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AVID(Euphonix) System5 を導入！

Tac ショールーム
リニューアル オープン !

この度、弊社４階ショールームに AVID(Euphonix) System5 を導入し、リニューアルオープンいたしました。
このショールームは、主にポストプロダクションの MA 作業をイメージした機材構成となっており、お客様のニーズに合わせてデモンストレーショ
ンを行い、各種セミナーやトレーニングにも対応します。
デモンストレーションできる機材は、オーディオ・ポストプロダクションやプロフェッショナルな音楽制作向けにデザインされた、スタンドアロ
ン・システム コンソール System5、AVID が提案する最先端ノンリニアワークフローの中枢であるシェアストレージ ISIS5000、同じく AVID ノ
ンリニアビデオ編集システム Media Composer を利用した ProTools 用ワークビデオとして Video Satellite System、そして、タックシステム
が国内最大規模の販売実績を誇る ProTools システムを最新バージョンで動作させています。その他、多数の ProTools PlugINS 効果音ライブラリー
をサラウンド環境で試聴する事も可能です。
新しくスタジオを構築される方、既存システムをより良いワークフローへ更新を希望される方に、最先端の機材の中から最適なコーディネート、
更にはサポート体制までお客様の理想となる作業環境をご提案いたします。
また、ラウドネスメーターやネットワークオーディオ、サーバーやプラグイン等の開発や構築にも対応できるよう進化しつづけるショールームです。

▼ IBC 2011 Show レポート
◆タックシステム
ー NML RevCon-RS

（p.1 ～ 3）
by Yamazaki

Humanizing Surround Software を
初デモンストレーションー

写真 -4 NML RevCon-RS を
初めて実機デモンストレーション

弊社ではおなじみの Pro Tools HD 用
のモニタリング・コントロール・プラ
グイン V-Mon、リバーブ・リダクショ
ン・ プ ラ グ イ ン NML RevCon-RR に
加えてようやくリリース間近となった
リバーブ分離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 をはじめて実機デモンスト
レーションを行いました。( 写真 -4)

今回のデモではスタンドアローンのソフトウェアとして初の β バージョ
ンを用いて試聴デモを行いました。NML RevCon-RS では、従来の NML
RevCon-RR がダイアログ・スピーチ用のリバーブ除去として開発された
のに対し、同様のリバーブ分離処理を用い分離したリバーブ成分を用いて
サラウンドサウンドを作り上げると言うことと、音楽をターゲットにより
音質面での検討を加えた開発となっています。それに伴い下記の多くの改
善点をクリアしています。
・96KHz 対応 ・ステレオ・プロセッシング
・処理ファイルサイズ制限の解消
・リアルタイム化を実現する動作モードの作成
・試聴中のリアルタイムパラメータ変更に対応
・バイノーラル出力モードの実装 ・動作不安定要素の改修

写真 -5 IBC にて発表した NML RevCon-RS β バージョン

今後より多くの方々に広くお使いいただけるよう、Pro Tools/VST/AU のプ
ラグイン＋スタンドアローンソフトウェアとして来年初めに発売予定です！
また、上記の RevCon の開発においても弊社と技術提携を結んでいるアー
ニス・サウンド・テクノロジー社の SoundLocus（日本では、3D サウン
ド・オーサリング・ツールとして既におなじみですね）を弊社より海外へ
向けての販売を行う事が決まり、今回の IBC にて参考出品を試みました。
SoundLocus は、3D のパンニングをゲーム・コントローラで行う事が出
来るという親しみやすい製品で、来場者からもゲーム・カンパニーの多い
日本らしい製品で発想もユニークだとの高い評価を得ました。特にメディ
ア関係からは、NHK の 22.2CH サラウンドなどが非常に注目を集めてい
る中、3D サウンドというカテゴリーにおいて今後の展開に期待が出来る
と言われていました。弊社の製品と共に数少ない日本からのサウンド・ソ
フトウェア・ベンダーとして広く認知されていくように今後も活動してい
きたいですね。
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▼ IBC2011 Show レポート

写真 -1_1 IBC

写真 -1_2 IBC

by Yamazaki

> IBC2011 今年の注目商品は？ 続いて、今年の IBC における私独断のトピックを順にご紹介していきます。

IBC ショウは、ヨーロッパ最大の放送機器展示会で、毎年 9 月半ばにアムステ
ルダムの RAI コンベンション・センターで開催されます。( 写真 -1)
今年の IBC は、来場者数が 5 万人を超え、出展社も約 160 カ国から 1,300 社
以上が参加、ようやくここ 2 ～ 3 年の縮小傾向から復活した感が見受けられた
展示会となりました。今年の全体としてのトピックはまだまだ３D 関連といえ、
映像関係では様々なソリューションが発表されていましたが、オーディオの方
も NHK のスーパーハイビジョンシアターと共に 22.2CH サラウンドなどの立
体音響へ向けた動向が見られました。コンテンツの CH 数が増加することで更
に多チャンネル化に対応するソリューションが重要となり、同時にビデオ信号
と共にエンベデッド、メタ・データ管理などが今後のキー製品となることが伺
えます。

■ Directout Technologies (Germany)
ー ANDIAMO.XT SRC/MA2CHBOX.XT/EXBOX.64/Breakout Series を発表ー
MADI 関連機器を開発しているドイツの Directout Technologies 社。会社が立ち上がって約 2 年ちょっとの間に続々と多くの新製
品を発表している同社は、プロオーディオ関連の会社の中では MADI の急速な普及に伴って勢いよく製品開発を進めている数少ない
会社で、今回の IBC でも数々の新製品を発表致しました。（写真 -10）
・ANDIAMO.XT SRC
(MADI：32ch AES/Analog I/O with Sampling Rate Converteer)
MADI：32ch AES I/O + 32ch Analog I/O として既にコス
トパフォーマンスの高さで評判となっている ANDIAMO.XT
に新しいモデルとして発表された ANDIAMO.XT SRC。その
名の通り従来の ANDIAMO.XT にサンプリング・レート・コ
ンバータを搭載したモデルです。各 AES(2ch) 単位で SRC
の ON/OFF を設定可能で、2 台カスケード接続することに
よってわずか 4U のサイズでフル 64ch の AES + Analog I/
O を実現できます。SRC を各 CH に搭載して独立制御でき
ることで汎用のスタジオ内 I/O として非常に扱いやすいもの
となりました。

