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■ ADDER 社
音響映像機器関係の展示会ではあるが、サーバー機
器関係が注目されている昨今、KVM 関係の機器はと
ても注目されている。この業界 (KVM 切り替え ) は
韓国や中国からの出展も多いがやはり、
ABOSENNTO や GEFFIN と言ったメーカーが導入
事例数が多いのかブースも人気があった。しかし、
英国からの出展にも関わらず広めなブースを構えて
いた。

■ DECIMATOR DESIGN 社
会場敷地内の屋外の全てのベンチの背もたれに
赤い垂れ幕をを張り、とても大きな広告効果と、
企業アピールがあったと思われます。

DMON-4S は、入力を HD SDI を 2 系統、出力を (mini)
HDMI を 4 系統持ったマルチフォーマットコンバーターです。

以前から発表をしてい
た MD-CROSS も 今 年
の夏頃には出荷が出来
そうとの報告もありま
した。

新製品としては 2 種類 DMON-10S と DMON-4S の発表があった。
発売は来年早々の頃らしい。
DMON-10Sは、HD-SDI inを10系統入力できるマルチ画面生成コンバーター

で監視カメラなど複数のカメラも一度に表示させる事が
出来るコンバーターです。

NAB2013 は 2013 年 4
月８日（月）～ 4 月 11 日

（木）まで、アメリカネバ
ダ州ラスベガスコンベン
ションセンターで開催さ
れました。
ここでは、出展していた
タ ッ ク シ ス テ ム が 取 り
扱っているメーカーを主
にご紹介いたします。

Display Port（mini ではないタイプ）の
エクステンダーを参考出展していました。

ブースも North ホールではあったが、と
ても大きく構えている。
AJA や BlackMagicDesign と は 違 っ た
商品ラインナップで企業としても大きく
発展しているようでした。

いろいろな機種があります

ブース全景

新製品フロント

DMON-10S DMON-4S

by Yagi

NAB レポート  NAB

詳細は
P.2 をご覧ください！

ブース全景

レポート  

新製品の ANDIAMO MC

■ DirectOut Technologies 社
COE のステファン氏と Marketing のクリスチャン氏の２名でブースを切り
盛りされています。ドイツからの出展です。
新製品の MADI/ADAT USB オーディオ・インターフェイス EXBOX.UMA
と 32 チャンネル マイクプリ AD/DA MADI コンバータ AMDIAMO.MC と
そのコントローラーを PC で展示していました。
タックシステムは 2013 年世界中で最も多
くの端末の販売をさせていただき事が出来
ま し た。DirectOut Technologies 社 か ら

『Distributor of the year2013』を受賞い
たしました！ トロフィー受賞

ProTools11 のハンズオンコーナー MediaComposer7 のプレゼンテーションブース全景

■ AVID 社
Pro Tools 11 と Media Composer 7 のプレゼンテーションが行われた
AVID ブースはとてもおおきなロゴを掲げブース内のメインステージで行わ
れるプレゼンテーションは常に満席と立ち見の人垣ができていました。個別
のコーナーも実際に新しいアプリケーションを触る事ができ、とても盛況で
した。
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AVID  ProTools 11
新たなるステップへ！ 

▼▼▼

ProTools11 の新機能

P.16 へ
続く！

外のベンチ

新製品リア
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digidesign 社が AVID の傘下となってから、あと数年で 20 年になります。次世代アーキテクチャの
HDX カードの開発、そして今回のバージョン 11 の発表で、ついに digidesign の名称が完全に消え
る事になりそうです。かつて Sound Designer ソフトで大変お世話になった私としては、とても残
念です。いつかどこかで「digidesign」ロゴが復活してくれるのを期待して居ります。

注）本原稿の執筆時（2013. ５月末）まだソ
フトがリリースされて居らず、すべてはメー
カーからの情報の掻き集めとなって居ります。
従いまして実際との相違が出るかも知れませ
ん。悪しからずご了承ください。

■ コ ア 部 分 ソ フ ト の DAE(Digidesign 
Audio Engine) が、AAE（Avid Audio 
Engine) に変わりました（図 1）

■オフラインバウンス機能がつきました（図 2）
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■老舗の WAVES が、AAX native 対応を表明
その歴史もさる事ながら、常に新製品の追加も惜しまない WAVES
社のファンの方も多数いらっしゃると思います。動向が注目されて
いましたが、取りあえずは native のみですが、正式対応がアナウン
スされて一安心です。

■既存の PT10 用 AAX は 32bit
サードパーティーは、既に 64bit 対応を謳っているモノが多いと思
いますが、PT10 上で動いているのは 32bit なので、PT11 でスグに
使えるかは、要チェックです。

■より多くのソフトシンセー Virtual Instrument が使用可能に
32bit アーキテクチャでは 4GB RAM の制限がありましたが、それ
が緩和される事により、格段に音源を使用する事が出来る様になり
ます。

■ Satellite Option が標準機能になりました
従来オプションで有償だった Satellite 機能が標準となりました。こ
れでお持ちの２台のマシンを Ethernet で繋ぐだけで、同期が出来て
しまいます。Media Composer 7 にも標準で、Video Satellite 機
能がつきます。

■従来の PT LE ユーザーで Complete Production Toolkit
（CPT）をお使いの方
PT11 から Complete Production Toolkit が無くなってしまう様
です。CPT を利用される目的は様々かも知れませんが、どうしても
PT11で賄い切れない部分は、PT11 HDバージョンへのアップグレー
ドが出来る様になる様です。有る意味、HD ソフトのみの販売はされ
て来なかったので、考え様によってはお得？かも。（2013.5.13 現在、
PT10 + CPT から PT 11HD は＄599 ／ PT9 + CPT からは＄999）

■ Mix Window 等のメーター表示が拡張されました (Pro Tools HD 11 のみ )（図 3）

by Yoshida

■ ProTools11 関連製品情報

 キーポイント 

最 後 の digidesign ブ ラ ン ド の 名 残 り だ っ た
DAE が、AAE となります。もちろん単に名称を
変更した訳では無く、Pro Tools アプリケーショ
ンの 64bit 対応と言う、大きな転換の為です。
根本のエンジンの作り直しにより、同じ CPU 上
でも PT10 以前と比較して、大幅なパフォーマ
ンス UP がなされます。

64bit 化 の 恩 恵 の 一 つ に AAX 版 Plug-In が
DSP/ Native での処理アルゴリズムが相互互
換と言う事で、CPU 上の処理による実時間の
掛からない高速 MIX= オフラインバウンスが
可能となりました。
従来の TDM ではリアルタイムに音声を DSP
チップ上で CPU 本体と別に、並列処理されて
いた為、クロック UP する訳にはいきませんで
した（ピッチが上がってしまいますからね）。
AAX では DSP と Native の変換が柔軟に出来
るので可能になりました。
また PT11HD システムの場合、マルチタスク
で同時バウンスが出来る為、本編とマイナスワ
ン（音楽ならカラオケだったり、MA なら英語
版、韓国語等々）をマスターと同時に書き出せ
ます。

ミックスウィンドウの各トラックのメーター表
示が拡張されました。
フェーダーサイズも従来より 30% 程長くなり、
それに併せてメーターの詳細表示が可能となっ
ています。ゲインリダクション表示も ICON シ
リーズの様にレベルメーターの隣に表示可能で
す。メーター自体のフォーマットも変更可能で、
ピーク／ RMS と言った大雑把な切り替えでは
無く、より詳細に選択する事が出来ます。
編集ウィンドウやトランスポートウィンドウに
メーターを追加表示できます。
従来一つのライン（A~J のいずれか）のみだっ
た MINI フェーダー付きの表示を全ての SEND
で表示出来ますので D-Control の俯瞰からの視
認性を、画面の中でもラージコンソールらしく
表示が出来ます。（図 4）

