Multi-channel Instrumental Monitoring System
Stream MultiScreen 5.0
アナログ、SDI、ASI、IPストリーム、IPラジオ多くのフォーマットに対応したQoEモニターサーバーソフトウェア
・ DVB T2-MI Streams (Option: can be monitored
using Stream Labs’ DVB T2 MI splitter);
・ DVB-ASI;
・ HLS (HTTP Live Streaming Monitoring);
・ SDI-(HD,SD) (PAL, NTSC);
・ Composite (NTSC, PAL, SECAM);

・ IP (Ethernet) MPEG TS (SPTS/MPTS). Supported ・
video standards: SD/HD MPEG-2, H.264 and
audio standards: ISO/IEC 13818-7 (AAC with ADIS
transport syntax), ISO/IEC 14496-3 (AAC with
・
LATM transport syntax), MPEG-1 (ISO/IEC 111722), MPEG-2 (ISO/IEC 13818-3), AC-3 (ATSC A.52b);

FLASH RTMP streams (Real Time Messaging
Protocol). The support of H.264 video and AAC
and MP3 audio streams;
Coming soon: RTSP, HSS.

全ての入力ソースを1つのマルチビューアー画面に登録可能

(IP以外のソースは各ビデオI/Oカード、オーディオI/Oカードのインストールが必要です。）

ビルトインエディーター
・ Free positioning and size of video windows. The maximal size of video window is the
ratio for transport streams;
・ Free positioning of audio PPM indicators (vertical, on the right, on the left, horizontally,
over the video or outside of it);
・ Any position of text in the window, size, color and transparency;
・ It is possible to automatically extract program names from PAT tables for transport
streams;
・ Use any number of layers while placing objects (video windows and signatures, audio
PPM, clocks (analog, digital), automatically updated text signatures etc.);
・ It is possible to set a border (thickness, color) for any graphic object of the system.

マルチビューアー出力

・ Up to 4 outputs of HDMI, DVI, VGA (can be mixed);
・ Streaming Mosaic to IP (Option): MPEG-2 transport stream, H264/AVC, HD up to 1080.

長所と効果
・ Multi-format mode. Composite/SDI/DVB-ASI/IP (Ethernet) MPEG TS/
DVB-T2 MI (Optional);
・ Multi-channel mode. The ability to build the distributed system for
monitoring of unlimited number of channels;
・ Control of the large amount of signal parameters;
・ Flexible setup of all monitoring parameters;

・ Support of multi-image signal displaying;
・
・ Visual control of warning events;
・ SNMP traps.
・ Micro Soft Windows Server , Windows 7/8 PC base software

多くのビデオ&オーディオ品質監視パラメーター、異常アラーム発報、ログ記録
・
・
・
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Video loss
Frozen video
Black video
Audio signal level:
overload
・ Audio signal level: silence
・ Sync loss

・
・
・
・
・
・
・

Signal loss
Service lost
PID lost
PID scrambled
TR-290 sync byte error
TR-290 transport error
TR-290 PMT_error_2
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TR-290 TS_sync_loss
TR-290 PAT sections loss
TR-290 PAT sections error
TR-290 PMT sections loss
TR-290 PMT sections error
TR-290 PCR discontinuity
indicator error

・ TR-290 PAT_error_2
・ Service Bitrate
・ TR-290 continuity counter ・ HLS Transport error
error
・ HLS Low Throughput
・ Decoder runtime error
・ Transport Stream Bitrate
・ Program Splice Monitoring
(SCTE-35)

Server 1

Server 2

Operator’s workplace - a centralized system of visual and audio

Server N*
*Unlimited number of servers.

システムログは、すべての警告イベントをMicrosoft SQL Express上に構築さ
れたデータベースに記録し、イベントをすばやく検索するためのネットワー
クサービスを提供します。監視パラメータおよびい異常検出しきい値は、各
チャネル毎に設定できます。
また、警告イベントのグラフィカル（ビデオウィンドウフレームの幅と色）
と音
声表示を設定し、イベントタイプの優先順位を割り当てることもできます。警
告イベント情報のロギングは、特に設定しなくともデータベースに割り当て
られます。

遠隔モニター監視設定が可能なMultiScreen Stream Managerを使
用して使用可能なすべてのMultiMonitorで監視されるすべての信
号パラメータの状態を設定できるます。LCDパネル上の視覚的に制
御されたチャネルのセットアップを変更できます。
MultiScreenは、ユニークなこの機能により最小限の労力で多数の
チャネルを監視することができます。

表示機能操作オプション
MultiScreen 5.0は、キーアサインしたユニバーサルキーボードを使用することにより、Steam Multi Monitorクライアントソフトウェアを介し
て、プリセットした設定をすばやく切り替えることができます。キーボードのキーは、特定のチャンネルをフルスクリーンモードに切り替えた
り、チャンネルオーディオを取得、元の設定に戻す、信号ソース情報を表示、警告イベントをリセットしたりするコマンドを実行するようにプ
ログラムすることができます。
ソース信号情報の表示は、視覚化オブジェクト（サービス番号、プログラム名、エレメンタリーストリームPID、ビデオおよびオーディオコー
デック名、ビデオストリーム解像度およびスキャンタイプ、現在のフレームビットレート、 トランスポートビットレート）。

技術概要
Stream Labs社は、マルチチャンネル入力の各種PCIカード（コンポジット、SD / HD SDI、DVB-ASI入力信号対応）を用意しておりますが他社製カードにも対応して
おります。対応機種詳細はお尋ねください。

・ Stream FX416 – 16 independent analog inputs and 16 line stereo-audio inputs. Supports NTSC(M/4.43)/PAL(B/D/G/H/I/K/L/M/N/60)/SECAM standards
of analog video;
・ Stream MS4 – 4 independent software switchable inputs DVB-ASI/SD-SDI;
・ Stream MS4+ - 4 independent software switchable inputs DVB-ASI/SD-SDI/CVBS. 4 line stereo-audio inputs;
・ Stream MS2 – 2 independent software switchable inputs DVB-ASI/SD-SDI;
・ Stream MS2+ - 2 independent software switchable inputs DVB-ASI/SD-SDI/CVBS. 2 line stereo-audio inputs;
・ Stream MH4 – 4 independent software switchable inputs DVB-ASI/SD-SDI/HD-SDI/CVBS. 4 line stereo-audio inputs.
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