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放送とポストプロダクションソリューション
ここ数年間で、放送業界は古い施設のアップグレードと同様にソフト
ウェア中心で専用ハードウェアを必要としたシステムから新しいデジ
タル放送システムの為に急速な移行をはじめました。放送施設にITベ
ース基盤の収束と今後需要が増える、高解像度イメージ配信の為に
効率的な共同作業フロー設計が必要です。

ブラックボックスは1080Pおよび4Kを含むビデオ解像度、オーディ
オ、シリアル信号、USB周辺機器において、すでに多くのユーザーに提
供実績があり、共同作業のフローを劇的に改善する費用効果の高い
解決策を提供します。

ブラックボックスが提供するソリューション
• KVMとハイブリッドKVMスイッチングプラットフォーム

• DVI、SDI、HD-SDI、3G、ディスプレイポートを含むHDビデオ延長

• 信号変換と信号分配

• 1080p 、4Kを含む高解像度サポート

• マルチスクリーン表示、瞬時の切り替え

• IPマルチキャストによるビデオ配信 

最適なアプリケーション
• マスター・コントロール・ルーム

• ポストプロダクション部門とサービス部門

• エンコーダーおよびトランスコーダ ファーム

• トラックや移動放送車

• 機器ルーム

• ディスプレイとサイネージ 

ベネフィット
• コラボレーションは放送関係者に支持されています。主要な機器

の再配備やスタジオチームの移動をなくす事ができるので時間と
コストをセーブできます。

• 編集者、ディレクター、ライブプロダクション、ポストプロダクショ
ン、放送エンジニアに、 KVMマトリックス切替えを介して、すべて
の周辺機器へのアクセス権を割り当てることができます。

• デスクトップ型周辺機器はレイテンシなしで機能します、そして、
デスクトップ・ユーザーはデュアル・スクリーンとデュアルリンク可
能な機器にアクセスします。

• フォーマットに関係なく完全に損失のない、そのままの映像品質
を延長  ： DVI, SDI and HD SDI, 3G, HDMI,およびその他

• メディア・プロフェッショナルのための効果的で透明性のあるなコ
ラボレーション

• ミッションクリチカルなワークフローモニタリングとコントロール

• ビジュアル ツールと周辺機器のフレキシブルな制御

• HDビデオ表示と周辺機器のリアルタイム瞬時切替

放送と制作スタジオでは、最新情報アップデー
トと生放送の為に複数のユーザーアクセスと瞬
間切替を必要とします。
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プロジェクト:  
サーバと KVM システムを 
DVI ビデオとUSB延長/ス
イッチングにアップグレー
ドし、 既存のインフラで
動作させます。
チャレンジ：ドイツ南部の公

共テレビ局で放送センターの建設を予定していました。テレビ局は古
いハードウェアを交換することで既存の能力を拡大する事を望んで
いました。延長とスイッチングのために、サーバとKVMシステムはDVI
ビデオとUSBインターフェースにアップグレードされることになってい
ました。サーバは中央器材室に設置されており。いくつかの管理室と
編集室がCATxとファイバケーブル経由でサーバに接続されていて、管
理室内のワークステーションには1台または2台のモニタが接続され
ています。いくつかのジョブは、特別な入力デバイスでUSB2.0の接続
を必要としています。システムはKVMマトリクス・スイッチを経由して
中央器材室からリアルタイムでコントロールされ、BIOSレベルまで切
り替える必要があります。さらに、KVMシステムも自動的に放送信号
の切り替えを処理する外部マトリックス・コントローラで動作する必
要があります。

ソリューション：放送局はスイッチングと拡張のフレキシビリティ、リ
アルタイムで複数のユーザがコラボレートできる能力、HDビデオの瞬
時切替え、中断されないワークフローを必要としていました。放送局
は必要条件を満たし、アプリケーションで要求される信号をコントロ
ールする288ポートマトリックス・スイッチを持つブラックボックス社
DKMFXプラットフォームを選択しました。288ポートマトリクス・スイ
ッチは、自由に拡張できる入力と出力、さらにUTPケーブル、光ファイ
バケーブルを混在させて使用できる特性を持っています。