製品名 メーカーコード 税別価格 税込価格 インストーラー ライセンス ilok2

Pro Tools 11 (w/DVDs) 9900-65450-00 ¥69,200 ¥72,660 DVD PT10＆PT11 付属

Pro Tools 11 Activation Card 9900-65220-00 ¥69,200 ¥72,660 ダウンロード PT10＆PT11 付属

Pro Tools 10 to 11 Upgrade Activation Card 9920-65113-00 ¥29,600 ¥31,080 ダウンロード PT10＆PT11 未付属

Pro Tools 9 to 11 Upgrade Activation Card 9920-65114-00 ¥39,500 ¥41,475 ダウンロード PT10＆PT11 未付属

Pro Tools LE Crossgrade Activation Card 9920-65034-00 ¥39,500 ¥41,475 ダウンロード PT10＆PT11 未付属

Pro Tools M-Powered Crossgrade Activation Card 9920-65035-00 ¥39,500 ¥41,475 ダウンロード PT10＆PT11 未付属

PT Express to Pro Tools Xgrade 9920-65063-00 ¥49,400 ¥51,870 ダウンロード PT10＆PT11 未付属

Pro Tools HD10 to HD11 Upgrade Activation Card 9920-65115-00 ¥59,300 ¥62,265 ダウンロード PT10＆PT11 未付属

Pro Tools HD9 to HD11 Upgrade Activation Card 9920-65116-00 ¥98,900 ¥103,845 ダウンロード PT10＆PT11 未付属

＜対応しない（かも）のハードウェア＞
残念ながら、例として HD システムの場合、HD Accel カードは

「動かない予定」にリスト UP されています。
ユーザーの方によっては大幅な機材更新が必要になるかも知れません。
＞公式にはサポートされないオーディオインターフェースと周辺機器
( テスト対象外 )
■ Audio Peripherals & Interfaces
◦ Sync HD (Blue)
◦ 192 I/O
◦ 192 Digital I/O
◦ 96 I/O 
◦ 96i I/O
◦ MIDI I/O
◦ PRE I/O (Blue)
■ Non-HD Audio Devices
◦ Digi 002
◦ Digi 002 Rack
■ Avid Control Surfaces
◦ Command|8
◦ HUI
◦ HyperControl
◦ DeckLink

＞ 対 応 し な い オ ー デ ィ オ イ ン タ ー
フェースと周辺機器 ( 動作しない予定 )
■ Audio Devices
◦ HD Accel TDM PCIe & PCI
■ Audio Peripherals & Interfaces
◦ Sync I/O (Blue)
■ Avid Control Surfaces
◦ ProControl Main Unit ／
　 Edit Pack ／ Fader Pack
◦ Control|24

＊発売は６月下旬を予定しています

MP3 への変換しながらだって出来ま
すので、新たな Gobler サービスを組
み合わせれば、遠隔地のディレクター
宛や、ネット配信など、実にスピー
ディーにデリバリー作業が出来ます。

■ iLok2 が必要です
Pro Tools 11/ProTools HD11
のオーソライズには iLok2 が必要
です。
従来の青い色や、M-Powered
の赤、その他、鍵の様な形を
した iLok は使えません。

iLok 2 Black

iLok 2 White

■ HD Video フォーマットの再生が可能に
AVE(Avid Video Engine)（図 5）機能により、Video Track も進化
します。AVID MOJO を使用していた AV Option の復活（Video 録画）
とはなりませんでしたが各種 Video File Format の再生対応および
サードパーティの Video Interface も使用可能となります。
MXF HD, Avid DNxHD 等、各種 HD フォーマットの Video ファイ
ルを変換する事無く、Media Composer の様に直接再生が可能です。
また外部への映像出力ユニットとして、従来
の Black Magic 社の Deck Link PCI カード
以 外 に、MOJO DX, Nitris DX や、AJA の 
Kona ファミリーおよび io Express,io XT も
ラインアップに加わります。

■バッファー機能の向上
プロセシングと別に INPUT にも割当てられたので、従来よりも更に
ローレイテンシーのレコーディングを可能にします。実機を触れる
様になったら、一番にチェックしたいのが、このバッファー機能の
向上部分です。ダイナミックプラグインバッファー機能で、インサー
トされていても実際に音処理が必要ない時間、例えばディレイ等を
アクセント的に一部のパートに使用していた場合、その音が鳴って
いない時はインサートされていない状態になる様です。ノートブッ
ク等、メモリ等が限られた環境でも、より複雑／多様な処理が期待
出来ますので、昨今の Mac に採用されている Thunderbolt 対応の
拡張シャーシを使ってモバイルマシンを組んでも、従来のデスクトッ
プマシンに匹敵するパフォーマンスが可能かも？

■ショートカットの追加
SEND のブロック、ライン別（A-E/F-J のブロックないし１列毎）
の Bypass（Insert はプラスアルファ、EQ,Comp 等のカテゴリ別）
がショートカットで可能となります。主に Shift key と組み合わせ
ます（Shift + E 等）
また Edit/ MIX/ トラックリストの一番端のトラック横の空欄をダブ
ルクリックするだけで、最後に作成したトラックを新規作成出来ま
す。
Option 等の装飾キーを押しながら Edit Window 上をダブルクリッ
クすると新規トラックがシンプルに作成できます。
プラグインを右クリックするとプリセットリストを表示する欄が追
加されました。

■レコーディング中のオートメーションに対応
Rec トラックに対してもオートメーションが有効となったので、例
えばライブレコーディングをしながらだったり、ナレーションやア
フレコの録音中にラフミックスを残す事が出来る訳です。ライブ終
了後すぐにネット配信するとか、オンエアーを数分後に控えた番組
の MA エンジニアの方には特に朗報ではないでしょうか。

■ TDM および RTAS プラグインは非対応
Pro Tools ソフトウェアの発展の牽引に一役買ってきた数々の名作
プラグインですが、AVID 曰く、32bit で設計された 15 年選手の彼
らをリニューアルするのは限界と判断しました。個人的に感動すら
覚えた Line6 の Amp Farm,Echo Farm も使えなくなってしまい久
しくなりますが、技術の進歩との引き換えには、致し方無い事では
あります。一つ救いなのは、今回の PT11 と PT10 のアプリケーショ
ンは同じ CPU 内に共存が可能となるので、PT11 に未対応の場合、
PT10 に戻っての作業は可能です。

（図 3）

（図 4）

（図 1）

（図 2）

AVID  ProTools 11 新たなるステップへ！ 

▼▼▼

（図 5）



MXFファイルをProToolsで扱う超便利
プラグインソフトウェア登場

Neyrinck “ SoundCode Exchange MXF ”
by Masuko

まず最初にMXFファイルとは？

MXFとは、簡単にご説明すると良く皆様がご利用
されているQuickTimeファイル（MOV）や
WindowsMediaファイル（AVI）等と同様のコン
テナファイルフォーマットです。
勿論、これらの民生用ファイルではなく、SMPTE
が定めた放送局等をターゲットとした業務用フォ
ーマットとして近年身近な存在になっているはず
です。またMXFファイル方式には、大きく分けて
『OP1a』と『OPAtom』という2種類が代表的な
形式になっており、何れの方式も、これからご説
明するプラグインは対応しております。（書出し側
はOP1aのみ）

