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タックインフォメーション

（1）Echo Express Thunderbolt 　　　
Expansion Chassis ( 型番：ECHO-EXP1H)
縦置きを基本とするこのシャーシはハーフサイズ
の PCIe カードを 1枚実装することが可能です。

こちらは 1Uラックマウントサイズで、内部にMac mini を 1 台、2枚のカード（1枚
はフルサイズ、もう 1枚はハーフサイズ）が実装できます。カード用に電源と放熱ファ
ンを内蔵しています。
いずれの製品も Thunderbolt コネクタは 2基搭載しており、デイジーチェーンでの接
続が可能になっています。
なんといっても面白いのは xMac mini Server じゃないかと思います。以前より「Mac
をラックにコンパクトに納めて可般型に～」というアイデアをお持ちの方はいらっしゃ
ると思いますが、このラックマウントシャーシを核としてシステム構築されてはいかが
でしょうか。3製品については 6月下旬より国内でも順次、発売開始していきます。

昨年秋に拡張シャーシを発表、当初年内発売を目論んでいたMAGMAも
結局、年を越してこのタイミングになってしまいました。漏れ聞く噂で
は、拡張シャーシメーカだけでなく、搭載カードのメーカも Intel/Apple と
Thunderbolt 開発契約を結ばないと協業できないとか？はたまた Intel と
Apple 間の独占販売契約条項があり、他社製品リリースに大きな足かせに
なっていたとか？・・・もっともあり得るのは各種カードとの接続検証に
時間がかかっていた、というあたりではないかと想像していますが。

これが製品名です。MAGMAは今回、この 1製品を発表しています。原稿
を書いている 6月中旬の時点では発売時期が明らかになっていません。こ
の Tac Info が皆様の手元に届く頃には判明しているといいのですが（私の
読みでは早くて 7月中に出荷開始、遅くても 8月中と見ているのですが、
外れたらゴメンナサイ）。
ExpressBox 3Tの最大の特徴はPCIeスロットを3基搭載している点です。
フルサイズのカードに対応します。また、Thunderbolt コネクタは2つ持っ
ていますので、デイジーチェーン接続が可能（最大 6台まで）となってい
ます。

Sonnet、MAGMAいずれの製品についても使用上のポイントとしては、熱につ
いて考慮する必要があるということでしょうか。弊社にはMAGMA Express-
Box 3T のプロトタイプがあり、実際に使ってみるとかなりの熱を持つことがわ
かりました。Sonnet ECHOEXP2F もプロトタイプを見たのですが、放熱用の
ファンがかなりの勢いで動作します。また、ECHOは上部に丸穴が開けられて
おり、「縦置きを基本というのは熱を上から出すことを想定しているから」とい
うメーカ説明を受けました。
こういった点を考慮して、使いやすいシステムを組めるように情報提供を続けた
いと思っています。
(P8 ではMAGMA ExpressBox 3T の動作テストをレポートします）

■Sonnet Technologies 社

タックシステム株式会社
www.tacsystem.com
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（3）xMac mini Server ( 型番：XMAC-M5)

すでに Echo ExpressCard/34 Thunderbolt 
Adapter という Thunderbolt と Express-
Card/34 を接続するアダプターボックスを 2種
発売しているSonnet は、いよいよ一挙 3製品の
拡張シャーシを出してきます。

（2）Echo Express Pro Thunderbolt 
Expansion Chassis ( 型番：ECHO-EXP2F)
同じく縦置きが基本の Pro 版はフルサイズのカー
ド 2枚が実装できます。

ExpressBox 3T

■MAGMA 社

唐突な書き出しですが、Thunderbolt 接続 PCIe 拡張シャーシがいよいよ発売開
始になります。昨年 2月に Intel が「最速の PC用データ転送技術 Thunderbolt
テクノロジーを発表」というリリースを発表、Intel と Apple が噂の技術を共同
開発中であることが明らかになりました。
Thunderbolt を簡単に説明すると、高速なデータ転送用に PCI Express、ディ
スプレイ用にDisplayPort の 2 つの通信技術／プロトコルを 1本のケーブルで
行なえるというものです。Apple の HP での説明では「双方向ともに 10Gbps
のスループットを持つ 2つのチャネルを 1つのコネクタに組合せている」とい
うことで、FireWire 800 が 800Mbps であることを見ると圧倒的、USB3.0 で
も 5Gbps であることから、文字通り桁違いの転送速度を持っています。
既にこれまで、PROMISE TECHNOLOGY の PegasusR4/R6 RAID ソリュー
ション、LaCie の Little Big Disk ストレージといった Thunderbolt 接続のディ
スクドライブ製品、AJA の Io XT、Blackmagic Design の UltraStudio 3D/
UltraStudio Express といったビデオ I/Oボックスが発表／発売されています。
これらの Thunderbolt 接続専用製品とは少し違った見方をされたのが、昨年発
表された Sonnet Technologies、MAGMA 両社の Thunderbolt 接続 PCIe 拡
張シャーシになります。というのも、PCIe スロットにカードを装着して使用で
きるという点がすなわち「これまで使用してきた PCIe カードがそのまま使用で
きる」ということを意味しており、システムの幅が更に広がる可能性があるとい
うことに繋がってくるからです。
6月 11日、Apple WWDC 2012 初日の基調講演で発表された製品アップデー
トの中にMac Pro はなく、施されたのがCPUのクロックアップ程度の小変更
とわかった時点で落胆した方も多いと思います。「Thunderbolt コネクタくらい
搭載してくれよ」という意見もあると思いますが、4つの PCIe スロットがその
まま継続ということは、従来の拡張性は残ったかなと。むしろ、Thunderbolt
コネクタを持つ iMac/MacBook シリーズ /Macmini といった製品が PCIe 拡張
シャーシを使用できることでWorkstation であるMac Pro に少し近づく、と
いうことになるのではないでしょうか。
・・・と長い前振りになってしまいましたが、今回はこの拡張シャーシについて
ご報告です。

（マグマ社）（ソネット テクノロジーズ社）

●ExpressBox 3T

Thunderbolt 接続
PCIe拡張シャーシ発売開始！

ECHO-EXP2F

xMac mini 図解
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by Ono■Thunderbolt 接続 PCIe 拡張シャーシ発売開始！



　さて、今年もラスベガスで開催されました NAB ショーについてお伝え致しましょう。
一昨年、昨年の 3D カメラ、モニターのシェア取得合戦という雰囲気からより応用製品や周辺機器に広がり充実
してきた感がありました。景気も回復していろいろなメーカーが参画したことで出展社数が増えてショー全体の
活気は持ち直したと思われます。また、肝心のオーディオの方はというと 3D の流れに乗った従来のサラウンド
を超えるマルチチャンネル・オーディオ制作として 64CH までのフォーマットとして考案されている Dolby 
Atmos や、12.1CH をベースに考案されている SRS MDA といった新しいフォーマットが出てきたということがま
ずは大きな流れになるのか？と思いきや、NAB 初日に SRS に行って Todd Baker( 写真 -1) に話を聞くと「今朝、
SRS は DTS に買収された！ (Todd)」「え～！どうなんの？」「わからない・・・・(>_<)」みたいな感じでしたが、

実際にはSRSとしてはそのまま事業を展開するとのことでしたのでご心配なく。しかし、
一昨年も Euphonix が Avid に買収されたり毎年いろいろと大きな動きが NAB では画策
されていると言うことを実感せずにはいられませんね。
　さて、ではまずその SRS 社で発表されていたMDA(Multi Dimensional Audio) とはど
んなものかをご紹介しましょう。MDA は Dolby Atmos 同様、従来の 5.1CH や 7.1CH
というサラウンド環境が平面的なものであったものに対し、上下の音像定位を加えたい
わゆる3D音響設備のスタートとなるものです。従来もプラネタリウムやiMAXシアター
などでは、天井スピーカーを用いて 5.1+1CH と言った形式で上空への音の広がりや定
位を再現することが行われていましたが、簡単に言うとそれを更に発展させ、基本的に
は現在のサラウンド環境が上下のレイヤーを持つ再生環境を想定しています。MDA の
場合には 12.1CH、つまり従来の 7.1CH 環境に上部に LCR+LS/RS の 5CH をプラスした
フォーマットの再生環境を想定したシステムとして考案されており、このフォーマット
で制作を行うための Pro Tools 用のプラグイン（ドラフト）もすでに作られていました。

（写真 -2）このパンナーはもちろんパンニングによる出力先が 12CH となるため Pro 
Tools 上では複数のトラックに出力する事が出来る様に設計されています。なお、この

MDA は単に 12.1 の CH スピーカーレイアウトのフォーマットのことを言っているのではなく 12.1CH ベースで制
作した音声ファイルを従来の mp3 などと同様なビットストリームデータに変換し、それを再生環境に合わせてデ
コードして最適な音場再生を行うというもので、このプラグインではエンコードしてビットストリームを出力す
る機能までが含まれています。Todd の説明によると MDA のエンコード方式というのは 3D 面に広がっている音
場の成分を画像のピクセルのようなイメージとベクトルの様な概念で管理し圧縮しているとのことで、12.1CH と
いうのは制作するための環境としてフォーマット化しているだけで、実際にはスピーカーの位置情報のイメージ
を持たないデータとしているとのことです。そしてそのフォーマットを持たないビットストリームデータをどの
ようなスピーカーレイアウトの再生環境に対しても理論的にはデコードすることが出来ると言うものでした。実

際に再生した音を 12.1CH の環境で聞いてみると、5.1CH と比較すれば圧倒的にアンビエン音が自然な広がりを持っていることが感じられます。
これらが実際の家庭環境にどれくらい入ってくるかはまだ先の話でしょうが、映画館や展示会場などでは間違いなく採用されてくると思われますので、いままで
8CH マルチでの納品という形体が 16CH もしくは 24CH といった多チャンネルに広がっていくと納品メディアもがらっと変わってくるかもしれませんね。

by Yamazaki

（写真 -1）SRS Todd Baker 氏と MDA デモルームの 12.1CH 再生環境

どこまで行く ? マルチチャンネル

THUNDERBOLT!  thunderbolt!  Thuderbolt!

