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（左） https://digitalpreservation.gov/personalarchiving/video.html （右） https://www.digitalpreservation.gov/personalarchiving/documents/PA̲All̲brochure.pdf
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②デジタルコンポジットを採用したものや独自

［表］推奨ファイルフォーマット

アメリカ議会図書館
【推奨】
制作時のオリジナルの解像度とフレー

IASA
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【容認】
MKV（Matroska）コンテナ
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1. 産業界で用いられるコンテナ
コーデックは可逆圧縮のFFV1ま

ムレート
（1080p24、720p60など）
、 のFFV1（ バ ージョン3）は、 たは10ビット非圧縮4：2：2クロ
ファイルフォーマットの完パケ納品版。

クローズドキャプションやタ

マサブサンプリング

1. IMF

イムコード情報のないコン

例）
FFV1かv210コーデックのAVI、

a. 画像及び音声トラックファイル

テンツにのみ使用可能。

v210コーデックのMOV
2. MKV

（MXF）

コーデックは、可逆圧縮のFFV1

b. コンポジションプレイリスト
（XML）

簡易視聴用として以下のメデ

c. パッケージングリスト
（XML）

ィア／フォーマット

3. MXF

a）記録型DVD

コーデックは非圧縮またはJPEG

a. MOVコンテナ

b）記録型ブルーレイディスク

2000

b. Apple ProRes 4444XQ、4444

c）MPEG-4 (.mp4)

2. ProRes

または422 HQコーデック
3. MPEG-2
a. ISO/IEC 13818に準拠
4. XDCAM
a. MXF
b. HD422、SHD422、HDコーデック

以上、上記は2021年12月23日現在の情報で
あるため、最新情報は、本稿で出典として示し
たウェブサイトで適宜確認されたい。

（非圧縮v210コーデック）

データの整合性を確認するため、マスターに

DVコーデックのテープ類はMXF、MKV、MOV、

例）10ビット非圧縮4：2：2クロ
マサブサンプリングのMXF、ま
たはJpeg2000可逆圧縮のMXF

（国立映画アーカイブ主任研究員）
註
※ウェブサイトの最終アクセスはいずれも2021年12月23日。
1 ア メリ カ 議 会 図 書 館 の ガ イド ラ イ ン は“Library of Congress
Recommended Formats Statement 2020-2021” https://www.loc.
gov/preservation/resources/rfs/moving.html., 米国国立公文書館の
ガイドラインは“Digital Moving Images from Video Source Material”
https://www.archives.gov/preservation/products/reformatting/
video.html., IASAのガイドラインはIASA-TC 06 Guidelines for the
Preservation of Video Recordings 2019: revised version. https://
www.iasa-web.org/tc06/guidelines-preservation-video-recordings.
2 前掲 IASA-TC 06の “Part A. Introduction”, p.A4, https://www.iasaweb.org/sites/default/files/publications/IASA-TC_06-A_v2019.pdf
参照。
3 前掲 IASA-TC 06の “Part B. Video Signal, Preservation Concepts, and
Target Formats”, p.B30. https://www.iasa-web.org/sites/default/
files/publications/IASA-TC_06-B_v2019.pdf.
4 “Video Guidance: Playback and Digitization of Materials” https://
www.archives.gov/preservation/formats/video-playback-digitize.
html.
5 “Video Guidance: Ensuring Future Usability” https://www.archives.
gov/preservation/formats/video-future-usability.html.
6 IASA-TC 06, op. cit., pp.B47-53.
7 テープには、記録方式の異なる複数のタイムコードが含まれている場
合があり、これらは一部でレガシータイムコードと呼ばれている。保
存用マスターでは、ファイル内にレガシータイムコードを記録したり、
サイドカーファイルとして保存する方がよい。
8 Library of Congress , op. cit.
9 IASA-TC 06, op. cit., pp.B40-42.
10 IASA-TC 06, op. cit., pp.A6-9. 残り3種の記録方式は、ファイル
ベース、ディスクベースなど。

