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16ch、最大 40 プラグインを
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Waves SoundGrid Compact System includes:

★ NEW ★

ヤマハデジタルコンソールユーザーの為に、必要なものほとんど全てをセット
にしました。ツアーの機材リストに SoundGrid コンパクトシステムを追加す
る日がやってきました！→詳しくは、3 ページでご紹介します。

▼ NAB 2011 Show レポート

by Ono

今年の NAB Show 2011 は 4 月 9 日 ( 土 ) - 14 日 ( 木 ) がカンファレンス、11 日 ( 月 )
- 14 日 ( 木 ) が展示会の開催期間となっておりました。
NAB 2010 の登録参加者数が 88,044 名だったのに対して今年は 92,708 名と増
加、海外からの参加者数も 23,900 名から 25,691 名と増加、という発表がありま
した。
ラスベガス・コンベンション・センター (LVCC) のノースホールは長い間、音系
(Radio / Pro Audio) の展示で埋まっていたのですが、今年は Management &
System という大枠、大きなブースは Evertz、Harris、Ross Video 等がありまし
た。Radio / Pro Audio 関係はセントラルホールの正門側にどどっと集まってまし
た。こちらに定着した感じですね。
セントラルの中央から奥にかけての大きなブースは Panasonic、JVC、Canon、
The Vitec Group、SONY 等でしょうか。その他、池上通信機、朋栄、リーダー電
子といった日本のメーカーのブースがあるの
も例年通りです。
サ ウ ス ホ ー ル は 2 フ ロ ア に な っ て お り、
GVG、Blackmagic Design、Avid 等 が 大 き
なブースを出しており、賑わっておりました。

◆ Avid (SU902)

すでに発表されている Pro Tools 9、直前に発表された Media Composer 5.5 の
最新バージョンを中心に Pro Tools I HD Native、ICON D-Control、Artist シリー
ズコントローラ、Video Satellite のソリューションによるポストプロダクション・
ワークフローのデモンストレーションが一つの大きな柱になっていました。
加えて、インテグレーテッド・メディア・エンタープライズ (IME) によるコラボ
レーション環境の提案、というもう一つの大きな柱がありました。これはインジェ
スト ( 収録 ) から編集、送出、アーカイブ ( 保存 ) といったアセットマネージメン
ト一連ということですね。
Interplay Central というクラウド編集システムも出展されておりました。
Artist シリーズはソリューション毎に分かりやすい展示になっておりました
(Artist シリーズコーナーは人だかりがすごくて写真を撮るのも大変だったため、
かなりの方々が去った木曜日昼頃撮影しました )。

紙面も限られますので、いくつかの気になっ
たメーカー ( 製品 ) についてと、Thunderbolt
関連に絞ってご報告したいと思います。
弊社が正規販売代理店となりました Sonnet
Technologies の Thunderbolt 関連は 9 ペー
ジの Sonnet 紹介ページをご覧ください。そ
れ以外のメーカーの Thunderbolt 関連とさせ
ていただきます。
↑サウスホール 2 階の Avid ブース 正面エスカレータを上がって入ると真っ先に現れる

Avid Artist シリーズ展示コーナー→

◆ Apple Final Cut Pro X ( ブース展示なし )

◆ Neyrinck/Tac System (SU6825)
今回の NAB では弊社は Neyrinck ブース
に共同出展させていただきました。
Neyrinck は Sound Code シ リ ー ズ 各 種
のデモ、これはサラウンド制作に対応する
プラグインソフトウェアになります。また、
iPad から Pro Tools をコントロールする
iPad アプリ「V-Control」もデモしました。
展示 2 日目の朝、デモ用の iPad2 が盗難
というトラブルも発生したものの、すぐに
2 台目を宛てがい、なんとか展示会を乗り
切りました。うーん、海外展示会でも盗難
というのはあるんですね。

↑ System5 の展示コーナー

会 期 直 前 に な っ て、Supermeet と い う User
Group イベントで新しいバージョンを紹介する
という情報が流れ、実際に 4/12( 火 ) に行われま
した。私は参加できなかったのですが、日本から
の来場者も少数参加したようです。
64bit 対 応、 バ ッ ク グ ラ ウ ン ド レ ン ダ リ ン グ、
Grand Central Dispatch 対応などの編集にかか
るプロセスの高速化、あるいは新しい GUI の採
用など話題は豊富だったようです。一方で不明な
点も多く、サードパーティのキャプチャーカード対応や ( 対応が期待されている )
VTR エミュレーション動作はするのか？あるいは単体で $299 と紹介されました
が、Final Cut Express の後継だったのか？ Final Cut Studio ( 統合パッケージ )
はどうなる？などの部分には触れられなかったようで、WWDC が開催される 6
月に明らかになる模様です。この号が出る頃には答えが出ているかもしれません。
楽しみです。

Paul Neyrinck 社長

弊社は、V-MON (ProTools 対応モニタリン
グ・コントロール・プラグイン ) と
VMC-101 ( 専用フィジカルコントローラ )、
NML RevCon-RR ( リバーブ除去プラグイ
ン ) などの展示デモをおこないました。
Neyrinck 製品も含め、これらの製品につい
ての詳細は弊社ホームページ
http://www.tacsystem.com/ の製品情報を
是非ご覧ください。

◆ Cache-A (SL8209)

iPad アプリ V-Control
iPad から Pro Tools コントロールを
可能にします

ファイルのアーカイブ／バックアップ装置のメーカーになります。非常にユニー
クな製品で、最終的なアーカイブメディアは LTO テープになりますが、イーサネッ
ト環境で NAS のような感覚で扱えるように本体内部に HDD をキャッシュとして
置いてあり、そこを介してやり取りする形になります。そのため、LTO の書き込
みの遅さもさほど気にせず扱えるという仕組みです。
Video でも Audio でもファイルベースが増えるにつれ、収録データがメモリにな
る = テープという元素材はなくて、ユーザーが自らなんらかのメディアにコピー
して保存 ( アーカイブ ) という作業を行わな
ければならなくなります。このデータのバッ
クアップという点において、今現在最も有
効な製品ではないかと思います。
国内キー局のアーカイブでも LTO が採用さ
れてきており、放送／音響関係への LTO の
浸透はますます高まる気配がありますね。

来場者にデモを行う弊社山崎

Cache-A ディーラーミーティング時の
プレゼン資料から
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▼ NAB 2011 Show レポート

by Ono

◆ Que Audio (C1456)
「半分視察、半分取材で来てます ( 笑 )」と Neyrinck ブースに現れたマリモレコーズ
の江夏社長から「ちょっと気になるマイクがあるんですよ」と紹介されたのが、こ
のメーカーのマイク。小さいガンマイクです。小さいながらもガンマイクなだけに
指向性があり、音源を正しく拾えば結構いい音で収録できます。 DSLR のような小
型カメラ向きと言えますが、従来のサイズのガンマイクが使いにくいような場合、
この Que Audio のマイクで収録という手が生まれそうです。専用のブームポールも
あり、ちょっと釣り竿ライクです。
＊弊社で取り扱うことになりました。よろしくお願いします。

Que Audio ブース

▼ Thunderbolt 関連はこれだ！

MacBook Pro 15 インチの上に置くと
このような大きさ。
上はスポンジカバー、下がマイク本体

THUNDERBOLT 関連についてはいくつものメーカーが展示をおこなっておりました。
そもそも開発した Intel のブースにおいても紹介コーナーがありましたが、こちらはスペック等の紹介とノート PC と Promise の
Pegasus の展示だけというシンプルなものでした。
一回りして感じたのは Promise と LaCie のストレージが最も完成度が高いように見えました。
この 2 社のストレージは実際に動作させてその速さをスピードメーター表示で見せるほど。
その他のメーカーは技術展示 ( テクノロジープレビュー ) スタイルか、間に変換装置を介しての接続か、そういうレベルでした。
現地では「Intel とうまく付き合っている Promise、LaCie がチップ供給とか技術供与を早くから受けている」などという話も聞
きましたが、実際はどうなのでしょうか。
弊社が取扱しております Sonnet から聞いた ( 現時点の最新 ) 情報では「そんなに早く Thunderbolt 製品は出せない。一番早く
て 8 〜 9 月頃になる」とのこと。Apple が Mac Book Pro への搭載に続いて iMac にも搭載してきており、次は当然 Mac Pro
へということになるでしょう。Windows PC でも是非この規格を採用して、対応製品がより多く出てくることを期待したいです。

Thunderbolt コネクタ

ということで、NAB 2011 で見た各社の動向です。＊深い意味はないのですが、アルファベット順で並べました。

◆ AJA (SL4420)
コードネーム Phaser と呼ばれる現行 Io Express に似た Box。
3G HD/SD SDI 入出力、HDMI 1.4 出力、10-bit アップ／ダウン／クロスコ
ンバーター、RS-422 デバイス
コントロール、リファレンス、
LTC 入出力対応とのこと。
今展示会ではテクノロジープレ
ビューのみでしたが、ほぼこの
スペックで製品化されるのでは
ないでしょうか。ブースでもこ
の形で展示されておりました。

◆ LaCie (SL8526)
Little Big Disk ドライブ展示。背面のコネクタ部
分も綺麗に仕上がっており、完成してるのね！っ
ていう感じ。実際に動かしてましたし。4 台のデ
イジーチェーン接続で見せるあたり、かなりの自
信と見た ( 笑 )。
240GB/500GB/1TB の 3 種用意されているよう
です。

AJA Reseller Meeting でのプレゼン資料より

◆ Blackmagic Design (SL220)
新製品を一挙 10 種類以上発表したブラックマジック・デザインのブースは
いつ行っても混んでおりました。かなりの方が去っていった木曜の午前中に
行ったところ、ゆっくりと見て話を聞くことができました。
UltraStudio 3D という製品が Thunderbolt 対応の I/O Box で、SDI x 2 の
3D ステレオ入出力、HDMI 1.4a、アナログコンポーネントにも対応という
ことでした。ブースで展示していた製品は Thunderbolt コネクタが 2 個付
いていたのですが、
「2 つの使い分けは未定で、もしかしたら 1 つになってし
まうかもしれません」と聞いたのですが、やっぱり 1 つになったようです。
HP の写真では 1 つだけ搭載されたものになっています。残念！
ただ 7 月発売予定らしいですから、楽しみです。

LaCie Little Big Disk 背面を見ると、もう完成してます

◆ Matrox (SL2515)
こちらも MX02 に変換ボックスを介した形での展示になっておりました。
最終的には MX02 に Thunderbolt コネクタが装備されるのでしょうね。

Matrox こちらもテクノロジープレビュー

UltraStudio 3D ブース展示機

◆ G-Technology (SL8805)

G-Technology
Coming Soon と紹介

ブースでは MacBook Pro からの Thunderbolt コネクタを PCIe カードを介して
4 ドライブのストレージとの接続という
展示デモをおこなっておりました。
今 回、 会 場 で 見 た 限 り、Promise と
LaCie のストレージ ( ドライブ ) がもっと
も完成した感があり、その他のメーカー
は開発途中での展示 ( あるいは技術展示 )
といった様子でした。Thunderbolt チッ
プの供給タイミングに差があったのか、
単純に取りかかった時間の差なのか不明
ですが。

◆ Promise Technology (SL2809)
Pegasus R4、R6 という 2 つのストレージを展示。LaCie 同様に完成
度は高いようで、ブースではガンガン動かしてました。「5 月発売予定だ」
と説明員の方に聞きました・・・てことは、この Tac Info が出たとき
には発売
されてい
る？

↑ Pegsus シリーズ
これはすでに動作してました

同時にブースでガラスケースに入った形で展示されていたのが、SANLink という製品。これは 4G Fibre Channel
を 2 ポート、筐体の反対側に Thunderbolt コネクタを 2 ポート装備しています。Fibre - Thunderbolt 変換アダプ
タということですね。Fibre ストレージも Thunderbolt 接続で簡単に使えますっていうことになりますね。「秋頃の
発売を予定している」と聞きました。
SANLink の展示 ロボットの手の上に乗っかってます
ということで、弊社では Thunderbolt 関連情報を今後もお伝えしてまいります。Tac Info だと間隔が開きすぎるような時は、ホームページにアップする等、
皆様により早くお伝えするよう頑張ります。
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ついに登場！「 リーズナブルな SoundGrid for ヤマハ 」

by Kubota

外付けエフェクターを Waves プラグインにしてみませんか？

SoundGrid は、SR・中継で、Waves プラグインの利用を可能にする技術です。
専用サーバと 1Gbps イーサネットワークを使用し、デジタルミキシングコンソー
ルからレコーディングのマストプラグイン「Waves プラグイン」をストレスなく
利用できます。
接続は簡単。「SoundGrid I/O」「SoundGrid サーバ」「Waves TDM プラグイン」
「Mac/PC」をネットワークスイッチハブで接続すると、豊富なプラグインをエフェ
クター感覚で使用できます。
でも、初期導入費が ... と言う方に朗報です！