V-Mon Version 3 AAX DSP 対応！

NAB Friends

（写真 -2）SRS MDA 用のパンナ -

（写真 -4）Magma Victoria

（写真 -5）Sonnet Technologies 社 X Mac Mini Server ユニット

（写真 -3）THUNDERBOLT コーナー

今年のもう一つのタック的な NAB のトピックとしては、もちろん
Thunderbolt 製品の登場でしょう。（写真 -3）のように各社から発

売される（実際に発売が開始されるのはこれから）商品群を集めたコーナーも用意され、注目度の高さが現れていました。
現在では Apple 社からしか Thunderbolt 搭載の PC は出てきませんが、
Final Cut をはじめ多くの映像システムの展示や Avid でも HDX カード
を Magma の Thunderbolt シャーシに入れるなど多くのブースでデモ
展示されていました。Magma 社の Victoria Kohlhorst（写真 -4）は、
自分のブースを持つかわりに各社のブースをまさに走り回り自分の
バッグから Thunderbolt シャーシを出しては説明をして回るという精
力的なプロモーションを行っていました。もう一つの注目株は Sonnet 
Technologies 社の EIA 1U サイズの Apple Mac Mini が搭載可能な
ThunderboltシャーシX Mac Mini Server（写真-5）でしょう。このシャー
シに Pro Tools HDX カードを入れることで、わずか EIA 1U で従来の
HD3 相当のパワーが得られるというのは大きな魅力となると思います。
Thunderbolt シャーシについては、今回特集を組んでいますのでそち
らをご覧ください。

タックシステムは、今年も Neyrinck との共同ブースで South ホールの 1F で出展を行いました！今
回はついに AAX DSP に対応した V-Mon のバージョン 3（写真 -6）を発表することが出来ました。
多くのお客さまをお待たせしていた AAX DSP 対応ですが、Pro Tools 10.2 でようやく従来の V-Mon
の機能を実現できる機能が HDX カードの DSP 仕様に追加されて実現が可能となりました。基本的
な機能は変わっていませんが外観は少しすっきりとさせています。また、本来 Native 版としても
リリースをしたかったのですが、Pro Tools 10.2 の環境ではまだいくつかの部分で実現することが
出来なかったため今回は DSP 版のみでのリリースとすることに致しました。

長年の間、ほぼ毎年ラスベガスの NAB には来ていますが、毎度ここならではの友人に会いお互い
に改めて友好を深められることも大きな楽しみの一つです。思い起こせば 15 年くらい前にはじめ
て NAB で海外向けの何かを始めようと思って NAB まで来たときに知り合ったサウンドデザイナー
の Frank Serafine とは今でも親交が深く、今回は連絡を取っていたわけでもないのに NAB の通路で
ばったりあったり、以前香港でお世話になったディーラーとやはり突然出くわしたり、日本の方で
も海外の展示会でしかお会いしない方と再開したり、と楽しいサプライズが毎回あります。もちろ
ん今は輸入代理店という仕事を主軸としているので更に多くの人たちとの出会いが広がってきてい
ますので NAB の会期中は人と会うことで一杯のスケジュールになります。
NAB と言うショーの中では、オーディオはけして大きくはありませんし商売につなげることが難し
い場だと実感しているのも事実ですが、やはりそれ以上に新しい友人、古い友人たちから得られる
情報は本当にたからものです。また、それ以上にみんなの笑顔に会えると言うのが何よりの活力に
なりますね。
みなさんも NAB にお越しの際には是非お声をかけてくださいね。

ようやくリリースとなった NTT ラーニングシステムズ社との共同開発による残響制御技術を用いた
サラウンド・アップミックス・ソフトウェア NML RevCon-RS は、NML RevCon-RR から多くの改善
を行い、スピーディな操作とステレオ処理による高音質処理を実現しました。
また、今年は海外へのディストリビューションの充実を図るために V-Mon、NML RevCon-RR、
NML RevCon-RS に加えてアーニスサウンドテクノロジーズ社の 3D オーサリングソフトウェア
SoundLocus の海外向けの販売をスタートしました。SoundLocus のユニークなゲームコントロー
ラを用いた 3D パンニング操作は、上記のマルチチャンネル化の波に対応する可能性を秘めている
のでは ? との意見が多く、今後の展開が期待されていました。
今後も弊社では、日本から発する新しい技術や製品を世界に向けてアピールしていけるようにがん
ばっていきたいと思います。

（写真 -6）左から Sound Effect Bible の著者 Ric Vers, Blastwave の Laura Sinnott, Frank Serafine

（写真 -6）TAC/Neyrinck ブース、V-Mon V3( 右 )

MusicMesse と Prosound+Light が、ドイツ / フ
ランクフルトにて3月21日より4日間開催された。
今回は過去最大のスケールで55カ国 2388社の出
展となっていたが、特徴としては、低価格化、高
機能、多様性をアピールした商品が多く展示され
ていた。従来の楽器ショーとしての位置付けに加
え Prosound+Light が大きくなり、業務用設備、
PAライティング関連が充実して来ており、音楽
マーケットに留まらない多様性を見せている。
この中で弊社関連の商品を含め、一部紹介します。
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by Yamamoto

◆DirectOut
EXBOX.ADATを発表　
ADAT/MADI コンバーターでMADI64ch を ADATx ８ポー
トの in/out に変換できる。

◆Waves
Jack Joseph Puig シグネイチャーのプラグイン、PuigChild
のハードウェア・バージョンが、やっとリリースされます。
サイズは 2Uで、アナログ 2ch と AES入出力 (24bit/96kHz
対応）

▼ Musik Messeレポート

◆SM-Pro
オーストラリアで音響機器を扱う SM Pro 社
は、楽器マーケットでもユニークな製品を数
多く手がけているが、今回ブースに、かなり
の新製品を展示しており一部紹介する。
SM-pro 定番のモニタリングコントローラー
は、音声回路の音質を変えないパッシブタイ
プで、2ch から 5.1ch 迄有り、アウトプット
切替、ミュート、ヘッドホンモニターを搭載
した優れものである。
又、多彩なアウトボード類も充実しており、
コンプ、EQ、サミング box、ヘッドアンプ等、
ローコストながら、よく考えられている。

◆ZAOR
ファニチャーメーカーでルーマニア製だが、ユニークなデザ
インで、ProTools や、ヤマハコンソールを並べたコンソー
ルデスクとして各種バリエーションがあった。このクラスは、
輸入コストがネックとなるが、デザイン等は参考になりそう
である。www.zaor.it

このブース中にで展示されて
いた REFTONE という小型ス
タジオモニタースピーカーが
話題になっていたが、オーラ
トーンのリメイクモデルとの
事で、コンパクトながら、ス
モールモニターとしては、音
の解像度も良く優れもので
あった。

◆AVIOM
Pro64 シリーズを、設備用に配管する場合に最適な、シーリング用モジュー
ルと、コネクターBOXを発表

◆ JOECO
JOECOは、1Uで 24ch から 64ch 迄多彩な
マルチレコーダーとして定評を得ているが、
今回、BLACKBOX BBR64-DANTE 
RECORDERを発表した。従来 32ch を
DANTE用 Cat56 ケーブル 1本で録再出来る
機能であったが、価格を据え置き、64ch レコー
ダーの生まれ変わった。
今回、ヤマハブースで、同時期にCLシリーズ
コンソールを発表したが、このコンソールに、
DANTE64 ポートが実装されており、JOECO
と接続するだけで 64ch ライプレコーディング
が、簡単に行えます。 JOECOブースにて、マネージャ両 Joeさん



「nectar」の発売以来、すっかり iZotope 社のファンとなってしまいました。何と言っても、お手
軽に好みの音に変化させるというコンセプトは「ozone5」,「Alloy」,「RX-2」と使う度にハマっ
てしまい、すでにmust Plugin となっています。
さて、その iZotope 社がシンセを発売？と聞けば check しないわけにはいきません。...... そう、
私のMacはすでにヴァーチャルインストゥルメントだらけの状態です。

上図は、三角波の信号を ProTools に Audio として取り込み、それを
iris に import しました。①番は import した波形を見慣れた波形表示す
るためのスライダーです。②番にするとその三角波を周波数毎に表示し
ます。スライダーの位置により、完全にどちらかの表示を選んだりブレ
ンドした状態での表示が可能です。

また、「 TOOLS 」を使用しさらに細かい編集が可能です。

■エムズラーニングセンター

〒 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
因　正博

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

「iris」には、ノーマル仕様の「iris」と、拡張音源が 2種類 (GLASS + WOOD ) がバンドルされた「iris+2」が発売されています。

Sample1 ～ 3それぞれが独立したエンベロープを持ち、
Reverb,Delay.. を始めとするエフェクターへの Send レベルを決め、
外部MIDI コントローラーでリアルタイムで操作可能な未来型シンセサ
イザーと言ってもよいでしょう！

ここまで読んで音が聴きたくなれば、ネットにGo!!

■ iZotope 製品のデモ版ダウンロード
http://www.izotope.com

「iris」はもちろん、「iris」のデモムービー (youtube) へのリン
クもあります。ここでも音を確かめることができます。

是非、デモ版をダウンロードいただきご自身のwav fi le を
「iris」に import しマジックワンドセレクションツールを使って
みてください。きっと面白い効果が得られると思います。

ProTools の企業様向けトレーニング、導入講習、AVID 認定試験、
個人レッスン等行っております。

▲

「iris」は、いままで聞いたことのない、サウンドの世界を発見することが出来る全く新しいタイプのソフトウェア・
シンセサイザーです。
「聴いただけで新しいフレーズができたり」「この音なら、あのシーンに！」、アイデアに詰まりたまたま聞かせた音がクライアント様から
GO! をもらえたりと、「新しい音」は邪魔になることはありません。ハードディスクに余裕がある限りライブラリーは増える方が良いですね。
...... と、言うことで Install 開始！

ノーマル仕様「iris」は、デフォルトで付属の音源が約 4.3GBあります。
これだけでも十分に iris の世界を堪能する事が可能です。とにかく、ヴァーチャルシンセサ
イザーでは聞いたことの無い音ネタがかなり入っています。
これを聴くだけでも色々なイマジネーションが浮かび、スグに使ってみたくなります。
他に、定番のBass,Pad,Keys.... と音楽制作には必須の音源も揃っていますし、音響効果さん、
サウンド・デザイナーさん、ゲーム音楽制作、映画音楽とあらゆる分野で「これこれ、この音！」
と、言われそうな音ネタ満載！！

「iris+2」は GLASS（約 330MB）WOOD(230MB)
の専用ライブラリーが付属します。この写真のイメー
ジのように、GLASSはどちらかというとエッジの
あるサウンド。WOODは丸みのあるサウンドが多い
ですね。

ノーマル仕様「iris」は、デフォルトで付属の音源が約 4.3GBあります。
これだけでも十分に iris の世界を堪能する事が可能です。とにかく、ヴァーチャルシンセサ
イザーでは聞いたことの無い音ネタがかなり入っています。
これを聴くだけでも色々なイマジネーションが浮かび、スグに使ってみたくなります。
他に、定番のBass,Pad,Keys.... と音楽制作には必須の音源も揃っていますし、音響効果さん、
サウンド・デザイナーさん、ゲーム音楽制作、映画音楽とあらゆる分野で「これこれ、この音！」
と、言われそうな音ネタ満載！！

プリセットを聴いたら、新たなサウンドを Import してみましょう。
ここからが、「iris」らしさを実感できると思います。
方法は簡単です。
波形エリアにサウンドをドラッグするだけです。

次に、①番のRoot Note をWクリックし、鍵盤があればC3付近を指定すると、
弾きやすいと思います。
これで、鍵盤やMIDI PADをトリガーとした「ポン出しマシーン」の完成です。
サンプラー系の Plugin でしかできない事を除き、ただ単に再生するだけなら充
分な機能です。

サウンドを import ！

例えば、倍音だけを選択　→　③番

その倍音のみを反転させて選択　→　④番

今回は、紙面でもわかりやすくするために三角波を用いて倍音毎の表
示と選択を行いました。Drum Loop、色々な SE、とWAV data であ
れば、「iris」上で時間軸での周波数帯域の変化などをリアルタイムで
音源として使用可能なのです。
さらに、シンセサイザーでいうところのオシレーターを３つ持ってい
ます。

「iris」では、「Sample page」と呼んでいます。
つまり３つの Sample を重ねてさらに複雑な想像できないような音も
創れてしまうのです。

Photo shop をイメージしていただけるとわかりやす
いかもしれません。
「Magic Wand Selection Tool」にして、周波数帯を
クリックするとその同じ構成の周波数を自動的に選択
してくれる機能です。
Shiftキーを押しながら周波数帯をクリックするだけで
す。また、周波数帯を unselect するには、
Mac → option , Win → Alt キーを押しながらクリッ
クで選択解除となります。

まるで「画」を描くように自由に選択する　→　⑤番

（画面はハメコミ合成です）

「iris」 & 「iris+2」

Tac SystemのWEBには .......

by Masahiro In

サウンド・デザイナー必見！

「 iZotope社より
　　新しいタイプのソフトシンセ登場！」

Magic Wand Selection Tool

アナログシンセをモデリングした音から、野外で収録したノイズ、工場の
機械音、湖や川などの水系、...... と書くと、「なんだ、SEなら死ぬほど持っ
てる！」と言われてしまいそうですが、そのお持ちのライブラリーも「iris」
に取り込んで自由に edit 可能であり、さらにそれを「画」で見る事ができ
るのです。

