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を提供

 

QUARRA、フリーバーグ⼤学にAOIP基盤を提供

 IP への移⾏に伴い、メディア
制作業界では、IP ネットワーク
上での⾼性能と相互運⽤性を確
保 す る た め に、SMPTE ST 
2110:2017 や AES67 な ど の 規
格を導⼊しています。これらの
規格における PTP（精密時間プ
ロトコル）の主な⽤途は、ビデオ、
オーディオ、およびその他の信
号を同期させるために使⽤でき
る安定したタイムベースを提供
し、それらが容易に処理され、
ローカルおよびリモートの視聴
者に配信されるようにすること
です。

フライブルグ⼤学の ECHO FM
ラジオは、Artel の Quarra PTP
イーサネットスイッチを使⽤し
て、リモートスタジオとメイン
サイト間で AoIP ストリーム⽤
のリアルタイムオーディオリン
クを作成し、他のデータがバッ
クグラウンドで実⾏されている
間、オーディオストリームを中
断することなく実⾏することが
できます。

背景
 
 アルベルト・ルートヴィヒス⼤学フラ
イブルク校（Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg）は、⼀般的にフライブルク
⼤学として知られており、法学、医学、
経済学、歴史学、ドイツ学、⽣物学な
どを教えることで知られるドイツを代
表する⼤学の⼀つです。キャンパス内
では、学⽣が学⽣のために運営してい
るラジオ局「エコー FM」が⽣活の中⼼
となっています。このラジオ局は、
RAVENNA audio over IP (AoIP) と
AES67 の相互運⽤技術を使⽤して、キャ
ンパス内のいくつかの場所を結ぶ配信
ネットワークのバックボーンを提供す
る Quarra スイッチを使⽤して改装さ
れ、アップグレードされました。

システムの概要
 
 Echo FM は、学内の取材チームが集
めた⾳楽とニュースを 24 時間放送して
います。オンエアは⼤学図書館にある 2
つ の ス タ ジ オ で ⾏ わ れ て お り、12
フェーダーの Lawo クリスタルミキシ
ングデスク、Zenon Media ⾃動再⽣シ

ステム、ソーシャルメディア管理機能
付 き Broadcast Bionics PhoneBOX ソ
リューションを備えています。

 スタジオは中央制御室（2km 離れた
⼤学のデータセンター内）とメインマ
トリックス、サーバー、プロセッサー、
その他のハードウェアを収容するマシ
ンルームに接続されています。ステー
ションの出⼒は、⼤学病院の屋上にあ
る FM トランスミッタから放送されてい
ます。すべてのサイトは、⾳声伝送専
⽤の光ファイバーネットワークで接続
されています。

 このインフラストラクチャとスタジ
オ機器は、システムインテグレーショ
ン お よ び 配 信 会 社 で あ る SLG 
Broadcast 社によって設置されました。
Echo FM の技術インフラストラクチャは
⾼速応答と⾼いセキュリティを備えた優
れた帯域幅を要求したため、⼤学の IT
ネットワークを共有するのではなく、個
別の専⽤ AoIP 回路を唯⼀のオーディオ
キャリアとして選択しました。
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⼤学データ
センター

Quarra 1G スイッチ

AES67 の配信
 
 光ファイバーは、リアルタイム、リ
ニア、⾮圧縮の⾳声とデータストリー
ムを組み合わせて伝送するための強固
な接続として使⽤されます。ネットワー
クの運⽤に⽋かせないのは、RAVENNA
と AES67 の両⽅に承認された 3 台の
Quarra 1G PTP（精密時間プロトコル）
イーサネットスイッチです。これらは
マシンルーム、トランスミッタサイト、
スタジオセンターに設置されています。
マシンルームと各スタジオには、さら
に Artel 以外のスイッチがあり、標準
データサービスを使⽤してメインネッ
トワークに接続されています。