弊社は一昨年 Hall 8( オーディオ・ホール ) にて初めて Neyrinck、および NetMix Pro の Creative
Network Design( 以下 CND) との共同出展を行い、昨年度は打ち合わせのみでブースは持ちません
でした。今回の IBC ショウでは、Neyrinck、CB Electronics、CND、MIT( モガミ電線 )、タックシ
ステムの 5 社の共通の代理店である Maartenʼs Sound & Vision 社の協力による 5 社共同出展を行い、
従来よりも広いスペースでの展示となりました。( 写真 -2）
まずは、その 5 社での展示内容からご紹介しましょう。( タックシステムは 1p）
写真 -2 TAC Booth
写真 -10 DirectOut 製品群
MADI 関連だけでこれだけの
商品が並ぶ

◆ MIT（モガミ電線）ー HHB 社から東日本大震災への義援金ー
プロフェッショナル・オーディオ・ケーブルで定評のあるモガミ電線では、DPA 社との共同開発を行っ
た 5.1CH サラウンドマイク用マルチ・ケーブル、プロフェッショナル向けカメラ用の 3.5mm ミニプラ
グの分岐ケーブルを新製品として発表しました。
また、ショウの初日には Mogami の英国の代理店 HHB 社のプレスリリースにて東日本大震災への義援
金として今年の 4 月より IBC 開催までの売上から 5,000 ポンドの義援金を HHB 社 Ian Jones 氏から
MIT 平林氏へ渡され、たくさんの人を集めていました。Ian Jones 氏のご夫人が実は北海道出身の日本
人だということもあって日本への思いも強く、IBC 前にこの企画を平林氏に伝えた Jones 氏は感極まっ
て電話口で号泣していたとか ･･･ 海外からのご支援、涙です。( 写真 -3)

写真 -3 HHB 社 Ian Jones 氏と MIT 平林氏

◆ Creative Network Design（USA） ービデオ編集者向け NetMix Zebra を発表ー
NetMix Pro を中心としたオーディオ・アセット・マネージメント・ソフトウェアを提供している CND
社 (Creative Network Design) からは、エンタープライズ・ユーザー向けの NetMix Zebra( 仮称 ) が参
考出品されました。( 写真 -6) NetMix Zebra は、数 10 ～ 100 クライアント以上の大規模なクライア
ントシステム向けで NetMix Web と併用し、主にはビデオエディター向けのシンプルな使い勝手のイン
ターフェイスによるスピーディな検索を可能とする音源検索ソフトウェアです。このバージョンは LA の
CBS 社のマーケティング・ディビジョンで 50 以上の Media Composer クライアントから数千万件のラ
イブラリを検索・使用する現場から生まれたものだそうです。従来の NetMix Pro は、オーディオエンジ
ニアのための豊富な機能を備えた製品、NetMix Light、NetMix Zebra は、ビデオ・エディターなどに素
早く簡単に使用できる製品としてラインナップを分けて適材適所のシステムを選べるようになってきまし
た。
写真 -6 NetMix Zebra( 仮称 )

◆ Neyrinck（USA）
ー SoundCode Exchange MXF をリリースー
Dolby、DTS な ど の エ ン コ ー ド / デ コ ー ド ソ フ ト ウ ェ ア や
V-Mon で お な じ み の Neyrinck か ら は、 長 ら く か か っ て い た
SoundCode Exhange MXF を よ う や く リ リ ー ス し た こ と を
アナウンスしました。また、既に多くのユーザーに浸透してき
た i-PAD 用の Pro Tools コントローラ・アプリケーション VControl は、デュアル・パンニング・コントロールも可能にし、
リモート・サラウンド・パンナ−としても非常に使いやすくでき
ています。( 写真 -7)

写真 -7
V-Control をテストする
Paul Neyrinck 氏

しかし、展示会場のような多くの企業が様々な機器を展示して
いるところでは Wiﬁ を用いた V-Control をデモするには非常に
不向きで、NAB の時にはかなり苦労していたのですが、今回の
IBC では強力な Wiﬁ ステーションと独自に開発した Wiﬁ ドライ
バーで安定した接続が出来るように改善していました。こうやっ
て、あらゆるところにノウハウが蓄積されていくのですね。

◆ CB Electronics（UK）
ースローモーション・コントローラおよび
TC-5 Timecode Display Converter を発表ー

シンクロナイザー、コントローラの老舗 CB Electronics では、従来の Universal RS422 Controller UR-422 をハードウェア・バージョンアップし、USB
を搭載した UR-422 USB を発表、および、なんと同ユニットに DMC( ダイナ
ミック・モーション・コントロール ) 用の T-Bar を搭載したスローモーション・
コントローラを参考出品しました。
（写真 -8）こちらは現在リサーチ中の製品で、
9pin コントロールのみならず USB 接続によるノンリニアシステムへの応用な
どご興味のある方、こんな機能がほしいとかこういう用途で使いたいという方
は是非ともお知らせください。ユーザーからのご意見募集中です！
また、新たなラインナップとしてコンパクトな Video/Word CLK による EXT.
Sync 付きの LTC/MTC 変換ボックス TC-5(11 月発売予定 ) を発表しました。
TC-5 は USB パワードで動作し、LTC>MTC、MTC>LTC 変換を初め、ビデオ
またはワードクロックを自動周波数検出してリジェネレート、MMC を用いた
内部バーチャルマシンをリモートしてのジェネレートなど CB Electronics ら
しい独特の豊富な機能を備えています。もちろん見たとおり入力信号、タイム
コードはすぐに本体の表示で確認が出来ますので（写真 -9）