＜ iris の特徴的な仕様をご紹介！＞

▲

▲

▲

▲

Sample Page！

▲

■オープンプライス（市場予想税込価格¥29,400）

■オープンプライス（市場予想税込価格¥31,500）
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シンセサイザーのエディットを書いてもしょうが無いので、「iris ならで
は」のエディットの 1つとして、「スペクトログラム表示」があります。
ノイズリダクション Plugin の「RX」を使用された方ならスグにイメー
ジしやすいと思います。要は、波形を周波数毎に「画」で見て、その周
波数の特定の部分だけを削除したり、反転させたり、コピペしたり .....。
想像のつかない音を創り出す事はもちろん、狙った周波数の倍音までを
含んだ形でエディットできる考え方のシンセは私の知る限り、世界初で
す。
「画」を見ながら ....... ホントはこのページをクリックすると音まで確認で
きると最高なんですが ........。

スペクトログラム表示！

▲



新世代ネットワークストレージ 国内上陸!!
GB Labs “SPACE” 紹介 & 本社直撃レポート in UK 

by Masuko

『ProTools 10』の登場により
大きく変わったストレージ事情

既にご存知の方が多いと思いますが、ProTools 
10に搭載された『ディスクキャッシュ』機能の登
場で、ストレージデバイスの選択肢が大幅に広がり
ました。弊社は以前から積極的なデータ共有型ス
トレージを再三オススメしてきましたが、その過
程では、メリットとデメリットが表裏一体で存在
していました。
既にAvid社では、ISIS5000を筆頭にワークフロー
の提案をしております。また過去様々なシェアスト
レージサーバをご提案して参りましたが、共通項
として『SAN(ストレージ エリア ネットワーク』
型の商品でした。SANのメリットは、
・安全なデータ共有（アクセス権コントロール）
・高速なデータ転送
・複数同時アクセス
など、多大な恩恵があります。ただ、同様にデメ
リットも有りまして、
・専用のファイルシステムになる
・クライアントドライバーが必須

・データ管理用PCが必要
・導入コストが高くなる傾向がある
などなど、、、運用する上でのスキルも必要にな
る製品が多いです。実際にこれらのデメリットを軽
減した製品が、今最も人気のあるAvid ISIS5000
なのですが、デメリットを完全払拭している訳で
はございません。。。
特に導入後の障害になるケースが最も多いのは、
その後ソフトウェア側のアップデート、及びOSの
アップデート（PC入換え）に対し、常にサーバ側
の対応と、各クライアントの環境を揃えないと、
安全な運用ができません。
サーバを導入する前は、1つのシステムが安全に動
作すれば、これらのアップデートは問題が無かっ
たはずです。また、SANへ接続する為のドライバ
が複雑なインストールを必要とするサーバでは、
その作業時に発生するダウンタイムも考えなけれ
ばなりません。
そこで、シンプルに考えれば考える程、
『NAS(ネットワーク エリア ストレージ)』のほう
が、DAWシステムとしては理想的なのでは？とい
うことです。殆ど全てのDAWシステム、及びノン
リニア編集機は、何らかのOS上で動作するPCな

のです！であれば、そのOSがサポートしている
データ共有方式であるNASであれば、DAWの更新
時にPCを新しくしても、従来どおりの運用が約束
されています。細かく言うと、先程上げたSANシ
ステムのデメリットの大きな部分が、元々存在し
ないのです。勿論ProTools 10システム上であれば
『ディスクキャッシュ』の恩恵が得られるのです。

そういった事を考えていた矢先、イギリスからもの
凄いNASシステムがリリースされていることが解
りました。それが今回ご紹介する GB Labs社から
リリースされている『SPACE』シリーズです！

この商品、NASで有りながら、SANシステム以上
のバンドワイズ（総バンド幅）があるのです。通
常16台のハードディスクドライブを搭載するRAID
アレイ型SANの場合、平均的に400MB/sを超える
か、有っても600MB/sなのに対して、この
SPACE 16driveモデルでは、なななっなんと！！
1750MB/sという、桁違いのパフォーマンスを発
揮します。また、豊富なラインナップにより、用途
に必ずマッチするモデルがあるはずです！

ただのNASとしてだけでは無く、やはりポストプ
ロダクションを強く意識したモデルである事は、ビ
デオファイルストリーム数に現れてますし、使い方
も超簡単！アクセス権管理や、共有場所の作成か
ら、サイズ変更等、SANでも良くある設定は、全
てWebブラウザで設定可能。更に2台のSPACE間
で自動バックアップをする機能や、ニアアーカイブ
サーバである”SPACE ECHO”専用の場所指定可能
なオートデータ移動機能等、ポストプロダクション
向けな機能がとても豊富に実装されています。
これほど簡単で、高速なデータ転送を実現してい
る商品は他には無いでしょう。またSPACE EXを
利用してデータスペースの拡大ができるのですが、
その数なんと合計15ユニット！最大48TBユニッ
トを15台まで増設すれば、総容量は720TBとなり

エンタープライズストレージサーバとしても運用可
能になります。バックアップモデルもLTOモデルを
用意していたり、4KDPXファイルといった超高密
度映像コンテンツを楽に運用可能なSSDモデルも
用意されています。クライアントPC数が幾ら増え
てもソフトウェアライセンス料金は発生しません
し、そもそも通常のファイルプロトコルでデータを
転送するので、遠隔地へインターネット越しに
データを共有することも可能。それでいて、各種編
集機にも対応できる訳ですから、サーバの導入時
のハードルすら無い、素晴らしい製品だと思いま
す。この素晴らしい製品を作り上げた人達は一体
どんな方なのか？、またカタログスペックだけの
メーカーなのか！？とにかく新しいメーカーであ
ることは確実なので、今回国内輸入代理店である

アスク様のご好意もあり、何とイギリスのGB Lab
s社へ行ってまいりました！トレーニングが目的で
は有りましたが、会社の雰囲気や設備等も肌で感
じれる貴重な体験です。思えば、海外メーカーに直
接行ったのは、digidesin、AJAに次いで3社目。

場所はロンドンから車で1時間ちょっと
のタッドリー付近。静かな土地の一角に
突如としてIT系企業が集まる一角にあり
ました。

大体は予想していたのですが、会社規模として
は、タックシステム位？な小規模でしたが、驚い
たのは、テスト環境を大きく設備していたところで
す。この手のいわゆるガレージメーカーにありがち
な、製品テストはアウトソーシング的な感じでは
無く、広々なスペースに各種クライアントPCを備
えたラボが有りました。部屋全体はこの写真では
入りきって
ませんが、
8台のMac 
Proが、そ
れぞれ中央
に有る
SPACEに
10GbEでの
ネットワー
ク接続がされていて、いつでもテストが行える環境
の中、毎日製品についてのレクチャーをして頂きま
した。CEOであるBenさんは、とっても奇策な人

で、大の親日家！更に個人的にも共感できる、無
類の車好きであることが発覚！！そんな方に悪い
人はいませんっ！
本題のトレーニングは製品説明やシステムインテグ
レート方法から、問題発生時の対処法、機器構成
等をメインに、途中アスクさんがハンドリングし
ているイギリス国内のメーカーさんとの製品ト
レーニング等々、とても有為な内容が満載でして、
SPACEは勿論、ファイルアセットマネージメント
ツールであるSquarebox社 CatDVの認定者にも
なってしまいました。
SPACEを利用した事例も各種教えてもらったので
すが、非常にびっくりしたことは、NASというあ
る意味フリーなボジションを利用した、2次的な共
有ストレージとしての導入が多いことです。メイン
アプリケーションを100%担保されたシステムとし
て、メーカー純正のSAN等（XsanやISIS等）をプ
リストレージサーバとして活用でき、そのデータを
2次ストレージであるSPACEヘ移動。そこから、

ニアアーカイブとして利用するも良し、ポスト編集
機など、アフターエディット端末に展開するシステ
ムは、日本国内でも絶対に復旧するスタイルだと
確信できました。このような運用はSANとNASの
良いとこ取り！を実現しいる事と、各クライアン
トからの要求(バンド幅等)を分散させることもでき
る訳です。これが、複数のSANだと、各SANに接
続する為のクライアントソフトウェアが重複し、
特殊なファイルシステムである為、異なるメーカー
のSAN同士は、やった方であればその危険性は十
分解って頂けると思います。また、最近のSANシ
ステムの殆どは、CAT6等のイーサネット接続が可
能なタイプが多いはずです。これらとの棲み分け
も、それぞれ異種のネットワークを構築する訳で
もなく、インフラの同居もできてしまうのです。
このようなHybridなネットワークストレージ環境
を是非ご検討して頂ければと思います。例として
Avid ISIS5000とのネットワークをご紹介致しま
す。

このように様々なシステムに柔軟な対応ができる
SPACE NASシステムの、決定的な導入事例をお伝
えしたいのですが、納入先から固く一般への公言
を禁じられてしまいました。。。が、とても最先
端なアーカイブシステムをGB Labs社は、イギリ
スを代表する超メジャーな放送局へ納入され、現
在も可動しておりました！そうなんです、この施設
へ見学することができました！！とても素晴らし
い経験だったのですが、その施設を隅々見学して

更にGB Labs社の恐ろしいまでのエンジニアリン
グを垣間みました。皆様にもお伝えしたいのです
が、とにかくNGだったので、ダメなものはダメで
す。諦めてくださいませ。(苦笑)
いつもの事ですが、製品にご興味を持って頂けま
したら、是非メーカー認定の”NASTRO NAUT”(宇
宙飛行士成らぬNAS飛行士！？シャレが効いてます)となった 
益子までお問い合わせ下さい。

この図では、2ヶ所の離れた建物を
想定しています。上のシステム側
は、1次的なSANとしてISIS5000を
用意し、それぞれの編集機が共通の
ストレージを利用。また、2次的な
編集機（図以外のPC等）をISISから
SPACE側の共有先へデータの移動
をしておけば、遠隔地に設備されて
いるSPACE ECHOで、インター
ネットを経由したオートデータ転送
を実現。またSPACE ECHOは、
SPACEよりも性能は劣りますが、
ECHOに移動されたデータを直接ク
ライアント側でNASとして利用する
事が可能になります。

複雑な共有ネットワーク
               ストレージの例 

番外編 !? 
こんな柄のTシャツ頂きました～

みなさま、今ロンドンはとってもアツイ事になってますよ！オリン
ピック前の盛り上がりかと思いきや、なんとロンドンに行った週
は、エリザベス女王の即位60周年記念式典もあり、町中がユニオン
ジャックだらけ！そんな市内の雰囲気を写真でお伝えします。更
に！！！何とこの式典が、日本に戻る最終日でして、式典を開催し
ていたウインザー城にて式典に参加して来ました～

テムズ川突撃！！

London 
eyeにも乗
りました。
景色最高～

記念式典、もの凄い人が集まってました。

お約束です！
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ユニークな機能を持つ HD-SDI ミニコンバータ・シリーズ登場！

Desimator Design 社は、オーストラリアを本拠地とする HD-SDI 信号処理の開発を行っている会社で、

オーディオ・メータやテキスト、CUE 表示などをオーバーレイするユニークな付加機能を搭載したミ

ニコンバータ・シリーズを提供している新進メーカーです。しかし、何よりも目を引くのが鮮やか ( 毒々

しい ?) 赤いデザインと、必要以上にリアルな蜘蛛のロゴでしょう。DECIMATOR と言うと大量殺戮者

という意味ですが実は、オーストラリアだけに生息する毒蜘蛛の名前だそうで、左の写真の NAB のブー

スを見てもかなりインパクトの強い印象を受けます。設立者の Greg Wright 氏は、弟の Edward 

Wright 氏と共にこの会社を立ち上げ、性能が高く更に特徴を持った商品開発によって早くも複数の商

品で Broadcast Engineering 誌や TV Technology 誌でアワードを受賞しています。

Desimator 製品ラインナップの特徴は、そのコンパクトさもさることな

がら他社にはない付加機能でしょう。

・Audio Meter/TEXT オーバーレイ表示

（MD-DUCC/DECIMATOR2/MD-QUAD)

