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RENDER SPICE NEWS RELEASE 12
RENDER SPICE 1.8.0 リリース
RENDER SPICE 1.8.0 は以下の機能が実装・改善されました。

接続反応の速度を改善
レンダーノード接続時の速度を改善しました。

RenderSpiceAnalyzer のバグ修正
実行開始時間が無いときの集計上のバグを修正しました。

ログ作成を制御
レンダリング時に作成されるログを作成するかしないか選択出来る様になりました。

未レンダリングフレームのみの表示
レンダリングが出来なかったフレームのみを表示出来る様になりました。

許可されたグループへの一斉接続
許可されたグループに一斉に接続出来る様になりました。

AfterEffetcs、Maya、Nuke から 1 クリックで QuickTime ムービーを作成
作業中のプロジェクトから、プレビューチェックを目的とした QuickTime ムービーを 1 クリックで作成出来る様になりました。
プレビュー目的でローカルレンダリングに要していた時間を分散レンダリングで時間を短縮する事が出来ます。
AfterEffects では、音素材があった場合は音も加えた QuickTime ムービーを作成します。
作成されたムービーを読み込んで、ムービープレーヤーが自動的に立ち上がります。

After Effects 用スクリプト aePreviewRS.jsxbin
自動ムービーファイル作成レンダリングに対応しています。

maya 用スクリプト mayaPreviewRS.mel
自動ムービーファイル作成レンダリングに対応しています。

NUKE/NUKEX 用スクリプト nukePreviewRS.py
自動ムービーファイル作成レンダリングに対応しています。

使用方法
RENDER SPICE のアップデート
RENDER SPICE 1.8.0 は、以下のコンポーネント、ファイルが追加、アップデートしました。
・RenderSpiceClient ・RenderSpiceServer ・RenderSpiceEncoder
・RenderSpiceInitializer ・RenderSpiceFrontend ・RenderSpiceAnalyzer
今まで RENDER SPICE をインストールしてあるディレクトリに最新版をコピーして下さい。

新機能詳細
ログ作成の制御
RenderSpiceClient の接続リスト枠の左側にある「□ログ省略」を押すと、レンダリングソフトによるレンダー
ノード毎のログの作成を制御出来ます。
＊ログはレンダリング出来なかったときに、原因を特定するのに有効なメッセージが記録される事が多くあります。

未レンダリングフレームのみの表示
「全フレーム」で表示出来る表示内容にレンダリングが出来なかったフレームのみを表示出来る様に
なりました。「全フレーム」ウィンドウの「□残りフレームのみ表示する」をチェックすると残りのフレームのみ表示されます。チェッ
クボタンの効果は、いつでも確認出来ます。
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許可されたグループへの一斉接続
RENDER SPICE 1.8.0 は、今までの 50 台毎の接続グループに加えて新たにより小さなグループを持つ事が出来る様になりました。
1 グループ最大 50 台まで表示出来ますが、この中に小さなグループを 16 グループ持つ事が出来ます。

1. クライアントのグループを決める
RenderSpiceAnalyzer を使って設定します。
クライアントグループを選び、クライアントマシンをクライアント 1〜16 の任意のグループに登録して下さい。

2. レンダーノードの登録
従来通りレンダーノードのグループを選び、グループ番号を選び
ます。そのグループ内に任意のノードを登録して下さい。
接続許可制御の「編集...」ボタンから"接続許可クライアントグル
ープの編集"というウィンドウが立ち上がります。
既に登録されているマシンの短縮名称が表に上がっています。
短縮名称のテキストボックスにグループ番号を書いて下さい。
このグループが、クライアントのグループ番号と関連します。
下の段のオプションを使うとまとめてグループを変更する事も
出来ます。
空白の場合は、どのグループからも接続する事が出来ます。
一部のノードをプロジェクト別に使い分けたい場合や、プラグイ
ン毎にグループを変えたいとき等にそのノードとクライアント
にグループ番号をつける事で、柔軟なノード選択が出来る様になります。

3. レンダーノードに反映
設定した内容は、RenderSpiceAnalyzar で保存して「適用」ボタンを押して下さい。
設定を「適用」する際は、ライセンスファイルがあるサーバに繋げた状態で行って下さい。
＊この設定は管理者が行う事を想定しています。他のユーザ(クライアント)やレンダーノードには、設定の結果を配布する必要はありま
せん。