写真 -8 かわいい T-Bar の付いたスローモーショ
ン・コントローラ・バージョンの UR-422（PC
と USB 接続が可能となっている）
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写真 -9 TC-5 LTC-MTC 変換（LED 色の種類
は参考出品：たぶん黄色になります）

写真 -11 MA2CHBOX
・MA2CHBOX.XT
MADI 用の回線チェッカーとして便利な MA2CHBOX が多くの要望を受け、更にパワー
アップしたのが MA2CHBOX.XT。追加された機能はまず、Optical/Coaxial 両方のイ
ンターフェイスを搭載したことでどちらの回線でもチェックが出来るほか、Coaxial と
Optical の変換としても使用できるというもの。また、従来のヘッドホンのモニターに加
えて AES（ステレオ）の入出力が搭載され、外部でのモニターはもちろん AES の入力信
号は MADI 上の任意の CH にマージすることが出来ます。また、AES 出力には入力信号
の MADI Userʼ s bit や Channel Status を入力データのままで出力可能なため測定器な
どへの接続、チェックに役立ちます。（写真 -11）AES 用の D-sub>XLR ケーブルは付属
しています。
また、ロケーションや中継現場で便利な DC 入力タイプ（7 ～ 24V) として MA2CHBOX DC、MA2CHMOX.XT DC ともに発表されました。

■ ADDER(UK)
ー DualLink DVI に対応した AdderLink Inﬁnity Dual を発表ー
今年の春から弊社が販売を開始した英
国の KVM システムの新鋭 ADDER 社
からは、Fiber 接続端子を搭載して大
幅に伝送帯域を広げ DualLink DVI に
対応した AdderLink Inﬁnity Dual が
発表されました。( 写真 -13)
従 来 の AdderLink Inﬁnity シ ス テ ム
との互換性もあり併用してのアプリ
ケーションも可能で、いっそう幅広い
KVM over IP のシステム構築が可能
となりました。

・EXBOX.64
シ ン プ ル な MADI シ グ ナ ル コ ン バ ー タ EXBOX.64 は、
Coaxial(BNC) と Optical(Fiber) の変換を行うユニット。何と 1/3
ラックサイズの小さい製品なのにちゃんと電源はリダンダント可
能！信頼性を高める設計思想がにじみ出てます。
・M.1K2
NAB で既に発表されていた大規模な MADI ルーター M.1K2 の全貌
が明らかになりました。MADI16 系統の入出力 1,024x1,024 の膨
大なマトリクスを構築可能な M.1K2 は、Web ブラウザ・インター
フェイスを持ち Ethernet で本体と PC を接続するだけで、ブラウ
ザ（Internet Explore, Opera や Safari 等）で本体にアクセスすれ
ばすべてのルーティング、セットアップやモニタリングがリアルタ
イムに可能です。その機能は非常に豊富でフレキシブルに様々な接
続を可能にします。接続された MADI 回線は全てワードクロックま
たはビデオ・リファレンスにリクロッキングされ異なる周波数同士
の受け渡しも可能となっています。また、GPIO を用いたステータ
ス表示や障害時の e-mail による自動送信など放送設備で要求される
様々な機能にも対応できる非常に高機能なマトリクスシステムです。
・Breakout シリーズ
シ ン プ ル な D-Sub 25pin と XLR（ ア ナ ロ グ 8/8 ま た は
AES16/16) ま た は、BNC(AESid) な ど の コ ネ ク タ 変 換 お よ び
AESid はインピーダンス変換を行うブレイクアウトボックスも発売
されました。システム構築には役立つ一品です。しかし、ほとんど
の製品が現場で要求された中から作られているという感じがします
ね。

写真 -12 D-sub25 との変換を行う Breakout シリーズ

■ Decimator(Austraria)
ーメーター表示をオーバーレイできる
HD-SDI ミニ・コンバーターの新メーカーー
同社は、HD-SDI 信号処理の Mini Convertor を開発しているオーストラリア
の新鋭メーカーで、様々なフォーマットの HD/SD － SDI を UP/DOWN ク
ロスコンバートできる MD － DUCC（Multi Deﬁnition - Down Up Cross
Convertor) や、3G/HD/SD-SDI から HDMI へのコンバート（オーディオ・ディ
エンベデッド出力可能）にオーディオメーターを HDMI の出力にオーバーレ
イできる Decimator 2、4 系統の 3G/HD/SD-SDI を SDI 出力にセレクト出
力または、1 画面にマルチ画面出力し、全ての画面にオーディオメータやテキ
ストををオーバーレイ表示できるコンバータ MD-Quad（写真 -15，
16）など、
独特な機能を持つ SDI ミニ・コンバーターを作り出している注目株です。

写真 -13 Fiber 端子による接続で
DualLink DVI の伝送を可能にした
AdderLink Inﬁnity Dual

■ Sonnet Technologies(USA)
ー ThunderVolt 対応の HDD、Expansion Chassis を発表ー
Mac に特会した各種インターフェースボード、ドライブなどを供給してい
る同社からは、ThunderBolt に対応した各種製品を発表。中でも注目は、
ThunderBolt か ら PCIe カ ー ド を 増 設 で き る Expansion chassis Echo
Express PCIe 2.0。ハーフサイズの 1 スロットタイプ (Echo Express) と
フルサイズの 2 スロットタイプ (Echo Express XL) があり、x16 1GB/
s PCIe 2.0 のパフォーマンスで Video Capture、10Gb Ethernet、Raid、
Digital Audio に幅広く対応できる拡張シャーシとなります。また、この
Echo Express と Mac Mini を EIA １U に収める Rack Mac Mini Xserver
は、省スペースで Pro Tools システムを組むことが出来るのではと期待して
おります。( 写真 -14) この Expansion Chassis は、InterBEE には出展で
きることになっていますので、是非ブースにてご確認ください。

