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ようこそ
もし今回はじめて DivX Converterを使用されるならあなたのデジタル動画を、簡
単に高品質で高圧縮の DivXメディア形式ファイルにできるように準備しましょ
う。DivX Converter は、どんなコンピュータでも、また DVDプレーヤー・DVD
レコーダー・ポータブルプレーヤー・カーテレビや携帯電話のような DivX認証
デバイスにて楽しめる DivX動画を簡単に作ってくれます。

このガイドでは:

 DivX形式に動画を変換する
 複数の動画を、メニューを含む一つの動画に結合する

 動画プロファイル・解像度・出力データサイズ・ビットレートなどの設定

を細かく調整し、理想の動画を作成する

ことを解説します。準備はいいですか？それでは行きましょう！

DivX Converterのユーザー登録
DivX Converter は 15日間の無料試用が出来ます。試用期間終了後、使い続ける
にはアップグレードするためにユーザー登録をしなければなりません。それには

下図のように試用期間終了の画面にある「購入」ボタンをクリックして、そのあ

とは指示に沿ってください。
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アップグレード後、電子メールでシリアル番号を受け取ります。DivX Converter
を起動し,「シリアル番号を入力」をクリックします。製品の登録画面が開きま
す。

受け取った DivX Converterのシリアル番号を入力して「登録」ボタンを押してく
ださい。登録済みの DivX Converterは試用期間のメッセージを出しませんし、ど
のような動画もしたいように変換できます。

DivX Converter プロファイル
DivX Converter には４つのプロファイルがあります。変換後の DivX動画を再生
するデバイスにあわせて最適なものを選んでください。

４つのプロファイルは:

 ホームシアター (例: DVDプレーヤー・レコーダー)
 High Definition (例: ハイデフ DVD プレーヤー)
 Mobile (例.携帯電話・モバイルプレーヤー・ブラックベリー・動画再生可
能なカーナビ)

 qMobile (例:マルチメディア電話)

以下は４つの DivX Converter プロファイルのスペックです:

プロファイル

最大解像度 720 x 480
30fps

720 x 576,
25fps

1280 x 720
30fps

320x240
30fps

176x144
15 fps

マクロブロッ

ク／秒

40500 108000 9000 1485

最大平均ビッ

トレート

4000 kbps 8000 kbps 600 kbps 200 kbps
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最大ピークビ

ットレート／

秒

8000 kbps 32000 kbps 12500kbps 4600 kbps

最小 VBV バ
ッファサイズ

385 KB 768 KB 80 KB 32 KB

双方向エンコ

ードサポート

Yes Yes No No

インターレー

ス動画サポー

ト

Yes Yes No No

DivX Converterの使い方
DivX Converterは簡単に使えます:

1. あなたのコンピューター内のどこからでも動画を DivX Converterにド
ラッグ&ドロップしてください。

2. プロファイルを選択

3. 「Convert」ボタンをクリック
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変換終了後 DivX Converterはメッセージを表示します。

ここで“View Files”を押してあなたのデフォルトフォルダである DivX movies フ
ォルダ (通常 C:\ Documents and Settings\[あなたのプロファイル名]\My 
Documents\My Videos\DivX Movies)にある変換後の動画を見ることが出来ます。
このファイル保存フォルダの位置を変更したい場合は詳細設定項を読んでくだ

さい。

動画の結合とメニューの作成
複数の動画を一つの動画に結合し、メニューを追加するには、全ての変換したい

動画を DivX Converterにドラッグ＆ドロップし、「View List」をクリックしてく
ださい。
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「ビデオが単一の DivXファイルに結合され、自動的にメニューが作成されま
す。」をチェックし、ウインドウを閉じて DivX Converterの「Convert」ボタン
を押してください。

注意事項:
 DivX Converterは.vobファイルは結合しません
 完成した動画のファイル名は、読み込んだ最初のファイル名になりますが、

変換後に変更できます

 メニューリストに読み込んだそれぞれの動画は完成後の動画のファイル名

表示に反映します。適切なファイル名を表示したい場合は変換前にオリジ

ナルのファイル名を変更しておいてください。

File設定
この項では、ファイルの出力設定の調整方法と、音声または字幕トラックを変換

後のファイルに追加する方法を解説します。

ファイル設定を調整するには、変換したいファイルをドラッグ＆ドロップしたあ

とに「View List」を押してください。そしてファイル設定を変更したいファイル
を選択して「変更」ボタンをおしてください。

これらの設定が二つのタブに分けられています:
 出力設定

 メディア詳細設定
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出力設定

このタブはプロファイルとファイルサイズの変更が出来ます。

認証プロファイル

「出力設定」タブではエンコードしたいプロファイルの選択と変換後のファイル

サイズを設定できます。DivX Converterにファイルをドラッグ＆ドロップしたあ
と既にプロファイルが選択されていることもあります、

ファイルサイズ制限

ここでは変換後のファイルサイズを設

定できます。例えばもし CDディスクに
変換後のファイルを書き込みたい場合、

ドロップダウンリストの中からそのオ

プションを選択できます。

詳細設定

より細かいファイル出力設定をしたい場合は「詳細設定」ボタンを押してくださ

い。ここで手動で解像度やエンコードビットレートを変更できます。

これらのオプションは更なる細かい設定を変換後のファイルに盛り込むことが出

来ます。「簡易」ボタンを押して詳細設定画面を閉じることができます。



© 2007 DivX, Inc. All rights reserved. DivX is a registered trademark of DivX, Inc. All other commercial symbols are protected 
trademarks and trade names of their respective holders.

メディア詳細設定

「メディア詳細設定」タブをクリックしてオーディオや字幕トラックを追加する

ことが出来ます。

オーディオを選択

もしソースファイルが二つ以上の音声トラックを持っていたら、DivX Converter
で変換後のファイルにどれを含めるか選択できます。含めたいトラックにチェッ

クをつけて OKボタンを押してください。

字幕を選択

もしソースファイルが二つ以上の字幕トラックを持っていたなら、DivX 
Converterで変換後のファイルにどれを含めるか選択できます。含めたいトラッ
クにチェックをつけて OKボタンを押してください。

詳細設定
DivX Converterのメイン画面のどこかを右クリックして「詳細設定」を選ぶと、
設定が変更できます。詳細設定画面では、一般設定で DivXムービー出力フォル
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ダの位置を変更でき、また変換中のテンポラリフォルダの位置も変更できます。

ヘルプ
DivX Converterはあなたの動画を DivX形式に変換するのにもっとも簡単なツー
ルです。しかしもし失敗したならば、弊社のサポートチームが質問にお答えしま

す。http://support.divx.com.にアクセスしてください。あなたが DivX Converterで
作成した全ての DivX形式の動画はいかなるコンピューターまたは DivX認証デ
バイスにて再生できるのです。楽しんでください！