・4:1 マルチ画面または、切り替え出力（DECIMATOR 

QUAD/MD-QUAD)

・入力信号 1 フレームの低レイテンシー

・USB 接続によるセットアップ及びファームウェア・アップデート機能

このたび NAB2012 で MD-HX: HDMI/SDI Cross Converter および MD-CROSS: HDMI/SDI Cross Converter with 

Down Up Cross Conversion の 2 機種が発表になりました。これらの 2 つのモデルは共に HDMI 入力からの

HD-SDI へのコンバート出力機能を搭載し、従来 PC との USB 接続をしないと設定がわかりにくかった部分

を LCD 表示器とスイッチでのオペレーションでロケーション現場でも簡単に設定変更が出来る様になって

います。

DECIMATOR の特徴

NABで発表の新製品 2機種

NEW BRAND紹介

Desimator 製品ラインナップの特徴は、そのコンパクトさもさることな

がら他社にはない付加機能でしょう。

・Audio Meter/TEXT オーバーレイ表示

（MD-DUCC/DECIMATOR2/MD-QUAD)

・4:1 マルチ画面または、切り替え出力（DECIMATOR 

QUAD/MD-QUAD)

・入力信号 1 フレームの低レイテンシー

・USB 接続によるセットアップ及びファームウェア・アップデート機能 Audio Meter/Text オーバーレイと 4画面マルチ表示

MD-HX: HDMI/SDI Cross Converter MD-CROSS: HDMI/SDI Cross Converter
with Down Up Cross Conversion 

Multi Definition Down Up Converter
 with De-Embedded AES or Analog AudioMD-DUCC

税別定価 ¥94,000（税込価格 ¥98,700）

(3G/HD/SD)-SDI 1 to 6 Distribution AmplifierMD-RDA

税別定価 ¥54,000（税込価格 ¥56,700）

税別定価 ¥68,000（税込価格 ¥71,400）

・全 26 種類の 3G/HD/SD-SDI 自動検出
・トゥルー・アップ・ダウン・クロスコンバージョンと完全な
　16:9、14:9、4:3 アスペクト変換
・16CH(4CHｘ4 グループ ) のオーディー・メータ・オーバーレイ
・アジャスタブル・グラティクラス・ジェネレーターと
　テキスト・オーバーレイ
・HDMI 出力

・HDMI 出力

・選択可能なアナログビデオ出力 (3xCVBS/ YPbPr/ RGB/ CVBS&Yc)
・2 系統の (3G/ HD/ SD)-SDI 10BIT 出力
・3G/ HD/ SD-SDI アクティブ・ループ・スルー出力
・2 系統のディ・エンベデッド・オーディオ出力 (2xAES または、
　レベル調整可能なアナログ L/R）
・タリー出力用 GPI(RJ-45) ポート
・コントロールおよび、アップデート用 USB ポート

あらゆるビデオ・フォーマット、フレーム・レートから、あらゆるビデオ・フォーマット、フレーム・
レートへ変換可能なローコスト・コンバータ（オーディオメーター・オーバーレイ機能搭載）

あらゆるビデオ・フォーマット、フレーム・レートから、HDMIおよびアナログビデオへコンバート
出力（アナログ・オーディオ・エンベデッダー、オーディオメーター・オーバーレイ機能搭載）

4入力の 3G/ HD/ SD-SDI 信号を 4画面マルチ表示としてHDMI および 3G/ HD/ 
SD-SDI 信号へコンバート出力（オーディオメーター・オーバーレイ機能搭載）

4入力の 3G/ HD/ SD-SDI 信号を 4画面マルチ表示としてアナログビデオ、SD-SDI へコンバート出
力または、4:1 セレクター出力

1入力 6出力　ローコスト・リクロッキング・ディストリビューション・アンプ

・SD-SDI 400m、HD-SDI 200m、3G-SDI 100m のケーブル補償

RECLOCKEREQ3G/HD/SD-SDI INPUT

DA

DA

DA

3G/HD/SD-SDI OUTPUT 5

3G/HD/SD-SDI OUTPUT 6

3G/HD/SD-SDI OUTPUT 3

3G/HD/SD-SDI OUTPUT 4

3G/HD/SD-SDI OUTPUT 1

3G/HD/SD-SDI OUTPUT 2

(3G/HD/SD)-SDI to HDMI
 with De-Embedded Analogue Audio

・全 26 種類の 3G/HD/SD-SDI 自動検出
・完全な 16:9、14:9、4:3 アスペクト変換
・16CH(4CHｘ4 グループ ) のオーディー・メータ・オーバーレイ
・アジャスタブル・グラティクラス・ジェネレーター
　とテキスト・オーバーレイ

・コンポジット・ビデオ出力
・3G/ HD/ SD-SDI アクティブ・ループ・スルー出力
・2 系統のディ・エンベデッド・アナログ・オーディオ出力
　(-10dBu=-20dBFs アナログ L/R）
・コントロールおよび、アップデート用 USB ポート

DECIMATOR 2

税別定価 ¥94,000（税込価格 ¥98,700）

(3G/HD/SD)-SDI Quad Split
 with CVBS and SD-SDI Output

・4 入力それぞれ全 26 種類の 3G/HD/SD-SDI 自動検出
・4 入力個別にあらゆるフレームレートのビデオフォーマットを
　入力しマルチ画面出力可能

・コンポジットビデオおよび SD-SDI へコンバート信号をパラ出力
・完全なアスペクト変換
・ロータリーエンコーダーと LED による簡単なセットアップ
　オペレーション

DECIMATOR-QUAD
税別定価 ¥178,000（税込価格 ¥186,900）

(3G/HD/SD)-SDI QUAD Split
 with HDMI and (3G/HD/SD)-SDI Output

・4 入力それぞれ全 26 種類の 3G/HD/SD-SDI 自動検出
・4 入力個別にあらゆるフレームレートのビデオフォーマット
　を入力しマルチ画面出力可能
・完全なアスペクト変換
・8CH(4CHｘ2 グループ ) のオーディー・メータ・オーバーレイ
・アジャスタブル・グラティクラス・ジェネレーターと
　テキスト・オーバーレイ
・HDMI および 3G/ HD/ SD-SDI へコンバート信号をパラ出力
・コントロール入力、タリー出力用 GPI(RJ-45) ポート
・コントロールおよび、アップデート用 USB ポート

MD-QUAD

3G:SMPTE 424M@2.97 and 2.967Gb/s対応ビデオフォーマット
（全機種）   • 1080p@60/59.94/50Hz

HD:SMPTE 292M/274M/296M@1.485 and 1.435Gb/s
  • 1080i@60/59.94/50Hz
  • 1080p/psf@30/29.97/25/24/23.98Hz
  • 720p@60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98Hz 
SD:SMPTE 259M@270Mb/s
  • 625i50
  • 525i59.94
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オープニングページに続いて、Thunderbolt のテストレポートをお届けします。先ほども少し触れま
したが、弊社にMAGMAから PRE-PRODUCTION版の ExpressBox 3T が届き、社内でテストを行
ないました。その結果となります。
一応、お断りをさせていただくと、製品版ではなく PRE-PRODUCTIONユニットであること、使用
を保証する詳細なテスト項目に沿ったチェックを行なったわけではないことをご了解ください。現時
点（6月半ば）での目安というレベルでご覧いただきたいと思います。

by Ono

■ <テスト 2 > Red RED ROCKETカード   

Thunderbolt 接続 PCIe 拡張シャーシはスタジオ据え置きだけでなく、可般型のシス
テムも可能となり、従来以上に各種 PCIe カードを利用するチャンスが増えてきます。
Avid Pro Tools HDのようなプロオーディオ機器、RED ROCKET のようなデジタル
シネマ系、AJAや Blackmagic Design のようなHDビデオ系、といろいろなソリュー
ションに活用できます。
今回ご紹介した計 4製品、皆様のご希望に沿えますでしょうか。

ですが、有益な情報として、2社はそれぞれのホームページ上で各種カードとの
コンパチリストの掲載を始めています。

●Sonnet http://www.sonnettech.com/support/charts/thunderbolt/index.html
●MAGMA http://www.magma.com/thunderbolt.asp

これらも是非参考にしていただきたいと思います。

MAGMA社 PRE-PRODUCTION版 
ExpressBox 3T

●ホストマシン：Apple Mac mini 2.3GHz Core i5 / 8GBメモリ
●OS：10.7.3
● ExpressBox 3T
　スロット 3：Avid Pro Tools HDX
　スロット 2：Sonnet FireWire カード FW800-E + Tac T3S-1000 ドライブ
　スロット 1：Blackmagic Design DeckLink Studio2（ドライバ v9.5.1）

Pro Tools v10.1.1 を起動し、48K/24bit/48tr の設定でレコーディングを 10分程度、問題なく行な
えた。同じく再生も問題なし。この際にセッションの保存先として
FireWire800 接続の T3S-1000 ドライブを指定。
この環境で Final Cut Pro 7 を起動してDeckLink 経由で ProRes コーデックで 1時間以上のキャプ
チャを行い、問題なし。同様に再生もOK。

●ホストマシン：Apple Mac mini 2.3GHz Core i5 / 8GBメモリ
●OS：10.7.3
● ExpressBox 3T
　スロット 3：Avid Pro Tools HDX
　スロット 2：Sonnet FireWire カード FW800-E + Tac T3S-1000 ドライブ
　スロット 1：AJA Io Express（ドライバ v10.3.1 NDD）

弊社にあるAJA Io Express も装着し、最新ドライバをインストール。こちらもキャプチャと再生で問
題は発生せず。

●ホストマシン：Apple Mac mini 2.3GHz Core i5 / 8GBメモリ
●OS：10.7.3
● ExpressBox 3T
　スロット 3：なし
　スロット 2：Red RED ROCKET（v1.4.27）
　スロット 1：なし

弊社としてはAvid Pro Tools HDが動作するかどうかは大変重要なポイントになるのですが (笑 )、
プロオーディオ以外の分野での Thunderbolt 接続環境も調べたいと思い、西華デジタルイメージ (株 )
の蛸島様にRED ROCKET との組合せチェックをお願いしました。

カードを実装してドライバをインストール、続けて再生アプリケーションのREDCINE-X PRO (v14)
をインストール。ファイルは EPIC の 5K素材を FireWire800 ドライブから読み込み再生を行い、
問題なし。

■ <テスト 1 > Avid Pro Tools HDカード + ビデオキャプチャカード + FireWire800カード 

ProTools 10
+MAGMA ExpressBox 3T

■ご協力／問合せ先
Red RED ROCKET
西華デジタルイメージ株式会社　TEL : 03-3405-1280　担当：蛸島様
ホームページ：http://www.seika-di.com/index.html

Thunderbolt テストレポート！
MAGMA ExpressBox 3Tを実際に使ってみた !

