存します。幅広い視聴者に配信するためには、1 メガバ
イト以上のデータをプレフェッチさせようとしないでください。

特定のデータ量をプレフェッチする
mediaSize属性はクリップのファイルサイズの基づいてプリフェッチするクリ
ップデータの量を設定します。画像のような内部時間をもたないクリップに対
しては、mediaTime属性ではなく、mediaSizeを使用しなければなりません。
mediaSizeの値はバイトで指定するか、あるいは、クリップのトータルサイズ
に対するパーセンテージで指定してください。
mediaSizeをバイトで指定しbandwidthをbits/秒で指定すると、プレフェッチが
継続する時間を正確に決定できます。以下の例は、10キロバイトのクリップデ
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ータを6Kbits/秒でプレフェッチします。したがってプレフェッチは約13.7秒で
完了します。
<prefetch src="..." mediaSize="10240" bandwidth="6000"/>
メモ
mediaSize 属性はバイト／秒で指定されますが、bandwidth 属性は bits/秒
で指定されることを忘れないでください（8bits=1byte）。
GIF画像などのクリップ全体をプレフェッチしたければ、mediaSize=”100%”と
指定するか、あるいは<prefetch/>タグから属性を除きます。この場合、プレフ
ェッチ継続時間の長さを決めるために、プレフェッチされるクリップサイズを
知っておく必要があります。

クリップのタイムラインの長さを指定してプレフェッチする
RealAudio、RealVideoあるいはFlashなどの内部時間を持つクリップに対しては、
クリップの特定の長さをプレフェッチするために、mediaSizeの代わりに
mediaTimeを使うことができます。これはクリップのプリロールをプレフェッ
チするのに有効です。247ページの「時間値の指定」で記述しているように、こ
の値にはパーセンテージ値あるいは時間値を指定できます。たとえば、以下の
例ではクリップデータの10秒間をプレフェッチします。
<prefetch src="..." mediaTime="10s" bandwidth="4000"/>
mediaTimeはプレフェッチの継続時間をコントロールするのではないことを覚
えておいてください。プレフェッチに必要とされる時間はダウンロードされる
データ量や帯域に依存します。たとえば、この例でクリップが通常16Kbpsでス
トリームされるとすれば、RealOne Playerはクリップの最初の10秒間をプレフェ
ッチするのに約40秒必要とします。これはプレフェッチの帯域幅がクリップの
ストリーミング帯域幅の4分の1に設定されているからです。
ヒント
クリップがどのくらいプリロールを必要とするか決定するために RealOne
Player でクリップを開いて、バッファリング情報を見るために
View>Clip>Clip Source を使用します。

データをプレフェッチする場合のヒント
以下のセクションでは、クリップデータをストリームするための<prefetch/>
タグの使用方法に関する補足事項を提供します。

RealAudio および RealVideo のプレフェッチ
•

SureStream の RealAudio あるいは RealVideo の単一ストリームだけをプレフェ
ッチすることはできません。たとえば、mediaTime=”10s”と指定する場合、
SureStream クリップの全てのストリームの最初の 10 秒間をプレフェッチしま
す。

•

RealAudio あるいは RealVideo のようなサイズの大きいストリーミングクリッ
プに対しては、クリップのプリロール以上のデータをプレフェッチしないでく
ださい。一般的にはプリロールは 5 から 10 秒です。これは mediaTime=”10s”
のような属性と値で容易に実現できます。必要以上にプレフェッチをすると、
帯域幅を浪費し RealOne Player がメモリー不足を起こします。
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•

クリップの再生時よりかなり進んだデータをプレフェッチしないでください。
ビデオが再生される前にビデオの 15 分のプリロールをプレフェッチしても利
点はそれほどありません。それは視聴者が 15 分以内にプレゼンテーションを
止める場合があるからです。その上、RealOne Player は 15 分のクリップデータ
に対するメモリーを確保する必要があり、そのメモリーは再生中にクリップを
表示するために使用されるほうが効果的な場合もあります。

•

RealVideo に対して固定ビットレートエンコーディング（CBR）を使用する場
合、あるいは可変ビットレートエンコーディング（VBR）を使用する場合、ど
ちらのエンコーディング方法もプレフェッチには影響をあたえません。ただし、
VBR のクリップは通常 CBR のクリップよりプリロールが長くなります。VBR
の詳細は 67 ページの「可変ビットレートエンコーディング」と Helix Producer
に関するドキュメントを参照してください。

•

RealText は必要とする帯域幅が低いので、RealAudio および RealVideo のよう
な帯域幅の高いクリップのデータをプレフェッチする間に表示する理想的な
クリップになります。RealText に関する情報は 83 ページの「第 6 章」を参照
してください。69 ページの「第 5 章」で述べている Flash アニメーションもプ
レフェッチを隠すために低い帯域幅で効果的にストリームできます。

プレフェッチデータの URL
•

全てのクリップに対するベース URL を設定する<meta name=”base”
content=”URL”/>タグはプレフェッチにも使用できます。詳細は 167 ページの
「ベース URL の作成」を参照してください。

•

RealOne Player はプレフェッチされたデータとクリップを URL に基づき一致さ
せるので、URL が動的に生成され変わる場合は、一般にプレフェッチを使用
しません。この例としては、アドサーバーから要求される広告で毎回 URL が
変わるバナー広告があります。

•

プレフェッチは CHTTP キャッシュプロトコルと互換です。これら 2 つの機能
を示している例は、385 ページの「画像のプレフェッチおよびキャッシュ」を
参照してください。

プレフェッチの SMIL 時間設定
•

RealOne Player はクリップに repeatDur あるいは repeatCount を使用する場合
でも、クリップの初回再生後にはプレフェッチされたデータを破棄します。プ
レゼンテーションで後でクリップを再び再生する場合は、データを再びプレフ
ェッチする必要があります。ただし、小さなファイルはキャッシュされます。
これの例は 385 ページの「画像のプレフェッチおよびキャッシュ」を参照して
ください。

•

クリップの通常の開始ポイントではなく、任意のポイントからクリップを再生
するために clipBegin 属性を使用する場合は、
<prefetch/>タグで同じ clipBegin
の値を使用してください。この属性の詳細は 249 ページの「クリップ内部の開
始時間と終了時間の設定」を参照してください。

•

RealOne Player は Web サーバーを含むどのサーバーからのクリップもプレフェ
ッチできます。しかし、Web サーバー上のクリップに対しては clipBegin およ
び clipEnd 属性は機能しません。詳細は 426 ページの「Web サーバーからの配
信における制限」を参照してください。
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<prefetch/>タグはクリップソースタグと同じように ID を持つことができま
す。
これによって、
プレフェッチが終了した時にグループを終了させる endsync
属性を使用できます。この例は 385 ページの「プレフェッチが完了するまでイ
メージを表示する」を参照してください。ID に関する基本的情報は 156 ペー
ジの「SMIL タグの ID 値」を参照してください。

プレフェッチのテスト
•

データのプレフェッチはネットワーク越しにストリームされる場合にだけ有
効です。たとえば、全てのクリップが視聴者のローカルコンピューター上にあ
る場合や CD 上にある場合はプレフェッチは識別可能な影響をもちません。

•

ローカルコンピューター上で SMIL プレゼンテーションを再生することによっ
て、SMIL の記述間違いを発見することができますが、プレフェッチが望みと
おり動作することは保証しません。

•

<prefetch/>タグを使用する場合、ターゲットの接続帯域幅のネットワークを
通してプレゼンテーションをストリームしてテストをしてください（たとえば、
56Kbps モデムでダイアルアップします）。

プレフェッチの例
以下の例はプレフェッチの異なる使用方法を示しています。

プレフェッチが完了するまでイメージを表示する
プレフェッチが完了するまでイメージを表示する
以下の例では、standby.gifはプレゼンテーションがロードされる間、視聴者に
待機をお願いする小さな画像ファイルです。<prefetch/>タグをターゲットとす
るendsync属性はビデオのプレフェッチが完了するまで画像を表示したままに
します。<prefetch/>タグのbegin時間はGIF画像のダウンロードに利用可能な帯
域幅を100％を与え、その時間は5秒です。その後プレフェッチは利用可能な帯
域のほとんど全てを使用します。
<seq>
<!-- Segment 1: Standby. -->
<par endsync="fetchvid">
<img src="http://www.example.com/standby.gif" fill="freeze"
region="main"/>
<prefetch src="rtsp://helixserver.example.com/video.rm"
id="fetchvid"
bandwidth="95%" mediaTime= "15s" begin="5s"/>
</par>
<!-- Segment 2: Play video. -->
<video src="rtsp://helixserver.example.com/video.rm" region="main"/>
</seq>

画像のプレフェッチおよびキャッシュ
169ページの「RealOne Playerでのクリップのキャッシュ」のセクションは、後
で使用するクリップをRealOne Playerのキャッシュに保存する方法を説明して
います。キャッシュとプレフェッチは動作が異なるので、小さなファイルをダ
ウンロードし繰り返し使用するために残しておく場合は、それらを同時に使用
すると効果的です。しかし、RealOne Playerのキャッシュはほんの数メガバイト
しかないので、大きなクリップに対してキャッシュを使用しないでください。
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以下のSMILの例は、レイアウト属性を省略していますが、2つのビデオの背景
に使われるGIF画像をプレフェッチします。CHTTPプロトコルを使っているの
で、画像はキャッシュされ、2回目のプレフェッチは不必要になります。
<seq>
<!-- Segment 1: Play introductory section and download background. -->
<par endsync="credits">
<textstream src="rtsp://helixserver.example.com/credits.rt"
id="credits" .../>
<prefetch src="chttp://helixserver.example.com/image1.gif"
bandwidth="10000"/>
</par>
<!-- Segment 2: Play video 1 against background. -->
<par>
<video src="rtsp://helixserver.example.com/video1.rm" .../>
<img src="chttp://helixserver.example.com/image1.gif" fill="freeze"/>
<par>
... other segments ...
<!-- Segment 6: Play video 2 against background. -->
<par>
<video src="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm" .../>
<img src="chttp://helixserver.example.com/image1.gif" fill="freeze"/>
<par>
</seq>
メモ
プレフェッチはクリップが再生させるまで、クリップデータをメモリーに格納す
ることを覚えておいてください。キャッシュはクリップのコピーをコンピュータ
ーのハードディスクに保存します。このコピーは数時間あるいは数日キャッ
シュに残ります。
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第20章
章
Web ページへの埋めこみ
ページへの埋めこみ
Webページに埋めこんで再生する場合、Webページのテキストと画像をクリッ
プに組み合わせることができ、さらにストップボタンとスタートボタンなどの
コントロール部品を追加できます。それはRealOne Playerを分解し各部品をペー
ジ上の異なる場所に置いたような形になります。この章では、ストリーミング
プレゼンテーションを直接Webページで見ることができるようにWebページに
マークアップを追加する方法を説明します。

Web ページへの埋め込みについて
ストリーミングメディアをWebページに埋め込むためには、最初にクリップを
作成します。複数のクリップから構成されるプレゼンテーション全体を埋め込
むためにSMILも使用できます。そして、クリップとRealOne Playerのコントロ
ール部品を配置するためにHTMLマークアップやスタイルシートを作成します。
<EMBED>タグを追加してプレゼンテーションをWebページに埋め込み、オプシ
ョンとして<OBJECT>タグも追加できます。次のセクションではWebページへの
埋め込みの概要を説明し、RealOne Playerの3ペイン環境でメディアを表示する
のと比べて不利な点を記述します。

Web ページへの埋め込みと 3 ペイン環境
Webページへの埋め込みは、メディアとHTMLコンテンツを統合するのに一般
的な方法ですが、RealOne Player標準の3ペイン環境にプレゼンテーションを表
示することによって、メディアとHTMLページをより簡単に統合することがで
きます。プレゼンテーションを埋め込む前に、RealOne Playerの環境がよりニー
ズに適しているかどうか確定してください。3ペイン環境はコンテンツ制作者に、
次の利点を提供します。
•

面倒なマークアップとスクリプティングが不要になる
メディアを Web ページに埋め込むために使用されるマークアップは面倒です。
ブラウザバージョンの検出や、クリップが再生するときに HTML コンテンツ
を更新するような、複雑なスクリプティングを要求します。
3 ペイン環境では、
メディアと HTML ページは別にしておき、簡単な制作テクニックで 2 つを統
合します。これは、メディアと HTML ページを調整するために必要な作業を
大幅に削減します。たとえ Web 制作のプロフェッショナルでなくても、同じ
ように複雑なプレゼンテーションを統合することができます。

•

テストと配信を簡略化する
プレゼンテーションを Web ページに埋め込む場合、ポピュラーなブラウザで
ある Internet Explorer、Netscape Navigator、Opera でテストしなくてはなりませ
ん。3 ペイン環境を使用した場合、再生テストは RealOne Player だけが必要で
す。
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ユーザーは素早くメディアをリプレイできる
HTML ページの長いリストを通して前のページにナビゲートさせることなく、
RealOne Player は視聴者に素早く前に戻れる「Now Playing」リストにクリップ
を追加します。また、視聴者はお気に入りのリストにメディアクリップを追加
することができます。
同様に、3ペイン環境は視聴者にいくつかの利点を提供します。

•

メディアにフォーカスさせる
RealOne Player ではメディアは、常にメディア再生ペインに表示されるので迷
うことはありません。その上、3 ペイン環境は、サイトのナビゲートを容易に
することを可能にし、一貫したインタフェースとコントロール部品のセットを
視聴者に提供します。

•

すべての RealOne Player の機能を可能にする
Web ページへの埋め込みのプレゼンテーションは、メディアのサイズ変更、イ
コライザ、オーディオビジュアライゼーション、RealONE Player スキンのよう
な、ポピュラーな RealOne Player の機能を使用することができません。

•

ポップアップの阻止が不要
多くの視聴者が、自動的にポップアップするブラウザウィンドウを阻止してい
ます。もしメディアをポップアップ JavaScript ウィンドウに埋め込む場合、視
聴者はプレゼンテーションを見るために、ポップアップ ブラウザ ウィンドウ
を禁止するための設定を無効にする必要があるかもしれません。
追加情報
3 ペイン環境については、21 ページの「手順 2：RealOne Player インターフェ
ースの学習」を参照してください。

<EMBED>タグと
タグと<OBJECT>タグ
タグ
タグと
<EMBED>タグ、<OBJECT>タグ、あるいは両方を使用して、RealOne Playerのプ
レゼンテーションをWebページに埋め込むことができます。<EMBED>タグを使
用する場合、プレゼンテーションは以下のNetscapeプラグインアーキテクチャ
ーをサポートするブラウザーで動作します。
•

Netscape Navigator 3.0 以降

•

Microsoft Internet Explorer 3.0 以降
メモ
<EMBED>タグを使用する場合でも、RealOne Player は ActiveX テクノロジー
を使う Internet Explorer と通信します。これによって Netscape の<EMBED>タ
グは Internet Explorer 6 以降も含めたメジャーな両ブラウザで使用できるよう
になります。
<EMBED>タグを使用することで、多くの視聴者にリーチすることが可能になり
ます。この章の例は主に<EMBED>タグを使用しています。ただし、同じく再生
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機能を提供する<OBJECT>タグも使用できます。
•

Microsoft Windows 上の Microsoft Internet Explorer 4.0 以降

•

Visual Basic や Visual C++のような、ActiveX コントロールをサポートするほと
んどのアプリケーション
393ページの「<OBJECT>タグの使用」で説明するように、Webページで<EMBED>
タグと<OBJECT>タグを組み合わせることができます。これは多くのWeb制作プ
ロフェッショナルが使用しているテクニックです。

レイアウトの定義
プレゼンテーションを埋め込む場合、Webページを構成するためHTMLを使用
し、各ストリーミングクリップとRealOne Playerのコントロール部品の表示を定
義します。一般的な作成方法では、HTMLのテーブルを定義し、クリップと
RealOne Playerのコントロール部品をテーブルのセルに埋め込みます。SMILプ
レゼンテーションを埋め込む場合、SMILとHTMLを使用するか、あるいは
HTMLだけを使用してレイアウトを定義できます。

SMIL と HTML を使ったレイアウトの定義
210ページの「第12章」で述べているように、メディア再生ペインのサイズ全体
（ルートレイアウト）を定義するためSMILを使用できます。たとえば、幅400
ピクセル、高さ300ピクセルのレイアウトを作成し、メインエリア内にクリップ
を配置する領域を定義します。その後、再生領域全体を1つの<EMBED>タグを用
いてWebページに埋め込み、別々の<EMBED>タグでRealOne Playerのコントロー
ル部品をその周りに追加します。全てのクリップはRealOne Player内で再生され
る時のように、幅400、高さ300ピクセルのエリアに表示されます。実際にSMIL
ファイルはWebページとRealOne Playerの両方で再生できます。
追加情報
406 ページの「SMIL を使用したレイアウトの定義」を参照してください。

HTML だけでレイアウトを定義する
SMILファイルからレイアウト情報を削除し、SMILを単にプレゼンテーション
の時間と他の再生機能を定義するためだけに使用することができます。それか
ら、各クリップに対して別々の<EMBED>タグで各クリップをWebページの任意
の位置に配置します。この場合、全てのクリップがルートレイアウト領域内に
表示される必要はありません。これによって、クリップのレイアウト全体を
SMILで定義する場合よりもレイアウトにより柔軟性をもたせることができま
す。しかし、SMILファイルにはレイアウト情報が欠けているので、プレゼンテ
ーション内で直接再生させると予期しないレイアウトになる場合があります。
追加情報
407 ページの「HTML を使用したレイアウトの定義」を参照してください。

RealOne Player のコントロール部品
クリップに加えて、数多くの異なるRealOne Playerのボタン、スライダーおよび
情報パネルをWebページに埋め込むことができます。たとえば、別々のスター
ト、ストップおよびポーズボタンをWebページに埋め込む場合もあります。ま
たは、複数のボタンと指示計を含むコントロールパネル全体を追加することも
可能です。これらのコントロール部品は任意のサイズに変更でき、レイアウト

389

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

Webページへの埋めこみ

に柔軟性を与えます。395ページの「RealOne Playerのコントロール部品の追加」
のセクションは全ての利用可能なコントロール部品を説明しています。

Javascript と VBScript
RealOne Playerは<EMBED>タグの機能を拡張できるJavascriptをサポートしてい
ます。たとえば、グラフィック画像をRealOne PlayerのPlayボタンにするために
Javascriptが使用できます。RealOne PlayerのActiveXコントロールは、同じく
<OBJECT>タグをサポートする製品に再生機能を提供します。本ガイドではこれ
らの機能については説明しません。埋め込み型プレゼンテーションにJavascript
あるいはActiveXを使う場合の情報については、「RealPlayer Scripting Guide」を
参照してください。これは以下のWebページからダウンロードして利用可能で
す。
http://service.jp.real.com/help/library/encoders.html

<EMBED>タグの使用
タグの使用
<EMBED>タグには3つのパラメーターが必要であり、また多くのオプションパラ
メーターを含むことができます。これらについては、この章を通して説明しま
す。以下の表は各<EMBED>タグに含まれるパラメーターの一覧です。
基本的な<EMBED>タグのパラメーター
タグのパラメーター
基本的な
機能

パラメーター
HEIGHT

値

NOJAVA

true|false

SRC

filename.rpm

WIDTH

ピクセル値

ピクセル値

クリップまたはコントロール
部品の高さを設定します。
Java 仮想マシンをオフの状態
に保ちます。
Ram ファイル（.rpm）の URL
を指定します。
クリップあるいはコントロー
ル部品の幅を設定します。

参照ページ
393
ページ
393
ページ
391
ページ
393
ページ

基本的な<EMBED>タグは以下のように記述されます。これはWebページに幅320
ピクセル、高さ240ピクセルの再生領域を作成します。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=320 HEIGHT=240 NOJAVA=true>
Webページに、それぞれの再生ウィンドウに対して1つの<EMBED>タグを追加
し、またStopボタンのような、それぞれのコントロール部品に対しても1つの
<EMBED>タグを追加します。

<EMBED>タグのパラメータの設定
タグのパラメータの設定
<EMBED>タグはHTMLの拡張です。これはSMILタグではないので、SMILと同
じ構文ルールは使用できません。<EMBED>タグのパラメーターは通常以下の形
式で記述されます。
PARAMETER=value
本書ではパラメーター名を大文字で表記しますが大文字と小文字のどちらでも
かまいません。ファイル名は通常小文字で記述されますが、ファイル名以外の
パラメーターの値は大文字と小文字を区別します。URLの場合を除いて、パラ
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メーターの値はクォーテーションで囲む必要はありません。

ソースの指定
<EMBED>タグはSRCパラメーターを含む必要があり、クリップではなくRealOne
Playerのコントロール部品を埋め込む場合もこのSRCパラメーターが必要です。
ただし、SRCでクリップあるいはSMILファイルを直接は指定しません。代わり
に拡張子が.rpmのRamファイルを指定します。これによって、ブラウザーは
RealOne Playerを別個のアプリケーションとしてではなく、ヘルパーアプリケー
ションとして起動します。.rpmファイルはクリップあるいはSMILファイルの
完全URLを提供するシンプルテキストファイルです。
追加情報
Ram ファイルの基本的情報は 408 ページの「Ram ファイル」を参照してくださ
い。

プレゼンテーションの展開
プレゼンテーションの展開
埋め込み型プレゼンテーションの最も簡単な展開方法はデスクトップコンピュ
ーターのWebページとしてクリップを同じフォルダーに保存することです。
<EMBED>タグはそのフォルダーの.rpmファイルへリンクできます。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=300 HEIGHT=134>
たとえば、ビデオを1つ埋め込むためには、.rpmファイルには単純にクリップ
へのローカルURLを記述します（file://プロトコルの指定が必要です）。
file://video.rm
警告
Web ページへの埋め込んだクリップを Netscape Navigator 6 で再生する場
合、.rpm ファイルへのパスにスペースまたはスペースのエスケープコード
（%20）を使用することはできません。この場合、Netscape Navigator 6 は、プ
ラグインを見つけることができず再生できません。

プレゼンテーションの配信
視聴者にプレゼンテーションを配信する準備ができたなら、ファイルをそれぞ
れのサーバーに移動し、ファイルの中のURLを変更します。
.rpm ファイルと Web ページを同じ場所に保存する
.rpmファイルとWebページを同じ場所に保存する場合、<EMBED>タグのSRCの
値を変更する必要はありません。単純に.rpmファイルとWebページをWebサー
バーの同じディレクトリに移動できます。
.rpm ファイルと Web ページを異なる場所に置く
.rpmファイルをWebページと異なるディレクトリに保存する場合、<EMBED>タ
グのSRCパラメーターは完全なHTTP URLで.rpmファイルへリンクしてくださ
い。
SRC="http://www.example.com/media/sample.rpm"
ストリーミングクリップへのリンク
.rpmファイルとクリップの保存場所に関わらず、埋め込みクリップあるいは
SMILファイルへの完全修飾URLを与えるように.rpmファイルを変更してくだ
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さい。クリップまたはSMILファイルがWebサーバーにある場合には、HTTP
URLを使用してください。クリップまたはSMILファイルがHelix Universal
Serverにある場合は、RTSP URLを使用してください。
ヒント
全てのファイルとクリップが Web サーバーの同じディレクトリにある場合で
も、.rpm ファイルでは常に完全 URL を使用してください。RealOne Player
はクリップまたはプレゼンテーションを場所を捜すのに.rpm ファイルを使用
します。完全修飾 URL を使用しないと、RealOne Player はオリジナルの Web
ページの URL と.rpm ファイルの情報から場所を組み立てなければなりませ
ん。これはエラーを起こす可能性が高くなります。
追加情報
.rpm ファイルの中に記述する URL の詳細は 411 ページの「Ram ファイルで
RealOne Player を起動する」を参照してください。409 ページの「RTSP と
HTTP の違い」のセクションは、Helix Universal Server が Web サーバーの
HTTP プロトコルではなく、RTSP プロトコルを使用する理由を説明していま
す。
ローカルクリップへのリンク
プレゼンテーションをローカルマシンで利用するには（たとえば、ダウンロー
ドあるいはCDを使用して）、391ページの「プレゼンテーションの展開」で記
述しているURL形式を変更する必要はありません。しかし、稀に.rpmファイル
で相対リンクではなく絶対リンクを使用したい場合があります。絶対リンクを
使用する場合は、「Webスタイル」のパスを作成するためにパスの中ではフォ
ワードスラッシュを使用してください。たとえば、以下のURLではなく
file://c:¥media¥first.rpm
以下のURLを使用してください。
file://c:/media/first.rpm

Ram ファイルを使用しないで Helix Universal Server の Ramgen を使用する
埋め込みクリップがRamgen機能を持っているHelix Universal Serverにある場合
は、プレゼンテーションの配信時に.rpmファイルを削除することができます。
以下のようにSRCパラメターにHelix Universal Server上のクリップまたはSMIL
ファイルへのHTTP URLを使用し、/rmagen/パラメーターと?embedオプショ
ンをURLに含めます。
SRC="http://helixserver.example.com:8080/ramgen/sample.smil?embed"
ブラウザーはRTSPリクエストを扱えないのでHTTPプロトコルが必要です。し
かし、/ramgen/が使用される場合、Helix Universal Serverはブラウザーに
RealOne Playerをヘルパーアプリケーションとして起動させ、RTSPを使用して
クリップあるいはSMILファイルをRealOne Playerにストリームします。Helix
Universal Serverの管理者に正しいHelix Universal ServerのURLを聞いてください。
追加情報
Ramgen の機能を使用する場合の詳細は 423 ページの「Helix Universal
Server 上のクリップに Ramgen を使用する」を参照してください。
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幅および高さの設定
各<EMBED>タグでは、WIDTHおよびHEIGHTパラメーターは必須属性であり、再
生エリアのサイズを設定します。この属性を記述しないと、ストリーミングメ
ディアプレゼンテーションは自動的にリサイズしないので、再生エリアは小さ
いアイコンとして表示されます。WIDTHとHEIGHTの値はデフォルトでピクセル
値なので、300の幅を指定すると再生エリアの幅は300ピクセルになります。
WIDTHとHEIGHTを0（ゼロ）に設定すると再生エリアは隠れます。
また、WIDTHとHEIGHTをブラウザーウィンドウのサイズに対するパーセンテー
ジで設定することも可能です。たとえば、幅を50%に設定するとプレゼンテー
ションの幅はブラウザーウィンドウの幅の半分になります。種類の異なるメデ
ィアを拡大、縮小すると異なる結果になることを覚えておいてください。たと
えば、ビデオはそのエンコードされたサイズより拡大されると見栄えが悪くな
ります。これに対して、Flashアニメーションのようなベクトルベースのクリッ
プは異なる再生エリアにフィットするように拡大縮小するのが簡単です。

Java 仮想マシンを起動させない
<EMBED>タグのNOJAVAパラメーターをtrueに設定することにより、まだ起動し
ていないブラウザーのJAVA仮想マシンを起動させないようにします。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=300 HEIGHT=134 NOJAVA=true>
このパラメーターは主にNetscape Navigator 4に影響を及ぼし、JVMが必要にな
るまで起動させないようにします。JVMはプレゼンテーションの再生を必要以
上に遅くするので、このパラメーターを使用することを勧めます。
メモ
JVM は Javascript でプラグインの機能を拡張する場合にだけ必要となります。
この場合は<EMBED>タグから NOJAVA 全体を削除します。<EMBED>タグに
Javascript を使用する場合の情報は 390 ページの「Javascript と VBScript」
を参照してください。

他のブラウザーのサポート
Netscapeプラグインをサポートしていないブラウザーに適応させるには、プレ
ゼンテーションに標準的なハイパーテキストでリンクするように<NOEMBED>
タグを使用してください。このタグは以下のように<EMBED>タグの後に記述し
ます。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=320 HEIGHT=240>
<NOEMBED><A HREF="presentation.ram">Play with RealOne Player.
</A></NOEMBED>
この例では、埋めこみ型プレゼンテーションを再生可能なブラウザーは
<NOEMBED>と</NOEMBED>の間のテキストを表示しません。他の<EMBED>タグ
を無視するブラウザーはハイパーリンクだけを表示します。したがって、視聴
者はリンクをクリックし、RealOne Playerでプレゼンテーションを再生します。

<OBJECT>タグの使用
タグの使用
RealOne Playerのプレゼンテーションで使用する<EMBED>タグはメジャーな両
ブラウザで互換性がありますが、<EMBED>タグと共に<OBJECT>タグを組み合わ
せることができます。これは、<EMBED>タグがあるWebページをInternet Explorer
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が表示するとき、RealOne Playerと違い、ActiveXテクノロジーを使用しないヘ
ルパーアプリケーションを動作させるために、Web制作者が使用する一般的な
方法です。
<OBJECT>タグは、ID=RVOCXなどの任意のIDを使用います。またRealOne Player
を識別する以下のクラスIDを持つ必要があります。
CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA"
<EMBED>タグと同じように、<OBJECT>タグにはブラウザ内で再生領域の幅と高
さを設定します。次の<OBJECT>タグは、Webページ内に300（幅）×134（高）
ピクセルの再生領域を作成します。
<OBJECT ID=RVOCX
CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA"
WIDTH=300 HEIGHT=134>
... parameters ...
</OBJECT>

<OBJECT>タグのパラメータの設定
タグのパラメータの設定
<OBJECT>タグは、NOJAVAパラメータ以外の<EMBED>タグと同じパラメータを
使用します。<EMBED>タグでは、すべてのパラメータをタグ内に設定しますが、
<OBJECT>タグでは、<OBJECT>と</OBJECT>の間に<PARAM>タグでそれぞれの
パラメータ（ID、CLASSID、WIDTH、HEIGHT）を指定します。
<PARAM NAME="name" VALUE="value">
この章ではパラメーター名を大文字で表記しますが、PARAM、NAME、VALUE
は大文字と小文字のどちらでもかまいません。ファイル名以外、パラメーター
の値は大文字と小文字を区別しません。またパラメーターの値はダブルクォー
テーションで囲む必要があります。

ソースの指定
<OBJECT>タグのSRCパラメータには、<EMBED>タグと同じように.rpmファイル
を指定することができます。しかし、これは必須ではありません。なぜなら、
<OBJECT>タグのCLASSIDパラメータが、プレゼンテーションをWebページで再
生させるからです。従って、ページの1つの<OBJECT>タグ内に、HTTPあるいは
RTSPなどの適切なプロトコルを使用してSMILファイルやクリップをリンクす
ることができます（対照的に、それぞれの<EMBED>タグは同じSRCパラメータ
を含まなくてはなりません。）。
メモ
<OBJECT>タグの SRC パラメータに Ramgen URL を使うことができますが、
Ramgen を使用するか否かにかかわらず、CLASSID パラメータが RealOne
Player を始動するので必須ではありません。