DKM FXエクステンダを使うことで、複数のモニタとUSB周辺機器を
含むユーザのコンソールは、KVMペリフェラル・マトリクス・スイッチ・
システムにスムーズに組み込まれ、ほとんど場所をとりません。コン
ソールとサーバの接続は、建築構造による距離条件に従い、CATx ま
たはファイバで送信され、距離や使用されるメディアにかかわらず高
い解像度を維持し信号の品質には影響を与えません。最終的なアプ
リケーションでは150~160サーバ、120~130ユーザコンソールが含ま
れ、DKM FXプラットフォーム上で自由に接続、スイッチされます。個
々の管理室用サーバのコンパイルはほぼ同じです。これは緊急事態
での災害復旧を簡素化します。DKM 6FXと外部コントローラのサポー
トですべてのサーバを他の管理室にまとめて切り替えることができま
す。ここでユーザは躊躇することなくアクティブ・コントロールを引き
継ぐことができます。管理者が問題に対しての経験がなくても、フロ
ントエンドは何の変化もありません。自動化されたスタジオ操作は最
大限のフレキシビリティが保障されます。

プロジェクト:  
LAN 上で動作するマル
チ・ユーザビデオ延長とマ
トリクス・スイッチング・ 
システムの設定
チャレンジ：シカゴの大手ネ
ットワーク放送スタジオは、

既存のイーサネット・ネットワーク上で動作するビデオ延長と周辺機
器マトリクス・スイッチング・システムのセットアップを希望していまし
た。40人のプロデューサ、ディレクタ、スタジオ技術者、オペレータが
60台以上のコンピュータ、サーバ、ビデオソース、カメラに、任意のデ
スクからアクセス出来るシステムが必要でした。

かつて配備された競合他社のシステムは日常的な問題の原因になっ
ていました。スイッチングタイムの遅延、複数のユーザが同時アクセ
スできない、USB周辺機器のサポートが制限され、むらのあるビデオ
とオーディオの品質、そして信頼できないシステムの耐久性も含んで
いました。加えて、更新する必要のある古いインフラを使用していま
した。

ソリューション：彼はデジタルサイネージの別のプロジェクトで私た
ちと働いていたので、スタジオのチーフ・ハードウェア・エンジニアが
ブラックボックスにやってきました。彼はすべてのスイッチングと延長
のソリューションを望んでいました。スタジオは生放送の制作に責任
があり、対処しなければならない問題のリストは長いものでした。シ
ステムはできるだけ故障が少なく、信頼性と柔軟性が高いことが必
要でした。現在のシステムとその不具合はエンド・ユーザに不満を残

し、限りのないトラブルに対処する ITサポートが必要でした。さらに、
テクニカルサポートは24時間/365日のサポートを利用しなければな
りませんでした。

採用されたソリューションは ServSwitch Agility Extenderプラットフ
ォームで、シングルヘッドとデュアルヘッドトランスミッタおよびレシ
ーバがローカルエリアネットワーク(LAN)上でDVI、USB、およびオーデ
ィオを延長するシステムでした。時間がきわめて重要だったために、
ブラックボックスのチーム(製品エンジニア、アプリケーション エンジ
ニア、販売スペシャリスト および製品マネージャー)が一緒にアプリケ
ーションとその課題を確認するために働きました。デモ機器がブラッ
クボックスで構成され、スタジオに出荷されました。ここで弊社のエ
ンジニアリング・スペシャリストから最小限のオンラインと電話サポー
トで、チーフ・ハードウェア・エンジニアがセットアップおよびインスト
ールできました。Agility トランスミッタがサーバ、コンピュータ、ビデ
オソースとカメラフィードにインストールされ、レシーバは各ユーザの
ステーションに接続されました。マネージメントとコントロールのシン
グルポイントとして、Agility iPATH™ コントローラがサーバー・ルーム 
にインストールされ、既存ネットワーク上に配置されまし た。 

このHDビデオと周辺機器マトリクス・スイッチング・システムは非常に
柔軟で拡張性があるので、エンジニアが必要に応じて機器とユーザ
を追加して、放送の構成を拡大し続けることができます。チーフ・ハー
ドウェア・エンジニアはブラックボックス社のエンジニアと親密なやり
取りがあり、しばしば、彼が弊社の製品で実現したい機能に関する問
合せがあります。ブラックボックス社の製品開発およびサポートチー
ムもまたこのクライアントのニーズを満たすために継続的にファーム
ウェアのアップデートをリリースしています。