朗報！

今回、ヤマハデジタルコンソールユーザーの為に、
コンパクトでリーズナブルなセットが登場しました。
コンソールとコンピュータさえあれば、すぐに利用開始できます！

SoundGrid コンパクトシステム

￥115,500（税込）
PROCESS
16ch のオーディオチャンネル、最大 40 プラグインをリアル
タイム（低レイテンシー）でコントロール。
RECORD
リアルタイムで、MultiRack からダイレクトに同じコンピュ
ター内の DAW に録音可能。
SOUNDCHECK
バンドが帰っても、セッティング続行。MultiRack 経由で録音
した音をプレイバック。バーチャルサウンドチェックを開始！
Version 2（V8 プラグイン）より Core Audio、ASIO に対
応しました。DAW のインターフェイスになります。つまり、
ProTools の I/O として使えます。
同じコンピュータ内、または別のコンピュータ内の DAW に録
音可能ですし、プレイバックやライブ録音に便利です。

◆システム内容
1. WSG-Y16
2. SoundGrid コンパクトサーバ
3. ネットワークスイッチ
4. Cat-6 ケーブル 5. MultiRack SG ホストアプリケーション
6. iLok キー
7. Waves プラグイン（Ren Reverb, Ren EQ, Ren Axx, Ren Bass, H-Delay)

コンパクトシステムでは、16ch 、40 プラグインの操作が可
能です。セットされているプラグインは、アナログサウンド的
なプラグインとして定評ある Renaissance シリーズのリバー
ブや EQ など。購入後すぐに使用可能。
プラグインを処理する専用サーバはコンパクトサイズになり、
持ち運びも便利です。
ぜひツアーのお共に SoundGrid を！ いい仕事します。

< SoundGrid サーバのススメ >

SoundGrid サーバ

SoundGrid コンパクトシステムは、TDM 版プラグインならほとんど使用できますが、コンパク
トサーバゆえ、API 560、Aphex Vintage Aural Exciter、GTR Amp の使用はお勧めできません。
このプラグインをご使用になりたい方、 もっとプラグインを多く使用したい方、スピード（超低
レイテンシー）を求める方は、よりハイスペックな SoundGrid サーバ（￥183,750）の使用を
お勧めします。

Waves SOundGrid Engineer'S Voice !
ボ ー カ ル に は こ の プ ラ グ イ ン を 絶 対 使 い た い。 コ ン プ は C4。 等、
Waves プラグインの効果、SoundGrid の便利さに高評価を頂きます。
今回もエンジニアの方に使用感をうかがいました。
Waves の良さを知っている方も、まだの方もぜひお試しください。
デモ機をご用意しております！

■徳竹 敏之氏（有限会社ティー・アンド・ハイ代表取締役）

■岡田 明生氏 (KENNEK KNOCK 所属 )
卓のデフォルトの EQ,Dyn では踏み込めなかった、後一歩先に進めた感
じです。
楽器の音作りは勿論、トータルの音場補正にも非常に役立ちました。
今回使用したのはアコースティックな編成、音楽でしたので、デジタル
クサさを消し、原音の良い部分を Waves のプラグインによって引き出
せたと思います。
SnapShot で即座に設定も変えられ、楽曲へのアプローチにも非常に踏
み込めました。

レコーディングのフィールドにデジタルが台頭してヴィンテージ機器が再
び脚光を浴びたのは記憶に新しい。そして、プロツールスが誕生しフルデ
ジタルレコーディングが当たり前になると膨大な数のプラグインエフェク
トが生まれたが、同じ流れがライブサウンドのフィールドにも訪れている
ように感じる。
SR 用のデジタルミキサーは、オールインワンであるため省スペースの点で
はきわめて有利である。
しかし、ミキサーだけで音作りをすると、どうしても単一メーカーのため
音キャラクターが偏ってしまう傾向がある。もちろんエフェクターを外付
けとすればこれも解決できるが、ミキサー周りの機材が煩雑になり、アナ
ログミキサーの時と変わらなくなってしまう。
このことは、プラグインを使うことにより解決するばかりでなく、デジタ
ルミキサーの大きな発展のポイントになると思う。
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iZotope

「 iZotope を使ってみよう！」
by Masahiro In

OZONE4

みなさんは、「iZotope」と聞くと何を連想されるでしょうか？
私は、「RX ノイズリダクションはすごい！」でした。他に ozone、
alloy などの Plugin がリリースされている事は知ってはおりました
が、周りに使用している人もあまりおらず、また価格も安価な事から
「エントリー向けの商品なんだ .........」と、漠然と思っておりました。
今年の 1 月から Tac system が輸入代理を行う事になり、web を見
てみるとちょうど「Nectar」のページに目が止まりました。「Nectar」
も Pitch 編集がメインの Plugin だろう！と決めつけ、どのくらいの
クォリティか？気になったので早速、ダウンロードしてみました。
ここで、一気に私の考え方が変わったのです。

ozone は古くから発売されている Plugin で、プロの方も愛用されて
いる方が多いです。私が、デモをしている時によく質問される一つ
として「Matching EQ」があります。今回は、この How to につい
て解説します。

Matching EQ
簡単に言えば、元の音源 EQ をそのままマネしちゃえ！
というものです。
たとえば .........

• あの曲の EQ
• 収録日が異なる、外で収録してきた素材の雰囲気
• MIC で録った素材をヴィンテージ MIC で録った素材のように

Nectar

など、活用できる場面はたくさんあります。

「 Pitch 編集というよりも Vocal に関わるすべての
編集が簡単にできてしまう！」
まずは、ユーザーインターフェイスの使い易さ。とてもよく考えられ
た作りです。私はエンジニアではありませんので、Vocal 編集に関し
てはエンジニアさんにおまかせするものと思っておりました。Pitch
編集はできますが、プロが設定したコンプや EQ の値というのはとて
もマネできるものではありません。
「Nectar」には有名エンジニアさん達が厳選したプリセットが 12 の
ジャンル毎に収められその中から気に入ったプリセットを選ぶだけで
パワーのある Vocal、広がるコーラスが簡単にできてしまいます。

この機能に特化した Plugin も他社さんからは発売されていますが、
ozone4 もこの価格で実現できていることが驚きです！
方法は簡単です。Target 素材と Source 素材を解析し、Matching
ボタンを押すだけです。
１、元素材を DAW にインポート
２、ozone4 をマスターフェーダにインサート
３、Option ①番を押す

これは Pitch 編集を試すどころではありませんでした。それよりも
COMP、EQ、De-Esser、BREATH、GATE、Reverb、DELAY を瞬
時に、それも心地良い音に変えてくれる利便性が楽しくてしょうがあ
りません。
すぐに、都内でライブ活動している「Yarco」さ
んに連絡し、彼女のオリジナル曲の編集を行っ
た の で す。 す で に、 プ ロ の エ ン ジ ニ ア さ ん が
mix し終わった ProTools のセッションファイル
を見て、「これはマネできない ......」と思ったの
は言うまでもありません。
セッションを提供いただいた
Yarco さん
４、Option ウィンドウが開くので、Spectrum ②番を押す

「アフアの君よ」
http://www.myspace.com/hiyarco

お気に入り !!「Soul & RnB → Motown Power」

次に③番の Average time を数回押し「Infinity」と表示させる
④番の OK を押す
５、これで Target のセッティングは完了です
６、Target 素材を Play します
すると、緑色の EQ カーブが表示されます

▲ Tips ▲

例えばパラレル・コンプレッサーの処理信号のハイをブーストし、
1 基目のコンプレッサーの出力信号とミックスした場合、単純に
EQ でハイをブーストしただけのサウンドとは異なる、心地良いヌ
ケのあるサウンドが得られます。このパラレル・コンプレッサー
をフィルターするテクニックは、過去多くのボーカル・サウンド
を作るために用いられたため、「モータウン」サウンドとして知ら
れています。
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Play する時間は一番表現したい場所を 20 秒位 Play するだけでか
まいません
次に⑤番の Snapshots ボタンを押す

7、次に⑥番の A ボタンを押す

Matching amount[%] は、100% にすると完全なマッチングを意
味します。しかし素材により出音はさまざまですので音を聞きなが
ら調整します。

Snapshots ボタンは今表示されている
EQ カーブをコピーするボタンです
８、Snapshot した data を保存したい場合は、Snapshots Export
を行ってください
★そのまま進まれる方は「10、次に Source」に進んでください
⑦番の Export.... ボタンを押す
9、Snapshots Export ウィンドウが表示されます

⑧番の A ボタンを押す
Snapshots 用のフォルダを
わかり易い場所に作成し、
その中に SAVE

▲ ozone4 は 8000 もの EQ ポイントがあり、Matching amount[%]
スライダーを 100% にするとマッチング EQ カーブがギザギザにな
り、上下のピークが増えます。
▲ Matching amount[%] を 100% に、Smoothing を「0」にする
と理論上ではターゲットに最もマッチする音になりますが、実際に
は効果的ではありません。この場合、あらゆるピークとレベルのキャ
プチャーが試みられるため、EQ が極端（不自然）になることがあり
ます。

10、次に Source 素材の Spectrum を解析します

方法は Target 素材の Spectrum 解析と同じです
上記⑤番までの作業を繰り返します
Source の素材を Play します

▲ Matching amount[%] を 50% 前後に設定することをお勧めしま
す。Matching EQ の目的はソース全体の音色形状をキャプチャーす
ることにあります。正確なマッチングでは無く、全体的な音色をキャ
プチャーするのが目的です。

11、Snapshots を撮ります

実際の音の変化は、youtube 上で「MSLCChannel」と検索してい
ただければ iZotope 製品のデモムービーをご覧になれます。
まだまだ、Alloy も RXII、Stutter edit、etc..... も書きたいのですが、
紙面が足りません。（涙）

「B」⑨番を押す
紫線のターゲットと、黄線のソース、２つの素材の EQ カーブの
解析が終わりました。
Snapshots ボタンを押し、ウィンドウを閉じます
12、⑩番を Matching になるまで押す

★ iZotope 製品のデモ版ダウンロード
http://www.izotope.com
そして、ただいまバンドルキャンペーン中なの
です。3 種類のバンドルがございます。
単品で購入するよりもお得です。
価格は新製品紹介 10 ページにて！
•Mix & Master Bundle → Alloy+Ozone4
•Studio Bundle → Alloy+Ozone4+Nectar
•Studio & Repair Bundle → Alloy+Ozone4+Nectar+RX2

次にもう一度⑪番の Snapshots ボタンを押す

■エムズラーニングセンター

13、Snapshots ウィンドウが表示されます

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。

〒 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
info@mslc.jp

次に、上図赤枠の
・Matching amount[%]
・Smoothing
両スライダーを調整します
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iZotope

バンドル版発売中！

近年 DAW、ノンリニア機器、また様々な制御機器、アセットマネージメント端末などスタジオ内ではディスプレイと端末が増えるばかり。し
かも「必要なものへはすぐにアクセスしたい」、「本体はうるさいのでマシンルームへ」、「音への影響を考えてディスプレイの数を少なく･･･」な
ど要求を満たすために KVM(Display＆Keyboard/Mouse）を延長、分配、切り替え、とシステムも益々複雑化してきています。
ADDER 社は、日本ではまだ知られていませんがこのような複雑化する KVM システムを安定にしかもフレキシブルに対応するソリューション
を提供しているメーカーです。特に革新的な KVM Over IP システムを実現した AdderLink Inﬁnity システムは、これからのハイエンド・システ
ムのデファクト・スタンダードとなるでしょう。

ADDER( アダー ) 社 ( 英国 )
ADDER 社は、26 年前 (1985 年 ) に Adrian Dickens（エイドリアン・ディケンズ）氏が自分のオフィスのため
にプリンター・シェアラーを作ったことからスタートし、現在様々なタイプの KVM システムを独自開発して世に送
り出しています。ADDER とは、英国のみに生息する毒蛇の名前だとか･･･（日本のまむしのようなもの？）。確かに
英語圏ではケーブルのことをスネークと呼びますから、ADDER という名前はラインナップのイメージを表したネー
ミングなのかもしれません。
ADDER 社では全ての設計を自社内、現在でもほとんど全ての製品を頑なに英国国内で製造しているという、このマー
ケットの商品ではちょっと珍しいスタイルで製品化を行っている会社ですが、シニア・プロダクト・マネージャーの
John Halksworth（ジョン・ホークスワース）氏は、信頼性を確保することと様々なトラブルに的確に対応して解決
ADDER シニア・プロダクト・マネージャーの

していくためには自分たちの力で作り続けることが不可欠だと語ります。

AdderLink X-DVI PRO
DVI-D/USB2.0 Extender

John Halksworth 氏

価格 ¥113,400( 税込）

Full HD 画質と USB2.0 を CATｘケーブル 1 本で延長

AdderLink X-DVI PRO は、Full DVI-D(1920x1200@60Hz) と Full USB2.0 を 1 本の CATx ケーブル（CAT7a 推
奨 ) で 50m まで延長可能な KVM エクステンダーです。しかもレシーバー側には、USB-A x4 のハブも内蔵されて
います。また、DVI 伝送に関しては、Extended Proﬁle DDC EDID に対応しています。1 本の CATｘケーブルで伝
送が可能なためパッチングシステムも容易となります。（パッチパネルでシステムアップする場合には、1 パッチあ
たり伝送可能距離が 5m 短くなります )