<EMBED>タグと
タグと<OBJECT>タグを組み合わせる
タグを組み合わせる
タグと
<EMBED>タグと<OBJECT>タグを組み合わせる場合、WindowsのInternet Explorer
ブラウザは<OBJECT>タグで定義されたプレゼンテーションを再生します。全て
のプラットフォームのNetscape NavigatorブラウザとMacintoshのInternet Explorer
は、<EMBED>タグで定義されたプレゼンテーションを再生します。次に例に示
されるように、タグを組み合わせるために、<OBJECT>と</OBJECT>タグの間に
すべての必要なパラメータを含んでいる<EMBED>タグを配置します。
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<OBJECT ID=RVOCX
CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA"
WIDTH=320 HEIGHT=240><PARAM NAME="SRC" VALUE="plugin.rpm">
<PARAM NAME="CONTROLS" VALUE="ImageWindow">
<PARAM NAME="CONSOLE" VALUE="one">
<EMBED SRC="plugin.rpm" WIDTH=320 HEIGHT=240 NOJAVA=true
CONTROLS=ImageWindow CONSOLE=one>
</OBJECT>

RealOne Player のコントロール部品の追加
CONTROLSパラメーターを使用して、Webページにplay/pauseボタンのようなコ
ントロール部品を追加できます。例えば、以下のタグはWebページにplay/pause
ボタンを表示します。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=26 HEIGHT=26 NOJAVA=true
CONTROLS=PlayButton>
以下のセクションでは、埋めこみ型のRealOne Playerのコントロール部品につい
て記述します。コントロール部品のサイズを設定するためには、<EMBED>タグ
と<OBJECT>タグのWIDTHとHEIGHTパラメーターを使用します。ここで推奨し
ている値と異なるピクセル値を指定すると、コントロール部品のサイズは大き
くなったり、小さくなったりします。また、サイズの値にはパーセンテージ値
も使用できますが、これはイメージウィンドウにだけ使用するのがよいでしょ
う。
追加情報
Web ページに複数のコントロール部品を追加する場合は、401 ページの「複
数のコントロール部品のリンク」も参照してください。
ヒント
以下に示す全てのコントロール部品は RealPlayer G2、RealOlayer 7、
RealPlayer 8 と互換性があります。ただし、これらのバージョンの RealPlayer
とはコントロール部品の外観が異なります。

基本的なコントロール部品
ImageWindow

CONTROLS=ImageWindowパラメーターは再生ウィンドウを表示します。このコ
ントロール部品はオーディオだけのプレゼンテーションには必要ありません。
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他のコントロール部品がページ上に表示されていない場合でも、再生エリアを
右クリック（Windows）あるいはマウスボタンを押したまま（Macintosh）にす
ることで、PlayおよびStopなどの選択メニューを表示できます。402ページの「イ
メージディスプレイのコントロール」も参照してください。
推奨ピクセル幅：176以上
推奨ピクセル高：132以上
All

CONTROLS=ALLパラメーターはRealOne Playerの基本的なコントロールパネル
を表示します。コントロール名が「default」でも動作します。このパネルには
プレイ/ポーズ、ストップ、早送り、巻き戻しの機能が含まれます。スライダ
ーにはポジションスライダーとスピーカーボタン、クリックされた時にポップ
アップするミュートボタン付きのボリュームスライダーが含まれます。ボタン
の下にはクリップの情報表示フィールド、ステータスパネル、ネットワーク状
況表示、クリップの時間表示フィールドがあります。
推奨ピクセル幅：375
推奨ピクセル高：100
上記の推奨サイズよりパネルのサイズを小さく設定した場合、パネル内のコン
トロール部品を小さく表示するのではなく、いくつかのコントロール部品は表
示されなくなります。したがって、小さなポップアップウィンドウにコントロ
ールパネルを表示させると、いくつかのコントロール部品は表示されないので、
パネルを使うことが難しくなります。このパネルはRealOne Playerでのみ動作し、
古いバージョンのRealPlayerでは動作しません。
幅336ピクセル以下：

ネットワーク状況表示フィールドが表示されません。

幅306ピクセル以下：

クリップ時間表示フィールドが表示されません。

幅226ピクセル以下： クリップ情報表示フィールドと早送り、巻き戻しボタン
が表示されません。
幅174ピクセル以下：

RealOneのロゴが表示されません。

高さ81ピクセル以下： クリップ情報表示フィールドが表示されません。
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個別のコントロール部品およびスライダー
ControlPanel

コンパクトなRealOne Playerのコントロールパネルを表示するには
ONTROLS=ControlPanelを使用してください。このパネルにはプレイ/ポーズ、
ストップ、早送り、巻き戻しの機能が含まれます。また、ポジションスライダ
ーとスピーカーボタンがクリックされた時にポップアップするミュートボタン
付きのボリュームスライダーもあります。
推奨ピクセル幅：350
推奨ピクセル高：36
上記の推奨サイズよりパネルのサイズを小さく設定した場合、パネル内のボタ
ンを小さく表示するのではなく、いくつかのボタンは表示されなくなります。
このパネルはRealOne Playerでのみ動作し、古いバージョンのRealPlayerでは動
作しません。
幅220ピクセル以下：巻き戻し、早送りボタンが表示されません。
幅168ピクセル以下：RealOneのロゴが表示されません。

PlayButton (also PlayOnlyButton)
CONTROLS=PlayButtonパラメーターはプレイボタンを表示します。このボタン
はプレゼンテーションの再生中にはポーズボタンに変わります。プレゼンテー
ションがRealOne Player以前のRealPlayerでアクセス可能な場合は、代わりに
CONTROLS=PlayOnlyButtonを使用してください。以前のRealPlayerでは、
PlayButtonコントロール部品はプレイボタンとポーズボタンの両方を含みます
が、PlayOnlyButtonコントロール部品はここに示すようにプレイボタンだけを
含みます。したがって、下位互換性を確実にするにはPlayOnlyButtonを使用し
てください。
推奨ピクセル幅：36
推奨ピクセル高：26

PauseButton
CONTROLS=PauseButtonパラメーターはポーズボタンを表示します。
PlayButtonコントロール部品はプレゼンテーションの再生中にポーズボタンに
変わるので、PauseButtonコントロール部品はRealOne Playerでは必要ではあり
ません。しかし、以前のRealPlayerとの下位互換性を確実にするためには、
PlayOnlyButtonとPauseButtonコントロール部品を使用してください。
推奨ピクセル幅：26
推奨ピクセル高：26
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StopButton
CONTROLS=StopButtonパラメーターはストップボタンを表示します。
推奨ピクセル幅：26
推奨ピクセル高：26

FFCtrl
CONTROLS=FFCtrlパラメーターは早送りボタンを表示します。
推奨ピクセル幅：26
推奨ピクセル高：26

RWCtrl
CONTROLS=RWCtrlパラメーターは巻き戻しボタンを表示します。
推奨ピクセル幅：26
推奨ピクセル高：26

MuteCtrl
CONTROLS=MuteCtrlパラメーターはミュートボタンを表示します。
推奨ピクセル幅：26
推奨ピクセル高：26

MuteVolume
CONTROLS=MuteVolumeパラメーターはミュートボタンとボリュームスライダ
ーを表示します。
推奨ピクセル幅：26
推奨ピクセル高：88

VolumeSlider
CONTROLS=VolumeSliderパラメーターはボリュームスライダーを表示します。
推奨ピクセル幅：26
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推奨ピクセル高：65
PositionSlider

CONTROLS=PositionSliderパラメーターはクリップのポジションスライダーを
表示します。
推奨ピクセル幅：120
推奨ピクセル高：26
TACCtrl

CONTROLS=TACCtrlパラメーターはクリップの情報フィールドを表示します。
クリップが最初に再生された時にプレゼンテーション情報はこのフィールドを
垂直方向にスクロールします。視聴者は矢印クリップをクリックすることで、
この情報を再表示することができます。「i」ボタンをクリックすることによっ
て、ポッポアップウィンドウに全てのプレゼンテーション情報を表示させるこ
とができます。
推奨ピクセル幅：370
推奨ピクセル高：32
追加情報
クリップとプレゼンテーションの情報の定義に関する詳細は 185 ページの
「第 10 章」を参照してください。

HomeCtrl
CONTROLS=HomeCtrlパラメーターはRealOne Playerのロゴを表示します。この
ロゴはRealNetworks社のWebサイトにリンクしています。以前のバージョンの
RealPlayerでは、このコントロール部品はReal™ロゴを表示します。
推奨ピクセル幅：30
推奨ピクセル高：30

情報パネル
InfoVolumePanel
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ボリュームスライダーおよびミュートボタンと同時にプレゼンテーション情報
を表示させるには、CONTROLS=InfoVolumePanelを使用してください。プレゼ
ンテーション情報の詳細は189ページの「SMILプレゼンテーションの情報の定
義」を参照してください。
推奨ピクセル幅：325
推奨ピクセル高：55
InfoPanel

CONTROLS=InfoPanelパラメーターはプレゼンテーション情報パネルを表示し
ます。プレゼンテーション情報の詳細は189ページの「SMILプレゼンテーショ
ンの情報の定義」を参照してください。
推奨ピクセル幅：300
推奨ピクセル高：55

ステータスパネル
StatusBar

CONTROLS=StatusBarパラメーターはステータスパネルを表示し、各種の情報を
表します。また、このパネルにはネットワーク混雑時に点滅するLEDと、クリ
ップ全体の長さと共にプレゼンテーションタイムタイムライン内の現在のクリ
ップの位置を示す情報が含まれます。
推奨ピクセル幅：335
推奨ピクセル高：30
上記の推奨サイズよりパネルのサイズを小さく設定した場合、パネル内のフィ
ールドを小さく表示するのではなく、いくつかのフィールドは表示されなくな
ります。このパネルはRealOne Playerでのみ動作し、古いバージョンのRealPlayer
では動作しません。
幅330ピクセル以下：ネットワーク状況表示フィールドが表示されません。
幅330ピクセル以下：クリップ時間表示フィールドが表示されません。
メモ
ステータスバーは All コントロール部品に含まれます。ページにステータス
バーあるいはステータスフィールドを組み込まない場合、エラーメッセージ
はブラウザーのステータスバーにが表示されます。
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StatusField

CONTROLS=StatusFieldパラメーターはステータスバーのメッセージテキスト
エリアを表示します。ステータスフィールドあるいはステータスバーをページ
に組み込まない場合は、エラーメッセージはブラウザーのステータスバーに表
示されます。
推奨ピクセル幅：200
推奨ピクセル高：30
PositionField

CONTROLS=PositionFieldパラメーターはプレゼンテーションにおけるタイムラ
イン上でのクリップの現在位置とクリップ全体の長さを表示します。
推奨ピクセル幅：90
推奨ピクセル高：30

複数のコントロール部品のリンク
CONSOLEパラメーターは複数のコントロール部品が同時に機能するように
<EMBED>タグを統合する名前を定義します。たとえば、3つの<EMBED>タグを使
用して、イメージウィンドウ、プレイボタン、ストップボタンを定義できます。
3つのタグで各コントロール部品のサイズを別個に定義でき、さらにHTMLタグ
で全体のレイアウトを定義できます。たとえば、各コントロール部品を異なる
HTMLテーブルのセルに入れることができます。
コントロール部品を結び付けるためには、各<EMBED>タグ内で同じCONSOLE名
を定義するか、あるいは以下のあらかじめ定義された名前を使用します。
_masterはコントロール部品をページに組み込まれた全ての他のコントロール
部品に結合します。
_uniqueはコントロール部品をページに組み込まれた他の全てのコントロール
部品に結合しません。
別々のプレゼンテーションに対する複数のCONSOLE名を定義できます。たとえ
ば、2つのビデオクリップを表示しているページに対して、video1およびvideo2
という名前のCONSOLE名を定義できます。video1で結合された全てのコントロ
ール部品は相互に関連して動作し、同様にvideo2で結合された全てのコントロ
ール部品は相互に関連して動作します。この場合、たとえば、video1クリップ
のボリュームスライダーはvideo2クリップのボリュームには影響を与えません。
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コンソールを使用する場合のヒント
•

全ての<EMBED>タグには SRC 属性が必要です。コンソール名で結合されている
タグは同じ SRC の値を持つ必要があります。

•

コンソールでグループ化された<EMBED>タグが異なる SRC の値を持つ場合、
RealOne Player がそれらのソースから最初に見つける正しいソースがコンソー
ルのソースになります。これは、リスト表示された最初のソースとは限りませ
ん。

•

あるコンソールのプレイボタンをクリックすることにより、他のコンソールの
再生が停止します。これによって、複数のコンソールで別々のオーディオトラ
ックを再生したり、複数のコンソールが同じイメージウィンドウを使用するこ
とができます。

複数のコントロール部品の例
以下の例は2つの別個のビデオ、video1.rmとvideo2.rmに対して、1つのイメージ
ウィンドウと2つのコントロール部品のセット（プレイボタンおよびストップボ
タン）を設定します。あらかじめ定義されている名前の_masterはイメージウ
ィンドウを両方のコントロール部品に結合させます。ただし、コントロール部
品のセットには異なる名前を設定し、その結果お互いに結合はしません。した
がって、各プレイボタンをクリックすることによって、異なるビデオが再生さ
れます。
各<EMBED>タグはSRC属性を持つ必要があるので、以下の例のイメージウィン
ドウは最初のプレイボタンと同じソースを指定します。別のプレイボタンをク
リックすることによって、最初のビデオが停止し2番目のビデオが再生されます。
<EMBED SRC="video1.rpm" CONSOLE=_master WIDTH=176 HEIGHT=128
NOJAVA=true CONTROLS=ImageWindow>
<H4>Video 1</H4>
<EMBED SRC=" video1.rpm" CONSOLE=video1 WIDTH=44 HEIGHT=26
NOJAVA=true CONTROLS=PlayButton>
<EMBED SRC=" video1.rpm" CONSOLE=video1 WIDTH=26 HEIGHT=26
NOJAVA=true CONTROLS=StopButton>
<H4>Video 2</H4>
<EMBED SRC=" video2.rpm" CONSOLE=video2 WIDTH=44 HEIGHT=26
NOJAVA=true CONTROLS=PlayButton>
<EMBED SRC=" video2.rpm" CONSOLE=video2 WIDTH=26 HEIGHT=26
NOJAVA=true CONTROLS=StopButton>

イメージディスプレイのコントロール
イメージウィンドウ内でクリップの再生方法をコントロールする<EMBED>タグ
のパラメーターを以下の表にまとめます。

パラメーター
BACKGROUNDCOLOR

イメージ表示のパラメーター
値
デフォ 機能
ルト値
black
ウィンドウの色を
色名
|#RRGGBB
設定します。
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CENTER

true|false

false

MAINTAINASPECT

true|false

false

NOLOGO

true|false

false

クリップをセンタ
リングします。
クリップのアスペ
クト比を設定しま
す。
RealOne logo の表
示をコントロール
します。

403
ページ
403
ページ
404
ページ

以下の例は<EMBED>タグでのこれらのパラメーターのうち2つを使用していま
す。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=50% HEIGHT=50% NOJAVA=true
BACKGROUNDCOLOR=gray CENTER=true>

背景色の設定
BACKGROUNDCOLORパラメーターはイメージウィンドウの背景色を指定しま
す。クリップが透明度をもつなら、指定された背景はクリップの背後に透けて
表示されます。デフォルトの背景色は黒です。この値にはRGBの16進数値、あ
るいは以下にしめす色名を指定できます。以下に色名とそれに相当する16進数
値を示します。
white(#FFFFFF)

silver(#C0C0C0)

gray(#808080)

black(#000000)

yellow(#FFFF00)

fuchsia(#FF00FF)

red(#FF0000)

maroon(#800000)

lime(#00FF00)

olive(#808000)

green(#008000)

purple(#800080)

aqua(#00FFFF)

teal(#008080)

blue(#0000FF)

navy(#000080)

メモ
SMIL 領域の背景色はこの背景色を無効にします。SMIL 領域の色設定に
関しては 228 ページの「背景色の追加」を参照してください。
ヒント
451 ページの「付録 C」は 16 進数値での背景色の設定方法を記述していま
す。ただし、<EMBED>と<OBJECT>タグでは SMIL で使用される rgb(n,n,n)
形式のカラー値をサポートしていないことに注意してください。

クリップのセンタリング
CENTERパラメーターのデフォルト値はfalseなので、クリップは再生エリア全
体に表示されます。CENTERパラメーターをtrueに設定すると、クリップは再生
エリアの真中にエンコードされたサイズで表示されます。したがって、CENTER
をtrueに設定することによって、WIDTHとHEGHTパラメーターで大きな再生エ
リアを作成し、クリップを通常のサイズで再生させることができます。
MAINTAINASPECTと共にCENTERを使用することはできません。

クリップのアスペクト比を保つ
クリップのアスペクト比を保つ
MAINTAINASPECTパラメーターはCENTERパラメーターと同時には使用できま
せんが、イメージウィンドウにクリップが適合する場合に、クリップの高さと
幅の比率を一定に保つかどうかを決定します。デフォルト値のfalseは、イメー
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ジウィンドウにクリップを満たす必要がある場合にこの比率を変えます。これ
によってソースイメージには歪が生じます。
MAINTAINASPECTパラメーターをtrueに設定すると、クリップの高さと幅の比
率は一定に保たれます。たとえば、イメージウィンドウの高さと幅の比が2:3
の場合でも、クリップの高さと幅の比である1:1が維持されます。この場合、ク
リップはイメージウィンドウの真中に配置され一方の辺がウィンドウの境界に
届き、もう一方の境界がウィンドウの境界内に収まるまで拡大縮小されます。
以下の図は、デフォルト、MAINTAINASPECTをtrueに設定した場合、CENTERを
trueに設定した場合のクリップの見え方を示しています。
MAINTAINASPECT と CENTER によるクリップの拡大縮小

RealOne Logo を隠す
NOLOGOパラメーターをtrueに設定した場合、イメージウィンドウはクリップ
の再生前にRealOne logoを表示しません。クリップが再生されていない時は単
に指定された背景色が表示されます。このパラメーターのデフォルト値はfalse
です。

自動再生の設定
以下の表で一覧表示されているパラメーターを用いると、プレゼンテーション
を自動的に再生させたり、無限にあるいは指定回数だけループさせることがで
きます。
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自動再生のパラメーター
デフォ
機能
ルト値
false
プレゼンテーションを
true|false
自動的に再生させます
true|false
false
プレゼンテーションを
連続的にループ再生さ
せます。
1
整数
ループの回数を設定し
ます。
true|false
false
シーケンスのクリップ
をシャッフルして再生
させます。
値

参照ペ
ージ
405
ページ
405
ページ
405
ページ
405
ページ

以下は<EMBED>タグでこれら2つのパラメーターを使用する例を示しています。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=50% HEIGHT=50% NOJAVA=true
AUTOSTART=true LOOP=true>

プレゼンテーションの自動再生
AUTOSTARTパラメーターをtrueに設定した場合、プレゼンテーションはすぐに
再生されます。コンソール名で結合された複数の<EMBED>タグがある場合は、1
つのタグでだけAUTOSTARTをtrueに設定してください。たとえば、AUTOSTART
を記述しないか、あるいはfalseに設定した場合、プレゼンテーションはユーザ
ーが組み込みプレイボタンをクリックして再生を開始するまでスタートしませ
ん。

プレゼンテーションの連続的な繰り返し
LOOPパラメーターをtrueに設定した場合、プレゼンテーションは視聴者がそれ
を止めるまで連続的にループします。コンソール名で結合された複数の
<EMBED>タグがある場合は、1つのタグでだけLOOPをtrueに設定してください。
LOOPを記述しないか、あるいはデフォルト値のfalseに設定した場合、プレゼ
ンテーションは最初の再生が終了すると停止します。ユーザーはプレイボタン
をクリックすることで、再びプレゼンテーションを再生できます。
追加情報
LOOP または NUMLOOP パラメーターは SMIL プレゼンテーション全体を繰
り返すようにします。SMIL ファイル内では個々のクリップあるいはグループ
を繰り返す repeatDur および repeatCount 属性を使用できます。詳細は
254 ページの「要素の繰り返し」を参照してください。

繰り返し回数の指定
パラメーターをNUMLOOP=2のように指定すると、プレゼンテーションは指定回
数だけ再生され、その後停止します。LOOPとNUMLOOPの両方を使用する場合
はLOOPパラメーターは無視されます。

シャッフル再生の設定
SHUFFLEパラメーターは単一のシーケンスのクリップがリストされたRamファ
イルあるいはSMILファイルにだけ使用されます。SHUFFLEをtrueに設定した場
合、RealOne Playerはランダムな順番でクリップを再生します。LOOPあるいは
NUMLOOPと共にこのパラメーターを使用すると、各繰り返しサイクルでクリッ
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プの再生順が異なって再生されます。
追加情報
SMIL のシーケンスの詳細は 194 ページの「クリップの順次再生」を参照して
ください。Ram ファイルの詳細は 411 ページの「Ram ファイルの記述」を参照
してください。

SMIL プレゼンテーションのレイアウト
210ページの「第12章」で説明しているように、プレゼンテーションの異なる部
分に対して別個の再生領域を定義するためにSMILファイルを使用することが
できます。たとえば、これによって2つのクリップを並べてレイアウトさせるこ
とが可能です。Webページでプレゼンテーションを再生する場合、SMILあるい
はHTMLでレイアウトを定義することが可能です。SMILでレイアウトを定義す
ると、1つの埋め込みウィンドウ内ですべてのクリップを一緒に再生させます。
HTMLレイアウトを使用すると、Webページ上の異なった場所にクリップを配
置させます。
同じく、SMILプレゼンテーションは、RealOne Playerのメディアブラウザペイ
ンや関連情報ペインで表示するHTMLページ同様、セカンダリポップアップウ
ィンドウでクリップを開くことができます。これらの機能は、埋め込みのプレ
ゼンテーションで同じく動作します。ただし、メディアブラウザペインや関連
情報ペインが、埋め込みのプレゼンテーションには存在しないので、これらの
ペインに表示するすべてのHTMLページは、視聴者のWebブラウザの新しいウ
ィンドウで表示します。
追加情報
295 ページの「HTML ページへのリンク」で、SMIL を通してどのように
HTML ページを開くかを説明します。

SMIL を使用したレイアウト定義
を使用したレイアウト定義
SMILを使用してレイアウトをコントロールするためには、SMILファイル内で
領域の定義とクリップの配置を定義します。その後、全てのSMIL領域に適応す
る広さの再生エリアをWebページに作成します。SMILファイルはWebページで
再生する場合、あるいはRealOne Playerで再生する場合も同じレイアウトを作り
出します。たとえば、SMILファイルで幅400ピクセル、高さ300ピクセルの再生
エリアを定義する場合、以下の例に示すように<EMBED>タグで少なくともSMIL
領域と同じ大きさのイメージウィンドウを定義します。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=400 HEIGHT=300 NOJAVA=true
CONTROLS=ImageWindow CONSOLE=one>
それから、プレゼンテーションにRealOne Playerのコントロール部品を追加する
ために、コンソール名がoneで結合される<EMBED>タグを追加することできま
す。
ヒント
通常はイメージウィンドウは SMIL のルートレイアウト領域と同じサイズに定
義されます。SMIL のルートレイアウト領域は 210 ページの「ルートレイアウト
領域」で述べられています。
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HTML を使用したレイアウトの定義
2番目の方法はSMILファイル内のレイアウト情報を省略し、代わりにHTMLで
レイアウトを定義する方法です。たとえば、イメージウィンドウと個別の
RealOne Playerのコントロール部品をHTMLテーブルのセル内に配置します。各
クリップの再生領域は以下のようにSMILのクリップソースタグのregion属性
で定義されます。
<textstream src="news.rt" region="newsregion"/>
HTMLページ内では、news.rtを再生する<EMBED>タグは以下のようになります。
<EMBED SRC="presentation.rpm" WIDTH=250 HEIGHT=144 NOJAVA=true
CONTROLS=ImageWindow REGION=newsregion CONSOLE=one>
SMILファイル内でリストされている他のクリップに対する領域を作成するに
は、この例と同様な<EMBED>タグを定義します。さらに、プレゼンテーション
にRealOne Playerのコントロール部品を追加するために、コンソール名がoneで
結合される<EMBED>タグを追加することできます。
追加情報
238 ページの「クリップを領域への適合方法の定義」で、SMIL クリップソース
タグの領域の属性の使用を説明します。
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第21章
章
プレゼンテーションの配信
RealOne Playerのプレゼンテーションを組み立て終わったなら、配信用のHelix
Universal ServerあるいはWebサーバーにクリップを配置します。この章では
WebページからクリップおよびSMILファイルへのリンクする方法を説明しま
す。すなわち、RealOne Playerを起動し、クリップあるいはSMILプレゼンテー
ションのURLを指示するシンプルテキストファイルであるRamファイルの記述
方法を示します。

リンクと URL について
Webページからクリップへリンクする方法は簡単ですが、ミスを犯しやすいこ
とが2つあります。
1.正しくないURLを記述すると、WebブラウザーあるいはRealOne Playerは要求
されたファイルを見つけることができません。
2.間違ったプロトコル指定（たとえば、http://）はクリップのストリーミング
を正しく行いません。
以下のセクションでは、Webページからストリーミングクリップへのリンク方
法の概要について述べます。この章の残りでは、プレゼンテーションの配信に
対する様々なオプションを紹介します。

Ram ファイル
Webページからクリップへリンクさせる最も一般的な方法は、Ramファイルを
使用することです。Ramファイルはまた、メタファイルとも呼ばれます。この
ファイルの拡張子は.ramで、しばしばストリーミングクリップやSMILファイル
の完全URLを1行だけ記述している場合があります。Webページからストリーミ
ングクリップへ直接リンクするのではなく、Ramファイルを使用する理由は2
つあります。
1.RamファイルはRealOne Playerを起動します。
ファイル拡張子.ramはWebブラウザーにRealOne Playerをヘルパーアプリケー
ションとして起動させます。クリップに直接リンクする場合、RealOne Player
が起動しない場合があります。たとえば、Webページから直接Flash Playerファ
イル（拡張子.swf）へリンクする場合、ブラウザーはMacromedia社のFlash Player
を起動します。Flashクリップをストリームさせたい場合は、RealOne Playerを起
動させるRamファイルを使う必要があります。
2.RamファイルはHelix Universal Server上のクリップに対してRTSP URLを提供
します。
Helix Universal Server上のクリップはHTTPではなく、RTSPプロトコルでストリ
ームされます。これはクリップの要求に使われるURLがhttp://ではなく、
rtsp://で始まることを意味します。ブラウザーはRTSPリクエストを処理でき
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ないので、WebページからRamファイルへはHTTP URLでリンクします。Ram
ファイルはRealOne Playerに対してクリップまたはSMILプレゼンテーションの
RTSP URLを提供します。
追加情報
409 ページの「RTSP と HTTP の違い」を参照してください。
3.RamファイルはRealOne Playerにパラメータを渡すことができます。
任意のRamファイルのパラメータを通して、例えばダブルサイズで再生するよ
うに、クリップやSMILプレゼンテーションを修正することができます。同じく、
クリップが再生するときに表示するHTMLを指定することができます。

Ram ファイルの動作
<a href>のハイパーテキストリンクで、RamファイルをWebページにリンクする
ことができます。以下はWebページからストリーミングプレゼンテーションへ
リンクするハイパーテキストをクリックした時に起こる動作を説明しています。
1.Webブラウザーは、WebサーバーあるいはHelix Universal Server にRamファイ
ルを要求します。
2.Ramファイルの拡張子（.ramあるいは.rpm）はWebブラウザーにRealOne
Playerを起動させます。
3.RealOne PlayerはRamファイルを受け取り、WebサーバーあるいはHelix
Universal ServerにクリップまたはSMILファイルをリクエストします。
4.SMILファイルが使用される場合は、RealOne PlayerはSMILファイルの中の
URLに従ってクリップをリクエストします。

組み込み型プレゼンテーションに対する Ram ファイル
RealOne Playerが単体のアプリケーションとして起動するプレゼンテーション
に対しては、Ramファイルの拡張子に.ramを使用します。しかし、387ージの「第
20章」で述べているWebページにクリップあるいはプレゼンテーションを組み
込むような場合は、Ramファイルの拡張子に.rpmを使用します。RealOne Player
はプレゼンテーションを再生しますが、単体のアプリケーションとして起動し
ません。代わりにブラウザーの中でクリップが再生されます。ファイル拡張子
以外では、ポップアッププレゼンテーション（.ram）と組み込み型プレゼンテ
ーション（.rpm）のRamファイルに違いはありません。

Ram ファイルの代わりに Ramgen を使用する
Helix Universal Serverからクリップをストリームする場合、Ramgenを使用する
選択ができます。これはRamファイルを使わずにWebページから直接ストリー
ミングクリップへリンクさせる機能を提供します。Ramgenはブラウザーに
RealOne Playerを起動させ、クリップをRTSPでストリームするため特別なURL
を使用します。しかし、全てのストリームに対して適しているわけではありま
せん。Ramgenによって多くの場合、Webページからクリップへのリンクの過程
を単純化できます。Ramgenの使用方法は423ページの「Helix Universal Server上
のクリップにRamgenを使用する」を参照してください。

RTSP と HTTP の違い
HTMLページと画像を配信するため、WebサーバーはHyperText Transfer Protocol
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（HTTP）を使用します。これはhttp://で始まるWebページのURLで見つける
ことができます。HTTPはタイムラインにかまわずにファイルをダウンロードし、
タイムラインのあるクリップを遅らせる傾向があります。Helix Universal Server
ではHTTPも使用可能ですが、Helix Universal Serverによってストリームされる
メディアクリップのURLはrtsp://で始まります。これによって、Helix Universal
ServerはInternet Engineering Task Force(http://www.ietf.org/)によって決められて
いるインターネットの標準プロトコルであるRealTime Streaming Protocol
（RTSP）を使用するようになります。
ストリーミングのために特別に設計されたプロトコルであるRTSPによって、
Helix Universal Serverはクリップの再生をスムーズにするようストリーミング
データを調整可能になります。たとえば、2つのクリップが並んで再生される場
合、RealOne Playerは各クリップの再生進行状況についてHelix Universal Server
と通信し、再生の同期を保つために必要なデータ量を指示します。Helix
Universalは、確実に重要なデータを配信できるように必要に応じて低い優先度
のデータを放棄することによって、ネットワーク状況の変化を補正し、データ
フローを調整することができます。このような通信はHTTPでは不可能です。

URL に使用されるプロトコルについて
RealOne Player用のプレゼンテーションを作成する場合、どのURL がHTTPを使
用し、どのURLがRTSPを使用するかを明確に理解することが大切です。
•

Helix Universal Server 上のクリップに対する Ram ファイルと SMIL ファイル内
の RTSP
RealOne Player が Helix Universal Server にクリップをリクエストする URL
には rtsp://を使用してください。これらの URL は SMIL ファイル（.smil）
と Ram ファイル（.ram または.rpm）の中で使用されます。

•

Web サーバー上のクリップに対する SMIL ファイルと Ram ファイル内の HTTP
Helix Universal Server ではなく Web サーバー上にクリップが保存されてい
る場合に限って、SMIL ファイルと Ram ファイル内の URL に http://を
使用してください。Web サーバーは RTSP を使用しないので、Web サー
バー上のクリップに対する URL には rtsp://を使用することはできませ
ん。

