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驚異的なハイコストパフォーマンスを持つノイズリダクション・プラグイン RX
を開発した iZotope 社のハードウェア製品 ANR-B が遂に上陸しました。
ANR-B（Adaptive Noise Reduction Unit）は、好評を得ているプラグイン RX
と同様なノイズリダクション処理をリアルタイムで行うことの出来るハードウェ
ア・プロセッサーです。Adaptive（アダプティブ）と言われるように自動的にノ
イズを判定およびそれをリアルタイムに追従する機能を備えているため、この機
能を生かしたオート・モードでは生放送や収録の現場などにおいても面倒なオペ
レーションを行わなくても音声のクオリティを上げることが出来ます。入出力も
きわめてシンプル。アナログまたはデジタル２ｘ２入出力をデュアル・モノまた
は、ステレオ音声として取り扱うことが出来ます。生放送の現場やスタジオでファ
ンの音が気になったりセットの電飾の音が気になったりしても、とりあえずこの
ANR-B を通しておけば自動的にノイズと判断される音を減衰させ、すっきりとし
た音声を流すことが出来ます。もちろん、マニュアルでノイズを学習させてその
成分を取り除いたり、特殊な携帯電話の音声などを聞きやすくするモードなどに
よって細やかな使い方も出来る機能を持っています。これだけの機能を EIA 1U
のコンパクトなサイズに納め、オペレーションも非常にシンプルに作られており、
緊張感の高い生放送の現場で十分使用できるように考えられています。デモ機ご
用意しておりますので、是非お試しになりたい方は、タックシステムまでご連絡
ください。
ANR-B は、海外では 82nd アカデミー・アワードのライブサウンドに使用さ
れるなど、既に多くの実績を持ち Radio World 紙の「COOL STUFF AWARD 
2008」、Broadcast Engineering 紙の「PICK HIT 2008」等を受賞しています。

ANR-B の取り扱い開始と共に、この 9 月にリリースとなった
RX2 Advanced の取り扱いも開始致しました！
もちろん、好評だった RX の機能は全て網羅し、さらなる進化を
遂げた RX2 Advanced。RX2 スタンダード・バージョンに対し
て、ANR-B と同様の自動判別処理のディノイザ－機能や、より
高精細度の処理、音質向上およびサードパーティー・プラグイン
のサポート、テープ録音された音声をリペアーするためのアジマ
ス調整機能などが付加され、よりパワフルで高性能なオーディオ・
リペアー・ツールとしてご使用いただけます。

■ ANR-B　（ハードウエア）
税込価格￥609,000 ( ￥580,000 税別）

※ iZotope 「RX」「RX2」はアビッドテクノロジー株式会社の
取扱商品です。 

RX2 Advanced 取り扱い開始！
■ RX2 Advanced　（ソフトウエア）
税込価格￥134,400 ( ￥128,000 税別）

今、メールマガジンに登録すると、抽選で新製品の ProTools Mbox Mini
（１名様）、4GB USB メモリー（20 名様）がどーんと当たるキャンペーン
を開催中！ぜひこの機会にメールマガジンにご登録ください。
ご登録はタックシステムホームページ
トップページからメールマガジン登録のアイコンをクリック！
※プレゼントキャンペーンは 2010 年 11 月末までにご登録をした方が
対象です。当選者の方には、当選メールをお送りします！

http://www.tacsystem.com　

◆「 TAC メールマガジン 」配信中！
　　お得な情報、旬の情報満載 !

●

★ 4GB USB メモリー 
　 なんと 20 名様！に

抽選でプレゼント！

iZotope 社　ANR-B 上陸！

★ ProTools Mbox Mini  1 名様 !
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 近代的なダッチデザインの
RAI Convention Center

今年は、ブースでの出展は行わずヨーロッパのディーラーとメーカーとの打ち合わせだけだったので、夕方にはだいたい時間が空く余裕がありました。そこで IBC など
のヨーロッパの展示会では定番の Beer & Wine time を満喫してきました。IBC では、日本や米国の展示会と違ってだいたい夕方 5 時くらいになるとあっちこっちのブー
ス（とくに Pro Audio）でワインやビールを振る舞うパーティーが開かれ誰でもちょっと一杯いただくことが出来ます。これも IBC の楽しみの一つ。実際ににこういう
場で各社コミュニケーションをとっているのです。来年は、弊社もまたブースを構えることとなり、CB Electronics、Neyrinck、CND、MIT と合同ブースという大所帯
なので、来年の IBC にいらっしゃる方は是非夕方にお立ち寄りください。ワインとチーズをご用意してお待ちしております。

IBC - International Broadcast Convention は、欧州最大の放送機器展示会で 1967 年に London でわずか 32 社
の出展でスタートしてから、その後 40 年以上にわたり成長を続け、90 年代からはオランダ - アムステルダムの
RAI Convention Center に会場を移して IABM、IEEE や SMPTE など 6 つの団体をも含んだ巨大な Convention & 
Conference として運営されています。
今年の IBC2010 は、参加者トータル 48,521 人と昨年を 8.7% 上まり、出展社もマルチメディ
ア系の Hall 7 に入り切らなくなったポスプロ系の出展社が特設の Hall 13 という会場に展示す
るなど IBC 史上 2 番目の盛況となったと言うことで、ようやく不況の波から復帰してきた事の
感じられる展示会となりました。

NAB に続いて 3D 関係の製品化によってソニーをはじめとする日本メーカーが大きく出展し、
NHK も特設シアターにて Super Hi-Vision の上映を行うなど日本勢の息も吹き返しつつありま
す。NHK の Super Hi-Vision Theater は、毎回ほぼ満員の状態で商品的にもかなり現実的な路
線に落ちてきたと感じられるものとなっていました。
具体的には Super Hi Vision で収録した素材をノーマルの HD 放送へ載せるポスプロを行う際
に画角調整、手ぶれ補正、デジタルズームアップ等を行っても大きい画角から HD クオリティで
部分的に切り出すという方法で、単純に HD クオリティを落とすことなく制作が可能だという
説明を行っており、実際 NHK の番組では既にそれらの手法を用いているそうです。こういった
Super Hi-Vision Theater としての用途以外の現放送制作に対するアプローチは、多くの来場者
を唸らせ、素材収録を Super Hi-Vision で行うメリットがはっきり納得の出来るものでした。

Euphonix が大きくフィー
チャーされる Avid ブース

今 年 の NAB か ら One Avid と 謳 い、IBC に お い て は ご 存 じ の よ う に HD I/O が 発 表 さ れ て
Digidesign から Avid ロゴへと変革を遂げました。個人的には愛着のあった Digidesign ロゴが無く
なってしまうのは残念で仕方ありませんが、これも時代の流れ。自分がいろいろ変わってきたように
世の中みんな変わっていくし、発展していくためには変化が必要なわけだから仕方ありませんね。し
かし実際 Pro Tools|HD としては、なんと 8 年ぶりの I/O の更新ということで、やはり多くの注目を
集めていました。また、NAB でセンセーショナルなニュースとして話題となった EUPHONIX がブー
ス内に多く展示されており、EUPHONIX の取り込みによってポスプロにおける幅の広がりとブロー
ドキャスト・マーケットへの市場拡大という方向性がはっきりと表れているものでした。

Avid メインステージの ICON と
Avid ロゴとなった I/O シリーズ

Super Hi-Vision から
ズーム & パンして HV 出力するデモ

RAVENNA と い う
のは、メーカー名で
はなくヨーロッパの
Pro Audio メーカー
が集まって推進して
いる IP オーディオ伝
送の統一プロトコル
の名称です。現在パー
トナーとして参画し
て い る メ ー カ ー は、
LAWO、Genelec、

Merging Technologies、SCHOEPS、DirectOut、
Innovason、DSA Volgmann、LSB/VSM Control
の 8 社で、共同で RAVENNA 専用ブースにて実際
のデモとプレゼンを行っていました。既に各社から
商品としてのレベルで RAVENNA を搭載したプロ
トタイプを全てネットワークで接続してマイク入力
からミキサー、DAW、コミュニケーション、伝送、
スピーカー出力に至るシステムアップが既に実現さ
れていることを見ることが出来ました。

RAVENNA 入力が装備された
Genelec

ネットワークポートの搭載された
SHOEPS マイク

RAVENNA オプションを実装さ
れた LAWO I/O と DirectOut 

PRODUCER.COMこの RAVENNA の特長は、
・オープンスタンダードな規格であること。（数ヶ月中に規格化が完了されればオープンになるとのこと）
・既存の IP（Internet Protocol) を用いているため、既存のインフラを用いての運用が可能。
・ネットワーク用のチップは用いず、FPGA 等にフィッティングすることでレイテンシーを最小限にする。
・サンプル精度での同期伝送、ディレイの管理が出来る。
・専用のネットワークスイッチを用いて分配、配信の管理、ルーティング・マトリクス制御がブラウザベースで可能。
当面の目標は、ブロードキャストに安全に利用されることとしており今後、MADI に変わってよりフレキシブル
に現場対応が出来るこの RAVENNA が利用されるようになる可能性があるかもしれません。詳しくは、下記の
WEB をご覧ください。http://ravenna.alcnetworx.com/

MADI 関連製品を提供するメーカーとして昨年現れた DirectOut Technogies からは、発
売が遅れていた MADI を用いたコミュニケーション・ユニット PRODUCER.COM が上記
の RAVENNA を搭載するオプションを携えてリリースされます。また、今回新製品として
発表されたのが MA2CHBOX というかわいらしい BOX。これは、MADI 回線に挟んでそこ
に流れる信号から２CH を選んでヘッドホンでモニターするというもの。つまり、MADI 用
の回線チェッカーです。MADI は現在、中継やライブの収録等でスペースファクターの高さ
と回線処理のしやすさから多く用いられるようになりました。そのような中継現場では、必
ず各ラインが生きているかどうかの回線チェックを行うため回線チェッカーが必需品となり
ます。また、この MA2CHBOX は、Express Card 用のポートを搭載しており、RME の
HDSP Card Bus Card との組み合わせで PC 用の MADI I/F として使用できるという優れ
ものです。IBEE までには日本にもお目見えするので、是非ご覧ください。

