
グラスバレーの Professional Line シリー
ズは、音声／映像を取り扱うプロフェッショ
ナルのための次世代ソリューションであり、
放送品質のプレゼンテーションを制作・配信
するだけでなく、人的および技術的資産を合
理化する上でも大きな役割を果たします

Professional Line シリーズの中心となる
製品は、マルチフォーマットオーディオ／ビ
デオミキサーに新たな品質基準を確立する
Indigo A/V ミキサーです。この製品は、ビ
デオプロダクションスイッチャー、AV プレ
ゼンテーションミキサー、およびオーディオ
ミキサーの標準機能をすべて備えた、ライブ
プレゼンテーション環境のための、パワフル
で経済的、かつ操作性にすぐれたプラット
フォームです。

オールインワン 

AV ミキサー

Indigo A/V ミキサーは、複数
のアナログまたはデジタルビ
デオ／オーディオソースをコ
ントロールするための、あら
ゆる機能を提供します。高解
像度のカードを実装している
ため、同時に 15 のソースを処理することが
できます（12 の SD 信号、SD から HD へ
スケールアップされた 1 つの信号、HD ビデ
オまたはコンピュータ入力から選択された 2
つの信号）。また、信号を HD へアップコン
バートすることや SD へダウンコンバートす
ること、あるいは、ライブの SD および HD
信号をサイマルキャスト出力することも可能
です。

さらに、不平衡アナログ信号から AES/EBU
信号に至るまで、オーディオソースのミキシ
ングとタイミングを管理します。そして、ラ
イブ素材、高解像度のコンピュータベースの
メディア、およびプレゼンテーションコンテ
ンツを、ビデオ／オーディオ素材と、リアル
タイムでシームレスに統合します。

あらゆるスキルレベルに適合

Indigo AV ミキサーは、シンプルな操作性を
特長としているため、どなたでも使いこなす
ことができます。プロダクションスイッチャー
の機能をフルに備えながら、タッチスクリー
ンメニューにより豊富なプリセットにアクセ
スできるため、初めて操作される方でも、す
ぐにその操作方法を覚えることができ
ます。経験豊富なオペレーターなら、

プリセットをカスタマイズして保存すること
により、いつでも必要な時に呼び出すことが
できます。

ビデオプロセッシングとエフェクト

Indigo AV ミキサーは、数多くの 2D および
3D トランジションエフェクトを装備していま
す。これらのエフェクトを様々にカスタマイズ
し、他のレイアウトデータとともに、E-MEM
プリセットストレージバンクに保存すること
ができます。キーヤーには、リニア、ルミナ
ンス、およびクロマキーなどがあります。

先進のオーディオミキシング

Indigo AV ミキサーは、デジタルソース、お
よび平衡または不平衡アナログソースから選

択した、8 つのステレオオー
ディオ入力チャンネルをサ
ポートします。各オーディオ
チャンネルには、4 バンドの
パラメトリックイコライザー
と、モーター駆動のフェー
ダーが装備されています。ま
た、4 つのマイク入力に対し
てファントム電源が備えら
れています。さらに、AFV

（Audio-follow-video）モードをサポート
しているため、ビデオソースがプログラム
に選択されると、関連するオーディオ信号
が自動的にフェードイン／アウトします。

また、Indigo AV ミキサーは、ディレイ
トラッキング機能を備えているため、ビ
デオ信号の遅れに対して、あるいはユー
ザーが設定した出力ディレイに対して、
スイッチャーを介してオーディオ信号
を自動的に合わせることができます。
これにより、ライブ制作におけるリッ
プシンクを確実に調整することがで
きます。

高価値、低価格

Indigo AV ミキサーは、数多く
の経済的利点をもたらします。
競争力のある価格、すぐれ
た拡張性、そして豊富な
機能。Indigo さえあ
れば、様々なジョ
ブを実行す
るた

