
報道の現場で「使える」ノンリニア
AuroraEditは、ニュース編集用に開発されたノンリニア編集
機です。グラスバレーは従来のノンリニア編集機が抱える問題
をすべて洗い出し、報道の現場で本当に使えるノンリニア編集
機を目指してAuroraEditを開発しました。AuroraEditはVTR
と調相をとることで今までのノンリニア編集機が抱える問題
点を解決し、デジタイズ待ち時間を感じる事なく素早い編集
を可能にしています。AuroraEditは、グラスバレーのDNP
デジタルニュースプロダクションソリューションの一部で
す。当社のデジタルニュースプロダクションソリューションに
は、この他にも以下のような製品があります。
Ingest Station：マニュアル回線収録システム、Aurora 
BrowseTM：ジャーナリスト向け低解像度ブラウザー／エディ
ター、NewsShareTM：オープンストレージエリアネットワー
ク（SAN）システム、K2 メディアクライアント：素材サー
バーおよび送出サーバー、Aurora Playout：報道送出システ
ム。

AuroraEdit の特徴
AuroraEditは、報道編集に求められる素早い編集機能に加
えてさまざまな機能も装備されています。カラーコレクショ
ン、モザイク、ズームなどの加工機能は報道編集に求められ
る機能を十二分に満たしています。もちろんこれらの機能は
すべてリアルタイムでプレビューできますので時間を無駄に
することはありません。他にもオーディオフェーダーパネル
やジョイスティック付きパラメータ入力パネルなどお客様の
ご要望にお応えするオプションも用意しています。また、

複数の編集ブースで素材を共有し共同で編集を行っ
ていく素材共有方式には、SAN方式に対応してい
ます。
グラスバレー独自のNews ShareQOS技術（特許
出願中）を使っていますので限定されたストレー
ジ・バンド幅の中で多くの編集機やサーバーを接続
できます。お客様の費用を最小に抑えながら最大限
のパフォーマンスをご提供できます。

ノンリニアHDニュース編集システム

グラスバレー 
Aurora Edit

主な特徴

● 　デジタルエフェクトオプション（モザイク、ブラー、PinP、シャ
ドー、プロセスアンプ、ルミナンスキー合成、カラーボーダー、ソ
フトエッジなどがキーフレームで動的に制御可能）

● 　NewsShareによりメディアエリアネットワークオープンSAN 
アーキテクチャーとの接続を実現。全ての素材や完パケを全員の
ブースで共有可能

● 　NewsShare構成では、収録中の回線素材でも収録と並行して
編集可能

● 　.bmpおよび.tga グラフィックスをインポート。MP3、CD、
Waveオーディオファイルのインポート。OMF形式EDLのイン
ポート。

● 　標準のMOSプロトコルおよびSDBメタデータ・データベースと
のリンクによる既存の報道支援システム、報道送出システムとの
連携が可能

● 　IEEE1394対応によるカメラなどからのインポート

● 　デジタイズ作業を必要としない、テープからタイムラインへの調相
記録が可能

● 　慣れ親しんだテープスタイルの編集ができる、外付けのジョグ／
シャトルコントロールパネルや音声フェーダー、ジョイスティック
パネルなどをオプションで用意

● 　SD素材、HD素材の混在編集
● 　HD素材は100MbpsまでのMPEG2に対応。SD素材は50Mbps

までのMPEG2、DVCPRO25, 50およびIMXに対応
● 　HDではREVProに対応。SDではP2、XDcam、FinalCutPro

とのインテグレーション（ファイル互換、素材共有）に対応
● 　リアルタイムトランジション・プレビュー機能を標準で装備

（SMPTEのワイプパターンをフル装備）
● 　オーディオ調整を強力にサポート。オーディオレベルの動的調整、

ミキサーフェーダーパネル、3バンドのイコライザ機能、ボイス
ディスガイス（ダックボイス）機能を装備

● 　カラーコレクションオプション（ホワイトバランス、ホワイトク
リップ、ブラックバランス、ガンマコレクション）
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報道のワークフローを徹底的に追求
グラスバレーのDNPデジタルニュースプロダクションソ
リューションは、報道現場の作業フローのすべてのプロセスを
支援します。ユーザーの速度に合わせて作業をサポートし、
迅速かつ効果的に番組をオンエアできます。