新しくリリースされる PRODUCER.COM  MA2CHBOX

今まで割と堅実なイメージで展示ブースを構えていた
Dolby が、今回の IBC ではかなり派手なブース作り
をしており、多くの人を集めていました。そのブース
の中では、iPhone やスマートフォンの Dolby Mobile 
system（Dolby Headphone のような臨場感が得られ
るプロセッシング）や、なんと業務用のリファレンス 
Hi-Vision Monitor（音じゃないですよ、映像モニター
です）など発表していました。米国のデジタル放送規
格に Dolby が採用されたこともあって相当元気のいい
勢いを感じさせてくれました。Dolby ブース

■その他
Ardis Technologies(DDP) で は、Dual 
Head によるフル・リダンダントシステ
ムが発表されました。Soundfield から
は、UMP-1 と い う 2CH か ら 5.1CH へ
のサラウンドアップミックスのハード
ウェアをプラグインソフトで実現した
製品が発表されました。Gryph からは、
TRIPLICATOR という簡易バックアップ
ストレージ・インターフェイスが発表さ
れ、データのバックアップが一つのポー
トから複数の e-SATA ディスクに接続し
てバックアップがとれるという製品です。（詳しくは新製品情報で）

DDP フルリダンダントシステム

■ Avid

■ RAVENNA

■ NHK

今年の Pro Audio Hall(Hall 8) で目立った動きがあったのがこの RAVENNA。

■ DirectOut

■ Dolby

＝ 番外編 ＝

NHK Super Hi-Vision Theater

入り切らなくなったと思われるポスプロ系の出展社特設ホール→

■ Waves SoundGrid レポート ■ by kubota
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Waves SoundGrid は、1Gbps イーサネットワーク環境上で、Waves のプラグインを低レイテンシーで処理
できるシステムです。ライブや中継の現場でもストレス無く、Waves プラグインの使用が可能になるのですが、
実際に生中継番組にて使用して頂きました。今回レポートが届きましたのでご紹介します。

使用事例：放送生中継番組
番組名　：みつめて信州生テレビ２０１０（長野朝日放送）
内容　　：長野朝日ローカルで年に一度の特別番組
　　　　　７時間の生放送で、５箇所の中継を結んで放送。
　　　　　すべての箇所を 5.1ch サラウンドで制作、放送している。

使用箇所：メイン中継ポイント（松代城）　
　　　　　７時間の放送の拠点となるメイン中継ポイント
　　　　　様々なイベントやトークの他、
　　　　　エンディングの唄（生 BAND ＋４０人の合唱）あり

制作環境：トラックの中に可搬システムで 5.1ch サラウンドミックスブースを仮設。
　　　　　メインコンソールは DM2000, バンド用サブミキサーに DM1000
　　　　　この DM1000 に SoundGrid を装着。

使用状況：エンディングの唄で SoundGrid を使用
　　　　　Vo:COMP176 ／ SSL-EQ
　　　　　AG: COMP176 ／ SSL-EQ
　　　　　Vlin：COMP176
　　　　　Cajon：SSL-Gchannnel
　　　　　Jambe：SSL-Gchannnel

レコーディングスタジオ、MA スタジオ、劇場 / ホールなどで、アナログコンソールと共にある数多くのアウトボード（エフェクター）類。ともすると煩雑になり
がちな、音声入出力のパッチ ....。メンテナンスも大変 ....。つまみの位置どこだっけ？ ...。

それが、Waves SoundGrid（WSG) とプラグインを使用すれば、「サーバ 1 つ」で、約 50 種類ものエフェクターを簡単にパッチできる。プラグインならではの、
プリセットやトータルリコールで再現性を重視したシステムが完成します。
WSG では、ミキサーへの音声入出力はヤマハミキサー内で簡単に設定できます。収録 / 録音時にプラグインを使用でき、ProTools でプラグインをかけ録りする
よりレイテンシーも抑えられます。編集 /Mix 時は、ProTools で同じプラグインを共有できますので、再現性が格段に進歩します。

また、ご要望として以下のご意見も頂きましたのでメーカーに要請し、さらなる使い易さを追求します。
PC 画面にひとつのエフェクトのコントロール画面しか出せないのは残念、特にコンプの GR などのメーターは複数表示が可能になるとより良いと
思う。サラウンド系のリバーブ、ダイナミクス、ファイナライザーなどがあれば、もっと活用できる。登場を期待したい。
井上様、ありがとうございました。

☆利点☆　
普段スタジオでしか使えないようなアナログビンテージ系のコンプが、外の過酷な環境で簡単に再現で
き、しかも複数使用可能、選択肢が豊富。音質は素晴らしく、高級スタジオクオリティだと思う。
生放送であったが、レイテンシーや動作に特に違和感は感じなかった。
セッティングは非常に簡単で、わかりやすい。
パラメーターの操作はＰＣ（マウス）でのコントロールのため、ライブで使うには慣れが必要だが、
MIDI でのコントロールも可能だと聞いているので、次回は試してみたい。

Why Plugins?
1. 無限の可能性
2. コスト削減
3. 省スペース

4. 時間短縮
5. 簡単設置
6. 自由自在

> プラグインを使う 6 つの理由

そこでタックシステムがお勧めしたいのは、
「WSG と DME のセット」です。
DME(+WSG) と現在使用しているコンソール
を接続するだけで、巨大なマルチエフェクター
ラックの完成です。
ヤ マ ハ DME-64 に WSG カ ー ド を 装 着
し、DME 内 で 入 出 力 を 設 定、MultiRack 
SoundGrid アプリケーションで、チャンネル
にかけるエフェクトを選択しコントロールし
ます。エフェクトされた音声は WSG カード
を通じて DME に戻ります。
WSG カードには MIDI 端子が装備されている
ので、お好み MIDI コントローラーから制御
も可能です。個々で使われるプラグインのほ
とんどは、ProToolsTDM プラグインと互換
性がある為、ライセンスを共有すれば Mix 時
にソフトを新たに買い足す必要もありません。
是非、WSG の導入をご検討ください！

株式会社テイクシステムズ　井上　哲 様

WSG お勧め使用例 >WSG+DME でエフェクター 50 種！

DME64(MY8-AD-DA96 x2）+ WSG カード　+　WSG サーバ：セットで約 110 万円
＊この他、ネットワークスイッチ、アプリケーション用 PC/MAC、WSG プラグインが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

＋

● WSG+DME セット価格

お勧めセット！ WSG ＆ DME ！

　-　高品位のプロセッサーが、あらゆる要求を満たし、創造性をさらに高めます。
　-　ハードウェアよりはるかに手頃に、そしてより多くの機能をまかなえます。
　-　たった一つの USB キーで何百ものプロセッサーが動作する事をイメージして下さい。
　　 ラックスペースや運搬料まで節約できて、リペア作業も最小限に抑えられます。
　-　オフラインで好きな時にセットアップ、後は立ち上げるだけ。
　-　最小限のケーブルで、パッチベイやワイアリングもシンプルに。
　-　お気に入りのプリセットとトータルリコールで、あなたのサウンドをどこへでも。



共有メディアストレージサーバ 戦国時代到来！？
Avid ISIS 5000 徹底特集

図(B) ISIS 5000の基本構成図 - DCモデルで何と400万円以下！！

初夏から始まった怒濤の新製品ラッシュを続ける
Avid。そんなリリースの先陣を切ったのが、今回
詳しくご紹介する超戦略的メディア共有ストレー
ジ『Avid ISIS 5000』です。そもそもAvidは
『Unity Media Network』『ISIS 7000 (旧
ISIS）』等のポストプロダクション/放送局向けメ
ディア共有ストレージサーバ製品を販売している
老舗であり、マーケットリーダーでもあります。
更には、ストレージ製品にとどまらず、メディア
の取込み～メディア管理～編集～送出といった一
連のワークフローに携わるシステム全てをリリー
スしており、一つのメーカーで安全なワークフ
ローの提供ができる稀なメーカーだと考えられま
す。その反面、Avid製品以外を排他的に扱ってき
たのも事実ですが、、、近頃はその方針を変えて
きていまして、ユーザースタンスで製品が開発さ
れてきていると個人的には思ってます。
何と言ってもISIS 5000での一番のメリットは、
フラッグシップモデルであるISIS 7000の有能な
データ管理システムを惜しげも無く搭載している
のにも関わらず、コストパフォーマンスに優れた

製品で有ることです。更には、弊社でも昨年から
取扱いを開始して、今現在で最もHotな『DDP』
サーバの驚異的なデータ転送レートに匹敵するパ
フォーマンスを得ているのも、この製品にかける
Avidの意気込みを感じます。

ISIS 5000の基本構成
ISIS 5000は、編集機等のクライアントPCとの接
続には、iSCSI（1Gbit イーサネットケーブル）
接続となり、Unity Media Networkでネック
だった高価なFibre Channel設備を必要としませ
ん。また、購入時にはニーズに合わせた3つの基
本構成（図B）を選択できますので、もしも編集
機が4台までであれば、DC（ダイレクトコネク
ト）モデルを選択することで、必要以上の費用を
払うこともありません。また、拡張時には最大で
2筐体、1筐体で32TBのユニットなので、64TB
（実容量ではありません）迄の拡張が可能です。
これは、将来的に増設できるユニットが増えてい
くらしいので、中長期的に見ても安心できる設計
です。また、今迄の共有ストレージとは違い、

Unity RAID（容量が半分になるRAID方式）では
なく、一般的なRAID5を採用してますので、
32TB筐体で、実用量は22TB弱となっておりま
す。

■ Point 1 - 優れたISISファイルシステム
これ、、、本当に有能なシステムです！今迄の
ISIS 7000は、とっても高価であった理由の1つ
は、これだろう！！と思っていたファイルシステ
ムが、搭載されてしまいました。。。リアルタイ
ム作業を保証するこのシステムは、常に接続され
ているクライアント（編集機）を監視していて、
要求されたことを瞬時に判断して、サーバ内での
処理優先度を付けてサーバ全体のパフォーマンス
を割り振りします。なので、キャプチャ中に他の
クライアントから、色々な要求が有ったとして
も、書込みに関する作業を必ず維持できるように
パフォーマンスを割り振っているのです。こんな
インテリジェントなサーバシステムは他には有り
ません。自分のキャパシティを考えて、各クライ
アント側で起こっている作業内容も管理している

