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ノンリニアプロダクションプラットフォーム
GV Director™は、高度に直観的で効率的なソフトウェアベースのソ
リューションを提供し、ユーザーの経験レベルに関係なく、洗練されたラ
イブプロダクションをパラレルかつノンリニアで制作および管理できます。
操作性に優れたソフトウェアアプリケーションにより、ライブスイッチング、
エフェクト、およびグラフィックスを、一つのシンプルなプラットフォームと
ワークフローに統合できます。
最適化されたコンパクトな4 RUサーバープラットフォームは、オーディオ、
グラフィックスプロセシング、マルチビューワーモニタリング、およびIT用
のインターフェースとともに、複数のビデオ入出力を備えています。本製
品は明確な目的をもって設計された機器であり、重要なプロダクションに
適した信頼性の高いアーキテクチャーを誇るとともに、設置とセットアッ
プの容易さを特徴とします。
エレガントなコントロールコンソールは、ユーザーインターフェースの一
つのエレメントとして設計され、一般的な操作を素早く実行できます。頻
繁に繰り返して行う操作をサポートするために、スマートサーフェースコ
ントロールパネルには、ユーザーアサイナブルなボタン、一体型タッチス
クリーン、およびマニュアルトランジション用のレバーアーム（Tバー）が
備えられています。

先進のライブプロダクションツール
GV Directorには、ビデオミキシングとトランジション、レイヤードエフェ
クト、グラフィックス、およびパッケージコンテンツのプレイバックを組み
合わせる有能で効率的なツールセットが含まれているため、ユーザーは、
洗練されたライブプロダクションを迅速かつ簡単に制作できます。GV 

Directorをご使用になれば、大規模で複雑なイベント用に、サブスイッチ
ングや国際配信などの補助的なプロダクションを行えるだけでなく、スタ
ジアム、教育現場、企業、教会、あるいは官公庁など、小規模なライブプロ
ダクションのニーズを満たすこともできます。
複雑なグラフィックスとエフェクトエレメントを含むプロダクションパッ
ケージは、MacまたはWindows PCを利用して、オフラインまたはオン
ラインで制作できます。プロダクションエレメントは、今後の利用のために
パッケージとして保存することも、あるいはライブイベントで使用するた
めにすぐパブリッシュして時間とリソースを節約することもできます。先
進のグラフィックスおよびトランジションオーサリングツールを使用する
ことで、ユーザーはエフェクトライブラリーからインポートし、キーフレー
ムエディターを利用することで、インポートしたグラフィックスエレメント
からエフェクトとトランジションを作成できます。この洗練されたエフェク
トビルダーにより、バックグラウンド、グラフィックス、およびトランジション
を、リアルタイムのオフラインプレビューを利用して選択することで、シー
ン全体を簡単に構築できます。
GV Director Command Centerアプリケーション（Director Tool）
がGV STRATUS®ノンリニアプロダクションツールに組み込まれ、その
プロダクション能力を拡張しています。Command Centerは、ディレク
ターに追加のライブサーフェースを提供することで、ライブプロダクショ
ンの新しいコラボレーションスタイルをサポートします。GV Director
は、ライブイベントに対して真のファイルベースのプロダクションを実現
し、GV STRATUSとともに使用することで、ユーザーは、インジェストコ
ントロール、アドバンスドロギング、コンテンツ管理、エディター統合、およ
びタリー機能を追加できます。

GV Director は、スイッチャー、ビデオサーバー、
グラフィックスジェネレーター、およびマルチビュー
ワーの機能を、シンプルでパワフル、そしてクリエ
イティブなワークスペースに統合したノンリニアプロ
ダクションプラットフォームです。

GV DIRECTOR
ノンリニアライブプロダクションセンター

• HD/SD-SDI:	8 入力 4 出力
（エンベデッドオーディオ対応	*16ch.）
• アナログオーディオ :	2 入力、4 出力
• マルチコーデックビデオサポート :	MPEG
&	DV