 「Quarra スイッチは、各 IP 接続のリ
ンクを管理するために使⽤されます。」
と SLG のテクニカルディレクター、
Simon Groll ⽒は説明します。「これに
より、データや局の電⼦メールを含む
他のすべての機能がバックグラウンド
で実⾏され、⾳声を中断することなく
実⾏することができます。データに対
する要件があるため、PTP バージョン 2
の機能が必要であることは分かってい
ま し た。こ れ は、AoIP ス ト リ ー ム

（MPEG による SIP-Connections など）
のためのリアルタイムオーディオリン
クを作成する際にも⼀役買っていま
す。」

 さらに、学⽣向けテレビチャンネル
『Alma』との接続もあり、ラヴェンナ
社 の コ ン バ ー タ ー『Direct-Out』
[AES67] を介して、オーディオフィー
ドを Echo FM で利⽤できるようになっ
ています。「これにより、ラジオ関係者
はテレビから⾳声を拾ってコンソール
でミックスすることができます。」と
Groll ⽒は⾔います。「Quarra スイッチ
は、これらすべてのネットワーキング
のバックボーンとなります。これによ
り、RAVENNA とデータストリームを
リアルタイムで実⾏し、必要に応じて
分割することができます。また、マシ

ン ル ー ム と ス タ ジ オ の Broadcast 
Bionics PhoneBOX 間の通信リンクも
あります。」

 グロール⽒は、PTP や RAVENNA 機
能だけでなく、Quarra ユニットがもた
らす利点として、さまざまな種類のス
トリーミングを処理できること、QS 管
理や設定の容易さなどが挙げられると
述べています。「Quarra スイッチは、
送信⽤の APT コーディングをサポート
し、VoIP テレフォニーでリモートブラ
ンチの AoIP を実⾏することができま
す。また、帯域幅を効率的に管理する
機能も備えています。」

クアラ︓正しい選択
 
 SLG Broadcast は他のプロジェクト
で Artel の Quarra スイッチを使⽤して
おり、Groll ⽒は Echo FM にとってこ
のブランドは正しい選択だったと述べ
ています。

 「市場には他のスイッチもあります
が、どれも PTP 機能を持っていません。

他のブランドのスイッチも設定に時間
がかかります。Artel の Quarra スイッ
チは、価格がやや安く、試運転と設定
が簡単で迅速に⾏えます。」と説明しま
す。

 Groll ⽒は、フライブルク⼤学のプロ
ジ ェ ク ト は、SLG Broadcast が
RAVENNA を使⽤してこのような複雑
な設置を実施したのは初めてだったと
結論付けています。ネットワークは
2015 年 6 ⽉に導⼊され、作業には合計
3 週間（設置、コミッショニング、トレー
ニング）がかかりました。「⾳声、ビデオ、
データの放送サービスを組み合わせる
ことは⾮常に重要であり、⼩さな学⽣
ラジオ局がこのようなセットアップを
使⽤して同じネットワーク上ですべて
のものを実⾏していることは⾮常に印
象的です。そのために Quarra スイッチ
が必要だったのですが、それらは本当
にうまく機能しています。」
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メディアにおける PTP アプリケーション 

 PTP は、SMPTE ST 2110:2017 "Professional Media over Managed IP Networks" や AES67 "High-performance 
streaming audio-over-IP interoperability" など、メディア制作業界全体で使⽤されているさまざまな規格で必要とされてい
ます。これらの規格における PTP の主な⽤途は、ビデオ、オーディオ、およびその他の信号を同期させるために使⽤できる安
定したタイムベースを提供し、それらを簡単に処理し、ローカルおよびリモートの視聴者に配信できるようにすることです。