のですから、致命的なトラブルを未然に防いでく
れている超安全な共有ストレージになっておりま
す。
■ Point 2 - Avidが担保している高パフォーマン
ス
これも共有ストレージを導入する際に判断材料に
なるところでしょう。メーカーが担保してくれる
パフォーマンス値は(図A)の通りです。これを見て
頂いても判る通り、16ドライブ仕様のRAIDアレ
イとしては合格点です。単純に1対1接続では無
く、これらの動作を常にサーバ側で監視している
ことを考えれば、文句無くベストパフォーマンス
だと考えられます。ちなみに、、、この値は、
Avidが4億5千万円という巨費を投じて作った研
究機関があらゆるシチュエーションでテストした
値であり、メーカー側が『保証』してくれる数値
です。
■ Point 3 - 想像以上のデータ転送速度！
弊社で取扱いをしているDDPの売りは、何と言っ
てもiSCSI接続（CAT5E以上のイーサネットケー
ブル接続）で、想定外の100MB/s(以上)を出して
しまうAVFS転送が、製品の優位性を保っている
のですが、、、このISIS 5000もベンチマークを
取ってみると驚きの値が、、、そう、100MB/s
オーバーじゃないですか！！どちらもiSCSI接続

でのデータ転送の常識を打ち破ってしまってま
す。但し、ISIS 5000では、メーカーが用意した
ベンチマークソフトウェアでの数値です。別のベ
ンチマークソフトで計測すると、100MB/s迄の
スピードが出ません。試しに、大きなファイルコ
ピーをしてみると、、、あ、やっぱり100MB/s
オーバーな値が出ます。これって、、、ISISファ
イルシステム側で、要求毎にパフォーマンスコン
トロールをしている証かも知れませんが、実際の
作業中には高いパフォーマンスであることに変わ
りはありません。また、DDPのようにケーブルを
2本接続すると、分散データ転送が可能になり、
10bitの非圧縮HD迄の映像を取り扱うことが可能
になります。
■ Point4 - FinalCut Proとの混在システム
OK！！
オープンになった訳です。ちゃんとFinalCut Pro
で利用した際、Avidが『保証』してくれるので
す！！Final Cut Pro クライアントだけでのパ
フォーマンス値と、Avid編集機との混在環境に
なった場合のパフォーマンス値等といったよう
に、かなり詳細なデータがリリース直後に出てき
ました。なので、Final Cut Proシステムで利用し
た際にも、安全なストレージ環境を『Avid』が担

保してくれちゃう。。。凄いことだと思いません
か？
ここまでは、ISIS 5000ディーラーであれば、即
座に教えてくれるセクションです。
もちろん、ここから真（？）の実力テスト、、、
というか、個人的なパフォーマンステストと感想
を。(笑)

まず、サーバ側の管理方法と操作関連。ここ、
めっちゃラクチンです。クライアントへ提供する
作業スペース（ワークグループ）の作成や、ユー
ザー管理、その他サーバ側の設定等、その殆どが
Webブラウザ内に展開されるGUI上で簡単に設定
できます。なので、作業をISIS 5000筐体前で行
う必要性は無く、クライアントPC側から、設定
することが可能になってます。画面レイアウトも
洗練されたインターフェイスになっていますの
で、ある程度知識を持ち合わせた人であれば、マ
ニュアルとか読まなくても、何となく設定できて
しまう程優秀です。また、ユーザー設定自体は、
同じネットワーク上にディレクトリサーバがあれ
ば、そのLDAP情報に連動させることも可能で、
ユーザー情報入力の手間を省く事も可能です。ま
た、各クライアント、サーバ全体が実際に動作さ
せているパフォーマンス値をリアルタイムにモニ

(図A) 10Bit HD非圧縮の対応はイーサネットケーブル2本接続で対応

by Masuko

ターすることも可能で、これも表示はとっても判
りやすい表現になってます。本当に素晴らしいと
思いました。

そして、禁断のテストへ。。。

タックシステムだったら、やる事は1つ。
ProToolsシステムとの接続なんてことをしている
ディーラーは弊社だけだと思います。ちなみに
Avidでは、現時点では残念ながらファイルコピー
（NAS的）での運用が保証されてます。裏返しと
しては、DDPのように直接サーバ側での作業はで
きないとアナウンスされています。

勿論、メーカーが保証していない訳ですから、当
然ワークスペースウィンドウでも、トランス
ファー権限（T）にしかなっていないはず。もっと
も、Mac OS上にAvidの共有サーバ上のワークス
ペースをマウントすると、ネットワーク上のボ
リュームとしてマウントされます。（過去の製品
も同様です）なので、NAS等と同様に、トランス
ファーになると考えるのが自然です。けれども、
何故かAvid共有ストレージが提供するワークス
ペースは、R（読み書きOK）になるのです！弊社
が所有しているUnity MediaNetwork（こちらも
継続してディーラ販売してますよ）もRになるんで
すけど、こっちは残念なことにProToolsでの作業
エリアとしてはリスクが有り過ぎ。すぐに止まっ
たりしちゃってまして、んま、メーカーが仰る通
り運用は無理だと実感してました。

ISIS 5000でもきっと同じ、、、けどちょっと夢
くらいは見てみたい。。。なんて考えながら、
ProToolsでの動作検証を行うと、、、あれ
れっ？！？！、止まらない。32トラック位のベタ
RECは、なんてことなく動いている（気がす
る）。試しにProRes 422HQのQuickTimeファ
イルも読み込んで、トラックも増やしていっ
て、、、クイックパンチインRec等も、、、って
やっていって、ようやく DAE -9073(Disk to 
Slow)が出てくれた。（苦笑）
運用に耐えれるかどうかの判断は、私ではできま
せん。そもそもメーカーNGですから。但し、超限
定的な運用としては、なんか無難にできる可能性
もあるかなって感じでした。
勿論『自己リスク』ですよ！タックシステムとし
ても何ら保証することはできませんので。このよ
うなDAW運用であれば、DDPをご選択して頂け
れば幸いです。

Video Satelliteシステムでの動作も確認し、こち
らは非常にオススメできる動作をしております。
それはそうですね！、MediaComposerそのもの
なので、当たり前です。ただ、Final Cut Proシス

テムとの混在も可能なので、Video Satellite側で
再生するファイルとしては、ProRes 422コー
デックのQuick Time ファイルも多いと考えられ
ます。この際、AMA機能によって、再レンダリン
グすることなく、そのままサーバ上のデータでも
コマ落ちすること無く再生ができました。従いま
して、Media ComposerやFinal Cut Proといっ
た編集システムが混在した際でも、ProToolsと
Video Satelliteシステムを備えた環境下であって
も、十分ISIS 5000を核とした共有ストレージ環
境をオススメすることができます。このような現
実的な環境下であっても、Avid純正製品でありな
がら、低価格帯で導入が可能となった訳です。

現時点でのProToolsシステムの動作パフォーマン
スに難が有ったとしても、全く動作しない訳でも
無い以上、将来的には、MA室側からしてみても
超期待の製品であることは変わりなく、、、DDP
とISIS 5000で切磋琢磨していってくれると、今
後が楽しみです。InterBEE会場では、ISIS 5000
やDDPといった共有サーバの展示を致しますの
で、是非ご興味がある方は弊社ブースにお寄り下
さいませ。

ISISへ接続する『ISIS Client Manager』画面。マウントするとOS側
はネットワークマウントとして判断してます。

転送レート106MB/s !! Errorパケットも判定します。

ご覧のように、ISIS上のワークスペースでもAudio/Video共
にR（読み書きOK）になっています！

保証はできませんが、ProRes 422HQコーデックのビデオを再生しながら、24bit/48K 96トラックのプイックパン
チインRECも、、、この後更なるRecボタンの超連打には耐えれませんでした。右のウィンドウはISISのステータス。

Avid ISIS 5000を利用したシステム例

- 5 -- 4 -
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それでは早速「新 I/O 設定」についてご説明いたします。
「インプット、アウトプット、インサート、マイク・プリアンプ、H/W インサート・ディレイの設定は
「システム」の設定になりました。 従って セッションにではなく、システムに保存される事になります。
別の ProTools システムで作成されたセッションを開いたときも、これらの設定が上書きされる事が無
くなった訳です。但しバスの設定はセッションと共に保存されます。バスは、ProTools のミキサーの
構成に関わり、どのシステムでセッションを開いても同じバスの設定を維持する為です。」ーマニュア
ルより引用ー
？？？文章にすると、ちょっとピンと来ないですね。

セッションファイルを共有するー例えばポスプロスタジオに音効さんがデータを持ち込んだ場合ー入出
力のアサインが違うせいで、バスアサインを確認／変更すると言う、ちゃんと音を出すまでに不要な労
力を強いられて来ました。
セッションファイルの互換が下は M-Powered、LE から HD まで行き来出来るという事は大変うれし
い事と思いますが、I/O 設定の柔軟性が反って仇となっていた訳です。ICON シリーズのモニターセ
クション「X ー MON」に至っては、7.1ch を基準にしているので、5.1 のアサインの場合、1ch=L、
3ch=C、5ch=R、6ch=Ls, 7ch=Rs、8ch=LFE となり、L,R の基準からすると１と５と言う、奇数番
地で尚かつ離れている配置です。サラウンドとステレオのお仕事を併用されるケースは高く、皆様その
モニター SP のパッチ配線に気苦労をされて来たと思います。

そこで従来のアウトプットと内部バスの関係に手を加えたのが、今回の 8.1 での改善となります。
今まで Pro Tools ソフトウェアの出力は「インターフェース」「バス（内部バス）」の２種類から選び
ました。( 図 1)
ご存知の様に、「インターフェース」で選ばれたアウトは「I/O 設定」の「アウトプット」先のオーディ
オインターフェース（図２）から、「バス」は図３で指定された内部バスへ出力されました。完全に内
部／外部を切り離して設定しました。

～ Digidesign をお探しですか？これからは「Avid Audio」と呼んでくださいね記念～ by Yoshida ＆ 一部分 Shimegi

Pro Tools8.1 新機能のご紹介

＊ ポイント
＞新 AD/DA コンバータを開発。音質向上はもとより、低レイテンシー（９６kHz では
1ms を切る）を実現。
＞電源回路強化により、ユニット１台で１６ch 分の AD/DA カードを搭載可能
＞エンクロージャー本体の AES/EBU と S/PDIF 端子は シングル・ワイヤーで 192kHz
にバージョンアップ。
＞ ADAT も S/MUX2 & SMUX4 となりハイサンプルに対応。