写真 -15
4 入力 1 出力の MD-QUAD

写真 -16
4 画面マルチにメーターとテキストの
オーバーレイを行った MD-Quad の表示

■ JoeCo(UK)
ー 1U で 24~64CH のレコーディングを可能にする
マルチトラックレコーダーー
JoeCo BlackBox Recorder は、ライブや収録のバックアップレコーダーと
して注目されている EIA 1U サイズのマルチトラックレコーダーでアナログ
24CH、AES 24CH、DANTE 32CH、MADI 64CH のモデルを揃えた省スペー
スのレコーダーです。外部の HDD ディスクを接続して直接レコーディングも
可能。特に MADI モデルは、Directout Technologies の ANDIAMO と組み
合わせれば、わずか 3U でフル 64CH のアナログ入出力を持つ録音、再生シ
ステムを組むことが出来ます。（写真 -17）

写真 -17 JoeCo マルチトラックレコーダーー

写真 -14 Mac Mini と Echo Express PCIe2
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「 iZotope 社 RX2 を使ってみよう！」

「 iZotope 社 T-PAIN を使ってみよう！」
by Masahiro In

by Masahiro In

▲

「 THE T-PAIN EFFECT は、T-PAIN 氏と iZotope 社のコラボレートにより生まれた、
Hip-Hop アーティスト向けの音楽制作ツールです ........ 」
40 歳過ぎのオッサンにはどうもピンとくるものが無かったんです。
THE T-PAIN EFFECT
( 以下 T-Pain) は、２つの使用方法があります。
※１：スタンドアローンとして使用する場合
※２：Plug in として使用する場合

※ 2 Plug in 用途
→ 1 番とは異なり自分が使用している DAW の Plugin として使う方法です。
Tac Information をお読みのみなさまは、
ほとんどの方がこの Plug in 用途になるのではないでしょうか？

「ケロケロボイス」という言葉をご存知でしょうか？
10 数年前、ANTARES 社から Auto Tune という Plugin が発売され
ました。現在でも Vocal エディットは Auto Tune を使用される方が
多いと思います。当時は、Auto モードよりは Manual モードで細か
く編集される方がほとんどでした。
1998 年に Cher( シェール）の Believe（シングル）が発売され、
ヨーロッパと全米で 1 位になり、日本でもよく流れていたので一度
は聞いた事のある曲と思います。この曲で、Auto モードが使われ日
本のレコード界でも過激にかけた曲を聞くようになりました。
最近は、ニコニコ動画でも耳にするようになりましたね。

▲

さて、オッサンのつぶやきを 1 つ .......

※１ スタンドアローン用途
→バックミュージックに合わせて、ラップや軽快なメロを録音し、
SoundCloud などのサイトに作品をアップする。
つまり、ProTools や Logic などの DAW をお持ちで無くても簡単に
「トラックメイキングしちゃえ！」という方に向いています。

iZotope RX は、既に国内でも数多くの方々に使用されているノイズリ
ダクション / オーディオ・リペアーとしての定番ソフトウェアです。
RX2 Advanced は、その RX の上位バージョンとして、さらなる高機
能を備えて登場致しました。RX2 スタンダード・バージョンに対して、
自動判別処理のディノイザ－機能や、より高精細度の処理、音質向上お
よびサードパーティー・プラグインのサポートなどが付加され、よりパ
ワフルで高性能なオーディオ・リペアー・ツールとしてご使用いただけ
ます。
今回は、RX2 Advanced の中でも驚きのモジュールである Spectral
Repair について説明します。
Spectral Repair モジュールは、一時的、断続的、偶発的ノイズ（何か
を落とした音、コンサート会場での携帯着信音、咳払い等）を軽減する
ことが可能です。さらに、オーディオの前後の情報から周波数を解析し
再合成することもできます。

＜ 4 つのモード＞
▲ Attenuate モード
ライブレコーディング時での臨場感を保持しながら、不必要な部分だけを軽減
させたい場合に適しています。
▲ Replace モード
完全に壊れた部分、（例えば間違って波形そのもを消してしまったなど）の修
復に適しています。
▲ Pattern モード
ノイズ周辺の類似した部分を探し出し、選択範囲へブレンドします。
▲ Partials ＋ Noise モード
Replace モードの先進的なバージョンです。このモードは、倍音感度をコント
ロールすることで正確な倍音を復元する事ができます。驚くほど綺麗にノイズ
が取れてしまうので、収録には欠かせない Plugin の 1 つです。

「収録」というキーワードで多いリクエストが、夏の収録の敵である「セミ」
や、スタジオ収録であるのに照明機材やコンピューターの「ファン」の音が、
どうしても MIC にカブる場合 ........。
RX2/RX2 Advanced を試してみませんか？
下図は、ピンマイクにセミの声がかなりカブっている時の波形です。

RX2/RX2 Advanced は先にご紹介した、T-Pain と同じ、スタンドアロー
ン or Plugin としての使用のどちらかを選択可能です。両者の決定的な
違いは、波形の他にスペクトログラムも一緒に見ることができる！とい
う点です。これは、ノイズを画で確認できます。

赤丸がナレーターの声で点線部分にセミの鳴き声が録音されています。
これを Denoise を使用しできる限りノイズを軽減させてみましょう。

上図は、The T-Pain ENGINE と呼ばれているスタンドアローンアプリケー
ションです。
この中には２つの音声 (Vocal) トラックと、AutoTune Vocal Eﬀect Sound
がスグにかけられる T-Pain Eﬀect。そしてドラム、Bass トラックを自由に
アレンジできる iDrum T-Pain Edition から構成されます。
★使い方は、簡単！
気に入ったカスタム BEAT を選択し、それを聞きながら Vocal やラップをレ
コーディングし、T-Pain エフェクトをかけるだけ .......。
完成品はそのまま、SoundCloud へアップできます。
T-Pain をお持ちで無い方でも、Soundcloud には T-Pain 専用ページが用意
されており、世界中のユーザーと交流が可能です。

前置きが長くなりました。この AutoTune の Auto モードが今や、
9,900 円 ( 税別）で iDrum まで手に入っちゃうんですよ。
キー（調）とスケールを指定し、かかり具合を調整するだけで誰で
も Cher っぽくなれちゃいます。
その内、Hip-Hop 界も「ケロケロボイス」だらけになっちゃうのでしょ
うか .......... → ナイ、ナイ ( 笑）

