K2 Edgeシリーズ 機能比較
プロダクト・データシート
Express

Pro

Elite

詳細

クリップ再生

1

1

4※1

ディスクからのMPEG-2、DV、H.264再生

ライブ入力

1

2

4※1

出力するライブ入力の切り替え

静止画

1

2

無制限※2

タイトル、ロゴ、テロップ背景用などの各種画像表示

アニメーション

1

2

無制限

32個のTARGA/TGA、QuickTime

クロール/ティッカー

1

2

無制限

テキストまたはグラフィックのクロール

テキストオーバーレイ

無制限

無制限

無制限

基本的なテキストのオーバーレイ

2D DVE

―

1

無制限

クリップ、ライブソース、グラフィック、テキスト用2D DVE

3D DVE

―

―

無制限

クリップ、ライブソース、グラフィック、テキスト、3D素材用3D DVE

機能

K2 Edge
マルチチャンネル対応の統合型送出システム

(クレジットのスクイーズなど)

(クレジットのスクイーズなど)

K2 Edgeは、強力かつ安定したリナックスOSを採用し、ソフト

オーディオトラック

4

8

16

エンベデッドオーディオのみ

ウェアベースでマルチプラットフォームに対応した送出システ

ボイスオーバー

―

1

無制限

WAVとして読み込み

ムです。用途に応じてシステムを構築でき、24時間365日送

ANCパッケージ

オプション

オプション

標準

クローズドキャプションと字幕用の言語追加、

出を続けられる可用性の高いシステムです。

パケット31VBIキュートーン、文字放送、視聴制限信号生成などを含む
HDサポート

オプション

オプション

標準

ダウンコンバートしたSD映像も同時出力(マルチキャストモード)

5 TB RAID-5への

オプション

オプション

オプション

2 TB RAID-0ストレージからRAID-5保護対応の
5 TBストレージへのアップグレード

アップグレード
プレビュー

オプション

オプション

チャンネルのプレビュー再生オプション

オプション

録画チャンネル

オプション

オプション

オプション

Cobaltオートメーションコントロールでのチャンネル録画オプション

UDPモニタリング

オプション

オプション

オプション

IPネットワークを介してのビデオモニタリングオプション

※1 SDでは最大8レイヤーまで。

※2 システム側に制限はありませんが、リアルタイム再生させる素材に左右されます。

仕様
プラットホーム
• Linuxリアルタイム2.6カーネル
• IPマネージャー用イーサネット10/100/1G、
10/100コネクター
• LTC：入力×1、出力×1
• PCインターフェース：VGA、キーボード、
RS-232ポート
• サイズ：440(W)×44(H)×620(D)mm
(コネクター、パネル等を除く)
• 重量：最大15 kg
• 電源ユニット: リダンダント、AC二重化、最大
500 VA
ビデオ入出力
• 入力/出力切り替え可能な75Ω BNC×8
• SD-SDI：SMPTE 259M、ITU-R601
• 525/625ライン構成、10-bit HD-SDI:
SMPTE 292M、10-bit、1080p
SMPTE 424M
• 入力/出力フェイルオーバー用バイパス
チャンネル出力
HDまたはSDの単チャンネル出力
内蔵ストレージ
• 標準：1 TBドライブ×2、RAID-0
• オプション：1 TBドライブ×6、RAID-6

入力ソース切替
最大8入力ソース(モデルに拠る)

アNTSCで+10 Hz、サブキャリアで+20 Hz
取得認証
UL 60950、
FCC Class A、
EMC Class A、
CE、
C-Tick、CSA 60950、IEC 950、EN 60950

オーディオチャンネル
16チャンネル、48 kHz PCM
クリップ再生
MPEG-2 (プログラムストリーム、トランスポー
トストリーム、Long GOP、I-Frame only)、
D1030、D1050、IMX、DV、QuickTime、
AVI、MXF、H.264、MPEG-4、XDCAM
字幕
• クローズドキャプションおよびオープンキャ
プション(オプション)
• 文字放送(オプション)

製品構成
• 電源ケーブル×2
• ドキュメントCD
• クイックスタートガイド
グラフィック
• OpenGLサポート
• DVE：2Dおよび3Dに対応、複数対応
• レイヤー数：無制限
• アニメーション：ストリーミング、複数対応
• テキストレンダリング：複数対応、アンチエイ
リアス対応、TrueTypeフォント(TTF)対応
• ティッカーおよびクロール：複数対応