8.1 では Pro Tools ソフトウェアの出力（プルダウン
メニューのリスト名）は一旦「バス」ページ（図４）
の左部分にアサインされます。デフォルトの名前のま
まだと余計に混乱してしまいますが、従来の「インター
フェース」と「バス」の区別が保留されているイメー
ジでしょうか。ここから右側の「アウトプットへのマッ
ピング」がされた部分（名前）が「アウトプット」ペー
ジ（図５）を経てオーディオインターフェースへ出て
行きます。

正直、個人的に理解するのに、この記事を書いていて
ようやく身に染み付いて来た感があります。ヘビーユー
ザー様であればある程、始めは？？？となるかも知れ
ません。

＊ ポイント
＞アナログ 4in/8out を装備。コンバーターは HD I/O と同一コンバーター使用でハ
イクオリティを実現。
＞ヘッドフォン端子／サラウンドモニターにも対応したモニター機能を搭載。
＞単独で 14x26 チャンネルミキサーとしても動作可能
＊注）一つのシステムで「HD OMNI」は１台のみ使用可能

＊ポイント
＞ 1 台で 64ch に対応。コネクターは同軸／オプティカルに対応。
＞バリスピード使用時で 56ch に対応。
＞ 192kHz までサポート。リアルタイムサンプリングレートコンバーター搭載。

（１）「I/O 設定」の大幅な見直し

正解はコチラ（図７）。まずは 8.1 の出力プルダウンですが、従来の「インターフェース」の表記が「アウトプット」となっ
ています。そして図６の設定をすると、この様に [A 1-2(Stereo) -> A 1-2} に加えて、[Bus 11-12(Stereo) -> A 1-2}
となり、どちらを選んでもハードウェアの 1-2 にアサインされます。如何でしょうか？
このように関連づけられた [Bus 11-12] は逆に？「バス」のリストから外されます。（図８）
ネーミングに惑わされない様に、ルーティングを変えた場合は、名前を付け替えした方が良いかも知れません。

その他の変更点として「インプット」のアサインはダブって設定出来ます。図９の例ではステレオの 「A 1-2」他と「5.1」
が重なっているのがお分かり頂けます。またデフォルトの 5.1 パス順に ICON 並びも追加されました。

「アウトプット」には 5.1 パス順に加えて、ICON 使用時の Stereo 並びもあります。「アウトプット」のアサインのダブ
りは Stereo ペアの位置は同じである必要があります（図１０）

その他、設定インポートに関しては、各ページ毎に呼び込まれる様になったので、アウトはそのままでインプットだけ変
更という事が可能です。尚、「セッションを開いたとき現在の I/O 設定を上書きする」にチェックマークが入っていると
従来通りのセッションを呼び込む度に変動しますので、新機能をお使いの際は、必ずチェックを外して下さい。

( 図 1)
( 図 2) ( 図 3)

( 図 4)

( 図 5)

ここで問題を出しましょう。図６の様な設定が出来るのですが、では「Bus 11-12」にアサインされたトラックのアウトはどうなるでしょう？

( ↑図 6)
( ↓図７)

( 図８) ( 図９) ( 図１０)

■ HD I/O

■ HD MADI I/O

■ HD OMNI I/O

■ ProTools Mbox Mini ■ ProTools Mbox ■ ProTools Mbox Pro

# ProTools LE 8 ソフトウエア同梱
# 主要なオーディオ・ソフトウェア（Pro Tools LE®、Logic、Live、Cubase など多数）との互換性
# プロフェッショナル・グレードの回路とコンバーターによる比類ないオーディオ・パフォーマンス

ProTools
 H

D
 Series

ProTools 
M

box Series

＞ USB1.1 接続
＞ 2 x 2 同 時 I/O
チャンネル
＞ 24bit/48kHz の
高解像度

＞ USB2.0 接続
＞ 4 x 4 同 時 I/O
チャンネル
＞ 24bit/96kHz の
高解像度

＞ FireWire 接続
＞ 8 x 8 同 時 I/O
チャンネル
＞ 24bit/192kHz の
高解像度 *

* Pro Tools LE software は最大 96 kHz までのサンプリング・レートをサポート

ポイント （１）「I/O 設定」の大幅な見直し
（２）新プラグイン「HEAT」によるキャラクター付け

発足以来、四半世紀近く愛されてきた「digidesign」ですが、その商号のお別れパーティーも無いままに、ついに親元の Avid の 1 ブランドとしてのリニューアルがスター
トしました。その第一弾がPro Tools HDブランドのオーディオインターフェースのリニューアルであり、同じくPro Tools LEブランドのMBOXシリーズインターフェー
スのリニューアルです。ここでは、HD の新インターフェースに併せて発表された「バージョン 8.1」について、その新機能のご紹介をしたいと思います。

メーカー的にはプラグインでは無い？扱いですが、8.1 から
使用出来るモノで、インストールするとプラグインフォル
ダに入ります。（図 11）もちろん iLok コピープロテクショ
ンですのでキーは必須です。
使い方は至ってシンプルで「オプションメニュー」から

「HEAT をアクティブにする」を選ぶだけです。（図１２）
そうするとミキサー画面の右端に設定ツマミが表示され、
各「オーディオトラック（のみ）」に HEAT 機能の「（プラ
グインを通過する前の）PRE」と「Bypass」が表示されます。

（図１３）

２）「HEAT」って何？

その効果は？「HEAT のプロセッシングでは、低レベ
ルの倍音の含有量を増やすと同時に信号内のピークを
下げ、 既存のピークのレベルを下げます。これは、ソ
フト・クリッピングを行い、ピークを「押しつぶし」、
幅広いダイナミック・レンジにわたってアナログ・コ
ンプレッションを起こしている真空管やテープだと考
えれば良いでしょう。」ーマニュアルより引用ーと言
う事で、今回新しいオーディオインターフェース HD 
I/O により、更にピュアになり過ぎてしまったキャラ
クターに色付けをしてくれる強力な助っ人と言えます
でしょうか。百聞は一見にしかず、8.1 にバージョン
アップされた場合は是非お試し頂けたらと思います。
注意点を一点だけ。この HEAT を ON にすると問答無
用に全オーディオトラックにインサートしますので、
DSP チップが消費される事を覚えていて下さい。

（図 11）

（図 12） （図 13）

ProTools H
D

 N
ative

「 ProTools HD Native 」
衝撃登場！

Pro Tools HD ファミリーに、
完全 CPU ネイティブ（ホストベース）で動作する

Pro Tools HD Native コア・オーディオ・システムが加わりました！

 AVID より新製品の嵐  !
★ NEW ★

★ NEW ★

★ NEW ★

税込価格￥52,500

税込価格￥42,000
市場 MAP 税込￥34,650

税込価格￥71,400
市場 MAP 税込￥57,750

＜共通仕様＞

税込価格￥94,500
市場 MAP 税込￥78,750

税込価格￥315,000

税込価格￥525,000

HD I/O 8×8×8　　　　 税込価格￥420,000
HD I/O 16×16 Analog  税込価格￥525,000
HD I/O 16×16 Digital   税込価格￥262,500

ProTools HD Native PCIe Core System     
ProTools HD Native ＋ HD I/O OMNI           
ProTools HD Native ＋ HD I/O 8×8×8            

ProTools HD Native は、1 枚の PCIe カードに DigiLinkMini の端子を
２基搭載し、最高６４チャンネル同時入出力をサポートします。
特徴的なのが、Pro Tools HD で実現しているほとんどの機能を実行可
能であるということです（TDM プラグインと HEAT は使えません）。
例えば「低レーテンシーモニタリングモード」機能も搭載されており、
Video Satellite や ICON にも対応しています。
Avid 史上初の完全ホストベース HD システムまたは、史上初の機能制限
無しのホストベース Pro Tools システムであると言えます。
ま た、 最 新 の Pro 
Tools HD オーディ
オインターフェイス
に対応しており、ホー
ムスタジオに適した
HD OMNI や業務用
スタジオの新たなス
タ ン ダ ー ド HD I/O 
といった高品位サウ
ンドでのシステム構
築が実現可能です。
＜予定価格＞

税込予定価格￥367,500
税込予定価格￥630,000
税込予定価格￥682,500

2010 年 11 月中旬
発売予定！

ProTools HD Native 用に開発された ProToolsHD8.5 同梱！

◆◇◆ ◆◇◆ ★ NEW ★
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CB Electronics ～シンクロナイザーの世界へ再び・・・

Port-A

USB-422

USB-422

ウィンドウ上のカスタマイズしたい
スイッチを右クリックして、リスト
から機能を選択します。

9pin ストレートケーブル
で確実に接続

CB Electronics 創設者のコリン・ブロード氏

コリン・ブロード氏が最初に設計をした
Audio & Design の F790 Vocal Stressor 

UR-422Config ソフトウェア

英国ロンドン近郊のReading（レディングと読みます）にあるCB Electronics 社は、CBことColin Broad（コリン・ブロード）
氏が 1970年代はじめに彼が現在住んでいるReading という町にあるADR社（Audio & Design) の F790 Vocal Stressor や
Compressor の設計に携わり、その後オーディオ・キネティックス社のマシン・インターフェイスの設計を行うようになってから
現在に至るまでフィルムとタイムコード技術を中心とした製品を作り続けています。80年代マルチトラックレコーダーによるレ
コーディングが全盛だったころAdamth&Smith や Q-Lock、Lynx などのシンクロナイザー・メーカーと共にCB Electronics と
いう自分の会社を立ち上げヨーロッパを中心にマーケットを築いてきました。その後、レコーディング自体がDAWへ移行してい
くことに伴い、ほとんどのシンクロナイザー・メーカーが衰退し、90年代後半からは映像のポストプロダクションにシェアを持っ
ていたCB Electronics、SoundMaster、TAMURAがそれぞれヨーロッパ、アメリカ、アジアを分ける形で残るのみとなってし
まいました。当時から私はコンペチターとしてColin のことはよく知っていましたが、日本では取り扱いがなかったためにほとん
ど知られていませんね。AESや IBCなどの海外の展示会などに行かれたことのある方は、Colin の強いパーソナリティとルックス
を覚えていらっしゃる方も多いと思います。（あのルックスですが、れっきとしたイギリス人ですよ）一昨年、TAMURAのシンク
ロナイザーが販売収束となることを受けて弊社ではCB Electronics の製品を本格的に扱う方向に移行し、現在シンクロナイザー
RM-6HDのシステムの納品が始まりました。今回はそのCB Electronics の製品群とヒガ・アーツ＆メタル様へ設備した実際のシ
ステムアップをもとに、その多彩な機能について解説したいと思います。