ココにアクセス
http://soundcloud.com/groups/tpaineﬀect

上図は、ナレーション収録中に、車のバックする時のビープ音が入って
しまったものです。（黄色の四角で囲んだ所がビープ音）
このようにはっきり目で確認する事ができるので、それを取り除いてみ
ましょう。

編集ツールの中のマジックワンドツールを使用すると、その周波数付近
を自動選択可能です。まるで、Photo Shop の自動選択ツールのように
簡単です。

アルゴリズムは D の最高品質を使用し、ノイズリダクションは 15.1dB、
スムージングは 3.2 に設定。２つの画を比べると、ナレーションがはっき
りし、セミの鳴き声がかなり小さくなった事がわかります。ただし、ナレー
ションの声が変化してしまっては、この Plugin の意味がありません。ノ
イズリダクションは、音質を重視するとノイズが大きく、ノイズに注力す
れば音質を捨てねばならない事が多いです。どこで、妥協するかを判断す
るのは、ユーザー様ですので是非 youtube MSLCChannel でその音質を
チェックなさってみてください。

■エムズラーニングセンター
・２つの Vocal トラックと BEAT トラックを組み
合わせミックスダウンできるシンプルな DAW
・iDrum:T-Pain Edition に よ る 豊 富 な BEAT サ ン
プルをアレンジ可能
・The T-Pain Eﬀect を 内 蔵 し、 い わ ゆ る T-Pain
サウンドと言われるオート・チューン・ボーカル・
エフェクト・サウンドが簡単に得られます
・レコーディングした楽曲は、すぐさまファイルに
エキスポートまたは SoundCloud へダイレクトに
アップロード可能

・いわゆる T-Pain サウンドと言われるオー
ト・チューン・ボーカル・エフェクト・サ
ウンドを手軽に作成
・キー、スケールやエフェクトの強弱のコン
トロールが可能
・プラグインとして Pro Tools や Cubase
などの様々な DAW 上にて使用可能

・50 以上の T-Pain カスタムの BEAT を内蔵し、
自由にアレンジ可能
・自分のサンプルで新しいオリジナルキットも
作成可能
・Pitch/ Filter/ Decay 等の効果を調整可能
・スタンドアローンのバーチャル・ドラム・マ
シンとして、またプラグインとして Pro Tools
や Cubase などの様々な DAW 上にて使用可能

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

きれいにノイズのみを選択する事ができました。後は、これを 4 つのタ
ブの中から最適なモードを選択し、Process ボタンを押し、納得の音質
を得られたら終了です。

-5-

個人的には今までユーザー様の所に伺った際に何となく遠目にお目に掛かって、ボタ
ンが一杯有ってきっと機能が詰め込まれていて色々出来るんでしょうね～位の気持ち
でしたが、これからはデモも出来る様にならないといけない訳で、正直、初めは今更
オペレーションを憶えるのは面倒だなーと言うのが感想でした。

TOPIC

残念ながら現状は「AVID System5」の呼び名だけでは何の事 ? と思われてしまう
” S5” ( エスファイブ）＝旧「Euphonix 社 System 5」コンソールが弊社のショールー
ムにやって来ました。

ProTools

ジョン、「Pro Tools 10」が発表となりました。昨年は Pro Tools
9 がオープン・アーキテクチャとして Core Audio、ASIO ドライ

Pro Tools 10 を探る！

トラック数の増加
自動遅延補正値の拡大

バーに対応という大きなニュースとなったように、今年のバー
ジョンアップも様々な機能アップが施されてのお目見えです！
AES Convention とは？

Core Audio、ASIO Driver を用いたロー・レイテンシー・モニタリングをサポート

AES (Audio Engineering Society Inc.) は、米国ニューヨー

複数のファイルフォーマットの共存
各種名称の変更

クに本部を置き、日本をはじめ世界各地に支部を有する

Pro Tools アプリケーションから Avid 各種サービスへのオンライン接続

オーディオ技術者、研究者など専門家の団体で、オーディ

iTunes や SoundCloud へのサポートを含むインポート・エクスポート機能

オに関する唯一の国際組織です。AES Convention とい

リアルタイム・フェード、クリップゲイン編集
24 時間セッションタイムへの対応

う大規模な大会を毎年、ヨーロッパ、アメリカ西海岸、

Pro Tools HD での Satellite 機能を 12 台まで拡張

アメリカ東海岸などで開催します。この大会は、各国の

複数の Audio Suite プラグイン起動

技術者や研究者による研究発表、ワークショップおよび

ディスクキャッシュ機能拡張による Avid シェア・ストレージサポート

＊＊システム概要＊＊
ラックに並べると弊社の基本システムでも結構、圧巻の出で立ちです。
各ユニットがシンプルな機能構成の為、組み合わせると、そこそこの台数が必要
になります。簡単なブロックダイヤグラムを記します。

＊＊操作方法ーチャンネルストリップ＊＊
専用の「eMix」アプリケーションソフトウェアを起動して主にデジタルパッチベ
イの設定とフェーダーアサイン、Automation データの管理、等々を行いますが、
その部分は置いておいて、先ずはエンジニアが一番ヒンパンに操作をするチャン
ネルストリップについて見て行きましょう。

心臓部の信号処理は MADI ベースで行われて
います。なので Analog to MADI ／ MADI
to Analog コンバータが最低限必要となりま
す。
（図１）

デジタルコンソールの多くに見られるのが、ツマミの有効利用とも言える表示切
換え操作が上げられると思います。アナログの場合、例えば EQ Gain のツマミを
Comp の Ratio と共有させるのは難しいので、ひたすら個々の数が増えます。
俯瞰してみた場合、一認性が上がるとは言え、スペースには限界が有ります。
その点デジタルコントロールではツマミへの機能限定をさせずに、柔軟にアサイ
ンを切換え可能です。
勿論、オペレーションとしては理解出来て初めての利便性ですので慣れは必要で
すね。

こ の A/D お よ び D/A は 単
純なコンバーターとなって
い る の で、 一 般 的 な コ ン
ソールに必要な MIC/ LINE
PRE AMP とモニターセク
ション用 AMP をそれぞれ
前後に接続して基本形としています。（図２）

