
38
FDI・2019・06

◆ グラスバレー：最新バージョンの EDIUS で究極の
編集機能を実現

　グラスバレー株式会社（代表取締役：竹内克志、本社：兵庫県神
戸市）は、ノンリニアビデオ編集ソフトウェア EDIUS 9 の最新バー
ジョン「9.4」を 5 月 8 日（日本時間：5 月 9 日）にリリースした。
様々なデバイスでより多くのコンテンツを求めるユーザーの要望に
応えるため、放送事業者は限られた予算の中で幅広いニーズに迅速
に映像を届けることを強く求められるようになった。将来にわたり
スケーラブルに長く使い続けられる、効率的で柔軟なワークフロー
が重要なのはこのため、 EDIUS 9.4 は、より高速で創造的な機能
でこれらのニーズを満たすとしている。
EDIUS 9 Version 9.4 の主な新機能
Apple ProRes エクスポート
Apple ProRes RAW デコード
HDR/SDR 相互変換機能 (HDR/SDR ゲイン、トーンマッピング )
ハイクオリティーモーショントラッキング（ハイブリッドトラッ
カーの採用）
H.265/HEVC GV ソフトウェアデコーダー
マルチカム編集ワークフローの向上（クリップマーカーでの同期機
能など）
クローズドキャプション機能の向上（scc/mcc ファイルのイン
ポートとエクスポートなど）

「EDIUS は、高速な映像編集や最新フォーマットのサポートにより、
世界中の放送局に選ばれるビデオ編集ソフトウェアになりました。
　最適化されたビデオ処理エンジンとオリジナルのコーデック、こ
れまでに蓄積された開発力を活用し、今後も最新技術に対応した
製品開発を続けてまいります。」（グラスバレー株式会社 代表取締
役 兼 Editing Systems バイスプレジデント & ジェネラルマネー
ジャー 竹内克志談）
　EDIUS 9 のユーザーには、9.4 へのマイナーアップデートが無
償で提供される。

EDIUS の総合サイト：（https://www.ediusworld.com/jp/）

◆ ヒビノインターサウンド：DiGiCo “4REA4”複数
のスペースに高品位なサウンドを効率的に提供する
オーディオ · インストレーション · プラットフォーム

　ヒビノインターサウンド株式会社（ 本社：東京都港区、代表取
締役社長：生出 修） は、イギリス DiGiCo（ デジコ） のオーディオ
· インストレーション · プラットフォーム“4REA4（フォーリア
フォー）”を 2019 年 6 月 24 日より発売。
　4REA4 は、いくつものホールや控室がある劇場やコンベンショ
ンホール、ショッピングモールやアミューズメント施設など、複数
のスペースを持つ商業設備に高品位なサウンドを効率的に提供す
る。ミックスとルーティングをマネジメントするデジタル·プロセッ
シング·エンジンを主軸に、オプションのI/O 拡張ユニットとリモー
トコントローラーで用途や規模に応じたシステムを構築。専用コン
トロールソフトウェアによって、運用も直感的かつ簡潔に行える。
SD Series コンソールとオプチカルループでシステムに組み込む
ことも可能となり、従来のシステムにはない高品位な設備音響を提
供する。

4REA4
　4REA4 は、ミックスとルーティングをマネジメントする、デジ
タル · プロセッシングエンジン。128 入力と 48 出力バスを 4 つ
のエリアに任意に配分できる。4 つのエリアはそれぞれ独立したミ
キシングエリアになっており、それぞれにステレオマスター、コン
トロールグループ、エフェクターを搭載しています。1 台で 4 つ
のエリアをカバーできるため、各エリアに必要だった機材やシステ
ムが不要になり、大幅な省スペースと低コストを実現する。外付け
の I/O、コントローラーもオプションで用意しており、用途や規模
に応じた効率的なサウンドシステムを構築できるとしている。
　マトリクスやルーティングは、MAC/PC 上で動作する専用のコ
ントロールソフトウェアで直感的に設定できるほか、4 つのエリ
ア全体のシステムを一括管理できます。フロントパネルには、TFT 
ディスプレイを備えた 8 つのマクロキーを装備。現場の状況にい
ち早く対応できるようにするため、よく使用する機能の即時呼び出
しや 4 つのエリアのいずれかに対して特定の機能の実行を設定で
きます。
　4REA4 は、ライブサウンドでワールドツアーの世界標準となっ
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ている DiGiCo の SD Series コンソールと同等の 96KHz という
高解像度による音質と圧倒的な処理能力を備えており、設備音響に
高品質なサウンドを提供します。リアパネルには SD Series コン
ソールで使用できる DMI カードと SD-Rack Series I/O ラックで
使用できるカードを差し込めるスロットを用意しています。BNC 
や CAT5 接続での MADI 伝送、Dante、オプチカル、Waves、
AVIOM などの様々なインターフェースが使用可能で、発売以来大
好評の SD-Rack 用 32bit プリアンプと 32bitDAC のハイビット
レートカードも使用できる。
　4REA4 で DMI MADI カードを使用すれば、すべての SD 
Series コンソールと I/O ラックを含む他の MADI 搭載機器に接続
でき、SD-Rack Series I/O ラックを制御および共有できます。ま
た、4REA4 で DMI Optocore カードを使用すれば、最大 14 台
のラックと最大 5 台のコンソールが接続されたオプチカルリダン
ダントループ内に 4REA4 を組み込むことができます。システム
内では最大 504ch の I/O を共有し、96kHz でのリダンダントも
可能。
4REA4 のオプションは、以下の 8 種類を用意している。
固定型 I/O 拡張ユニット
A164 WALL （ 発売予定） オープンプライス
A164 WALL LCD オープンプライス

A164 WALL
●ローカルエリア用。壁や床などに埋め込んで使用。 
● 16 マイク / ラインと 4 ラインアウト。
ポータブル型 I/O 拡張ユニット
A168 STAGE オープンプライス

A168 STAGE

●ローカルエリア用。ポータブルとして必要な場所に設置可能。
● 16 マイク / ラインと 8 ラインアウト。
汎用 I/O インターフェイス
A88 GPIO オープンプライス
A88 GPIO
●リモートサードパーティ製ハードウェアの制御統合のための汎用
I/O インターフェイス。
●最大 8 系統の GPIO ユニット。 
ネットワーキングハブ
ASTAR オープンプライス

ASTAR
● 1 本のケーブルでローカルエリアに接続し、4 × 32 入力 32
出力を提供。
● 2 系統のリダンダントとしても使用可能。
リモートコントローラー
A CONTROL1　オープンプライス

A Control1  
●ロータリー / スイッチコントローラー。 
● US（Decora） サイズ

リモートコントローラー
A CONTROL6　オープンプライス

A Control6
● 6 ×ロータリー /12 ×スイッチコント
ローラー。6 バンクセレクター、12 ×パ
ネルキー搭載。

リモートコントローラー 
A CONTROL8　オープンプライス

A Control8
● 8 × 100mm ムービングフェーダー、6 
×セレクター、12 ×パネルキー搭載。

ヒビノインターサウンド株式会社
お客様の問い合わせ窓口： TEL: 03-5783-3880
  　　　　　　　　　　　      FAX: 03-5783-3881
報道関係の問い合わせ窓口： TEL: 03-5783-3882
　　　　　　　　　　　　　   FAX: 03-5783-3881
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