ということで、今回のテストはギリギリまで待ったのですが、残念ながらSonnet 製品は間に合わず、MAGMAだけのテストとなってしまいました。

Sonnet 背面 MAGMA背面

MAGMA ExpressBox 3T に HDXを実装

西華デジタルイメージにて

▼▼▼



■Boom社 Cinematic Trailers Bundle
税込価格 : ￥35,700
１、DVD 2 枚＋ CD-ROM 1 枚
２、収録音数：2155
３、BWAV File
４、日本語索引マニュアル無し
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〈 〈 〈　　新　製　品　　〉 〉 〉

>Mojave Audio 社

MA-201fet をベースにデザインされたマイクロフォン。
3つの指向性、15dBのパッド、ロールオフスイッチが
付属。
3ミクロンのゴールドカプセル、Jensen 製オーディオ
トランス、ミリタリーグレードの FET、カスタムデザ
インのローノイズレジスターを採用しています。 
MA-301fet は、クラシカルなコンデンサーマイクを思
い出させるパフォーマンスが魅力です。 

◎指向性：カーディオイド /無指向性 /双指向性 

◎ Jensen 製トランス /ミリタリーグレード FET 

◎インパクトサーバ vs コンパクトサーバ
インパクトサーバは、コンパクトサーバに比べ、処理能力（プラグイン数）が
約 6倍で、システムレイテンシーも 0.8msec 程少なくなります。
ディレイやリバーブ等、ヘビーなプラグインを使用する場合はインパクトサー
バ、もしくは、SoundGrid サーバ One のご使用を強くお勧めします。

＊プラグイン数は、プラグインの種類によって異なります。
　あくまでも目安としてお考えください。

インパクトサーバ単体でも販売いたします。
■SoundGrid インパクトサーバ：税込価格￥92,400

■MA-300　
マルチパターン・バキュームチューブ・コンデンサー・
マイクロフォン
税込価格￥147,000

厳選された 3ミクロンのカプセルを使用し、ハイクオ
リティな Jensen 製トランスとミリタリーグレードの
JAN5840 バキュームチューブを搭載。
ウォームでフルボディ感たっぷりの音色は、現代的な
コンデンサーマイクでしばしば遭遇する、耳につくか
ん高い音や高周波歪みを感じさせる事はありません。
MA-300 は、ローカットフィルター装備、指向性を切
替え可能です。
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■MA-301fet
マルチパターン・ラージダイアフラム・ソリッドステー
ト・コンデンサー・マイクロフォン
税込価格￥105,000

◎ Jensen 製 ト ラ ン ス / ミ リ タ リ ー グ レ ー ド 
JAN5840 真空管 

◎指向性：連続可変型・指向性切替え（リモートコン
トロール /専用電源に装備

飛行機、空港、アラーム、ボート、車、パトカー、都市環
境音、国環境音、群衆、犬、足音、馬、病院＆医療用具、
家庭音、工業音、公共の運送、交通音、列車、レストラン、
部屋、スポーツ、電話、トラック、水、天気、風、その他

■SoundIdeas 社 The Series 6000 extension 8　
税込価格 : ￥57,750
１、DVD 2 ～ 3枚組
２、WAV File
　　16bit/44.1kHz、16bit/48kHz、24bit/48kHz
３、収録音数：1,536
４、日本語索引マニュアル無し

映画の予告編制作のための効果音集！
映画の予告編制作に活躍する、爆音系、ヒュッ／シュッ等のインパクト系の効
果音集です。タイトルロゴが回転しながら表示されるシーンや、出演者名が表
示されるシーン等、効果音でさらにインパクトをプラスしたい時に便利です！

■Boom社 Creatures Bundle
税込価格 : ￥37,800
１、DVD 2 枚＋ CD-ROM 1 枚
２、収録音数：7900
３、BWAV File
４、日本語索引マニュアル無し

ぞっとするような創造生き物効果音集！
恐竜やゾンビのような、存在しない生き物の、
ぞっとするような、吠える、唸る、足音、鼻音、
小さく不快な昆虫のハネ音や鳴き声等、あら
ゆるタイプの恐ろしい音源を集めた効果音集
です。

■Boom社 Guns Bundle
税込価格 : ￥35,700
１、DVD 3 枚
２、収録音数：1400
３、BWAV File
４、日本語索引マニュアル無し

■Boom社 Medieval Weapons Bundle
税込価格 : ￥35,700
１、DVD 2 枚＋ CD-ROM 1 枚
２、収録音数：5000
３、BWAV File
４、日本語索引マニュアル無し

中世の武器関連効果音集！
中世の武器（剣、斧、槍、甲冑、攻城兵器、弓、矢、鎧、鎖、その他）の音源
を収録した効果音集です。本格的な武器を見つける為に世界遺産の 40以上の
城や要塞に行き収録されました！

銃関連効果音集！
世界初！ 12チャンネルマルチレコーディングにて収録された効果音集です。
音源ファイルには収録時に使用したマイクの種類 /位置情報が含まれています。
例えば、銃のAK47を、Shure SM57で 2mの距離で収録、
Sennheiser MKH416で 30mの距離で収録等。
Guns は、Guns Construction Kit の 12個のマルチ音源を独自に加工し、即使
用可能なデザインされた音源になっています。

※Cinematic Trailers  Bundle は、
Cinematic Trailers Construction Kit（A）と
Cinematic Trailers（B）のバンドル版です。

ADDER社から IP ベースのKVMネットワーク・システムAdderLink Infi nity シリーズに新しい
ラインナップとしてWQXGA(2560x1600) などの 1920x1200 以上の高解像度ディスプレイに
用いられるDualLink DVI またはDual Head DVI に対応するAdderLink Infi nity Dual が発売さ
れました。AdderLink Infi nity Dual は、従来の ALIF-1000 と同サイズのユニットにDualLink 
DVI の伝送を可能にする通信帯域を確保するためOptical Fiber 接続用の SFP端子および 2本の
Giga-Bit Ethernet 端子を搭載しています。Giga-Bit Ethernet 端子での接続は従来の Infi nity シ
リーズと互換性を持つため、双方を混在したシステムアップを可能としています。

■SoundGrid
Waves SoundGrid インパクトコンボ
税込価格￥147,000

>Waves社

EXBOX.ADATは、MADI (Coaxial およびOptical Multi mode の 2系統搭載 )と ADAT8系統
（64CH入出力）にコンバートするコンパクトなユニットです。
2系統のDC入力を持ち、2重化電源でのご使用が可能です。（標準付属は 1電源のみ）

サイズは、140(W)x42(H)x140(D)mmと同社のMA2CHBOXシリーズと同じサイズで、オプショ
ンのラックマウント用パネルを用いることで EIA1Uに 3ユニットまでのユニットを実装できる。
同社では、このサイズのユニットを今後もシリーズしていく予定。

>Directout Technologies 社
■EXBOX.ADAT
MADI/ADAT Converter Unit
税込価格￥159,600

ヤマハデジタルミキサー対応の
MYカード (WSG-Y16）を使用し、Waves プラグイ
ンを外部エフェクターとして操作できる SoundGrid
システムから、新発売のインパクトサーバを含むセッ
ト一式が発売されました。

〈 〈 〈　　新　製　品　　〉 〉 〉

>ADDER社
AdderLink Infi nity Dual
ALIF-2000P/T/R　DualLink or Dual Head DVI KVM Matrix Unit

■ ALIF-2000Pトランスミッタ +レシーバのペア 1組
税込価格¥399,000
■ALIF-2000Tトランスミッタ単体
税込価格¥199,500
■ALIF-2000Rレシーバ単体
税込価格¥199,500

■ALIF-AIM-8 (x8 End point Licenses)
税込価格 ¥294,000
■ALIF-AIM-16 (x16 End point Licenses)
税込価格 ¥504,000

また、AIM AdderLink Infi nity management unit（税別定価 ¥640,000）に小中規模なシステ
ム向けにエンドポイント (接続機器数に応じた )限定ライセンスバージョンが発売となりました。
ALIF AIM-8 は、8 エンド・ポイントまで、つまり合計 8 台までの TX/RX（例えば、5 台の
TX+3台の RX）のシステムまで構築でき、ALIF AIM-16 は、16エンド・ポイントまでのシステ
ムまで対応します。(従来のALIF AIMは、エンド・ポイント無制限 )これによってシステムの規
模によってトータルの価格を抑えることが出来るようになりました。

■著作権フリー効果音集！

最強SoundIdeas 社 Series6000 ファミリー に
Vol.8 登場！

■Boom社 Wildcats-Lions and Tigers
税込価格 : ￥25,200
１、DVD 1 枚
２、収録音数：3.4GB
３、BWAV File
４、日本語索引マニュアル無し
野生動物系 ライオン and タイガー関連効果音集
ライオン、タイガー、クーガー /ピューマ等の、吠える、
食べる、唸る、鼻をクンクんさせる、うめき、轟き、求愛、
その他を収録した効果音集です。

Creatures は、Creatures Construction Kit（A）の音源を独自に加工し、即
使用可能なデザインされた音源（B）になっています。

セット内容：
●WSG-Y16 カード
● SoundGrid インパクトサーバ
●ネットワークスイッチ
● iLok
● CAT6ケーブル

ホストコンピュータ（と当たり前ですが、ヤマハデジタ
ルミキサー）さえあれば、すぐに SoundGrid システム
を使用開始できます。

● 5つのプラグイン
１、Renaissance Reverb（リバーブ）
２、Renaissance EQ（イコライザー） 
３、Renaissance Axx（コンプレッサー）
４、Renaissance Bass（ベース補整） 
５、H-Delay（ディレイ）  

（A）              （B）

● Pistols
Beretta M9
Colt 1911
FNH FNP40
FNH FNP45
KelTec P318
S&W Model 66
(Magnum Revolver)

● Rifl es
AK47
Colt M4
Dragunov PSL
GSG5
Mosin Nagant
Ruger 10/22
SKS M59

● Shotguns
Ithica M37
Maverick 88
Maverick 88 Field Model
Winchester 1300

＜銃の種類＞

Medieval Weapons は、Medieval Weapons Construction Kit の音源を独自
に加工し、即使用可能なデザインされた音源になっています。

（A）              （B）



- 12 - - 13 -

■TDM プラグインシリーズ
１、Anthology II Bundle
２、Reverb 2016 Bundle
３、Space Station SST-282

■Native プラグインシリーズ　（VST、AUおよびAAXに対応）以下の３種類がEventide 社の最初のAAX対応プラグインです。

>Eventide 社　全プラグインソフト取扱開始！

２、2016 Stereo Room

最近は Lexicon 社も復帰して、随分と定番の「デジリバ」と呼んでいたリバーブプラグインを手に入れられる様になって来ましたが、一時は IRレスポンスを始めとした、
ナチュアル志向が強かったと思います。
ナチュラル自体は悪く無いのですが、時として、純粋な残響を浸けたい時、キャラが邪魔をして歯がゆい思いをされた方も多いのでは無いでしょうか？鉄板エコー然り、
デジリバを自然と呼ぶのは変ですが、個人的には、こうした定番の響きが得られるのは大変うれしい限りです。本製品も、密度の濃いサウンドを提供してくれます。プリ
セットにGeorge Massenburg 他の著名人のモノがある所からも、愛され具合が分かります。

余談ですが、Princeton Digital 社のホームページに「Reverb People」と題された４人のプログラムエンジニア
が載っています。全員ひげ面なのは、時代なのでしょうか、とにかくデジリバ時代の一世を風靡したメンツが和
気あいあいと写っているのは大変微笑ましいですね。
Christopher Moore (Ursa Major), Tony Agnello (Eventide), Wolfgang Schwarz (Quantec), David 
Greisinger (Lexicon)
彼らの功績に感謝です！！

1980 年代半ばに登場した Eventide 社のハードウェア、SP1200 のアルゴリズ
ムをベースとしたリバーブプラグインです。一時期、digidesign の頃のMassive 
Pack プラグインに含まれていたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
Princeton Digital 社が TDMプラグインとして販売していました。
Princeton Digital 社はクローズする様で、本家に譲渡された形で、今後は Eventide
社により取り扱われる様です。
SP1200 は元々 Stereo Room、Room Reverb、High Density Plate の３種類の
パターンがありますが、今回AAX版は、その内のStereo Roomです。パラメーター
は至ってベーシックな物ですので、すぐに使いこなして頂けると思います。Input を
ミュートしてリバーブ飛ばしが簡単にできる「Kill」スイッチがアクセントとなって
ます。

折角ラインアップが増えたのですが、
今後の Pro Tools としてはAAX対応
を待ち望む限りです。
定 番 の Anthology II に、Princeton 
Digital 社からの 2種が加わりました。
Reverb 2016 は今回リリースされた
AAX 版のオリジナルにあたる TDM
版です。