グラスバレーが提供するソリューションの重要なコンポーネン
トは、AuroraEditノンリニアニュース編集システムです。こ
のシステムでは、ノンリニア導入のネックになっていたデジタ
イズ作業が不要になるだけでなく、その調相機能により、編集
者は作成した編集結果をそのままの形で見ることができます。
つまり、再確認の必要がなくなり、その結果、競合する他の
ノンリニア編集システムと比較して、素早く編集できる事を
お約束します。

AuroraEditシステムは、リアルタイムトランジション、
2D-DVEをサポートすることにより、複雑な編集作業をさらに
スピードアップします。カラーコレクション、ルミナンスキー
など各種効果を組み合わせられます。また、これらの2D-DVE
デジタルエフェクトはキーフレームにより時間軸に対して動的
に制御できます。さらに、プライバシー保護をバックアップす
る、音声の加工、ブラー、およびモザイク効果をご利用になれ
ます。

報 道 の 業 務 ワ ー ク フ ロ ー を ス ピ ー ド ア ッ プ す る た め 、
AuroraEditシステムは、NewsShare構成にすることによ
り、グラスバレーメディアエリアネットワークオープンSAN
アーキテクチャーとの接続を実現しています。これにより、
回線を収録しながらのストリーミング編集や同時に複数の
ブースから同じ素材をアクセスすることが可能になります。
他のブースで作成された完パケを別のブースで再度編集し、
新たにバージョンの異なる完パケを作成できます。これらは、
従来のノンリニア編集機では困難だった編集ブース間での
完全な素材共有をサポートしているからこそ可能になった
機能です。SANアーキテクチャーの機能を活かすことに
より、NewsShareは、ノンリニア編集機だけではなく、現場
の業務に最適のトータル・システムをご提供いたします。

報道支援などの上流工程とのリンク
AuroraEditシステムは、ビデオ、テキスト、およびエフェク
トを1台のワークステーションに統合することにより、報道
支援ソフトなどの上流工程からのニーズもサポートします。
機能をさらに充実させた最新バージョンのAuroraEditでは、
OMFEDLファイルをインポートすることにより、低解像度
ブラウザーとの互換性が得られます。その結果、ジャーナリ
ストは、例えばAuroraBrowseシステムを使用してある素材
の低解像度バージョンをブラウズおよび編集し、そのEDLを
AuroraEditシステムに転送して、さらなる編集作業を行なえ
ます。また、AuroraEditのメタデータ・データベースは現在
ご利用中の報道支援のメタデータとリンクできますので、
項目表や未着／レディ状態、読みあげ原稿などの情報が既存シ
ステムと互いに交換できます。

数々のすぐれた性能
AuroraEditシステムのオーディオ機能は、最大4つの入力、
8つのミックス、および4つの出力オーディオチャンネルをサ
ポートし、アナログ、デジタルの入出力オプションが利用可能
です。また、AuroraEditシステムは、オーディオレベルメー
タならびにレベルコントロールをサポートしています。タイム
ラインのオーディオスクラビングおよびルーティングも強化さ
れました。さらに、オーディオエフェクトウィンドウでは、
編集者はオーディオのイコライザを利用したり、オーディオエ
フェクトを追加したりできます。オーディオイコライザには、
入力時（復元不可）および再生時（復元可）に適用される3バ
ンドが含まれています。そして、ドラッグアンドドロップオー
ディオ機能により、オーディオクリップをトラック間で迅速か
つ簡単に移動させることができます。

AuroraBrowse 低解像度ブラウザ
AuroraBrowseは、ジャーナリスト用に開発された低解像度
ブラウザです。共有サーバーに登録されているすべての
素材を既存の記者端末PCで検索、プレビューできます。プレ
ビュー時には自動的にシーンチェンジを検索してストーリー
ボードを作成しますので、ジャーナリストは素早く素材の全
体像を把握できます。またカット編集機能の他アドバンス編

AuroraEditのユーザーインターフェース
メディアビン
クリップの構築およびパッケージのストーリーボーディングに使用し
ます。ビンは、サムネイルでもテキストモードでも見ることができ、ク
リップは、名前、作成時刻、内容、およびその他の一般的なデータベー
スカテゴリーに従い、迅速にソートおよび分類することができます。

タイムライン
編集者は、編集しながらストーリー全体を見ることができます。タイ
ムラインは、1トラックのビデオ、8トラックまでのオーディオをサ
ポートします。クリップおよびボイスオーバーを、直接タイムライン
に記録することも、あるいは直接メディアビンからインポートするこ
ともできます。タイムライン内から、フレーム単位の精度でクリップ
をトリムし、分割、移動、または再構成することができます。また、
オーディオクロスフェード、ディゾルブ、およびワイプといったリア
ルタイムエフェクトプレビューを素早く追加することができます。