• スタンダードメディアファイルインポート :
MXF	&	MOV

• タッチスクリーンモニター（オプション）イ
ンターフェース用 DVI 出力

• サポートするグラフィックスフォーマット：
24-bit	RGBまたは32-bit	RGBAフォー
マット（トップファースト / ボトムファースト

サポート）の Targa	（TGA）type	2（非
圧縮 RGB）、および 24-bit 非圧縮 RGB
の BMP	

• 革新的なノンリニアライブプロダクション
ワークフローを実現

• 小型でありながら以下の機能を完全一体化
したソリューション
	—スイッチャー機能
	—リアルタイムグラフィックスエンジン
	—クリップストア / プレイバック
	—マルチビューワー

• ライブプロダクションの仕込み作業および
本番においてクリエイティブなプロセスを
促進

• 簡単な操作－技術的知識ではなく創造性を
重視

• COPE（Create	Once	and	Publish
Everywhere：	一度制作したコンテンツを
様々な媒体に再配信可能）：	プロダクション
のルックとスタイル一式をオフラインで制
作可能

• 完全プレビュー－オーサリングツール（Mac
または PC）を介して、複数のライブロケー
ションに配信可能

主な特長
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クリエイティブなユーザー経験
GV Directorは、直観的、シンプル、そしてクリエイティブなワークスペー
スを特長とし、ユーザーはライブプロダクションの品質を容易に向上させ
ることができます。GV Directorは、技術者やトラディショナルなスイッ
チャーのオペレーターではないが、個々のイベントのニュアンスをよく理
解している幅広いユーザーにアピールする目的で設計された製品です。
このようなユーザーは、従来のインターフェースより豊富なグラフィック
スとエフェクトを利用して、自らの創造力を容易に引き出して制作を強化
できます。
システムは、効率的なユーザーインターフェースとキーボードを備える
タッチスクリーンにより操作できます。また、専用コントロールパネルの
一部として、タッチスクリーン、照明付きボタン、およびレバーアームが、
ユーザーに対して最高のフィードバックを提供し、システムとのフレキシ
ブルな連携を約束します。
さらに、従来のプログラム出力に加え、独立したステージ（プレビュー）出
力を従来タイプのプレビューとして使用することも、あるいはライブコン
ポジットステージとして使用して、グラフィックス、エフェクト、トランジショ
ン、またはパラメータの全体シーケンスをプレビューすることもできます。
強力なステージ機能により、エフェクト、グラフィックス、およびトランジ
ションについて、コンテンツとタイミングの正しさをチェックした後でプロ
グラム出力に送出できます。

アドバンテージ
ほとんどのライブプロダクションソリューションは、システムの操作をマス
ターするために膨大な時間を費やす専任の技術者を必要とします。一方
GV Directorは、タッチスクリーンインターフェース、キーボード、マウス、
アサイナブルなカラーボタン、およびOLEDディスプレイにより、革新的
なユーザー経験を提供できるので、ユーザーは自らの創造性に集中する
ことができます。
ノンリニアライブプロダクションシステムであるGV Directorは、技術者
でないユーザー向けに設計された製品として、ユーザーの創造性を刺激
することでそれぞれのプロダクションを強化します。直観的ユーザーイ
ンターフェースにより、一人のユーザーがショー全体をコントロールでき
ます。タッチスクリーンに指でタッチするだけで、グラフィックス、トランジ
ション、クリップ、およびスチルなど、すべてのプロダクションエレメントを
操作できます。また、このようなシンプルなインターフェースを使用する
ことで、操作ミスや連絡ミスなどに起因する人為的なミスを減らすことが
できます。