折角ですので D-Control との比較も交えてご説明いたします。
図５が D-Control のチャンネルストリップ上部のレイアウトとツマミ部の拡大図
です。
ノブが６つと２つのスイッチ、状態表示の LCD で一固まりになってます。（拡大
部＜ a ＞）

更にヒューマンインターフェースであるフェーダーセクション＝コントロール部
を追加すれば、System5 のコア部分の完成です。（図３）

拡大部＜ b ＞で選ばれたメニューが、このノブ部に展開表示されます。例えば
「SEND」が選択されると Pro Tools アプリ上の A ～ E のセンドが上から縦に並び、
２つのスイッチが PRE 送り、Send Mute ボタンになります。昨今は１０センド
まで増えましたので Page Up/Down スイッチにより F~J に切り替ります。特に
プラグインのパラメーターが展開された場合など、沢山のパラメーターを触る必
要が出ますので、ページをめくる事により補っています。

10 発表！

AES131 Convention（ニューヨーク）で、新しい Pro Tools のバー

32bit 浮動小数点、インターリーブ、RF64、WAVE Extensible ファイルフォーマットをサポート

いざパネルの操作を紐解いて行くと、実に ICON, 特に D-Control の操作性が、かな
り System5（以下 S5）を参考に作られた事が分かり、意外とスムーズに理解出来そ
うな気がして来ました。
ヘビーユーザーの皆様にはとても稚拙な内容になってしまいますが、
全く初めての方々
へシステムのご理解の参考になればと今回の執筆に相成りました。

▲

▲▲

▲

目指せ、AVID System5 マイスター！ 「はじめての Euphonix 超入門」 by Yoshida

プロ用を中心としたオーディオ機器の展示・紹介により
構成されるものです。

Pro Tools 10 Capabilities

リアルタイム・フェード、クリップゲイン編集

Pro Tools および Pro Tools|HD にて扱えるトラック数が増加、自動遅延補正エンジン

ポスプロ作業に大変大きなメリットとなりそうなのがこのリアルタイム・フェー

も強化されました。ソフトウェアとハードウェアの組み合わせで下記のように扱え

ドとクリップゲイン編集機能でしょう。これは、クリップ（元のリージョン）単

るトラック数、I/O 数が変わります。

位でオートメーションとは別にゲインを可変出来る機能で、フェアライトなどで
編集を慣れていた人にはなじみやすい機能となるでしょう。

Pro Tools +
non-HD H/W

Pro Tools +
HD Native H/W

Pro Tools HD +
non-HD H/W

Pro Tools HD +
HD Native H/W

Pro Tools HD +
HD H/W

最大ボイス
トラック

96 mono
or stereo

96 mono
or stereo

256

256

192

最大発音トラック
(@48KHz)

128

128

768

768

768

AUX トラック

128

128

512

512

512

リップ単位でのゲインを簡単に編集することが

VCA マスター
トラック

N/A

N/A

128

128

128

出来ます。また、このフェーダーマークを右ク

インスツルメント
トラック

64

64

128

128

128

マスタートラック

64

64

64

64

64

が出来ます。

MIDI トラック

512

512

512

512

512

Show/Hide Clip Gain Line を選択するとクリップゲインをライン表示することが
出来るだけでなく、ブレークポイントを打って通常のオートメーションと同じよ

トラック上の各クリップには、左下に基本のク
リップゲインとそれをコントロールするフェー
ダーマークが追加されています。このフェー
ダーマークをクリックしてドラッグするとク

リックするとクリップゲイン用のメニューが表
示され、Bypass/Clear/Render Clip Gain の実行

最大 I/O

32

64

32

64

160

最大サンプル
周波数

192KHz

192KHz

192KHz

192KHz

192KHz

うにクリップの中でのオート

最大遅延補正

16,383 sample

16,383 sample

16,383 sample

16,383 sample

4,095 sample

メーションを書くことが出来
ます。この操作によってポス

ここで ICON ユーザーの方は、
おやっ？と思われませんでしたか？ ICON のブロッ
ク図はこんな感じですね。
（図４）
S5 の場合、各フェーダーセクションが、それぞれパソコンを積んでいる差こそ
あれ、基本的な概念が同類なのがお分かり頂けると思います。

プロでの整音作業は非常に楽

各種ファイルフォーマットへの対応
これも今回の Pro Tools 10 での大きな進歩の一つと言えるでしょう。従来 Pro Tools

なものとなるでしょう。

のファイル形式と言えば、ステレオ・トラック、マルチトラック含めて全ての
Audio Folder 内で管理されるファイルは Wav/AIFF などの Mono ファイルで構成さ
れていました。これが、一部他社製品との互換性という面で多少の妨げとなってい
ましたが、Pro Tools 10 では大きく解消されたこととなります。

なお、フェードの機能については、見た目には変化しておりませんが、リアルタ
イムフェード処理となったために従来はセッションフォルダ内にフェードファイ

32 ビット浮動小数点ファイルフォーマット

>

図 ６ が S5 の パ ネ ル と な り ま す。 い か
が で す か？ 白 い 大 き め の ボ タ ン に は
PAN,AUX,EQ,DYN,INPUT 等 の 文 字 が あ
りますね。お察しの通り、
EQ を押せば上部の８つのエンコーダーつ
まみに GAIN,FREQ 等のパラメーターが展
開されます。左右に向いた矢印のスイッチ
が D-Control の Page Up/Down ス イ ッ
チに相当（モードによって別の機能も有り）
します。これだけご理解されるだけでも随
分と使える気になりませんか？
デジタルミキサーですから、より素早いア
クセス／視認性の為に INS ＝インサート、
DYN, EQ（Filter）の IN/OUT スイッチが
別途左側についています。更に細かい所で
関心したのが、EQ 等の IN が押されていな
いとエンコーダーつまみの表示が薄くなっていて操作出来ません。
始めは「何で EQ 表示モードにしてるのに使えないんだ？？」と悩みましたが、分か
れば納得の親切設計だなと思えます。
その他メインバスの A,B ２系統への送り ON/OFF 等、初心者だと、うっかり見落と
して何で音が出ない？！となりますが、別ミックス等
簡単に作れますので便利に感じました。特に ProTools に無いツマミとして、サラウ
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新規セッション・ウィンドウおよびセッションセットアップ・ウィンドウの Bit