4. レンダーノードに接続
設定したグループにより、「一括接続」でまとめて接続出来るマシンが制限されます。

Setup the RENDER SPICE 1.8.0
事前に RenderSpiceClient の「その他」ボタンから、共通オプション内の"ムービーのデフォルト形式"、"ムービーのデフォルト品質"を
決めておいて下さい。
コーデックはレンダーノード側でサポートしているコーデックである必要
があります。ムービーは、ファイル名に時間(時分秒)+アルファベット 1 文字
が足された形になります。

RSRendCfg.txt への設定
RSRendCfg.txt に QuickTime プレーヤーの実行ファイルの場所を加えて下さい。
RenderSpiceInitialIzer で RSRendCfg.txt を作業する際は、アプリケーション設定タブから、「ムービー再生」を
選んで下さい。

「追加」ボタンを押し、QuickTime プレイヤーの実行パスを追加して下さい。

デフォルトのインストールパスは下記の様になっています。
●Mac OS X の場合
/Applications/QuickTime\ Player.app/Contents/MacOS/QuickTime\ Player

●Windows の場合
C:¥Program Files¥QuickTime¥QuickTimePlayer.exe

for AfterEffects
aePreviewRS.jsx は、AfterEffects から自動的にレンダーノードを使ってレンダリングを開始し、QuickTime ムービーまで作成し、作
成したムービーを立ち上げます。
AfterEffects で作業してる画質「フル、1/2 画質、1/3 画質、1/4 画質」にあわせて、作成する QuickTime ファイルムービーの解像度
が変化します。長尺の作業を行っている場合、解像度を小さく作る事で再生時間を確保する事が出来ます。
作業しているコンポジションに音ファイルがあった場合、音も加えた QuickTime ファイルが作成されます。
レンダリングした QuickTime ムービーファイルは、プロジェクトファイルがあるディレクトリ内に RSPreview フォルダが作成され、
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その中に QuickTime ファイルが出来ます。途中、連番 PSD ファイルが出来ますが、QuickTime ファイル作成と共に削除されます。こ
の PSD ファイルが、ムービーファイルのフレームになるので、自分で削除しない様にして下さい。

プレビューしたいコンポジションを選んでメニュー "ファイル > スクリプト > aePreviewRS"を選んで下さい。

1. aePreviewRS.jsx ファイルの編集
RENDER SPICE 1.8.0 で追加された aePreviewRS.jsx は、RENDER SPICE のインストール場所に合わせて以下の部分を必要でした
ら環境に合わせて修正して下さい。

●Mac OS X の場合
var cmd ="/Applications/RenderSpice/RenderSpiceFrontend.app/Contents/MacOS/Mf034 /Applications/RenderSpice/Render-

SpiceClient.app/Contents/MacOS/Mf003 tmp/RSAEtmp.txt";

●Windows の場合
var cmd ="c:/Program Files/RenderSpice/RenderSpiceFrontend.exe c:/Program Files/RenderSpice/RenderSpiceClient.exe

c:/RSFrontendTmp.txt";

＊Windows の場合、ディレクトリ区切りを示す「/」マークは、「¥」ではなく「/」を使って下さい。

2. インストール場所
利用したい After Effects のバージョン毎にファイルを用意しているので、以下のフォルダにコピーしてください。

●Mac OS X の場合
/Applications/Adobe After Effects CSX/Scripts

●Windows の場合
C:¥Program Files¥Adobe¥Adobe After Effects CSX¥Support Files¥Scripts

CSXは、バージョン番号です。お使いのバージョンに合わせてアクセスして下さい。
・After Effects 側の設定
After Effects を起動し、メニュー "編集 > 環境設定"から環境設定ウィンドウを開き、一般設定欄の「□スクリプトによるファイルへの
書き込みとネットワークへのアクセスを許可」にチェックを入れて下さい。

レンダーノード側には、本設定を行う必要はありません。

for Maya
mayaPreviewRS は、作業している Maya のシーンを、QuickTime ムービーにして確認する事が出来ます。
mayaPreviewRS は、mayaExportRS 同様 Maya のメニューバーから立ち上げる事が出来ます。以下はその設定方法になります。