•

Web ページ内の HTTP
Web サーバーまたは Helix Universal Server へリンクする Web ページは常
に http://から始まります。Web ブラウザーは Helix Universal Server から
RTSP で送られるストリーミング情報を解釈できません。しかし、Helix
Universal Server は HTTP も使用できるので、Web ブラウザーは HTTP を
使用して Helix Universal Server に接続することもできます。
追加情報
SMIL ファイルの URL の詳細は 161 ページの「クリップソースタグの作成」を
参照してください。

ディレクトリパスと URL
一般的にはデスクトップコンピューターまたはワークステーションでクリップ
とSMILファイルを作成し、それらをストリーミング用のHelix Universal Server
あるいはWebサーバーに移します。もし、サーバーが同じローカルエリアネッ
トワーク（LAN）上にあるなら、ネットワーク上のサーバーにファイルをコピ
ーすることができます。または通常FTP（File Transfer Protocol）を使用して、
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インターネット上のサーバーにファイルを転送することができます。
Helix Universal ServerまたはWebサーバーの管理者はコンテンツ用のディレク
トリを作成できます。Helix Universal Serverを使用する場合、Helix Universal
Serverの管理者はパスワード認証およびペイパービューなどの機能も設定でき
ます。たとえば、Helix Universal Serverが動作しているWindowsマシン上のクリ
ップは以下のパスで示される場所にあります。
C:¥Program Files¥Real¥Helix Server¥Content¥video1.rm
しかし、クリップをリクエストするために使用されるURLは以下のようになり
ます。
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm
サーバーへクリップを移すためのディレクトリパスおよびクリップをリクエス
トする時のリンクを設定するURLが必要になります。Helix Universal Serverある
いはWebサーバーはコンテンツディレクトリへのパスを与え、クリップをリク
エストするURLを提供します。

Ram ファイルで RealOne Player を起動する
Ramファイルは拡張子が.ram（Webページで再生する場合は.rpm）のテキスト
ファイルです。このファイルを受け取ると、ブラウザーはRealOne Playerをヘル
パーアプリケーションとして起動します。その後、RealOne PlayerはRamファイ
ルにリストされているクリップを要求します。423ページの「Helix Universal
Server上のクリップにRamgenを使用する」で述べているように、Helix Universal
ServerはRamファイルを使用しなくてもRealOne Playerを起動できます。しかし、
以下に記述されていることを行うには、Ramファイルを作成する必要がありま
す。
•

Ramgen を使用する設定がなされていない Helix Universal Server からストリー
ムする場合。

•

RealOne Player プレゼンテーションを Web サーバーにホスティングする場合。

•

ローカルコンピューターでクリップを再生する場合。

•

フルスクリーンモードのような指定された RealOne Player モードでクリップを
開く場合。

基本的な Ram ファイルの記述
基本的なRamファイルには、クリップあるいはSMILファイルへの完全URLが1
行だけ記述されています。また、Ramファイルは異なるクリップへのURLを複
数リストでき、各URLは1行毎に記述されます。これによって、RealOne Player
はそれらのクリップを順番に再生します。RealOne Playerでは、Ramファイルの
中にSMILファイルおよび他のRamファイルへの複数のURLを記述することが
できます。
警告
RealPlayer 8 とそれ以前のバージョンでは他の Ram ファイルあるいは 1 つ以
上の SMIL ファイルがリストされている Ram ファイルを再生できません。
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Ramファイルを記述するためには
1.プレーンテキストでファイルを保存できるエディターあるいはワードプロセ
ッサーを開きます。最初の行に、SMILファイルあるいはメディアクリップへの
完全URLを入力します。続いて再生したいクリップあるいはファイルの完全
URLを新しい行に追加します。Helix Universal ServerあるいはWebサーバーの管
理者にURLを確かめる必要があるかもしません。以下にSMILファイルがHelix
Universal Server上にある場合、Webサーバー上にある場合、視聴者のローカル
コンピューターにある場合のURLの例を示します。
Helix Universal Server

rtsp://helixserver.example.com/sample1.smil

Webサーバー

http://www.example.com/sample1.smil

ローカル

file://sample1.smil

警告
新しい URL を入力する際に、新しい行を作成するときのみ Enter キーを押し
ます。長い URL を入力するとき、Enter キーを押してはいけません。ただし、
テキストエディタが自動的に新しい行に URL を改行するのは問題ありませ
ん。Enter キーで改行したときにだけエラーが発生します。
追加情報
RTSP URL の詳細は 168 ページの「Helix Universal Server 上のクリップへの
リンク」を参照してください。
2. Helix Universal Serverから配信されるプレゼンテーションに対しては、
Ramgenでaltplayオプションを使用するのと同じように、以前のバージョンの
RealPlayer（RealPlayer 4またはRealPlayer 5など）をサポートできます。これを
行うためには、RTSP URLの後に--stop--マーカーを追加し、以前のRamファイ
ルのように古いクリップへのURLを指定します。以下にこの例を示します。
rtsp://helixserver.example.com:554/media/sample.smil
--stop-pnm://helixserver.example.com:7070/media/old_sample.rm
2番目のURLはpnm://で古いプロトコルを指定し、Helix Universal SerevrのPNA
ポートを指定します。RealOne PlayerまたはRealPlayerが接続すると、主要なプ
ロトコルに従ってURLを選択します。このため、rtsp://、pnm://、http://に
よらず同じプロトコルと使用するURLを2つリストすることはできません。
3.拡張子.ram（RealOne Playerで再生する場合）、あるいは.rpm（Webブラウザ
ーで再生する場合）のプレーンテキストとしてRamファイルを保存します。
4.RamファイルをWebサーバーに移動します。ブラウザーがRamファイルを受
け取ったとき、ブラウザーはRamファイルをRealOne Playerに渡します。RealOne
Playerはファイル中のURLを使用してクリップをリクエストします。したがっ
て、Ramファイルとメディアクリップは同じコンピューター上にある必要はあ
りません。
5.Ramファイルへのリンクには、以下のようなHTMLハイパーリンクを使って
Webページに登録します。
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<a href="http://www.example.com/media/sample.ram">click for
video</a>
.rpmファイルでは、390ページの「<EMBED>タグの使用」で述べているように、
<EMBED>タグ内でリンク先URLを指定します。RamファイルがHelix Universal
Server上にある場合は、URLにはramgenパラメーターが使用できません。

Ram ファイルにコメントを追加する
ポンド記号（#）を行の最初の文字として使用することによって、Ramファイル
にコメントを追加できます。以下の例はRamファイルにコメントを2行追加して
います。
# Two videos and a SMIL presentation
# streamed from Helix Universal Server.
rtsp://helixserver.example.com/media/video1.rm
rtsp://helixserver.example.com/media/video2.rm
rtsp://helixserver.example.com/media/sample2.smil

異なる RealPlayer に異なるクリップを配信する
以前のバージョンのRealPlayerはRealOne Playerに対するコンテンツと同じ物を
再生できません。例えば、RealPlayer G2からRealPlayer 8はRealVideo9のクリッ
プとSMIL2.0のプレゼンテーションを再生できません。このような場合、これ
らのプレイヤーではRealOne Playerに自動的にアップデートするプロンプトが
表示されます。ただし、Ramファイルを使用することで、以下の異なる3種類の
RealPlayerに対して、異なるクリップ、プレゼンテーション、再生順を指定でき
ます。
•

RealOne Player 以降のプレイヤー

•

RealPlayer G2 から RealPlayer 8 のプレイヤー

•

RealPlayer 5 以前のプレイヤー

異なる種類のプレイヤーに対する Ram ファイルの記述文法
以下の例は、異なる種類のRealPlayerをサポートするRamファイルの記述文法で
す。この例では、各RealPlayerは2つのRealVideoクリップを順番に要求します。
各クリップは59ページの「RealVideoコーデック」で記述されているように、そ
れぞれのプレイヤーに適したRealVideoコーデックでエンコードされています。
## The following two video clips play for RealOne Player and later:
## .RAM_V3.0_START
## rtsp://helixserver.example.com/video1_realone.rm
## rtsp://helixserver.example.com/video2_realone.rm
## .RAM_V3.0_END
## The following two clips play for RealPlayer G2 through RealPlayer 8:
rtsp://helixserver.example.com/video1_realG2.rm
rtsp://helixserver.example.com/video2_realG2.rm
--stop-## The following two clips play for RealPlayer 5 and earlier:
pnm://helixserver.example.com/video1_real5.rm
pnm://helixserver.example.com/video2_real5.rm

異なる種類のプレイヤーに対する Ram ファイル記述のヒント
異なる種類のプレイヤーに対するRamファイルの文法については、以下を注意
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してください。
•

RealOne Player 以降のプレイヤーに対するクリップ、プレゼンテーション、再
生順番をリストする部分は以下の文で開始する必要があります。
## .RAM_V3.0_START

•

また、以下の分で終了する必要があります。
## .RAM_V3.0_END

•

RealOne Player 以降のプレイヤーに対して有効な各 URL は 2 つのポンド記号
（##）に続ける必要があります。これによって、以前のバージョンの RealPlayer
はこの行をコメントとして扱い、URL を無視します。しかし、開始と終了の
マーカーによって RealOne Player 以降のプレイヤーは、この行を URL として
認識します。

•

RealPlayer G2 から RealPlayer 8 までのプレイヤーに対する URL のリスト部分
は、RealOne Player に対する URL のリスト部分の後に記述する必要があります。

•

RealPlayer 5 以前のプレイヤーに対してコンテンツをストリームするためには、
RealPlayer G2 から RealPlayer 8 までのプレイヤーに対する RTSP の URL の後
--stop--マーカーを記述します。その後に、クリップを pnm://プロトコルの
URL で指定します。

•

--stop--以降の URL は古い PNM プロトコル（pnm://）で指定しなければなり
ません。RealPlayer が接続したとき、その適したプロトコルに基づいて URL を
選択します。したがって、--stop--のマーカーの前後で、rtsp://、pnm://ある
いは http://のいずれに対しても、同じプロトコルで URL をリストすることは
できません。

•

各バージョンの RealPlayer が再生可能なストリーミングフォーマットの基本的
な情報は、32 ページの「以前の RealPlayer バージョンとの互換性」を参照して
ください。

Web ページからクリップへリンクする例
以下のセクションでは、WebページからHelix Universal ServerあるいはWebサー
バー上のクリップまたはSMILプレゼンテーションにリンクする例をいくつか
紹介します。

1 つのクリップへのリンク
video1.rmというRealVideoクリップが1つあると仮定します。この場合は、Web
ページからWebページと同じディレクトリにあるRamファイル
（play_video.ram）へ単純にリンクできます。
<a href= "play_video1.ram">Play the video!</a>
RamファイルではHelix Universal Server上のクリップへの完全RTSP URLを
RealOne Playerに提供します。
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm
または、Webサーバー上のクリップへの完全HTTP URLを提供します。
http://www.example.com/video1.rm
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組み込み型クリップへのリンク
Webページにvideo1.rmというRealVideoクリップが387ページの「第20章」の方
法に従って組み込まれているとします。この場合、以下のように<EMBED>タグ
の中でWebページと同じディレクトリにあるRamファイル（play_video1.rpm）
にリンクできます。
<EMBED SRC="play_video1.rpm" WIDTH=300 HEIGHT=134>
RamファイルではRealOne PlayerにHelix Universal Server上のクリップのRTSP
URLを提供します。
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm
あるいは、Webサーバー上のクリップへのHTTP URLを提供します。
http://www.example.com/video1.rm

SMIL プレゼンテーションへのリンク
SMILファイルへのリンクはクリップへのリンクと同様です。ただし、SMILフ
ァイルはプレゼンテーション中のクリップへのURLを含むので、SMILファイル
はどのサーバー上に置くこともできます。presentation.smilという名前のSMIL
ファイルがあるとします。この場合、以下のようにWebページから同じディレ
クトリにあるRamファイル（play_presentation.rpm）へリンクできます。
<a href= "play_presentation.ram">Play the video!</a>
Ramファイルでは、SMILファイルがHelix Universal Server上にある場合は、
RealOne PlayerにそのSMILファイルへの完全RTSP URLを提供します。
rtsp://helixserver.example.com/presentation.smil
あるいは、SMILファイルがWebサーバーにある場合は、HTTP URLを提供しま
す。
http://www.example.com/presentation.smil
SMILファイルは、以下の例のようにクリップソースタグ内でクリップへの完全
URLを含みます。
<video src="rtsp://helixserver.example.com/video1.rm" .../>
追加情報
SMIL ファイルの URL の詳細は 166 ページの「クリップソース URL の記述」
を参照してください。

Ram ファイルを通してパラメータを送る
Ramファイルは、RealOne Playerの関連情報ペインとメディアブラウザペインに
HTMLページを開くパラメータを設定する簡単で便利な方法を提供します。例
えば、Ramファイルのパラメータで、クリップの再生時間を短くすることもで
きます。Ramファイル内には、以下のようにクエスチョンマーク（?）で、クリ
ップURLと最初のパラメータを区切ります。
URL?parameter=value
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同じクリップに2つ以上のパラメータを設定する場合は、クエスチョンマークの
代わりに2つめ以降のパラメータはアンパーサンド（&）の後ろに設定します。
URL?parameter=value&parameter=value&parameter=value...
Ramファイルのパラメータについて次のことに注意してください。
•

スペースを含むパラメータの値は、二重引用符で括られている必要があります。
ただし 1 つの値の場合は、引用符を必要としません。

•

クリップ URL にパラメータを追加する際、改行するために Enter キーを押さ
ないでください。プレゼンテーション URL とすべてのパラメータは 1 つの行
でなければなりません。ただし自動的に改行されるように、テキストエディタ
のワードラップ機能をオンにすることができます。

•

特定のパラメータをサポートしない前のバージョンの RealPlayer では、そのパ
ラメータを無視してメディアを再生し続けます。
ヒント
499 ページの「付録 G」で、次のセクションが詳細に記述する Ram ファイルの
パラメータを要約をします。

HTML ペインで URL を開く
Ramファイルの中のクリップ毎に、RealOne Playerの関連情報ペインに開く1つ
のHTMLページのURLを提供することができます。同じく、メディアブラウザ
ペインで開かれる1つのHTMLページのURLを提供することができます。クリッ
プを1つや2つのHTMLページで補いたいが、SMILで提供されるすべての機能を
必要としない場合にこの機能は役に立ちます。次の表は、RamファイルのHTML
ページパラメータをリストします。
HTMLページを開く
ページを開くramファイルのパラメータ
ファイルのパラメータ
ページを開く
パラメータと値
機能
rpcontexturl=URL|_keep
関連情報ペインに指定した URL を表示
するか、現在の関連情報ウィンドウを開
いたままにしておきます。絶対パスの
HTTP URL を使用します。ローカル環境
でクリップをテストする場合は、コンピ
ュータ上のクリップのパスを絶対パス
で設定します。
rpcontextheight=pixels
関連情報ペインの高さを設定します。設
定しない場合は、RealOne Player はメデ
ィアクリップの高さを使用します。詳細
は 25 ページの「関連情報ペインのサイ
ズの設定」を参照してください。
rpcontextwidth=pixels
関連情報ペインの幅を設定します。設定
しない場合は、330 ピクセルのデフォル
トが使用されます。
rpcontextparams=URL_parameters
rpcontexturl の URL にパラメータを設
定します。HTML ページパラメータは通
常、クエスチョンマークでページ URL
と区切ります。しかし Ram ファイルで
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は、クエスチョンマークが Ram ファイ
ルのパラメータの開始を示します。従っ
て、関連情報ペインに URL パラメータ
を設定する必要がある場合は、
rpcontextparams を通して設定します。
関連情報ペインに表示する HTML ペー
ジの時間を、メディアクリップの開始時
間に相対的に指定します。秒（ss）フィ
ールドだけが必要とされるので、
rpcontexttime=10 は、クリップが開始
してから 10 秒後に関連情報ペインを開
きます。時間が指定されない場合は、ク
リップが再生を開始するときにページ
が開きます。クリップに
start=hh:mm:ss.x を使用しても、HTML
ページの表示時間には影響を与えませ
ん。
メディアブラウザペインで表示する
URL を指定します。この URL はクリッ
プが再生を開始するとき、常に開きま
す。ローカル環境にあるクリップでテス
トする場合は、コンピュータ上のクリッ
プの絶対パスを使用します。
rpurl の URL にパラメータを追加しま
す。メディアブラウザページの URL に
パラメータを追加する必要がある場合
は、rpurlparams で設定します。
_rpbrowser を使用する場合は、rpurl の
ターゲットをメディアブラウザーペイ
ンにし、他の名前を使用する場合は、セ
カンダリブラウザウィンドウをターゲ
ットにします。デフォルトが_rpbrowser
で、メディアブラウザを使用する場合
は、このパラメータを省略することがで
きます。
メディア再生ペインの背景色を指定し、
メディア再生ペインと関連情報ペイン
の背景色を合わせることを可能にしま
す。黒はデフォルト色です。色について
の詳細は下を参照してください。

背景色の値
rpvideofillcolorには、次のうちの1つを使用します。
•

451 ページの「色名で指定する」で記述されている色名

•

451 ページの「16 進数値での色の定義」16 進数値

•

452 ページの「RGB 値の指定」で記述されている RGB 値
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色を16進数で設定する場合、Ramファイルでコメントの開始を意味するシャー
プ記号（#）の代わりに、エスケープ文字の%23を用います。例えば、関連情報
ペイン内のHTMLページで使用する16進数の色と一致させます。
<BODY BGCOLOR="#FF5A4E">
Ramファイルに次の設定を追加します。
rpvideofillcolor=%23FF5A4E

HTML ページを開く例
関連情報ペインでページを開く
次に例は、クリップを再生し、高さ280ピクセル、幅280ピクセルの関連情報ペ
インにHTMLページを開きます。
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm?rpcontextheight=250&rpcontex
twidth=280&rpcontexturl="http://www.example.com/relatedinfo1.html"
メディアブラウザペインでページを開く
次の例は、クリップが再生を開始したとき、メディアブラウザペインにHTML
ページを開きます。
rtsp://helixserver.example.com/video2.rm?rpurl="http://www.example.c
om/index.html"
同じ関連情報ペインを保持し、背景色を変更する
次のサンプルRamファイルは、順番に2つのクリップを再生します。最初のクリ
ップが再生して5.5秒後に、Ramファイルのパラメータは、高さ350ピクセル、
幅300ピクセルの関連情報ページにHTMLを開きます。メディア再生ペインの背
景色は rgb(30,60,200)に設定されます。2番目のクリップが再生するとき、関
連情報ペインはスクリーン上に保持されますが、メディア再生ペインの背景色
は赤に変わります。
# First URL that opens a related info pane.
rtsp://helixserver.example.com/video3.rm?rpcontextheight=
350&rpcontextwidth=300&rpcontexturl=
"http://www.example.com/relatedinfo2.html"&rpcontexttime=
5.5&rpvideofillcolor=rgb(30,60,200)
#
# Second URL that keeps the same related info pane,
# but changes the media playback pane's background color.
rtsp://helixserver.example.com/video4.rm?rpcontexturl=
_keep&rpvideofillcolor=red
HTML URL を開くためのヒント
•

メディアがフルスクリーンサイズで再生するとき、HTML ペインは表示されま
せん。したがって、screensize=full を使用する場合は、HTML ページを開くか
ないでください。

•

.rpm ファイル使ってクリップや SMIL プレゼンテーションを Web ページに埋
め込む場合は、HTML ページの URL を含めないようにしてください。
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プレゼンテーション間のいずれかのポイントで、関連情報ペインやメディアブ
ラウザペインに 1 つ以上の HTML URL を開く際は、295 ページの「HTML ペ
ージへのリンク」で記述されているマークアップに、HTML URL を含む SMIL
ファイルを記述します。

プレゼンテーションの開始モードの設定
Ramファイルを使用すると、RealOne PlayerがクリップあるいはSMILプレゼン
テーションを最初に表示する方法をコントロールできます。たとえば、通常の
サイズの2倍でクリップを再生する、クリップの一部を再生する、あるいはフル
スクリーンサイズでRealOne Playerを開くことができます。これらの特性を設定
するためには、RamファイルのURLに、次の1つまたはそれ以上のパラメータを
追加します。
開始モードを設定するためのRamファイルパラメータ
ファイルパラメータ
開始モードを設定するための
パラメータと値
機能
screensize=double|full|original クリップまたはプレゼンテーションが、通常
のサイズの 2 倍、モニターがテレビのように
見えるフルスクリーン、あるいはデフォルト
のオリジナルサイズで開きます
mode=normal|theater|toolbar
3 つのでモードで RealONE Player を開きま
す。デフォルトのノーマルモードは、コント
ロール部品がメディア再生ペインの周りに
グループになって配置されます。ツールバー
モードは、コントロール部品がスクリーンの
下部に現れます。シアターモードは、コント
ロール部品がツールバーモードと同様に配
置され、メディアプレゼンテーションは暗い
スクリーン上の真中に表示されます。ツール
バーモードとシアターモードは、プレミアム
サービスの加入者のみ利用可能です。
start=hh:mm:ss.x
そのタイムラインで指定された時間からク
リップの再生を開始します。秒フィールドの
み必要とされます。start=45 は、45 秒目か
らクリップを開始します。このパラメータは
クリップが再生する合計時間を短くします
が、クリップの再生の開始を遅らせることは
ありません。
end=hh:mm:ss.x
そのタイムラインで指定された時間でクリ
ップを終了します。秒フィールドのみ必要と
されます。例えば、end=3:30 は、クリップ
の内部時間が 3 分 30 秒に達したときクリッ
プを終了させます。クリップの再生する合計
時間は、終了時間から開始時間を差し引いた
時間です。
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0 に設定した場合、視聴者がスクリーンポイ
ンターをメディア再生ペインの上に移動し
た時に短時間表示されるサイズ変更機能を
隠します（このサイズ変更機能は、メディア
再生ペインの左上に表示され、メディアのサ
イズ表示を制御します）。このパラメーター
は RealOne Player バージョン 2 以降で有効で
す。

プレゼンテーションの開始モードの設定の例
フルスクリーンモードでクリップを開く
次の例はフルスクリーンモードでクリップを開きます。
rtsp://helixserver.example.com/sample1.smil?screensize=full
ツールバーモードでクリップを開く
次の例は、通常のサイズの2倍でRealVideoクリップを開き、RealOne Playerをツ
ールバーモードに設定します。
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm?screensize=double&mode=toolba
クリップを抜粋して再生する
最後の例は、クリップの中央から30秒抜粋して再生します。
rtsp://helixserver.example.com/audio1.rm?start=55&end=1:25

開始モードを設定する際のヒント
•

メディアがフルスクリーンサイズで再生するとき、HTML ペインは表示されま
せん。そのため、screensize=full を使用する際は、HTML ページを開くべきで
はありません。

•

RealOne Player は、すべてのオペレーティングシステムにフルスクリーンモー
ドを提供していません。所定のオペレーティングシステムの RealOne Player が
フルスクリーンモードを提供しない場合は、通常のサイズでプレゼンテーショ
ンを再生します。

•

RealOne Player がフルスクリーンモードを提供しても、クリップがフルスクリ
ーンで再生しない場合は、最初に再生モードのテストを行います。

•

ダブルサイズやフルスクリーンモードはビットレートの高いクリップに適し
ています。モデムを通して配信されたプレゼンテーションには勧めません。

•

ダブルサイズやフルスクリーンモードを使用する場合は、画質が許容できるか
どうかを、常にテストをしてください。あるタイプのクリップは、うまく拡大
しない場合があります。

•

フルスクリーンモードでは、視聴者は右クリック（Windows）またはマウスボ
タンを押しつづける（Macintosh）ことで表示されるコンテキストメニューか
ら RealOne Player を制御することができます。

420

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

プレゼンテーションの配信

•

.rpm ファイルを使ってプレゼンテーションを Web ページに埋め込む場合は、
これらのオプションを使用してはいけません。

•

RealOne Player は、1 秒単位でプレゼンテーションの経過時間を示します。た
だし、1/10 秒の時間の値を表示するために時間経過フィールドをクリックする
ことができます。これは、Ram ファイルで設定したい start 属性と end 属性の
値を決定するのに役に立ちます。

•

SMIL プレゼンテーションで、クリップのある部分を抜粋して再生する場合は、
Ram ファイルの start 属性と end 属性を使用するよりも、クリップソースタグ
の clipBegin 属性と clipEnd 属性を使用します。詳細は、249 ページの「クリッ
プ内部の開始時間と終了時間の設定」を参照してください。

•

showvideocontrolsolver パラメーターは、主に Flash クリップまたは SMIL プ
レゼンテーションなどのインタラクティブな要素を含むメディアプレゼンテ
ーションに対して指定します。これはサイズ変更機能を隠し、その結果、メデ
ィアの一部であるボタンや制御機能を妨げないようになります。

タイトル、著者、著作権情報の上書き
ストリーミングクリップは多くの場合、タイトル、著者、著作権情報をエンコ
ードします。たとえば、RealAudioやRealVideoをエンコードするとき、Helix
Producerでクリップにこの情報を追加することができます。Ramファイルを通し
て、このタイトル、著者、著作権情報を上書きすることができます。これらの
パラメータは、以前のバージョンのRealPlayerと互換性があります。

パラメータと値
title="text"
author="text"

タイトル、著者、著作権情報のパラメータ
機能

copyright="text"

クリップのタイトルを指定します。
クリップの著者を指定します。この情
報は、クリップ情報パネルの Artist
フィールドで表示します。
著作権情報を設定します。コピーライ
トシンボルを作成するために、HTML
コードの&#169;を使用することがで
きます（日本語版の RealPlayer では
&#169;は正しく表示されません）。

追加情報
この情報が RealOne Player に表示される場所については、187 ページの「タ
イトル、著者、著作権情報を表示する場所」を参照してください。
タイトル、著者、著作権情報の設定の例
次の例は、タイトル、著者、著作権情報をビデオクリップに設定します。
rtsp://helixserver.example.com/introvid.rm?title="Introduction to
RealSystem Production"&author="RealNetworks,
Inc."&copyright="&#169;2001, RealNetworks, Inc."

クリップ情報の設定
clipinfoパラメータは、RealOne Playerと共に新しく導入されました。以前のバ
ージョンのRealPlayerでは無視されます。これはオンラインミュージックのため
の強化で、それはアーティスト名、アルバム、ジャンルなどのような情報のエ
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ンコードを可能にします。View>Clip>Clip Infoを選択するか、Ctrl+iで表示し
ます。clipinfoパラメータは、二重引用符で囲んだ長い値を使用します。二重引
用符の中で、次の例のように縦線または パイプ で他の値と区別します。
clipinfo="name=value|name=value|name=value..."
次の表は、clipinfoで使用できる名前と値を示しています。任意の値が使用でき、
どんな順序でもリストすることができます。ほとんどのテキストの値は、長さ
100文字以上になります。
Clipinfoパラメータの値
パラメータの値
機能

名前と値
title=text
artist name=text
album name=text

クリップタイトルを表示します。
アーティスト名を表示します。
アルバム名を表示します。アルバム名を指定して、
関連情報ペインで HTML ページを表示しない場合
は、RealOne Player はそのペインで、アーティスト、
アルバム、年、ジャンルをリストした通常のページ
を表示します。視聴者は、Tools>Album Info>Hide
で、この情報を隠すことができます。
ロックやジャズのような、クリップのジャンルを表
示します。
著作権情報を表示します。
コンテンツがリリースされた年を表示します。
CD のトラックナンバーを提供します。
追加のコメントを提供します。

genre=text
copyright=text
year=text
cdnum=number
comments=text

メモ
187 ページの「タイトル、著者、著作権情報を表示する場所」で記述されたタ
イトル、著者、著作権パラメータは clipinfo と一緒に使用してはいけません。
エスケープ文字を使用する
clipinfoパラメータの値で特定の文字を使うために、そのテキストキャラクタに
対応するエスケープコードを使用する必要があります。これはある特定の文字
が、文法要素を意味するからです。例えば、パイプ（|）は新しい値の開始を
意味するので、値としてパイプを使う場合は、エスケープコード%7Cを使用し
なければなりません。次の表は、エスケープコードで追加することができるテ
キストキャラクタ リストです。
テキストキャラクタのエスケープコード
名前
アンパサンド
アポストロフィ
バックスラッシュ
カラット
二重引用符
大なり
左大括弧
小なり
パーセント

文字
&
‘
＼
^
“
>
[
<
%
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|
#
]

%7C
%23
%5D

コンマ、ピリオド、コロンのような他のテキストキャラクタは、直接clipinfo
パラメータの中に入力することができます。逆に、ASCII文字の16進数の値で
ある%で始まるエスケープコードを使用することで、文字や数字を含めたどん
な文字でも表示することができます。例えば、アスタリスク（*）はエスケープ
コード%2Aで作成できます。
追加情報
http://www.asciitable.com/ で ASCII コードの全てのリストを参照できます。
クリップ情報の設定の例
この例は、clipinfoパラメータをオーディオクリップに設定します。
rtsp://helixserver.example.com/song1.rm?clipinfo="title=Artist of the
Year|artist name=Your Name Here|album name=My
Debut|genre=Rock|copyright=2001|year=2001|comments=This one really
knows how to rock!"
次の図はこの情報がクリップ情報パネル（Ctrl+i）でどのように表示されるか
例示します。
クリップ情報

Helix Universal Server 上のクリップに Ramgen を使用する
Helix Universal Serverでは、別にRamファイルを記述しなくとも、RealOne Player
を自動的に起動するRamgenを使用することができます。WebページのURLは単
にHelix Universal Server上のクリップまたはSMILファイルを指し、ramgenパラ
メーターを含みます。Helix Universal Serverでramgenを使用しない場合は、411
ページの「RamファイルでRealOne Playerを起動する」で説明しているように
Ramファイルを記述します。また、Ramファイルでは、クリップをダブルある
いはフルスクリーンで再生するなどのRealOne Playerの機能を使用することが
できます。
以下の図はRamgenを使用してプレゼンテーションをリクエストする仮定を示
しています。この説明では、複数のクリップを統合するSMILファイルを使って
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いますが、SMILを使わないで直接、単一のクリップにリンクすることも可能で
す。
Ramgen を使用する Helix Universal Server へのプレゼンテーションのリクエスト

1.WebブラウザーはHTTPを使用してHelix Universal ServerにSMILファイルをリ
クエストします。URLにはRamgenを呼び出すパラメーターが含まれます。
2. Helix Universal Serverからレスポンスが返り、Webブラウザーはヘルパーアプ
リケーションとしてRealOne Playerを起動し、SMILファイルへのURLを渡しま
す。
3.RealOne PlayerはRTSPを使用してHelix Universal ServerにSMILファイルを要
求します。
4.SMILファイル中の情報を使って、RealOne Playerはメディアクリップをリク
エストしストリーミングを受け取ります。