ケーススタディ
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ハイパフォーマンス KVM：
比類のないパフォーマンスを提供する最先端技術
DKM FX KVM マトリクス・スイッチングパフォーマンス
ブラックボックスは、革新的なシステムで複数の信号形式に対応するハイブリッド・マトリックス・スイッチング・ソリューション:DKM FX とHD
ビデオとペリフェラル・マトリクス・スイッチング・システムを提供しています。DKM FX プラットフォームは、HD-SDI、HDMI、DVI、DisplayPort
はもちろん、最新KVM機能までのルーティング、スイッチングそして複数ポイントへの配信をサポートする 1台のハイブリッドソリューション
で、複数のデバイスを置き換えます。この今までの方法を変える製品は最大4台までの単一目的デバイスを置き換えます。その結果、時間、費
用の節約。複雑さ、そして組み合わせが持つ煩わしさを解消できます。

DKM FX マトリクス・スイッチ

• スケーラブルで信頼性の高いビデオとペリフェラル・マトリクス・スイッチ
ングとルーティングを実現、柔軟で拡張性があるKVM製品で高解像度
のHD-SDIおよびHDMIをサポートするシステムです。

• 高品質、フルフレーム・デジタルビデオをサポート。最大デジタル解像度
2560x1600と4K/30pまでサポートされています。

• 1シャーシ最大288の双方向ポートを持つモジュール式プラットフォーム
は移動、追加、変更を迅速かつ簡単に行えます。4,000ポートまで拡張可
能。

• CATxおよびシングルモード・ファイバSFPモジュール式のカードインター
フェイスから選択してください。シングルモードファイバ・インターフェイ
スカードは、マルチモード・ファイバ上で動作します。

• CATxまたはファイバインターフェイスをサポートします。

• 1フレーム未満のスイッチング。ホットキー・スイッチングはクリティカル
なシステムへ瞬時にアクセスするために標準的なオンスクリーンディスプ
レイ表示を介さずに切替えを可能にします。

DKM FX コンパクト・マトリクス・スイッチ

• コンソール（モニタ、キーボード、マウス、およびその他の周辺機器）か
らコンピュータやCPUなどの様々なソースへの接続を確立するために、 
DKM FXコンパクトスイッチを使用してください。

• 各ポートが、入力または出力となります。

• サーバー・キャビネット内に簡単に取付けられる1Uシャーシに収納の出
来るスイッチは8〜48ポートまでをサポートしています。

• CATxケーブルまたはファイバインターフェイスをサポートします。

• 冗長電源を内蔵。

DKM FX モジュール・ハウジング&エクステンダ

• HDビデオ、USB、オーディオ、およびシリアル信号を拡張するモジュール式
インタフェース·カードと2/4/6または21スロットのハウジング筐体を選択し
てください。

• DisplayPortのインターフェイスカードは、4K/60p解像度をサポートしてい
ます。DVI-Dは2560X1600までHDMIは2560X1440までの解像度をサポー
トしています。

• CATxケーブルまたはファイバインターフェイスをサポートします。

• シャーシベースとコンパクトなマトリクス・スイッチ筐体を選択することが
できます。

DKM FX コンパクト・エクステンダ 

• CATxとファイバケーブルの混在で信号を送信できます。

• 信号の延長が可能、DKM FXマトリクス・スイッチとも接続できます。

• これらのコンパクトなエクステンダは、ポイント・ツー・ポイントのビデオ
やKVMエクステンダとして使用する事ができます。 
DVI、HDMI、SDI、DisplayPort、USB HID、USB2.0、シリアルおよびオーディ
オをサポートします。
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Application Diagram

DKM FX マトリクス・スイッチ

ラックマウント・シャーシに組み込まれた
DKM FXコンパクト・エクステンダ

DKM FXコンパクト・マトリクス・スイッチ

DKM FX モジュール・ハウジング・シャーシ

レシーバ・インタフェースカードが
組み込まれた

DKM FXモジュール・ハウジング

DKM FX コンパクト・エクステンダ
レシーバ・ユニット

コンテンツ・ソース 送 信 先

放送エンジニアリング
エンジニアがシステムレシーバでどの機
器からもソースにアクセスすることがで
きるので、容易に障害調査ができ、素早
く簡単にソースを変更する事でダウンタ
イムを低減できます。

編集 スタジオ
ビデオソースは距離に関係無くいろ
いろな場所で複数のユーザーが利
用でき編集サイクルを短くします。

スタジオ
設備は、中央のマトリクスコントローラユニットで
制御されて、管理されます。USB周辺機器も同様に
信号分配のコントロール管理を可能にします。

デスクトップ 
ワークステーション
システム管理用のシングルユ
ーザ・コンソール

マシンルーム
コンピューターは環境制御され
た、安全な場所に集約管理.され
ます。

映像ソースライブラリ
複数のユーザーが放送フィー
ド、イメージおよびビデオにア
クセスできます。それぞれ変
換、編集、修正され、その後複
数の編集者にファイバーを経
由して配布されます