■株式会社富士テレネット 様
by Yoshida

Anthology II バンドルにも含まれている Eventide 社のオリジナルハードウェア
のプラグイン復刻版です。名前が示す通り、非常にユニークな製品で、ノイズゲー
トからコンプを経てフルリミッティングが出き、更には「ダイナミックリバーサル」
と呼ばれる、逆エクスパンド状態＝小さな音を大きく／大きな音を小さくすると
いう、まさにオールマイティなレベルエフェクトが可能です。（図１参照）

1、Omnipressor

1970 年代に、こんな
にユニークな製品が
あったとは驚きですね。
セッティングに慣れが
必要かと思いますが、
幅広いプリセットが有
りますので、これらを
ベースに目的の効果を
探して見てください。

全くの新製品という意味では、本製品が、それにあたります。
同社のいわゆるギタリストの足踏みエフェクターのStomp Box シリーズの「Space」の 12あるプリセットの内、
™マーク付きの「Blackhole」がプラグイン化されてます。ハードウェア実機を触った事が無いのでバリエーショ
ンの振り幅が分かりませんが、ツマミのネーミングを始め、十分にこれだけで味のあるサウンドになってます。

特に特徴的なのが、「GRAVITY」ツマミと「Ribbon Controller」です。
「GRAVITY」ツマミはディケイタイムなのですが、0時位置が「0」で反時計回りに回すとマイナス値となり、リ
バースリバーブとなりますが、その立ち上がりの何ともねちっこい感が独特です。

画面下、１／３程を占めている「Ribbon Controller」部分ですが、レーザービーム状のうねるラインにタバコの
煙の輪みたいな残像が行ったり来たりしてますが、この辺りが「Blackhole」のネーミングへのこだわりなのでしょ
うか。実際には音に影響はしません。
マニュアルを読まないと、どう機能するのか、結構分からないと思いますが、コントローラーの左右にある「IN」「OUT」という
ボタンに希望のツマミの値をそれぞれメモリします。ボタンを押せば瞬時に値が切り替わり、レーザービームをつかんで左右に
動かすと値がグライドする事になります。

その他、一番下には「2016」と同じくインプットミュートの「KILL」スイッチ、お気に入りのツマミの値をメモリして直ぐに呼
び出す「HOT SWITCH」、リバーブ音をサンプルして鳴りっぱなしにする「FREEZE」等、一般的なリバーブには珍しいスイッ
チがあります。

３、Blackhole

▲
▲

▲

▲
▲

SST-282 には “Audition Delay Taps” と呼ばれる８つのメインディレイと Echo/Reverb モードと言う、より細かなランダ
ムディレイによる遅延音を好きな様にミックスバランスを変える事ができる構成になっています。

かつての創世記カラオケマシンはリバーブでは無く「エコー」と表記されたタップディレイで残響感を出していたと思いますが、
そんな音しか聞いた事が無い人がSST-282を聞いたなら、さぞや驚いた事でしょう。中々、クセの強いツマミ達ではありますが、
このマシンでしか得られない独特の残響感だと思います。ぜひ一度お試しください。　　

ここではSST-282をご紹介いたします。
オリジナルのハードウェアは1981年にUrsa Major社から発売されました。
実にユニークな内容の製品で、単にマルチタップのディレイでは無い、デジ
リバの走りとも言えそうな構成です。単純に言えば、リバーフのベースとな
るのは原音が壁等に反射して聞き手の耳に遅れを生じて聞こえるモノの集合
体となりますが、反射状況をより複雑に出来れば、より自然な残響として認
識されます。

Pro Tools 絡みのプラグインで、長らくAnthology II バンドル 一本で勝負して来た Eventide 社ですが、
この度、AAX規格が登場した事と併せ、新たなラインアップが増えました。

弊社ではこの新シリーズを含めた、Eventide 社の全プラグインソフトの販売を開始致しました。
今回のタックインフォメーションでは、新ラインアップ製品のご紹介をしたいと思います。

★オーソライズには iLok 2 が必要です。

HACスタジオ様は、この度 3室全てのMA室の ProTools システムを更新致しました。最
新の ProTools HD 10、及び各システムにVideo Satellite システムを導入したことで、ワー
クVTR環境が完全HD化致しました。更にメインMA室であるMA-1"SIGNATURE" ルーム
に ProTools システムの追加、併設されているMA-3 の全てのDAW,VideoSatellite システム
は、KVMマトリクスシステムである "AdderLink Infi nity" を利用し、どの席からでもそれぞ
れのシステムを制御することが可能となりました。これらの各 ProTools,Video Satellite は、
Avid ISIS5000 と接続し、なんと全ての作業を ISIS5000 上で完全運用！ローカルストレージ
を一切利用しない運用を開始しております。また編集室側の FCPクライアント等とのデータ
共有の為、一旦Mac mini Server を HUBにして、ISIS5000 上のワークスペースを共有可能
となっており、いち早くパーフェクトなネットワーク作業を具現化した近未来型ワークフロー
を実現されてます。

昨年 10月 1日にフルハイビジョンでの 3チャンネル
放送をスタートした(株)ＷＯＷＯＷ様は、この度フラッ
グシップMA室である” サラウンドスタジオ” にて、2
式の ProTools HDシステムのアップデート、それぞれ
にVideo Satelliteシステムの導入をさせて頂きました。
HDノンリニア・ワークVTR環境となったことで、ハ
イクオリティーな作業環境を整えただけでは無く、編
集室側のMedia Composer システムとのシームレス
なファイル共有を行う為、Avid ISIS5000 も同時に導
入し、プロジェクト単位の完全コピーレス環境を実現
しております。来るべくテープレス環境にいち早く対
応できるインフラが整備されました。

導 入 事 例

富士テレネット様は、1971 年「テレビ静岡」の関連会社として誕生され、 テレビ番組を中心とした各
種映像著作物の制作、広告・マーケティング業務、イベント制作を主な業務分野とし、総合プロダクショ
ンとしての活動をされていますが、この度、自社内にMA制作ルームを新設されました。
コンパクトなシステムですが、コントロールルーム横にアナブースを設置、ナレ録りには、TC表示器や、
CUEランプも完備しています。MA編集は、ProTools10 を Artist MIX（コントローラー）計 20フェー
ダーで作業をされていますが、ノイズ除去ソフトや、ラウドネスメーターソフトも完備しており、今後
の活躍が期待されます。

■株式会社ヒューマックスシネマ　HACスタジオ 様

■株式会社WOWOW様

（図１）

ハードウェアのSP1200

フリーで PAエンジニアをされている方から、
「軽くて持ち運びの出来るマイクスタンドケー
スを作ってくれないか」と問い合わせがありま
した、そこで、プラダン /ダンプラと言われる
ポリプロピレン (PP) でできた段ボールシート
とよく似た形の資材でマイクスタンドケースを
作ってみました。
６本入りでハイエースの荷室のタイヤボックス
内側にピッタリ収まるサイズで完成しました。
豪華客船の乗り込みツアーで使用していただい
ております。

■「マイクスタンドケース」を作ってみました！ by Yagi

特 注 品 導 入 事 例

Tac 総合カタログには掲載されていませんが、オープンプライスで市場予想価格@¥３０，０００－程度での
販売が可能です。納期はご注文後２～３週間ほどです。



大幅なコスト削減を期待させるNe tM i x 
Web4の誕生と挫折

CND Ne tM i x Sys t em5は、NetM i x P ro 
5（NetMix Proからのメジャーアップグレード
版）、NetMix Server 5（日本語に完全対応したMy 
SQLプログラム）と、新たに「 NetMix WEB 5」、
「 NetMix Plus」のWebブラウザを使用した検索プ
ログラムに、キューシート作成ソフト「Metacue 」
を追加した総合システムの総称です。

従来の、NetMix Pro + NetMixServer 価格設定は
従量制（Network上実使用本数でカウント）です。
小、中ロットの場合、スタンドアローン版NetMix  
Proを購入するより見積もりを安く抑える事ができま
す。ところが、Enterprise級のシステム構築の場合
は、NetMixProの単価がいくら安く設定されようと
も同時稼働本数が増える為、初期投資は、それなり
の負担が必要となります。 （例えば、50台のマシン
にインストールし、同時使用本数20本で設定した場
合、NetMix Pro 128,000 ×20 =2560,000　※＋
NetMix Server とサーバマシン、ネットワークデー
タベース（SAN/NASなどのシェアストレージ環境が
必要）

CNDマーカス氏（CND社代表取締役）は、海外大手
Enterprise級放送局にNetMix Proを導入した際、ク

ライアントの初期投資を抑える解決策として昨年、
「NetMix Web 4」を発表し、更に用途別にNetMix 
ホストプログラムを選択できるように開発を進めま
した。

CND NetMix System5の発表

NetMix Webは顧客クライアントマシンのブラウ
ザ・プラグインとしてNetmix Serverを管理、視聴
をする画期的なソフトウェアです。Broadcastユー
ザをターゲットとしたこのプログラムは、普段視
聴・検索以外必要としないユーザ向けの製品です。
NetMix Proに加え、同時稼働用のプログラムを
NetMix Webに切り替えることで、クライアントに
掛かる経費負担を大幅に抑える事が可能です。ま
た、本来ターゲットとしているPOST Production用
に NetMixProの機能制限版であり、日常的な作業に
特化したソフトウェア（NetMix ProとNetmix Web
の中間的なソフトウェア）として「NetMix Plus」
を発表しました。 NetMix Plusは、言うならば、現
在学校教材用として無償で配布されている「NetMix 
Lite」にNetMix Server接続機能や、ホストアプリ
ケーションとの連動機能等が追加されたアプリケー
ションです。
主要チームリーダにNetMixPro、標準的な作業用途
ではNetMix Lite、そして、簡易にブラウザを用いて
NetMix ServerSoundSystem確認する「NetMix 
Web」といった三種類のホストプログラムを用い、

用途別に限定したNetworkSoundSystemが完成し
ます。（※価格は要応談NetworkSound Broadcast　
& POST Flow　図参照）

例）　１，NetMix Webを利用しiPhoneやipod上か
ら効果音を視聴。２，Video、オーディオ編集室に
指示、NetMix Plusで視聴、ProTools等で利用。
３,NetMix Proから、NetMixServer上のデータベー
ス権限を更新する。といった一連の作業をプロジェ
クト・マネージメント一貫作業として管理運営。

CND NetMix System5新機能

旧来のNetMix Pro 4 +NetMix Serverと比べ、新し
くなったポイントをご説明します。

‣ 新しくなったユーザインターフェイス

NetMix Pro5の美し
いユーザインター
フェイスは、有名な
GUIデザイナーによっ
てデザインされまし
た。
Mac OSとWindows 
PC上で一貫したユーザ・エクスペリエンスを提供し
ます。

‣ 改良された検索機能 

同じ音楽トラックやサ
ウンドFXに聞いてう
んざりしていません
か？検索結果をシャッ
フルする新しいランダ
ム関数を使用してくだ
さい！キーワードの関
連度順に検索結果を並べ替える機能が付きました。

‣ Avid Media Composer - Send Metadata 
to Bin

AvidMediaComposerか
ら、B i n （ N e t M i x 
System5に搭載してい
るMEMO紙の様な機
能）機能へ、 直接ユ
ニークな任意のメタ
データフィールド（タ
イトル、出版者、作曲
家、説明等）を送信することが可能です。NetMix 
Proでは、それらの読み込まれたメタフィールドも検