Ramgen を使用した Web ページから Helix Universal Server へのリンク
Helix Universal Server上のクリップに対して、以下のようなHTMLハイパーリン
クを使いWebページからSMILファイルへリンクしてください。
<a
href="http://helixserver.example.com:8080/ramgen/media/sample.smil">.
..</a>
プレゼンテーションが直接Webページで再生される場合は、以下のようにURL
は<EMBED>タグ内に記述されます。
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SRC="http://helixserver.example.com:8080/ramgen/media/sample.smil?e
mbed"
この例では、/ramgen/パラメーターによって、Webブラウザーは別のRamファ
イル無しでRealOne Playerを起動します。このパラメーターはHelix Universal
Serverの仮想ディレクトリを指定し、その後に実在するディレクトリをURLに
続けます。以下の表はこのURLのコンポーネントを示しています。実際のHelix
Universal Serverのアドレス、HTTPポート、およびディレクトリ構造はHelix
Universal Serverの管理者に問い合わせてください。
Webページから
ページからHelix
Universal Serverへリンクする場合の
へリンクする場合のURLコンポーネ
コンポーネ
ページから
へリンクする場合の
ント
URL コンポーネント
機能
http://
これによって、ブラウザーは HTTP を通して
Helix Universal Server にアクセスします（Web ブ
ラウザーは RTSP を使用しません）。
helixserver.example.com このアドレスは各 Helix Universal Server で異な
ります。通常は www の代わりに helixserver の
ような識別子を使用します。また 204.71.154.5
のような TCP/IP アドレスを使用する場合もあり
ます。
:8080
これは Helix Universal Server が使用する HTTP ポ
ートです。ポート番号とアドレスはコロンで区
切ります。Helix Universal Server が HTTP 接続に
80 番ポートを使用する場合は、ポート番号を省
略できます。Helix Universal Server が HTTP に 80
番以外のポートを使用する場合は、ポート番号
を URL に含めます。
/ramgen/
このパラメーターによって、別の Ram ファイル
を使用せずに RealOne Player を起動します。
/media/
Helix Universal Server 上のクリップの場所に従
って/ramgen/に続くディレクトリを URL にリ
ストします。
sample.smil
これはプレゼンテーションの SMIL ファイルで
す。ストリームするファイルが単一のクリップ
ならば、SMIL ファイルではなく直接クリップへ
リンクできます。
?altplay=file.ext
この Ramgen のオプションは以前のバージョン
の RealPlayer 用に作成された別のプレゼンテー
ションを指定します。425 ページの「Ramgen で
代わりのプレゼンテーションをリストする」を
参照してください。
?embed
この Ramgen のオプションは Web ページにプレ
ゼンテーションを組み込みます。Web ページ内
での再生に関する情報は 387 ページの「第 20 章」
を参照してください。

Ramgen で代わりのプレゼンテーションをリストする
altplayを使用すれば、ひとつのリンクを使用して、新しいRealOne Playerに新し
いクリップをストリームし、古いクリップをRealPlayerの古いバージョンにスト
リームすることができます。RealVideo 5クリップとRealVideo 9クリップをSMIL
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を使用してレイアウトする場合を想定します。Ramgenを使用して前述のように
SMILファイルにリンクし、古いクリップをリストするためにaltplayを含めます。
<a href="http://.../ramgen/media/sample.smil?altplay=old_sample.rm">
このリンクは、Helix Universal ServerにRealPlayer G2またはそれ以降のプレイヤ
ーに対してsample.smilを指定しています。RealPlayerの古いバージョンは
old_sample.rmへのURLを受け取ります。Helix Universal ServerはRTSPまたは古
いPNAのいずれかを各RealPlayerに適切なストリーミングプロトコルとして使
用します。altplayはクリップを指定し、Ramファイルを指定しないことに注意
してください。このため、古いクリップは新しいコンテンツと同じディレクト
リに配置する必要があります。

Ramgen オプションの組み合わせ
オプションの組み合わせ
クエスチョンマーク（?）は、メインのURLとRamgenオプションを区別するた
めに使われます。複数のRamgenオプションを使用するには、最初のオプション
の前にクエスチョンマークを使用し、残りのオプションをアンパサンド（&）
で区切ります。オプションの順序は関係ありません。たとえば、以下のリンク
は、altplayおよびembedを使用しています。
<a
href="http://.../ramgen/media/sample.smil?embed&altplay=old_sample.
rm">
altplayを使用する時にクエスチョンマークを使用して、古いRamファイルにオ
プションを含めることができます。たとえば、RealVideo 5クリップ用のRamフ
ァイルのURLが終了時間を指定している場合、altplayの後のRamgenのURLにそ
のオプションを含めてください。以下の例は、old_sample.rmに設定された終
了時間を示しています。
<a
href="http://.../ramgen/media/sample.smil?altplay=old_sample.rm&end=
7:45">

Web サーバーからクリップを配信する
Helix Universal Serverが無い場合、Webサーバーからプレゼンテーションを配信
することができます。Helix Universal Serverと比較して、強固ではありませんが、
Webサーバーからの再生は少数の視聴者に簡単なプレゼンテーションを配信す
るための合理的な方法を提供します。次のセクションは、Webサーバーで利用
可能な機能を記述し、Helix Universal Serverの代わりにWebサーバーを使用する
場合の限界を説明します。

Web サーバーの MIME タイプ
WebサーバーからRealOne Playerプレゼンテーションをダウンロードするため
に、以下のMIMEタイプを設定する必要があります。Webサーバー管理者は適
切にMIMEタイプを設定することができます。
RealOne Playerファイル用の
ファイル用のWebサーバーの
サーバーのMIMEタイプ
タイプ
ファイル用の
サーバーの
ファイルタイプ
エクステンション
MIME タイプ
.ram
Ram
audio/x-pn-realaudio
.rpm
embedded Ram
audio/x-pn-realaudio-plugin
SMIL
application/smil
.smil、.smi
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.ra
.rm
.swf
.rp
.rt

audio/x-pn-realaudio
application/x-pn-realmedia
application/x-shockwave-flash
image/vnd.rn-realpix
text/vnd.rn-realtext

大きなテキストファイルのための GZIP エンコーディング
大きなテキストファイルの配信に関して、Webサーバーはこれらのファイルの
ダウンロード時間を、30%またはそれ以上削減するGZIPエンコーディングをサ
ポートしている場合があります。RealPlayer 8 とRealOne Playerは、どのような
オペレーティングシステム上でも自動的にGZIPファイルをデコードすること
ができます。これは大きなテキストを含むプレゼンテーションの再生を速くす
るのに役に立ちます。テキストファイルからGZIPファイルの作成に関しては、
Webサーバーのドキュメントを参照してください。

GZIP を使用する上でのヒント
•

SMIL (.smil)、RealText (.rt)、RealPix (.rp)といったテキストファイルだけに GZIP
を使用します。Ram ファイル (.ram、.rpm)での GZIP の使用は通常必要はあり
ません。

•

GZIP の使用は必須ではありません。また、数キロバイト以上のファイルをス
トリーミングするときのみ、このユーティリティーはメリットを提供します。

•

RealVideo (.rm)、Flash (.swf)のようなストリーミングメディアクリップや、JPEG、
GIF、PNG のような画像ファイルには GZIP は使用しないでください。これら
のファイルは既に圧縮されています。また、全てのファイルを受信するまで、
RealOne Player は GZIP ファイルをデコードすることができません。従って
GZIP ファイルは、ストリームというよりもダウンロードされます。

•

.gz 拡張子は必要ではありません。GZIP ユーティリティが、Ram ファイルや
SMIL ファイルの URL をファイルに加えます。それぞれのファイルの標準的な
拡張子を使用してください。URL が正しいディレクトリとファイル名を指定
する限り、Web サーバーと RealOne Player は自動的に GZIP ファイルの位置を
定めます。

•

静的または動的に生成されたテキストファイルに対して GZIP エンコーディン
グを使用することができます。

Web サーバーからの配信における制限
Webサーバーは帯域幅の管理、複数のクリップの同期を保つように設計されて
いないので、Webサーバーから配信されるプレゼンテーションは、Helix
Universal Serverから配信される場合よりも停止しやすくなります。Webサーバ
ーにホストされたプレゼンテーションをできるだけ確実にスムーズに再生する
ためには、以下のポイントを守ってください。

複数の帯域幅用にエンコードされた SureStream クリップを使用しない
Webサーバーは、複数の帯域幅用にエンコードされたSureStreamクリップから1
つだけのストリームを配信できません。その代わり、クリップ全体をダウンロ
ードするので、大きなプリロールを引き起こします。したがって、1つの帯域幅
用に各RealAudioまたはRealVideoをエンコードする必要があります。Helix
Producerを使用する場合、Webサーバー再生用のオプションを選択した後、ター
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ゲットオーディエンスを選択してください。複数の帯域幅をサポートするため
には、各帯域幅用の別々のクリップをエンコードし、RealOne Playerに再生する
クリップを選択させるSMILを使用してください。
追加情報
クリップの選択肢をリストする SMIL の使用方法は 362 ページの「帯域幅の
選択肢の間でスイッチングする」を参照してください。

セキュアな RealAudio および RealVideo クリップは使用できません
クリップは使用できません
RealAudioおよびRealVideoクリップをHelix Poducerでエンコードする場合、
RealOne Playerのユーザーにストリームクリップをコンピューターに保存させ
ないオプションがあります。これはHelix Universal Serverがクリップをストリー
ムする場合にだけ機能します。Webサーバーがクリップを配信する場合は、ユ
ーザーはRealOne Playerでクリップを保存できませんが、Webブラウザーがクリ
ップをキャッシュします。加えて、Webページのハイパーリンクをクリックし、
Webサーバーからクリップをダウンロードする「Save as…」コマンドを使用で
きます。

同時再生されるクリップの同期を保つ能力の制限
Webサーバーはデータのダウンロード時にクリップのタイムラインを考慮しま
せん。また、WebサーバーはRealOne Playerからプレゼンテーションの進行状況
に関するフィードバックを受け取りません。したがって、Webサーバーでの再
生では、RealOne Playerがクリップの同期を保つのが困難です。RealOne Player
が余分な帯域幅が少ない状態で接続している場合、大きなクリップを同時に再
生するプレゼンテーションは停止する場合があります。

画像のストリーミング速度は設定不可能
162ページの「クリップのストリーミング速度の設定」で説明しているように、
Helix Universal Serverを使用する場合は、<param/>タグで画像クリップのスト
リーミング速度を設定できます。しかし、このSMIL属性はWebサーバーから配
信されるプレゼンテーションには影響を与えません。Webサーバーは画像をで
きる限り速くダウンロードするので、同時に表示される他のクリップを妨げる
場合もあります。

RealPix プレゼンテーションではクリップのサイズが必要
Helix Universal ServerはRealPixの各画像のストリーム時刻を、プレゼンテーショ
ンのタイムラインの画像の位置に従って決定します。Webサーバーでは、これ
が不可能なので、RealPixマークアップで各画像ファイルのサイズを指示する必
要があります。これによって、RealOne PlayerはWebサーバーに画像をリクエス
トする時を計算でき、全ての画像データは表示される前にRealOne Playerが受信
します。ファイルサイズの指定が無い場合は、RealOne Playerはプレゼンテーシ
ョンがスタートした時に全ての画像をリクエストするので、大きなプリロール
の原因になります。詳細は129ページの「Webサーバ配信のためのファイルサイ
ズの指定」を参照してください。

オプションの SMIL ファイル
単一のクリップあるいは、順番に再生される2、3のクリップを配信する場合は、
SMILファイルが必要ではありません。その代わり、411ページの「Ramファイ
ルでRealOne Playerを起動する」で述べているように、Ramファイルに単純にク
リップのリストを記述します。ただし、クリップの場所、レイアウト、プレゼ
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ンテーションの時間を設定したSMILファイルも、Ramファイルにリストするこ
とができます。
追加情報
Web サーバーから配信する場合には、長いあるいは複雑な SMIL ファイル
を使用することを RealNetworks 社では推奨していません。数個のクリップを
順番にあるいは同時に再生する SMIL ファイルに限定してください。

SMIL の内部時間コマンドは動作しません
プレゼンテーションのレイアウトおよび時間を設定するためにSMILファイル
を使用できますが、clipBeginとclipEnd属性は使用できません。Webサーバーで
はクリップを、その任意のタイムラインのポイントからダウンロードを開始で
きません。たとえば、clipBegin=”5min”と設定されている場合、クリップの最
初の5分間のデータを受信するまでRealOne Playerはクリップの再生を待ちます。
この結果、受け入れがたい待ち時間が発生する場合もあります。
追加情報
249 ページの「クリップ内部の開始時間と終了時間の設定」でこの SMIL コマ
ンドを説明しています。

プレゼンテーションの位置検索ができません
Webサーバーはクリップのタイムラインの新しい位置にジャンプできないので、
RealOne Playerのポジションスライダーでは早送りができません。スライダーを
早送りの位置に動かした時、クリップが通常のレートでダウンロードされるま
で再生は一時停止します。指定されたタイムラインの位置までクリップデータ
を受信すると、RealOne Playerは再生を再開します。

RTSP URL が使用できません
WebサーバーはRTSPをサポートしていないので、Webサーバーにホストされた
全てのプレゼンテーションのURLはhttp://から始まる必要があります。これは
SMILファイルあるいはRamファイル内のURL全てに当てはまります。

ライブブロードキャストができません
Webサーバーでは、ディスク上のクリップをダウンロードするだけなので、ラ
イブブロードキャストは不可能です。

プレゼンテーションのテスト
プレゼンテーションが最適に動作するよう、そしてターゲットオーディエンス
に確実に届くように以下のガイドラインを使用してください。
•

「実際」の状況でプレゼンテーションをテストしてください。たとえば、56Kbps
をターゲットとするならば、プレゼンテーションを 56Kbps モデムでリクエス
トしてみます。

•

プレゼンテーションのプリロール（初期バッファリング）が 15 秒以下である
ことをチェックしてください。プリロールの後、プレゼンテーションが通常の
ネットワーク状況下で再バッファリングを起こさないようにします。
追加情報
34 ページの「バッファリング」を参照してください。
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•

ビデオ、オーディオの品質が十分許容できることを確認してください。

•

複数のクリップから構成されるプレゼンテーションに対しては、クリップの同
期が保たれていることを確認してください。同時に再生される多くのクリップ、
あるいは帯域幅を非常に必要とする 1 つのクリップによって、プレゼンテーシ
ョンが停止しないように確認します。

•

視聴者のコンピューターの平均的な「CPU」でプレゼンテーションが適切に再
生されることを確認してください。一般的な Web での配信では、クロックス
ピードが約 300MHz の Pentium および Power Macintosh コンピューターで再生
テストを行います。
ヒント
たとえば、複雑な Flash アニメーションあるいは高帯域幅のビデオを使用す
ることで、プレゼンテーションが高性能な CPU を必要とする場合は、Web ペ
ージにこれを注記してください。

•

RealAudio をストリーミングする場合は、サウンドの品質が十分許容できるこ
とを確認してください。クリップの使用帯域幅とサウンドの品質の間で、最適
なバランスを見つけるために、RealAudio コーデックを使って実験を行う必要
があるかもしれません。

•

全てのハイパーテキストリンクとインタラクティブ機能をテストしてくださ
い。

•

Web ページにプレゼンテーションを組み込む場合は、再生ウィンドウが正しい
位置にあり、コントロール部品があることを確認してください。

RealGuide 上での宣伝について
毎日、数千人もの人々が、RealNetworks社のストリーミングメディアサイトと
ライブイベントのガイドであるRealGuideを訪問しています
（http://realguide.jp.real.com）。公開したいストリーミングメディアプレゼンテ
ーションを定期的にホストする、あるいは宣伝したいライブイベントがある場
合は、RealNetworks社にそのリストを送ることができます。単純にサイトある
いはライブイベントをリストして以下のオンラインフォームを完了させてくだ
さい。
•

http://www.realguide.ne.jp/mail/index.html
サイトまたはイベント名、URL、要約、担当する人の名前をフォームに書き込
みます。そそれから、RealGuideに載せる前にRealGuideのスタッフメンバーが
サイトとイベントを確認します（RealNetworks社は依頼原稿を編集あるいは拒
否する権利を持っています）。ライブイベントでは、少なくとも1日以上前に掲
載依頼を送ってください。質問、またはリストの変更が必要な場合は、Webペ
ージからRealGuideにコンタクトしてください。

•

http://www.realguide.ne.jp/contact/

RealNetworks 社のロゴの使用について
RealOne Playerのコンテンツを作成した場合は、RealNetworks社ではWebページ
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にRealOne Playerのロゴを追加することを奨励しています。たとえば、RealOne
Playerのダウンロードページへのリンクボタンを提供できます。これによって
ユーザーはRealNetworks社のWebサイトからRealOne Playerをダウンロードし、
コンテンツを見ることができるようになります。RealNetworks社のトレードマ
ークポリシーは以下のサイトで読むことができ、RealOne Playerのロゴも以下の
サイトからダウンロードできます。
http://www.realnetworks.com/company/logos/japanese/index.html
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付録A
付録
FAQ
ここでは、ストリーミングメディアを制作の初心者に対して、RealOne Player
用のストリーミングメディア制作に関するFAQ（よくある質問）を提供します。
また、ストリーミングメディアプレゼンテーションの制作に役立つツールや情
報を見つけることができるWebサイトのURLも提供します。

RealOne Player でメディアを再生する
RealOne Playerはメディアクリップを再生します。同様にメディアプレゼンテー
ションに伴うHTMLページを表示することが可能です。http://www.jp.real.comか
ら、RealOne Playerをダウンロードすることができます。RealOne Playerのイン
ターフェースについては21ページの「手順2：RealOne Playerインターフェース
の学習」を参照してください。

RealOne Player でメディアを表示するためにサブスクリプションが要求されま
すか？
いいえ。RealOne Playerはプレミアムメディアコンテンツと音楽を提供するサブ
スクリプションサービスを含みます。しかし、RealOne Playerは、どのようなタ
イプの無償または有料のメディアコンテンツに対しても、再生をする目的のた
めのメディアプレーヤーとして設計されています。

RealOne Player で再生されるプレゼンテーションは、HTML
ページを含まなく
で再生されるプレゼンテーションは、
てはいけませんか？
いいえ。RealOne Playerは、メディアと一緒にHTMLページを表示することがで
きます。これは視聴者の体験を高める組み合わせです。ただし、メディアと一
緒にHTMLページを表示しないで、単独でストリームメディアを表示すること
もできます。

RealOne Player がサポートしている HTML 技術は何ですか？
Microsoft Windows上では、RealOne PlayerはInternet Explorerの既存のバージョン
を使用します。Internet Explorer 4がRealOne Playerと一緒に動作する最初のバー
ジョンであるので、このブラウザで再生することができるHTMLコンテンツを
作成することで、多くのオーディエンスのアクセスを保証します。サポートさ
れる技術には、Javascript 1.2 と Cascading Style Sheets 1 (CSS1)を含みます。

ストリーミングメディアを直接 Web ページに埋め込むことはできますか？
はい。387ページの「第20章」で記述されるように、どんなWebページの中にで
も直接メディアクリップを埋め込むために、RealOne Playerを使用することがで
きます。しかし、標準のRealOne Playerインターフェースは、プレゼンテーショ
ンを埋め込むために必要とされる複雑なマークアップなしに、メディアと
HTMLページを統合するより簡単な方法を提供します。
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メディアの著作権をどのように守ることができますか？
RealNetworks社は、貴重なメディア資産のために著作権を守ることを可能にす
るMedia Commerce Suiteを提供しています。次のWebページで詳細を確認するこ
とができます。
http://www.jp.realnetworks.com/products/mcs/index.html

ストリーミングメディアクリップの制作
Helix Producerはクリップを作成するための基本的なツールです。エンコーディ
ングの過程については、「Helix Producer User’s Guide」とオンラインヘルプの
両方で説明しています。この制作ガイドでは、高品質ストリーミングディアを
制作するための基本となる情報とヒントを提供します。

ストリーミングオーディオクリップとビデオクリップの作成方法は？
作業は、コンピューター上にあるデジタル化されたフォーマットのオーディオ
またはビデオソースファイルから始めます。Helix Producerのエンコーディング
ウィザードを使用して、ファイルを選択しエンコードオプションは設定します。
エンコーディング作業で新しいストリーミングクリップが作成されますが、ソ
ースファイルは変更されません。

ビデオカメラから直接 RealVideo にエンコード可能ですか？
可能です。Helix Producerにはカメラから直接ビデオを入力するとこや、マイク
から直接オーディオを入力することができます。カメラとマイクをコンピュー
ターのオーディオ／キャプチャーカードに接続します。Helix Producerのエンコ
ーディングウィザードで、ソースとしてライブ入力を選択します。この場合、
デジタル化されたソースファイルを作成せずに、ライブ入力から直接エンコー
ドされたクリップを作成します。

ストリーミングクリップとして最高の品質を得るにはどうしたらよいですか？
品質はソースで決まります。高品質なストリーミングクリップを作成するため
には、Helix Producerの入力に高品質なビデオおよびオーディオが必要です。43
ページの「第3章」と54ページの「第4章」はそれぞれ、品質の良いオーディオ
とビデオを作成するヒントを説明しています。メディア制作を初めて行う場合
は、編集用のハードウェアおよびソフトウェアの使用方法を習得し、高品質の
メディアファイルを制作するためのメーカーの推奨事項に注意を払ってくださ
い。

他のクリップをストリームできますか？
オーディオとビデオに加えて、RealOne Playerでは以下のタイプのクリップを再
生できます。
•

Macromedia Flash アニメーション（バージョン 4 まで）

•

GIF、JPEG および PNG 画像

•

ストリーミングスライドショーの RealPix クリップ

•

ストリーミングテキストの RealText クリップ
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制作ツールの入手
ストリーミングメディアクリップを制作するには、オーディオおよびビデオ制
作ツールとエンコードを処理するためのHelix Producerが必要です。

どのようなオーディオおよびビデオ編集ツールを使用できますか？
オーディオおよびビデオのキャプチャおよび編集用の任意のハードウェアまた
はソフトウェアを使用できます。ただし、デジタル化された出力はHelix
Producerが受け付けることができるフォーマットでなければなりません。ビデ
オ編集プログラムによっては、Helix Producerが読み込むことができない独自の
フォーマットでデジタル化されたビデオを保存するものがあります。ただし、
これらのプログラムは一般的に、AVI、QuickTime、またはMPEGなどのHelix
Producerが受け付ける一般的なフォーマットにビデオをエクスポートすること
ができます。
ヒント
オーディオおよびビデオのキャプチャおよび編集用のハードウェアおよびソ
フトウェアは http://www.real.com/accessories/index.html をチェックしてくださ
い。

Helix Producer に入力可能なデジタル化されたオーディオおよびビデオフォー
マットはどのようなものですか？
Helix Producerは多くの一般的なオーディオおよびビデオフォーマットを受け
付けます。ただし、これはオペレーティングシステムによって変わります。
Macintosh版のHelix ProducerはMacで一般に使用されるQuickTimeなどのフォー
マットを受け付け、WindowsまたはUNIX版のHelix Producerはこれらのプラット
フォームで幅広く使用されているフォーマットを受け付けます。お使いのオペ
レーティングシステムで使用できるフォーマットのリストについては、Helix
Producerのマニュアルで確認してください。また以下のWeb サイトからも情報
を入手できます。
http://www.jp.realnetworks.com/products/producer/features.html

Helix Producer はどこで入手できますか?
はどこで入手できますか
RealNetworks社はWindows、Macintosh、およびLinux版のHelix Producerを提供し
ています。以下のWebサイトで無料バージョンのダウンロード、またはHelix
Producer Plus版の購入が可能です。
http://www.jp.realnetworks.com/products/producer/index.html

静止画像からストリーミングスライドショーを制作する方法は？
RealSlideshowを使用すれば、静止画像からストリーミングRealPixプレゼンテー
ションを作成することができます。サウンドトラックを追加したり、各画像に
ナレーションを記録することもできます。RealSlideshowは、以下のWeb サイト
からダウンロードできます。
http://www.realnetworks.com/products/slideshow/index.html
RealPix マークアップ言語を手作業で入力してRealPix プレゼンテーションを
作成することもできます。これは113ページの「第7章」で説明されています。
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ストリーミング
ストリーミング Flash アニメーションの作成方法は？
Mactomedia Flashでアニメーションを作成します。アニメーションは、Flash 2、
3、または4で制作することができます。69ページの「第5章」では、Flashアニ
メーションをRealOne Playerに良好にストリームするヒントが紹介されていま
す。ただし、Flashアニメーションの作成方法については説明されていません。
Flashについては、以下のMacromedia社のWebサイトを参照してください。
http://www.macromedia.com/jp/software/flash/

SureStream の使用
SureStreamは、RealOne Player用の高度なストリーミング技術です。SureStream
の詳細については、37ページの「SureStreamのRealAudioおよびRealVideo」を参
照してください。

SureStream とは何ですか？
SureStreamはひとつのRealAudioまたはRealVideoクリップを異なるビットレー
トでストリームする技術です。各々が異なるビットレートで実行される複数の
ストリームをひとつのクリップに組み込むことによってこれを実現します。た
とえば、28.8Kbpsまたは56 Kbpsのいずれかでストリームするクリップを作成で
きます。ユーザーがクリップを要求すると、RealOne Playerの接続速度に最も適
したストリームを自動的に受信します。

SureStream の作成方法は？
Helix Producerを使用すれば、オーディオまたはビデオ入力をエンコードする際
にSureStreamを使用することを選択できます。クリップにエンコードできる
SureStreamストリームの数は、使用しているHelix Producerのタイプによって異
なります。Helix Producer Basicでは、ひとつのクリップで2つの速度をエンコー
ドでき、Helix Producer Plusではひとつのクリップで8 つの速度をエンコードで
きます。

Web サーバーで SureStream を使用できますか？
いいえ、できません。SureStreamクリップはひとつのクリップの中に複数のス
トリームがエンコードされています。Helix Universal Serverと異なり、Webサー
バーは特定のストリームを抽出してRealOne Playerに送信することができませ
ん。Webサーバーでクリップを配信する場合、シングルレートのエンコーディ
ングを使用するようにHelix Producerを設定する必要があります。

SMIL ファイルの作成
147ページの「第8章」では、SMILの基本を説明しています。441ページの「付
録B」では、SMILを作成する際の一般的な質問について答えています。454ペ
ージの「付録D」は、SMILを理解した後に使用できるクイックリファレンスで
す。

SMIL とは何ですか？
SMILは「スマイル」と発音し、「Synchronized Multimedia Integration LANguage」
の略です。これはストリーミングメディアプレゼンテーションのレイアウトお
よび時間設定を行なうために使用される業界標準のマークアップ言語です。
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WebブラウザでHTMLが機能するように、SMILはRealOne Playerで機能します。

SMIL を必ず使用する必要がありますか？
かならずしも必要ではありません。単一のRealVideoクリップなど、1つのクリ
ップだけをストリームするのであれば、SMILを使用する必要はありません。
Ramファイルを介してクリップにWebページをリンクするだけでOKです。詳細
は437ページの「Ramファイルとは何ですか?」を参照してください。

SMIL はどのような場合に使用すべきですか？
複数のクリップをストリームする場合、SMILを使用してプレゼンテーションの
レイアウトとクリップの時間設定を行います。また、新しいプレゼンテーショ
ンを開始するハイパーリンクを作成するなどの他の機能も提供します。基本的
なSMILの機能については、147ページの「SMIL について」を参照してくださ
い。

SMIL の記述方法は？
SMILはワープロやテキストエディタで記述できる簡単なマークアップ言語で
す。たとえば、RealSlideshowなどのソフトウェアツールは、SMILファイルを自
動的に作成します。

SMIl1.0 と SMIL2.0 の違いは何ですか？
SMIL 1.0の拡張であるSMIL 2.0は、1998年に勧告されました。SMIL 2.0はSMIL
1.0の性能を大幅にアップします。しかし、SMIL1.0をサポートするすべてのメ
ディアプレーヤーがSMIL2.0を扱うことができるわけではありません。RealOne
Playerは、SMIL 2.0とSMIL 1.0の両方を処理することができます。ただし、
RealPlayer G2、RealPlayer 7、RealPlayer 8はSMIL1.0のみに対応しています。

クリップのストリーム
Helix Producerで作成したクリップをHelix Universal Serverでストリームします。
Helix Universal Serverが利用できるサービスプロバイダを通してクリップをス
トリームできます。または、Webサーバーを使用する場合もあります。

自分のデスクトップコンピュータに Helix Universal Server をインストールする
必要はありますか？
かならずしもそうではありません。Helix Universal Serverを動作させるには、イ
ントラネット上のコンピュータまたはインターネットに直接接続されているコ
ンピュータが必要になります。インターネットサービスプロバイダ（ISP）を利
用してインターネットに接続している場合は、プロバイダがHelix Universal
Serverを導入していてストリーミングプレゼンテーションをホストできるかど
うかを確認してください。

Helix Universal Server が動作可能なオペレーティングシステムは？
Helix Universal ServerはWindows NT/2000およびLinuxを含む多くのUNIX プラ
ットフォームで動作します。利用できるプラットフォームのリストは、
RealNetworks社のテクニカルサポートのWeb サイトhttp://service.real.comから
入手できます。
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Helix Universal Server はどこで入手できますか？
Helix Universal ServerはRealNetworks社のWebサイトである
http://www.jp.realnetworks.com/products/media_delivery.htmlから入手できます。
Helix Universal Server Basicは無料で使用できます。

Helix Universal Server の代わりに Web サーバーからクリップをストリームで
きますか？
場合によっては可能です。WebサーバーはRealAudioおよびRealVideoを含む多く
のクリップを配信できます。ただし、Webサーバーの配信では制限があります。
クリップの配信でWebサーバーを使用する場合は、426ページの「Web サーバ
からの配信における制約」を最初に参照してください。

Ram ファイルとは何ですか？
Ramファイルはメタファイルとも呼ばれる、.ram拡張子が付いた簡単なテキス
トファイルで、通常はストリーミングプレゼンテーションへのURLを示す1行の
テキストで構成されます。Webページはプレゼンテーションに直接リンクしま
せん。その代わり、RamファイルにリンクしてRealOne Playerが確実に起動する
ようにします。RealOne PlayerはRamファイルのURLを使用してプレゼンテーシ
ョンをリクエストします。411ページの「RamファイルでRealOne Playerを起動
する」では、Ramファイルの記述方法を説明しています。
ヒント
Helix Universal Server からクリップをストリームする場合、Ramgen 機能を使
用することで Ram ファイルを使わなくてもよくなります。詳細は 423 ページの
「Helix Universal Server 上のクリップに Ramgen を使用する」を参照してくだ
さい。

SMIL を使用する場合、Ram
ファイルは必要ですか？
を使用する場合、
はい、必要です。SMILファイルはクリップに対するURLをリスト表示します。
Ramファイルは、SMILファイルへの（またはSMILを使用しない場合、ストリ
ーミングクリップへの）URLをRealOne Playerに指示します。Ramファイルは、
その.ram拡張子がRealOne Playerを起動するため、常に必要です。