爆発的に広まり始めたファイルベースの受け渡し
フォーマットとしてMXFファイルが標準化

してきても、Avid ProToolsシステムでは、直接的
な処理が行なえません。

そこで今回そんな皆様の思いに合致したプラグイ
ンが、Neyrinckからリリースされている
SoundCode Exchange MXFなのです。

この商品には、MXFファイルをProToolsへインポ
ートする『MXF To ProTools（アプリケーショ
ン）』とProToolsで処理された音声ファイルを直
接MXFファイルで書き出しをする『SoundCode 
Exchange MXF Export（AudioSuite） 』プラグ
インの2種類で構成されています。

それでは順を追って商品のご説明を致します。

1 : MXFファイルのインポート

このインポートプロセスは、MXFファイルを
ProToolsでビデオとオーディオとしてインポート
対応可能なQuickTime形式に作り替えるソフトウ
ェアです。勿論映像ファイルはデータサイズも大
きいですし、ビデオコーデックを変換することは
時間がもの凄くかかる処理です。しかし、このソ
フトウェアで変換をするのは、あくまでリファレ
ンスファイルとしてのQuickTime(MOV)ファイル
なのです。リファレンスファイルとは、こちらも
簡単に説明するならば、いわばProToolsの
Sessionファイルとお考え下さい。実メディアファ
イルはMXFファイル内にある実態を利用して、あ
くまでProToolsが認識できるMOVファイルに見せ
かけるためのソフトウェアなのです！

では、何故ProToolsシステムや、そもそもMac 
OSXに非対応のMXFファイル内部の映像コーデッ
クに対応できるか？という素朴な疑問があります
よね？
通常のMac OSXシステムですと、MXFファイル形
式で最もポピュラーな映像コーデックである
『Sony XDCAM』用コーデックや、Avid 
MediaComposer等で扱われる『DNxHD』コーデ
ック等の映像コーデックでは、たとえMOV形式の
ファイルで有ってもQuickTime Playerで再生した
場合、映像は勿論、場合によっては音声もちゃん
と再生されることは有りません。それも解決でき
るように、SoundCode Exchange MXFをインス
トールすると、下記のコーデックが自動で
QuickTime Playerで再生できるように再生コーデ
ックも自動でインストールされるのです！！

対応ビデオコーデック：D10, IMX, DV 
25/50/100, AVC-Intra, XDCAM HD 422, 
DNxHD,他、同一システム上にFinal Cut Pro等の

アプリケーションが入っていれば、それらに付随
するコーデックにも対応可能

XDCAMやAVC-Intraコーデックに対応できるの
は、報道等の放送局様需要にかなりマッチするの
ではないでしょうか。
MOVファイルになってしまえば、あとはProTools
でいつも通りのインポートをするだけです。これ
で、映像とオーディオがProToolsにインポートさ
れ、即作業が出来る状態になります。

2 : MXFファイルへの
                オーディオエクスポート
MXFファイルへのオーディオ戻し作業工程は、な
んとオリジナルのMXFファイル内部のVideoファ
イルをそのままに、編集したオーディオトラック
のみ差し替えてしまうという、超便利方法になり
ます。但し、オリジナルのMXFファイルそのもの

を修正してしまう訳では無く、新しいMXFファイ
ル内に、オリジナルのビデオファイルがコピーさ
れ、更にProTools上にある完成したオーディオト
ラック（戻したいトラック）を選択し、
AudioSuiteメニュー内から『SoundCode MXF 
Export』プラグインを選びます。オリジナルMXF
ファイルをターゲットとして指定すると、あとは
他のNeyrinck社が作成しているオーディオ書出し
プラグインと作法は同様で、トラックのオーディ
オリージョンを選択（複数トラックも可能）、そ
の後新しいMXFファイルの名前を決定するだけ
で、基本動作は完了します。実際に書き出される
ファイルは、そのまま納品用データにするか、も
しくは再度編集室側で手直しをすることで、
ProToolsシステムからの書出しに対応可能になっ
ています。
また過去国内ユーザー様からの強い要望で、あく
までオリジナルMXFファイルに記録されたオーデ
ィオトラック数を指定しないと、ProTools側では
書出しすることができなかったのですが、こちら

A : まずはインポートしたいMXFファイル
を”MXF To ProTools”にドラッグします。

すると、自動でProToolsセッションフォルダ内
にVideoフォルダを生成し、そこへQuickTime
リファレンスファイルが格納されます。

B : ここから先は通常のQuickTimeファイルイ
ンポートと同様ですね。
下の写真でインポート
完了、ビデオも完璧！！

放送局関係者必見！

SoundCode Exchange MXF (Import Soft & Export Plugin)  ¥298,000-(税抜)

MXF Import (Import Only Software)     ¥84,000-(税抜)

は現在の最新版によって、国内ユーザー様の希望
通り、オーディオトラックを任意で増減できるよ
うになりました。

インポートとエクスポート双方が、このプラグイ
ンによって編集室とのコミュニケーションが、従
来型のVTRテープでは無く、MXFファイルという
共通フォーマットでのデータワークフローを実現
します。
1例として、図のような共有ネットワークストレー
ジ上でお互いが作業することで、作業効率も格段
に向上しますし、何よりもファイルベースならで
はの時間的な効率も上昇します。従来であれば、
ProToolsシステムの場合、Avid製オフラインエデ
ィターとしか、このようなフローは完結できなか
ったのに対し、MXFファイルであれば、共通規格
フォーマットですから、カメラからダイレクトに
データを共有することや、何よりも他メーカーの
DAWや編集機との全てが間違える事が無い共通し
たファイルでやりとりが実現できるのは、大変魅
力なのでは無いでしょうか？
実例が数件ございますので、もしも本製品にご興
味の有る方は一度弊社までご連絡をお待ちしてお
ります。

                                 ～ Topic !! ～

図にも登場している共有ネットワークストレージ『GBLabs SPACE』の中
枢である、”Core OS”が V3 へ大幅に進化しました！既存のOSではパフォー
マンス重視だったのですが、今回V3の新しい機能のトピックは

・Avid MediaComposerへのプロジェクト共有の実現
・柔軟且つ自動的なファイル管理（フォルダ監視やファイルコピーや移動）
・バックアップ機能の強化

そして、OSXユーザー待望の ”AFP対応！” これによって、ネイティブファ
イルプロトコルのAFPでのストレージマウントが可能になり、今まで幾つか
の制限を受けていたNFSやSMBを使用する事無く、SPACE本来のパフォー
マンスをMacクライアントでも利用することができるようになりました！！

現在タックシステムではこのV3リリースに合わせたキャンペーンを展開中で
すので、こちらもご興味が有る方はご連絡下さい。デモ依頼大歓迎です！！

C : エクスポートは、右のAudio Suiteプラグイ
ンで、簡単設定。
この時、必ずビデオファイルと同じ長さで戻す
オーディオを選ぶのがコツです。
オリジナルのMXFファイルをOP1a source file
で選択すれば、素材の長さが正確に分かりま
す。OUTPUT欄のfile nameで書き出すファ
イル名や場所を選択して、CONFIGURE
欄の”type”をPCM、”program configuration”
を戻したいオーディオトラック数に設定。
あとは、通常のプラグイン同様に ”Encode”
ボタンを押すのみ！！