ポストプロダクション 
デジタルビデオ編集
ビデオライブラリのサーバキャビネットか
らトランスミッタでデータを送信します。

Fiber

CATx

レシーバ・インタフェースカードが
組み込まれた

DKM FXモジュール・ハウジング

レシーバ・インタフェースカードが
組み込まれた

DKM FXモジュール・ハウジング
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IPベースのマトリクス・スイッチでDVI、USB、オーディオを損
失なく延長および機能拡張
Agility IPベース KVM スイッチ

• IPベースの純粋なデジタル・メディア延長とマトリクス・スイッチン
グ

• 帯域幅使用を最小化しつつ圧縮損失なしの伝送で、ユーザ・エク
スペリエンスを最大化

• 複数のアプリケーション·アーキテクチャをサポートしています。ポ
イント・ツー・ポイントの延長、 KVMスイッチング、シングル・ター
ゲット・シェアリング、またはマルチキャスト。

• キーボード/マウスエミュレーション、およびタッチパネルあるい
はフラッシュドライブなどキーボード/マウス以外の標準ヒューマ
ン・インタフェース・デバイス(HID)のエミュレーション機能

Diagram Format
Rule Size: 0.013

デスクトッ
プ・サーバ 

ユーザ・ステーションシステム・
コントローラ

レシーバ

レシーバ

レシーバ

LAN

複数ユーザーのリモートアクセスによるコンテンツ供給

ラックマウン
ト・サーバ 

トランスミッタ

トランスミッタ

放送 
ポストプロダクション・メディアスイートでは共同作業がしやすくなり
ます。マシン室にメディア資産とハードウェアを保管し、ポストプロダ
クションの設備を使って配信することが可能になります。編集者、プ
ロデューサーおよびディレクターは 即座にアニメーターやカラリスト
とコミュニケーションをとる事ができます。

コントロール・ルーム  
司令室や制御室のセットアップではマルチキャストビデオとデータが
レシーバユニットを介してLCDディスプレイ・ウォールへ表示ができま
す。
ユーザーはいずれかのキーボード/マウスおよびDVIディスプレイを使っ
ているコンピュータと相互通信が可能になります。
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KVMスイッチ・ビデオプロセッサによるモニタリングとコント
ロールで、流れるようようなビデオ映像切替えを実現
4Site Flex

• 同時に一つのモニタに4台のCPUの画面を表示および管理

• 4対１の滑らかなリアルタイムKVMスイッチング、DVI、 VGA、 
HDMI、 HDCP をサポート

• ミッション・クリティカルなアプリケーションで短いリアクション時
間を保証

マウスカーソルをモニタから他のモニタに移動させる事で、 
CPUをキー操作無しで素早く切替え 
Freedom II KVM Switch

• 一人のユーザーが簡単に、4台のCPUとモニタをまたがって
アクセスし容易に情報や制御操作にアクセスできます。

• 接続されたCPU用の画面レイアウをト設定し、それらの
CPU間の切替えは画面から画面にマウスを移動するだけで
簡単に切替えできます。またUSB2.0デバイスを含む周辺機
器にもアクセスできます。

• USBキーボード/複数のコンピュータのマウスへのアクセス
を簡素化します。

Quad Mode PiP Mode Win Mode



About Black Box
ブラックボックス・ネットワークサービスは HD ビデオと周辺機器のス
イッチングと延長ソリューション をリードするプロバイダです。世界 150 
ケ国で 200 ヶ所のオフィスを持ち、175,000 名のお客様にサービスを 展
開しています。ブラックボックス社は今日の複雑なデータと音声インフ
ラ・システムの設計、製造、メイ ンテナンスに専念する世界最大の技術
サービス会社としても知られています。

コントロール, 利便性, およびトータルコスト削減 
KVMスイッチとエクステンダは、ユーザーにいろいろなターゲットデバイス（例えばCPU、サーバーと他の信号またはデータソース）へのアク
セスを実現します。ユーザーはワークフローをモニターすることができて、視覚で周辺要素の柔軟な制御を得ることができます。スイッチン
グと延長は、全放送機能のコラボレーションの範囲内で、効果的な技術マネージメントを提供します。

利用可能なオプションサービス
• システムエンジニアリングと設計支援

• システム事前設定とラベリング

• システム・テスト

• システムトレーニング

• 延長保証

BLACK BOX
®

製品のお問合せ、ご相談はwww.blackbox.co.jp
または03-5769-3855までお電話ください。
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