Helix Universal Server が HTTP ではなく、RTSP
を使用する理由は？
ではなく、
WebサーバーはHTTPを使用してWeb ページや画像を配信します。HTTPは小さ
いファイルを素早くかつ効率的にダウンロードするように設計されています。
したがって、大容量のメディアクリップのストリーミングには適していません。
RTSP（RealTime Streaming Protocol）は、ストリーミングメディアのためにHTTP
の欠点を克服した業界標準プロトコルです。これによって、Helix Universal
ServerおよびRealOne Playerは長いクリップをストリームしたり、ネットワーク
状態の変化を補正することができます。

RTSP でクリップをストリームする方法は？
クリップをHelix Universal Serverに配置する場合、クリップを要求するために使
用されるURLは、http://ではなくrtsp://で開始することに注意してください。
RTSP URLは、RamファイルまたはSMIL ファイルなどのRealOne Playerで読み
取ることができるファイルの中に記述しなければなりません。Webブラウザは
RTSPリクエストの処理方法を知らないため、HTMLハイパーリンクには使用で
きません。詳細は、409ページの「RTSPとHTTPの違い」を参照してください。
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ブロードキャスト
ブロードキャストについての詳細は、「Helix User’s Guide」、「Helix Universal
Server Administration Guide」を参照してください。

ネットワーク上でブロードキャストを行うために必要なものは何ですか？
ネットワーク上でブロードキャストを行うために必要なものは何ですか？
以下が必要になります。
•

マイクあるいはカメラからの入力をデジタル化するための、オーディオまたは
ビデオキャプチャーカードが必要です。

•

ストリーミングフォーマットで出力をエンコードし、Helix Universal Server に
ストリームを送るためキャプチャーカードをインストールしたコンピュータ
ーに Helix Prodeucer が必要です。

•

RealOne Player にストリームをブロードキャストするための Helix Universal
Server が必要です。Helix Universal Server は通常、Helix Producer と同じコンピ
ューターでは動作させません。

ISP を介してブロードキャストできますか？
可能です。インターネットサービスプロバイダ（ISP）を介してインターネット
に接続している場合、ISPがHelix Universal Serverが使用できブロードキャステ
ィングサービスを提供していれば、ストリーミングメディアをブロードキャス
トすることができます。ISPへの高速なインターネット接続が必要です。家庭で
のコンピュータでHelix Universal Serverを実行してISPを介してブロードキャス
トすることはできません。

SureStream をブロードキャストで使用できますか？
はい、可能です。異なる速度で接続されているユーザが最高のストリームを受
信するために、SureStreamの使用が推奨されます。ただし、Helix Producerが動
作しているコンピュータが同時にすべてのSureStreamストリームをエンコード
する十分な性能をもっていることを確認する必要があります。システム要件に
ついては、Helix Producerのマニュアルまたはオンラインヘルプを確認し、最初
にテストを実施してください。

Helix Universal Server の代わりに Web サーバーでブロードキャストできます
か？
いいえ、できません。ストリーミングプレゼンテーションをブロードキャスト
するためにはHelix Universal Serverが必要です。Webサーバーは、HTMLページ
や画像を異なる時間に異なるユーザーが使用することを前提としています。同
じプレゼンテーションを複数のユーザーに同時にブロードキャストするように
設計されていません。

ブロードキャストはライブでなければなりませんか？
ブロードキャストはライブでなければなりませんか？
いいえ、かならずしもそうではありません。「ブロードキャスト」は、同時に
複数のRealOne Playerのユーザがストリームを見ることができるという意味で
す。ブロードキャストがライブで行う場合は、入力がマイクまたはビデオカメ
ラから与えられるオーディオまたはビデオをリアルタイムにストリームされる
ことを意味しています。または、事前に収録することもできますが、これは事
前に準備されたデジタルクリップをストリームすることを意味しています。
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クリップが事前に収録されている場合、ブロードキャストにHelix Producerを使
用する必要はありません。Helix Universal Serverにクリップを配置し、擬似ライ
ブイベントとしてクリップをブロードキャストするように設定します。

ブロードキャストに SMIL を使用できますか？
はい、できます。SMILを使用してブロードキャストに広告を含ませたり、ブロ
ードキャストと並行して静的なクリップを配信することができます。SMILファ
イルでは、静的クリップとしてブロードキャストを取り扱います。唯一の違い
は、クリップではなくブロードキャストとしてリソースを識別するHelix
Universal Server管理者によって作成された特別なURLを使用することです。

ブロードキャストにどのくらいの人数の人がアクセスできますか？
Helix Universal Serverおよび使用できるネットワークの帯域幅によって異なり
ます。各Helix Universal Serverはライセンス契約に定義されているように、特定
の数のRealOne Playerにブロードキャストができます。
多数の視聴者へブロードキャストを配信する場合は、Helix Universal Server同士
のネットワークを使用できます。

RealNetworks 社はブロードキャストサービスを行っていますか？
はい、行っています。Real Broadcast Network（RBN）は、ブロードキャストを
ホストするために広範囲なサービスを提供しています。RBNの詳細は、以下の
Webサイトを参照してください。
http://www.realnetworks.com/products/rbn/index.html

テクニカルサポートの利用
RealNetworks社は広い範囲のテクニカルサポートとドキュメントを提供してい
ます。

RealNetworks 社からテクニカルサポートを受けるにはどうしたらよいですか？
RealNetworks社のテクニカルサポート部門はWebサイトhttp://service.jp.real.com
を運営しています。
このサイトでは、FAQ、ドキュメントライブラリ、検索可能なナレッジベース
等が利用できます。テクニカルサポートにサービスを要求する場合は、以下に
アクセスして電子メールフォームに記入してください。
http://service.jp.real.com/contact/support.html

追加ドキュメントはどこで入手できますか？
RealNetworks社のテクニカルサポートはhttp://service.jp.real.com/help/library/にド
キュメントライブラリを保管しています。ほとんどの文書はバンドルされた
HTML アーカイブとして入手でき、ダウンロード、圧縮解凍を行ってWeb ブ
ラウザで読むことができます。また、多くのドキュメントはPDFフォーマット
でも入手でき、これは印刷に適しています。PDFファイルを読むには、Adobe
Acrobat Readerが必要です。これは以下のAbobe社のWebサイトで入手できます。
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html
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最新情報はどこで入手できますか？
RealNetworks社のリソースエリアは、RealNetworks社の製品で作業を行っている
コンテンツ作成者やソフトウェア開発者用の情報サイトです。以下のWebサイ
トで情報を見つけることができます。
http://www.jp.realnetworks.com/resources/index.html
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付録B
付録
制作作業上の疑問点
この付録では、初級および中級ユーザーに対して制作上の疑問点がある場合に、
本マニュアル中の参照すべき適切なセクションを紹介しています。
指定されたSMILタグあるいは属性についてよく知りたい場合は、後ろの付録が
役に立ちます。

ストリーミングメディアの概念
ストリーミングメディアの概念
19ページの「第2章」はストリーミングメディアプレゼンテーションの基本的な
概念と制作テクニックについて説明しています。
ストリーミングメディアの概念
質問

回答

RealOne Player の 3 つの再生ペインはどのように相互に作用し
ますか？
RealOne Player の関連情報ペインを使って何ができるのです
か？
関連情報ペインの幅と高さの設定方法は？
ストリーミングクリップから HTML ページを開く方法は？
HTML ページでクリップをコントロールする方法は？
RealOne Player はどのようなの種類のストリーミングクリップ
を再生できるのですか？
RealOne Player のオートアップデート機能は何をするのです
か？
以前のバージョンの RealPlayer との互換性を保つ方法は？
RealOne Player は著作権で保護されたクリップをキャッシュし
ますか？
異なった接続スピードをもった視聴者に配信する方法は？
モデムまたは高速接続環境にどのくらいデータをストリーム
することができますか？
バッファリング、プリロールとは何ですか？
プレゼンテーションのタイムラインはどのように計画すれば
いいですか？

21 ページ
24 ページ
25 ページ
26 ページ
27 ページ
28 ページ
32 ページ
32 ページ
33 ページ
33 ページ
35 ページ
34 ページ
39 ページ

RealAudio クリップ
RealAudioストリーミングフォーマットについては43ページの「第3章」を参照
してください。Helix Producerのユーザーガイドやオンラインヘルプで、
RealAudioクリップをエンコードするためのツールの使用方法を説明していま
す。
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RealAudioクリップ
クリップ
質問

回答

不可逆圧縮とは何ですか？
RealAudio が使用する帯域幅はどのくらいですか？
コーデックとは？
SureStream の RealAudio はどういう時に使うべきですか？
RealAudio の周波数レスポンスは？
RealAudio はステレオエンコーディングを提供しますか？
高品質のサウンドを得る方法は？
録音されたオーディオをストリームする場合、メディアは何を
使用するべきですか？
オーディオを取り込む際に使用できるサンプリングレート
は？
ソースオーディオを最適化する方法は？
RealAudio クリップに変換できる非圧縮オーディオファイルフ
ォーマットは何ですか？

43 ページ
43 ページ
44 ページ
37 ページ
44 ページ
46 ページ
49 ページ
49 ページ
50 ページ
51 ページ
52 ページ

RealVideo クリップ
54ページの「第4章」はRealVideoの特徴を説明しています。RealVideoクリップ
のエンコード方法については、Helix Producerのユーザーガイドまたはオンライ
ンヘルプを参照してください。
RealVideoクリップ
クリップ
質問

回答

RealVideo クリップはビデオのサウンドトラックをどのように
エンコードするのですか？
RealVideo が表示するフレームレート（fps）はどのくらいです
か？
ビデオソースから取り込む場合に使用するフレームレート
は？
遅いプロセッサのコンピュータに、速いフレームレートを配信
することはできますか？
RealVideo クリップで適している幅と高さのサイズは？
ソースビデオを取り込む際に適しているサイズは？
ビデオをエンコードするときに、どの RealVideo コーデックを
選択すればよいですか？
ビデオの画質を保証するにはどうしたらいいですか？
RealVideo クリップを歪まないように表示する方法は？
RealVideo クリップに変換できる非圧縮ビデオファイルフォー
マットは何ですか？
RealVideo クリップで使用できるストリーミングスピードは？
可変ビットレートエンコーディングはいつ使うのですか？

54 ページ
56 ページ
64 ページ
60 ページ
58 ページ
64 ページ
59 ページ
62 ページ
57 ページ
65 ページ
66 ページ
67 ページ

Flash クリップ
69ページの「第5章」は、Flashクリップをストリーミングに最適化する方法を
説明しています。
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Flashクリップ
クリップ
質問

回答

RealOne Player で再生できる Flash のバージョンは？
69 ページ
Flash クリップをストリームする際の帯域幅はどのくらいです 70 ページ
か？
Flash を高品質でストリーミングするための制作テクニック
72 ページ
は？
Flash と RealAudio サウンドトラックを組み合わせる方法は？
73 ページ
Play、Stop、Go To のような Flash のタイムラインコマンドを 76 ページ
使用することはできますか？
Flash のコマンドを使って RealOne Player をコントロールするこ 77 ページ
とはできますか？
Load Movie コマンドを使用して、メインクリップに 2 つめの 78 ページ
クリップをインポートすることはできますか？
ストリーミング Flash プレゼンテーションはセキュアトランザ 80 ページ
クションをサポートしていますか？
Flash クリップをストリーミングする手順は？
80 ページ

RealText マークアップ
83ページの「第6章」は、RealTextマークアップについて説明しています。484
ページの「付録E」でRealTextタグと属性のクイックリファレンスを提供してい
ます。
RealTextクリップ
クリップ
質問

回答

RealText がサポートしている言語は？
83 ページ
RealText に必要な帯域幅は？
84 ページ
スクロールや右から左へ移動するテキストの作成方法は？
86 ページ
RealText の背景を透過することはできますか？
88 ページ
RealText クリップの再生時間を指定する方法は？
89 ページ
RealText ウィンドウ内でのテキストの表示位置と時間の制御方 93 ページ
法は？
ある時点で RealText ウィンドウから全てのテキストを消去す
95 ページ
ることはできますか？
使用できるフォントとフォントサイズは？
96 ページ
<b>や<p>のような HTML タイプタグを使用することはできま 103 ページ
すか？
テキストを中央揃えにする方法は？
104 ページ
RealText から HTML ページやメディアクリップにリンクするこ 105 ページ
とはできますか？
RealText のハイパーリンクで RealOne Player の再生を制御する 107 ページ
ことはできますか？

RealPix マークアップ
113ページの「第7章」は、RealPixマークアップについて説明しています。489
ページの「付録F」でRealPixタグと属性のクイックリファレンスを提供してい
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ます。
RealPixクリップ
クリップ
質問

回答

スライドショーを作成するために、RealPix あるいは SMIL2.0
113 ページ
を使用するべきですか？
RealPix スライドショーで使用できる画像の種類は？
115 ページ
スライドショーでアニメーション GIF を制御することはできま 136 ページ
すか？
RealPix は透過画像をサポートしていますか？
116 ページ
スライドショーの画像のファイルサイズはどのくらいの大き
118 ページ
さにすればよいですか？
RealPix の表示ウィンドウのサイズはどこに指定するのです
123 ページ
か？
RealPix が使用する帯域幅の制御方法は？
124 ページ
異なるサーバー上にある画像をスライドショーに使用するこ
128 ページ
とはできますか？
RealPix スライドショーは Web サーバーから配信することはで 129 ページ
きますか？
フェードやワイプのようなエフェクトの作成方法は？
132 ページ
画像のズームインや大きいイメージの周りをパンする方法
137 ページ
は？
画像の一部のみの表示や、2 つの画像を並べて表示させること 139 ページ
はできますか？

SMIL の基本について
147ページの「第8章」はRealOne Player用のプレゼンテーションにおけるSMIL2.0
の基本的な使い方について説明しています。
SMIL2.0の基本について
の基本について
質問

回答

SMIL を使う理由は？
RealPlayer のどのバージョンが SMIL2.0 プレゼンテーションを
再生できますか？
機能が豊富になった他に SMIL1.0 と SMIL2.0 の違いはあります
か？
SMIL1.0 のプレゼンテーションを SMIL1.0 にアップデートする
方法は？
SMIL2.0 の規格はどこで入手できますか？
他の SMIL ベースのプレイヤーでプレゼンテーションは動作し
ますか？
SMIL ファイルの記述方法は？
SMIL タグにはクロージングスラッシュが常に必要ですか？
SMIL ファイルにコメントを追加する方法は？
SMIL タグの ID に使用できる値は？
いくつかの SMIL 属性で見かける rn:プレフィックスとは何で
すか？

147 ページ
149 ページ
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152 ページ
155 ページ
155 ページ
156 ページ
157 ページ
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ストリーミングプレゼンテーションの SMIL ファイルを見る方
法は？

159 ページ

クリップと URL
161ページの「第9章」ではクリップソースタグとURLについて学ぶことができ
ます。408ページの「第21章」ではサーバーとストリーミングプロトコルに関す
る情報を説明しています。
クリップとURL
クリップと
質問

回答

ビデオなどのクリップをプレゼンテーションに加える方法
は？
クリップソースタグには ID を付けるべきですか？
画像クリップにストリーミング速度を設定する方法は？
SMIL または Ram ファイルをクリップのように扱い、他の SMIL
ファイルで使用できますか？
SMIL の作成時に使用すべき URL は？
デスクトップコンピューターからサーバーにクリップを移動
する方法は？
クリップをストリームするとき、すべてに個別の URL を設定
する必要はありますか？
Real Time Streaming Protocol（RTSP）とは何ですか？
RTSP URL の記述方法は？
HTTP URL の記述方法は？
RealOne Player は Web ブラウザーのようにファイルをキャッシ
ュしますか？
CHTTP プロトコルとは何ですか？

161 ページ
162 ページ
162 ページ
165 ページ
166 ページ
410 ページ
167 ページ
409 ページ
168 ページ
169 ページ
169 ページ
170 ページ

色と透明度
SMILとRealNetworks社のカスタマイズされたSMILによって、プレゼンテーショ
ンに色を追加する様々な方法が使用できます。また、現在のクリップの中の色
を透明あるいは半透明に変更することができます。
色と透明度
質問

回答

SMIL で使用できる色の値は？
クリップが再生される領域に背景色を追加する方法は？
クリップが再生されている時だけ背景色を表示する方法は？
領域の背景色を半透明にすることはできますか？
クリップの再生が開始される時に領域の背景色を変更できま
すか？
クリップが再生されている時に領域の背景色を変更できます
か？
クリップ全体を半透明にする方法は？
クリップの不透明な背景を透明にする方法と、その反対は？
クリップ内の任意の範囲の色を透明にできますか？

451 ページ
228 ページ
229 ページ
229 ページ
230 ページ
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343 ページ
173 ページ
173 ページ
174 ページ
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制作作業上の疑問点

クリップの透明な背景色を任意の色で置きかえることができ
ますか？
クリップの再生中にクリップをより透明（または不透明）にで
きますか？
領域の背景色のほかに、色のついたブロックを作成できます
か？

176 ページ
353 ページ
164 ページ

レイアウト
210ページの「第12章」ではRealOne Playerのメディア再生ペインにクリップを
レイアウトする方法を説明しています。
レイアウト
質問

回答

どの部分で SMIL ファイルのレイアウトを定義するのですか？
SMIL の領域は HTML のフレームと似ていますか？
プレゼンテーション全体のサイズを設定する方法は？
別々のウィンドウでクリップを再生できますか？
クリップが再生される領域のサイズを定義する方法は？
クリップを再生する領域を指定する方法は？
他のクリップの前面でクリップを再生できますか？
ビデオの上に重ねてロゴを配置する方法は？
領域の真中にクリップを配置する方法は？
領域のサイズにクリップを拡大縮小する方法は？
2 つ以上の領域に同じクリップを表示できますか？

217 ページ
210 ページ
217 ページ
218 ページ
221 ページ
227 ページ
227 ページ
231 ページ
233 ページ
238 ページ
164 ページ

基本的時間設定およびグループ
245ページの「第13章」はプレゼンテーションの時間設定に関する基本的な情報
を提供しています。192ページの「第11章」はクリップを組織してグループにす
る方法を説明しています。
基本的時間設定およびグループ
基本的時間設定およびグループ
質問

回答

クリップを順番に再生する方法は？
いくつかのクリップを同時に再生する方法は？
グループの中のクリップの 1 つが終了した時にグループ全体を
停止する方法は？
再生するクリップを視聴者に選択させる方法は？
クリップのプレビューを作成する方法は？
クリップを繰返すことはできますか？
画像クリップの表示時間を指定する方法は？
クリップを無限に繰返して再生することはできますか？
クリップと同様にグループに時間設定値をしようすることは
できますか？
クリップの再生が停止した後にスクリーン上に表示させたま
まにする方法は？

194 ページ
195 ページ
252 ページ
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203 ページ
249 ページ
254 ページ
250 ページ
251 ページ
248 ページ
258 ページ
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制作作業上の疑問点

プレゼンテーションの再生時間全体を通してクリップを表示
する方法は？
クリップの再生時間を遅らせる方法は？

261 ページ
248 ページ

高度な時間設定
267ページの「第14章」では高度な時間設定機能を説明しています。これは245
ページの「第13章」で述べている基本的な時間設定を基礎にしています。
高度な時間設定
質問

回答

複数のイベントのどれか 1 つが起きた時に要素を開始あるいは
停止させることはできますか？
他のグループの中のクリップが開始あるいは停止した時に、ク
リップを開始または停止させる方法は？
他のクリップが繰返された時にクリップを開始あるいは停止
させることはできますか？
視聴者がアイコンをクリックした時にクリップを開始あるい
は停止させる方法は？
ブロードキャストで全てのクリップを調整する方法は？
クリップの再スタートは避けることができますか？
Javascript のロールオーバーと同様な効果を作成できますか？
キーストロークでクリップを再生開始する方法は？

271 ページ
272 ページ
273 ページ
274 ページ
280 ページ
280 ページ
274 ページ
277 ページ

ハイパーリンク
283ページの「第15章」ではSMILプレゼンテーションにハイパーリンクを作成
する方法を説明しています。
ハイパーリンク
質問

回答

クリップにイメージマップを作成する方法は？
SMIL のリンクには alt 値を設定できますか？
キーストロークでリンクを開く方法は？
SMIL プレゼンテーションから Web ページにリンクする方法
は？
ブラウザーのフレームにリンクを開くことはできますか？
RealOne Player の関連情報ペインに HTML ページを開く方法
は？
Web ページが開いた時に、RealOne Player は一時停止します
か？
自動的にリンクを開く方法は？
他のストリーミングプレゼンテーションに SMIL ファイルをリ
ンクする方法は？
リンク先のクリップあるいは SMIL プレゼンテーションを新し
いウィンドウに開くことはできますか？
RealText にもハイパーリンクは設定できますか？

287 ページ
294 ページ
292 ページ
295 ページ
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299 ページ
297 ページ
299 ページ
293 ページ
300 ページ
302 ページ
105 ページ
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特殊効果
311ページの「第16章」と338ページの「第17章」ではそれぞれ、トランジショ
ンエフェクトとSMILアニメーションと説明しています。この2つの機能はクリ
ップに特殊効果を加えます。
特殊効果
質問

回答

トランジションエフェクトで新しいクリップを導入する方法
は？
トランジションエフェクトの完了時間の長さをコントロール
できますか？
トランジションエフェクトが起こっている間にクリップを表
示したままに保つ方法は？
トランジションエフェクトが完了する前にエフェクトを停止
することはできますか？
クリップを色にフェードする、あるいは色からクリップにフェ
ードする方法は？
ビデオを次のビデオにフェードする方法は？
オーディオクリップのボリュームを上げたり下げたりするこ
とはできますか？
アニメーションさせたいクリップと属性を選択する方法は？
クリップを拡大縮小する方法は？
クリップをスクリーン上で移動させる方法は？
色をアニメーションさせる方法は？
アニメーションの流れをスムーズにする方法は？

313 ページ
330 ページ
334 ページ
331 ページ
336 ページ
337 ページ
343 ページ
342 ページ
345 ページ
354 ページ
353 ページ
349 ページ

高度なストリーミング
356ページの「第18章」と379ページの「第19章」はそれぞれスイッチングとプ
レフェッチに関して記述しています。この2つの機能は異なる視聴者に異なるク
リップをストリームし、帯域幅の利用を最大限にコントロールします。
高度なストリーミング
質問

回答

異なる視聴者ごとの異なるクリップを配信する方法は？
複数の選択肢を提示する場合に、常に<switch>タグを使用する
必要はありますか？
クリップを選択する場合に RealOne Player が評価可能な属性は
何ですか？
RealOne Player は一度に複数の属性を評価できますか？
異なる視聴者に異なる言語でクリップを配信する方法は？
異なる視聴者に異なる帯域幅でクリップを配信する方法は？
視聴者のアクセスを助けるためにキャプションとオーディオ
の概要を追加することはできますか？
Windows、Macintosh、Linux ユーザーに異なるクリップを配信
する方法は？
異なるサイズのビデオをストリームするために<switch>タグ
は使用できますか？

356 ページ
357 ページ
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358 ページ
370 ページ
360 ページ
362 ページ
364 ページ
365 ページ
371 ページ
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クリップの再生前に RealOne Player にクリップデータをストリ
ームする方法は？
クリップデータをプレフェッチするために使用可能な帯域幅
は？
クリップの再生前にストリームできるクリップデータの量
は？

380 ページ
381 ページ
382 ページ

Web ページへの埋め込み
ストリーミングプレゼンテーションを直接Webページに埋め込む方法に関して
は387ページの「第20章」を参照してください。
Webページへの組み込み
ページへの組み込み
質問

回答

<EMBED>タグは Microsoft Internet Explorer で動作しますか？
<OBJECT>タグと<EMBED>タグを両方使う方法は？
RealOne Player の ActiveX クラス ID とは何ですか？
.rpm ファイルとは何ですか？
Web ページ内のプレゼンテーションのサイズを設定する方法
は？
Web ページに RealOne Player のコントロール部品を追加する方
法は？
全てのコントロール部品を共に動作させる方法は？
HTML のテーブルの真中にクリップを配置することはできま
すか？
Web ページが表示されると同時にプレゼンテーションをスタ
ートさせることはできますか？
再生順をランダムに設定する方法は？
Web ページに SMIL プレゼンテーションをレイアウトする方法
は？
組み込みプレゼンテーションをコントロールするために
Javascript あるいは VBScript を使用できますか？

388 ページ
394 ページ
393 ページ
391 ページ
393 ページ
393 ページ
401 ページ
403 ページ
405 ページ
405 ページ
406 ページ
390 ページ

プレゼンテーションの配信
Helix Universal ServerやWebサーバーからのプレゼンテーションの配信につい
ては408ページの「第21章」を参照してください。この章では、Webページにプ
レゼンテーションをリンクする方法を説明しています。
Webページ
ページへの組み込み
ページへの組み込み
質問

回答

Ram ファイルとは？
Ram ファイルの記述方法は？
Ram ファイルで使用できる URL は？
Helix Universal Server が RTSP を使うのはなぜですか？
Ram ファイルを通してクリップを Web ページにリンクする方
法は？

408 ページ
411 ページ
410 ページ
409 ページ
414 ページ
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Ram ファイルを使用して RealOne Player 内に HTML ページを開 414 ページ
くことはできますか？
ストリーミングクリップを通常の 2 倍のサイズ、またはフルス 419 ページ
クリーンで表示する方法は？
Ram ファイルを必要としない Ramgen の使用方法は？
423 ページ
Web サーバーに設定する必要がある MIME タイプは？
426 ページ
Web サーバーで Helix Universal Server の全ての機能が動作しま 427 ページ
すか？
作成したプレゼンテーションの宣伝方法は？
430 ページ
RealOne Player のロゴはどこからダウンロードできますか？
430 ページ
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色の値

付録C
付録
色の値
RealText、RealPixなどのマークアップ言語は色属性の値として色名あるいは16
新数値を使用できます。SMIL2.0はCascading Style Sheets2（CSS2）規格で定義
されている色の値をサポートし、RGB値での指定も可能です。
追加情報
CSS2 の色規格は以下のサイトにあります。
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/syndata.HTML#value- def-color

色名で指定する
色を指定する最も簡単で、最も制限のある方法は、以下の例に示すように予め
定義されている色名を使用することです。
backgroundColor="blue"
RealText、RealPix、SMIL2.0、CSS2およびHTML4.0では、以下の表示す予め定
義されている16個の同じ色名をサポートします。この表では各色名の16進数値
とRGBの色値を参照として表示していますが、色の指定には色名だけを使いま
す。
white
#FFFFFF
rgb(255,255,255)
yellow
#FFFF00
rgb(255,255,0)
lime
#00FF00
rgb(0,255,0)
aqua
#00FFFF
rgb(0,255,255)

silver
#C0C0C0
rgb(192,192,192)
fuchsia
#FF00FF
rgb(255,0,255)
olive
#808000
rgb(128,128,0)
teal
#008080
rgb(0,128,128)

gray
#808080
rgb(128,128,128)
red
#FF0000
rgb(255,0,0)
green
#008000
rgb(0,128,0)
blue
#0000FF
rgb(0,0,255)

black
#000000
rgb(0,0,0)
maroon
#800000
rgb(128,0,0)
purple
#800080
rgb(128,0,128)
navy
#000080
rgb(0,0,128)

16 進数値での色の定義
RealText、RealPix、SMIL、埋め込み型の再生におけるほとんどの色属性に対し
ては、RGBの色指定をシャープ記号（#）で始まる16進数値で指定可能です。
以下に例を示します。
backgroundColor="#34F9A8"
16進数値の表示は数字の0から9と「数字」のAからFまでを使用します。たとえ
ば、10進数の5と16進数の5は同じ値ですが、10進数の10は16進数ではAに相当
し、10進数の15は16進数のFに相当します。10進数の16は16進数の10に相当し
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ます。

6 桁の 16 進数値を使う
16進数での色の指定では通常6桁の値を使用します。最初の2桁はRGB値の赤の
値を表し、次の桁は緑の値を、最後の2桁は青の値を表します。各16進数値のペ
アは256色（26x26）を指定でき、0から255のRGB値に相当します。それぞれ赤、
緑、青の範囲は00（色成分なしの状態）からFF（色成分が完全にある状態）ま
での値をとります。以下に例を示します。
•

#000000 は黒

•

#FF0000 は鮮やかな赤

•

#FFFF00 は鮮やかな黄色

•

#0000FF は鮮やかな青

•

#FFFFFF は色
メモ
大文字、小文字は区別しません。したがって、#ACBD5F は#acbd5f と等しく
なります。

3 桁の 16 進数値で定義する
SMIL2.0の色の値では、6桁の16進数の代わりに、それぞれ赤、緑、青のRGB値
を表す3桁の16進数を使用できます。
backgroundColor="#3F8"
3桁の値は、各桁の値を複製することで、6桁の数値に変換されます。したがっ
て、前の例の3桁の値は以下の値に等しくなります。
backgroundColor="#33FF88"
ヒント
3 桁の表記を使用することにより、白（#FFF）または黒（#000）をすばやく指定
できます。

RGB 色値の指定
全てのSMIL2.0の色属性には、以下の例のように、赤／緑／青（RGB）値を指
定できます。
backgroundColor="rgb(128,56,10)"
ヒント
色の値の間にスペースを入れても OK なので、rgb(128, 56, 10)も動作しま
す。

標準的な RGB 色値を使う
RGB値で色を指定する場合、コンピュータースクリーン上の色のピクセルの成
分である赤、緑、青の値にはそれぞれ256の値が使用できます。RGBの表現で
は、各色の値は0（成分がない状態）から255（成分が完全にある状態）までの
範囲をとります。フルカラーの値は赤、緑、青の値で表されます。以下にRGB
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色値の例を示します。
•

rgb(0,0,0) は黒

•

rgb(255,0,0) は鮮やかな赤

•

rgb(255,255,0) は鮮やかな黄色

•

rgb(0,0,255) は鮮やかな青

•

rgb(255,255,255) は白

RGB をパーセンテージ値で指定する
SMILはRGB値の指定にパーセンテージ値もサポートしています。0%が0に相当
し、100%が255に相当します。以下の例はrgb(25,191,1.03)に等しくなります。
backgroundColor="rgb(10%,75%,40.5%)"
ヒント
パーセンテージに小数点以下の数値も指定可能です。全ての場合におい
て、RealOne Player はパーセンテージ値を最も近い RGB の値に変換しま
す。

色の値の定義に関するヒント
•

RGB および 16 進数での両方の色指定方法では同じ色を定義できます。
SMIL2.0
では、使いたい方法を使用してください。

•

イラスト作成プログラムは通常 RGB を使用して色を定義しますが、HTML マ
ークアップ作成プログラムでは一般に 16 進数値を使用します。しかし、多く
の新しいプログラムが両方の方法をサポートするので、それらを簡単に変換で
きます。RGB 値を 16 進数に、あるいはその逆をする Web 上のリソースも利用
できます。