今回ヒガ・アーツ＆メタル様に導入したシステム
は、ワークVTRと同時戻しが出来るように 2台
のマスターVTRの合計 3台ををスレーブとして
接続し、フェアライトをM1モードでコントロー
ラとして、またUR-422 リモート・コントロー
ラとCB Server をインストールした PCの合計
3台をコントローラとして接続しています。

USB-422　USB to RS-422 コンバータ

System Integration

UR-422　ユニバーサル RS-422 リモート

RM-6HD　ラックマウント・シンクロナイ
ザー・ユニット

RM-6HDと PCの接続に用いられている
USB-422 は、最もシンプルな製品で、PCか
らのVTRコントロール専用のRS-422 イン
ターフェイスです。2ポートのUSBシリアル
と使用でき、あらゆるWindows、Mac アプ
リケーションのVTRコントロールに使用する
ことが出来ます。（もちろん Pro Tools や
Media Composer でも使用可能です）2ポー
トは、ポートAが RS-422 IN、ポートBは
RS-422 OUTに設定されており、接続ポート
にはD-sub 9 ピン・コネクタが装備されてい
るので 9ピン・ストレートケーブルで確実に
接続することが出来ます。

2ポートのRS-422 リモートでスタンドアローンのVTRリモートとして使用できる小型リモコンですが、今回のシステムでは、
RM-6HDのシステム・リモートとして動作する仕様とし、プログラマブルなキーアサイン機能を用いてRM-6HD用にカスタ
マイズしています。UR-422 のキーカスタマイズには、UR422Config という専用Windows アプリケーションを用い、
USB-422 を用いてUR-422 のポートAに接続して設定をダウンロードすることで簡単にカスタマイズすることが出来ます。
UR-422 のキー・カスタマイズは、リストに表示される多くのリモートコマンドやCB専用の拡張コマンドをアサインするこ
とが出来るため、目的によって様々な専用リモートパネルへとカスタマイズすることが出来ます。
今回のシステムでは、2台のUR-422 を用い 1台をミキサー側からのマスターコントロールに、もう 1台をアシスタント側か
らのCB Server 用のパネルとしてUSB-422を介してPCに接続、Remote A/B切り替えのキーをカスタマイズし、もう1ポー
トをアシスタントの個別作業用のVTRリモートパネルとして使用できるようにました。

USB-422

Machine Details

System Display
CB Server のメイン
コントロールウィンドウ

Setup

S9INF

Master Time Code

F

SR-6HD

UR-422

リモート・ターゲットのマシンを選択。

システムのマスター・タイムコードを表示。

選択されたターゲットのマシンのトランスポート・
リモート。

選択されたターゲットのマシンのインサート・プリ
セット（REC レディ）

簡易キューアップポイントのリスト。
数値入力、キャプチャー入力が可能。

それぞれのマシンの動きや、REC READY の状態を一目で確認することが出来る。
Auto Edit の IN/OUT データ入力、オフセットデータ入力が可能。

システムのセットアップ（各ポートの設定、REC INHIBIT、調相パラメータなど）
セットアップデータは、全て RM-6HD本体のメモリーにバックアップされます。

外部からの CB Server へのリモートを
可能にするためのウィンドウ。
簡易的なポート拡張として使用できる。

Macro Menu

Machine Select

Transport Control

CUE list

Track Arming

RM-6HDは、日本ではおなじみの TAMURA 
izm806 と非常に近い機能を持ったRS-422 6
ポートのシンクロナイザー・ユニットです。今
回のシステムでは、コントローラが 3台、ター
ゲットマシン（スレーブ）が 3台の構成となる
ため、CB ServerによるGeneral Set upでポー
トD,E,F をインプットと設定します。ポート F
は通常CB Server 専用の入力ポートとして使
用するため PCに接続されたUSB-422 に接続
します。
もう1台のUR-422をUSB-422のもう1ポー
トへ接続してCB Server のリモートとして使
用しています。CB Server に対するリモートは
CB Server の S9inf というWindowで 9ピン
リモート入力からのCB専用マクロコマンドに
よって８つの機能をアプリケーション上で自由
に設定することが出来ます。
CB Server は、SR/RMシリーズのための
Windows 用のアプリケーションで、システム
のセットアップをGUI でわかりやすく行うほ
か、各接続機器のタイムコード及び動作状態をリアルタイムで表示する監視および全ての制
御を一括操作することが出来ますので、音戻しの時にはインサートの状態をここで間違えな
くチェックすることが出来ます。CB Server の Setup ウィンドウでは、全てのRM-6HDの
設定パラメータをリモート設定することが出来ますが、様々なシステムに対応できるように
非常に多くのパラメータが用意されています。(CB Server の Setup ウィンドウ本人曰く
「100人カスタマーがいれば、100個のパラメータが出来る」というくらい、様々なシステ
ム対応を行ってきた結果がこのパラメータの数となっています )

SR-6HD のポート Fは、CB Server 専用の接続ポート
として使用できるようにコンフィグレーションされ
ていて、全ての設定パラメータは、System Display
からリモート設定が可能。

UR422Config キーカスタマイズ・ソフトウェアで RM-6HDの
リモートとしてカスタマイズが可能。通常の VTR リモートコ
マンドではない、CB専用の拡張コマンドをアサインするこ
とで、システムのリモコンとして使えるようにすることが出
来る。

よく使う機能をメニューにアサインが可能。
右クリックするとリストが表示され、そのリスト
から選んでカスタマイズができます。PCのキーへ
のキーボード・ショートカットも作成可能

by Yamazaki
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最近 iLok 紛失後のライセンスについてご相談を頂くことがあります。
iLok に GPS 機能があれば紛失・盗難が発生しても比較的簡単に見つけることが出来るかもしれませんが、残念ながらそのような機能は搭載しておりません。
各メーカーのライセンス発行後のサービスや対応は様々ですが、WAVES 社では iLok を紛失・盗難時の回避方法として TLC というサービスを行なっており
ます。この記事がライセンスに関しての重要性を再確認いただければかと存じます。
こちらのプランを利用するユーザー様は、特に iLok を頻繁に持ち歩いているユーザー様は入っておいて損はないプランだと思います。もちろん持ち出さない
ユーザー様でも iLok が盗まれた場合などに効果を発揮します。　
この記事を見て興味が湧きましたらお試しがてらトライしてみましょう。ちなみに iLok を無くした後に申し込みをしても効果がありませんのであしからず。。。

WAVES 社　TLC サービスのススメ！
by Kikuchi

◆◇◆ ◆◇◆

　WAVES TLC (Theft & Loss Coverage) とは、WAVES ライセンスがオー
サライズされた iLok の紛失・盗難の際に、それらのライセンスを補償するプロ
グラムです。
オーサライズされているライセンスを 90 日ごとに更新される限定ライセンスに
置き換え、定期的に iLok へダウンロードすることにより iLok キーの紛失・盗難
が発生しても別の iLok にライセンスをダウンロードして使用する事が可能とな
ります。
ちなみにお申し込みは任意になります。
＊ TLC は、6 ヶ月以上の WUP 期間内・Ver6 以上の製品をご使用であれば無償
で申請が可能です。

TLC を利用できる製品の一覧が表示されますので TLC を適用したいライセ
ンスのみ「Get TLC」を選択してください。

これで TLC の申し込みは完了となります。時間的に 1 分もかからないと思
います。(TLC 申し込み後はお持ちの iLok アカウントに自動的にライセン
スが供給され、それをダウンロードして TLC が完了となります。)

まず WAVES アカウントにログイン
し、「Get TLC」を選択してください。

TLC 加入後はアカウント内の表記も若干変わります。

チェックをいれて「Continue」を選択します。

その後、お持ちのiLokアカウントに90日間限定ライセンスが供給されます。
ライセンスをダウンロードする事により製品バージョンのライセンスが書き
換えられます。
( 供給されたライセンスの期限が 90 日を過ぎてしまった場合は、再度 TLC
の申し込みを行なわなければなりません )

90 日ごとに更新される限定ライセンスを iLok にダウンロードしてください。
ダウンロードしないと TLC が有効になりませんのでお気をつけ下さい！

さて、これでいつ何時誰の WAVES 用の iLok を落としてしまっても大丈夫ですね。
念のためですが WAVES を使用する iLok と他社製ライセンスは分けておきましょう。TLC 加入の WAVES の iLok は落としても保障されますが他社製ライセン
スが入っていたら保障されるかわかりませんので。。。WAVES 以外の iLok 紛失はお気をつけください！！万が一 iLok を無くしライセンスが紛失した場合ですが、
復旧等のお手伝いは出来るかと思いますので菊池宛までお気軽にご連絡くださいませ。

では上記条件を満たしているユー
ザー様は TLC の申し込みをしてみま
しょう。

▲

▲

▲

▲

ダウンロード後の表記は期限付ライセンスに書き換えられました。↓

これで無事に TLC が適用となりました。
TLC は 1 年間有効です。TLC 終了時は従来の期限無しライセンスが発行さ
れます。継続してご利用いただく場合は再度 TLC のリクエストを行なう必
要があります。

▲

▲

「Get Info」を選択します。

盗難・紛失の申請は「Claim TLC」、TLC 解除は「Cancel TLC」
を選択します。

＊ iLok キーの盗難・紛失・TLC の解除
を行なうには WAVES アカウントから

「Claim,cancel,or get info about TLC」
を選択します。

▲

▲

＜ iLok キーの盗難・紛失・TLC の解除＞

＝注意点＝
＊シングルライセンス・Ver4& 5 に関しての TLC はご利用できません。
＊ TLC Claim 申請は 1 年間に 2 回までとなっております。それ以降
の TLC Claim 申請は通常ライセンスが発行されるのと同時にその年の
TLC は終了となります。
1 年に 2 回も iLok を盗難・紛失など、よほどの事がない限り発生しな
いとは思いますが、2 回以上の発行は出来なくなりますのでご注意くだ
さい。
＊ TLC はいつでもキャンセルしていただくことが可能です。その際は
期限なしライセンスが WAVES より発行されます。
キャンセルもしくは2回以上のTLC ClaimによりTLCを終了した場合、
TLC を有効にするには元の TLC 期限が終了するまで更新・再加入が出
来なくなります。
＊ TLC は、お申込み後の最初にデポジットされるライセンスを 90 日
以内に iLok へダウンロードすることで有効となります。もしライセン
スが 90 日以内にダウンロードされない時はキャンセル扱いとなり、再
度加入しなければなりません。