マルチチャンネル対応の統合型送出システムは、
番組送出分野に
おける次世代ソリューションです。個別のコンポーネントを組
み合わせたシステムをコントロールするような従来の IT 技術
をベースにした送出ソリューションにも長所はありますが、ア
セットマネージメントやチャンネルデザイン、メディア送出、
オートメーションなどの機能が、
連携するようにあらかじめ設計
されていなければ、ワークフローの真価を発揮できません。
個別のコンポーネントを組み合わせるような従来の送出・オー
トメーション設備に投資し続けることにもメリットはあります
が、費用が嵩み、チャンネルを増やしていくとシステムが不必要
に複雑化してしまいます。すべてを統合したシステムは多大な
メリットがあり、少なくとも初期投資を抑えることができます。
サーバー、グラフィック、
マスターコントロール、
オートメーショ
ンシステムなどの各ツールをシームレスに統合して、
目的に合わ
せた構成を組むことで、運用のトータルコストも削減できます。

GPI
8系統(入力/出力切り替え可)

マルチチャンネル対応の統合型送出ソリューションであるグラ
スバレーの K2 Edge は、
3 種類のモデルをご用意しています。
K2 Edge Express：最小限のグラフィック機能を備えたエン
トリーレベルのチャンネル用
K2 Edge Pro：ピクチャー・イン・ピクチャーなど、より複雑
なグラフィック機能を搭載したスタンダードモデル
K2 Edge Elite：最大 4 チャンネルの HD ソースのスイッチ
ングと、マルチチャンネルの 2D/3D グラフィック、クレジット

リファレンスゲンロック
• NTSC/PAL BlackBurstまたは3値シンク
• BNC×1(75Ω終端)
• BlackBurst周波数ロック: PAL、
サブキャリ

主な特長

動作環境
動作温度: 10˚C〜30˚C

• コンテンツ送出と洗練されたチャンネルブランディングを統合
• 入力ソースのスイッチング

●予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります。●グラスバレー製品の名称はGVBB Holdings S.a.r.l.の商標または登録商標です。●その他の商品名は各社の商標または登録商標です。

最新の製品情報はホームページで

ご購入前のお問い合わせは
〈カスタマーメールサポート〉へ

http://www.grassvalley.jp/
http://www.grassvalley.jp/ask

アセットマネージメント & 自動送出
K2 Edge サーバーを用いて構築するシステムには、中央データ
ベースを備えたグラスバレーの K2 TX/MAM アセットマネー
ジメントシステムと Cobalt 自動送出ソフトウェアが含まれて
います。K2 TX/MAM の標準的な IT サーバーは、ブラウザーを
用いた GUI を使用して、ビデオクリップやオーディオクリップ、
キャプション、メタデータ、グラフィック素材など、すべてのア
セットをコントロールすることができます。別々の送出ノード
のアセットも統合的にコントロール可能です。
K2 TX/MAM アセットマネージメントシステムの標準的な機
能には以下のものが含まれています：
• ファイルのインジェスト
• トリム、分割箇所のソフト化
• 低解像度プロキシの画質コントロール
• セカンダリエッセンス管理
• クローズドキャプション / 字幕
• カスタマイズ可能なメタデータ
• ユーザー権限管理
• トランスミッションダッシュボード
• オプションのストレージ接続用 FTP インターフェース

バー、
ティッカー、
クロール、
ロゴ、2D/3D エフェクト、DVE、
WSS/AFD/VI、
文字放送、
字幕などの機能を統合

• 最大 8 系統の入出力切り替え可能な SDI コネクター

• 簡単に操作でき、
自在にチャンネルのデザインやプログラムを
作成できるソフトウェア Channel Composer™

• HD/SD 両対応

• 映像のバイパス機能

• マルチチャンネルのオーディオをサポート

• 24 時間 365 日送出を続けられる高い信頼性

• クリップ / ライブ入力、
テキスト、
アニメーション、
ボイスオー

• HDD と電源ユニットをリダンダント化

• チャンネルコントロール、
コンテンツ作成、
入出力システムを統合
●取扱代理店

挿入などの DVE に完全対応した最上位モデル
K2 Edge は用途や運用方法に合わせて拡張することができま
す。ソフトウェアライセンスをご購入いただくことで、
K2 Edge
の性能強化を容易に行えます。

