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報道の現場で「使える」ノンリニア
NewsEditは、ニュース編集用に開発されたPCベースのノン
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
が抱える問題点をすべて洗い出し、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NewsEditを開発しました。
NewsEdit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。NewsEdit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。
FeedC l ip TM：マニュアル回線収録システム、News 
BrowseTM：ジャーナリスト向け低解像度ブラウザー／エディ
ター、NewsEdit LT：ラップトップベースのノンリニアエ
ディター、NewsShareTM：オープンストレージエリアネッ
トワーク（SAN）およびネットワークアタッチドストレージ
（NAS）アーキテクチャーへの拡張システム、PDR XPメ
ディアプラットフォーム：素材サーバーおよび送出サーバー、
NewsQ Pro：報道送出システム、PNA：PDRネットワーク
アーカイブ。

NEWSEDIT XT V4.5 の特徴
NewsEdit XTの最新版であるV4.5には、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が追加されて
います。カラーコレクション、ルミナンスキー、クロマキー
などの合成機能や本格的な3D-DVE加工機能など報道のスト
レートニュースだけでなく、制作系の編集にもご利用になれ
る機能が数多く追加されています。もちろんこれらの機能は
すべてアクセラレータエンジンによるリアルタイム処理です
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デュアルVGAモニター画面な
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、拡張
性に富むSAN方式と廉価なNAS方式の両方式に対
応しています。どちらの方式にもグラスバレー独自
のNewsShareQOS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るようになりま
した。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。

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

ノンリニアニュース編集システム

グラスバレー 
NEWSEDIT XT V4.5

主な特徴
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キュー、XYZ軸回転、クロマキー合成、ワープ効果24種、スラ

ブ、カーブパス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 

アーキテクチャーおよびネットワークアタッチドストレージNAS

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平行して編

集可能。
● 　オプションのChyronタイトルツール、DEKOタイトルツールが

プラグインで使用可能。
● 　.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。タイトルテンプレートのインポート（オプション）
● 　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直接編集・完パケのダビ

ング

● 　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をオプションで用意。
● 　リアルタイムトランジションエフェクト機能を標準で装備。

（SMPTEのワイプパターンをフル装備）
● 　フォーマットに依存しない̶50Mb/sまでのMPEG2、DV25、

DV50およびIMXをサポート（DV50、IMXはオプション）。
● 　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）
● 　2D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）
● 　強力な3Dデジタルエフェクトオプション（ローテート、ス
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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、NewsEdit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。

NewsEditシステムは、リアルタイムトランジション、2D-DVE
および3D-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、クロマキー、各種ワープ効果、スラブ、カーブパスコ
ントロール、ハイライトコントロールなど各種効果を組み合わ
せられます。また、これらの2D-DVE、3D-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、News 
Edit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
チャーやネットワークアタッチドストレージNAS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、NAS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
NewsEdit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NewsEditでは、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NewsBrowse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NewsEdit
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、
NewsEdit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
NewsEdit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、NewsEdit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。

NewsBrowse 低解像度ブラウザ
NewsBrowse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集画面はNewsEdit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NewsEditにエクスポート
し、高度な効果をかける再編集と直接PVSサーバーにエクス
ポートしてダイレクト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
NewsEdit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
ビューのオプションを利用することができます。トランジショ
ンツールは、NewsEdit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。

NEWSEDIT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。NewsEdit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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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
NewsEdit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。ただ誤りがないかどうかを確認するためだけ
に、編集結果をプレビューする必要がありません。

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。
リアルタイムトランジションエフェクトプレビュー
リアルタイムでディゾルブ、ワイプ、プッシュ、スライドの実
行が可能です。

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、NewsEdit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。NewsEdit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。

10/100Base-T イーサネット LAN

PVS
回線収録サーバー

PVS
報道送出サーバー

回線収録
サーバー

報道送出
制御装置l

FC スイッチ

エンベデッド
SDI回線

ファイバーチャンネル LAN

報道送出
サーバーノンリニア編集機

SAN素材共有ストレージ
FSM

DNPデジタルニュース
プロダクション

《回線、素材収録》
回線収録、素材の仕込みなどを行ないます。
ループ収録や収録予約なども可能です。
《共有ストレージ》
全ての素材はサーバー内ではなく共通のス
トレージに入ります。共通のストレージに
入っている素材は収録中でも、全ての編集
ブースから同時にアクセスできます。
《報道編集》
どのハードウェアで収録されたかに関係な
く、全ての素材をどのブースからでも同時
にアクセスできます。もちろん、回線収録
中に編集を進める事も可能です。
《報道送出》
項目表からプレイリストを作成し、次々オ
ンエアしていきます。また、未着／レディ
状態も判ります。

 NewsEdit XT NewsEdit SC NewsEdit LT

名称 高機能版ノンリニア 廉価版ノンリニア ラップトップノンリニア

コーディック ハードウェアエンジン ソフトウェアエンジン ソフトウェアエンジン

プラットフォーム タワー型、ラック型 タワー型、ラック型 ラップトップ

記録フォーマット(NTSC) DV,DVCAM,DVCPRO+MPEG,IMX DV,DVCAM,DVCPRO  DV,DVCAM,DVCPRO

記録フォーマット(PAL) DV,DVCAM,DVCPRO+MPEG,IMX DV,DVCAM DV,DVCAM

最高記録レート 50Mbps 25Mbps 25Mbps

ブレイクアウトボックス 必須 不要（IEEE1394A） 不要（IEEE1394A）

イーサネットワークグループ ○ ○ ○

ファイバーチャンネル ○ ○ ×

GXF転送 ○ ○ ○

2D-DVE,3D－DVE ○ × ×

タイトルオプション ○ ○ ○

ワイプ、ディゾルブ ○ ○ ○

NewsEdit XT, NewsEdit SC, NewsEdit LTの機能比較
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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。