1. mayaRS フォルダのコピー
RENDER SPICE インストールディレクトリに最新の mayaRS フォルダをコピーしてください。

2. userSetup.mel ファイルの編集
mayaRS 内の userSetup.mel を開き、同じフォルダ内にある、RSmenu.mel のファイルパスを書き換えます。
デフォルトの位置に RENDER SPICE をインストールしているのであれば、下記のファイルパスになっていますので、書き換える必要
はありません。
●Mac OS X の場合

eval("source \"/Applications/RenderSpice/mayaRS/RSmenu.mel\"");

●Windows の場合
eval("source \"c:/RenderSpice/mayaRS/RSmenu.mel\"");

3. RSmenu.mel ファイルの編集
mayaRS のコピー先を変更している場合、RSmenu.mel の以下を書き換える必要があります。
●Mac OS X の場合

-c "source \"/Applications/RenderSpice/mayaRS/mayaExportRS.mel\"" menu1;

-c "source \"/Applications/RenderSpice/mayaRS/RSmonitor.mel\"" menu2;

-c "source \"/Applications/RenderSpice/mayaRS/mayaPreviewRS.mel\"" menu3;
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●Windows の場合

4. userSetup.mel ファイルの設置
userSetup.mel を下記のフォルダに置いてください。
●Mac OS X の場合
Finder の「移動 -> フォルダへ移動」より以下のファイルパスを入力してください。
/Applications/Autodesk/maya2012/maya.app/Contents/scripts

●Windows の場合
c:¥Program Files¥Autodesk¥Maya2012¥scripts

（C ドライブに Maya2012 をインストールしている場合）
上記 scripts フォルダ内に userSetup.mel をコピーすると、そのマシンのすべてのユーザに同じ設定が反映されます。
ただし、ユーザが独自でシェルフ等のカスタム設定をしている場合、本 userSetup.mel の内容をユーザフォルダ内に作成されている
userSetup.mel に書き加える必要があります。
ユーザフォルダ内に作成される userSetup.mel は、下記フォルダ内にあります。
●Mac OS X の場合
/Users/<user name>/Library/Preference/Autodesk/maya/<version>/scripts
●Windows の場合
c:¥Document and Settings¥<user name>¥My Documents¥maya¥<version>¥scripts

5. mayaExportRS.mel、RSmonitor.mel、mayaPreviewRS.mel ファイルの編集
mayaExportRS.mel、RSmonitor.mel 以下の行をを RenderSpiceClient、RenderSpiceMonitor それぞれインストールされている
ファイルパスに必要であれば書き換えます。
デフォルトの位置に RENDER SPICE を置いている場合、変更する必要はありません。
●Mac OS X の場合 (***は Client(**は 03)または、Monitor(**は 14)が入ります)

string $tmpPath = "/Applications/RenderSpice/RenderSpice***.app/Contents/MacOS/Mf0**";

●Windows の場合 (***には、Client と Monitor がはいります)
string $tmpPath = "c:/RenderSpice/RenderSpice***.exe";

以上で、Maya のメニューバーより、RENDER SPICE が表示され、RenderSpiceClient、RenderSpiceMonitor を立ち上げる事が
出来ます。
Maya から起動した場合、出力フォルダはプロジェクトフォルダで指定されている場所に書き出します。
Maya から起動する場合、MayaBinary ファイルでも各情報を取得出来ます。
レンダラ情報も取得するので、設定する必要はありません。

MayaAscii で保存していると、RenderSpiceClient が起動するのに時間がかかる事がありますが、Ascii ファイルの性質上時間がかか
っているので、立ち上がるまで少し時間間隔を長めに見てください。
シーンが重いファイルほど、顕著に差が出てきます。
また、RENDER SPICE でレンダリング開始後、Maya を落としても RenderSpiceClient が終了する事はありません。

RenderFarm 側には、本設定を行う必要はありません。   

for Nuke/NukeX
Maya 同様 NUKE、NUKEX は、メニューバーから現在開いているプロジェクトファイルの情報を引き継いで、QuickTime ムービー
ファイルを作成します。