D : 実は、このプラグインを利用すると、対
応コーデックのMXFファイルが、
QuickTime Player (v7)で再生できちゃうん
です！！これで、素材の再生もできちゃうな
ら、とってもお得なプラグインですよね。

有効な利用例（ネットワーク ストレージ ワークフロー）

- 4 - - 5 -
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by Yamazaki

by Yamazaki



- 8 -　 　- 9 -

接続に関しては、上図のように行います。ポイントは、V-MACHINE を
USB ハブ経由では無く直接 Mac の USB ポートと接続してください。

ダウンロードページが表示されましたら、対
応フォーマットをダウンロードしてください。
今回は、Mac OS X で進めます。
zip file を解凍すると下記の .dmg file が表示
されますので install を行います。
VFX_Application_Installer_20101204.dmg

SMPRO の Web サイトに行き、PRODUCTS → V-Machines を選択し
てください。　　　
http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/v-machines
このアプリケーション ( VFX ) は Mac/Win と V-MACHINE 本体との間
に入ります。V-MACHINE の中身は小さな Windows のようなコンピュー
ターです。VFX アプリで一旦 Mac/Win の中に取り込みそれを USB ケー
ブルを通じて V-MACHINE 本体に送る役目を持っています。だったら
VI のように本体を使わなくても音が出てくれればいいのですが ........。
上記 URL の下の方に下図アイコンが表示されていますので、クリック
してください。

アプリケーションフォルダの中に VFX アプリをドラッグし、起動します。
起動後、ファームウェアの update が必要な場合もありますので、その
場合は、インストールガイドに従って update してください。

（ファームウェア update には、約 20 分くらい時間がかかります）

さて、ようやく半分終了です。ファームの update は結構かかりました
よね？
V-MACHINE には SMPRO 社が動作確認がとれている VI ALL STARS
が最初から用意されていますので、次はこの音色 (VI) のダウンロードと
インストールを行います。
SMPRO Web → PRODUCTS → V-MACHINES →
V-Machine Downloads
http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/v-machines/
v-machine-downloads

The New  V-Machine factory library( 赤四角）タブをクリック後、
here( 緑四角）をクリックします。約 25 分かかります .......。

ギガネットの時代に 600MB のデータ量で 20 数分って .......。それとも
会社の回線の問題か？ ...... それはおいといて、次の行程に移ります。
V-MACHINE を立ち上げ、左上の VFX メニュー（下図黄色矢印）から
File → Import from VFX Library.... を選択します。

ダウンロード先の New_Factory_Library → vmachine FREE vfxlibrary
を選択し、import します。

これで、Mac の中に Library が import されました。次にその data
を V-MACHINE 本 体 に Export し ま す。 今 回 は、USB 接 続 に よ る
Synchronise という方法で Export 行います。
この他 USB メモリーに data を移動させて使う方法もあります。

Export は、SYNC → All Banks → Export  です。

SYNC が終了後、V-MACHINE 本体の右上のボタンを押すと「Messiah」
とディスプレイに表示されれば成功です。
単体の音源を個別に Export する場合は、目的の音源のみを選択肢
Export してください。

※重要：最初に VFX アプリを必ず終了してください。
VFX を立ち上げたまま ProTools を操作するとハングアップの原因にな
る場合がございます。

1.ProTools を起動し、設定→ MIDI → MIDI スタジオ　を表示させてく
ださい。下図のようにそれぞれのデバイスが見えていれば OK です。

2. 新規トラック→
インストゥルメントトラッ
クを作成し INPUT( ①番）を
ALL に。
OUT( ②番 ) を V-Machine に
それぞれ設定してください。

ProTools のインストゥルメントトラックの Rec ボタンを押し、鍵盤
を Play すると Messiah の音が出ます。後は、弾いて edit し、最後
に Audio として Rec してください。これで、ProTools セッションに
VST Plugin Instrument Free 版を Rec & Play することができました。
RTAS なら一発でできますが、VST というところがポイントです！！
1. 音色 Load
ありがちなミスとしては、「この音違う！」と思った時
V-MACHINE に別の音色を Load したくなります。この場合は、必ず
ProToolsを一度save後、終了させてからV-MACHINEでの作業を行なっ
てください。先にも書きましたが、V-MACHINE がフリーズする場合が
あります .........。
2. マルチティンバー
VFX アプリには３つの Plugin のインサートが可能です。

上図は Plugin を 2 本インサートしていますが、実際に音が出るのは
B の「 ODSAY」だけです。B に comp or EQ などのエフェクターをイ
ンサートした 場合は A の「 Messiah 」が出ます。

手に入らない音を得るためには多少の手間がある感は否めませんが、
V-MACHINE はそれを実現させてくれる BOX です。
プ◯フェット 5，オデッ◯イ、mini ◯ーグ .......RTAS バージョンとして
も発売されているとは思いますが、39,900 円税込で手に入るのだった
ら「有り」と思いました。コンピューターいらずはとても良いです。
軽いし、接続もラク。しかし、iLok や e-License のオーソライズ方式
には対応していません。今のところ動作確認がとれている Plugin は
SMPRO 社の web に掲載されていますので、確認お願い致します。
http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/v-machines/
wizard-file-database

■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

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。

2. インストール

4. 音色（Factory Library の
ダウンロードとインストール）

3. アプリ起動

1.Setting Mac の場合

5.ProTools の Setup

6.V-MACHINE 本体で音色 Load

7.ProTools 上で Rec & Play

8. 最後に

電源を入れた状態で、②番を押していくと Bank Name が変わっていく
のがわかると思います。戻る場合は①番を押します。
今回は、「 Messiah 」を Load します。

「 V-MACHINE 」
Desktop VST/ VSTiPlug-In Player

私 は、ProTools ユ ー ザ ー で す。ProTools 対 応 の
VI( ヴァーチャル・インストゥルメント） Plugin は
RTAS です。一方、Steinberg には VST Plugin 対応の無償の
VI が数多く出回っており、大変うらやましい状態でした。もち
ろん、FX Pansion 社の VST RTAS adapter を使う方法もあ
るんでしょうが、V-MACHINE なら Mac が無くても音が出る
みたいだし、CPU 負荷も無いからイイじゃん？それにエフェクターにもなるらしい ........。

価格：39,900 円税込

きっかけは、こんな感じです。VI 全盛の時代にあえてこのシルバーの箱を
Check しようと思います。
V-MACHINE は簡単に言うと、VST-Plugin に対応した持ち運べる箱（BOX）
と思ってください。今でこそ Note PC は軽くなり Audio I/F と一緒に持っ
て行けば Live 会場や旅先でも音を出す事も可能ですし。v9 からは内蔵オー
ディオでも OK になりました。
しかし、V-MACHINE は Note PC いらずです。MIDI 端子 or USB 端子のど
ちらかにキーボードをつなぐだけで音を出す事ができます。
Live 音源として使用するならこの方法で OK なのですが、私は RTAS Plugin
のように使いたい！と、考えました。つまり、Mac と V-MACHINE を USB
で接続し MIDI でコントロール後、Audio にバウンスし Mix...... という工程を
ご紹介いたします。ただし、SMPRO 社としてはこの方法を推奨しておりま
せんので、あくまでも自己責任の範疇でお願い致します。