▲

▲

▲

▲

▲

WAVES からテンポラリーライセンスが iLok.com に供給され、次の
90 日間のライセンスが期限までご利用いただけます。
テンポラリーライセンスの期限終了後、新たな 90 日間のライセンスが
デポジットされましたら、iLok にダウンロードしご利用ください。

＜まとめ＞

- 9 -
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〈 〈 〈　　新　製　品　　〉 〉 〉

■ TRIPLICATOR

現代版リボンマイクロフォンの先駆けメーカー、Royer Labs 社より、新しいリボンマイクロフォン「R-101」
が発売されました。
R-101 は、スタジオレコーディングで定番となった「R-121」の音色・テクノロジーを継承したパッシブタイプ
のリボンマイクロフォンで、レコーディングやライブパフォーマンスの為にデザインされた全く新しいタイプの
現代的なリボンマイクロフォンです。特に、エレクトリックギターやエレクトリックベースにお勧めです。
R-101 は特許のオフセットリボンテクノロジーを採用し、2.5 ミクロンのアルミニウムリボンとネオジム磁石を
使用しています。

●オフセットリボンテクノロジー（特許技術）
Royer R シリーズ全てのマイクロフォンに採用されているテクノロジー。
リボンのポジションを中心より少し手前に位置させ、高い SPL の録音でも全周波数帯域の特性を維持させます。
 
● 2 Mic IN  1 
収録対象から 90cm 以内のマイキングにおいて、正面と裏面とでは音色が少し違います。ロゴが付いている正面
に比べ、裏面の方がわずかに明るいレスポンスが得られます。

注意：裏面は高い SPL の録音には適しません。高い SPL の録音は正面を使用してください。ボーカルにはポップフィルター
を使用してください。裏面は逆相（Negative Polarity) になります。 

>
■ R-101 リボンマイクロフォン

>Glyph 社

オープンプライス（市場予想税込価格￥93,975）

N
E

W
 

Royer Labs 社

１、T2S-SSD160　160GB SSD 内蔵タイプ　税込価格￥60,900

２、T2S-500HD　500GB 7200rpm HDD 内蔵タイプ　税込価格￥15,540

３、T2S-CASE　ケースのみ（ドライブなし）　税込価格￥8,820

> TAC System 社 弊社オリジナル！
■ 2.5" ポータブルドライブケース

FireWire800×2、FireWire400、USB2.0 ポート搭載
AC アダプター付属

「Tonelux Tilt」プラグインはオリジナルハードウェアの再現に留まらず、幾つかの新機能を追加
いたしました。「Live」バージョンの Tilt プラグインはライブサウンドエンジニアの要望に応えて
DIGIDESIGN VENUE 用として最適化されています。
またオリジナルのトランス回路の特性は低音域に独特の豊かさを醸します。

操作面は大きく３つのセクションに分かれます。
1) Tilt EQ
2) High & Low Pass Filter
3) Output Gain（Live バージョンは Boost Celling）および位相スイッチ

■ Tonelux Title

Softube 社

実際の効果の程は、ぜひデモ版で体験頂きたいのですが、その特徴的な Tilt 特性についてご説明します。

直訳すると「傾き、傾斜」動詞なら「＜ものを＞傾ける」となりますが、周波数特性も正にそんな感じ
です（図１）。レコード盤の RIAA カーブや Dolby ノイズリダクションカーブの様に、Hi を上げた分、
Low が下がる（その逆も）状態です。

１つのつまみで「きらびやかな高域から暖かく膨よかな低域」までスムーズに変化します。ちょっと音
がこもってるなとか、逆に Hi がうるさいと感じた時、単にポイントの周波数をいじるのでは無く、相
対的な周波数が連動する事で、トータルレベルが上がり過ぎる事無く、目的のイメージにスムーズに近
づけられる訳です。

Tilt EQ セクションのもう一つの機能として Loudness EQ モードがあります。
「SHAPE」というボタンを押すと（図２）先ほどの Tilt カーブが図３の様に変化します。低域と高域の
シェルビング EQ を連動して増減する感じでしょうか、聴覚のラウドネス特性的に一つのつまみで f 特
が変化します。

メーカーのコメントによれば「つまみを最小から最大にするだけで、音像が遠くからぐっと手前に寄っ
てくる効果を得られるので、ポスプロに最適！」だそうです。
また音楽 MIX で例えば「ギターとドラムにインサートして、片方は上げて、もう一方は下げる事でトー
タルの周波数バランスも良くなり、ぐっと分離感を強調出来る！」との Tips が載っています。
ぜひお試しを。

最後に Live バージョンの補足を致します。ツマミのレイアウトは一緒に見えますが、
Output ツマミが Gain では無く Boost Celling の特性コントロールとなります（図４）
またトランス回路特性のシュミレーション機能は DSP パワーの有効利用の為、外されています。
ライブ現場で折角ハウリングを抑えたのに、不用意に EQ をきってしまうと時としてハウリングポイン
トに影響してしまいます。Boost Celling ツマミを最小にすると図でも分かります様に、一切ゲインは
上がらず f 特を変えられます。
ステージモニター、特にインイヤーのモニター補正に是非どうぞ！

>

操作性はシンプルですが、ツマミのレイアウトが独特なので、実機等を触られた事が無い方の為に、
簡単にご説明をさせて頂きます。

基本３バンドの EQ ですが、
1) Low は最大 14dB の Boost ボリュームと最大 18dB の Attenate ボリュームのシェルビング EQ 
2) MID は Q カーブの Bandwidth つまみを持ったピーキング EQ
3) HI は Attenate のみのシェルビング EQ 
となっています。（図１）
その他オリジナルに無い Output Gain つまみがあります。

その中で私、恥ずかしながら今まで知りませんでしたが「Low End Trick」なる裏技？をご案内します。
Low シェルビング EQ ですが Boost/Atten 量が微妙に４dB 違うだけで無く、カーブに違いがある為、
両方のツマミを同時に上げる事によって独特な EQ カーブを醸します。
青のラインが Boost、黒が Atten で結果、赤の周波数特性となります。（図２）
これがちょうど Kick Drum 等のサウンドメイキングにフィットしてローエンドは膨らみつつ、音像
がモタつく帯域をすっと下げてくれます。Urei 1176 の RATIO 全部押し宜しく、ぜひ一度お試し下
さい。

TRIPLICATOR は、重要なデータを複数のハードディスクに
同時にコピーを行う製品です。
3 台までの eSATA ドライブを TRIPLICATOR に接続でき
ま す。 コ ン ピ ュ ー タ と TRIPLICATOR は FireWire 800、
USB、eSATA のどれかで接続します。1 台のハードディス
クにコピーを行うのと同じような感覚で接続した複数のハー
ドディスクに（1 回の動作で）コピーを行うことができます。
重要なデータを複数のハードディスクに簡単にバックアップ
が行え、時間の節約にもなります。

税込価格￥44,100
■ TUBE-TECH PE 1C

〈 〈 〈　　新　製　品　　〉 〉 〉
N

E
W

 

>

下記は TAC 技術スタッフ吉田の解説です！

NATIVE 版  税込価格￥29,400
TDM 版　　税込価格￥44,940

2004 年に Paul Wolff 氏によって設立された Tonelux 社は、現在、主に３U ラック幅
に 16 本収まる Mic Pre や EQ 等のモジュールタイプのディスクリート回路を得意と
するハードウェアメーカーです。その中で「Tonelux MP1a」マイクプリアンプに初
めて採用された「Tilt」機能は多くのエンジニアやプロデューサーに絶賛されています。

NATIVE 版　税込価格￥10,290
TDM 版　　 税込価格￥17,640

そもそは Pultec EQ サウンドの復刻からスタートした TUBE-TECH 社ですが、
なんと今年で創立 25 周年を迎えたそうで、自ら立派な老舗ブランドとなられ
ました。
依然人気は高く、Softtube 社から第２弾として「PE 1C」EQ の発売となり
ました。今回は Native 版と併せて TDM/VENUE 対応版の２種類のラインアッ
プになっています。

（図１）

（図２）

（図１）

（図２）

（図３）

（図４）

■ MA2CHBOX 税込価格￥77,700

Directout Technologies 社

MADI ヘッドホンアンプ
MADI 関 連 機 器 の 専 門 メ ー カ ー と し て 昨 年 登 場 し た Directout 
Technologies 社から MADI 回線チェックまたは、パーソナルモニタとして
使用できるヘッドホンアンプが発売されました。
中継やライブ収録などに多く使われるようになった MADI ですが、この
ような現場ではそのたびに接続してシステムアップする数多くの回線を
チェックすることが不可欠です。MADI として収録部屋や中継車に入ってき
た回線にこの MA2CHBOX をかましておけば、いつでもその中の回線が正
常に生きているか簡単にチェックすることが出来ます。また、MADI 上の
回線を自由にセレクトしてヘッドホンモニターできる機能を用いたキュー
ボックスのようなパーソナルモニターとしても使用することが可能です。

この MA2CHBOX には RME 社の HDSP Card Bus Card とコンパチブル
な IEEE1394 ポートが装備されており、同カードを PC に実装した DAW
等の MADI 入出力インターフェイスとしても使用することが出来ますので、
非常にコンパクトな現場でのレコーディングセットアップが可能です。

■ MA2CHBOX Optical 税込価格￥84,000

< 発売予告 > ■ TU3 シリーズ 3.5" USB3.0 ドライブ
　（FireWire800×2 付）OX943 チップ

※詳細決定次第、弊社 WEB にてご案内致します！
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>>>