 ライブコンサート会場内でのオーディオ制作のニーズを考えてみましょう。多くの場合、複数のスピーカーを調整する必要
がありますが、それらのスピーカーからの出⼒⾳がエコーや位相の不⼀致によってお互いを打ち消し合うことなく、観客全員
に届くようにしなければなりません。観客の⼤部分に最⾼のサウンドを提供するためには、スピーカーの出⼒にディレイを追
加して、会場内の他のスピーカーから発せられる⾳と同位相になるようにする必要があります。また、スピーカーアレイは、
各スピーカーエレメントに供給されるオーディオ信号のタイミングを調整することで、特定の⽅向への「⾳場」出⼒が最⼤に
なるように調整することができます。PTP は安定したタイムベースを提供し、すべてのスピーカーを正確に同期させることが
できます。

 リモートビデオ制作では、すべてのカメラ、マイク、信号処理装置を共通のクロックに結びつけることができる PTP の利点
もあります。これらの信号が⻑距離リンクを経由してテレビ制作施設に戻ってくるとき、信号間のタイミング関係を利⽤して、
ビデオ信号間の正確な切り替えや、ビデオ / オーディオ信号の適切な調整が可能になります。PTP クロックは、各ビデオおよ
びオーディオデータパケット内のタイムスタンプを⽣成するために使⽤されるため、これらの埋め込まれたタイミング関係は、
IP メディア信号が配信される場所であればどこでも使⽤することができます。

 PTP をサポートする IP ルータやイーサネットスイッチの恩恵を受けることができるアプリケーションは、メディア領域以
外にもあります。例えば、⾦融サービス会社や市場では、証券取引や記録保持のために正確なタイムスタンプを必要としてい
ます。⼯場の⾃動化システムでは、さまざまなタスクのために機械がロックステップで動作する必要があります。電⼒会社は、
有害な電流サージを回避するために、ネットワーク上の⾼電圧源や信号の位相を正確に制御する必要があります。⾃動⾞シス
テムを含む他の多くのアプリケーションは、正確で信頼性の⾼い PTP 対応ネットワークの恩恵を受けることができます。
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Quarra 10G PTP Ethernet Switch

Quarra 1G PTP Ethernet Switch

SLG Broadcast について 
 主要なシステムサプライヤーとして、SLG Broadcast AG はラジオとテレビのための製品とソリューションを提供しています。その顧客には、
⺠放・公共放送局だけでなく、スイス、オーストリア、ドイツのシステムインテグレータも含まれています。SLG Broadcast は、すぐに使えるソリュー
ションと追加ツールを提供し、選択された製品のポートフォリオを販売しています。また、ワークフロー、サウンドデザイン、システムデザイン
の分野でのコンサルティングも⾏っています。詳細については、www.slgbroadcast.com をご覧ください。

アーテルについて 
Artel Video Systems は、グローバル市場にサービスを提供する⾰新的なリアルタイムマルチメディア配信ソリューションの世界クラスのプロバ
イダーです。今⽇、⽶国のライブイベントの⼤半は、ミッションクリティカルなワークフローをサポートするために Artel 製品を使⽤しています。
Artel の IP およびファイバーベースの技術に関する専⾨知識は 30 年以上に及び、Artel は信頼性の⾼い標準ベースの IP インフラストラクチャの
開発における信頼できるパートナーとしての地位を確⽴しました。Artel の統合ソリューションには、ファイバーおよび IP ベースのマルチメディ
ア配信、精密タイミング、OTT、データネットワーキングなどがあります。2014 年から従業員が所有する事業。詳細は、www.artel.com。

関連製品
 
Artel Quarra PTP イーサネットスイッチ 

 Quarra ファミリは、システムタイミングと定義のための SMPTE ST 2110-10 規
格と、従来のゲンロック SDI 機器と IP ベースのメディア機器の相互運⽤可能な使
⽤を可能にする ST 2059-2 規格をサポートしています。Artel の Quarra スイッチ
は、正確なタイミングと制御が要求されるオーディオ / ビデオ放送、防衛 / セキュ
リティ、⾦融、公益事業、電気通信、およびエンタープライズ IT アプリケーション
向けに設計されています。
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