さて、SM Pro Audio 社の V-MACHINE が再度、日本上陸となりました！約 4 年前に一度日本で発
売となり、その後大幅なバージョンアップを経て機能的にも充実したものとして再登場です。
まず、基本的な使い方としては、VST プラグインベースのシンセサイザーやサンプラーなどのソフト
ウェア・インストゥルメントを V-MACHINE の中にダウンロード、そして V-MACHINE をスタンド
アローンな音源モジュールとして使用出来るユニットです。数多くある VST インストゥルメントを
PC なしで手軽に持ち歩き、MIDI キーボードをつないで即演奏！と言う手軽さが V-MACHINE の最大
の魅力！さらに最大 4 種類のインストゥルメントを同時に立ち上げてミックスまたは、スプリットし
て使用できるうえ、リバーブなどのプラグインも同時に内部で立ち上げ、ミックスして出力できる内
部ミキサー機能がついているので一つのメーカーでは絶対に作れない強力な音源モジュールです！

by Masahiro In

「Messiah」 
VST Instrument を
ProTools でコントロール！ 「ODSAY」 
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〜 Mick Sawaguchi のサラウンドな日々〜

「 あなたの立ち位置を確認してみよう！ 」
Mick Sawaguchi プロフィール：

コラム No.16

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

んにちは、Mick Sawaguchi です。５月は、サラウンド月間として例年様々なサラウンドイベント
が開催されました。今回は、ファイルベース映像／ IP 音声といったこれまでの単に機材が最新に置
き換わるというだけでなく仕事の役割が変わっていくという業界の変革期にあって、みなさんの立
ち位置を再確認してみるための参考例を紹介したいと思います。
以下にあげる１０項目の質問は、私が、参加者一人一人に質問をしてそれに間髪をいれず答えてい
くという形式を繰り返すスキルアップセミナーで採用しているツールです。シンプルですが、終わっ
てみるとそれぞれの今の課題が見えるという意味で有益なツールですので、読者の皆さんも一度、
自己点検に利用してみてください。それでは、スタート！

6.日頃仕事に関連した業界や学会、WEB マガジンなど、
どんなものを購読またはチェックしていますか？
自己投資のひとつになりますが、みなさんは、日頃関連した
専門誌や業界誌、最近でいえば、WEB などを読んだり、参加
してるかをチェックします。

「仕事が忙しいので、そんなひまはない！」といういいわけは、
ここでは御法度です。実は、意外に専門分野の動向や展望と
いったことに関心を持たない人もいたりします。特にアジア
圏は、ラインとスタッフの区別が顕著なため「それは俺の責
任範囲ではない」とわりきる傾向にあります。しかし、中間
層の減少している日本の未来のためには、上位を目指してが
んばりましょう。

7. あなたのスキルは、海外を含めたグローバルな中で
どんな位置にありますか？
だんだん自己スキルの立ち位置を広げていきます。「そんなこ
とまで考えて仕事してない」といっていると、木を見て森を
みないタイプになりますよ。

8. そのスキルは、世界の最先端では、どんな方向に動
いていますか？
現在、デジタルテクノロジーは大きな変革期にきました。
コンポーネントの進化からシステムやフローの変革にきてい
ます。そういった流れをつかんでおきながら職場とどう関連
付けていくのかが、ポイントです。

9. 身につけたスキルを、職場にどう還元していますか？
頂点を極めた人の次の課題と責任は、その成果をいかに多く
の人へ還元するかにあります。GIVE&TAKE の精神でおおい
に職場の啓発につとめているかどうか？がチェックポイント
です。

10. そのスキルをさらに伸ばすための課題はなにですか？
最後は、さらに高みをめざすための課題の発見です。ルーティ
ンワークに満足することなく次の目標をどう見つけているか
をチェックしてください。

１. あなたは、どんな専門分野を持っていますか？
まずは、読者のみなさんが他の人より秀でていると思ってい
る要素を確認します。ここで「あれ！なにがあったかな？」
と疑問がでるようでは、次にすすめませんので！私の専門分
野は、これだ。と確認してください。

2. どうしてその分野に興味をもちましたか？
次に、どうしてその分野に興味をもったのか、きっかけなど
を思い出してください。

3. そのためにどんな努力や自己投資をしましたか？
興味を持った、分野のスキルを吸収するためにどのような勉
強や、自己投資を行ったのかをここでチェックします。会社
から研修に参加したことはあるけど、自分で時間とコストを
かけたかな？と思い始めると足下が揺らぎますよ。

こ

● 興味を持つ。疑問を持つ
● 調査、研究のために行動する
● 成果を職場の仕事に活かす
● 日常的な「自己投資」を行う
● ホンモノを知るー TOP レベルとの間隔をつかむ
● 出る杭から出過ぎた杭になる
● 職場の日常を普遍化する思考回路で法則を発見する

うして自己チェックが終わるとそれぞれの
今の立ち位置がみえるはずです。いいわけ
だけでなく継続するための原動力として、
是非右記の思考回路と行動をしてみてくだ
さい。きっとなにか新しい視点とヒントが
見えると思います。GOOD LUCK ！

こ
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4. そのスキルは、みなさんの職場の中で
どのくらいの位置にありますか？

「俺は、今の職場でダントツだ」とおおいに自
信を持つことは大切です。

5. 業界の中では、どのくらいの位置にあ
りますか？
次の関門は、所属する職場だけでなく、同じ
ような業種の全体のなかでそれは、どれくら
いの立ち位置にあるかを、チェックします。
ここで井の中の蛙かどうかが確認できます。

「そんなこと考えたこともなく、一生懸命仕事
してきた」というのは、早計かもしれません。

iTunesからプレイリストを書き出し

　 まずは、取り出しを行うiTunesデータを準備しま
す。iTunesを開き、ファイル（メニュー）＞ライブ
ラリ＞「プレイリストを書き出し」から、プレイリ
スト（.txt）を任意の場所に書き出します。

ここで一つ問題。iTunesのライブラリデータは、
iTunesに含まれる全てのライブラリを一括で書き出
す事しか出来ません。ですが、書き出されたプレイ
リストは、任意のテキストエディタで中身を確認す
る事や、フォームを崩さない限りプレイリスト内容
を編集する事も可能なのです。例えばエクセルなど
を利用し、不必要な情報を予め削除したり、一括し
て追加する事ができます。

※NetMix Proへインポート後に削除する事も可能で
す。

NetMixProに取り込む

　 もう作業は終盤です（笑）。NetMix Pro 4.7以
降、簡潔明快に、僅か数ステップでiTunes取り込み
作業は終了できるようになりました。
NetMix Proを起動します。（NetMix Serverに接続
する場合、NetMix Serverが利用するIP、Port名、
データベース名を予め登録する事が可能です。）
データベース（メニュー）＞「レコードを取り込む」
を選択します。「レコードを取り込む」ダイアログ
>ImportからiTunes Playlistを選択します。

レコードが取り込まれると、自動的にソース、
descriptionがNetMix Proのターゲットソースに割
り当てられ、ファイルタイプ（Encoding）が、切り
替わります。最初のフィールドはスキップします。

あとは開始ボタンを押すだけです。
あっと言う間にiTunesデータがNetMix Proデータと
して利用できるようになりました。

【裏技】NetMixServerをクライアントマ
シン上で共用利用する

　NetMix Serverは「My SQL」を利用したサービ
スプログラムです。このMy SQLは、Mac/Win共ク
ライアントマシンでサービスプログラムとして起動
させる事が可能です。つまり、ノートブック一台で
My SQLを起動し、NetMix Serverを裏で走らせた
まま、同じマシンでクライアントとしてログインす
るといった裏技も利用可能です。実際私のデモ機は
この裏技を利用しています。