AdderView AV4PRO-DVI
4:1 DVI-I/USB2.0 KVM Switch

Scheme

Resolution

Frequency

HDTV

1920x1080

60Hz

UXGA

1600x1200

60Hz

WUXGA

1920x1200

HDTV

Data Format

Data
Rate

Cable

Distance

CVT-R

139MP/s

CAT7a

60m

GTF

161MP/s

CAT7a

60m

60Hz

CVT-R

154MP/s

CAT7a

60m

1920x1080

60Hz

CVT-R

139MP/s

CAT6a

55m

HDTV

1920x1080

60Hz

CVT-R

139MP/s

CAT5e

45m

SXGA

1280x1024

60Hz

CVT-R

108MP/s

CAT7a

70m

SXGA

1280x1024

60Hz

CVT-R

108MP/s

CAT6a

65m

SXGA

1280x1024

60Hz

CVT-R

108MP/s

CAT5e

55m

Dual Link DVI-D と USB2.0 を 4：1 切り替え

価格 ¥67,200( 税込）

AdderView AV4PRO-DVI は、DualLink DVI-I(WQXGA 2560x1600 を含む全てのレゾリューション ) と Full
USB2.0 およびオーディオ（3.5φStereo Jack）を４：１切り替え。4 台の PC を 1 つの端末から切り替えてコントロー
ル可能です。ADDER 社独自の True Emulation USB2.0 機能によって USB ポートが別の PC に切り替えられてい
ても常に正常に接続されている状態を保持するために、非常に安定した切り替え運用が可能となっています。
また、DVI 伝送に関しては、Extended Proﬁle DDC EDID に対応しています。なお、８：１切り替えのモデルおよ
びマルチスクリーンに対応するデュアル、トリプル、クアッド・ディスプレイモデルもあります。

Adder CCS4USB
4:1 USB Command Control Switch

AdderView AV8PRO-DVI

8:1 DVI-I/USB2.0 KVM Switch

価格 ¥199,500( 税込）

AdderView AV4PRO-DVI-DUAL

4:1 Dual DVI-I/USB2.0 KVM Switch

価格 ¥134,400( 税込）

AdderView AV8PRO-DVI-TRIPLE

4:1 Triple DVI-I/USB2.0 KVM Switch

価格 ¥189,000( 税込）

AdderView AV8PRO-DVI-QUAD

4:1 Quad DVI-I/USB2.0 KVM Switch

価格 ¥241,500( 税込）

マウスポインタの移動で 4 台の PC を自動切り替え

価格 ¥67,200( 税込）

Adder CCS4USB は、非常にユニークな製品で、ADDER 社独自
の FreeFlow Control 技術によって 4 台の PC のディスプレイ間
を 1 台のマウスポインタが自由に移動、オペレーションしたいウィ
ンドウをクリックするだけで、キーボードも自動的に対象の PC に
切り替わる USB 自動セレクタです。Windows/Mac/Linux に関
わらず接続が可能で、PC 側には何のドライバも必要ありません。
あたかも一つのマシンを操作している如くスマートな操作環境が
提供されます。
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by Yamazaki

KVM Over IP リモート・ネットワークシステム
AdderLink Inﬁnity は、KVM を IP( インターネット・プロトコル ) つまり LAN 回線に乗せて送受信するリモート・
ネットワークシステムです。IP 伝送を用いることによって従来の KVM システムとは全く異なり、延長、分配、切り
替えといった機能を IP アドレス管理によって実現する非常にフレキシブルで安定したシステムです。このシステムは、
一般の IP プロトコルに則っていますので、そのルールさえ守れば伝送距離も接続もスタジオ間はもとより、世界中
どこでも出来るということになります。例えば、東京にあるスタジオの Pro Tools マシンをイギリスからリモート操
作する、といったことも出来るわけで、実際に英国 BBC 放送では、世界中にある支局のシステムをリモート操作で
きるように AdderLink Inﬁnity システムが採用されているとのことです。

AdderLink ALIF-1000P
AdderLink Infinity TX/RX Pair

Full HD 画質と USB2.0 を CATｘケーブル 1 本でネットワーク伝送

価格 ¥281,400( 税込）

AdderLink Inﬁnity は、Full DVI-D(1920x1080@60Hz) と Full USB2.0、 オーディオ入出力（3.5φStereo Jack
x2）、RS-232C（COM ポート）を 1 本の CATx ケーブル（CAT5e 以上推奨 ) で IP 伝送する KVM エクステンダー
です。しかもレシーバー側には、USB-A x4 のハブも内蔵されています。IP アドレス管理によって、複数の端末から
のリモート・シェア、複数の PC への切り替え操作が自由に行えます。システムの規模によって下記の TX/RX 単品
での販売も可能です。

AdderLink AIM
AdderLink Infinity Management Unit

AdderLink ALIF-1000R

AdderLink Infinity RX Unit

価格 ¥144,900( 税込）

AdderLink ALIF-1000T

AdderLink Infinity TX Unit

価格 ¥144,900( 税込）

AdderLink Inﬁnity システムのマトリクス制御を管理する

価格 ¥672,000( 税込）

AdderLink AIM は、AdderLink Inﬁnity のリモート・マトリクス・システムを管理するマネージメント・ユニットで、
この AIM によって端末からのスピーディな PC 切り替えや自動制御、複数のスタジオ間で運用する場合のアクセス
権 ( パーミッション ) の設定などが可能となります。AIM は、AdderLink Inﬁnity のネットワークに接続し、このネッ
トワーク上からブラウザで AIM の IP アドレスにアクセスするだけで、全ての設定が可能なウィンドウが表示されます。

DDC EDID Emulation

AdderLink Inﬁnity システム接続例
Pro Tools-1

Studio-1 Main desk
ALIF-RX

ALIF-TX
IP:162.168.xx.11

IP:162.168.xx.10

AIM

Pro Tools-2

IP:162.168.xx.21

Studio-1 Assistant

ALIF-TX

ALIF-RX

IP:162.168.xx.12

IP:162.168.xx.22

Pro Tools-3

Network SW
IP:162.168.xx.01

ALIF-TX
IP:162.168.xx.13

Studio-2 Main desk
ALIF-RX
IP:162.168.xx.23

Video Satellite

ALIF-TX には、DVI-D の識別コード DDC EDID をエミュレートする機能が搭載
されているため、PC から見ると常に同じディスプレイが接続されているように
設定することが出来ます。このエミュレーション機能により切り替え時にもディ
スプレイ検知をする必要が無く、常に安定した状態で切り替え動作が出来ます。

Preset による一括切り替え

Preview Room

ALIF-TX

ALIF-RX

IP:162.168.xx.14

IP:162.168.xx.24

上記の例では、マシンルームにある 4 台の PC を 3 つの部屋からアクセスする
システムとなっています。AdderLink Inﬁnity 間の接続は Gb EtherNet ケーブ

AIM のプリセット設定は、複数のディスプレイやキーボード・マウスの接続を

ル 1 本で Network SW（HP Procurve 推奨 ) に接続されているだけ。全ての

まとめたパターンをプリセットとして設定し切り替えウィンドウで選ぶことが

ユニットにはユニークな IP アドレスを設定し各 KVM 端末 (RX) から自由にど

出来ます。

の PC(TX) にアクセスすることが出来るようになっています。

Permission( アクセス権限 ) 設定

スピーディな切り替え操作

AIM では各マシン (TX) およびグループ設定に対してどの KVM(RX) またはアカ
ウント ( 登録ログイン ) がアクセスできるようにするかをパーミッション設定す
ることが出来ます。

Firmware Update
各 KVM 端末 (RX) から CTRL+ALT+C( 設定変更可能 ) と操作するだけで上記
の切り替えウィンドウが開き、アクセスしたいマシンまたはグループ・セット
アップをクリックして選択します。
：画面のみ
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：シェア ( 共有 )

：エクスクルーシブ
( 他の KVM ではとれなくなる )

AdderLink Inﬁnity のハードウェアは、常に新しい機種やテクノロジーに対応
していくために FPGA でハードウェアが組まれています。AILF-TX/RX、AIM
全てブラウザからファームウェア・アップデートファイルを呼び出して最新の
アップデートが可能となっています。

>>>

Audio Engineering Associates(AEA) 社訪問レポート

by Yamazaki

Audio Engineering Asociates(AEA) 社は、1930 〜 60 年代のレコーディング、放送で活躍していた RCA リボンマイクロフォンが
取り扱いの難しさと小型化の波に押され 1972 年に生産を終了した後、リボンマイクの優れた特性再現するため 1990 年代にを RCA
R44 の復刻版となる AEA R44C を送り出しました。現在では多くの AEA 社のリボン・マイクロフォンがハリウッドのスコアリング
ステージやジャズ・レコーディング、ボーカル・レコーディングなどに用いられています。今回は NAB2011 のショウの後に AEA
社を訪問致しましたので、その様子についてレポート致します。

■ Wes Dooley（ウェス・ドゥーリー）（写真 1）

AEA 社の代表でもある Wes Dooley（ウェス・ドゥーリー）氏は、Mr. Ribbon Mic と呼ばれる（自称 ?）米国のプロオーディオ業界では、
非常に有名なエンジニアで、みなさんの中でも海外の AES ショウなどに行かれた方は、シルクハットをかぶった彼の独特な風貌を目
にした方も多いと思います。世界各地でレコーディングや講演を行い、彼の献身的なオーディオ業界への活動は世界的にも認められて
おり、AES でも 2001 年にフェローシップを受賞しています。また彼は、フォーレンジック・オーディオ（Forensic Audio：音響科
学捜査）の部門でも造詣が深く、現在も実際の警察機関から音声解析の依頼を受けています。その Wes Dooley 氏が RCA にリボン
マイクが決して時代遅れのただの歴史的な遺産ではなく、現代にも通用する高品位な音質を持った優れたマイクロフォンであることを
伝えるべく AEA というオリジナルブランドで復刻版のビッグ・リボン・マイクロフォン・シリーズを立ち上げました。
それでは、米国ロサンゼルスにある AEA 社の訪問リポートを始めましょう。
← ( 写真 1）シルクハットがトレードマークの Wes Dooley 氏

■オールドマイク・コレクションズ

（写真 2）AEA 社外観：一見何の （写真 3）入り口を入ると目に飛び （写真 4）長さ 1.5m 以上はある
AEA 社は、ロサンゼルスの郊外 Pasadena( パサデナ ) という
変哲もない一軒家ですが ･･･
込む部屋一面のマイクコレクション
巨大なオールド・ガンマイク
町にあります。ロス郊外と行ってもパサデナまではハリウッド
から車でほんの 15 分程度、アメリカンフットボールのローズ
ボウルの開催地としても有名ですが、東京にたとえると埼玉く
らいの位置にあるロスでは比較的緑の多いきれいな地域です。
その住宅地の中にたたずむ何の変哲もない小さな一軒家が AEA
社のオフィス兼工場。（写真 2）入り口のドアを開けると一変し
て中はまるで博物館のようで壁一面に並ぶオールドマイクロ
フォンのコレクション。ありとあらゆるタイプの歴史的なマイ
クを取りそろえたこのコレクションは、Courtland Barr（コー
トランド・バー）氏が生前に収集されていたもので、AEA 社がそのコレクションを引き継いで保管しているそうです。（写真 3,4）
これだけではありませんが、Wes Dooley 氏のオーディオ・インダストリーに捧げる姿勢が至る所に感じられるオフィスです。

■ AEA KU-4：UniDirectional Ribbon Microphone

さて、工場ではちょうどリボンの構造上難しいとされている RCA KU3A
単一指向性のリボンマイクの復刻版となる AEA KU-4 の出荷間近の段階
でした。（写真 5）リボンマイクはその構造上、金属泊のリボンが大型の永
久磁石の磁界中を空気振動によって前
後に揺れることで発電し、それを音声
信号として用いるもので（まさにフレ
ミングの法則そのものですね）、リボン
の形状から横からの空気振動には反応
しづらいために双指向性となります。
RCA KU3A は、スタジオにおけるボイ
スマイクとしての使い良さを求めるた
めに開発された単一指向性の特性を持
（写真 5）KU-4 のリボンユニット
つマイクですが、実際には使用されてい

■ドラム・セッション

るリボンは通常のリボンマイクと同じも
ので、リボンのバック側に吸音用のチュー
ブを仕込み、エアーダンパーのような効
果でリア側からの振動を抑えて単一指
向性を実現した非常にユニークな設計
でした。AEA KU-4 は当時の KU3A の
設計理論から解析し直し完全に安定し
た特性を得るために、アルミニウム削
り出しによる精密なチューブ形状の吸
振ユニットを作り上げました。（写真 6）
このユニットによりリボンの豊かな周
波数特性を生かし非常に安定した特性 （写真 6）バックロード・
（写真 7）
の単一指向性リボンマイクを実現して ホーンスピーカーのように 組み立て調整中の KU-4
のリボンユニット
います。工場内では、数人の職人スタッ 一本のチューブ構造となる
フが全て手作りで製品を一つ一つ仕上 穴が削り出された KU-4 の
吸振ユニット
げています。（写真 7）

AEA 社の工場内には、簡易的な録音スタジオとなるスペースがあり、現
在の AEA 社のメイン設計者である Julian（ジュリアン）（写真 8）と品質
保証を受け持っている Paul（ポール）がスタジオ内にドラムセットを組
んで待ち構えておりました。実は私がドラムをたたくと聞いて用意して
おいてくれたらしく、ポールの Jazz ドラムセットに AEA の各マイクを
贅沢にも山ほどセットし、いろいろなマイクセッティングをテストしてみ
ようという企みです。恥ずかしながらせっかくですからたたかしていただ
き、それを録音したものでそれぞれのマイクとセッティングによる音を聞
き比べてみました。基本システムとして各マイクは AEA のリボン専用に
開発されたマイクプリ RPQ に接続され、マイクプリのセッティングはフ
ラットな状態で Digi002 を使って Pro Tools に取り込むようにしていま
した。マイクセットは、Air Room Mic として A440 をステレオペアでド
ラムから約２ｍほどの距離、バスドラム用に R44CE を約 60cm ほどの