ル用のフォルダが出来ていましたが、Pro Tools 10 では、フェードファイル用の

Depth を見ると 16/24bit に加えて 32 Bit Float が追加されています。これは主に

フォルダが無くなっています。旧バージョンのセッションファイルを読み込んだ

AudioSuite やバウンスによるレンダリング時のクリッピングや不必要なディザー処

場合もプレイバック自体はリアルタイムフェードに変換して再生されます。なお、

ンドパン時のサブウーファー送りと、そうでない実チャンネル送りのレベルがつ
いている点に個人的には関心しました。例えばセンターに出しているチャンネ
ル音をサブウーファーにこぼすのは Pro Tools でもサラウンドパンナー画面で
LFE 送りのフェーダーを上げれば良いですが、その逆のケース、極端に言うと
サブウーファーのみに送るとした場合、Pro Tools では LFE は PRE 送り出来な
いので、別途サブウーファー送りのフェーダー等々を付け足す必要があります。
レアケースかも知れませんが、サブウーファーのみから徐々に実音に移ってくる
なんて効果がサッと出来るのはエンジニアのツールとして少なからず大きな事で
は無いでしょうか。

理を避けることが出来るメリットがあります。

以前のバージョンでセーブする場合には従来通りのフェードフォルダとフェード

interleaved ファイルフォーマット
同じく新規セッション・ウィンドウおよびセッションセットアップ・ウィンドウを

ファイルが作成されて互換性を保つようになっています。また、AAF や OMF に

見ると Interleaved というチェックボックスがあり、これによって従来 Mono ファイ

ます。

ルで全て管理されていた Pro Tools のオーディオ・ファイルをステレオやマルチチャ

Multiple AudioSuite Plugin

そ し て な ん と 言 っ て も Pro Tools9 か ら の 最 大 の 恩 恵 で あ る Hybrid 状 態、
EUCON による S5 の実音フェーダーと Pro Tools のリモートフェーダーを、１
本単位で自由に並べられる事は、専用コントローラーの ICON と一線を画す部
分でしょう。しかもセンドやプラグインも同じオペレート感覚なので、エコカー
よろしく、それぞのおいしい所を織り交ぜてのミックスを可能にします。

トにも対応されています。

今後もソフトウェアのアップデートにより、拡張モジュールの CM402 上の
EQ, DYN パラメーターでの操作も可能になる予定との事で、ICON のセンター
セクション専用パネルに肉迫する事でしょう。
宅録から、本当にハイエンドまでカバーする様になった AVID ブランド、目が離
せませんね。
次回は S5 のパッチベイ、マスターセクション等に話を進めて行きたいと思いま
す。ご拝読お付き合いの程、よろしくお願い致します。

ンネル・ファイルをそのまま扱うことが出来る様になるものです。
その他、4GB 以上のファイルに対応する RF64、WAVE Extensive ファイルフォーマッ

従来 AudioSuite プラグインは一度に一つのプラグインしか立ち上げることが出
来ず、複合した処理を行いたい場合など非常に苦労していましたが、この機能に
よって複数の AudioSuite プラグインを一度に立ち上げて処理を行う事が出来る
様になりました。残念ながら、複数の AudioSuite プラグインのプロセス ( レン

各種名称変更
Pro Tools 10 では、従来の Pro Tools ユーザーには慣れ親しんできた各種の名称が大
幅に変更になっており、Pro Tools のみに慣れていた人にとってはちょっとした頭の
切り替えが必要です。Region＞Clip、Start Point＞In Point、End Point＞Out Point、
Process＞Render、TDM＞DSP、RTAS＞Native と変わっています。また、Digidesign
Core Audio Manager は Avid Core Audio Manager に、従来すべて Digidesign とい
うアプリケーション・フォルダーにいた Pro Tools ソフトウェアは、Avid フォルダー
内に格納されるようになっています。Digidesign の名前が完全になくなる日も近く
なってきたようです。

出力する場合にはリアルタイム・フェードデータがレンダリングされて出力され

ダリング ) を一度に行う事は出来ませんでしたが、従来だと例えば EQ かけてか
ら Reverb Reduction を行う場合など、直前にプロセスした EQ のパラメータを
覚えておかないと何度もやり直すことになたしまいましたが、とりあえずそのま
まの状態で開いておけるので、ちょっと変更してやり直すと言うことが出来る様
になりました。
その他、まだまだ新しい機能が弊社のホームページにて紹介してありますので、
詳しくは www.tacsystem.com をご覧ください。
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超簡単!! iPhone/iPadも使えちゃう ネットワークデータ共有に挑戦

Mac OSX Lion Server 指南

Sonnet Technologies 社の
Thunderbolt 対応製品最新情報！

Write by Masuko

みなさん、OSX Lion 楽しんでますか !? きっと楽し

めていませんよね、、、いつもMac OSXがメジャー

アップグレードすると、色々な問題が発生してしまい
ますよね。そしてこの” OSX Lion “では、 過去前例

にない位の勢いで、見えないところの色々な過去の切
り捨てが施されています。個人的にはOS9からOSX

へ一気に移行したぐらいの衝撃です。勿論それによっ
て得られる革新的な新機能も有りますが、失った物
も多すぎぎます。。。おっと、ネガティブ発想ではい
けないっ！革新的に進化したこの10.7 Lionのサーバ
版『Mac OSX Lion Server』へ迫ってみましょう。
今回の目的は、そうです！ProToolsも遂に共有スト
レージ対応となったり、iTunes管理下のデータ直接
インポート等、OSX Serverを導入する目的が強ま
り、Serverバージョンへの価格も驚きの￥4,600-