1. nukeRS フォルダのコピー
RENDE SPICE インストールディレクトリに nukeRS フォルダをコピーしてください。

2. menu.py ファイルの編集
NUKE のメニューを構成している menu.py ファイルを編集します。
menu.py ファイルを以下の場所から開きます。
＊万が一間違えたときのため、事前に menu.py のバックアップを取る事をお進めします。

●Mac OS X の場合
Finder の「移動 -> フォルダへ移動」より以下のファイルパスを入力してください。
/Applications/Nuke.xvx/Nuke.xvx.app/Contents/MacOS/plugins/  (xvx はバージョン番号です）
フォルダ内の menu.py をテキストエディタで開きます。

-c "source \"c:/RenderSpice/mayaRS/mayaExportRS.mel\"" menu1;

-c "source \"c:/RenderSpice/mayaRS/RSmonitor.mel\"" menu2;

-c "source \"c:/RenderSpice/mayaRS/mayaPreviewRS.mel\"" menu3;
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●Windows の場合
c:¥Program Files¥Nuke.xvx¥plugins¥  (xvx はバージョン番号です）
menu.py をテキストで開きます。

menu-sample.txt 内の内容を menu.py の以下の行の間にコピー&ペーストします。
必要があれば execfile('〜')のファイルパスを修正してください。

●Mac OS X の場合

●Windows の場合

3. nukeExportRS.py、RSmonitor.py、nukePreviewRS.py ファイルの編集
nukeExportRS.py、RSmonitor.py、nukePreviewRS.py 内の以下の行を RenderSpiceClient、RenderSpiceMonitor それぞれイ
ンストールされているファイルパスに必要であれば書き換える。
デフォルトの位置に RENDER SPICE を置いている場合、変更する必要はありません。
●Mac OS X の場合 (***には Client(**は 03)または、Monitor(**は 14)が入ります)

●Windows の場合 (***には、Client と Monitor がはいります)

以上で、NUKE のメニューバーに、RENDER SPICE が表示され、RenderSpiceClient、RenderSpiceMonitor、nukePreviewRS を
立ち上げる事が出来ます。
また、RENDER SPICE でレンダリング開始後、NUKE を落としても RenderSpiceClient が終了する事はありません。
レンダーノード側には、本設定を行う必要はありません。

従来のスクリプトについて
従来提供していたスクリプト(aeExportRS.jsxbin や mayaExportRS.mel、nukeExportRS.py 等)は、今回も配布しています。
利用方法はそれまでと変わりません。AE の Drag &Drop 形式や、Maya、Nuke のアプリケーション内から RenderSpiceClient を立
ち上げる事は可能です。
プロジェクトファイルの Drag & Drop にも対応しています。

※すべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。
フジテレビジョンは、通知を行うことなくいつでも該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表
の誤りについて責任を負いません。
©2011 Fuji Television Network, Inc. All rights reserved.

path = 'c:/RenderSpice/RenderSpice***.exe'

args = 'c:/RenderSpice/RenderSpice***.exe', ''

path = '/Applications/RenderSpice/RenderSpice***.app/Contents/MacOS/Mf0**'

args = '/Applications/RenderSpice/RenderSpice***.app/Contents/MacOS/Mf0**', ''

m.addCommand("Clear Disk Cache", nuke.clearDiskCache)

# RENDER SPICE menu

m = menubar.addMenu("&RENDER SPICE")

m.addCommand("RenderSpiceClient","execfile('c:/RenderSpice/nukeRS/nukeExportRS.py')","")

m.addCommand("RenderSpiceMonitor","execfile('c:/RenderSpice/nukeRS/RSmonitor.py')","")

m.addCommand("PreviewRS","execfile('c:/RenderSpice/nukeRS/nukePreviewRS.py')","")

# Help menu

m.addCommand("Clear Disk Cache", nuke.clearDiskCache)

# RENDER SPICE menu

m = menubar.addMenu("&RENDER SPICE")

m.addCommand("RenderSpiceClient","execfile('/Applications/RenderSpice/nukeRS/nukeExportRS.py')","")

m.addCommand("RenderSpiceMonitor","execfile('/Applications/RenderSpice/nukeRS/RSmonitor.py')","")

m.addCommand("PreviewRS","execfile('/Applications/RenderSpice/nukeRS/nukePreviewRS.py')","")

# Help menu