•

たとえば、
ある属性には RGB 値を使い、
他の属性には 16 進数を使うなど、
SMIL
ファイル内で RGB 値と 16 進数値と色名での指定をミックスして使用すること
ができます。

•

ほとんどのカラーモニターは SMIL ファイルで定義できる全ての色を表示可能
です。全ての色を表示できないモニターでは、最も近い色を表示します。

•

色（特に緑と赤）の区別ができない、あるいは微妙な色の違いを区別できない
視聴者もいることを覚えておいてください。暗い背景に明るいテキストなどの、
コントラストの高い色を常に使用することは良い考えです。
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SMILタグリファレンス

付録D
付録
SMIL タグリファレンス
この付録では、上級ユーザーに対してSMILタグと属性のリファレンスを提供し
ます。この付録で使用される文字表記を説明している10ページの「本書で使わ
れる表記法」をよく確認してください。

<smil>...</smil>
<SMIL>と</SMIL>タグはSMILマークアップの開始部分と終了部分に記述する必
要があります。また、SMIL2.0名前空間の宣言が必要です。SMILファイルでrn:
プレフィックスを使用するカスタム属性を使う場合は、rn:プレフィックスを使
用するRealNetworks社の拡張名前空間を宣言しなければなりません。
SMIL2.0<SMIL>タグ名前空間
タグ名前空間
名前空間
機能
xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/La SMIL2.0 言語
nguage"
プロファイル
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SM RealNetworks
IL20/Extensions"
社による拡張
xmlns:cv="http://features.real.com/systemC バージョンチ
omponent"
ェック

参照ページ
152 ページ
157 ページ
368 ページ

例
<smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"
xmlns:rn="http://features.real.com/2001/SMIL20/Extensions">
...all additional SMIL 2.0 markup...
</smil>

ヘッダータグ
SMILファイルのヘッダーは<head>と</head>タグで作成されます。ヘッダーに
はプレゼンテーションのレイアウト、情報、トランジションおよび他の機能を
定義するタグを記述します。SMILファイルのヘッダーの定義については153ペ
ージの「ヘッダーおよびボディ部分」を参照してください。

<meta/>
ヘッダー部分の<meta/>タグはプレゼンテーションの情報を提供します。
<meta/>タグではSMILファイルのソースクリップに対するベースURLも設定
できます。contentおよびname属性は各<meta/>タグで必要です。<meta/>タ
グに関する基本的な情報は、189ページの「SMILプレゼンテーションの情報の
定義」を参照してください。
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属性
content
name

SMILタグリファレンス

SMIL2.0<meta/>タグの属性
タグの属性
値
機能
text|URL
name 属性の内容を提供しま
す。
abstract
プレゼンテーションの要約
を提供します。
author
プレゼンテーションの制作
者名を提供します。
base
ソースクリップのベース
URL を設定します。
copyright
プレゼンテーションの著作
権情報を提供します。
title
プレゼンテーションのタイ
トルを設定します。

参照ページ
189 ページ
189 ページ
189 ページ
167 ページ
189 ページ
189 ページ

例
<meta
<meta
<meta
<meta

name="author" content="Jane Morales"/>
name="title" content="Multimedia My Way"/>
name="copyright" content="(c)2.001 Jane Morales"/>
name="base" content="rtsp://helixserver.example.com/"/>

<layout>...</layout>
SMILヘッダー内の<layout>と</layout>タグの中には、ビジュアルクリップの
レイアウトを定義する他のタグを記述します。レイアウト部分内では、ルート
レイアウト領域と個別のクリップの領域を定義します。また、セカンダリメデ
ィア再生ウィンドウも定義できます。

<root-layout/>
レイアウト部分では、1つの<root-layout/>タグでメインメディア再生ペイン全
体のサイズを設定します。クリップはルートレイアウト領域内に作成される領
域の中で再生されます。直接ルートレイアウト領域内で再生はされません。
<root-layout/>タグにはheightおよびwidth属性が必要です。<root-layout/>タ
グに関する基本的な情報は、217ページの「メインメディア再生ペインの定義」
を参照してください。

属性

SMIL2.0<root-layout>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値

backgroundColor

色の値

black

ウィンドウの背景
色を設定します。

rn:contextWindow

auto|openAt
Start

auto

height

ピクセル値

0

rn:resizeBehavior

percentOnly
|zoom

zoom

関連情報ペインの
領域を設定しま
す。
メインメディア再
生ペインの高さを
設定します。
領域のリサイズ方
法のコントロール
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参照
ページ
228
ページ
298
ページ
217
ページ
220
ページ
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width

ピクセル値

SMILタグリファレンス

0

メインメディア再
生ペインの幅を設
定します。

217
ページ

例
<layout>
<root-layout backgroundColor="maroon" width="320" height="240"/>
<region ...playback region defined.../>
<region ...playback region defined.../>
</layout>

<topLayout>...</topLayout>
<root-layout/>タグの後に記述する<topLayout>…</topLayout>タグはメインメ
ディア再生ペインと分離しているセカンダリメディア再生ペイン全体のサイズ
を定義します。このウィンドウ内の領域に再生するクリップを割り当てます。
直接<topLayout>ウィンドウにクリップを割り当てることはできません。
<topLayout>タグにはheightおよびwidth属性が必要です。<topLayout>タグの基
本情報は218ページの「セカンダリメディア再生ペインの作成」を参照してくだ
さい。

属性
backgroundColor
close
height
open

rn:resizeBehavior

width

SMIL2.0<topLayout>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値
black
色の値
背景色を設定しま
す。
onRequest|w onRequ ウィンドウが閉じ
henNotActive est
る時間を決めます。
ピクセル値
なし
ウィンドウの高さ
を設定します。
onStart|when onStart ウィンドウが開く
Active
動作をコントロー
ルします。
percentOnly| zoom
ウィンドウのリサ
zoom
イズ挙動をコント
ロールします。
ピクセル値
なし
ウィンドウの幅を
設定します。

例
<layout>
<root-layout.../>
...main media window regions defined...
<topLayout width="180" height="120" open="whenActive"
close="whenNotActive">
...secondary media window regions defined...
</topLayout>
</layout>
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参照ペ
ージ
228
ページ
218
ページ
218
ページ
218
ページ
220
ページ
218
ページ
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<region/>
<root-layout/>タグの後、もしくは<topLayout>と</topLayout>タグの間には、
<region/>タグを記述します。クリップの再生に使用される各領域のサイズ、位
置（ウィンドウに相対的な）および特性を定義します。
<region/>タグにはid属性が必要です。<region/>タグの基本情報は220ページの
「再生領域の定義」を参照してください。

属性
backgroundColor

bottom

fit

height

SMIL2.0<region/>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値
inherit|trans transpa 領域の背景色を設
parent|
rent
定します。
色の値
auto
auto|ピクセ
ウィンドウの下端
ル値|
からの領域のオフ
パーセンテー
セットを設定しま
ジ値
す。
fill|hidden|m hidden クリップの領域へ
eet|
の適合状態をコン
scroll|slice
トロールします。
auto
auto|ピクセ
領域の高さを設定
ル値|
します。
値

name

なし

left

auto|ピクセ
ル値|

auto

regionName

right

showBackground
soundLevel

221
ページ

238
ページ
221
ページ

パーセンテー
ジ値

id

rn:opacity

参照ペ
ージ
228
ページ

パーセンテー
ジ値
パーセンテー
ジ値
名前

100%

auto|ピクセ
ル値|

auto

パーセンテー
ジ値
パーセンテー
ジ値
パーセンテー
ジ値

なし

always
100%
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領域にクリップを
割り当てるための
ターゲット ID を設
定します。
ウィンドウの左端
からの領域のオフ
セットを設定しま
す。
背景の不透明度を
設定します。
任意の機能に対す
る名前を提供しま
す。
ウィンドウの右端
からの領域のオフ
セットを設定しま
す。
背景色の表示を決
めます。
クリップのオーデ
ィオボリュームを
下げたり上げたり
します。

221
ページ

221
ページ

229
ページ
221
ページ
221
ページ

229
ページ
230
ページ
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top

width

z-index

auto|ピクセ
ル値|

パーセンテー
ジ値
auto|ピクセ
ル値|
パーセンテー
ジ値
数字

SMILタグリファレンス

auto

auto

0

ウィンドウの上端
からの領域のオフ
セットを設定しま
す。
領域の幅を設定し
ます。

221
ページ

領域の重なり順を
設定します。

227
ページ

221
ページ

例
以下の例は領域とサブ領域を定義しています。
<layout>
<root-layout .../>
<region id="video" top="5" left="5" width="240" height="180"z-index="3"
backgroundColor="blue" showBackground="whenActive"/>
<region id="logo" bottom="10%" right="15%" fit="fill"/>
</region>
</layout>

<regPoint/>
<layout>と</layout>タグの間で、<regPoint/>タグでは領域内にクリップを配
置する場所と方法を定義します。<regPoint/>タグではid属性が必要です。
<regPoint/>タグの詳細は233ページの「レジストレーションポイントの作成」
を参照してください。

bottom

SMIL2.0<regPoint/>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値
auto
auto|ピクセ
領域の下端からの
ル値|
ポイントのオフセ
パーセンテー
ットを設定します。

id

名前

なし

left

auto|ピクセ
ル値|

auto

属性

right

値

参照ペ
ージ
235
ページ

ジ値

パーセンテー
ジ値
auto|ピクセ
ル値|
パーセンテー
ジ値

auto

458

クリップにポイン
トを割り当てるた
めの ID を作成しま
す。
領域の左端からの
ポイントのオフセ
ットを設定します。

233
ページ

235
ページ

235
領域の右端からの
ページ
ポイントのオフセ
ットを設定します。
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top

auto|ピクセ
ル値|

SMILタグリファレンス

auto

235
領域の上端からの
ページ
ポイントのオフセ
ットを設定します。

topLeft

ポイントへのクリ
ップの整列方法を
指定します。

パーセンテー
ジ値
regAlign

topLeft|topM
id|
topRight|mid
Left|
center|midRi
ght|
bottomLeft|b
ottomMid|
bottomRight

233
ページ

例
<layout>
...windows and regions defined...
<regPoint id="middle" left="50%" top="50%" regAlign="center"/>
</layout>

<transition/>
レイアウト部分に引き続き、<transition>タグではクリップがスタート、ストッ
プする時に起こるトランジションエフェクトを定義します。<transition/>タグ
ではidおよびtype属性が必要です。<transition/>タグの基本的な情報は、313ペ
ージの「トランジションタイプの定義」を参照してください。

borderWidth

SMIL2.0<transition/>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値
blend|色の値 black
枠の色またはブレ
ンド色を指定しま
す。
0
ピクセル値
枠幅を指定します。

fadeColor

色の値

black

direction

forward|reve
rse

dur

時間

forwar
d
1s

endProgress

0.0-1.0

1.0

horzRepeat

整数

1

id

名前

なし

startProgress

0.0-1.0

0.0

属性
borderColor
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参照ペ
ージ
333
ページ

333
ページ
333
フェードする色を
ページ
設定します。
330
トランジションの
方向を指定します。 ページ
330
トランジションエ
ページ
フェクトの継続時
間を定義します。
331
エフェクトが完了
ページ
する前に終了させ
ます。
332
水平方向の繰り返
し数を設定します。 ページ
313
エフェクトを割り
ページ
当てるための ID を
作成します。
331
エフェクトを途中
から開始させます。 ページ
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subtype

サブタイプ名

様々

type

タイプ名

なし

vertRepeat

整数

1

各タイプに対する
オプションのサブ
タイプを定義しま
す。
メインのトランジ
ションタイプを指
定します。
垂直方向の繰り返
し数を設定します。

313
ページ

313
ページ
332
ページ

例
<layout>
...windows, regions, and registration points defined...
</layout>
<transition id="sixteenBoxes" type="fourBoxWipe" subtype="cornersOut"
horzRepeat="2"
vertRepeat="2" dur="2s"/>

クリップソースタグ
以下のソースタグのどれか1つを使用してプレゼンテーションにクリップを追
加します。
<animation/>

Macromedia Flashなどのアニメーションクリップ

<audio/>

RealAudioなどのオーディオクリップ

<brush/>

メディアクリップの場所に使用される色のついたブロッ
ク

<img/>

GIF、JPEG、PNGフォーマットの画像ファイル

<ref/>

他のタグで定義されていない他のタイプのクリップ全て

<text/>

静的なテキストファイル

<textstream/>

RealTextなどのストリーミングテキストクリップ

<video/>

RealVideoなどのビデオクリップ

<brush/>タグを除き、どのタグを選択しても再生には影響しません。
たとえば、
全てのクリップソースタグに<ref/>を使用できます。<brush/>タグを除き、全
てのクリップソースタグにはsrc属性が必要です。クリップソースタグの基本情
報は161ページの「クリップソースタグの作成」を参照してください。

ストリーミングと情報
以下のクリップソースタグの属性は基本的なストリーミング特性を設定し、ま
たクリップの情報を提供します。
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SMIL2.0ストリーミングと情報のクリップタグの属性
ストリーミングと情報のクリップタグの属性
値
デフォ 機能
ルト値

abstract

テキスト

なし

alt

テキスト

なし

author

テキスト

なし

bitrate

ビット/秒

12288

copyright

テキスト

なし

rn:delivery

client|server

client

id

名前

なし

longdesc

テキスト

なし

readIndex

整数

0

reliable

true|false

false

src

URL

なし

title

テキスト

なし

クリップのアブスト
ラクトを提供しま
す。
代替えテキストを提
供します。
クリップの作者名を
提供します。
静的なクリップのス
トリーミング速度を
設定します。
<param/>タグで使
用します。
クリップの著作権情
報を提供します。
サーバーサイドまた
はクライアントサイ
ドの動作を指定しま
す。<param/>タグで
使用します。
アニメーションなど
の他の要素によって
参照されるクリップ
の名前を定義しま
す。
長い要約を提供しま
す。
補助機器が読むクリ
ップの順番を決めま
す。
クリップデータを確
実に送る指定をしま
す。
クリップの完全また
は相対 URL を指定
します。<brush/>タ
グには使いません。
クリップのタイトル
を提供します。

参照
ページ
185
ページ
190
ページ
185
ページ
162
ページ

185
ページ
162
ページ

162
ページ

191
ページ
191
ページ
163
ページ
161
ページ

187
ページ

例
<audio id="audio1"
src="rtsp://helixserver.example.com/media/music.rm"/>
<video src="rtsp://helixserver.example.com/media/clip1.rm" title="Bob
Expounds His View"
author="RealNetworks Media Services" copyright="(c)2002 RealNetworks,
Inc."/>
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<img id="image1" src="http://www.example.com/poster.jpg"
region="image_region" dur="15s">
<param name="bitrate" value="5000" rn:delivery="server"/>
</img>

時間設定とレイアウト
以下の表はクリップの時間設定とレイアウトを制御する属性です。
SMIL2.0時間設定とレイアウトのクリップタグ属性
時間設定とレイアウトのクリップタグ属性
値
デフォ
機能
ルト値
begin
0s
時間
再生開始時間を遅
らせます。
clipBegin
時間
なし
再生を始めるクリ
ップ内部の時刻を
指定します。
clipEnd
時間
なし
再生を終了するク
リップ内部の時刻
を指定します。
dur
時間|media| media
クリップの再生継
indefinite
続時間あるいは繰
返しサイクルの 1 回
の長さを設定しま
す。
end
時間
なし
クリップの終了時
間を設定します。
erase
never|whenD whenD
fill の期間が終了し
one
one
た後のクリップの
表示状態を指定し
ます。
fill
auto|default auto|
クリップがアクテ
|freeze|
default ィブでなくなった
hold|remove
時の表示状態を決
|transition
めます。
fillDefault
auto|freeze| inherit
アニメーションな
hold|
どの含まれる要素
inherit|remo
のデフォルト fill を
ve|
設定します。
transition
mediaRepeat
strip|preserv preserv クリップ内部の繰
e
e
返しを除きます。
regAlign
topLeft|topM topLeft レジストレーショ
id|
ンポイントに整列
topRight|mid
するクリップの部
Left|
分を指定します。
center|midRi
ght|
bottomLeft|b
ottomMid|
bottomRight
region
領域 ID
なし
領域にクリップを
割り当てます。

属性
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参照
ページ
248
ページ
249
ページ
249
ページ
250
ページ

248
ページ
261
ページ

258
ページ

264
ページ

256
ページ
233
ページ

227
ページ
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regPoint

regPoint ID|
topLeft|topM
id|
topRight|mid
Left|
center|midRi
ght|
bottomLeft|b
ottomMid|
bottomRight

なし

予め定義されてい
るレジストレーシ
ョンポイントへク
リップを整列させ
るか、あるいは領域
のポイントを指定
します。

227
ページ

repeatCount

整数

0

255
ページ

分数
時間

0s

クリップを指定回
数あるいは無限に
繰返します。
クリップを指定時
間内で繰返します。
クリップがリプレ
イ可能かどうか決
めます。

|indefinite|
repeatDur

|indefinite
always|defau
lt|never|
whenNotActiv
e
canSlip|defa
ult|
independent|
locked

restart

syncBehavior

always

255
ページ
280
ページ

default

クリップがグルー
プに同期する方法
を設定します。

198
ページ

開始時のトランジ
ションエフェクト
を割り当てます。
終了時のトランジ
ションエフェクト
を割り当てます。

334
ページ

transIn

トランジショ
ン ID

なし

transOut

トランジショ
ン ID

なし

334
ページ

例
<video id="video1" src="rtsp://helixserver.example.com/media/video2.rm"
region="video_region"
begin="40s" clipBegin="5100ms"clipEnd="4.5min" fill="freeze"/>
<audio id="audio1" src="rtsp://helixserver.example.com/media/music.rm"
dur="10.5s" repeatCount="5"/>
高度な時間設定属性
以下の表は、時間設定のbeginおよびend属性の値として使用できる高度なイベ
ント値を示しています。ほとんどのイベント値は要素のトリガーを認識するID
が必要です。

値

Beginおよび
およびend属性に対する高度な時間設定値
属性に対する高度な時間設定値
および
イベントタイプ
機能

accesskey(key)

インタラクティブ

ID.activateEvent

インタラクティブ

463

キー押下で要素を開
始または停止。
マウスクリックで要
素を開始または停
止。

参照
ページ
277
ページ
274
ページ
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ID.begin

スケジュール

ID.beginEvent

インタラクティブ

ID.end

スケジュール

ID.endEvent

インタラクティブ

ID.focusInEvent

インタラクティブ

ID.focusOutEvent

インタラクティブ

ID.inBoundsEvent

インタラクティブ

ID.marer(名前)

スケジュール

ID.outOfBoundsEvent

インタラクティブ

ID.repeat(整数値)

スケジュール

ID.repeatEvent

インタラクティブ

ID.topLayoutCloseEvent

インタラクティブ
または
スケジュール

ID.topLayoutOpenEvent

インタラクティブ
または
スケジュール

ID.wallClock(時間値)

スケジュール

他の要素が開始した
ときにクリップを開
始または停止。
他の要素が開始した
ときにクリップを開
始または停止。
他の要素が停止した
ときにクリップを開
始または停止。
他の要素が停止した
ときにクリップを開
始または停止。
キーボードフォーカ
スで要素を開始また
は停止。
キーボードフォーカ
スで要素を開始また
は停止。
カーソルの移動で要
素を開始または停
止。
マーカーが到達した
ときに要素を開始ま
たは停止。
カーソルの移動で要
素を開始または停
止。
クリップの繰り返し
サイクルで要素を開
始または停止。
クリップの繰り返し
で要素を開始または
停止。
セカンダリメディア
再生ウィンドウが閉
じたときに要素を開
始または停止。
セカンダリメディア
再生ウィンドウが開
いたときに要素を開
始または停止。
外部時計で要素を開
始または停止

272
ページ
272
ページ
272
ページ
272
ページ
277
ページ
277
ページ
274
ページ
280
ページ
274
ページ
273
ページ
273
ページ
278
ページ

278
ページ

280
ページ

例
<img src="http://www.example.com/button1.gif" id="button" dur="30s"
region="button_1"/>...
<video src="rtsp://helixserver.example.com/video1.rm"
begin="button.activateEvent".../>
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<img src="http://www.example.com/image.png" id="image1"
region="image_region" dur="1min">
<set targetElement="image_region" attributeName="backgroundColor"
to="red"
begin="image1.inBoundsEvent" end="image1.outOfBoundsEvent"/>
</img>

色と透明度
以下の表の属性は色に影響を与え、また透明度の設定を行います。rn:プレフィ
ックスを使用する属性は、RealNetworks社の拡張名前空間を宣言する必要があ
ります。
SMIL2.0クリップカラーと透明度のタグ属性
クリップカラーと透明度のタグ属性
値
デフォ
機能
ルト値
rn:backgroundOpacity
パーセン 100%
背景の透明度を調
テージ値
節します。
bgcolor
色の値
なし
透明色を色で置換
します。<param/>
タグの中で使用し
ます。
rn:chromaKey
色の値
なし
指定色を透明にし
ます。
rn:chromaKeyOpacity
パーセン 0%
rn:chromaKey に
テージ値
透明度を設定しま
す。
rn:chromaKeyTolerance #nnnnnn
なし
rn:chromaKey の
範囲を広げます。
color
色の値
黒
<brush/>タグの
色を設定します。
rn:mediaOpacity
パーセン 100%
全体の透明度を調
テージ値
節します。

属性

参照
ページ
173
ページ
176
ページ

174
ページ
174
ページ
174
ページ
164
ページ
173
ページ

例
<img src="http://www.example.com/button.gif"
rn:backgroundOpacity="50%" region="region1"/>
<img src="http://www.example.com/picture.jpg" rn:chromaKey="#808080"
rn:chromaKeyOpacity="50%"/>

テキストの特性
176ページの「SMILプレゼンテーションへのテキストの追加」で記述している
プレーンテキストファイル、あるいはインラインテキストクリップでは、テキ
ストのフォント、サイズ、色、整列方法などを指定する以下のパラメーターが
使用できます。各パラメーターはそれぞれ別の<param/>タグ内で設定します。
プレーンテキストとインラインテキストに対するテキストのパラメーター
名前
値
デフォ
機能
参照
ルト値
ページ
backgroundColor
182
名前|
白
背景色を設定しま
ページ
#RRGGBB
す。
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charset

キャラクター
セット

exbandTabs

true|false

fontBackground
Color
fontColor

名前|
#RRGGBB
名前|
#RRGGBB

白

fontFace

フォント名

fontPtSize

ポイント数

PC のデ
フォル
ト
なし

fontSize

-2|-1|+0|+1|
+2|+3|+4
または
1|2|3|4|5|6
|7
italic|normal

+0

100-900|bold
|normal
left|center|
right

normal

vAlign

top|center|
bottom

top

wordWrap

true|false

true

fontStyle
fontWeight
hAling

PC のデ
フォル
ト
true

黒

normal

left

キャラクターセッ
トを設定します。

181
ページ

タブを空白で置換
します。
テキストの後ろの
色を設定します。
フォントの色を設
定します。
使用されるフォン
トを決めます。

184
ページ
182
ページ
182
ページ
182
ページ

ポイント数を設定
します。
フォントの相対ま
たは絶対サイズを
設定します。

183
ページ
183
ページ

イタリック体に設
定します。
太字体に設定しま
す。
水平方向のテキス
トの位置を決めま
す。
垂直方向のテキス
トの位置を決めま
す。
テキストの折り返
しを設定します。

183
ページ
183
ページ
184
ページ
184
ページ
183
ページ

例
<text src="data:,This%20is%20inline%20text." region="text_region" dur="8s">
<param name="charset" value="iso-8859-1"/>
<param name="fontFace" value="System"/>
<param name="fontColor" value="yellow"/>
<param name="backgroundColor" value="blue"/>
</text>

<prefetch/>
379ページの「第19章」ではクリップの再生前にクリップデータをダウンロード
する<prefetch/>タグについて記述しています。<prefetch/>タグにはプレフェ
ッチの制限を設定する数多くのSMIL時間設定属性を使用できます。またデータ
のダウンロードをコントロールする属性も使用できます。id属性は必須です。
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属性
bandwidth

begin

clipBegin

clipEnd

dur

end

id

mediaSize

mediaTime

restart

src

syncBehavior

SMILタグリファレンス

SMIL2.0<prefetch/>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値
100%
ビット毎秒|
データを取得する
パーセンテー
帯域幅を設定しま
ジ値
す。
0s
時間
プレフェッチの開
始時間を遅らせま
す。
0s
時間
プレフェッチを開
始するクリップ内
部の時間を指定し
ます。
時間
なし
プレフェッチが終
了するクリップ内
部の時間を指定し
ます。
時間|media| media
プレフェッチの継
indefinite
続時間を設定しま
す。
時間
なし
プレフェッチの終
了時間を設定しま
す。
名前
なし
他の SMIL 要素によ
って参照されるプ
レフェッチ要素の
名前を定義します。
100%
クリップサイズに
バイト|パー
基づいてプレフェ
センテージ値
ッチするデータサ
イズを設定します。
mediaTime を無効
にします。
100%
時間|パーセ
クリップの継続時
ンテージ値
間に基づいてプレ
フェッチするデー
タ量を指定します。
always|defau always
プレフェッチの再
lt|never|
スタートを決めま
whenNotActiv
す。
e
URL
なし
プレフェッチする
クリップの URL を
指定します。
canSlip|defa
default <prefetch/>タグの
ult|
グループに対する
independent|
同期方法を設定し
locked
ます。
値
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参照
ページ
381
ページ
248
ページ
249
ページ

249
ページ

250
ページ
248
ページ
156
ページ

382
ページ

383
ページ

280
ページ

161
ページ
198
ページ
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グループタグ
192ページの「第11章」はプレゼンテーションのタイムラインの上部構造を作成
するために使用するグループタグを説明しています。

<seq>...</seq>
<seq>と</seq>タグは、このタグで囲まれたクリップを順番に再生します。
<seq>タグには必須属性はありません。このタグの基本情報は194ページ「クリ
ップの順次再生」を参照してください。
SMIL2.0<seq>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値

属性

値

begin

時間

0s

dur

時間|media|
indefinite

media

end

時間

なし

fill

freeze|hold|
remove

remove

fillDefault

auto|freeze|
hold|
inherit|remo
ve|
transition

inherit

id

名前

なし

repeatCount

整数

0

分数
時間

0s

|indefinite|
repeatDur
restart

restartDefault

syncBehavior

|indefinite
always|defau
lt|never|
whenNotActiv
e
always|inheri
t|never|
whenNotActiv
e
canSlip|defa
ult|
independent|
locked

always

inherit

default
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通常のグループの
再生開始時間を送
らせます。
グループの再生継
続時間を設定しま
す。
グループの終了時
間を設定します。
グループがアクテ
ィブでなくなった
時の表示状態を決
めます。
含まれるクリップ
のデフォルト fill を
設定します。
他の要素によって
参照されるグルー
プ名を設定します。
指定回数または無
限にクリップを繰
返します。
指定時間内でグル
ープを繰返します。
グループが再スタ
ート可能か決めま
す。
グループ内の要素
に再スタートの値
を渡す設定をしま
す。
グループ内の要素
とグループの同期
方法を決めます。

参照
ページ
248
ページ
250
ページ
248
ページ
262
ページ

264
ページ

156
ページ
254
ページ
254
ページ
280
ページ

281
ページ

198
ページ
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syncBehaviorDefa
ult

canSlip|indep
endent|
inherit|locke
d

inherit

syncTolerance

時間|
inherit

inherit

syncToleranceDef
ault

時間

なし

グループ内の要素
にデフォルトの
syncBehavior 値を
設定します。
グループ内のロッ
クされた要素にロ
ックの範囲を与え
ます。
グループ内の要素
に他のグループに
よって引継がれる
範囲の値を設定し
ます。

200
ページ

202
ページ

202
ページ

例
<seq repeatDur="30min">
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/one.rm"/>
<audio src="rtsp://helixserver.example.com/two.rm"/>
</seq>

<par>...</par>
<par>と</par>タグは、このタグで囲まれたクリップを同時に再生します。
<par>タグには必須属性はありません。<par>タグの基本情報は195ページの「ク
リップの同時再生」を参照してください。
SMIL2.0<par>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値

属性

値

abstract

テキスト

なし

author

テキスト

なし

begin

時間

0s

copyright

テキスト

なし

dur

時間|media|
indefinite

media

end

時間

なし

endsync

all|first|id(
クリップ id)|
last|media
freeze|hold|
remove

last

fill

remove
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参照
ページ
187
グループの要約を
ページ
提供します。
187
グループの作者名
ページ
を提供します。
248
通常の再生開始時
ページ
間を遅らせます。
187
グループの著作権
情報を提供します。 ページ
250
グループの再生継
ページ
続時間を設定しま
す。
248
グループの再生終
ページ
了時間を設定しま
す。
252
グループの終了時
ページ
間を決めます。
グループがアクテ
ィブでなくなった
時の表示状態を決
めます。

262
ページ
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fillDefault

auto|freeze|
hold|
inherit|remo
ve|
transition

inherit

グループ内のクリ
ップにデフォルト
fill の設定をしま
す。

264
ページ

id

名前

なし

156
ページ

repeatCount

整数

0

分数
時間

0s

他の要素によって
参照されるグルー
プ名を設定します。
グループを指定回
数または無限に繰
返します。
グループを指定時
間内で繰返します。
グループの再スタ
ートを決めます。

|indefinite|
repeatDur
restart

restartDefault

syncBehavior

syncBehaviorDefa
ult

syncTolerance

|indefinite
always|defau
lt|never|
whenNotActiv
e
always|inheri
t|never|
whenNotActiv
e
canSlip|defa
ult|
independent|
locked
canSlip|indep
endent|
inherit|locke
d

always

254
ページ
254
ページ
280
ページ

inherit

281
グループ内の要素
ページ
に渡す再スタート
の値を指定します。

default

グループ内の要素
とグループの同期
方法を決めます。

198
ページ

inherit

グループ内の要素
にデフォルトの
syncBehavior 値を
設定します。
グループ内のロッ
クされた要素にロ
ックの範囲を与え
ます。
グループ内の要素
に他のグループに
よって引継がれる
範囲の値を設定し
ます。
グループのタイト
ルを提供します。

202
ページ

時間|

inherit

syncToleranceDef
ault

時間

なし

title

テキスト

なし

inherit

例
<par>
<video src="newsong.rm"/>
<textstream src="newsong.rt"/>
</par>
<par endsync="text" repeatCount="2" begin="4s">
<video src="newsong.rm"/>
<Textstream id="text" src="newsong.rt"/>
</par>
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<excl>...</excl>
<excl>と</excl>タグは、一度に1つのクリップだけが再生できるエクスクルー
シブグループを作成します。グループ内の全ての要素がインタラクティブによ
る時間設定が行われる場合、<excl>グループでは再生継続時間が必須属性にな
ります。このタグの基本的な情報は203ページの「エクスクルーシブグループの
作成」を参照してください。