NETWORKSOUND

先だって開催された NAB 2012で、CND社は「CND NetMix System 5」を発表しました。CND社Markus氏より最新の
NetworkSound動向の報告を交え、「CND NetMix System5」の全容をお伝えいたします。

by fukuhara

第５回 TAC ネットワーク・サウンド・システム研究ファイル

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

音源管理に興味あるけど、一歩踏み出せない

NetMix Lite なら、今すぐ無料でお試し頂けます。
NetMix Serverは従量制アカウントで稼働します。例えば
１０式のシステムがあり、そのうち同時に稼働するのは２
式だとします。
この場合、通常見積もりではNetMix Server×１、NetMix 
Pro ×２で条件を満たしたことになり、従来よりNetMix 
Pro８本分（約１００万円）お買い得になります。
更に、用途に合わせ、NetMix Plus、NetMix Webを併用
する事で、大幅に見積もりを抑える事が可能です。

ProTools ユーサーに朗報です。
NetMix Pro Stand-alone版は、ライセンス
管理方法が「iLok」管理に変わりました。
(Ver,4.6以降）
「iLok」を利用すれば、他のProToolsライ
センスキーは勿論、その他プラグイン・ソフ
トウェアと同じくライセンスを一元管理する
事が可能です。

NetMix Server / NetMix Pro Q&A
見積もりを安くする方法はないですか。

NetMixは従量アカウントです。

ライセンス・キーを一元管理したい。

iLokキーに対応しました。

索機能や、新しいメタデータ列としてソートすること
が可能です。
‣ Cue シート自動作成 = Metacue

新しい改良された
「Me t a c u e」モ
ジュールは迅速で、
容易で、正確な音楽
報告を考慮に入れま
す。
キューシートは、自
動的にあるいは手動
で作成され、PDFか
テキストファイルに輸出されます。CNDは、第三者
ツールを備えた、カスタム報告書、カスタム・レイアウ
トおよび統合を提供します。

※ MetacueはNetMix Serverを利用したモジュールプ
ログラムです。単独では機能しません。

‣ マルチチャンネル・波形表示

NetMix Pro 5の新
しいクリップ・エ
ディター（波形表
示）は、マルチ・
チャンネルのオー
ディオ・ファイル中
全てのチャンネル情
報（ ステレオ、5.1
または7.1）を表示可
能です。ユニークな新しい波形表示機能は、選択され
たチャンネルだけにオーディションを受けさせ、
ProToolsへ送ることを可能にします。

‣ ReWire Channel Routing

NetMix PRO 5 は新
しいReWire engine 
に 対応しました。
（64bit対応という
意味ではない様子で
す。）ReWire新機能
により、旧来ステレ
オ2 c hのみのプリ
セットが7.1chまで8ボイスマルチチャンネルに対応。
mono、1 and 2ch,に割り当ててボリューム調節や
ミックスダウンを行う事が可能となりました。

今後の日本市場対応状況について

製品価格、アップグレード価格は未定です。
市場導入時期は今秋を予定しています。
‣ NetMix Pro 5 / NetMix Lite / NetMix Web対
応OS　

（Macintosh / Windows ハイブリット対応）
・MacOS 10.7対応済み(MountainLion対応予定)
・WindowsXP,vista,Windows7
※NetMix WebはWebブラウザ必須。iPhone,ipad(第
四世代以降）対応
‣ NetMix Server対応OS 
（Macintosh OS X Server/ Windows Server 
2008,2012 /LinuxServer対応）
※NetMix Serverは、My SQLを利用したサービスプ
ログラムです。
NetMix Pro4からNetMix Pro5へは有償にてアップグ
レードを受け付ける予定です。
この他、詳しい状況が分かり次第、弊社HP、メルマガ
等で公表させて頂きます。

テキストファイルに輸出されます。CNDは、第三者

※ MetacueはNetMix Serverを利用したモジュールプ

能です。ユニークな新しい波形表示機能は、選択され

mono、1 and 2ch,に割り当ててボリューム調節や

※NetMix WebはWebブラウザ必須。iPhone,ipad(第

（Macintosh OS X Server/ Windows Server 

※NetMix Serverは、My SQLを利用したサービスプ

NetMix Pro4からNetMix Pro5へは有償にてアップグ

この他、詳しい状況が分かり次第、弊社HP、メルマガ

（価格未定/4 to 5 アップグレード価格未定）

プロフェッショナル・オーディオエディター向け製品
用途：オーディオ編集室、上級サウンドデザイナー、NetMix Web管理者、Database管理者
application integration with Pro Tools, Media Composer, Final Cut Pro and more

オーディオエディター向け製品
用途：オーディオ、Video編集室（Final Cut Pro, Avid Media Composer e.g.）
application integration with Pro Tools, Media Composer, Final Cut Pro and more

既存ブラウザに基づいたインターフェース
用途：アシスタント・エディター、プロデューサ、ディレクター、Office
通常ブラウザ他、iPhoneやiPadで動作可能。

NetMixPro5

NetMixPlus

NetMixWeb

CND NETMIX SYSTEM 5
主要コントロール・ホスト・アプリケーション

- 14 - - 15 -



～Mick Sawaguchi のサラウンドな日々～
コラム　No.14

「 UNAMAS-J１９２-２４サラウンドSOYOGI の制作 」

録音は毎回音響ハウス第一スタジオです。いつもハウスエンジニ
アの大竹さんがサポートしてくれますので大変心強い環境です。
まずは、３台の足踏みオルガンの立ち位置を決めるとスタジオ内
の拡散音を調音するためのAGS音響拡散体をオルガンの四方へ
設置します。これには、AGSを制作した日東紡音響の崎山さん
がいつもスタジオの出音をきいて最適な位置決めを行ってくれま
す。次にマイキングを決めれば後は、上畑さんのガッツに頼るだ
けです！マイキングは、ちょうど演奏者の位置で全方向からオル
ガンに包み込まれる設定としてフロント 3CHリア 3CHの計５
CHです。
足踏みオルガンは、全方向に音が出ており、かつ古楽器のように
全身アナログ構造ですのでかすかなタッチノイズやコントロール
ノブなどのきしみ音を制動するのに名古屋からきてくれた安達さ
んの調音が不可欠でした。 Vox マイクは、数種類試して今回 AT ５０周年モデル

AT-4050 URUSHI を使いました。かぶりが少なくつや
やかな高域はVox 山崎阿弥さんに最適でした。
ホームスタジオでのmix down では、３メドレーでサラ
ウンド自然音をmix して楽曲をサポートしています。マ
スターは、5CH/4CH１９２-２４サラウンド　2CHと
I-TUNE用2CHを制作して２０１２年春に無事リリース。

５月は、「サラウンドの日」イベント月間ですので１９日
に銀座パイオニアでAVセミナーを２７日には SONA試
聴室でこの音源を参加のみなさんにも楽しんでいただき
ました。

UNAMASレーベルで高品質サラウンド音楽を制作し始めてこのアルバムで、８作目になりました。まさに
地味ながら継続こそ力です。今回は、日本のなつかしい童謡や子守唄、唱歌といったホンワカくる音楽をテー
マにサラウンド寺子屋塾の人脈がタッグを組みました。２０１１年春に別の打ち合わせで私のホームスタジ
オに来ていた作曲家の上畑正和さんが、足踏みオルガンでこうした日本の楽曲を演奏したミニライブの音源
を持参して「聞いてみて下さい」ということで早速再生してみました。浜辺の唄とか唱歌が演奏されていま
したので、これに私の自然音サラウンドを足して再生してみました。「いい感じやね」とお互い納得。
次回作は、童謡でサラウンドアルバムを作る予定でしたのでさっそく曲目選定を行い、アレンジ、構成、
そして子守唄には、ボーカルも入れたかったので山崎阿弥さんとも打ち合わせしてコンセプトを固めました。

～Mick Sawaguchi のサラウンドな日々～
コラム　No.13

「 家庭における、サラウンドスピーカ配置の調査と許容度実験結果 」

２、評価実験と分析

JAS（日本オーディオ協会）の活動としてデジタルホームシアター普及委員会活動があり、その中で制作側の基準としている
ITU-R BS-775-2 と家庭内の運用はどれくらい許容度があっても良いのか？を二年かけて調査と実験を行いました。
制作側にとっても大変有益なデータですので是非参考にして下さい。

１、家庭の5.1chサラウンドスピーカ配置の調査
国内での配置データ 82サンプルを集め得られたデータは実に興味深い内容で 5つのタイプに分類することが出来ました。

（パターン５）
2本のリアスピーカーを
視聴ポイントの横に配置

（パターン１）
5本全てのスピーカーが
床面から高い位置に配置

（パターン２）
2本のリアスピーカーのみ
床面から高い位置に配置

（パターン３）
左右フロントスピーカーの
間隔が狭く、2 本のリアス
ピーカーの間隔も狭い配置

（パターン４）
ITU推奨に近い配置

■出会い■

■録音当日■

沢口音楽工房 代表、サラウンド寺子屋主催、UNAMAS-HUG
Surround Terakoya http://surroundterakoya.blogspot.com

Mick Sawaguchi プロフィール：

> www.hqm-store.comより「そよぎ」 で検索！
> i-Tunes store より「soyogi」 で検索！

上畑正和（リードオルガン）　
山崎阿弥（ヴォイス）
童謡

リードオルガンの世界が今、開かれる
「そよぎ」

３、評価

ITU-R オリジナル基準配置との比較では

（１）リアスピーカーを視聴ポイントの真横に設置するなど開き角度が広すぎる場合凛用臨場感が劣化する傾向にある
（２）フロント側を通常の高さにしてリアスピーカーだけを天井に配置すると移動感が劣化する傾向にある
（３）全てのスピーカーを天井に設置すると移動感定位感が劣化する傾向にある。
（４）リアスピーカーがフロントスピーカーよりも少し高い、またはセンタースピーカーのみ少し低いといった配置は ITU-R 基準オリジナル配置と遜色は無い。

と言ったことが判りました。

５、一般家庭での設置ガイドライン

（１）リアスピーカーの開き角度
100度から 135度を目安に設置する。
これは ITU-R の 100度から 120度という指定よりも範囲が広が
る分だけ自由度が増すことになります。

（２）センタースピーカーの高さ
フロント側のスピーカーでセンターのみ低くしたい場合 20度以
内に設置する。テレビスクリーンの大型化に伴いセンタースピー
カーの配置場所が確保しづらいケースなどでも自由度が増すこと
になります。

（３）インウオール設置
フロント、リア各スピーカーを壁面設置する場合仰ぎ角度は
16.7 度以内を目安にする。

（４）リアスピーカー距離
ITU-R 基準オリジナルでは全てのスピーカーが視聴位置から等距
離を求めているが、リアスピーカーのみフロントスピーカーとの
距離 ±10%まで許容できる。

（５）音場補正ツールの活用
以上のように物理的な位置関係を確認した上でAVアンプに内蔵
している自動音場補整機能を併用することで制作者が意図したサ
ラウンド効果を充分楽しめる。

本研究から提案するガイドラインは以下のようになります。
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（配置 1）2本のリアスピーカーの間隔が狭い設置を想定
（配置 2）2本のリアスピーカーが床面からある程度高い設
置で壁面取りつけを想定
（配置 3）センタースピーカーを床面ぎりぎりまの高さまで
下げ大型スクリーン使用時を想定
（配置 4）2本のリアスピーカーが視聴ポイント真横に設置
された場合を想定
（配置 5）3本のフロントスピーカーが床面から低い位置に
あるシアターラックなどを想定
（配置 6）2本のリアスピーカーの天井埋め込みを配置想定
（配置 7）5本全てのスピーカーシステムの天井埋め込み配
置を想定した

このように分類されたパターンはどの程度正確にサラウン
ドサウンドを再現できるのか？ ITU推奨設置のスピーカー
システムとの効果の違いをテスト。
配置パターンは次の７つに設定しました。