（写真 8）ドラムセッションを
録音する Julian

＝ ちょっと寄り道 ＝

（写真 9）バスドラムに
セットした R44CE

距離（写真 9）、比較的リボンとしては近距離のセッティングで
良い特性が出る R92 をスネアから 10cm くらいの距離、オー
バートップに R84 をステレオペアでセットしたものと R88
（ステレオ・リボン・マイク）をセット。（写真 10）実際のセッ
トアップにご興味のある方は、YouTube（http://youtu.be/
SUHZabVnyw0）にてご覧いただけます。（遊んでたたいてい
るところもとられてしまっているのでちょっと恥ずかしいで
すが ･･･）さて実際のサウンドの方ですが、まずはバスドラム
にセットした R44CE、抜群にいい感じの豊かな LOW 成分を
含んだ音で、これがビッグ・リボンの威力かと驚かされまし
た。また、オーバーヘッドの R84 のペアと R88 を比べてみる
と、個人的にはステレオ・イメージが非常にしっかりしていた
R88 が使いやすそうだと感じら
（写真 10）オーバーヘッドに
れました。また、スネアにセッ
セットされた R84 のペアと
トした R92 は、音はもちろん
R88、スネアには R92
良いのですが、はっきり言って
ドラマーからするとこんな高額で大きなマイクが目の前にあった
ら怖くてたたけません！（実際スティックで一発お見舞いしちゃ
いました ･･･）そのほか、KU-4 をステレオで試してみたりハイ
ハットに使ってみたりいろいろなセッティングを試してみました
（写真 11） ので、素材を整理したものをもらえたら WEB に音源
（写真 11）KU-4 をオーバーヘッ
を WEB にアップしますので、ご興味のある方は是非その音をご
ドにステレオペアでセットする
確認ください。
Paul

パサデナで AEA 社に行く前に朝散歩をしていると、Pasadena Memorial Park（パサデナ・メモリアル・パーク）でマーケットとこぢんまりとした
フェスティバルが開催されていました。マーケットをぷらぷらと歩いていると地元の Jesse&co というアクセサリーショップが出店していて、とっ
ても粋な革製のスマートフォン・ケースを発見！思わず買ってきて現在は愛用のケースとしています。もしほしいという方がいらっしゃいましたら、
AEA のマイクと一緒に送ってもらいますのでご連絡ください。（値段は 7000 円くらいだったと思います）（写真 12）
（写真 12）Pasadena で見つけた粋な革製スマフォ・ケース→
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Sonnet Technologies のご紹介

by Ono

▼ Sonnet 社はこんな会社

Sonnet Technologies, Inc.（ソネット・テクノロジーズ = 以下、Sonnet）はアメリカ西海岸に本社を置くメーカーで、
古くは Macintosh ハードウェアアップグレードメーカーとして知られていました。現在はタワー型／ラックマウント
型の RAID ストレージ、ポータブルストレージ、CF などのカードに対応したリーダー／ライター、あるいはネットワー
ク／ワイヤレス／ディスクコントローラ等のアップグレードカードが主流になっており、ほとんどの製品は Macintosh
だけでなく Windows のプラットフォームでも使用可能です。
これまでもタックシステムは Sonnet 製品を取り扱っておりましたが、昨年より正式に販売代理店となりました。
今後一層、国内販売に力を入れて参ります。よろしくお願いいたします。
Sonnet 製品は現行製品だけでもかなり多く、とてもこの特集で紹介しきれません。今号ではいま日本でよく出ている製品、また、4 月の NAB 2011 で発表され
た話題の THUNDERBOLT ( サンダーボルト）対応製品等についてご紹介いたします。

◆ QIO（ユニバーサル・メディア・リーダー）

▼発売中の製品

◆ ALLEGRO FIREWIRE 800 PCIe（FireWire 800 PCIe カード）
弊社ではこのカードが一番売れているかも
し れ ま せ ん。Pro Tools に Avid Mojo や
GVG ( 旧カノープス ) ADVC-110 を加えて
いるマシンではオンボードの Firewire ポー
トが Mojo (ADVC) に占有されるため、ロー
カルドライブとの FW 接続用にこのカード
を増設するケースが多いです。
IEEE1394b 準 拠、Texas Instruments 社
チップセット、転送速度最大 800 Mbps、
FireWire 800 ポート x3、バスパワー対応、
ホットスワップ対応等々。1 年保証。
標準販売価格 ¥9,450（税抜価格 ¥9,000）
＊ 5 月より値下げしました

◆ TEMPO SATA E4P（外付け SATA 接続カード）

外付け SATA ドライブ対応。eSATA ポート x4 基持っており、ポート
マルチプライヤ機能により最大 20 台のドライブを接続可能にします。
バスインターフェイス PCI Express
x4、SATA II 準 拠 = 3 Gb/s 対 応
(SATA I = 1.5 Gb/s にも対応 )。
5 年保証。
Sonnet の ス ト レ ー ジ Fusion
D500P 等との接続に最高です！
標準販売価格 ¥37,800
（税抜価格 ¥36,000）

Qio ( キ ュ ー ア イ オ ー ) は 異 色 の 製 品 で す。P2、
SxS、Compact Flash、SDHC カ ー ド の 読 み ／ 書 き
を eSATA 接続で高速に行うユニットになります。最
大 200MB/s の 転 送 速 度 を 持 ち、FireWire 800 や
USB2.0 等を超えるパフォーマンスでファイルを転送
します。P2、SxS、Compact Flash のスロットを各
2 基持っています (SDHC はアダプタを使用して対応 )。
製品は付属インターフェイスカードの違いでデスク
トップ用とノート PC 用の 2 種あります。価格も安く
はないですが、収録後のメディアからのデータ転送をより早く済ませたいプロ向けの
製品です。2 年保証。
また、積み重ね置きに適した縦横同サイズの高速ストレージ FUSION F2 (2TB、
JBOD/RAID 0/1、標準販売価格 ¥69,300 = 近日販売開始 ) との組合せがマッチします。
PCIe カード付き／ PCI ExpressCard/34 付きどちらも
標準販売価格 ¥119,700（税抜価格 ¥114,000）

◆ FUSION DX800RAID：RAID コントローラ付属
（タワー型 RAID ストレージ）
専用の RAID コントローラカードとの組合せ製品です。
デ ィ ス ク 8 台 ／ RAID5 設 定 で デ ー タ 転 送 速 度 は 最 高
870MB/s ( 読み )、880MB/s ( 書き ) に達します。内蔵
SAS エクスパンダにより、1 枚の RAID コントローラカー
ドで最大 16 台の DX800RAID エンクロージャと接続が可
能です。
5 年保証。
8TB モデル 標準販売価格 ¥413,700（税抜価格 ¥394,000）＊値下げしました
16TB モデル 標準販売価格 ¥615,300（税抜価格 ¥586,000）＊値下げしました

▼ Thunderbolt 対応製品 - NAB2011 にて

今年の NAB 2011 は Apple Mac Book Pro に搭載された新技術 =Thunderbolt の登場を受けて、その周辺機器の発表が期待された
ショーでもありました。
いくつかのメーカーが Thunderbolt 関連の製品を発表する中で、Sonnet はストレージだけでなく、周辺機器接続用の意欲的な製品
を発表しました。＊いずれも現時点で価格未定、発売は今夏予定とアナウンスされています。仕様についても変更の可能性があります。

◆ Fusion F2TBR（THUNDERBOLT ストレージ）

◆ Echo Express PCIe 2.0（THUNDERBOLT 拡張筐体）

先ほど紹介した Qio とマッチする Fusion F2 ストレージ
の Thunderbolt 版です。2 基の SSD ドライブを内蔵した
ポータブル型になります。

PCIe カードを Mac Book Pro のような Thunderbolt 接続のマシンで使用可能にする
拡張筐体になります。
● 2 種の筐体
ハーフサイズ・モデル ( 標準モデル )
フルサイズ・モデル (XL モデル )
2 スロット幅、PCIe 2.0 アダプタカード 1 枚を実装可能
●広い帯域幅
x16 (x4 モード ) 2.0GB/s PCIe 2.0 スロットにより、映像デー
タ取り込み、8Gb Fibre Channel、10Gb Ethernet、デジタ
ルオーディオ、RAID コントロール、マルチスクリーンビデオ
等々の用途向け
●電源等
75W パワーサプライ、冷却ファン搭載
● Thunderbolt ポート
2 基搭載。デイジーチェーンで最大 6 台の機器をホストコン
ピュータのポート 1 基に接続可能

● RAID 0 での転送速度 (SSD 2 基 )：
読み込み 640MB/s
書き込み 430MB/s
● Thunderbolt ポート 2 基
周辺機器を最大 6 台までデイジーチェーン
可能
●コンパクトサイズ：
CD ケース 2 個分の大きさ、場所を取りません

◆ Fusion E400TBR5、Fusion D800TBR5
（THUNDERBOLT ストレージ）

4 基のドライブ (E400TBR5)、8 基のドライブ (D800TBR5) 内蔵タイプの
Thunderbolt 対応 RAID 5 ストレージです。
● RAID 5 での転送速度：E400TBR5
読み込み 400MB/s
書き込み 340MB/s
● RAID 5 での転送速度：D800TBR5
読み込み 800MB/s
書き込み 730MB/s
● Thunderbolt ポート 2 基
周辺機器を最大 6 台までデイ
ジーチェーン可能
● RAID コントローラ：
エンクロージャに内蔵

◆ Allegro FW800 Thunderbolt アダプタ（FW800 と THUNDERBOLT 接続）
Presto Gigabit Ethernet Thunderbolt アダプタ

（Ethernet と THUNDERBOLT 接続）

この 2 製品は NAB 終了後、追加されるような形で発表されました。
Allegro FW800 Thunderbolt アダプタ
Thunderbolt ポート装備のコンピュータに
FireWire 800 装備の機器接続を可能。
バスパワー対応。
Presto Gigabit Ethernet Thunderbolt アダプタ
Thunderbolt 装備のコンピュータにギガビット・
イーサネット接続を可能。

ドライブ／ストレージ以外に PCIe 拡張筐体や、FireWire ／ Ethernet ポートへの変換アダプタ等、Sonnet は今回、意欲的な発表を行ったと思います。
THUNDERBOLT 対応以外の新製品も発表しており、今後も詳細情報が入りましたら Tac Info あるいは弊社ホームページでアップしていきます。
よろしくお願いいたします。
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■ HV-35 for API 500 マイク & インストゥルメント・プリアンプ for API rack
オープンプライス（市場予想価格￥86,100 税込）

現在、アメリカでブームになっている VPR アライアンス。
API 500 シリーズのラックフォーマットに様々なメーカーが対応するための統一の規格で、Millennia も昨年、AD
コンバータ「AD-596」を発売しました。
弊社的には、マイクプリから EQ、コンプにいたるまで、Millennia 製品を積み上げて頂きたいのですが ... 音作りは
ひとつではありません。
API から発売されている電源供給ラック「API 500VPR」や「LUNCHBOX」などに様々なメーカーのタイプの違う
モジュールをスロットインさせれば、豪華共演が可能。音作りの幅が広がること間違い無し。
そして、今回、Millennia から、ついに、HV-3 シリーズのマイクアンプが発売されました！
マイクアンプの他、インストゥルメントプリアンプも装備されました。
あなたのラックにぜひ、Millennia を！
欲しかったメーカーのマイクプリを API でドッキング。なんかわくわくしますね。

＜ 特徴 ＞ ◎インストゥルメント・インプット

◎ +10dB リボンマイク (DC couoled) インプットスイッチ
◎ 80Hz ロールオフフィルター
◎ 48V ファンタム電源供給スイッチ
◎ 15dB Pad スイッチ
◎位相反転スイッチ
◎ API 500 シリーズ対応

HV-35( 左 )/ オープンプライス（市場予想価格￥86,100 税込）
AD-596( 右）/ オープンプライス（市場予想価格￥168,000 税込）

> Directout Technologies 社

■ ANDIAMO 32 チャンネル MADI AD/DA コンバータ 価格￥260,400（税込）

ANDIAMO は、32CH の MADI AD/DA コンバータユニットで、その洗練されたハードウェア・
デザインにより、省スペースで最大限の信頼性を提供します。
アナログからデジタル (MADI) へ、またデジタル (MADI) からアナログへの変換を同時に
32CH 入出力する機能を１U サイズに収めたコンパクトなサイズながら、一切妥協を許さない
高音質を提供する製品です。
32CH 入出力信号（アクティブ／オーバーロード）を確認できる LED を装備。
バンクセレクション設定により、2 台をカスケード接続して 64CH の MADI AD/DA オーディオインターフェイスとして使用可能です。
ワードクロック、MADI 入力、または内部クロックに同期可能で、完全 2 重化電源を装備しています。