ビデオウインドウ
記録あるいは再生されたメディアを見ることができます。トリム編集
をおこなう場合、2つのビデオウインドウに、連続するクリップのそれ
ぞれのインおよびアウトポイントが表示されます。AuroraEditエディ
ターは、同時に記録および再生することが可能なので、インサート編集
における調相機能と同じ役割を果たします。テープ編集者が慣れ親しん
でいるこの機能こそ報道の編集者にとって最も重要な基本機能です。
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集画面はAuroraEditと同じGUIを採用。オーディオスプリッ
ト編集、ボイスオーバー編集など多少複雑な編集までフレーム
単位で行うことができます。ここで編集された結果はEDLで
AuroraEditにエクスポートし、高度な効果をかける再編集と
直接K2クライアントでオンエアすることも可能です。

リアルタイムトランジションプレビュー
AuroraEditのトランジションツールを使用すると、編集者
は、ディゾルブ、ワイプ（カラーボーダーやエッジソフトネス
付き）、プッシュ、スライドのリアルタイムトランジションプ
レビューの機能を利用することができます。トランジション
ツールは、AuroraEditを使いやすくし、編集作業をスピード
アップする主要なツールの1つです。

編集機能

タイムラインへの記録
テープツーテープ編集のように、デジタイズ作業なしにテープ
から直接タイムラインに編集できます。

編集中の調相
AuroraEditの編集者は、編集中の映像をそのままの形で見る
ことができます。ノンリニア編集機の最大の欠点であるデジタ
イズ作業がAuroraEditでは必要ありません。

オーディオ／ビデオパンチイン
記録しながら各ビデオおよびオーディオトラックのオン／オフ
を切り替えることができます。急を要するスプリット編集に最
適です。

トリムウインドウ
フレーム単位の精度で、クリップのイン点、アウト点を調整し
ます。

オーバーライトおよびスプライス編集モード
オーバーライト編集モードは、テープツーテープ編集のイン
サートモード編集と同じように動作します。スプライス編集

モードでは、既存の2つのクリップ間に新しいクリップを挿入
することができます。従って従来のテープ編集と同様の編集も
ノンリニア的な編集も両方できます。

フィットツーフィル
静止画や動画のビデオを、タイムラインの既存の空白（あるい
は指定したイン点とアウト点間）に挿入することができます。

カットポイント編集ツール
2つの連続したクリップのカットポイントをトリムします。例
えば、あるクリップのイン点と隣接するクリップのアウト点を
同時に操作することができます。カットポイント編集ツール
は、音を一本化する時やスプリット編集を微調整する場合に最
適です。

報道支援などのシステムとの統合
編集者は、AuroraEditシステムのウインドウに、iNewsおよ
びAP ENPSのテキスト原稿および概要を表示することがで
きます。AuroraEditシステムおよび報道システムアプリケー
ションは、同一PC上で実行することができます。OMF EDL
ファイルをインポートすることにより、低解像度ブラウザーお
よびエディターとの互換性が得られます。

ゴーツーポイント
編集者がパッケージ内をキューアップするのにイン／アウトポ
イント、1フレーム左／右、10フレーム左／右、1秒左／右、
または前／後のカットポイントに高速移動できます。

アンドゥおよびリドゥ
32レベルのアンドゥおよびリドゥを実行します。

オーディオコントロール機能
オーディオクロスフェード、オーディオスクラビング、ボイス
オーバーレコーディング、および、個々のオーディオトラック
を操作できるオーディオフェードコントロール。
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グラスバレー製品は厳格な規格に基づいて製造され、また優れ
たハードウェアおよびソフトウェア保証によりサポートされて
います。製品の保証期間は設置日から１年、または発送日から
15ヶ月の、いずれか早い方となります。