属性
begin
dur

end
endsync

fill

fillDefault

id

repeatCount

repeatDur
restart

restartDefault

syncBehavior

SMIL2.0<excl>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値
0s
時間
通常の再生開始時
間を遅らせます。
時間|media| media
グループ全体の再
indefinite
生継続時間を設定
します。
時間
なし
グループの終了時
間を設定します。
all|first|id(
last
グループの終了時
クリップ id)|
間を決めます。
last|media
freeze|hold| remove グループがアクテ
remove
ィブでなくなった
時の表示状態を決
めます。
auto|freeze| inherit
グループ内のクリ
hold|
ップにデフォルト
inherit|remo
の fill 値を設定しま
ve|
す。
transition
名前
なし
他の要素によって
参照されるグルー
プ名を設定します。
0
整数
グループを指定回
|indefinite|
数または無限に繰
分数
返します。
0s
グループを指定時
時間
|indefinite
間内で繰返します。
always|defau always
グループの再スタ
lt|never|
ートを決めます
whenNotActiv
e
always|inheri inherit
グループ内の要素
t|never|
に渡す再スタート
whenNotActiv
の値を指定します。
e
canSlip|defa
default グループ内の要素
ult|
とグループの同期
independent|
方法を決めます。
locked
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ページ

156
ページ
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syncBehaviorDefa
ult

canSlip|indep
endent|
inherit|locke
d

inherit

syncTolerance

時間|

inherit

時間

なし

inherit

syncToleranceDef
ault

グループ内の要素
に他のグループに
よって引継がれる
範囲の値を設定し
ます。
グループ内のロッ
クされた要素にロ
ックの範囲を与え
ます。
グループ内の要素
に他のグループに
よって引継がれる
範囲の値を設定し
ます。

200
ページ

202
ページ

202
ページ

例
<excl dur="indefinite">
<video src="video1.rm" begin="button1.activateEvent"
region="video_region"/>
<video src="video2.rm" begin="button2.activateEvent"
region="video_region"/>
<video src="video3.rm" begin="button3.activateEvent"
region="video_region"/>
</excl>

<priorityClass>...</priorityClass>
これらのタグはエクスクルーシブグループ内にプライオリティクラスを作成し
ます。205ページの「クリップのインタラクション動作の変更」で述べているよ
うに各プライオリティクラスでは、エクスクルーシブグループ内のクリップの
割り込み動作を定義します。<priorithyClass>タグには必須属性はありません。

属性
higher

id

lower

SMIL2.0<priorityClass>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値
pause|stop
pause
優先順位の高いク
リップによって割
り込みされる時の
クラスの動作を設
定します。
名前
なし
他の要素によって
参照される名前を
設定します。
defer|never
defer
優先順位の低いク
リップによって割
り込みされる時の
クラスの動作を設
定します。
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206
ページ

156
ページ
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pauseDIisplay

disable|hide|
show

show

peers

defer|never|
pause|stop

stop

クリップが一時停
止した時のクリッ
プの見え方を設定
します。
同じクラス内にあ
るクリップのお互
いの割り込み動作
をコントロールし
ます。

208
ページ

206
ページ

例
<excl>
<priorityClass peers="pause">
<video src="video1.rm" begin="button1.activateEvent"
region="video_region"/>
<video src="video2.rm" begin="button2.activateEvent"
region="video_region"/>
<video src="video3.rm" begin="button3.activateEvent"
region="video_region"/>
</priorityClass>
</excl>

<switch>...</switch>
<switch>と</switch>タグは、356ページの「スイッチングについて」で述べて
いるように、ある基準に従ってRealOne Playerが選択する要素を指定します。
<switch>タグには必須属性はありません。
SMIL2.0<switch>タグの属性
タグの属性
機能

属性

値

id

名前

他の SMIL 要素の参照ターゲ
ットとしての名前を設定しま
す。

参照ペ
ージ
156
ページ

テスト属性
<switch>グループ内の要素は、SystemBitrateまたはSystemLanguageなどのテ
スト属性を含む必要があります。テスト属性は<a/>、<area/>、<layout>、
<region/>、<prefetch/>、<excl>、<par>、<seq>、<animate/>、<animateColor/>、
<animateMotion/>、<set/>タグと全てのクリップソースタグに追加することが
できます。

属性

SMIL2.0スイッチングのテスト属性
スイッチングのテスト属性
値
機能

systemAudioDesc

on|off

systemBitrate

ビット毎秒

systemCaptions

on|off

オーディオの概要の設定を
テストします。
ビットレートをテストしま
す。
キャプション設定をテスト
します。
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systemComponen
t

コンポーネント

systemLanguage

言語コード

systemOperatingS
ystem
systemOverdubOr
Subtitle

OS 名

systemRequired
systemScreenDep
th
systemScreenSize

SMILタグリファレンス

コンポーネントまたはバー
ジョンナンバーをチェック
します。
言語設定をテストします。

overdub|subtitl
e
prefix
1|4|8|24|32

高さのピクセル
値
X

オペレーティングシステム
をテストします。
吹き替えまたはサブタイト
ルの設定をテストします。
名前空間のサポートを確認
します。
モニターの色深度をテスト
します。
モニターサイズをテストし
ます。

367
ページ
360
ページ
365
ページ
361
ページ
367
ページ
367
ページ
366
ページ

幅のピクセル値
例
<switch>
<audio src="seattle_french.rm" SystemLanguage="fr"/>
<audio src="seattle_german.rm" SystemLanguage="de"/>
<audio src="seattle_english.rm"/>
</switch>
<switch>
<ref src="slides1.rp" SystemBitrate="80000"/>
<ref src="slides2.rp" SystemBitrate="20000"/>
</switch>

ハイパーリンクタグ
<a>...</a>
<a>…</a>タグは、囲まれたクリップソースタグをハイパーリンクに変更します。
このタグの基本情報は285ページの「単純なリンクの作成」を参照してください。
<a>タグにはhref属性が必須です。
SMIL2.0<a/>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値

属性

値

accesskey

キー

なし

actuate

onLoad|onRe
quest

onRequ
est

alt

テキスト

なし

474

リンクを開くキー
ストロークを設定
します。
ユーザー入力でリ
ンクを開くかどう
かを決めます。
リンクの代替えテ
キストを提供しま
す。

参照ペ
ージ
292
ページ
293
ページ
294
ページ
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destinationLevel

パーセンテー
ジ値

destinationPlayst
ate

pause|play

external

true|false

href

URL

show

new|replace

sourceLevel

パーセンテー
ジ値

sourcePlaystate

pause|play|s
top

tabindex

整数

target

名前

SMILタグリファレンス

100%

ターゲットのオー
ディオレベルを指
定します。
play
リンクが開いた時
のターゲットの再
生状態を指定しま
す。
false
true の場合、リンク
先をブラウザーで
開きます。
なし
リンク先の URL を
設定します。
replace ターゲットを現在
のウィンドウまた
は新しいウィンド
ウに開きます。
100%
リンク元のオーデ
ィオレベルを設定
します。
pause| リンク元の再生状
play
態を設定します。
0
リンクを有効にす
るタブキーの順番
を設定します。
（現在
ウィンドウまたは
のウィ
SMIL 領域を指定し
ンドウ） ます。

305
ページ
302
ページ

296
ページ
292
ページ
302
ページ

305
ページ
302
ページ
294
ページ
299
ページ
302
ページ

例
<a href="http://www.real.com" external="true" sourcePlaystate="pause">
<video src="video.rm" region="videoregion"/>
</a>

<area/>
<area/>タグでは時間で変わる、または座標指定によるホットスポットハイパ
ーリンクを定義できます。このタグはバイナリのメディアタグで囲まれます。
<video ...>
<area .../>
</video>
以下の表は<area/>タグの属性を示しています。このタグには必須属性はあり
ませんが、通常href属性は含まれます。<area/>タグの基本情報は286ページの
「<area/>タグの使用」を参照してください。
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SMIL2.0<area/>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値

属性

値

accesskey

キー

なし

actuate

onLoad|onRe
quest

onRequ
est

alt

テキスト

なし

begin

時間

なし

coords

なし

destinationLevel

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値
パーセンテー
ジ値

100%

destinationPlayst
ate

pause|play

play

dur

時間

なし

end

時間

なし

external

true|false

false

height

ピクセル値

media
height

href

URL

なし

id

名前

なし

nohref

なし

なし

476

リンクを開くキー
ストロークを設定
します。
ユーザー入力によ
ってリンクを開く
かどうかを決めま
す。
リンクの代替えテ
キストを提供しま
す。
リンクがアクティ
ブになる時間を設
定します。
ホットスポットの
サイズと位置を定
義します。
ターゲットのオー
ディオレベルを指
定します。
リンクを開いた時
のターゲットの再
生状態を設定しま
す。
リンクがアクティ
ブになっているト
ータル時間を設定
します。
リンクがアクティ
ブでなくなる時間
を設定します。
true の場合はリン
ク先をブラウザー
で開きます。
<param>タグ内で関
連情報ペインの高
さを設定します。
リンク先の URL を
設定します。
要素の ID を定義し
ます。
リンクが URL を持
たないことを示し
ます。

参照ペ
ージ
292
ページ
293
ページ

294
ページ
286
ページ
286
ページ
305
ページ
302
ページ

250
ページ

286
ページ
296
ページ
297
ページ
292
ページ
156
ページ
292
ページ
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rn:sendTo

shape
show

_osdefaultbro
wser|
_rpbrowser|
_rpcontextwi
n
rect|circle|p
oly
new|replace

SMILタグリファレンス

なし

HTML ページを開
くブラウザーウィ
ンドウを指定しま
す。

296
ページ
297
ページ

rect

ホットスポットの
形状を設定します。
ターゲットとして
現在のまたは新し
いメディア再生ペ
インを設定します。
リンク元のオーデ
ィオレベルを設定
します。
リンク元の再生状
態を設定します。
リンクを有効にす
るタブキーの順番
を設定します。
ウィンドウまたは
SMIL 領域を指定し
ます。

287
ページ
302
ページ

replace

sourceLevel

パーセンテー
ジ値

100%

sourcePlaystate

pause|play|s
top

tabindex

整数

pause|
play
0

target

名前

current
window

width

ピクセル値

330

<param>タグで関連
情報ペインの幅を
設定します。

305
ページ
302
ページ
294
ページ
299
ページ
302
ページ
297
ページ

例
<video src="video.rm" region="video_region">
<area href="http://www.example.com/context.html" external="true"
rn:sendTo="_rpcontextwin"
sourcePlaystate="play">
<rn:param name="width" value="320"/>
<rn:param name="height" value="240"/>
</area>
</video>
<video src="video.rm" region="video_region">
<area href="rtsp://helixserver.example.com/video2.rm" shape="circle"
coords="80,60,30"
begin="5s" end="45s" show="new" sourcePlaystate="play"
destinationPlaystate="play"/>
</video>

アニメーションタグ
<animate/>
<animate/>タグは基本的なアニメーション用のタグです。他のアニメーション
タグは<animate/>のバリエーションです。通常targetElementおよび
attributeName属性が必要です。また、同様にto、byまたはvalues属性が必須で
す。このタグの詳細は341ページの「基本的なアニメーションの作成」を参照し
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てください。

属性
accumulate

additive

attributeName

begin
by

calcMode

dur

end

fill

from

id

repeatCount

repeatDur

SMIL2.0<animate>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値
none|sum
none
sum に設定した場合
は、各繰り返しでア
ニメーションの値
を増加させます。
replace|sum
replace sum に設定した場
合、現在の属性値に
アニメーションの
値を追加します。
属性名
なし
アニメーションさ
せる属性を選択し
ます。
0s
時間
通常の再生時間を
遅らせます。
ピクセル値|
なし
指定値分だけ要素
パーセンテー
をアニメーション
ジ値|色の値
させます。
discrete|line linear
アニメーションの
ar|
流れをコントロー
paced
ルします。
media
アニメーション全
時間
|indefinite
体の継続時間、また
は繰り返しの 1 サイ
クルの時間を設定
します。
時間
なし
アニメーションの
終了時間を設定し
ます。
auto|default auto|
アニメーションが
|freeze|
default 終了した時の表示
hold|remove
状態を決めます。
ピクセル値|
なし
アニメーションの
パーセンテー
開始ポイントを設
ジ値|色の値
定します。to または
by と同時に使用し
ます。
名前
なし
他の要素によって
参照されるアニメ
ーションの名前を
設定します。
0
指定回数または無
整数
|indefinite|
限にアニメーショ
分数
ンを繰り返します。
0s
指定時間内でアニ
時間
|indefinite
メーションを繰り
返します。
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参照ペ
ージ
351
ページ

351
ページ

342
ページ
248
ページ
346
ページ
349
ページ
250
ページ

248
ページ
258
ページ
346
ページ

156
ページ

254
ページ
254
ページ
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always|defau
lt|never|
whenNotActiv
e
ID

always

アニメーションの
再スタートを決め
ます。

280
ページ

なし

342
ページ

to

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

values

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

アニメーションさ
れる属性を含むタ
グを指定します。
アニメーションの
終了ポイントを設
定します。by と同時
には使用しません。
アニメーションさ
れる属性に適用さ
れる値をリストし
ます。

targetElement

346
ページ

348
ページ

例
<animate targetElement="video_region" attributeName="width" to="380"
dur="3s"/>
<animate targetElement="image_region" attributeName="width" dur="2s"
by="16" accumulate="sum"
repeatCount="4" calcMode="discrete"/>

<animateColor/>
<animateColor/>タグは<animate/>タグと似ていますが、色のアニメーション
だけで動作します。通常targetElementおよびattributeName属性が必要です。
また、同様にto、byまたはvalues属性が必須です。このタグの詳細は353ページ
の「色のアニメーション」を参照してください。

属性

SMIL2.0<animateColor/>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値

attributeName

属性名

なし

begin

時間

0s

by

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

calcMode

discrete|line
ar|
paced

linear

dur

時間

media

|indefinite
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アニメーションさ
せる属性を選択し
ます。
通常の再生時間を
遅らせます。
指定値分、要素をア
ニメーションさせ
ます。to と同時には
使用しません。
アニメーションの
流れをコントロー
ルします。
アニメーション全
体の再生継続時間
または繰り返しの 1
サイクルの時間を
設定します。

参照ペ
ージ
342
ページ
248
ページ
346
ページ

349
ページ
250
ページ
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end

時間

なし

fill

auto|default
|freeze|
hold|remove

auto|
default

from

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

id

名前

なし

restart

always|defau
lt|never|
whenNotActiv
e
ID

always

to

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

values

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

targetElement

なし

アニメーションの
終了時間を設定し
ます。
アニメーションが
終了した後の表示
状態を決めます。
アニメーションの
開始ポイントを設
定します。to または
by と同時に使用し
ます。
他の要素によって
参照されるアニメ
ーションの名前を
設定します。
アニメーションの
再スタートを決め
ます。
アニメーションさ
れる属性を含むタ
グを指定します。
アニメーションの
終了ポイントを設
定します。by と同時
には使用しません。
アニメーションさ
れる属性に適用さ
れる値をリストし
ます。

248
ページ
258
ページ
346
ページ

156
ページ

280
ページ

342
ページ
346
ページ

348
ページ

例
<animateColor targetElement="image_region"
attributeName="backgroundColor"
values="red;blue;yellow" calcMode="discrete" begin="1s" dur="12s"
fill="freeze"/>

<animateMotion/>
<animateMotion/>タグは要素を水平方向および垂直方向に移動できます。通常
targetElement属性が必要です。また、同様にto、byまたはvalues属性が必須で
す。このタグの詳細は354ページの「水平方向および垂直方向の移動の作成」を
参照してください。

属性
accumulate

SMIL2.0<animateMotion/>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値
none|sum
なし
sum に設定した場合
は、各繰り返しでア
ニメーションの値
を増加させます。
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参照ペ
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ページ
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additive

replace|sum

replace

begin

時間

0s

by

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

calcMode

discrete|line
ar|
paced

paced

dur

time_value|i
ndefinite

media

end

時間

なし

fill

auto|default
|freeze|
hold|remove

auto|
default

from

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

id

名前

なし

repeatCount

整数

0

時間

0s

always|defau
lt|never|
whenNotActi
ve
ID

always

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

|indefinite|
分数
repeatDur

|indefinite
restart

targetElement

to

なし

481

sum に設定した場
合、現在の属性値に
アニメーションの
値を追加します。
通常の再生時間を
遅らせます。
指定値分、要素をア
ニメーションさせ
ます。to と同時には
使用しません。
アニメーションの
流れをコントロー
ルします。
アニメーション全
体の再生継続時間
または繰り返しの 1
サイクルの時間を
設定します。
アニメーションの
終了時間を設定し
ます。
アニメーションが
終了した後の表示
状態を決めます。
アニメーションの
開始ポイントを設
定します。to または
by と同時に使用し
ます。
他の要素によって
参照されるアニメ
ーションの名前を
設定します。
指定回数または無
限にアニメーショ
ンを繰り返します。
指定時間内でアニ
メーションを繰り
返します。
アニメーションの
再スタートを決め
ます。
アニメーションさ
れる属性を含むタ
グを指定します。
アニメーションの
終了ポイントを設
定します。by と同時
には使用しません。

351
ページ

248
ページ
346
ページ

349
ページ
250
ページ

248
ページ
258
ページ
346
ページ

156
ページ

254
ページ
254
ページ
280
ページ

342
ページ
346
ページ
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values

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

SMILタグリファレンス

なし

アニメーションさ
れる属性に適用さ
れる値をリストし
ます。

348
ページ

例
<animateMotion targetElement="image_region"
values="180,180;60,340;125,95"
calcMode="discrete" begin="7s" dur="5s" fill="freeze"/>

<set/>
<set/>タグは属性に指定された値を設定します。targetElement、attributeName
およびto属性が必須です。このタグの詳細は354ページの「属性値の設定」を参
照してください。
SMIL2.0<set/>タグの属性
タグの属性
デフォ
機能
ルト値

属性

値

attributeName

属性名

なし

begin

時間

0s

dur

時間

media

end

時間

なし

fill

auto|default
|freeze|
hold|remove

auto|
default

id

名前

なし

restart

always|defau
lt|never|
whenNotActi
ve
ID

always

ピクセル値|
パーセンテー
ジ値|色の値

なし

|indefinite

targetElement

to

なし

482

アニメーションさ
せる属性を選択し
ます。
通常の再生時間を
遅らせます。
アニメーション全
体の再生継続時間
または繰り返しの 1
サイクルの時間を
設定します。
アニメーションの
終了時間を設定し
ます。
アニメーションが
終了した後の表示
状態を決めます。
他の要素によって
参照されるアニメ
ーションの名前を
設定します。
アニメーションの
再スタートを決め
ます。
アニメーションさ
れる属性を含むタ
グを指定します。
属性値を設定しま
す。

参照ペ
ージ
342
ページ
248
ページ
250
ページ

248
ページ
258
ページ
156
ページ

280
ページ

342
ページ
346
ページ
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例
<set targetElement="video_region" attributeName="backgroundColor"
to="blue" dur="30s"/>

483

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

RealTextタグリファレンス

付録E
付録
RealText タグリファレンス
RealTextファイルを記述する場合に、リファレンスとしてこの付録を使用して
ください。RealTextについての完全な情報は83ページの「第6章」を参照してく
ださい。

ウィンドウタグの属性
<window>タグは各RealTextクリップの開始を意味し、クリップ全体のパラメー
ターを設定するために以下の表に示される属性を記述できます。
RealTextの
の<window>タグの属性
タグの属性
デフォルト 機能
値

属性

値

bgcolor

名前

crawlrate

ピクセル/秒

duration

hh:mm:ss.xy

黒
(tickertape
)
白 (他)
20
(tickertape
)
20
(marquee)
0 (他)
60 秒

extraspaces

use|ignore

use

height

ピクセル値

link

名前

30
(tickertape
)
30
(marquee)
180 (他)
blue

|#RRGGBB|tr
ansparent

|#RRGGBB
loop

true|false

true
(tickertape
)
true
(marquee)
false (他)

484

ウィンドウの背景
色を設定します。

参照ペ
ージ
88
ページ

テキストの水平方
向の移動速度を設
定します。

91
ページ

プレゼンテーショ
ンの再生継続時間
を設定します。
テキスト中の余分
なスペースを認識
または無視しま
す。
ウィンドウの高さ
をピクセル値で設
定します。

89
ページ

ハイパーリンク文
字の色を設定しま
す。
テキストのループ
を設定します。

91
ページ

93
ページ

88
ページ

92
ページ
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scrollrate

ピクセル/秒

type

generic|ticke
rtape|
marquee|scr
ollingnews|
teleprompter
true|false

underline_hype
rlinks

RealTextタグリファレンス

10
(scrollingne
ws)
0 (他)
generic

true

version

1.0|1.2|1.4|
1.5

1.0

width

ピクセル値

wordwrap

true|false

500
(tickertape
)
500
(marquee)
320 (他)
true

テキストの垂直方
向の移動速度を設
定します。

91
ページ

ウィンドウのタイ
プを設定します。

86
ページ

ハイパーリンク文
字に下線を付ける
か付けないかを決
めます。
RealText のバージ
ョンを指定しま
す。キャラクター
セットによっては
必要となります。
ウィンドウの幅を
ピクセル値で設定
します。

91
ページ

文字の折り返しを
設定します。

92
ページ

90
ページ

88
ページ

例
<window type="scrollingnews" width="218" height="420" bgcolor="green"
version="1.5" duration="180.5" underline_hyperlinks="false" link="red">
...all clip text...
</window>

時間および位置のタグ
以下の表に示すタグを使用して、RealTextクリップ内のテキストに時間と位置
を設定します。
RealTextの時間と位置のタグ
の時間と位置のタグ
デフォ
機能
ルト値

タグ

属性

<clear/>

なし

なし

<pos/>

x="ピクセル値 ￨
y="ピクセル値"
なし

なし

<required>...
</required>

なし

485

ウィンドウから全
てのテキストを削
除します。
テキストの位置を
設定します。
テキストの配信を
確実にします。

参照ペ
ージ
95
ページ
95
ページ
96
ページ
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<time/>

begin="hh:mm:ss.
xy"|
end="hh:mm:ss.x
y"

なし

<tl>...</tl>

color="名前
|#RRGGBB"

緑

<tu>...</tu>

color="名前
|#RRGGBB"

白

テキストが表示さ
れるまたは消され
る時間を設定しま
す。
ティッカーテープ
ウィンドウの下端
にテキストを配置
します。
ティッカーテープ
ウィンドウの上端
にテキストを配置
します。

93
ページ

96
ページ

96
ページ

例
<time begin="10"/>DISPlay at 10 seconds after clip starts.
<time begin="15"/><clear/>Clear previous Text and dISPlay at 15 seconds
after clip starts.
<tu color="yellow">DJIA</tu>
<tl color="blue">7168.35 +36.52 </tl>

フォントタグの属性
<font>タグではフォントとキャラクターセットを選択します。

属性
bgcolor
charset

color

face

size

RealTextの
の<font>タグの属性
タグの属性
値
デフォ
機能
ルト値
transpa テキストの背景色
名前|#RRGGBB
rent
を設定します。
us-ascii|iso-8859-1 iso-885 テキストを表示す
|
9-1
るキャラクターセ
mac-roman|x-sjis|
ットを指定します。
gb2312|big5|iso-20
22-kr
名前|#RRGGBB
なし
ティッカーテープ
ウインドウ以外で
フォントの色を設
定します。
Times
フォントの表を参
テキストのフォン
New
照してください。
トフェイスを設定
Roman します。
-2|-1|+0|+1|+2|+3 +0
フォントサイズを
|+4
設定します。
または
1|2|3|4|5|6|7

例
<font color="red" bgcolor="green">This is red Text against a green
background.</font>
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ページ
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ページ
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ページ
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<font size="+1">This Text is one size larger than the preceding Text.</font>
<font face="Verdana">This Text is in the Verdana font.</font>
<font charset="iso-2022-kr" face="BatangChe">...Korean text...</font>

レイアウトおよび外観のタグ
以下のRealTextのタグはテキストのレイアウトと外観に影響を与えます。

タグ

RealTextのレイアウトおよび外観のタグ
のレイアウトおよび外観のタグ
機能

<b>...</b>
<br/>
<center>...</center>
<hr/>

<i>...</i>
<li>...</li>
<ol>...</ol>

<p>...</p>
<pre>...</pre>

<s>...</s>
<u>...</u>
<ul>...</ul>

参照ペ
ージ
105
テキストをボールド体にします。
ページ
改行をし、テキストを 1 行下に表示します。 104
ページ
104
テキストをセンタリングします。
ページ
<br/>タグと同様に機能しますが、水平線は 105
作成しません。HTML 互換のため提供され ページ
ています。
105
テキストをイタリック体にします。
ページ
<br/>タグと同様に機能します。HTML 互換 105
ページ
のため提供されています。
テキストをインデントしますが、数字はつ 104
けません。HTML 互換のため提供されてい ページ
ます。
104
パラグラフを作成します。
ページ
104
テキストをモノスペースフォントで表示
し、スペースもそのまま表示します。HTML ページ
のタグと同様に機能します。
105
テキストに取り消し線をつけます。
ページ
105
テキストに下線をつけます。
ページ
テキストをインデントしますが、丸はつけ 105
ません。HTML 互換のため提供されていま ページ
す。

例
<center>This is centered text.</center>
This is <b>bolded</b> text.
This is <u>underlined</u> text.

ハイパーリンクコマンド
ハイパーリンクコマンド
テキストを<a>と</a>タグで囲むことによってリンクを作成できます。リンク
では、URLをRealOne Playerに開いたり、またはブラウザーに開いたり、電子メ

487

RealNetworksプロダクションガイド(RealOne Player)

RealTextタグリファレンス

ールメッセージを開いたりできます。またRealOne Playerにコマンドを送ること
もできます。
RealTextの
の<a>タグの属性
タグの属性
機能

属性

値

href="com
mand"
target="_pl
ayer"
href="com
mand:open
window()"

command:seek(時
間)
command:pause()
command:play()
名前|URL|
zoomlevel

href="mailt
o:address"
href="URL"

電子メールアドレ
ス
target="_player"

コマンド送信のハイパーリン
クを作成します。

URL を新しい名前の付いたメ
ディア再生ペインに開きま
す。
電子メールメッセージを開き
ます。
URL へのハイパーリンクを作
成します。

参照ペ
ージ
107
ページ

306
ページ
106
ページ
106
ページ

例
<a href="mailto:a@b.com">send e-mail</a>
<a href="rtsp://helixserver.example.com/video2.smil
target="_player">Play Next Clip</a>
<a href="http://realguide.real.com">Visit RealGuide</a>
<a href="aim:goim?screenname=[name]">Send Me an Instant Message</a>
<a href="command:seek(1:35.4)" target="_player">Seek</a>
<a href="command:play()" target="_player">Play</a>
<a href="command:openwindow(feature,
rtsp://helixserver.example.com/comedy.rm, zoomlevel=double)">Comedy
Hour</a>
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付録F
付録
RealPix タグリファレンス
この付録は、RealPixマークアップのクイックリファレンスとして役に立ちます。
RealPixについての完全な情報は113ページの「第7章」を参照してください。こ
の付録中の表において、アスタリスク記号（*）は必須属性を表しています。省
略記号（…）は記述例の中で重要ではない情報を示しています。

<imfl>...</imfl>
RealPixマークアップは<imfl>から開始し、</imfl>で終了します。すべての
RealPixマークアップがこのタグの間に存在しなくてはなりません。詳細は117
ページの「RealPixファイルの構造」を参照してください。

<head/>
<head/>タグは、<imfl>タグの後に続き、ストリーミングビットレートや再生
継続時間のような、全体的なプレゼンテーション設定を定義します。RealText
やSMILの<head>タグとは異なり、RealPixの<head/>タグには対応する</head>
タグはありません。その代わり、このタグの最後にスラッシュを付けます。
<head/>タグの詳細は122ページの「スライドショーの作成」を参照してくださ
い。

属性
aspect

author

background-color

bitrate*

corpyright

RealPixの
の<head/>タグ属性
タグ属性
デフォルト 機能
値
false|true
true
ハンドル画
像の縦横比
を維持また
は無視しま
す。
テキスト
なし
制作者の名
前を提供し
ます。
black
名前|#RRGGBB
最初の背景
色を設定し
ます。
ビット/秒
なし
必要とされ
る帯域幅を
示します。
テキスト
なし
著作権情報
を提供しま
す。
値
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126 ページ

124 ページ

125 ページ

124 ページ

124 ページ
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duration*

時間

なし

height*

ピクセル値

なし

maxfps

整数

自動的に算
出されま
す。

preroll

秒

自動的に算
出されま
す。

timeformat

ミリ秒｜

ミリ秒

title

テキスト

なし

url

URL

なし

width*

ピクセル値

なし

dd:hh:mm:ss.xyz

プレゼンテ
ーションの
再生継続時
間を設定し
ます。
プレゼンテ
ーションの
高さを指定
します。
最大エフェ
クトフレー
ムレートを
設定しま
す。
初期バッフ
ァリングの
時間を割り
当てます。
時間属性の
フォーマッ
トを示しま
す。
プレゼンテ
ーションの
タイトルを
提供しま
す。
画像のハイ
パーリンク
URL を設定
します。
プレゼンテ
ーションの
幅を指定し
ます。

123 ページ

123 ページ

127 ページ

118 ページ

123 ページ

124 ページ

126 ページ

123 ページ

<image/>
<image/>タグは<head/>タグの後に続きます。それぞれのタグが画像URLを指
定し、画像にハンドルを割り当てます。<image/>タグの詳細は127ページの「イ
メージの定義」を参照してください。

属性
handle*

値

整数

RealPixの
の<image/>タグの属性
タグの属性
デフォルト値 機能
なし

エフェクトタグ
でイメージを選
択するための ID
を設定します。
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name*

ファイル名

なし

size

バイト

なし

mime

MIME タイプ

なし

ファイル名とパ
スを提供しま
す。
Web サーバ配信
のためにファイ
ルサイズを示し
ます。
Web サーバ配信
のために MIME
タイプを指定し
ます。

128 ページ

129 ページ

129 ページ

<animate/>
<animate/>タグは、アニメーションGIFのフレームの循環を開始します。詳細
は136ページの「アニメーションGIF画像の制御」を参照してください。

属性
aspect

dsth

dstw
dstx

dsty

duration*

maxfps

srch

srcw

srcx

RealPixの
の<animate/>タグの属性
タグの属性
値
デフォルト値 機能
false|true
<head/>の設
画像の縦横比
定
を維持または
無視します。、
ピクセル値
高さの値
表示領域の高
さを指定しま
す。
ピクセル値
幅の値
表示領域の幅
を指定します。
0
ピクセル値
表示領域の X
座標を設定し
ます。
0
ピクセル値
表示領域の Y
座標を設定し
ます。
時間
なし
エフェクトの
継続時間を設
定します。
整数
<head/>の設
最大アニメー
定
ションフレー
ムレートを制
御します。
ピクセル値
画像の高さ
ソース領域の
高さを指定し
ます。
ピクセル値
画像の幅
ソース領域の
幅を指定しま
す。
0
ピクセル値
ソース領域の
X 座標を設定
します。