評価には 3種類のサラウンド音源を用意して「臨場感（包まれ感）」「定位感」「移動感」の３つを評価用語として設定し、20から 50歳代
25名の音響専門家で主観評価を実施。評価結果がこの表です。３が ITU-R と同等、数字が大きくなると優れている、小さくなると劣化し
ているという評価になります。
評価実験分析からスピーカーの煽り角度によっても結果が影響されることに気が付きました。そこで、天井埋め込みタイプを意識した配置
やシアターラックを意識した床面に近い配置などで、スピーカーの首振り角度を変化させて追加評価も含めて行いました。

４、評価実験から得られた結論

ここでは、従来提唱されてきた ITU-R 勧告配置よりも自由度が確
保されています。再生側では、この範囲の中であれば十分サラウ
ンド音場が楽しめると思います。是非参考にしてください。（了）

（配置1） （配置 2） （配置 3）（ITU-R 基準）

（配置 5） （配置 6） （配置 7）（配置 4）

（評価結果） （追加評価結果）
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by Yagi

ProTools を お 使 い のユーザー様で
Waves v9 を使用できる条件を満たして
いるお客様は、まずはお試しに v9にアッ
プグレードを行なってみましょう。
(v9に対応したProTools のバージョンは
「9.0.5 から 10」までとなっております )
お持ちのWaves アカウントへログイン
いただき、まずはWUP期限内かどうか
を確認してください。
( 丸枠 ) であれば下記Update が行なえ、WUP期限外 (N/A) の場合はWUP
を購入しなくてはなりません 。
Update ボタンを押していただくとバージョンアップの選択画面になります。

アップデートを行なうと v9へライセンスがアップデートされます。

アップデートが済みましたらWaves License Center( 以降 : WLC) と
ご使用しているアプリケーションをインストールいたしましょう。
Waves 社のホームページから v9インストーラーをダウンロードしてくださ
い。
インストーラー起動後、アプリケーションのインストールの選択画面になる
のですが、先頭にWaves License Center(WLC) がございます。
WLCと現在使用しているアプリケーションをインストールをしてしまいま
しょう。

インストール後、WLCのアプリケー
ションはWaves アプリケーション
フォルダ内へショートカットは自動
的にDock へ作成されます。

それでは早速 v9のライセンスを
登録してみましょう。
今回はUSBメモリーオーソライ
ズを試みます。
WLCを起動し Login ID とパス
ワードを記入いたします。
ログイン後はアカウント内に登
録してある v9ライセンスのみが
表示されます。

①現在認識しているコンピュー
ターの HDD と USB メモリーの
一覧。
②アカウントに登録済みの
v9のライセンス。
③ライセンスの登録先であるコン
ピューターの HDD と USB メモ
リーの一覧。

手順はとてもシンプルで、
登録したいライセンス①を選択
して、HDD か USB メモリーの
どちらか②を選択します ( 今回は
USBメモリーです )
選択後は右下にある緑色ボタン
③「Send Licenses」を押します。
ライセンスがUSBメモリーヘ転
送されます。

最後にライセンスの紛失・盗難にあった場合は「Recover Licenses」を選択すれば簡単にライセンス復旧が行なえます。
ライセンス復旧は1年に1回のみ実行ができます。もし、紛失・盗難にあったデバイスが見つかった場合はWLCを起動しWavesアカウントへログインすると、
復旧に要する 1年に 1回のみ復旧できる権利のペナルティがリセットされ再度 1年に 1回のライセンス復旧権利を得られることができます。
アクティベーション行っていたハードディスクをフォーマットしてしまった場合もWLCを起動しログインいただくと自動的に再アクティベーションが出来
ます。ハードディスクが物理的に故障してしまった場合は「Recover Licenses」を選択しライセンス復旧を行ってください。

ダイアログが消え (赤枠 ) の
「View All Licenses」を選択す
るとライセンスを転送したデバ
イスの一覧が表示されます。
無事にMA-1 と表記されたUSB
メモリー ( 黄枠 ) へライセンスが
転送されました。
これで終了です。

ちなみにデバイスの名前は赤枠
を選択すれば変更可能です。
本当に簡単になりました。

しょう。

ちなみに赤枠の
「My License Cloud」へライ
センスを転送するとどうなるの
か？？というとオンライン上に
あるコンピュータ同士でライセ
ンスの移動が可能になるという
ことです。

Waves バージョン９！◆◇◆ ◆◇◆

＊Waves License Center という専用アプリケーションでのライセンス管理方式 ( 既存のWaves アカウントとリ
ンクします )
＊ iLok が不要となりコンピューターオーソライズ、またはUSBフラッシュメモリーオーソライズ、
　加え 64bit サポート
＊予期せぬライセンス盗難・紛失・オーソライズしたデバイス故障に対しての簡単リカバリー
＊Gold Bundle 以上のユーザー様への追加ライセンス ..... といった感じでしょうか。■v9にアップグレード！

■v9ライセンスをUSBに登録！

■ライセンス復旧が簡単に！

by Kikuchi

MA-1 / MA-2で一つのGold Bundleを使用していると想定した場合、
MA-1 で使用していたGold Bundle ライセンスをCloud 上へ戻すこ
とによって、MA-2で Gold Bundle のライセンスを受け取ることがで
きます。ネット環境であれば iLok 持って各スタジオへ移動するという
手間が無くなるということです。

株式会社 IMAGICA 様

株式会社IMAGICA テレビ制作部　赤坂MAグループと品川MAグループは
AVID ICON システムのコンソールを合計で４部屋に導入いたしました。

Tacsystemは導入のお手伝いをさせていただきました。

Main Console : AVID ICON D-Control 16Fader ×2
Main DAW : AVID ProTools HDx System ×2
DAW Audio I/O : HD I/O　8×8×8
DAW Audio I/O : HD I/O　16×16Digital
音効 DAW : AVID ProTools HD Native System ×2
Digital Monitering Control PlugINS : Tacsystem V-MON
Work Video System : AVID Media Composer with Video Satellite
Work Video I/F : AVID MojoDX
Other Equipment
: DVI-USB Extender : ADDER X-DVI-PRO
: USB Command Control Switch : ADDER CCS4USB
: Synchronizer : CB Electronics RM-6HD
: TimeCord 表示灯 : PunchLight Studio Display XT & USB
: MicPre HeadAMP : Portico 5012 Duo / 5043 2ch COMP/LIM

Main Console : AVID ICON D-Control 32Fader
Main Console : AVID ICON D-Command 24Fader
DAW : AVID ProTools HDx System
DAW Audio I/O : MADI I/O　8×8×8
Digital MADI Converter : DitectOut Technologies ANDIAMO .XT

Other Equipment
: DVI-USB Extender : ADDER X-DVI-PRO
: USB Command Control Switch : ADDER CCS4USB
: Synchronizer : CB Electronics RM-6HD

◆ IMAGICA赤坂

＜主な導入機材＞

◆ IMAGICA品川

 USER Report

株式会社 IMAGICA赤坂ビデオセンターのMAルームは、1部屋はメインコンソー
ルをAVID ICON D-Contorol 32Fader、もう 1部屋はAVID ICON D-Command 
24Fader を導入しました。
ProTools のオーディオ I/OはMADI I/O を採用し、FAIRLIGHTのシステム
とMADI で接続、それ以外の音声信号はDigital MADI Converter :DitectOut 
Technologies ANDIAMO .XT を採用し、AES/EBU、Analog Audio の変換を行っ
ており、ワイヤリングの簡素化と既存ファイルを使用する事ができております。

株式会社 IMAGICA品川プロダクションセンターはMAルームを２部屋とも、メイ
ンコンソールにはAVID ICON D-Contorol 16Fader を導入しました。
D-Control は以前から同プロダクションセンターの他MAルームで導入されていて
「コンソールそのものを左右に移動できる」ユニークな機構を採用しています。
これにより、EDIT 時にはD-Control を左に寄せ、コンソール上のキーボードを、
MIX 時には右に寄せ、フェーダーをスタジオセンターにする事でメインにオペレー
トをするミキサー席を常にスピーカーのセンターにする事ができるユニークな機構
がとりいれられています。
また、マシンルームからのケーブル敷設距離が 10メール以上ありましたが、弊社
が取り扱っております、ADDER社のDVI-USB延長器（X-DVI-PRO）と PC切り
替え器（CCS4USB）を導入する事で、画面の切り替えや、DVI、USBの延長をす
る事ができました。

■ IMAGICA赤坂スタッフの皆様

■ IMAGICA品川スタッフの皆様

IMAGICA品川 1MA

IMAGICA品川 4MA

IMAGICA赤坂MA5

IMAGICA赤坂MA2

AAXプラグインへの対応はまだですが。。。たぶん、もうそろそろですよ。たぶん。。今年の Inter BEE まで
には。。。ね。まぁ、AAXへの対応に関してはさておき、まずは v9について簡単におさらいを。
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日本ポストプロダクション協会主催の九州放送機器展が福岡市で開催されます。
ProTools 関連商品や新製品を展示し、皆様のご来場をお待ちしております。

 ■九州放送機器展2012

by Endoh

ラウドネスT032適用開始となる2012年10月1日が間近に迫り既に新規格に合わせたミキシングが試されている昨今ですが、
まだまだシステム導入をさていないスタジオ多いのでは無いでしょうか？
今回は、ハード式ラウドネスメーターを扱っているメーカーの製品を項目別にまとめ比較してみました。
既存システムに大きな変更を加えず、レベル監視とデータ採取を行なうにはどのような機種を選ぶべきか、
環境に合わせて検討してみてはいかがでしょうか。

こちら現
場です！

（レイアウト : Shimegi）

「ラウドネスメーター導入を考えるの巻」 

タッチモニターを採用したマルチモニター、
ラウドネスメーター /トゥルーピークメーター /サラウンドサウンドアナライザー /
リアルタイムアナライザー /ベクトルスコープ /レーダー表示を任意に展開可能。
自立式スタンドを有しているがコンソールメーターセクションにインクルードも。
新型、TM３は画面サイズはコンパクトながらマルチモニター機能は健在。
操作性はまるで iPhone、10のプリセット画面を指先スワイプで切り替える。
接続方法はアナログ /デジタル共にマルチケーブル、デジタルはBNC仕様もあり。

みどころ

◆ ProTools システム関連商品
◆オリジナルプラグイン /各種プラグイン
◆新商品：MAGMA ExpressBox 3T  Thunderbolt to PCIe
◆ラウドネスメーター関連プラグイン

針式メーターを採用、シンプルなデザインで必要最低限の情報を表示する。
黒針でモーメンタリ、赤針でショートタームを表現。
サラウンドチャンネル分のトゥルーピークインジケータ、
ラウドネス演算スイッチ、音声切替スイッチを配置。
入力はSDI 及びデジタル信号、外部リモートBOX接続も可能。

マシンルーム、VTRと共に設置し監視するタイプ。2.4 型 LCDを搭載し映像信号
ラウドネスメーターを表示さらにスピーカーまで装備する。
VU/ ピークレベル /ピークホールド /トゥルーピーク /ラウドネスレベルの表示
入力はSDI、デジタル、アナログ信号。セレクトスイッチで信号選択が可能。

■RTW　TM9/TM3

■ FourBit  LM-06

■ YAMAKI  YLM-ND02TS

■ COSMIC SP-VM11

EIA ラック 1Uサイズの半分に納められた機体はコンソール上にも
ラックマウントにも対応した設計で機能も多彩。
ラウドネスメーター /トゥルーピークメーター /ヒストグラムメーター
LAPタイマー表示を有し、本体スイッチによるSTART/STOP以外に
GPI 制御とタイムコードによる計測が可能。
オプションにてHD/SD-SDI 入力やリモートボックス、表示部を拡大した
ディスプレイボックスを揃える。従来のVUメーターをラウドネス化
機能は他に無い。

RTW TM9 RTW TM3

FourBit  LM-06

YAMAKI  YLM-ND02TS

COSMIC SP-VM11

＜比較表＞

開催日時
7 月 4日（水）10：00～ 18：00
7月 5日（木）10：00～ 17：00
会場：マリンメッセ福岡
入場料：無料