■ ANDIAMO.XT 32 チャンネル MADI AD/DA ＆ AES コンバータ 価格￥386,400（税込）
ANDIAMO.XT は、ANDIAMO 32 チャンネル MADI AD/DA コンバータに、さらに 32CH
デジタル I/O を追加し、２U サイズに納めた非常にスペースファクターの高い MADI I/O イン
ターフェイス・ユニットです。
ANDIAMO 同様 96KHz までのサンプリングレートに対応した高品質なアナログ I/O を備え、
同様にデジタル I/O を備えたました。また、完全 2 重化電源も装備。
コンパクトながらフレキシブルなコンバージョンシステムとして（例：アナログから MADI、
MADI から AES 変換が同時に可能）、また、小規模な MADI マトリクスの I/O としての用途に
非常にマッチした製品です。

■ M.1K2 MADI ルーティング・システム 価格未定
M.1K2 は、最大 16 ポートの MADI ルーティングシステムで、1024CH もの強力なルーティン
グマトリクスを可能にし、小規模なルーティングから大規模なシステムまで幅広くカバーしま
す。2 つの I/O スロット（各 8 ポート）は、それぞれ BNC、SC オプティカル、SFP といった
異なる I/O モジュール、例えば、SC ｘ 8 ポートと BNC ｘ 8 ポートといったカスタマイズ実装
が可能です。オーダー時に指定いただく事でカスタマイズ・オーダーに対応致します。

> iZotope 社

by Yoshida

バンドル版 3 製品発売中！
１、Mix & Master Bundle（バンドル：Alloy、Ozone 4）
オープンプライス（市場予想価格 ¥50,400 税込）

Mix & Master Bundle

２、Studio Bundle（バンドル：Alloy、Ozone 4、Nectar）
オープンプライス（市場予想価格 ¥71,400 税込）

３、Studio & Repair Bundle（バンドル：Alloy、Ozone 4、Nectar、RX2）
オープンプライス（市場予想価格 ¥98,700 税込）

Studio Bundle

Studio & Repair Bundle

松竹梅と言う訳では有りませんが、ユーザー様の目的に併せて単品購入に比べて格段に破格のラインアップに
なっています。しかも一つ一つがいわゆるマルチエフェクター的な存在ですからバンドル数 x ∞は大げさにしても
かなりの処理結果が期待出来ます。
ざっくりとバンドルの構成についてご説明を。
Alloy により、個々のトラックの音決めを詰めて、マスタリングとして Ozone4 が登場します。
更に音楽において「歌モノ」＝ボーカルトラックは肝心要な要素ですから、更に踏み込んだ音作りが
必要なので Nectar に登場してもらいましょう。
最後に極めつけ、折角のベストテイクがノイズによって台無しになってしまう事も起こります。
そんな時に RX2 が大活躍！！ 何とも至れり尽くせりなバンドルではありませんか！！！
今すぐお電話 or WEB クリックを！ お待ちしております！！
Nectar と Ozone4 については M'sLC の因氏によるご紹介が別ページに有りますので、そちらをご覧頂くとして、
RX2 は奥が深過ぎなので、別途機会を設ける必要がございます。

では右ページにて Alloy について概要をご説明いたします。→
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N E W

> Softube 社

新

by Yoshida

■ TUBE-TECH ME-1B(Native) 価格 ¥20,790（税込）

■ TUBE-TECH Classic Channel （Native） 価格 ¥70,140（税込）

前回の Tac Info 36 でご紹介した TUBE-TECH PE-1C に続き、ME-1B がプラグイン化されました。
CL-1B、PE-1C、ME-1B の 3 種類のラインアップが揃った事になり、Softube 社のユニークな発想で、
3 つを 1 つのプラグイン画面に納めた TUBE-TECH Classic Channel(Native) を併せて発売いたしました。
まず簡単に ME-1B についてご説明いたします。
PE 1C と同様に ME 1B はパッシブタイプの真空管アンプ
ベースの EQ です。
特にミッドレンジに有効な構成（図 1）
＊ low frequency boost (200–1000Hz)
＊ほぼフルレンジの Sweep cut (200–7000Hz)
＊ high frequency boost (1.5-5kHz)
となって居り、PE 1C が苦手とする帯域を補うが如くマッ
チしますので、2 台を組み合わせは強力です。

（図 1）

その Tube Tech EQ サウンドに定番 COMP の CL-1B を組み合わせ、さながら Tube Tech 製チャンネルストリップとした
のが、TUBE-TECH Classic Channel(Native) です。Tube Tech マニアには特に魅力的なプラグインでは無いでしょうか。
もちろん、必要となる EQ が先か COMP が先の処理かと言う問題に対応出来る様、チェーンの切替 SW が付いている所は、
サスガです（図 2）

■ TSAR-1（Native） 価格 ¥34,440（税込）

（図 2）

「新」と言うにはリリースより日が経ちましたが、今月号 (2011 年 6 月号）のサンレコでもレビュー
の掲載をして頂いていますので、改めてご紹介したいと思います。
最近は Tube Tech 社ハードウェアのプラグイン化等々、ビンテージ機器の復刻製品が多かった
のですが、今回のリバーブプラグインは Softube 社の完全オリジナルです。
Softube 社の WEB をご覧頂くと、何故か毎回立体的なフォルムを持った、さながらこうした
ハードウェアをリリースしたのかと勘違いしてしまう位の完成度を持った画像／動画が載ってま
すが、今回も、あくまでプラグインです。
名 前 の 由 来 は「 True Stereo Algorithm」（ ト ゥ ル ー ス テ レ オ ア ル ゴ リ ズ ム ）」 を 搭 載 し た
Reverb と言う所から来ています。
True Stereo とは？ですが、左右のチャンネルに多くて 2 つの処理エンジンを搭載している物が
多い中、贅沢に 4 つのエンジンを積んでいると言う事です。
残念ながらダイアグラム等の詳細情報が無いのですが、その密度の濃いサウンドは一聴して頂け
れば納得される事、まちがい無しです。
メーカー曰く、インパルスレスポンスと呼ばれる部屋の響きをサンプリングしたデータを元とし
た、昨今のコンボリューションリバーブはお手軽にキャラクターを得る事が出来るが、録音素材
が完全にドライに限り響きを足す事によってリアリティを得られる。しかしながら完全にドライ
である事は非現実で有り、素材に含まれる残響キャラクターとコンボリューションリバーブの
キャラが時として干渉、濁りを生んでしまうぞと。
対局としてアルゴリズミック＝演算処理／計算によって得られる残響は、演算の精度が高い程、
より自然に本来素材が持つ残響の減衰に馴染ませる事が可能で有るとの主張です。

そしてもう一つのこだわりが、如何にシンプルかつ十分なツマミによる操作性を追及しています。
実際にパネルを見て頂ければ、往年のリバーブパラメーターばかりですので、エンジニアの方には敢えてマニュアルをご覧にならなくても直ぐにお使い頂け
ると思います。さらに昨今のエンジニアの方以外を対象としたと言う訳では無いですが、サウンドクオリティはそのままに、ツマミを 3 つに絞った TSAR-1R
も付いてます。
一般的なパラメーターと書きましたが、使ってみて、ちょっとクセの有る点を感じた物が有りましたので補足説明させて頂きます。
＊ Reverb Mix つまみ
左に振り切りでリバーブのみ、逆の右が初期反射の Early Reflection になるバランスタイプとなってます。
＊ Modulation タイプ
Random / Slow / Fast とありますが、これは Chorus 効果の付加なので、Random が Chorus 無し = デフォルトとなってます。
より自然な減衰は Random です。
＊ Reverb Tone
グラフを見ると横向き？ Band パス EQ 的カーブになってます（図 3）。
Bright / Neutral / Dark と有り、Bright にすれば高域の減衰を持ち上げつつ低域が削れるのでスッキリとしたリバーブとなります。
＊パラメータ値 操作
ユニークかつ便利なのが、それぞれのパラメータ表示部に ( ) で前回の値が表示されるだけで無
く（図 4）
、その表示部をクリックすると、その値だけ前回と入れ替わる（いわゆる Compare/
比較）が出来ます。
個人的第一印象は、どこか懐かしい往年のデジタルリバーブで有りながら、明らかにより自然な
ルームエコーがそこに有り、サンプリングリバーブに馴染み過ぎた耳には何とも不思議な豊かさ
を感じずにはいられません。
百聞は一聴にしかずです。一押しリバーブ、是非お試しを。

（図 3）

（図 4）

Equalizer、Exciter、Transient、Dynamics、De-Esser、Limiter の 6 つのモジュールから構成された従来のチャンネルストリップ
を超えたチャンネルストリップです（図 1）。もちろん単体のトラックだけで無くマスタリング的にトータルにお使い頂いても結構です。
しかも各モジュールの順番はお好きな様に並び替えられ（図 2）、更に Macro ページ／セッティングによって主要なパラメーターに素
早くアクセス出来る（図 3）など本当に良く考えられています。
先ずはプロエンジニアによる 100 を超える Macro プリセット（図 4）をサクサクと切り替えて、音の変化を確認してみて下さい。これでもかと言わんばかりにキャ
ラクターが瞬時に切り替わる様は、さながらシンセサイザーのプリセットで楽器を選ぶが如しです。
そして iZotope 製品全般に言えるのですが、各トップページのシンプルさに隠れた Option 無いし Advance ボタンをクリックした途端、ディープなセッティングに
のめり込んで行く事になります。正直、相当マニアックに追い込めます。

Alloy とは？

（図１）

（図２）
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（図 3）

（図 4）

by fukuhara

NETWORKSOUND
Network Sound System の方向性

第三回 TAC ネットワーク・サウンド・システム研究ファイル

稲住祐平

INAZUMI Yuhei

KAAT
神奈川芸術劇場
舞台技術課 音響担当

神奈川芸術劇場（通称：KAAT）は、大スタジオ、中スタジオ・小スタジオA、アトリ
エ（小スタジオB）そして劇場ホールがあります。特出点として、NetMix Serverが
「音響製作室」で「Nework Sound Libraryの要（かなめ）」として管理運営され
ている点です。これにより、全てのスタジオ・フロアは共通のNetwork Sound
Libraryを利用、即座に最適な効果音と差し替えるなど、効果的でスピーディーな音響
製作の「離れ業」をこなすことが可能です。今回は、これらシステム導入に大きく関
わった稲住氏にインタビューさせていただきました。

▲ 音響製作室は、芸術監督室（芸術監督：宮本亜門氏常設室）と
隣接している。音響加工、製作された効果音は、NetMix Pro
を通じ、即座に各ホールで視聴可能となっている。

で音像が変わる為、結果的に劇場に持ち込み、限ら

れたリハーサル等の時間を利用し、音像を作ってい
く事になります。最悪の場合、音量Checkしかでき

ない事もあります。そういった意味では、劇場ホー

ル内の作業だけで、じっくりと最終的な音像を「作

り込んでいく」という流れは、KAAT音響製作の大き
な利点です。
---

音響製作室のシステム構成についてお聞かせく

ださい。

稲住 メインコンソールは、YAMAHA 02R96VCM
で、MicアンプにはMillennia HV-3D-8を採用。リ

ミッティング・アンプにUniversalAudio 2-1176
音響製作室：NetMix Server とNetMix Pro 及びProTools9の接続確認の様子。Mac mini Serverで管理されている。

---

まず、初めにKAAT劇場内での音響効果コンセプ

トと「音響製作室」の役割について、お聞かせくだ
さい。

稲住 音響効果のコンセプトはシンプルで、「 いかに

もこの音響製作室で収録しています。音響製作室で
は効果音を「ガッツリと作り込む」のではなく、あ

演劇、ミュージカル、ダンスなどの舞台芸術作品で

稲住 はいそうです。ホール内で実際の音像を確認し

たりますし、本番は勿論、舞台リハーサル最中も試

そうか」と、効果音を作り込んでいきます。

行錯誤は続きます。KAATの「音響製作室」は、「劇
場内で出来る事はしてしまおう」といったシンプル

な発想を基に機材選出されています。ピアノの音など

カーとしてMeyerSound MM-4をバランス良く配置
しています。

ルへデータを持ち込んで作業します。
--

使用する楽曲、効果音など使用する音源は多岐にわ

スピーカーはMeyerSound HD1、サラウンドスピー

る程度「形」だけ準備できたら、後は直接劇場ホー

効果的、かつスピーディーな情報を提供できるか」
に掛かっています。

Twin Vintageを利用しています。メインのモニター

直接劇場ホール内で効果音を作り込むのですか。

ながら「もっと音を増やそうか、スピーカーを動か

通常劇場（レンタル）の場合、例えばスタジオを利
用し、完パケ状態で効果音を完成させたとしても、

ホールの鳴りは多種多様で、舞台セットの位置一つ

- 12- 12
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▲ メインコンソール横ラック：上からUniversalAudio
2-1176 Twin Vintage、Millennia HV-3D-8