いかがでしたでしょうか？　
再認識した機能はあったでしょうか？
それとも簡単すぎましたか？
答えは、http://www.mslc.jp で確認できます！

仕事、趣味で使う分には困らない。
でも、知らない事は意外にあるものです。
あなたのスキルをここでチェック！！

〒 150-0013
東京都渋谷区恵比寿 3-43-7-205
エムズ・ラーニングセンター　担当：因（イン）

電話 03-6277-0828
http://www.mslc.jp　
email：info@mslc.jp

ProTools skill check!ProTools skill check!
エムズ・ラーニングセンターより、二回目の ProTools スキルチェック！ ProTools に関する問題集です！
前回が好評であったため、シリーズ化が決定しました！（拍手！）さてさてあなたのスキルはいかに？

※下記は Macintosh からの問題です。Windows の方は、コマンド→ Ctrl/ オプション Alt でお考えください。
※答えは A ～ E の中から正解を記入してください。

>>>
>>>
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No.2
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■ MIDI
ProTools のセッションはオーディオトラックに加え、最大○○の MIDI トラックを持つことができます。 答え
A:32　　B:64　　C:128　　D:256　　E: 無限

■ダイナミックレンジ
会話や音楽に必要なダイナミックレンジは、40 ～ 105dB だと言われています。それを元に A/D コンバーターのダイナミックレンジを簡単に計算すること
ができます。8 ビットのシステムのダイナミックレンジは 48dB、16 ビットのシステムのダイナミックレンジは、96dB。24 ビットのシステムのダイナミ
ックレンジは○○になります。 答え
A:128　　B:144 　　C:192　　D:256 　　E:384

■メニュー
クリックの ON/OFF はトランスポートウィンドウにもあるが、メニューから選ぶ場合はどのメニューに表示されるか？ 答え
A: 表示　　B: ウィンドウ　　C: オプション　　D: 設定　　E: ファイル　　

■編集モード
右の画面の中で、１つのボタンの中に機能を２つ持ったボタンが１つだけある。それは何か？ 答え
A:SHUFFLE　　B:SLIP　　C:SPOT　　D:GRID　　E: 正解は無い        

■録音と再生のコントロール
ミックス・ウィンドウのボリュームフェーダーは録音する信号の入力ゲイン（録音レベル）を調整することができる。 答え
A: 正しい　　B: 間違っている　　     

■セッションのパラメーターを設定する
ProTools 上で新規セッションを作成する時に、設定できないものはどれか？ 答え
A: ファイルの種類　　B: プラグイン設定　　C: サンプルレート　　D:I/O 設定　　E: ビットデプス  　

■録音時間
96kHz /24bit /Streo　の条件で 1 分間レコーディングした場合は、○○ MB の容量が必要である 答え
A:20MB　　B:22MB　　C:30MB　　D:33MB　　E:40MB       

■選択とナビゲーション
右図で、「編集範囲とタイムライン範囲のリンク」のボタンは○○である。アルファベットで答えてください。 答え
A:1　　B:2　　C:3　　D:4　　E:5　　

■メモリーロケーション
ProTools では、最大○○のメモリーロケーションを使用することができる。 答え
A:16　　B:32　　C:128　　D:192　　E:999   

■レコーディング後の整理
MIDI リージョンを W クリックすると、MIDI エディタ・ウィンドウが開く。
この動作は、○○メニューの初期設定→ MIDI タブで変更が可能である。 答え
A: ファイル　　B: 編集　　C: イベント　　D: 設定　　E: ウィンドウ　

■ ProTools の誕生
1994 年、ProTools TDM が開発された。TDM の略語は？ 答え
A:total digital memory 　　B:time digidesign multiplexing　　C:total design memory     
D:time division multiplexing　　E:total duplicate mulutiplexing　　

第二回
TAC ネットワーク・サウンド・システム研究ファイル

効果音・サウンドライブラリーWEB検索システム

英語版（日本語対応予定）

税込価格 ￥155,400 税抜き¥148,000

NetMix Web は、NetMix Pro の視聴機能そのままに、NetMix 
Server 情報をWebブラウザ上から共有する事が可能なWeb 用ミュー
ジックライブラリ・マネージメント・プログラムです。
勿論Macintosh/Windows 等ハードウェア環境を問いません。
Web ブラウザ（Netscape や safari、firefox など）ネットワーク接続
環境さえあれば、出向先、出張先、国内外問わず NetMix Server へ接
続し、必要なサウンドを簡単に検索、視聴・プレゼンテーションすること
が可能です。

NetMix Web は、NetMix Server を
利用し、機能します。認証方法は至っ
て簡単。ユーザーネームとパスワード
を入れるだけ・・・といいましても、
NetMix Server 上 で は シ ス アド
（administrator）が、様々な管理認
証設定を行う必要があります。管理で
きる権限は、大きく２種類。（１、視聴
する、２、視聴・データを取り出す）です。

CD/DVDなどの管理に苦慮していませんか？
膨大な数の情報を、エクセルや FileMaker 等を使って管理し、いざ使おうと所定の場
所を探してみたら「使われていた」、紛失した等のトラブルに巻き込まれ、作業効率が
一気に低下します。ネットワークサウンドシステムは、NetMix Server で音源を一元
管理。勿論NetMix Webでも同じデータベースを検索します。
NetMix Web を導入すると、膨大な量の CD を持ち歩く必要が無くなるだけでなく、
データベース管理コストも大幅に削減できる事でしょう。

日本では、「アルバム・アートワーク（ジャケット）を覚えて利用している」方々が非常
に多い為、NetMix Webは、日本仕様を採用し、WEB上でも検索項目、再生項目にアー
トワークを表示できるよう設計されています。

利用人数で換算した場合、ソフトウェアは本数分必要になります
が、NetMix Webは、「同時稼働本数」分の従量設定が可能です。
例えば視聴のみの権限、視聴と取り出し・変更をする権限が

必要だとします。その場合、NetMix Server１本と
NetMix Web２本ご購入で OK です。この場合、
同時稼働本数は２本となります。同時稼働本数
内であれば何人でも利用する事が可能です。

NetMix Server の
機能「グループ・ワー
クシステム（ＰＲＯＪ
ＥＣＴ）」を、Web
上で利用可能です。
番組等で必要な楽曲
をサーバー上でシェ
アする事により、接
続しているユーザーが、どういった番組でどの楽曲、効果音を利用したか
といった履歴を登録する事が出来ます。
登録されたＰＲＯＪＥＣＴは、他ユーザ
に公開するか、プライベートデータとし
て非公開にするかを任意に選択可能で
す。また、ＰＲＯＪＥＣＴで纏めたサウン
ドに対し、Web 上から Mp3 や WAV
形式で取り出す事も可能です。

膨大な量のＣＤ媒体管理から、ＨＤを利用したネットワーク管理という発想の転換。維持費
の削減。世界的なＭＡの現状を背景に、NetMix Pro を取り巻く環境が、大きく注目されて
います。今回は Web を利用した検索システム。CND 社と調整を重ね、遂に日本で発売開
始となりました。その仕組みをいち早くレビューします。

効果音・サウンドライブラリー管理を利用してみませんか。「NetMix Lite」は、NetMix 
Pro の機能を凝縮した廉価・評価版です。　NetMix Pro とほぼ同等の試聴・検索・
管理が行えます。
以下URLから、アンケートにお答えください。「NetMix Lite」をダウンロード頂けます。

NetMix Lite なら、今すぐ無料でお試し頂けます。

http://www.tacsystem.com/Special_Edition/cnd.html

出向先からでもWebを利用した検索システムを利用可能です。

強固な認証。ID別の顧客管理。

グループ・ワークシステムの集大成。

CD/DVD管理は大変です。これからはネットワークサウンドで管理しましょう。

アルバムアートワーク管理も重要です。　

価格は従量制。管理コストも大幅に削減できます。

円高還元　全シリーズ新価格（更にお求めやすくなりました！）

音源管理に興味あるけど、一歩踏み出せない TM
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〜 Mick Sawaguchi のサラウンドな日々〜
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Mick's Colum

コラム　No.10

Mick Sawaguchi プロフィール：
パイオニア 技術顧問、サラウンド寺子屋を主催、UNAMAS-JAZZ 制作
Surround Terakoya URL: http://surround-terakoya.jp/

by Mick Sawaguchi サラウンド寺子屋塾主催

ではどういったフィールド サラウンド用のマイクを組み合わせるかをメンバーで検討し
これまでの実績や軽量、機動性といったフィールド録音特有の仕様を考慮して以下のマイ
キングプランで同時収録を行うことにしました。
FUKADA-TREE は、スタジオ録音との比較用にセットアップしています。

みなさんお元気でしょうか。今回は「InterBEE2010 直前特集 !! 幕
張メッセの裏にいる野良にゃんこと遊ぼう オリジナル猫じゃらしの製
作」をお送りする予定でしたが、やむを得ない事情によりボツとなっ
たため、急きょ予定を変更しまして ProTools 192I/O の後継機として
新しく発売された HDI/O について調査することにしました。AVID 社
の製品情報によりますと HD I/O は「最高品質のサウンドとこれまで
にない柔軟な I/O を提供。 スタイリッシュな外観はそのままに ( 原文
ママ )、HD I/O の中身は、高品質のエレクトロニクスを駆使した新設
計であり、クラス最高の A/D および D/A 変換、そしてゼロに近いレ
イテンシーを実現しています。」とのことです。ではさっそく調べてみ
ましょう。

＜第 20 弾 Rev.2 ＞　Dr. 新田の事件簿シリーズ
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AD/DA を行った際のレイテン
シーについては、Fs=48KHz
時 に 192I/O で は 103 サ ン
プル (21mS) であったのに対
し、HDI/O では 85 サンプル
(18mS) と、若干ながら改善
が確認できました。なお、Fs
が高い時のほうがレイテン
シーがより少なくなる傾向に
あるようです。

分解して使用チップを調べてみたとこ
ろ、AD コンバータは Cirrus Logic 社
B の CS5381-KZZ、DA コンバータは
Burr-Brown の PCM1794A が用いられ
ていました。ちなみに 192I/O では、
AK5394VS/CS4396-KS の組合せだっ
たため、いずれも変更されています。入
出 力 部 は INA2137UA、OPA4134UA
が用いられ、オペアンプは OPA2227 が
多用されていました。