現場への設置とセットアップが容易な一体型パッケージは、コンパクトな
4 RU サーバープラットフォーム、専用のコントロールパネル、およびオ
プションのDVIディスプレイから構成され、グラフィックス/トランジション
オーサリングソフトウェア、マルチビューワー、およびI/Oを含むすべての
コンポーネントが含まれています。1つのユーザーインターフェースに、
スイッチャー、グラフィックス、エフェクト、およびビデオクリッププレイバッ
クなど複数のツールが組み込まれ、迅速で安定した結果を生み出します。
GV Directorは、すべてのプロダクションプロセスとエレメントに、即座に
適切にアクセスできます。ユーザーは、マルチビューワーインターフェー
スを介して8つのライブソースを切り替えることができ、複数レイヤーの
クリップ、スチル、グラフィックス、およびトランジションをプレロードなしで
自由に追加できます。コンテンツは、GV Director自身に記録してプレイ
バックすることもできます。また、専用のステージ（プレビュー）モードによ
り、ユーザーは合成した一連のプロダクションエレメント全体を直ちに事
前検証して修正できます。
さらに、GV Director独自の特長として、プロダクション全体について、グ
ラフィックス、エフェクト、およびトランジションを創造してレイアウトする
ための統合的なオーサリング環境があります。オーサリングソフトウェア
は、MacまたはWindows PCを使用して完全にオフラインで実行でき
るので、イベントの前に、プロダクションエレメントをプランニングしてレ
イアウトすることが可能です。従来のプロダクションの場合、グラフィック
スはオフラインで作成できますが、シーケンスをスイッチャーに送り、調
整を実施して、パネルで最終的なグラフィックスを構築する必要がありま
した。これは複雑な手順であるとともに、リソースに制限がかかり、また
時間を必要とします。GV Directorは、プロダクションの99%を事前に
オーサリングツールを使用して作成し、グラフィックス、トランジション、お
よびエフェクトなど、アップロードしたすべてのエレメントを表示して、直
ちにアクセスして使用することが可能です。これは1ステップのプロセス
で、2次的手順は存在しません。プロダクションは事前に作成することも、
あるいは世界中のデザイナーに外注して作成し、遠隔地からアップロード
することもできます。オーサリングソフトウェアは、レイヤーリング、キー
フレームアニメーション、2D/3Dグラフィックスエレメントのインポート、
WYSIWYGプレビューが可能で、操作性に優れたプレビルトテンプレート
が付属しています。 
GV Directorは、拡張性のあるソリューションです。最適化されたIT
技術とアプリケーションフレームワークにより、複数タイプのシステム
を相互接続することで、将来のアプリケーション基盤になります。GV 
STRATUSノンリニアプロダクションツールとの統合で、GV Director
は、カメラ、サーバー、およびエディターを相互接続できます。
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仕様

ビデオ規格
HD モード： 720p50/59.94/60、 
1080i25/29.97/30/50/ 
59.94/60
SD モード： 525i59.94、625i50

シリアルデジタルビデオ入力
入力数： 8
HD ビデオフォーマット： SMPTE 
292M-1998  
SD ビデオフォーマット： SMPTE 
259M-1997、ITU-R BT.656
コネクタータイプ： 75Ω BNC  
公称振幅： 800 mVp-p
入力インピーダンス： 75Ω
エンベデッド・オーディオ：
• チャンネル： 16 *入力あたり
• サンプリングレート： 最大192 kHz
• 量子化： 24-bit
最大ケーブル長： Belden 1694Aタ
イプケーブル使用
• HD ビデオ： 200m（標準）
• SD ビデオ： 350m（標準）

シリアルデジタルビデオ出力 
出力数： 4
HD ビデオフォーマット： SMPTE 
292M-1998  
SD ビデオフォーマット： SMPTE 
259M-1997、ITU-R BT.656  
コネクタータイプ： 75Ω BNC
公称振幅： 800 mVp-p
タイミングジッター：
• HD ビデオフォーマット： 1.0 UI
• SD ビデオフォーマット： 0.2 UI

アライメントジッター：
• HD ビデオフォーマット： 0.2 UI 
• SD ビデオフォーマット： 0.2 UI
出力インピーダンス： 75Ω
エンベデッド・オーディオ：
• チャンネル： 16 *PGMおよび 