収録時にはMillennia HV-3D-8が大活躍しますね。
気に入っています。
---

音響製作室のネットワーク構成についてお聞か

せください。

稲住 ネットワーク構成もシンプルで、外部ホストと
繋がる回線(LAN)と、NetMix Server用の光回線

(LAN)を利用しています。メインとなるアプリケー

ションはProTools HDシステムで、MacProを拠点
に「TAC ラックSystem」を組んでいます。

Network Sound Libraryの必然性と工夫
稲住 当初からProToolsを利用したシステムは決定

していました。後は膨大な効果音（SOUND IDEAS
他）や、音響製作ネタを、どのように纏めNetwork
上で利用できるかという点ですね。

---

なるほど、外部からはマスターとなるサウンド

ライブラリを改ざん出来ない様に設定されているの
ですね。

▲ ビッ シ リ と ラ ッ ク に 納 め ら れ た 効 果 音 集 。 全 ての
LibraryをNetMix Serverに納める作業が今後の課題。

稲住 はい、まだ使い始めたばかりなので、スタッフ

Network Sound Libraryという概念は、スタジオ

全員同じ権限を持っていますが（笑）、ライブラリ

間、ホールの共通のライブラリを利用する上で必然

が増えていくうちにルールも細分化されていくと思

のシステム構成でした。CD等のライブラリ媒体を

います。

保管するスペースには限りがありますし、管理方法
にも難があります。ネットワークで一つのサウンド

おわりに

Libraryを共有する事で、現時点で抱えている多く
の問題が解消されます。NetMix ServerとNetMix
Proは、ProTools専用のサウンドライブラリとして

▲ ProTools HD I/O、Mac miniやストレージ類は、
TACラック内に収納されている。

る事が可能なため、特に悩むことなく導入が決まり

稲住 各マシンは、NetMix Pro用に認証パスが予め

活用できますし、あらゆる音源をデータベース化す
ました。

ただし、サーバーの騒音問題には苦慮しました。こ
の音響製作室にマシンルームはありませんので、

元々大型のサーバー機器は置けません。その辺りの

ネットワーク構成やNetMixProの構成などを福原さ
ん（TAC）に調整頂きました。

その結果、NetMix Server用のホストマシーンは
Apple Mac Mini (SnowLeopard Server搭載）と

なりました。これならば騒音の問題も無く、設置場

指定されていますが、そこに管理者用のパスを入力

する事によって、どの端末マシンからもホストマシ
ン上のNetMix Serverへアクセスできるようになっ
ています。各データベースはテーブル単位で細分化

稲住 光ネットワークLANで接続し、全てのホール

加、アップデート、消去、インポート、エキスポー

きるのは良いですね。実際に使ってみて、音響の差

になっています。

とお褒めの言葉を頂いています。

され、テーブル毎にPermission範囲（読み込み、追
トなど、それぞれの権限）を自由に設定出来るよう

で共通のライブラリを瞬時に呼び出したり、利用で
し替えなどの作業で、現場スタッフから「早いね」

所も選ばず、克つCal認証（ライセンス認証）など
の手間もありません。NetMix Server動作上も何ら

interview

ジは、Apple社が推奨するPromise SmartStor

KAAT 神奈川芸術劇場 舞台技術課 音響担当

稲住祐平

問題はありませんでした。バックアップ・ストレー
DS4600 を利用し、

INAZUMI

Yuhei

MacMini Serverと接

演出 宮本亜門芸術監督による『太平洋序

しています。

Server及びNetMix Proの機能をフルに活用し

続。Network上で管理

曲』 http://www.po2011.jp/ では、NetMix
ていきたいと思います。

NetMix Server / NetMix Pro Q&A
ライセンス・キーを一元管理したい。

見積もりを安くする方法はないですか。

iLokキーに対応しました。

NetMixは従量アカウントです。

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。
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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。
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。

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

PICK UP USER

User Story : RHFACTOR (Burbank, Los Angels)
by Yamazaki

今回はタックインフォメーションでは初めて海外のユーザー
のレポートとして、弊社の V-Mon プラグインをご愛用いた
だいている米国ロサンゼルスのバーバンクにある RHFACOR
社（写真 1）Craig Hunter（クレイグ・ハンター）氏（写真
2）にお話を伺いましたのでご紹介します。RHFACTOR 社
は、オーディオ・ポストプロダクション専門のスタジオで、
Burbunk にはこのような Audio Post と看板を掲げたスタ
ジオが数多くあり、同社は中堅どころのスタジオとしてメ
ジャーな TV シリーズなどの制作を行っており、2005 年に
は EUPHONIX の SYSTEM5-MC のデュアル・オペレーター・
システム（写真 3）による DAW との親和性を主軸においた
（写真 1）RHFACTOR 社
先進的なスタジオとして AES でも紹介されています。
(JY)：では、はじめに御社ではどのような作品を主に
手がけているか教えていただけますか ?
(CH)：RHFACTOR で は、TV ド ラ マ の 作 品 を 主 に
手がけています。主な作品は、映画では Greetings
from the Shore、TV で は、Boston Legal、CSI、
My Name is Earl などのシリーズがありますが日本
のみなさんはご存じでしょうか ?
(JY)： え え！ 日 本 で も Boston Legal、CSI や My
Name is Earl は CS で放映していますのでよく知ら
れています。私も Boston Legal はファンでよく見
ていますよ。
(CH)：それはうれしい！機会があれば是非日本の作
品のお手伝いもしてみたいですね。
(JY)：早速ですが、クレイグさんは比較的早くから弊
社の V-Mon プラグイン・バンドルをお使いいただい
ていますが、導入の理由とどのようにシステムアッ
プして使用しているかなどをお聞かせいただけます
か?
(CH)：はい、うちにはメインのダビングステージ
が 2 室 あ り、 一 つ は EUPHONIX の SYSTEM5-MC
もう一つが Avid の ICON D-Control（写真 4）、ど
ちらも TV シリーズを主にターゲットとしたデュア
ル・オペレーター・システムのスタイルをとってい
ま す。V-Mon は、ICON Room の モ ニ タ ー・ コ ン
トロールシステムとして導入しています。このデュ
アル・オペレーター・システムの ICON は、1 台の
D-Control+PT(Pro Tools) が SE（サウンド・エフェ
クト）
、もう 1 台の D-Control+PT がダイアログと
音楽の再生及びプリミックスを行い、もう 1 台の PT
をレコーダーおよびファイナルミックスとして使用
していますが、標準的なステムミックスをしていく
作業には D-Control に付属している X-Mon では機
能的に不十分であるためタックシステムの V-Mon と
CB Electronics の PD-1( パドル・コントローラ）を
セットで組み入れることにしました。したがって、
V-Mon もレコーダー用の PT にインストールされこ
の PT システムがレコーダー兼トータルモニターセク
ションとして機能していることになります。（システ
ム図参照）

（写真 2）Craig Hunter
( クレイグ・ハンター）氏

(JY)：CB Electronics の PD-1 もモニターコントロー
ラ的の要素を持った製品ですが、V-Mon との使い分
けはどのようになさっているのでしょうか ?
(CH)：V-Mon は、メインおよびステム・モニタリン
グの主軸として、各プリミックス PT から出力された
ステムが入力されたレコーダー PT のトラックにイン
サートしてミックスの確認作業が手早く行えるように
セットしてあります。PD-1 は、レコーダーとしての
コントロールとして一般的なダビング時のインプット
/REC モニタリングのために使用していて、この 2 つ
の方法でダビングコンソールとしての機能を実現して
いるということですね。
(JY)：V-Mon の使い勝手に関してはいかがですか ?
(CH)：VMC-101 は、非常にコンパクトで使いやす
く、V-Mon も Version 2 になって 10 ステム扱える
ようになったので余裕が出来ましたね。実際デジタル
のスピーカーシステムにフィットしたモニター・コン
トロールシステムを考えるとベストな方法だと思いま
す。ところで、V-Mon にベースマネージメントや音
場補正の機能は入れないのですか ?

(JY)： は い、 よ く 質 問 さ れ る の で す が、V-Mon を
DSP1 チップに収めきるための制限があるため、結
果的に別プラグインとして動作させる必要があるこ
とと理論的に再生機器側の受け持つべき機能である
という考えから機能的には省きました。御社では、
どのようにスピーカーのセットアップをしているの
でしょうか ?
(CH)：うちの場合は、モニターシステムを Genelec
社の GML システムを用いていますので V-Mon と同
じ PC 上からコントロールソフトを確認できるように
してあります。この 2 つの組み合わせで必要な補正
機能は全て網羅されています。（写真 6）

（写真 6）V-Mon と Genelec GML システムがイン
ストールされたレコーダー PT

（写真 5）マシンルーム
RHFACTOR ICON ROOMのシステム図
ICON-2(Dialog&Music)

ICON-1(SE)

Dialog&Music
ステム

SEステム

VMC-101
V-MON Controller

Recorder PT
システム
USB

PD-1

Genelec GML
システム
RS-422

（写真 4）ICON D-Control デュアル・
オペレーター・システム

（写真 3）EUPHONIX SYSTEM5MC デュアルオペレーターシステム

RHFACTOR システム

(JY)：こちらの ICON ルームで試写も行われるのです
か?
(CH)：いいえ、試写及びレイバック用の専用スタジ
オがあり専門のエンジニアがいますので、ここでは
ミックスダウン及びダビングのみです。
(JY)：レイバックと言うことはテープ納品が主です
か?
(CH)：TV シリーズの場合は、ほとんどが現状テープ
納品です。しかし、先週から日本の大震災の影響で
SR のテープの供給が止まり、こちらでも非常に深刻
な問題となっています。うちのシステムもここ数週間
のうちにファイル納品へのワークフローへ一気に変更
することを検討中です。
(JY)：それは大変ですね。インフラ含めた納品の体系
も考えれば相当なシステム変更となるのではないです
か?
(CH)：確かにそうですが、ダビング自体のシステム
に影響があるわけではないのと、そもそもここを解決
しないとお互いに ( 発注者側と ) 仕事が止まってしま
いますから早急に対応する必要があると考えていま
す。
(JY)：日本の震災の影響がこんなところにもあるので
すね。驚きました。本日は、ありがとうございました。
また、製品に関する新しいアイディア、ご意見などご
ざいましたらお聞かせください。
(CH)：こちらこそ、日本のみなさんにも早く復活し
てもらえることを祈っています。

導入事例
■ Over D-Live

様

通販番組・TV 番組・VP・CF 等映像の企画制作及び編集業務、ポストプロダクション業務をされている Over D-Live 様が福岡市内に MA スタジオを完成させました。
スタジオは C24 をメインコンソールとしたスタジオです。ナレーション録りも出来るブースも併設されています。今回タックシステムはコンソールと機器をラックマ
ウントするテーブルも納品させていただきました。また、こちらのスタジオでは TAC 保守プログラム TAC Pro Tools Protection|HD のご契約もしていただきました。
＜主な導入機材＞
AVID Control Surface C24
AVID DAW ProTools HD2 Accel
AVID Audio I/F HD I/O 8×8×8
AVID Video Satellite LE
PlugINS izotope RX2
PlugINS izotope Nector
PlugINS WAVES Platinum TDM
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PICK UP USER

User Story : ArtWorks MA スタジオ

ミキサーの池本様
福岡県博多区に 2011 年 2 月にリニューアルオープンいたしました ArtWorks ス
タジオ、以前使用していた DAW と ProTools との違い Video Satellite の使用に
ついてチーフミキサーの池本博文様とミキサーの河口正樹様にお話をさせていただ
きました。
Tac：
「おはようございます」
河口様：
「あ、おはようございます、すみません、今、テンプレートを作っていまして」
Tac：
「こちらこそ、すみませんお仕事中に、お話良いですか？」
河口様：
「今、池本さん呼んできますね」
こちらのスタジオは２月に ProTools に DAW を変更されたばかりなのでスタジオ
のテンプレートを作っている最中でした。
池本様「おはようございまっす」
Tac：
「おはようございます。さきほどは Tac セミナーに参加していただきありが
とうございました、本日はよろしくおねがいいたします」
Tac：
「早速ですが、このスタジオでのお仕事の内容をお聞かせください」
池本様：「はい、今までは CM がメインでしたが、ProTools を導入してから、あ
まり長い時間の番組ではありませんが 通信販売番組のお仕事も出来るようになり
ました。
」
Tac：「では仕事の幅が広がったようですね。ProTools になってから、主にどのよ
うなプラグインは何をお使いになりますか？」
池本様：
「WEVES の L1 を使う事が多いです、それと ( 音の変化も ) 解りやすいの
で EQ3 を使います。あと、視認性も良いですしね、今日 Tac セミナーで紹介され
ていた iZotope も良さそうですねプリセットもたくさんあるのもうれしいですね、
パラメーターがあれだけあるのをひとつずつ探るのは正直しんどいですしね。」

by Yagi

Tac：「ノンリニアワークビデオの VideoSeatllite はうまく使えていますか？」
池本様「はい、とても快適に使っています、なにせ以前は βcam でやっていたので、
それに比べればとても快適です」
Tac：「以前お使いになられていた DAW と比べて ProTools はどうですか？」
池本様「前は DigitalPerformer を使っていたのですが、DigitalPerformer では出
来た波形の表示とかが ProTools では出来ず、ちょっとした事なのですが困る事も
ありますね。」
Tac：「表示とかは確かに各々の DAW で少し特徴がありますので、ProTools に慣
れていただければと思うのですがぁ」
池本様：「あと、バウンスの書き出し時間がリアルタイム必要なのが、一番の難点
ですね。」
Tac：「よく、他の DAW をお使いのユーザーから言われますが、ProTools システ
ムはリアルタイム時間を要する仕様なのでご了承いただきたく思います。
」
池本様：「DigitalPerfoemer の PlugINS は使えないですよね、MasterWorks と
か ProTools で使えたら良いんですがねぇ」
Tac：「MasterWorks に 変 わ る PlugINS と し て は、 弊 社 取 り 扱 い の iZotope
Ozon4 を是非お試しください、EQ や COMP の利き方が視認できるので、おそら
く似た様な表示だと思いますよ」
池本様：「解りました、では早速お見積もりをください」
Tac：「ありがとうございます。早速お送りいたします」
最後の話は Tacsystem の商品セールスになっていましたが、ProTools に DAW
を替える事での戸惑いや使い勝手の違いは多少はあるものの、今までの作業より格
段に早い手順でワークビデオの作成から音声の戻し作業を行う事ができています、
更には改訂版の差し替えなどもスムーズに行っています。
皆様もノンリニアワークビデオの導入をお勧めいたします