TECH's File
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続いて今度はオーディオ測定ツール「Right Mark Audio Analyzer」( 以下 RMAA) を用いて特性を調べてみました。フリーソフトである
RMAA はオーディオインターフェイスの入出力をループ接続した状態でテスト信号を再生・録音することで機器の特性を調べることが可能
です。web 上にはさまざまな機器のテスト結果が掲載されていますので、比較してみるとおおまかな AD/DA コンバータの性能の優劣がわか
ります。誌面の都合上、一部省略した部分もありますが、結果を以下に示しますのでご参考にどうぞ。

結果より特筆すべき部分は一般的な機器と比較して SN とクロストークが著しく良いといえるのではないでしょうか？　全体的にみても
Excellent 評価の項目が多く、出来のよい優秀なインターフェイスであるといえるでしょう。しかしながら測定結果だけでは機材の善し悪
しは決めつけられません。ぜひ皆様の優れた耳でにてお確かめになってみてください。

「フィールドサラウンド マイキングを検証する」

サラウンド録音のメインマイキングについては主にスタジオやホールでの音楽制作を主な目的
にしてヨーロッパ、アメリカそして日本から様々なマイキング方式が提示され現在も様々な状
況で使い分けがされています。さらにそれぞれの方式がもつ特徴や音質、サラウンド空間の再
現など主観評価実験も各国の大学や研究機関で行われてきました。
国内では２００６年から２００７年にかけて AES サラウンド実験グループがおこなったオー
ケストラ録音における各種マイキングの評価実験が世界的にも大規模かつ有益な実験として評
価されています。（実験音源をおさめた DVD/DVD-A も SURROUND SOUND REFERENCE 
DISC ３枚組で JAS より販売中）

■ロケ地（２月から８月）
●　海岸の波音（神奈川県湘南海岸・２月）
●　川のせせらぎ（神奈川県南足柄市・２月）
●　滝（神奈川県南足柄市・２月）
●　早朝の野鳥の声（長野県戸隠高原・６月）
●　花火（群馬県・８月）
●　波（千葉県銚子海岸　８月）

■収録用レコーダ
PD-6HD（フォステクス）
PD-606（フォステクス）
744T（サウンド・デバイス）
788T（サウンド・デバイス）
HS-P82(TASCAM)
SX-R4（ソノサックス）
追加オプションで
MOTU+Mac Book PC 録音

「 フィールド サラウンド研究会 」活動について

Frequency response Noise level Dynamic range

THD + Noise (at -3 dB FS) Intermodulation distortion Stereo crosstalk

「新しい ProTools HD インターフェイス
 HD I/O の性能を調べてみよう」 の巻 

では、ドキュメンタリーや紀行番組制作で使用されるフィールド用サラウンドマイクについてはどういった要素が重要でマイキングによる特徴は
どう把握されているのか？を疑問に思ったベテランフィールドレコーディストがいました。
土方裕雄さんです。彼は自前で実験を重ねていましたが、どうせやるなら中立公正に行って、得られた結果も公開できる方法で進めたいと放送文
化基金の助成のもと「フィールド　サラウンド研究会」を２０１０年春にスタートさせました。ここへ集まったメンバーは、私を含め、喜多 真一、
高木 創、井上 哲さんそして入交 英雄、亀川 徹さん達です。また機材提供としてサラウンドエフェクト社やサンケンマイクなどメーカ５社から協
力をいただいています。実際の活動は、今年春から開始、評価実験に有益な素材を各地で録音し今年の８月で一段落しました。

2 月　大磯海岸での収録

１、フィールド　サラウンドでのマイキングの特徴は？
　　「フィールド　サラウンド研究会」の発足と活動

２、評価実験　マイキングの決定と機材　素材収録選定まで
　　早朝～深夜までの格闘の日々

これには機材搬送やセットアップに研究会メンバー以外にもたくさんの参加者で早朝から深夜までお手伝い
いただき感謝感激です。深夜，早朝ロケが多いためメンバーで宿泊もしましたのでそれぞれの個性にも新発
見があったと思います。（サンケン浅田さんがアウトドア派だったとか！スタジオのひとは初めてロケなるも
のを経験したとか。。。）

■フィールド サラウンド用マイク
１　CUW-180 + CS-1（三研マイクロホン・XYSTEREO×2）
２　CO-100K × 5, CU-44XII× 2（三研マイクロホン・FUKADA-TREE）
３　WMS-5（三研マイクロホン・W-M/S）
４　MKH-30,60,70 × 2（ゼンハイザー・W-M/S）
５　CCM-41 × 4（ショップス・IRT – CROSS）
６　H2-Pro（ホロフォン・ONE_POINT）

音源の収録はすべて９６KHZ-24BIT　WAV ファイルで記録しています。これを AB-X 法で主観評価実験を行うためのサンプル制作にとりか
からなければなりません。合わせて録音機材の特性データをとりました。これは同一レコーダが手配できなかったため機種による音質が支障
ないかどうかをチェックするためです。また学術的な補足も必要と考え使用した６種類のマイキングのインパルスレスポンスも日東紡音響の
無響室をお借りして測定しました。このデータも我々には大変興味あるところです。

年明けには評価実験を行いたいと思っています。そのときには皆さんぜひ評価者として耳をお貸しください！（了）

８月 利根川 花火収録時の録音機器群 ８月 銚子海岸での波音収録６月 戸隠高原 自然の森 野鳥収録 日東紡音響　
無響室でのインパルスレスポンス測定

３、評価実験など今後の予定
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国際放送機器展（InterBEE2010）が幕張メッセにて開催されます。
今年もプロオーディオ部門に新製品を多数そろえ展示致します。ぜひご来場ください。

 　■国際放送機器展 InterBEE 2010

◆ ProTools HD/LE システム関連商品
◆ TAC オリジナルプラグイン「V-MON」「NML RevCon RR」
◆ URS、GRM、NEYRINCK、Softube 各種プラグイン
◆ Waves SoundGrid システム
◆JLCooper コントローラ / CB Electronics シンクロナイザー
◆ Directout MADI 関連周辺機器

◆ AVIOM モニターシステム・ネットワークシステム
◆ Millennia マイクアンプ・コンプ・EQ
◆ Royer Labs/Mojave Audio/AEA マイクロフォン
◆ SE/ 効果音ライブラリー、CND 検索システム
◆ TAC オリジナル HDD、ケーブル等
他多数展示

会　期　：11 月 17 日 ( 水 ) 10：00 ～ 17：30

開催場所：幕張メッセ
ブース　：ホール 4 プロオーディオ部門 No.4208
入　場　：無料（登録制）http://www.inter-bee.com/ja/

by Yamazaki

キッザニア東京については皆さんよくご存じと思い
ますが、子供たちが様々な実社会での仕事を実体験
できるエデュテイメントパークです。
今回、そのテーマの一つとしてバンド演奏とそのレ
コーディングから DVD 制作までを実体験しようと
いう音楽スタジオパビリオンを作るというお話しを
いただきました。子供向けとは言っても、すべての
パビリオンがでリアルな体験にこだわっているので、
当然レコーディングは Pro Tools システム、映像編
集は Final Cut Pro を使うというプロフェッショナ
ルが使う機材を実際に用いた本格的なスタジオシス
テム。
最終的に決定されたシステムは、Pro Tools|LE から
出力するカラオケに合わせて子供たちが演奏し、そ
れを Final Cut Pro でキャプチャー、取り終わった
もの DVD 化してこども達が持ち帰るというプログ
ラムで、30 分の時間でこれらをこなす作業を繰り返
しこなすという実に高度なシステムとなっています。

実はこのシステム、1 台の Mac Pro に Final Cut Pro と ProTools|LE 
がインストールされ、この 2 つのアプリケーションを CB Electronics の
P2 MMC-USB（LTC/MIDI/RS-422 相互インターフェイス）を用いて
同期することによって成り立っています。Pro Tools|LE から見ると P2 
MMC-USB は、MTC インターフェイスとして接続され、P2 MMC-USB 
の内部にいるバーチャル VTR のタイムコードが入力されてきます。
また、Final Cut Pro から見ると P2MMC-USB は、RS-422 でつなが
れたバーチャルな VTR として接続されており、バッチキャプチャー時に

コントロールされるマシンとして制御されます。この接続によって Final 
Cut Pro でバッチキャプチャーを実行すると指定されたタイムコードか
らのカラオケ音楽が Pro Tools|LE から再生され、それに合わせて演奏し
ているこどもたちの音と映像の収録を一気に実行するシステムを実現して
います。
おかげさまで、参加したこどもたちは本当に楽しそうで、システムの方も
毎日 10 何回というプログラムをトラブル無しに運用しています。（ほっ）

18 日 ( 木 ) 10：00 ～ 17：30
19 日 ( 金 ) 10：00 ～ 17：00

こちら現場です！

■ Industrial Soundscapes 5.1 Surround Sound Collection　
税込価格￥147,000

〈 〈 〈　　効　果　音　新　製　品　　〉 〉 〉

■ The Trailer Trax　
税込価格￥46,200

映画予告編制作のために設計された
Music ＆ Sound Effects Collection
●収録音数：1123 track
● 4CD ＆ 1DVD
●日本語マニュアル無し

■ The Classic TV Sound Effects Library
税込価格￥57,750

ラジオとテレビの最盛期からサウンドデザイナー／
エンジニアとして 40 年のキャリアを持つ Robert 
L. Mott 氏の個人コレクションよりセレクトされた
Sound Library

〈 Ergohuman チェアー！新シリーズ登場！ 〉
これまでのシリーズがマイナーチェンジし

登場！

座面のチルト機能を初め、これまでになかったアームレストの前後、左右
のスライド機能を兼備え、よりスタイリッシュになりました！ 

「Ergohuman」はワークスタイルの変化とユーザーの身体にあったアジャ
スタビリティ－（適応性）を持ったチェアの理想を追求しています。座り
心地も追求しヘッドレスト・ランバーサポートなどを装備し、表面素材が
エラストメリック・メッシュですので、体重を均等に分散し、体温や湿気
がこもらず快適に座っていただけます！
詳細は総合カタログをご覧ください！

サラウンド対応　産業／工場音！
● Hard Drive：１台
●収録音数：710
●日本語マニュアル無し
●主な音源：組立工場、ボトリング工場、
醸造所、大型貨物エレベーター、紙工場
その他多数

（レイアウト : Shimegi）

●収録音数：1700　
● 6CD ＆ 1DVD　
●日本語マニュアル無し