標準構成
● 　2.4GHz Pentium IV、512MB 
RAM、60GB EIDEシステム
ドライブ、CD-ROMドライブ、
1.44Mbフロッピードライブ、
PS/2 キーボード、マウス。

● 　6スロットPCIプラットフォーム
● 　デュアルフォーマットビデオエ
ンジン

● 　ATI グラフィックスカード
● 　イーサネット10/100Base-T 
ネットワークインタフェース

● 　Windows 2000オペレーティ
ングシステム

ビデオ
● 　NTSC、525/59.94 (240, 
248,256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：MPEG-2 4:2:2（最大
50Mb /sまでのユーザー選
択可能な記録ビットレート）、
DV25、およびDV50, IMX 
（DV50,IMXはオプション）

オーディオ
● 　48kHz 16ビットPCM、非圧縮
● 　入力：2または4チャンネル、平
衡、不平衡、AES/EBU、SDI 
エンベディッド、TDIFF

● 　出力：2または4チャンネル、平
衡、不平衡、AES/EBU、SDI 
エンベディッド、TDIFF

タイムコード
● 　入力：RS-422プロトコル

外形寸法
シャシー：標準EIAラックマウント
            （タワーユニットあり）

サイズ                  cm         in.

高さ (4RU)        17.8          7
幅  48.3      19.0
奥行き              53.0     20.8

消費電力
● 　電力：400W（ラックマウント

ユニット）、300W（タ
ワーユニット）

● 　電圧：選択式スイッチ、120VAC
（6.2A）または240VAC 
（3.1A）

● 　周波数：47～63Hz

グラスバレーNEWSEDITの仕様

保証

オーダーインフォメーション

DNP-NEWSEDIT-XTT
NewsEditタワーモデル

DNP-NEWSEDIT-XTR
NewsEditラックモデル

ブレイクアウトボックスオプション
（ビデオチャンネルあたり１つ必要）

DNP-DIG-AN I/O
デジタル・アナログ I/Oインタ
フェース（4オーディオ入出力）

DNP-DIG-AN I/O RK
デジタル・アナログ I/Oインタ
フェース用ラックキット

DNP-DIGITAL I/O
デジタル I/Oインタフェース（SDI
とAES）

DNP-DIGITAL I/O RK
デジタル I/Oインタフェース用ラッ
クキット

メディアフォーマットオプション
DNP-NEXT-DV50
DV50記録機能追加（NewsEdit 
XT,FeedClip,NewsQ用）

DNP-NEXT-IMX
IMX記録機能追加（NewsEditXT,
FeedClip,NewsQ用）

DNP-NEXT-DV50-IMX
DV50,IMX記録機能追加（News 
EditXT,FeedClip,NewsQ用）

ストレージオプション
DNP-36GBX2-INT(タワー用)
36GBx2ドライブセット（DV25
記録時約6時間）

DNP-73GBX2-INT(タワー用) 
73GBx2ドライブセット（DV25
記録時約11.5時間）

DNP-146GBX2-INT(タワー用) 
146GBx2ドライブセット（DV25
記録時約23時間）

DNP-36GBX2-M-INT(ラック用) 
36GBx2ドライブセット（DV25
記録時約6時間）

DNP-73GBX2-M-INT(ラック用) 
73GBx2ドライブセット（DV25
記録時約11.5時間）

DNP-146GBX2-M-INT(ラック用) 
146GBx2ドライブセット（DV25
記録時約23時間）

DVEとFXオプション
DNP-CC
カラーコレクションオプション

DNP-2D DVE
2D DVE & カラーコレクションオ
プション

DNP-3D DVE
3D DVE & 2D DVE &カラーコレ
クションオプション

ネットワークオプション
DNP-FCX-INT
IP & SCSI両用ファイバーチャンネ
ルカード（LC光コネクタ、１Gお
よび2G両用）

DNP-FCX2-INT
IP & SCSI両用デュアルポート・
ファイバーチャンネルカード（LC
光コネクタ、１Gおよび2G両用）

DNP-GIGE-CO-INT
ギガビットイーサネットカード
（CAT5）

DNP-NSM-LIC
SAN用共有ファイルシステムライ
センス（各NewsEditに必要）

コントローラとディスプレイオ
プション
DNP-EDIT-CTRL
ジョグ・シャトルダイアル付きコン
トローラ

DNP-MIX-FADE-4U
4チャンネル・オーディオミキサー
/フェーダ（USBインタフェース）

DNP-2ND-VGA
デュアルスクリーン用VGAカード
（SVGAモニターは別途必要）

タイトルオプション
DNP-TITLING-CHY
CHYRONベーシックタイトルソフ
ト（NewsEdit用）

DNP-TITLING-CHADV
CHYRONテンプレート作成用アド
バンスタイトルソフト（NewsEdit
用）

DNP-TITLING-DEKO
DEKOタイトルソフト（NewsEdit
用）

ソフトウェアとセカンドチャン
ネルオプション
DNP-FEEDCLIP-SW

DNP-NEWSQ-SW

DNP-2ND-DV25M50

DNP-2ND-DV50

DNP-2ND-IMX

DNP-2ND-DV50-IMX