導入事例
■ HALF

H・P

STUDIO

様

渋谷区幡ヶ谷の BOF3 に、この度 7.1 サラウンドミッ
クス対応の StageG が出来ました。
既に Stage5 と PrePro ルームに AVID 社 ProTools コ
ンソール ICON(D-Control）を導入されていますが、
今回 3 台目の ICON 導入になります。
今回のスタジオは、2 階がアフレコルーム、3 階がコントロールルームと分かれていますが、HD カメラと
52 インチの HD テレビを導入され、コントロールルームの壁のテレビが、ガラス越しにアフレコルームが
あるかの様に見え、あたかも同一フロアーで作業しているかのような感覚になっています。
音響面でもこだわりを持たれ、AGS（柱上拡散体）を天井にも採用され評判の良いスタジオになっています。

導入事例
■音響ハウス様

この度音響ハウス様に第２MA ルームと第 4 スタジオにおいて、
システム改修機材のご導入お手伝いさせて頂きました。
従来ご利用していたメイン DAW "dSP" を ProTools HD システム（メイン
& 効果用 2 式）へ変更、またノンリニア HD ワークビデオシステムとして
Nitris DX を利用した Video Satellite システムとなりました。
これら 3 台は、Satellite Link によってニアサンプル精度での同期を実現。
また最大のトピックは弊社導入初の Avid ISIS5000 ネットワークサーバによって、2 部屋のシステムがオンラインでのデータ共有を実現しております！（図 1）
また第 2MA 室内の照明も全て LED 化しており、昨今の節電に対策にも余念はありません。
ISIS5000 の導入にあたり、メインエンジニアの後藤様は

『 MA 室のみならず、将来的には全ての製作行程の効率化
アップと作品クオリティ向上の双方を両立できる唯一の選
択肢であった 』
とおっしゃられる通り、One Avid でのワークフローをい
ち早く取り入れた最先端スタジオとなっております。
この改修と平行して録音部全ての ProTools システムも
Mac を含めた ProTools 9 システムへアップグレードさ
せて頂いております。

（図 1）
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◆◆◆

NEW ブランド紹介

◆◆◆

今後、弊社が取扱を開始する新ブランドを紹介します。

Que Audio（キュー オーディオ）社は、オーストラリアで生まれたロケーション・レコーディングに特化したマイクロ
ホンを開発、製造しているメーカーです。
最も特徴的なのは、超小型のミニ・ショットガン・マイクロホン。驚くほど軽く、使いやすいサイズは、ENG やロケーショ
ンの常識を覆すのではないでしょうか？
現在定着している「Canon 5DmkII」などでの撮影・収録にも最適です。
Que Audio のラインアップはミニショットガンマイクを中心にしたキットと、ショットガンマイクキット、イヤーマイ
クキットがあります。では、数種類ご紹介します。
■ Que Sniper kit 税込価格：￥50,400
ミニショットガンマイクロフォンのロケーションキット。
マイクの他に、33cm 〜 1.5m まで伸びるユニークなミニブームポール、マイク
スタンドベース、ウィンドジャマー等を専用の革ケースに収めたました。
最近のブームは軽いものが多いですが、この軽さにはやはり驚きます。
メインのミニショットガンマイクはバックエレクトレット方式のマイクロフォ
ンで、A84 ボタン電池を 2 つ使用します。連続使用時間は、およそ 100 時間。
48v ファンタム電源対応のアダプターも付属していますので、電池寿命を気に
する必要もなくなるでしょう。
■ Que Production Kit（税込価格：¥144,900）→
Que Sniper kit を 3 セットをアルミケースに
収納したキットもご用意しています。
■ Que Video/DSLR Kit 税込価格： ¥31,500
ENG や、デジタル一眼レフカメラの為のキットです。
プロビデオカメラでの撮影はもちろん、Canon 5D や 7D などを使用した撮影にも、このミニショッ
トガンマイクは、収録マイクとして最適です。とてもコンパクトなので、撮影のジャマになるこ
とはないでしょう。
Video/DSLR キットには、ミニショットガンマイクとウィンドジャマー、コールドシュー、48v ファ
ンタム電源供給用 XLR ケーブル、3.5mm TRS アダプターが付属しています。

■ Que The Talent Kit 税込価格： ¥23,100
超小型のシングル イヤーマイクロホンのキットです。
片耳にかけ、フレキシブルアームで目立たなく口元にフィットします。
ワイヤレス送信機に接続して使用する為の変換アダプター（￥3,800) は別売りです。
RAMSA 用のアダプターは現在開発中です。

Punchlight（パンチライト）は、一目瞭然、スタジオディスプレーやレコーディングランプ、
レコーディングサインなどを製作している、チェコ共和国のメーカーです。
これ欲しい！という物が、きっと見つかると思いますので、ご紹介しましょう。
■ Recording Lamp USB
税込価格￥13,650
サイズ：74×53mm

■ Studio Display USB
税込価格￥39,900
小型タイムコード表示器。
USB にて ProTools に接続（HUI)
サイズ：125×41×16mm

■ Recording Lamp 税込価格￥10,500
サイズ：60×10mm
■ドライバーユニット
（MIDI or USB) 税込価格￥27,300

■ Studio Display XT 税込価格￥147,000 サイズ：620×120×38mm
大型タイムコード表示器。MIDI にて Pro Tools に接続（Sync I/O 等からの MTC または、HUI 接続）。
■ Recording PlexSign 税込価格￥23,100(M) ￥29,400(L)
ドライバーユニット（MIDI or USB) 税込価格￥27,300
サイズ： 295×70×20mm(M)
500×110×20mm(L)

（バイオレット オーディオ）
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■ ADP71 サラウンドプロセッサ / プリアンプ
スタジオ向け AV アンプ。2011 年 9 月発売予定。価格未定。

コラム

No.11

〜 Mick Sawaguchi のサラウンドな日々〜

国内初の高品質配信によるサラウンドソフト制作レーベル
UNAMAS-HUG がスタート！
Mick Sawaguchi プロフィール： 沢口音楽工房 代表、サラウンド寺子屋主催、UNAMAS-HUG

Surround Terakoya URL:http://surroundterakoya.blogspot.com/

今年の５月１日（サラウンドの日ですね）に、念願のサラウンド制作作品をリリースするレーベル「UNAMAS-HUG」をスタートしました。これで２レー
ベルを運営するようになりましたが、従来の UNAMAS-JAZZ は、基本 192KHz-24bit でそしてこの UNAMAS-HUG レーベルは 96KHz-24bit としました。
このレーベルは、サラウンドで制作しても、流通させる手段がない！と制作やアイディアをあきらめていたクリエーターの人たちに門戸を解放するために
スタートさせたものです。私も海外を含めパッケージ媒体での可能性を検討しましたが、結論は、「他人に頼らず、自分でレーベルを起こそう！」という
結論になりました。
それを今日可能にしたのは、HD 品質のインターネット配信というインフラができつつあるからです。国内で、HD 品質の基本ポリシーを持ちながら配信
ビジネスを始めた KRIPTON( クリプトン )hqm-store.com とコラボと言う形です。お互いまだスタートしたばかりなので、利益分配率は、低いですが、
ともに新しい市場を形成していくという思いで協力しながら築いていく覚悟は必要です。
皆さんのなかでも、サラウンドでアイディアがある方は、ぜひこのレーベル UNAMAS-HUG を利用して発信してください。オリジナル作品であれば、全
世界へリリースできます！

▲

このレーベル初制作について少し紹介します。私は、
「サラウンド スケープ」
というコンセプトで自然音と音楽を融合した作品を制作してきました。
まずスタートは、このシリーズを４作リリースします。
すでに２作は、０５−０１でクリプトン www.hqm-store.com/（96KHz24bit 4CH サラウンド FLAC 形式）からリリース済みで、
「熊野幻想」「山河幻想」というタイトルです。
これらは、世界自然遺産 熊野古道一帯をサラウンドロケーションして得た
自然音を３つのストーリーに構成し、それにピアノで作曲した音楽を融合さ
せました。作曲と演奏は、今年芸大を卒業した村上史郎さんで MIX バラン
スは、基本自然音５０：音楽５０です。同様に山河幻想もその延長線でパワー
スポットを北へたどりながら分杭峠—戸隠—銚子海岸とロケーションした自
然音で構成しています。

▲

０７−０１でリリーする２作は、「海竹—山竹」と「SOUTHERN ISLAND」です。
ここでは、「法竹」という尺八の原点となる尺八で演奏している奥田敦也
氏とコラボしました。法竹の演奏は、遠音といわれるほど聞こえないほど
小さな息から突然大ブローになったりと録音では、苦労しました。スタジ
オ演奏で、自然な響きを再現できるよう日東紡崎山さんのグループが考案
した特製反射板付きの AGS を設置しています。

尺八の原点は、自然の竹を使っていますので、竹林にそよぐ風音をメインにし、海竹—山竹をまた竹の原点である
南の島で静かな自然が残っているロケ地を探してフィリピンの西側にある世界自然遺産の島「PALAWAN 島」でロ
ケーションしてきた自然音で SOUTHERN ISLAND を制作しました。波音も風音もそしてマングローブの森も竹林
の風も国内で聴く空気とは異なりサラウンド録音でその気配が大変良く分かります。
＊３作４作のリリースを記念して
６月２４日 19:30—より
UNAMAS にて奥田敦也氏の法竹演奏と会場内に
サラウンド自然音を再生したライブを行います。
こちらもどうぞおいで下さい。
ミュージック チャージ￥３０００
JR 三鷹北口下車 三鷹中央通り 徒歩５分
次回作は、秋にカナダのど真ん中、自然が豊かなサスカチワンでのロケーションを予定しています。
この自然音とどんな楽器がコラボできるのか？アイディアを練っているところです。また作品を出
したいというアーティストのかたからもオファーをいただいていますので、このレーベルが、サラ
ウンド発信基地に成長することも寺子屋塾の具体的な活動として地道に取り組んでいきたいとおも
います。
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< UNAMAS >
武蔵野市中町 1-10-6
三鷹北口共同ビル 2F
TEL:0422-36-6252

◆◇◆

ProTools HD 9 へアップグレード！

◆◇◆

by Kikuchi

さてさて、ProTools 9 がリリースしてから約半年が経過しようとしていますが、皆様
は既にアップデートされましたか？
すでにご存知かと思いますが ProTools 9 になってから iLok が必須となりました。
その他ではインターフェイスがサードパーティ製を利用でき、自動遅延補正機能、
EUCON サポート等、様々な機能が増えていきどんどん便利なっていきますね。
便利になる反面、システムに関する疑問も増えてくるのも事実です。
例えば。。。
既存のシステムで ProTools9 が使えるのか？
現行 MAC での動作の問題やバグや不具合などはあるのか？？
最新版へアップグレードするには費用がどれくらいかかるのか？？？

今回は、ProTools HD システムを Power Mac G5 で使用されている方向けに、
ProToolsHD ９アップグレードシステムをお伝えします。

▲ さて、ProTools HD9 は、Macintosh に限ると、Intel Mac
（MacPro）のみで動作致します。
そのため、ProToolsHD システムを Power Mac G5 で使用され
ている方は、IntelMac を導入する必要があります。
IntelMac を導入する際は、ProToolsHD のカードの種類が重要
になってきます。
まずは最初のステップである PCI-X・PCI-e のどちらを現在所有
しているかを把握してみましょう。
以前の記事で PCI-X タイプ・PCI-e タイプの MAC に関してお
知らせいたしましたが、おさらいを兼ねて改めてお知らせします。

■ ProToolsHD ９アップグレード
価格：OPEN
市場予想価格：￥32,550 税込

G5 には前期型・後期型と両タイプが存在しており、各 PCI バス
のタイプは前期型は PCI-X タイプ・
後期型は PCI-e タイプになります。赤枠部分が主な相違点にな
ります。

[PCI-X]

[PCI-e]

①サイドパネルを開く装置下側にあるプラスチックパネル。いつも私がお客様に確認していただく時はこのプラスチックパネルを参考にします。
②プラスチックパネルの反対側にあるポートの配置での見分け方で PCI-e タイプには Ethrenet の口が上に 2 つ有ります。
③ディスプレイカードの端子で PCI-X は ADC & DVI 端子の 2 種類，PCI-e は DVI x2 となっています。( 一部のモデルで PCI-X で DVI x2 もございます )
④電源端子も特徴的で、PCI-X は一般的な 3 ピンタイプに対して、PCI-e は中の端子がすべて横を向いた特殊な物です。
PCI-X か PCI-e のどちらを所有しているかお分かりになられましたでしょうか？

