TriCaster® 8000

TriCaster 8000 は、大規模なイベントのライブ映像制作から配信まで、あらゆるプロフェッショナルな現場の要求に対応できる
TriCasterシリーズの最上位機種のモデルとして、
放送局、
映像制作会社、メディア・パブリッシング企業向けのライブ・プロダクション・
システムです。8つのM/E 列を利用し、各M/E 列に対して個別にバーチャルセットの設定や4つまでのDSKを追加できるほか、ユー
ザー自身の操作をマクロとして記録し、複数の操作をボタンひとつで実行できるなど、無限の拡張性を持たせることができます。

TriCaster 8000の基本機能
ビデオミキサー

ライブカメラだけでなく、ムービー素材、静止画、
ネットワーク上にある映像の切り替えやミックスが
可能

オーディオミキサー

オーディオレベルの調整や、各ソースや信号の
設定が可能。イコライザ、コンプレッサ、リミッ
ターも装備

タイトル機能

スクリーン上の番組映像やプレゼンテーションに
合わせて、タイトルの挿入が可能。内蔵のタイトル
機能を利用してリアルタイムに文字の変更も可能

専用コントローラ

各入力チャンネルの切替えやレイヤーコントロール、
Tバーやジョイスティックを利用した映像効果やレイ
PTZカメラの制御も可能な専用ハードウェア
ヤー位置、

オーバーレイ

タイトルやグラフィックのオーバーレイ表示、
ピク
チャーインピクチャー効果、ライブカメラのレイ
ヤー合成が複数同時に設定可能

メディアの再生

さまざまなフォーマットのビデオクリップ、
オーディ
オクリップ、
静止画像の再生が可能。
イン点やアウト点
の設定ができ、
複数プレイリストの作成も可能

ライブ・バーチャルセット

TriCasterに付属するバーチャルスタジオセットを利
用して、
どんな場所でも高品位な番組を制作する事が
可能となります

放送、配信機能

複数の出力チャンネル設定や、
内蔵されたエンコーダ
を利用した収録とライブストリーミング配信が同時
に実施可能

Advanced Edition（オプション・ソフトウェア）により追加される機能
ビデオ・オーディオオーバー IP

マルチプラットフォーム・ライブストリーミング

エンコーダを追加することなく、複数のプラット
フォームや配信サービスに対して、
リアルタイムに
ライブストリーミング配信を実施する事が可能

ボーダーエフェクト

DSKレイヤーやKEYレイヤーの映像に対して、
ボーダー（枠）を追加できます。ボーダー用画像の
カスタマイズも可能

ボタンのロック

ライブ放送中に誤ったボタン操作で意図しない
映像が送出されてしまわないように、使用しない
ボタンをロックした状態（無効）に設定可能

スイッチャー入力数の追加

ネットワーク入力チャンネル（標準は2ch）に代わり、
NDI入力チャンネルが利用できるようになり、
カメラ入力チャンネルと合わせて、12chの外部
入力ソースが利用可能

ノイズゲート

ノイズゲートの利用により、ローレベルの音声や
ノイズを除外し、より高品質な音声を取り込み、
収録する事が可能
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NDIプロトコル経由で、ネットワーク接続されて
いる機器やソフトウェア上の映像・音声をリアル
タイムに送受信でき、低遅延、フレーム精度で
TriCasterへ入出力

TriCaster® 8000

TriCaster

8000
便利機能

・ 8 つの M/E を利用し、複数の M/E バスの合成レイヤーを組むことが可能
・ 映像の特定の位置に別の映像や DSK 画像を合成するリアルタイムトラッキング機能搭載
・ マクロを組むことで、複数の操作を記録し、ショートカットキーで実行可能
・ ホットスポットを設定することにより、映像の動きによってマクロ機能を実行可能
・ Share 機能によって、取り込んだ画像を直接ソーシャルメディアへとアップロードが可能
・ バーチャルセットのリアルタイムズーム・パン、プリセット機能
・ PTZ カメラコントロール、MIDI 対応コントローラのサポート

背面パネルと接続コネクタ

TriCaster 8000 CS コントローラ

24ch Switcher

Tバーを利用したレイヤーコントロール、ジョイスティックによる各レイヤーのポジションやサイズコントロール、メディアプレーヤーのコントロールも可能です。

ライブカメラ入力

・・・

x 8ch

ネットワーク入力

・・・

x 2ch

DDR（デジタルディスクレコーダ）

・・・

x 2ch

GFX（グラフィックス）

・・・

x 2ch

FRMBFR（フレームバッファ）

・・・

x 1ch

M/E（ミックス / エフェクト）

・・・

x 8ch

Black（ブラック）

・・・

x 1ch

TriCaster 8000 スペック表
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スイッチャーチャンネル

24 チャンネル（外部入力ｘ10、内部素材ｘ6、M/E バスｘ8）

ビデオ入力

8 入力 / HD-SDI、HD コンポーネント、SD-SDI、SD コンポーネント、Y/C（BNC）、
コンポジット接続と複数の解像度を組み合わせて利用可能

オーディオ入力

8 x SDI エンベデッド、8 x AES3/EBU、8 x 2 バランス XLR（マイク / ラインレベル）

ビデオ出力

3 x SDI、3 x コンポーネント（または Y/C + コンポジット）、1xHDMI

オーディオ出力

3 x SDI エンベデッド、2 x AES3/EBU、4 x 2 バランス XLR、4 x 2 バランス XLR(AUX)、
1 x ステレオ 1/4"（フォン

入出力が可能な映像方式

1080/30p、1080/24p、1080/60i、720/60p、720/30p、720/24p、480/60i、1080/25p、
1080/50i、720/50p、720/25p、576/25i

処理

ビデオ： 4:4:4:4 32 ビットフローティングポイント
オーディオ： 4 チャンネル、96kHz、32 ビットフローティングポイント

DSK（ダウンストリームキー）

DSK：

レコーディング時間

1080i(100Mbps QuickTime) で 2TB の HDD に 40 時間の収録が可能。
ホットスワップ可能な SATA III リムーバブルドライブベイを 4 つ装備。

CS コントローラサイズ（設置面）

86.6 x 32.5 cm

筐体

4U ラックマウント型、550W（ｘ2）2 重化された取り外し可能な電源ユニット
48.3 x 18.4 x 54.6 cm（19 x 7.25 x 21.5 インチ）、20kg

4 チャンネル

+

M/E KEY：

4 チャンネル

※記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
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