491

参照ページ
126 ページ

140 ページ

140 ページ
140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ
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srcy

ピクセル値

0

start*

時間

なし

target*

handle

なし

url

URL

<head/>の設
定

ソース領域の
Y 座標を設定
します。
エフェクトの
開始時間を提
供します。
エフェクトを
使用するイメ
ージを示しま
す。
エフェクトを
アクティブに
するリンク
URL を設定し
ます。

140 ページ

130 ページ

131 ページ

131 ページ

<crossfade/>
<crossfade/>タグは、既存のものを新しい画像でフェードします。詳細は133
ページの「もう1つのイメージをクロスフェードする」を参照してください。

属性
aspect

dsth

dstw
dstx

dsty

duration*

maxfps

srch

srcw

RealPixの
の<crossfade/>タグの属性
タグの属性
値
デフォルト値 機能
false|true
<head/>の設
画像の縦横比
定
を維持または
無視します。
ピクセル値
高さの値
表示領域の高
さを指定しま
す。
ピクセル値
幅の値
表示領域の幅
を指定します。
0
ピクセル値
表示領域の X
座標を設定し
ます。
0
ピクセル値
表示領域の Y
座標を設定し
ます。
時間
なし
エフェクトの
継続時間を設
定します。
整数
<head/>の設
最大フレーム
定
レートを制御
します。
ピクセル値
画像の高さ
ソース領域の
高さを指定し
ます。
ピクセル値
画像の幅
ソース領域の
幅を指定しま
す。
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参照ページ
126 ページ

140 ページ

140 ページ
140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

140 ページ

140 ページ
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srcx

ピクセル値

0

srcy

ピクセル値

0

start*

時間

なし

target*

handle

なし

url

URL

<head/>の設
定

ソース領域の
X 座標を設定
します。
ソース領域の
Y 座標を設定
します。
エフェクトの
開始時間を提
供します。
エフェクトを
使用するイメ
ージを示しま
す。
エフェクトを
アクティブに
するリンク
URL を設定し
ます。

140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

131 ページ

<fadein/>
<fadein/>タグは、表示領域内にイメージをフェードします。詳細は132ページ
の「イメージのフェードイン」を参照してください。

属性
aspect

dsth

dstw
dstx

dsty

duration*

maxfps

srch

RealPixの
の<fadein/>タグの属性
タグの属性
値
デフォルト値 機能
false|true
<head/>の設
画像の縦横比
定
を維持または
無視します。、
ピクセル値
高さの値
表示領域の高
さを指定しま
す。
ピクセル値
幅の値
表示領域の幅
を指定します。
0
ピクセル値
表示領域の X
座標を設定し
ます。
0
ピクセル値
表示領域の Y
座標を設定し
ます。
時間
なし
エフェクトの
継続時間を設
定します。
整数
<head/>の設
最大フレーム
定
レートを制御
します。
ピクセル値
画像の高さ
ソース領域の
高さを指定し
ます。
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参照ページ
126 ページ

140 ページ

140 ページ
140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

140 ページ
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srcw

ピクセル値

画像の幅

srcx

ピクセル値

0

srcy

ピクセル値

0

start*

時間

なし

target*

handle

なし

url

URL

<head/>の設
定

ソース領域の
幅を指定しま
す。
ソース領域の
X 座標を設定
します。
ソース領域の
Y 座標を設定
します。
エフェクトの
開始時間を提
供します。
エフェクトを
使用するイメ
ージを示しま
す。
エフェクトを
アクティブに
するリンク
URL を設定し
ます。

140 ページ

140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

131 ページ

<fadeout/>
<fadeout/>タグは、表示エリアを任意の色にフェードします。詳細は133ペー
ジの「画像から色へのフェードアウト」を参照してください。
RealPixの
の<fadeout/>の属性
の属性
デフォルト値 機能

属性
color

値

dsth

ピクセル値

高さの値

dstw

ピクセル値

幅の値

dstx

ピクセル値

0

dsty

ピクセル値

0

duration*

時間

なし

名前|#RRGGBB なし
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フェードア
ウトする色
を設定しま
す。
表示領域の
高さを指定
します。
表示領域の
幅を指定し
ます。
表示領域の X
座標を設定
します。
表示領域の Y
座標を設定
します。
エフェクト
の継続時間
を設定しま
す。

参照ページ
133 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

130 ページ
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maxfps

整数

<head/>の設
定

start*

時間

なし

最大フレー
131 ページ
ムレートを
制御します。
エフェクト
130 ページ
の開始時間
を提供しま
す。

<fill/>
<fill/>タグは表示領域を指定した色で塗りつぶします。詳細は134ページの「表
示領域を指定した色で塗りつぶす」を参照してください。

値

RealPixの
の<fill/>タグの属性
タグの属性
デフォルト値 機能

属性
color

名前|#RRGGBB なし

dsth

ピクセル値

高さの値

dstw

ピクセル値

幅の値

dstx

ピクセル値

0

dsty

ピクセル値

0

start*

時間

なし

色を設定しま
す。
表示領域の高
さを指定しま
す。
表示領域の幅
を指定しま
す。
表示領域の X
座標を設定し
ます。
表示領域の Y
座標を設定し
ます。
エフェクトの
開始時間を提
供します。

参照ページ
134 ページ
140 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

130 ページ

<wipe/>
<wipe/>タグは、いくつかのワイプトランジションエフェクトの1つで新しいイ
メージを表示します。詳細は135ページの「ワイプエフェクトの作成」を参照し
てください。

属性

値

aspect

false|true

RealPixの
の<wipe/>タグの属性
タグの属性
デフォルト
機能
値
<head/>の設
定

495

画像の縦横
比を維持ま
たは無視し
ます。、

参照ペー
ジ
126 ページ
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direction*

left|right|up|down

なし

dsth

ピクセル値

高さの値

dstw

ピクセル値

幅の値

dstx

ピクセル値

0

dsty

ピクセル値

0

duration*

時間

なし

maxfps

整数

<head/>の設
定

srch

ピクセル値

画像の高さ

srcw

ピクセル値

画像の幅

srcx

ピクセル値

0

srcy

ピクセル値

0

start*

時間

なし

target*

handle

なし

type*

normal|push

なし

496

ワイプエフ
ェクトの方
向を設定し
ます。
表示領域の
高さを指定
します。
表示領域の
幅を指定し
ます。
表示領域の
X 座標を設
定します。
表示領域の
Y 座標を設
定します。
エフェクト
の継続時間
を設定しま
す。
最大フレー
ムレートを
制御しま
す。
ソース領域
の高さを指
定します。
ソース領域
の幅を指定
します。
ソース領域
の X 座標を
設定しま
す。
ソース領域
の Y 座標を
設定しま
す。
エフェクト
の開始時間
を提供しま
す。
エフェクト
を使用する
イメージを
示します。
ワイプエフ
ェクトの種
類を指定し
ます。

136 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

135 ページ
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url

URL

RealPixタグリファレンス

<head/>の設
定

エフェクト
をアクティ
ブにするリ
ンク URL を
設定しま
す。

131 ページ

<viewchange/>
<viewchange/>タグは、画像をズームインまたはズームアウトします。同様に
パンもします。詳細は137ページの「ズームイン、ズームアウト、パンを定義す
る」を参照してください。
RealPixの
の<viewchange/>タグの属性
タグの属性
デフォルト
機能
値

属性

値

dsth

ピクセル値

高さの値

dstw

ピクセル値

幅の値

dstx

ピクセル値

0

dsty

ピクセル値

0

duration*

時間

なし

maxfps

整数

<head/>の設
定

srch

ピクセル値

画像の高さ

srcw

ピクセル値

画像の幅

srcx

ピクセル値

0
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表示領域の
高さを指定
します。
表示領域の
幅を指定し
ます。
表示領域の
X 座標を設
定します。
表示領域の
Y 座標を設
定します。
エフェクト
の継続時間
を設定しま
す。
最大フレー
ムレートを
制御しま
す。
ソース領域
の高さを指
定します。
ソース領域
の幅を指定
します。
ソース領域
の X 座標を
設定しま
す。

参照ページ
140 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ

130 ページ

131 ページ

140 ページ

140 ページ

140 ページ
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srcy

ピクセル値

0

start*

時間

なし

498

ソース領域
の Y 座標を
設定しま
す。
エフェクト
の開始時間
を提供しま
す。

140 ページ

130 ページ
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付録G
付録
Ram ファイルリファレンス
この付録は、「Ramファイルを通してパラメータを送る」で記述されるRamフ
ァイルパラメータについて要約します。この付録で使用される文字表記を説明
している10ページの「本書で使われる表記法」をよく確認してください。

パラメータの文法
Ramファイルは拡張子.ramを使うプレーンテキストファイルです。それぞれの
行がクリップやSMILプレゼンテーションの絶対URLを持ち、再生に影響を与え
るパラメータを設定することができます。次のように、クエスチョンマーク（?）
でURLと最初のパラメータを区切ります。
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm?parameter=value
同じクリップに2つ以上のパラメータを設定する場合は、クエスチョンマークの
代わりに2つめ以降のパラメータはアンパーサンド（&）の後ろに設定します。
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm?parameter=value&parameter=v
alue&parameter=value...

パラメータと値
Ramファイルのパラメータと値
ファイルのパラメータと値
デフォルト 機能
値

パラメータ

値

author

テキスト

なし

clipinfo

title=text|
artist
name=text|
album
name=text|
genre=text|
copyright=text|
year=text|
cdnum=number|
comments=text

なし

copyright

テキスト

なし

end

hh:mm:ss.x

なし

499

クリップの制作
者を表示しま
す。
拡張されたクリ
ップ情報を提供
します。

著作権情報を提
供します。
再生を終了する
クリップ内部の
時刻を指定しま
す。

参照ペ
ージ
421
ページ
421
ページ

421
ページ
419
ページ
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mode

normal|theater|
toolbar

rpcontextheight

ピクセル単位

rpcontextparams

パラメータ

rpcontexttime

hh:mm:ss.x

rpcontexturl

URL|_keep

rpcontextwidth

ピクセル値

rpurl

URL

rpurlparams

パラメータ

rpurltarget

_rpbrowser|名前

rpvideofillcolor

色の値

screensize

double|full|
original

showvideocontrol
solverlay

0|1

Ramファイルリファレンス

normal

3 つのモードで
RealOne Player
を開きます。
メディアの 関連情報ペイン
高さ
の高さを設定し
ます。
rpcontexturl
なし
にパラメータを
追加します。
0
関連情報ペイン
で HTML ペー
ジが表示する時
間を指定しま
す。
なし
関連情報ペイン
に表示する
URL を指定し
ます。
330
関連情報ペイン
の幅を設定しま
す。
なし
メディアブラウ
ザに URL を提
供します。
なし
rpurl にパラメ
ータを追加しま
す。
_rpbrowser rpurl のターゲ
ットをメディア
ブラウザペイン
またはセカンダ
リブラウザウィ
ンドウに設定し
ます。
black
メディア再生ペ
インの背景色を
指定します。
original
クリップやプレ
ゼンテーション
が開くサイズを
設定します。
1
0 に設定した場
合、メディア再
生ペイン上に表
示されるビデオ
サイズ制御機能
を隠します。

500

419
ページ
416
ページ
416
ページ
416
ページ

416
ページ

416
ページ
416
ページ
416
ページ
416
ページ

416
ページ
419
ページ

419 ペ
ージ
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start

hh:mm:ss.x

0

title

テキスト

なし

再生を始めるク
リップ内部の時
刻を指定しま
す。
クリップのタイ
トルを指定しま
す。

419
ページ

421
ページ

例
rtsp://helixserver.example.com/video1.rm?rpcontextheight=250&rpcontextw
idth=280&rpcontexturl="http://www.example.com/relatedinfo1.html"
rtsp://helixserver.example.com/video2.rm?rpurl="http://www.example.com
/index.html"
rtsp://helixserver.example.com/sample1.smil?screensize=full
rtsp://helixserver.example.com/audio1.rm?start=55&end=1:25
rtsp://helixserver.example.com/introvid.rm?title="Introduction to
RealSystem Production"&author="RealNetworks, Inc."&copyright="&#169;2001,
RealNetworks, Inc."
rtsp://helixserver.example.com/song1.rm?clipinfo="title=Artist of the
Year|artist name=Your Name Here|album name=My
Debut|genre=Rock|copyright=2001|year=2001|comments=This one really
knows how to rock!"
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付録H
付録
ファイルタイプリファレンス
以下の表はRealOne Playerにストリーミングされる一般的なファイルタイプの
クイックリファレンスを提供しています。ただし、全てのファイルタイプがリ
ストされているわけではありません。プラグイン技術によって、実質的に
RealOne Playerはどのようなファイルタイプも再生できます。
RealOne Playerの標準ストリ
の標準ストリーミングクリップ
の標準ストリーミングクリップ
拡張子
ファイルタイプ
参照ページ
RealAudio
.rm または.ra
43 ページの「RealAudio
について」
.rm
RealVideo
54 ページの「RealVideo
について」
.rp
RealPix ストリーミング画像マー
31 ページの「画像」
クアップ
.rt
RealText ストリーミングテキスト 31 ページの「テキスト」
.swf
Flash Player ファイル
30 ページの「Flash アニ
メーション」

拡張子
.ram
.rpm
.smil、.smi

RealOne Playerの情報ファイル
の情報ファイル
ファイルタイプ
参照ページ
RealONE Playe を起動する Ram フ
ァイル
組み込みプレゼンテーション用の
Ram ファイル
レイアウトおよび時間設定をする
SMIL ファイル

411 ページの「Ram ファ
イルで RealOne Player
を起動する」
152 ページの「SMIL フ
ァイルの作成」

RealPixと
とRealOne Playerで直接再生可能な画像ファイルタイプ
で直接再生可能な画像ファイルタイプ
拡張子
ファイルタイプ
参照ページ
.gif
GIF87、GIF89、またはアニメーシ 31 ページの「画像」
ョン GIF 画像
.jpg
JPEG（ノンプログレッシブ）画像
.png
PNG 画像
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付録I
付録
言語コード
360ページの「言語選択でスイッチングする場合」で説明しているように、SMIL
ではRealOne Playerがその言語設定に従って選択する異なる言語をリストでき
ます。以下の表は、指定された言語用に作成されたクリップを指示するために
SMILファイルで使用できる言語コードを一覧表示しています。
言語コード
af
sq
ar-iq
ar-dz
ar-bh
ar-eg
ar-jo
ar-kw
ar-lb
ar-ly
ar-ma
ar-om
ar-qa
ar-sa
ar-sy
ar-tn
ar-ae
ar-ye
eu
bg
ca
zh-hk
zh-cn
zh-sg
zh-tw
hr
cs
da
nl
nl-be
en
en-au
en-bz
en-gb
en-ca

言語
アフリカ語
アルバニア語
アラビア語（イラク）
アラビア語（アルジェリア）
アラビア語（バーレーン）
アラビア語（エジプト）
アラビア語（ヨルダン）
アラビア語（クエート）
アラビア語（レバノン）
アラビア語（リビア）
アラビア語（モロッコ）
アラビア語（オマーン）
アラビア語（カタール）
アラビア語（サウジアラビア）
アラビア語（シリア）
アラビア語（チュニジア）
アラビア語（U.A.E）
アラビア語（イエメン）
バスク語
ブルガリア語
カタロニア語
中国語（香港）
中国語（中華人民共和国）
中国語（シンガポール）
中国語（台湾）
クロアチア語
チェコ語
デンマーク語
ドイツ語（標準）
ドイツ語（ベルギー）
英語
英語（オーストラリア）
英語（ベリーズ）
英語（イギリス）
英語（カナダ）
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en
en-ie
en-jm
en-nz
en-za
en-tt
en-us
et
fo
fi
fr-be
fr-ca
fr-lu
fr
fr-ch
de-at
de-li
de-lu
de
de-ch
el
he
hu
is
in
it
it-ch
ja
ko
ko
lv
lt
no
pl
pt-br
pt
ro
sr
sk
sl
es-ar
es-bo
es-cl
es-co
es-cr
es-do
es-ec
es-sv

言語コード

英語（カリブ）
英語（アイルランド）
英語（ジャマイカ）
英語（ニュージーランド）
英語（南アフリカ）
英語（トリニダード）
英語（アメリカ合衆国）
エストニア語
フェロー語
フィンランド語
フランス語（ベルギー）
フランス語（カナダ）
フランス語（ルクセンブルグ）
フランス語（標準）
フランス語（スイス）
ドイツ語（オーストリア）
ドイツ語（リヒテンシュタイン）
ドイツ語（ルクセンブルグ）
ドイツ語（標準）
ドイツ語（スイス）
ギリシャ語
ヘブライ語
ハンガリー語
アイスランド語
インドネシア語
イタリア語（標準）
イタリア語（スイス）
日本語
朝鮮語
朝鮮語（ハングル）
ラトビア語
リトアニア語
ノルウェー語
ポーランド語
ボルトがル語（ブラジル）
ポルトガル語（標準）
ルーマニア語
セルビア語
スロバキア語
スロベニア語
スペイン語（アルゼンチン）
スペイン語（ボリビア）
スペイン語（チリ）
スペイン語（コロンビア）
スペイン語（コスタリカ）
スペイン語（ドミニカ共和国）
スペイン語（エクアドル）
スペイン語（エルサルバドル）
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es-gt
es-hn
es-mx
es-ni
es-pa
es-py
es-pe
es-pr
es
es-uy
es-ve
sv
sv-fi
th
tr
uk
vi

言語コード

スペイン語（グアテマラ）
スペイン語（ホンジュラス）
スペイン語（メキシコ）
スペイン語（ニカラグア）
スペイン語（パナマ）
スペイン語（パラグアイ）
スペイン語（ペルー）
スペイン語（プエルトリコ）
スペイン語（スペイン）
スペイン語（ウルグアイ）
スペイン語（ベネズエラ）
スウェーデン語
スウェーデン語（フィンランド）
タイ語
トルコ語
ウクライナ語
ベトナム語
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A
Advertising Application（広告アプリケーション）
（広告アプリケーション）
SMILベースのプレゼンテーションに広告を挿入するHelix Universal Serverのオ
プション。SMILファイルでは広告の挿入位置を示す<RealAdInsert/>タグを使
用します。
artifact（アーティファクト）
（アーティファクト）
エンコードされたビデオクリップの外観の欠陥。アーティファクトが多いとビ
デオのブロックノイズが大きくなります。
B
bandwidth（帯域幅）
（帯域幅）
ネットワーク接続を通して流れるデータ量の上限値。一般的に秒当たりのキロ
ビット（Kbps）で表されます。
banner ad（バナー広告）
（バナー広告）
クリップあるいはプレゼンテーションの近くに表示される広告。バナー広告は
一定間隔で新しい広告画像が表示されるローテーションも可能です。
binary tag（バイナリタグ）
（バイナリタグ）
<ref…>と</ref>のような開始タグと終了タグから成るSMILのタグ。他のタグに
よって囲まれる必要がある場合は、多くの単一タグはバイナリタグにできます。
bit（ビット）
（ビット）
コンピューターの中でデータを判断する最小の単位。ビットは0か1のどちらか
の値を持ちます。
bit rate（ビットレート）
（ビットレート）
帯域幅の単位で1秒間に送信するビット数で表されます。たとえば、28.8Kbps
モデムは1秒間に約29,000bitsを送信または受信できます。
blank time（空白時間）
（空白時間）
RealOne Playerが一時停止状態ではないが、スクリーン上には何も表示されてい
ないプレゼンテーションの期間。一般にSMILのbegin属性で空白時間を挿入し
ます。
broadcast（ブロードキャスト）
（ブロードキャスト）
ライブまたは予め録画されたプレゼンテーションをリアルタイムに配信するこ
と。同時に複数の視聴者が進行中のプレゼンテーションを見ることができます。
オンデマンドとは異なります。
buffering（バッファリング）
（バッファリング）
再生前にデータを受信し保存すること。クリップの初期バッファリングはプリ
ロールと呼ばれます。このプリロールの後の過度なバッファリングはプレゼン
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テーションを停止させます。
byte （バイト）
データの一般的な単位。1byteは8bitsから成ります。
C
cable modems（ケーブルモデム）
（ケーブルモデム）
テレビジョンケーブルを通してデータを高速に送信および受信する機器。アナ
ログデータを送受信するダイアルアップモデムとは異なりデジタル機器です。
camel case（キャメルケース）
（キャメルケース）
単語が組み合わされたフレーズ中の大文字の規則であり、最初の単語の後の単
語を大文字で始めます。SMIL2.0の属性および値は通常soundLevelまたは
whenNotActiveのようなキャメルケースを使用します。
CBR
固定ビットレート。ビデオ中の全ての部分を同じビットレートでエンコードす
るタイプのRealVideo。この反対がVBRです。
CHTTP
RealOne PlayerでサポートされるHTTPのバージョン。chttp://で指定されるフ
ァイルはHTTPを使用してダウンロードされRealOne Playerのキャッシュに保存
されます。
client（クライアント）
（クライアント）
サーバーからデータを受け取るソフトウェアアプリケーション。Webブラウザ
ーはWebサーバーのクライアントです。RealOne PlayerはHelix Universal Server
のクライアントです。
clip（クリップ）
（クリップ）
プレゼンテーション中のメディアファイル。クリップは一般にRealAudioおよび
RealVideoのように内部時間を持ちます。
codec（コーデック）
（コーデック）
コーダー／デコーダー。コーデックは非圧縮データと圧縮データ間でデータを
変換し、ストリーム時の消費帯域幅を減少させます。
D
download（ダウンロード）
（ダウンロード）
HTTPなどのストリーミング以外のプロトコルを使用してネットワーク越しに
ファイルを送ること。これに対してストリームがあります。
DSL
一般の電話線でダイアルアップモデムに比べて非常に高速にディジタルデータ
を送信する技術。
duress stream
利用可能な帯域幅が大きく落ちたときに、Helix Universal Serverが使用する低い
帯域幅のSureStreamオーディオおよびビデオストリーム。
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E
encoding（エンコーディング）
（エンコーディング）
ファイルを圧縮しストリーミングフォーマットに変換すること。たとえば、
WAVファイルをRealAudioクリップにエンコードできます。
F
Flash
Macromedia社によって作成されたソフトウェアアプリケーションおよびアニ
メーションフォーマット。RealOne PlayerはFlashアニメーションを再生でき、ま
たRealAudioクリップなどの他のクリップと同時にストリームされたFlashを再
生もできます。
Flash Player file（
（Flash プレイヤーファイル）
ストリーミングに適した圧縮されたFlashファイルフォーマット（ファイル拡張
子は.swf）。Flashをストリームするためには、Flashプレイヤーファイルに出力
し、RealOne Playerで良好に再生できるように調整をします。
fps
秒当たりのフレーム数。ストリーミングビデオクリップにおいて、1秒間に表示
するビデオフレームの数。
frequency response（周波数レスポンス）
（周波数レスポンス）
オーディオクリップの品質の尺度。クリップの周波数応答が高いほど、再生可
能な周波数が高くなります。
H
Helix Producer
RealAudioやRealVideoクリップにエンコードするRealNetworks社の主要なツー
ル。
Helix Universal Server
RealOne Playerにマルチメディアプレゼンテーションをストリームために使用
されるRealNetworks社のサーバーソフトウェア。
Helix Universal Server administrator（
（Helix Universal Server 管理者）
Helix Universal Serverの設定と動作に関する責任者。
HTTP
HyperText Transport Protocolの略。WebサーバーとWebブラウザー間の通信プロ
トコル。これに対して、Helix Universal ServerはRealOne PlayerにクリップをRTSP
を使用してストリームします。CHTTPも参照してください。
I
inline switching（インラインスイッチング）
（インラインスイッチング）
SMILの<switch>タグを使用しないで、代替えクリップにスイッチする方法。
interstitial ad（挿入型広告）
（挿入型広告）
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要求されたクリップの再生に割り込む広告。テレビのコマーシャルに似ていま
す。
ISDN
Integrated Services Digital Networkの略。電話線を使い64Kbpsまたは112Kbpsでデ
ジタルデータ接続を可能にする技術。
ISP
Internet Service Providerの略。インターネットへのアクセスを提供する会社。多
くのISPがメディアクリップを配信するためにHelix Universal Serverを導入して
います。
K
kilobit (Kb)（キロビット）
（キロビット）
データ計測の一般的な単位で1024ビットに等しい。キロビットは通常、Kbpsの
ような単位時間あたりのビットレートで表されます。
kilobyte (KB)（キロバイト）
（キロバイト）
データ計測の一般的な単位で1024バイトあるいは8キロビットに等しい。
L
LAN
Local Area Networkの略。1つのビルなどの狭い領域に限定されたコンピュータ
ーネットワーク。LANは全てのネットワーク機器で帯域幅を共有するので、速
度が変化します。
lossy（不可逆な）
（不可逆な）
ソースファイルから重要でないデータを破棄することで、クリップのサイズを
小さくする圧縮法。RealAudioおよびRealVideoは両方とも不可逆です。
M
metafile（メタファイル）
（メタファイル）
Ramファイルの別名
mouseover（マウスオーバー）
（マウスオーバー）
コンピュータースクリーンポインターをインタラクティブ領域に移動する動作。
たとえば、マウスオーバーでボタンの外観を変化させることができます。
N
namespace（名前空間）
（名前空間）
SMILプレゼンテーション内で使用される機能を指定するXML宣言。SMIL2.0以
上では、<SMIL>タグで名前空間を宣言する必要があります。
O
on-demand（オンデマンド）
（オンデマンド）
ユーザーがリンクをクリックした時にクリップが初めから再生開始されるスト
リーミングの種類。ほとんどのクリップはこの方法でストリームされます。こ
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れに対してブロードキャストがあります。
P
PNA
RealSystem 3から5の下位互換性のために使用されるHelix Universal Server独自
のプロトコル。PNAを使用するURLはpnm://で始まります。
port（ポート）
（ポート）
8080などの番号で指定されるサーバーへの接続。Helix Universal ServerはRTSP、
HTTP、PNAプロトコルを異なるポートで使用します。
prefetch（プレフェッチ）
（プレフェッチ）
クリップの再生前にRealOne Playerにクリップデータを受信しておくこと。たと
えば、視聴者からプリロールを隠すために、クリップの再生前にクリップのプ
リロールをプレフェッチできます。
preroll（プリロール）
（プリロール）
クリップの再生前に起こるバッファリング。プリロールは15秒以下にするよう
にします。
presentation（プレゼンテーション）
（プレゼンテーション）
SMILを使って組み立てられたクリップのグループ。Helix Universal Serverから
RealOne Playerにストリームされます。
R
Ram ファイル
ファイル拡張子が、.ramまたは.rpmのテキストファイル。RealOne Playerを起
動し、ストリーミングクリップあるいはプレゼンテーションのURLを与えます。
RDT
RealOne PlayerとHelix Universal Serverが通信する場合に使用されるHelix
Universal Server独自のデータパッケージプロトコル（RTSPと同時に使用されま
す）。これに対してRTPがります。
RealAudio
ネットワークを通してオーディオをストリームするRealOne Playerのクリップ
の種類。RealAudioクリップは拡張子が.rmになります。
RealOne Player
RealPlayer 8の後継プレイヤー。RealOne Playerではストリーミングとデジタルダ
ウンロード技術を組み合わせています。またSMIL1.0とSMIL2.0規格をサポート
しています。
RealPix
ネットワークを通して静止画像をストリームするRealOne Playerのクリップの
種類（ファイル拡張子は.rp）。RealPixではフェードやズームなどの特殊効果を
作成するためにマークアップ言語を使用します。
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RealPlayer G2
プラグインとセルフアップデート機能を備えたRealNetworks社のクライアント
ソフトウェア。RealPlayer 7およびRealPlayer 8と同じく、SMIL1.0規格をサポー
トしています。
RealSlideshow
RealPixマークアップに従ってストリーミングスライドショーを作成する
RealNetworks社のツール。
RealText
ネットワークを通してテキストをストリーミングするRealOne Playerのクリッ
プの種類（拡張子は.rt）。テキストのフォーマットにマークアップ言語を使用
します。
real-time（リアルタイム）
（リアルタイム）
発生時にコンテンツを配信します。たとえば、ライブイベントはネットワーク
越しにリアルタイムブロードキャストでストリームされます。
RealVideo
ネットワークを通してビデオをストリームするRealOne Playerのクリップの種
類。RealVideoクリップは拡張子が.rmになります。
rebuffering（リバッファリング）
（リバッファリング）
クリップの再生中にストリーミングデータの到着を待つためにRealOne Player
がプレゼンテーションを一時停止する望ましくない状態。
rotating banner ads（ローテーションバナー広告）
（ローテーションバナー広告）
30秒ごとに新しいバナー広告がでるような、指定間隔で変わるバナー広告。
RTP
Real-Time Protocolの略。Helix Universal ServerがRTPベースのクライアントと通
信するときに使用するオープンな標準規格のデータパッケージプロトコル
（RTSPと同時に）。これに対してRDTがあります。
RTSP
Real-Time Streaming Protocolの略。Helix Universal ServerがRealOne Playerまたは
他のRTPベースのクライアントにクリップをストリームするために使用するオ
ープンで標準規格のコントロールプロトコル。これに対してHTTPがあります。
S
server（サーバー）
（サーバー）
1.ネットワークを通して要求されたデータを送るWebサーバーあるいはHelix
Universal Serverのような、ソフトウェアアプリケーション。
2.サーバーソフトウェアが動作するコンピューター。
Shockwave Flash
Flash Player fileを参照してください。
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SMIL
Synchronized Multimedia Integration Languageの略。プレゼンテーション内で再生
されるクリップの時間や再生方法を指定するマークアップ言語。SMILファイル
は拡張子が.SMILです。
stream（ストリーム）
（ストリーム）
1. 出来る限り速く再生を開始するために、ネットワークを通してメディアクリ
ップのデータを断続的に送ること。
2. 1種類のデータの流れで、秒あたりのキロビット（Kbps）で測定されます。
たとえば、RealVideoクリップのサウンドトラックは1つのストリームです。
SureStream
複数のビットレートでRealAudioまたはRealVideoクリップの配信を可能にする
RealNetworks社の技術。
U
unary tag（単一タグ）
（単一タグ）
<ref…/>のようなクロージングスラッシュを含むSMILのタグ。他のタグを囲む
必要がある場合には、多くの単一タグはバイナリタグにできます。
URL
Uniform Resource Locatorの略。Webサーバーあるいは Server上に保管されてい
るクリップをWebブラウザーまたはRealOne Playerが受信できるようにする場
所の記述。
V
VBR
Variable Bit Rateの略。RealVideoのエンコーディング方法の1種であり、ビデオ
データが一定のビットレートでストリームさてれていても、ビデオの各部分を
異なるビットレートでRealOne Playerが再生できるようにします。これに対して
CBRがあります。
X
XML
Extensible Markup Languageの略。SMILの元になる言語。XMLは任意の目的に対
して柔軟に開発可能な標準規格言語です。
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