グラスバレー株式会社
●神戸本社：〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー 19階
●東京本部：〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8
MPS-4000D-2J 11.11.10

www.grassvalley.jp

Cobalt 自動送出システムは、あらゆるオンエアイベントを管理
し、信頼性を高めるためにデータベースから完全次独立して稼
働します。
• 自動またはマニュアルでスケジュールをインポート
• Schedule Importerは、ルールに基づいてイベントとフォー
マットを紐付け
• 手動でフォーマットの追加、削除、置き換えが可能
• Channel Composerで作成されたすべてのセカンダリイベン
トを視覚的にチェック可能
• データベースのフィールド参照とインポートが可能
• セカンダリ―イベントのタイミングを視覚的に確認可能
• 参照先とタイミングを手動で変更可能
• 複数チャンネルを同時に運用可能
• メインとバックアップは自動的に同期させて運用
オンエア画面
チャンネルのオンエア画面制作への革新的なアプローチとし
て、グラスバレーのChannel Composerは、Photoshop、
Premiere、After Eﬀectsなどの既存のソフトウェアからのイ
ンポートや、2D/3Dのアニメーショングラフィックス、アニ
メーション作成、リアルタイムのオンエアプレゼンテーション
用のデータソースへのグラフィックテンプレートへのリンクな
どを管理することができます。
パワフルかつチャンネルグラフィックスの合成/管理ツールを
完全に統合しています。Channel ComposerはWindowsおよ
びMacに対応し、テンプレートのグラフィックスやデータスト
リームを定義したり、オンエアプレイリストに"ライブ"として挿

入するなど、K2 TX/MAMサーバーと連携して動作します。
また、完成したチャンネルデザインを1つのパッケージ(チャン
ネルパック)として中央データベースに出力し、指定した日時・
特定チャンネルでアクティブにすることができます。
Channel Composerは単なるチャンネル用のグラフィックデザ
インツールではなく、K2 Edgeシステムとリアルタイムに連携
し、デザイナーは慣れ親しんだ方法で自在にデザインを行えま
す。
K2シリーズとも高度に連携
K2 Edgeはメディアプレイアウト、チャンネルグラフィックス、
アセットマネージメント、オートメーションなど、必要とされる
機能をすべて統合しており、K2 Media Serverファミリーの1
つとして送出部分を担っています。K2 Summit™トランスミッ
ションクライアントとサーバーは、コンテンツのインジェスト、
準備、アーカイブや既存の方法による送出を担っています。
K2 SummitとK2 Solo™は、スローモーションを含むライブ
イベント、ニュース、エンターテイメント番組用のプロダクショ
ンサーバーです。
統合型の送出とは、単に既存のオートメーションシステムにク
リップ送出用のPCを付け加えることではありません。画面に
表示するすべての要素を管理を含むオンエアチャンネルデザイ
ンなどを一体化させるアプローチが必要です。
K2 Edgeシステムは、ハイエンド送出システムから機能を削っ
た"ライト版"ではなく、完全に一体化したシステムとして1から
設計されています。オンエアでもボトムラインでも、すぐにK2
Edgeを活用し、その効果を実感していただけます。

K2 EDGE PROの基本機能
下記の例に加えて、ライブ入力2系統、無制限のテキスト表示、8チャンネルのオーディオトラックの制御が可能です。
アニメーショングラフィック
最大2レイヤー (例：Grass ValleyとFusionのロゴ)
クリップ
最大1レイヤー (例：夕暮れの映像)

2D DVE
最大1系統 (例：夕暮れの映像のスクイーズ)

静止画
最大2レイヤー (例：テキスト背景の座布団)

クロール＆ティッカー
最大2レイヤー (例：テキストのクロール)

K2 EDGE EXPRESSの基本機能

K2 EDGE ELITEの基本機能

下記の例に加えて、ライブ入力1系統、無制限のテキスト表示、4チャンネルのオーディオトラックの制御が可能です。

下記の例に加えて、16チャンネルのオーディオトラックと、無制限のボイスオーバーも可能です。

テキスト
無制限 (例：3ブロック)

アニメーショングラフィック
無制限 (例：Grass ValleyとFusionの傾いたロゴ)

アニメーショングラフィック
最大1レイヤー (例：Grass Valleyロゴ)
クリップ
最大4レイヤー (例：夕暮れの映像)
クリップ
最大1レイヤー (例：夕暮れの映像)

ライブ入力
最大4系統
(例：3DスクイーズしたPGM/LIVE×2)

2D DVE
無制限 (例：夕暮れの映像のスクイーズ)

静止画
最大1レイヤー (例：テキスト背景の座布団)

静止画
無制限 (例：テキスト背景の座布団)
クロール＆ティッカー
最大1レイヤー (例：テキストのクロール)
クロール＆ティッカー
無制限 (例：2本のテキストのクロール)

3D DVE
無制限 (例：PGM/LIVEをスクイーズと
Grass Valley/Fusionロゴの傾斜)

テキスト
無制限 (例：3ブロック)