＜ ProTools HD G5 ユーザー様向け

ProTools HD 9 アップグレードシステム＞

「PCI-X を所有している場合 」 3 つの選択肢！
これまで、PCI-X のカードを所有の場合は、クロスグレードと言って、
カードを PC-Ie にアップグレードすることができました。
しかし、今年の 1 月頃辺りに AVID 社からの通知でサービスが強制終
了してしまいました。これはひどい。
そこでお勧めするのが下記です！

「PCI-e を所有している場合」

IntelMac には、所有の PCI-e カードをそのまま使用できます。
IntelMac と ProToolsHD9 アップグレードを導入いただければ運用可
能です。一番低いコストでアップグレードが可能です。( プラグイン等
のアップグレードなど別費用がかかる場合があります )

拡張シャーシ PE6R4 を導入！

＜メリット＞
＊ PCI-X カードがそのまま流用でき、最低限のコストで運用すること
が出来る。
＊ MAC 本体の PCI スロットは 1 スロットのみ使用となるだけなので、
空きスロットの拡張性が広がる。
＊ PCI-X カードが最大 6 枚使用できる。
＊ TDM プラグインが使用できる。

こちらは、PCI-e to PCI-X の拡張シャーシです。
IntelMac と PE6R4、ProToolsHD9 アップグレードを
導入すれば、所有の PCI-X カードをそのまま使い続け
る事ができます。

＜デメリット＞
＊シャーシ本体が 4U サイズなので案外場所をとる
＊故障の際に問題点の切り分けに時間がかかる。
＊将来メーカーが PCI-X のサポートを止めた場合、カードのアップグ
レードが必要になる。

１、MAGMA 社
￥312,900 税込

新規になりますが、オススメです！

２、ProTools HD Native PCIe を導入！
￥367,500 税込

＜メリット＞
＊低コストで ProTools HD システムを利用できる。
＊ Pro Tools HD ユーザーとセッションを共有可能
＊最大 192 のオーディオトラックと最大 64 チャンネルの入出力で、
大規模なセッションが作成可能
＜デメリット＞
＊ DSP 非搭載なので TDM プラグインが使えない
( 例 : 新製品プラグイン HEAT が使えない )
＊導入後のカード拡張ができない。
＊以前使用していたプラグイン環境に相違が出てくる可能性がある。

新規になりますが、こちらも選択肢の一つ！

３、ProTools HD PCIe システムを導入！
・ProTools HD1 PCIe ￥840,000 税込
・ProTools HD2 Accel PCIe ￥1,155,000 税込
・ProTools HD3 Accel PCIe ￥1,470,000 税込

＜メリット＞
＊従来通りの環境を維持できる。
＊ HD1・HD2・HD3 とシステムの構成
が 3 パターンを選択でき、規模に合った
システム構築ができる。
＊カード拡張が容易にできる。
＜デメリット＞
＊新規システムなのでコストがかかる。

といった所でしょうか。ご不明な点等ございましたらお問い合わせください！
最後にこの記事を書いている本日 6 月 8 日に Apple から新 OS 10.7 : Lion がリリースされました。
当然ながら最新 OS の対応は未対応ですので、ユーザー様はうかつに OS のアップデートはしてはいけませんよ〜。ではでは
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＜第 21 弾 ＞

Dr. 新田の事件簿シリーズ

E
C
H

最近、巷は節電の話で持ちっきり。経済産業省による 15% 節
電目標の話もあってか、各企業では節電に対する色々な策を練っ
ているようです。照明の間引きに始まりエレベータやエアコンの
使用制限はもちろん、定時退社の奨励や夏休み期間の延長などと
いった雇われ人にとってはウレシイ節電プランもあるそうです
が、みなさまの会社はいかがでしょうか？
我々、映像音響業界においても節電の取り組みは始まっており、
各業界団体より節電ガイドラインが提示されています。以下に主
要団体の指針をピックアップしてみました。各業界ともエンジニ
アにとっては厳しいものばかりですが、皆さま協力のもと夏の電
力ピーク期間を乗り越えましょう。

'
s
F
i
l

B ガセ協会

E 嘘協会
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a

※記事中に登場する団体等はすべて架空のものであり、実在する団体名等とは一切関係ありません。記載内容はフィクションであり、こ
れらの節電方法を実際に行った場合、節電効果が得られないばかりか職務に重大な支障をきたす恐れがありますので実行する場合は各自
の責任でご検討ください。

t

コンピュータの場合、電源電圧が低下すると電流を増加させること
で補ってしまうため、節電効果を得ることができなかった。

t

白熱電球の電源電圧を 100V から 92V に低下させたところ、
若干暗くなったものの 13％の節電効果が確認された。

電源電圧を低下されることで節電効果が得られることは
確認できましたが、この方法には落とし穴があります。コ
ンピュータをはじめとしたスイッチング電源を用いた機器
では電源電圧に関わらず必要な電力を抜き出す構造になっ
ています。電源電圧を低下させても機器の動作に影響が無
い反面、その分電流が増加し、結果的に消費電力は同じと
なります。MacPro を用いて電源電圧 100V 時と 80V 時
で比較をしたところ、どちらも 195W となり節電効果を
得ることが出来ませんでした。これは節電失敗です。
この方法が大きな効果を生む可能性のある機器として
は、電源回路にトランス＋シリーズレギュレータを用いた
機器です。これには音響機器でも多くの製品が該当します。
例えば、78 シリーズの三端子レギュレータを用いた電源
回路では出力電圧に対して +3V くらい余裕を持った電圧
が入力されていますが、通常、余分な電圧分のエネルギー
は熱として放出される構造になっています。そこで 100V
の電源電圧を低下させ、間接的にレギュレータの入力電圧
を下げることにより機器の無駄な発熱を減らして機器を効
率良く動作させられる可能性を秘めています。さらにはレ
ギュレータ IC を低ドロップタイプに交換すればさらなる
節電効果が……。
しかしながら通常この電圧は機器を確実に動作させるた
めの余裕分として存在していますので、必要な電圧を下
回った場合はハムノイズの発生や機器の誤動作を招いてし
まうため、やりすぎは禁物です。

i

節電に関して経済産業省より発表された内容によりますと、東京電力および東北電力管内でのこの夏の節電目標は一律 15％となっ
ています。そこで強制的に節電を達成するためには電源の電圧を下げてはどうかという案を思いつきました。15％の節減ということ
はすなわち通常の 85％の電力で賄うということ。そのためには電源電圧を 100V から 85V に下げれば良いと考えてしまいがちですが、
実はこれは間違いです。
電力の計算式は P[W]=V^2[V]/R[Ω] となりますから、電力を 85％にするためには電圧を√ 0.85 倍にする必要があり、その解はおよ
そ 92V となります。
電気事業法第 26 条、同施行規則第 44 条によりますと電源電圧の許容範囲は 95V 〜 107V とのことで、通常、電気製品は 95V まで
は正常動作するように設計されていると考えられますので、92V では少々厳しいかもしれません。しかしながら、この比率は電源電
圧 115V の機器を 100V で使用することを考えれば楽勝のはずです。
ここで発熱電球を用いた実験です。電源電圧 100V で点灯された電球と、92V で点灯した場合の明るさ及び電力を比較します。明
るさの違いは写真で比較していただくとして、電力の差は 100V 時の 80.5W に対し節電モードである 92V の時は 70.8W というこ
とから、諸事情により誤差はあるものの実測で 12％の節電効果が得られたことになります。

N

G デジタル嘘協会
H ウソド協会

.

F ウソウソ協会

r

D ウソ協議会

D

C ウソ協会

・基準信号レベルを +4dBu から節電効果の高い -10dBV への変更および 600Ω 負荷の禁止
・ファンタム電源を用いるマイクロフォンの使用を自粛。ビンテージ機材の使用を禁止
・DAW において実時間を伴うバウンス作業の廃止を徹底
・著しい圧縮性能を有するコンプレッサーを用いた大音圧マスターの作成を自粛
・映像信号の最大レベルを 50IRE までに制限。消費電力の高まる輝度の高い映像を排除
・納入素材においては 10H ショーを廃止し、1H ショーに統一。CB 収録時間を 10 フレームに短縮
・夏の電力ピーク期間 (9 時〜 20 時 ) において地上波デジタル放送のプログラムラウドネスレベルを
-40LUFS を上限とする。但し、関西キー局およびネット局には適用しない。
・照明機材の使用電力を 1/4 まで低減するとともに被写体との距離を半分にし必要な照度を確保
・舞台転換時の明転の禁止（リハーサル時も含む）
・能率 100dB SPL(1W,1m) を下回る低能率スピーカーの使用自粛を要請
・リトライト及びこれに類するものの使用禁止
・高効率・低発熱なデジタルアンプをここぞとばかりに全力で推進
・モノラル方式による立体音響再生の努力義務を規定

of

A 嘘協会

e

節電に対する各業界団体の対応指針

TECH's File

T

「どうなる !? どうする !?
映像音響業界の節電対策 」の巻

！
す
で
現場

こちら

見て下さい！
モニターの大きさに負けてませんよ〜
画像が出ていないので比較が難しいです
が、なかなかの発色です。
さらに専用リモコンで表示光度も変更出
来るので、お部屋の雰囲気を壊す事があ
りません。目立ちたがり屋ですが、空気
も読めるヤツなんです。

「目立ったもん勝ちの巻」by Endoh

映像素材をキャプチャーする際、タイムコードスーパー入りで取り
込むとその表示位置に悩みますよね？
下部に出すと字幕スーパーにかぶる、
上部はタイムコードがズレてしまう機種もあります。
その他 SD 素材 /HD 素材の違いや尺の長さで焼き付けスーパーは使
いたくない。

接続は付属ケーブル１本のみ、電源もこ
のケーブルに乗っているのでシンプル、
通線もらくちんです。
標準のケーブルは 10m ですが、オプショ
ンでさらに長いケーブルもご用意出来ま
す。
ProTools との接続方法は別売の Midi イ
ンターフェース経由で USB 接続、HUE
コントロールとして情報伝達を行ないま
す。
従来の LTC 信号を取り込むだけの表示器
とは違い、タイムコード情報をデータで
受信していますので STOP した後の「す
べり」はありません。ちゃんと居るべき
ところの値ですし、REC 表示も出ます。

最終的に ProTools で編集するのであればコレのタイムコードスー
パーを出せば良いのでは？という事でコチラ
■ PunchLight

Studio Display XT 税込価格￥147,000

サイズとしては、W:620 x H:120 x D:38mm とスタジオ正面に置
いても目立ちますし額縁のように薄く、軽いので設置場所も選びま
せん。
今回、ブック株式会社様のスタジオ「M」に導入させて頂きました。
設置場所はメインモニターの上部。
特注のモニターアームに同じく特注の台座を使い取付けました。
そしてアナブースにはコチラ↓↓↓
■ Studio Display USB 税込価格￥39,900

こんな場所に取付けられるのもこのサイズならではの芸当です。
小ちゃくてもやはり目立ってます。
この商品は USB で直接コントロール出来るのでコレもシンプルな構造です。
XT 同様、REC 表示も出るのでバカに出来ませんよ。
導入事例としては以上ですが同メーカーはその他スタジオ小物を多く扱っています。
詳細は 16 ページの商品紹介をご覧下さい。

W:125 x H:41mm と小振りながら付属の
ステーで自立可能。
狭い場所にもネジ止めやマジックテープで
の固定が出来ます。
今回の実装場所はかんな感じ→

■ ProTools HD3 Accel for PCI-X セット

限定特価品のご案内！

● AVID 社 ProTools HD3 Accel PCI-X
定価見合い＝ 210 万円相当を
● AVID 社 192I/ O（８x ８x ８）
● MAGMA 社 PE6R4（６スロットシャ−シー）

限定５セット（全て新品サポート対応品）
価格 99 万円 ( 税込）にて！

★ HD ３のパフォーマンスを半額以下で購入でき、拡張シャーシが付属しているの
で後３枚増設可能です。
★音楽制作や、サラウンドミックス等のヘビーユーザーには最適です。
★既に HD システムをお持ちでパワーアップをお考えの PCI-X ユーザーにも拡張
シャシー 付でこの価格です。（オプションで MAC 付もご相談に応じます。
）
★現存の MAC Pro(SnowLeopard タイプ）で、PCIe から PCI-X 変換で拡張でき
る最後 のシステムです。

■九州放送機器展 2011

AVID 社 ProTools HD3 Accel PCI-X

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。

Qshu Broadcasting Equipment Exhibition

みどころ

会期：
7 月 6 日（水）10：00 〜 18：00
7 月 7 日（木）10：00 〜 17：00
会場：福岡国際センター
入場料：無料

◆ 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：Waves「SoundGrid コンパクトシステム」
◆新商品：Que Audio ガンマイク
◆新商品：Punchlight スタジオディスプレー
◆ AVIOM シ ス テ ム、Millennia マ イ ク ア ン プ、Royer Labs/
AEA リボンマイクロフォン
発行・編集元

MAGMA 社 PE6R4

★

柳澤

望

AVID 社 192I/ O（８x ８x ８）

★

皆様こんにちは、私は以前このタックシステムにおりました者でございます。そし
て、約４年間音響機器等を扱うユーザーの立場におりましたが、この５月からまた、
タックシステムで営業部セールエンジニアとして皆様のご要望にお応えできる様が
んばっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします

不許複製 （レイアウト : Shimegi）
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