NETWORKSOUND
by fukuhara

第６回 TAC ネットワーク・サウンド・システム研究ファイル

■　iTunesに登録された情報を利用する方法

今回の研究ファイルは、iTunesデータのコンバート作業についてご説
明します。CDDBデータベースを利用したiTunesデータは、曲名、作
曲者などの情報を含むものもあり、市販CDを調べる上でかなり便利
です。NetMix Proは、iTunesから日本語を含んでいるメタデータも
そのまま流用する事が可能です。Tableを分けたり、NetMix Server
の権限を設け、市販CDに関して、例えば読み込みしかできないなど
の使用制限をかける事も可能ですし、グループウェアとして活用する
も可能です。

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。
言い方を変えると、同一LAN上で同時稼働本数内であれ
ば、何台のマシンにインストールしてもMac/Win問わず、
利用することが可能です。

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。
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スタジオ見学レポート

■（株）宮城テレビ放送 MA ルーム　様

導 入 事 例

（株）宮城テレビ放送様はこの度、MA ルームのコン
ソール等を更新いたしました。コンソールを AVID 
System5Fusion 16Fader に、ProTools も Ver10HD
と MADI I/O へ 更 新 し、DirectOut Technologies 社
の ANDIAMO.XT ２台でスタジオシステムほとんど
の音声分配や AD/DA をしています。また、PligINS
に iZotope RX2 や WAVES Gold Boundle、NuGen 
VisLMH 等を使用されています。マイクロフォンは
MICROTECH GEFFELL 社 M930、マイクプリアンプ
も Millennia HV-3C をを新規導入し頂きました。
今までも ProControl を長く使用されていらっしゃいま
したので、System5Fusion での Hybrid 機能での Pro 
Tools Mix へのオペレーションの移行はとてもスムーズ
でした。

- 12 - - 13 -

iLok ライセンスの管理方法が全く新しいものに変わりましたので、簡単に使い方をご説明いたします。
これまで iLok ライセンスはインターネットブラウザーを使って ilok.com へアクセスし、ダウンロードや移動を行う必要が
ありました。
Safari や IE のバージョンが新しくなるたびにアカウントで iLok がシンクできなくなったり、ということも多々ありましたが、
もうその心配はありません。もちろん作業をするにはインターネットに接続されている必要はあります。

NAB の帰り途中に LasAngels でスタジ
オ見学をさせていただきました。
場所はディズニースタジオ B&C STAGE
です。
スタジオ内を見学できたのはADR(After 
Dialog Recording) を専門とする録音ス
タジオ STAGE C とプリミックスをする
スタジオ STAGE B のマシンルームでし
た。
ADR のエンジニア Meet Doc Kane 氏
にお話をお伺いする事が出来ました。
DOC 氏はディズニー映画オリジナルの
わんわん物語 、 ピーターパン 、 不思議の
国のアリス 、 シンデレラで 、 眠れる森の
美女 、 ジャングルブック等から美女と野
獣、ライオンキング、そして、最新の映画、
ドラゴンタトゥーの女 、 マペット 、 カー
ズ 1 ＆ 2、ランゴ 、 ソーシャルネット
ワークとトイストーリー 1、2 ＆ 3 まで
Disny 作品の多くを手がけていらっしゃ
るそうです。
DOC 氏はそのスタジオ、ディズニー映
画やテレビ作品の歴史そのものでした。

コントロールルーム内は機材がとてもコ
ンパクト設置されていて、一見、日本の
スタジオのコントロールルームを思わせ
る機器配置でした。が、Dcommand の
間に特注の CUE MATRIX と録音用の
フェーダーが設置されとても使い込んで
いる様に見えました。
スタジオ内に設置され特徴的だったの
は、その録音方法で、マイクロフォンを
２～３本設置し、その都度（シーンにあ
わせて）ミックスしただけを音を録音し
ているそうです。ちなみに、スタジオ内
に残されたマイクスタンドはついこの前
まで、かのジョニーデップ氏が使ってい
たとの事でした。

by Yagi

01_ADR スタジオの入り口です

02_ コントロールルームはとても
コンパクトでした

03_ADR のミキサー

04_ADR 作 業 時 に よ く 使 用 す る
PlugINS を紹介していただきました

05_HA は Jansen
( 現 John Hardy か )

06_ アウトボードラック

07_ スタジオはとても広く天井も
高いです

08_ マイクセッティングは近接と
少しは離れたガンマイクとあと、ピ
ンマイクを演者のに付けることが多
いそうです

09_ADR の隣の部屋のマシンルーム
を観させていただきました

10_ 遊び心が大切ですね

12_ こ こ に も
名前が

11_ ロケ用でしょうか電源車にも
名前が付いています

13_ そしてここ
にも名前が

15_ 案内看板もおしゃれですね通
りにちゃんと名前が書かれています

14_ スタジオはとても広い敷地でした

16_ 広いのでレンタル自転車があ
りました。（けど、ブレーキがつい
てないタイプですね）

■ディズニースタジオ 様

マシンルームは隣のスタジオ（STAGE B)
を見学させていただきました。
このスタジオは Re-Recording Room
で、ステムミックスをする部屋と聞きま
した。コンソールは AMS NEVE DFC
コンソールがあり、各々のステムごと
に Pro Tools が あ り、 そ れ ら を Mix-
Recording するための Pro Tools があ
り、更には EFX 用だけの為に Pro Tools
があり、それらの Digital I/O が（なぜか）
EUPHONIX の Digital Converter を 通
してコンソールと信号をやり取りしてい
ました。さすがアメリカ、大規模ですね。

iLok License Manager を起動して、画面左の「Sign In」をクリックし、
これまで通りの User ID とパスワードでログインします。新たにアカウ
ントを作り直す必要はありません。

All Licenses ( 全てのライセンス )、Available ( 未ダウンロード )、
All Activations ( ダウンロード済み )、Unavailable ( 期限切れのデモ等 )
を選択して、ライセンスを確認することができます。

Publisher Name や、Product Name 等の表示項目は、ヘッダー部分を右
クリックすることで、表示させたい情報を選択することができます。
ヘッダー部分はドラッグすることで並び方をアレンジすることも可能です。

■アカウントビュー
左上の User アイコンをクリックすると、アカウント全体の情報が表示さ
れます。

■ iLok の管理
画面左側のリストに、アカウントに登録されている iLok が表示されます。
コンピューターも表示されるようになり、マシンオーソライズが可能な
製品であれば、コンピューターにライセンスをダウンロードすることも
可能です。
濃いアイコンはオンラインの iLok で、グレーのアイコンはオフラインで
す。オフラインの iLok も中のライセンスを確認することができます。
ライセンスを動かせるのはオンラインの iLok のみです。
iLok 名は右クリック「Rename/Edit」で変更でき、日本語でも管理でき
るようになりました。

■ライセンス管理
ライセンスの管理は今までよりもだいぶ楽になりました。ライセン
スをダウンロードや iLok 間のライセンスの移動も、簡単なドラッグ
& ドロップだけで済ませられます。

試しに Access Virus Indigo を「タックテスト用 iLok」にダウンロー
ドしてみます。
アカウントの Available タブから、ライセンスを iLok にドラッグし
ます。 

※画面の左側のメーターが動いている間は
絶対に iLok を抜き差ししないでください。

ライセンスのダウンロードが完了すると、上のような画面が表示さ
れますので、OK をクリックしてください。「Do not show again」
をチェックすると次回からはこれらの画面は表示されなくなります。