保証

オーダーインフォメーション AuroraEditの仕様

AURORA-EDIT-LD
Aurora Edit LD ソフトウェア
パッケージ

AURORA-EDIT-SD
Aurora Edit SD ソフトウェア
パッケージ

AURORA-EDIT-HD
Aurora Edit HD ソフトウェア
パッケージ

AURORA-EDIT-SDPC
Aurora Edit SD 用 プ ラ ッ ト
フォーム PC

AURORA-EDIT-HDPC
Aurora Edit HD 用 プ ラ ッ ト
フォーム PC

AURORA-EDIT-73GX2
2X 73 GB SCSI ドライブ・ス
トライプセット

AURORA-EDIT-146GX2
2X 146 GB SCSI ドライブ・
ストライプセット

AURORA-EDIT-300GX2
2X 300 GB SCSI ドライブ・
ストライプセット

AURORA-EDIT-PCRK
Aurora PC ラック・キット

AURORA-EDIT-SDLT
Aurora Edit ラップトップ

（SD ソフトウェア付）

AURORA-EDIT-SDR
SD SDI とアナログ兼用入出力

（Aurora SD システム）

AURORA-EDIT-HDR
HD SDI とアナログ兼用入出力

（Aurora HD システム）

AURORA-EDIT-SDX
SDI – SD リアルタイム入出力

（SD ブレイクアウトボックス付）

AURORA-EDIT-HDX
SDI – HD リアルタイム入出力

（HD ブレイクアウトボックス付）

AURORA-EDIT-COFX
SDI – SD/HD 2D/3D エ フ ェ
クト用コ・プロセッサ・カード

（SDX/HDX 用）

AURORA-EDIT-NASLIC
Aurora Share ライセンス ( 編集
機単位に必要 )

タイトル・オプション

AURORA-EDIT-CHY
Chyron タイトル・ツール
ベーシック版

AURORA-EDIT-CHYADV
Chyron タイトル・ツール
アドバンス版

コントローラ・オプション

AURORA-EDIT-CTRL
ジョグ・シャトルダイアル付き
コントローラ (RS-422 ポートが
必要 )

AURORA-EDIT-FADE4U
4 チャンネル・オーディオミキ
サー / フェーダー（USB インタ
フェース）

AURORA-EDIT-5PJOY
3D ジョイスティック付
コントローラー

アクセサリ

AURORA-EDIT-QWERTY
USB 米国仕様カラー・キーボード

AURORA-EDIT-AZERTY
USB 欧州仕様カラー・キーボード

AURORA-EDIT-422-RS
RS-232 ／ RS-422 変換ケーブ
ル（VTR 制御用）

ネットワーク・インタフェース

AURORA-EDIT-422-2X
2 ポート RS-422 カード

AURORA-EDIT-1394
FireWire (IEEE 1394) PCI
インタフェース

AURORA-EDIT-GIGEX1
Gigabit Ethernet ネットワーク
インタフェースカード（RJ-45）

AURORA-EDIT-GIGEX2
デュアルポート Gigabit Ether-
net ネットワークインタフェース
カード（RJ-45）

標準構成
● 　HP 9300/9400 AMD 2.6 

GHz デュアルコアプロセッサ
をシングルかデュアルで搭載 ,

 1-2 GB RAM, 80 GB SATA
システムドライブ , CDRW-
DVD ド ラ イ ブ , カ ス タ ム
PS/2 キーボード、マウス
デュアル 10K SCSI メディア
ドライブ

● 　6 スロット PCI, PCI-X, PCIe 
プラットフォーム

● 　マルチフォーマット圧縮エン
ジン

● 　NVidia 1500 グラフィック
カード

● 　デ ュ ア ル Gigabit Ethernet
ネットワークインタフェース

● 　Windows XP オペレーティン
グシステム

ビデオ
NTSC：525/59.94 (240, 
248, or 256 アクティブライン
/ フィールド )

PAL：625/50 (288 アクティ
ブライン / フィールド )

入力：
● 　コンポジット：Y, R-Y, B-Y
● 　コ ン ポ ー ネ ン ト：S-VHS, 

CCIR 601 シリアルデジタル

出力：
● 　コンポジット : Y, R-Y, B-Y
● 　コ ン ポ ー ネ ン ト : S-VHS, 

CCIR 601 シリアルデジタル

圧 縮：SD/HD MPEG-2,4:2:2, 
設定可能な圧縮レート（～ 100 
Mb/s, DV25, DV50）

オーディオ
48 kHz 16-bit PCM, 非圧縮

入力：2 または 4 チャンネル , 
バランス、アンバランス、AES/
EBU, SDI エンベデッド、TDIFF

出力：2 または 4 チャンネル , 
バ ラ ン ス（+4 dBm）、 ア ン バ
ランス、AES/EBU, SDI エンベ
デッド、TDIFF

外形寸法
シャシー：タワー型
● 　高さ（4RU）: 17.8 cm (7.0 

in.)
● 　幅： 48.3 cm (19.0 in.)
● 　奥行き：53.0 cm (20.8 in)

電源
電圧：選択式スイッチ：120V 
@6.2A または 240V @ 3.1A
周波数：47-63 Hz