特徴

ビデオ、コンピュー
タ、 お よ び オ ー デ ィ
オソースを、ライブで
シームレスに切り替え

デジタルとアナログソー
スをミキシング可能

HD と SD 間で、複数の
ビデオチャンネルをアッ
プコンバート／ダウンコン
バート

SD/HD のサイマルキャス
ト出力が可能

ピクチャーインピクチャーな
どのエフェクトのビデオレイ
アウトを、キーヤーで事前にプ
ログラミング可能

ページターン、リップル（波紋）、
スワール（渦巻）効果などの 2D
および 3D トランスフォーメー
ションによるデジタルエフェクト
を搭載

リニア、ルミナンス、およびクロマ
キーヤーを装備

グラスバレー TurboTM インテリジェ
ントデジタルディスクレコーダー

（iDDR）、およびその他の機器との統
合化されたコントロールを実現

ステレオアナログおよび AES/EBU
オーディオをサポート

SDI および DV オーディオ信号のディエ
ンベッディングおよびリエンベッディング

4 バンドパラメトリックイコライザーおよ
びモーター駆動のオーディオフェーダーを
装備

シンプルな AFV（Audio-follow-video）モー
ドをサポート

インテリジェントなオーディオディレイ管理
により、ライブプロダクションのリップシン
クを調整

グラスバレーのスイッチャー、 

プレゼンテーション ミキサー、 

およびオーディオミキサーの 

パワーと柔軟性を、 

1台のAVプラットフォームに

統合

I N D I G O

A/Vミキサー



ビデオ規格
• NTSC/PAL：50/59.94Hz

• HD-SDI：SMPTE 292M（720pまたは
1080i）

• SD-SDI：SMPTE 272M（525ライン
/625ライン）、10ビット

• コンポジット：（525ライン/625ライン）、
10ビット

• DVI-I：

— 640×480、最大1280×1024 @ 
60Hz/75Hz

— 1600×1200、最大1920×1080p 
@ 60Hz

ビデオ入力コネクター

以下の入力接続から選択した最大 15 チャン
ネルを処理：
• SD-SDI（BNC）×6

• コンポジット/SD-SDI（共有BNC）×6

• S-Video（4ピンmini DIN）×4

• DV25 FireWire（6ピンIEEE 1394）×2

• HD-SDI（BNC）*×2

• DVI-I*×2

ビデオ出力コネクター

すべての出力接続が同時にアクティブ：

PGM
• コンポジット（BNC）×2

• S-Video（4ピンmini DIN）×1

• SD-SDI（BNC）×2

• DVI-I*×1

PVW
• コンポジット（BNC）×1

• S-Video（4ピンmini DIN）×1

• SD-SDI（BNC）×1

• DVI-I*×1

AUX
• コンポジット（BNC）×3

• SD-SDI（BNC）×3

アナログオーディオ入力コネクター
• RCAステレオペア（不平衡）×2

• TRSアナログステレオ（平衡）×6

• XLRアナログモノ（平衡）（マイク）×4

アナログオーディオ出力コネクター

メイン
• RCAステレオペア（不平衡）×1

• XLRステレオペア（平衡）×1

サブミックス／ディレイ
• RCAステレオペア（不平衡）×1

• TRSステレオペア（平衡）×1

ヘッドフォン
• TRSステレオ（不平衡）×2

• フロント／リアパネルに配置

デジタルオーディオ入力／出力

合計 8 つのステレオ（アナログ＋デジタル）
チャンネルを、同時に処理可能：
• AES/EBU（25ピンD-sub、6ステレオ入

力×2ステレオ出力）×1

• FireWire重畳のエンベディッドオーディオ
（IEEE 1394）

• SD-SDI重畳のエンベディッドオーディオ

コントロールおよびインターフェース
• 基準同期出力（BNC）×1

• アナログブラックバースト基準同期ループ
入力／出力（BNC）×1

• RS-422（9ピンD-sub）×2

• GPI I/O/タリー（50ピンD-sub）×1

• USB（Standard-A）フロントパネル×2

• USB（Standard-B）×1

• 100Base-Tイーサネット×1

*高解像度オプションが必要
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仕様（プリリミナリー）

めに、新たにプロダクションスイッチャーやオー
ディオミキサーを購入する必要がありません。

また、すぐれた操作性に加え、高機能なデザイ
ンにより、企業、学校、官公庁、教会、イベン
トなど、様々な分野のオーディオ／ビデオプロ
ダクションにおいて、パワフルでプロフェッショ
ナルなプレゼンテーションを、最小限のスタッ
フで配信することができます。

自動再生／デバイスコントロール

Indigo AV ミキサーは、マシンコントロールが
統合化されているため、かつては専属のオペレー
ターを必要とした機能を、メモリープリセット
により自動化することができます。外部機器の
コントロールは、GPI、BVW、または AMP プ
ロトコルにより、RS-422 またはイーサネット
接続を介して実行されます。

特筆すべきは、グラスバレーの Turbo iDDR を
コントロールする能力です。タッチスクリーン
メニューにおいて、iDDR のコントロールパネ
ルの機能をエミュレートし、iDDR のセットアッ
プ、レコーディング、クリップの管理、および
再生を能率的に行うことができます。

Indigo AV ミキサーは、複数のアナログまたはデジタル ビデオ／オーディオソースのタイミ
ングを、コントロール、ミキシング、および管理するための統合化された機能を提供します。
そして、ライブ素材、高解像度のコンピュータベースのメディア、およびプレゼンテーショ
ンコンテンツを、ビデオ／オーディオ素材とリアルタイムでシームレスに統合し、卓越した
効果を生み出します。

ヘッドクォーターズ

製品に関するお問合わせ

株式会社 グラスバレージャパン

東京都港区芝3-5-5　芝公園ビル3F　〒105-0014
TEL. 03-5484-6868（代）　FAX. 03-5484-3775
www.thomsongrassvalley.co.jp

www.thomsongrassva l ley.com

Thomson Worldwide 
Headquarters
17 rue du Petit Albi – BP 8244 
95801 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE 

Switchers, Routers, and 
Modular Products
400 Providence Mine Road 
P.O. Box 599000 
Nevada City, CA  95959-7900 
U.S.A.