同一アカウント内での iLok 間のライセンスの移動も同様にドラッ
グ & ドロップで可能です。同じような確認画面が表示されますので、
OK で進んでください。

本当にアクティベーションを解除しますか？という確認画面が表示
されますので、OK をクリックしてください。
Successful Deactivation の画面が表示されます。
OK で閉じてください。

以上、iLok License Manager でのライセンスダウンロード、移動、
ディアクティベートの手順でした　：）

▼▼▼

まずは www.iLok.com から最新版の iLok License Manager を
ダウンロードして、インストールします。

また、今までできなかった、一度
iLok にダウンロードしたライセン
スをアカウントに戻す、という作
業も可能になりました。
これは何かと便利な機能だと思い
ます。
リストの中から、ライセンスの
入っている iLok を選択します。

確認画面が表示されますので、OK をクリックします。

by Kikuchi &  Kawamura

オンライン

オフライン

ライセンス管理

iLok の管理User アイコン

iLok License Manager について

▼▼▼

▼▼▼

▼▼▼

■■■ ■■■
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■ A360
価格：未定
発売日：2013 年 7 月予定

［主な特徴］
○ 36ch のミックスエンジン
○チャンネルごとにボリューム、リバーブ、トーン、パン付属
○インイヤーモニター用に最適化されたマスタートーンコントロール
○ USB に設定保存可能
○ PC ベースのアプリケーション「A360 Channel Manager」でマッピング
○ 1/8"、1/4” TRS OUT、Mono OUT

> AVIOM 社

〈 〈 〈　　新　製　品　　〉 〉 〉

まだまだ新機能はあります。
詳細情報は実機が入荷した際、詳しくホームページにて公開いたします。お楽しみに！

System 500 Multi Band Optical COMP
他のメーカーは、いかに１ブロックのパネルの中にツマミ類を
デザインするか、四苦八苦しているかと思いますが、逆手を取っ
て、シングルプロセッサー（mono ) にも関わらず、２ブロッ
クサイズにツマミをちりばめたのが、この COMP です。
Hi/Low のマルチバンドスタイルですが、FREQUENCY と
言うクロスオーバー周波数を選ぶツマミによって分割してい
るので、各 COMP 部はデザイン的に対称です。それぞれに
ON/Bypass がありますので、クロスオーバーを高めに設定
し、Low をバイパスすれば、De-Esser に早変わりです。また
MUTE が各バンドについてますので、それぞれの COMP の効
き具合を追い込めます。

- 15 -

ご存知の方も多いかと思いますが、API 社 500 シリーズのコンソールモ
ジュールを抜き出して単独で使用する同社の通称 LunchBox と言うケー
スがあります。昨今サードパーティメーカーが、このモジュール（規格）
サイズにわざわざ合わせた独自のハードを続々とリリースしています。
VPR ALLIANCE プログラムと言う、API 社がこの規格をオープンにした事が、普及の
理由でしょう。
OLD NEVE や、そのレプリカモデルのみならず、最近 SSL 社からも 4000 の EQ や
COMP もモジュール化されて居り、組み合わせによって夢のチャンネルストリップも
組めるガジェット感覚は、以前から個人的にも大変興味がありました。
そんな中、弊社で取り扱いを開始した SM Pro Audio 社からも、500 シリーズに対応
した製品各種が、2013NAMM ショウにて発表されました。独自のデザイン感覚は同
社らしい所です。今回のラインアップは以下となります。

2. PEQ505　価格：60,900 円税込

3. Phase Box　価格：59,010 円税込　Phase Manipulation 
大型のアナログコンソールも大分減ってしまいましたが、レコスタ等でバ
ンドレコーディングする機会は無くならない訳で、当然マルチマイク等に
よる位相干渉は避けられません。そんな時に力を発揮してくれるのが、こ
の Phase Box です。一般的な PreAmp の逆相スイッチでは解決出来ない、
０°～ 180°の可変で位相調整が可能です。入出力はいわゆるラインレベル
ですので、Mic Pre の後とか、チャンネルのインサートとしてご使用下さ
い。ジャストな正相ポイントを探すのは勿論、わざと干渉によるフィルター
効果を狙うのも有りでしょう。
4. Pre-Z　価格：59,010 円税込
High Quality Variable Impeadace Mic preamp
可変インピーダンスがついた Mic & Instrumnet 用プリアンプです。技術
的詳細が出ていませんので、はっきりとは分かりませんが、フロントパネ
ルの刻印を見る限り、150Ω ～ 3k の範囲となっています。更に特徴的な
のが、Low Cut スイッチでは無く、可変タイプの Low Pass フィルタに
合わせ、更に Hi Pass フィルタもついています（３k まで下げられます）。
シンプルなクリアなサウンドから、よりキャラクタをつけた音作りまでを
こなす一味違ったプリアンプです。

＜モジュール用電源付きケース＞
6. JuiceRack 1　 価格：18,900 円税込

かなり幅広いラインアップですので、きっと皆様のご希望
に添えるモノが見つかると思います。
ユニークな仕様として、左から右のユニットへボタン一つ
でカスケード出来る「FEED」スイッチ／ 1 入力を右のユニッ
トへパラに出来る「LINK」スイッチが標準搭載されています。
また各入力はバランス／アンバランス入出力の２系統の端
子がついています。

7. JuiceRack 3　 価格：37,800 円税込

8. JuiceRack 8　 価格：71,400 円税込

9. JuiceBlock 3　価格：37,800 円税込

Single Slot 500 Series
（ハーフラックサイズ）

3 Slot 500 Series
（EIA 1U サイズで横に３モジュール収納）

8 Slot 500 Series
（EIA 3U サイズに AC 電源も積んだ８モジュール収容）

3 Slot 500 Series
（LunchBox のミニサイズ＝３モジュール）

by Yoshida

■ ECHO 15 Thunderbolt DOCK　
価　格：Blu-ray, HDD なし：56,000 円税込前後
　　　　DVD, HDD なし：51,000 円税込前後
発売日：2013 年 9 月予定

［コネクタ仕様］
Thunderbolt x 2、FireWire 800 x 1
Gigabit イーサネット x 1
USB 3.0 x 4 ( 前面 x 2、背面 x 2)
eSATA x 2、Audio In / Out 各 1 など

Echo 15 Thunderbolt Dockは各種インターフェイスをもっ
たドック・ステーションです。製品は DVD ドライブ、ある
いは Blu-ray ドライブを内蔵した 2 製品あり、それぞれに内
部に 3.5 インチ SATA HDD (or SSD) を実装することが可能
です。Thunderbolt コネクタは 2 基あり、デイジーチェー
ン接続が可能です。

> Sonnet Technologies 社 ■ xMac mini Server 2H　
価　格：160,000 円税込前後
発売日：まもなく発売開始！
すでに発売されている PCIe 拡張機能付き 1U ラックマウントシャーシ、xMac mini 
Server の第二弾です。こちらはハーフサイズ・フルハイト x16PCIe 2.0 カード x 1 基、
ハーフサイズ・フルハイト x8 PCOe 2.0 カード x 1 基実装可能。
Thunderbolt コネクタは 2 基あり、デイジーチェーン接続が可能です。
※対応するコンピュータは xMac mini Server 同様、Mac mini、Mac mini Server

■ Echo Express IIID
■ Echo Express IIIR

Echo Express III は 3 基のフルサイズ・フルレングス対応の PCIe 拡張シャーシです。
75W の補助パワーを要しており、AUX 電源に対応します。
IIID がデスクトップ・タイプ、IIIR は 2U ラックマウント・タイプで、どちらも
Thunderbolt コネクタは 2 基あり、デイジーチェーン接続可能になっています。
※ IIIR はオプションで LTO ドライブあるいは HDD/SSD を搭載可能にする Mobile キッ
トが用意されます。