ステージ出力のみ
• サンプリングレート： 最大192 kHz
• 量子化： 24-bit

HDMI入力
入力数： 2
規格： HDMI 1.4a   
コネクター： HDMI Type Aレセプタク
ル
ビデオフォーマット：  最大解像度1920
×1200@60 Hz
ピクセルクロック： 最大165 MHz
データフォーマット： 24-bit RGBまた
はYCrCb 4：2：2 16-bit
オーディオフォーマット： 未サポート 

アナログリファレンス入力
コネクター： BNC×2（ループスルー）
ビデオフォーマット： アナログブラック
バーストまたは3値シンク
インピーダンス： 75Ω（外部終端）

アナログオーディオ入力
入力数： 2
コネクター： 3ピンメス型XLR
サンプリングレート： 最大192 kHz  
量子化： 24-bit
公称レベル： +4 dBu   
ピーク間振幅： +4 dBu   
入力インピーダンス： 公称7.25kΩ

アナログオーディオ出力
出力数： 4
コネクター： 3ピンオス型XLR

GPIO（12入力/12出力）
コネクター： 25ピンメス型D-Sub 
入力インピーダンス： 4 kΩ
入力レベル： 5V
出力： オープンコレクター、250 mA、
最大30V

GPO（タリー）
コネクター： 25ピンメス型D-Sub 
出力： オープンコレクター、250 mA、
最大30V

LTC入力
コネクター： 3ピンメス型XLR
規格： SMPTE 12M   
入力インピーダンス： 200 kΩ    

通信
接続：
• パネル－ビデオフレーム間： LAN

ケーブル、最大100m
• タッチスクリーンVGA－フレーム間： 

USB & DVI-D 

ビデオクリップ再生フォーマット 
• MPEG-2 I-Frame（SD、HD、TS） 
• IMX/D10 30、40、50 
• DVCPRO 25/50 
• MPEG-4 
• XDCAM 18、25、35、50 

オーディオファイル再生フォーマット 
• PCM 
• MP3 
• AAC（MPEG-2、MPEG-4）
• WMA v1、v2、pro 
• MPEG-1 

ファイルラッパー
• MXF（OP-1a）
• AVI 
• ASF 
• VOB

電源
ビデオプロセッサーフレーム： 
• ライン電圧： 100V～240 VAC ±

10%、力率改善  
• 120V および240V オートレンジ

電源
• ライン周波数： 50/60 Hz ±5%
• 消費電力： 最大900W
• 漏れ電流： 2.5 mA未満 
コントロールパネル：
• ライン電圧： 100V～240 VAC ±

10%、力率改善  
• 120V および240V オートレンジ

電源 
• ライン周波数： 50/60 Hz ±5% 
• 消費電力： 最大200W

動作環境 
保管温度： -20～70ºC
動作温度： 0～40ºC
相対湿度： 0～95%（結露なきこと）
EM 対応： E2（EN55103-1、-2 に準
拠）  
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オーダーインフォーメーション

GVD-FLEX-BL
GV Directorノンリニアライブプロダクションセンター－8入力/4出力

（2 AUX出力含む）を備える4 RUプラットフォーム。プロダクションス
イッチャー、クリップストレージ/プレイバック（12H @ 50 Mb/s）、グ
ラフィックスエンジン、およびマルチビューワーの機能を含む統合型ラ
イブプロダクションシステム。GV Director Smart Surface Panel

（GVD-SURFACE）、Composer（グラフィックスおよびトランジショ
ンオーサリングツール）ライセンス x1、およびCommand Center

（Windowsコントロールソフトウェア）ライセンス x1をバンドル。

オプション

GVD-SURFACE
GVD-FLEX用、あるいはスペア用のGV Director Smart Surface 
Panel。将来は、様々なプロダクション機能のために複数のパネルを接続
できるようになる予定で、これにより既存システムにもパネルを追加可能
になります。