価格：Echo Express IIID：120,000 円税込前後
価格：Echo Express IIIR：150,000 円税込前後

発売日：2013 年 9 月予定

■ AN-16/i v2
価格：149,100 円税込
発売日：2013 年 7 月予定

A360 対応の 16ch インプットモジュールです。
64ch を 4 レ ン ジ (1-16、17-32、33-48、49-
64）に分け選択することで 64ch ネットワークに
対応。

・Dolby Media Meter 2
・Dolby Media Producer Suite　
・Dolby Media Emulator　

> Dolby Laboratories 社
このたび弊社では Dolby Laboratories 社の製品を輸入代理店として販売を
開始することとなりました。弊社の販売対象製品は、Dolby Laboratories
社製品のうちブロードキャスト関連製品となります。

・DP563 Dolby Surround and Pro Logic II Encoder
・DP569 Multichannel Dolby Digital Encoder
・DP570 Multi Channel Audio Tool
・DP572 Dolby E Encoder
・DP583 Dolby Frame Synchronizer
・DP600 Dolby Program Optimizer: Basic Configuration
・DP600-C Dolby Program Optimizer: 
　Basic Configuration w/File base encoding/Decoding

83,475 円税込
136,500 円税込
26,250 円税込

483,000 円税込
652,050 円税込
784,875 円税込
495,600 円税込
386,400 円税込

2,113,125 円税込
3,139,500 円税込

AVIOM から待望の新製品が発売になります。
A360 は A-16II の上位機種版で、様々な機能が追加されました。
もちろん既存の A-16II システムと共存可能です。

■ハードウェア製品

■ソフトウェア製品　

〈 〈 〈　　新　製　品　　〉 〉 〉

5. Tubebox　価格：46,200 円税込

3. Phase Box

1. MBC502　価格：60,900 円税込

5 Band Parametric EQ
MBC502 COMP と同じく、シングルプロセッサーなのに２
ブロックサイズの EQ です。指サイズの大きい外人さんとか絶
対届かなそうな ON/OFF スイッチとか周波数レンジスイッチ
もついて、最大のこだわりは、１～５と各ユニットに番号が付
いてますが、５バンドの網羅するバンド幅は、全てフルレンジ
の為、Hi/Mid/Low とかの区別はありません。同じ周波数を５
倍攻められます。

4. Pre-Z

System 500 compatible preamp
元々の API モジュールはコンソールに縦に並んでいましたの
で、当然パネルデザインも縦に印刷されています。しかしな
がら１つ２つ取り出して使う際、かさばるので横に寝かせた
いのが人情です。横幅がEIA１Uサイズに収まっている事も有り、尚更です。
そんな横向き使用にも対応したデザインになっているのが、この TubeBox
プリアンプです。丸い VU メーターは縦型配置を優先してますが、その他
のレタリングは横を向いています。デザインの話が先行してしまいました
が、最大の特徴は何と言ってもネーミング有る通り、ギターアンプから、
各種ユニットでポピュラーな 12AX7 と言う真空管を使用している事で
しょう。逆にこのサイズに埋め込まれているのは驚きです。更に標準的な
COMP までついてます。
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発行・編集元　不許複製

AES(Audio Engineering Society)
日本支部の開設 60 周年記念イベ
ントが東京芸術大学千住キャンパ
スにて開催されます。タックシス
テムは、新製品展示およびセミナー
の開催にて協賛しています。

■ AES 日本支部 60 周年イベント

会期：8 月 23 日（金）10:00 ～ 18:00
　　　8 月 24 日（土）10:00 ～ 16:00
会場：東京芸術大学千住キャンパス
入場料：無料

スタジオ見学２カ所目はユニバーサルスタジオを見学させていただきました。
こちらのスタジオは、残念ながら、全く写真撮影等が禁止だったので、この
文章のみでのレポートとなります。

まず、見学させていただいたのは PreMix ルームと言う部屋でここはダ
イアログ（台詞）とミュージック（音楽）ミックスをする為のだけの部屋で、
ハリソンのコンソールがおそらく 96 フェーダー以上あったかと思います
当然マスターセクションも 2 カ所ありました、スクリーンはちょっとし
た映画館と同じ位の大きさで、そのコンソール前に卓球台と、日本で言う
ところの 10 〜 12 帖程度の広さに大きなソファーと 50 インチ以上の　

大きな液晶テレビとサラウンドセットが余裕に設置されるほどの広さで
した。
これらのコントロールルームのマシンルーム部分も見学させていただき
ました。
こちらの Pro Tools は Music 用 / Sound Effect 1 用 /
Sound Effect 2 用 / ダイアログ用 / Mix 用 / Effect 用 / Dubber 用
のシステムが IP ベースの KVM システムで構築されていました。
そして、SUN サーバーシステムで管理され、アーカイブ用のバックアッ
プ LTO オートチェンジャーサーバーがあり、容量は 3000peta（１ペ
タ＝ 1000 テラ）あり、これと同じ容量がもう一式あり、ミラーリング
されているとの事でした。さすがアメリカ、大規模ですね。

■ Sonnet Technologies 社
Sonnet Technologies 社の
Thunderbolt シャーシは
RED ROCKET や RME のブース
でも動作させていました。多くの
アプリケーションをサポートして
いる事をアピールしていました。

■ Sound Ideas 社
フリー音源集を求め常に人が
サンプルを聞いていました。

■ JLCooper 社
Media Control Station という
USB トランスポート系のコント
ローラーを発表していました。

MCS5
NUAGE 用 Surround Panner

ブース全景

RME ブースでも動作していました
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by Yagi

■ iZotope 社
ブースの場所はサウスの一階は
映像機器メーカーが多く出展し
ていた一画でしたが、常にデモ
ンストレーションをされ、多く
のユーザー等を集めていました。

■ MAGMA 社

AVID ブースで動作していた
ExpressBox3T

NEYRINCK ブースでも

■ QUE Audio 社
デジタル一眼レフカメラの上に搭載するタイプの
ショットガンマイクの新しいタイプのマイクロフォ
ンを参考出展していました。電池ケースの部分が
ちょっと太くなっていて、サスペンション部分も丈
夫になっていたかと思います。電池はもう少し大き
いタイプのボタン電池を使用するそうです LR44 く
らいの大きさでした。（写真撮影はさせてもらえませ
んでした）
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YAMAHA Nuage コンソー
ル用のサラウンドパンナー
も発表していました。パン
ナー部分がとても良いパー
ツを使用しています。

また、AVID ブースで MediaComposer7、SONY ブースでは VEGAS（これ
は標準インストールプラグインとして採用されている）でのデモをそれぞれ
のメーカー内で行っており、アメリカでの認知はかなり高いとおもわれます。
Stutter は DJ のみならず、VJ にも人気が出るのではないかと思います。

RED カメラブースで使用されていました

■ユニバーサルスタジオ 様 by Yagi

■ GB LABS (SPACE) 社
新しくなったサーバーの操作画
等を展示し多くの人の興味を魅
いていました。

ブース全景 新製品

V-MON Control 参考出展品

■ NEYRINCK/Tac System 社
V-MON コントローラーの
タッチパネル仕様を参考展示し
ました。
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Q Sniper PRO Kit が
雑誌 VideoMaker の Best Products 

BEST Microphone に選ばれていました