という出血大サービス価格になったことで、コスト

的には導入するハードルがとても下がりました！

カレンダーやメール等のサービス設定もすれば、

インストールも超簡単です。まず初めに10.7 OS上の

iCloudと同機能になるのですが、今回のお題目はあ

ルとなります。インストール/再起動後、いきなり

た。iOSデバイスで作成した書類は、Macクライアン

しょう！次に『Server』というアプリケーションで

オのスケジュール管理や、テープ等のメディア管理、

アプリケーション”Mac App”から、Lion Serverの購
入、ダウンロードが終われば、そのままインストー

くまでネットワークデータ共有、iOSデバイスで現在
対応しているiWorkソフトを用いてテストを行いまし

サーバとして動いちゃいます。なんてお手軽なので

ト上のiWorkでも利用できるので例を挙げるとスタジ

各種設定をするのですが、これもまた超絶簡単です。
ファイル共有やWebサービス、たったこの2つのサー

コンテンツ管理等でPagesやNumbersを利用し書類
作成/共有閲覧をしたり、Keynote上にQTファイルを

るだけで、NASとしての機能が開始されます。そして

ビューなどを、クライアントさんの前であえてわざ

えば、セキュアなアクセス管理が可能となります。し
かもこの3アクション程で、同時にiOSデバイスにも

常業務がとても魅力的になり、、、きっと抜群の営
業に繋がると思います。(たぶん)少し趣旨からそれ

のです！（起動してしまえば、ここまで約5分）

ショットでご覧下さい。

ビスをONにして、共有するフォルダやHDDを選択す

置いてしまえば、iPad等で制作した作品のプレ

この際に『ユーザー』『グループ』の設定も同時に行

とらしくiPadやiPhoneを使う、たったそれだけの日

iCloudのようなクラウドサービスが実行されている

ちゃいましたが、、、一連の工程結果をスクリーン

Lion Server 設定画面

by Ono

▼ Thunderbolt 対応製品一覧
PROMISE テクノロジー社のストレージ Pegasus
シリーズ、LaCie 社ストレージ Little Big Disk
シリーズ等、アップル以外からも Thunderbolt
対応機器が出始めてきました。
弊社が販売代理店として国内販売を手がける
アメリカのソネット・テクノロジーズ社 ( 以下
Sonnet) も 今 年 春 の NAB 2011 で い く つ か の
Thunderbolt 対応製品を発表しました。その辺り
については Tac Information 37 号でお伝えしま
したが、以降、Sonnet はガッツを出して対応製
品を追加発表しております。現時点での発表製品
をまとめてみます。

◆ 2011 年 4 月発表（NAB 2011 において）

Fusion E400TBR5 - 4 ドライブ RAID5 デスクトップストレージ
Fusion D800TBR5 - 8 ドライブ RAID5 デスクトップストレージ
Fusion F2TBR - 2 ドライブポータブル SSD ストレージ
Echo Express PCIe 2.0 Expansion Chassis - PCIe カード拡張ボックス、2 種類のケース有り
Allegro FW800 Thunderbolt Adapter - FireWire800 と Thunderbolt 変換アダプタ
Presto Gigabit Ethernet Thunderbolt Adapter - ギガビットイーサと Thunderbolt 変換アダプタ

◆ 2011 年 8 月発表（IBC 2011 直前）

Echo ExpressCard/34 Thunderbolt Adapter - Express34 カードを Thunderbolt 接続可能とするア
ダプタ

◆ 2011 年 9 月発表（IBC 2011 において）

RackMac mini Xserver - Mac mini の Thunderbolt 端子を有効活用する 1U シャーシ
という計 8 製品が発表されています。
これらの中で最も早く発売される予定の 2 製品と最新発表の 1 製品について情報をお届けします。

▼発売間近の製品と最新発表製品
■ Echo ExpressCard/34 Thunderbolt Adapter
これは Express/34 カードの外付けスロットで、接続端子として Thunderbolt コネクタが 1 つ搭載
されています。
Sonnet は Express/34 カードを多数販売しており、それらの資産が生かせるというメリットがあり
ます。eSATA、FireWire、USB3.0、メモリーカード・リーダー／ライター、といった製品との組合
せで使用することが可能です。

iPad上でのアクセス画面例

価格：未定（北米で $149.95 予定）
発売時期：未定（2011 年末予定）

■ Echo Express PCIe 2.0 Expansion Chassis
NAB 2011 で発表され、MacBookPro や Mac mini（Thunderbolt 搭載モデル）
との組合せで PCIe 2.0 カードが使える！と話題になりました。
下記 2 種が予定されています。
・Echo Express
スロット数 1、カード長ハーフサイズ、Thunderbolt ポート数 2
・Echo Express XL
スロット数 2、カード長フルサイズ、Thunderbolt ポート数 2
価格：未定
発売時期：未定（2011 年末予定）

“Server.App”はこんなに超簡易的！ファイル共有設定も簡易的！ たったこれだけの設定でiPadから自家製 Lion Serverに接続、iWork appsでファイル共有可能
しかし、どこを見ても簡易設定しか見当たりませ

でLion/Lion ServerでのAFP接続が行えなくなっ

1 : AppleScriptエディターを起動

項目が無いんです！！小一時間探しても見つから
ず、アップルのサポートページへアクセスしたら、

メーカーや、アップルのディスカッションフォーラ
ムでも騒ぎになったようで、現在はサポート情報が

3 : 下記4行のプログラムを入力！！

ん。従来通りディレクトリやDHCP、DNS等の設定

やっと従来あった『Server Admin Tool』のLion
版を発見、このアプリケーションを利用すると

10.6までのサーバ同様の設定項目が存在すること
も確認できました。（ホントに判りづらすぎなんだよ。。。）

てしまいます。既に一部のNAS製品を販売している

掲載されていますが、ターミナルコマンドで対処

し、更には接続できるようになるまで、2度も再起
動をしなければなりません。詳しくは『Lion』

こんなプチ落とし穴であれば、楽々サーバとして皆

『AFP』で、Googleなどで検索をすれば対処策が
出てきます。NASとして、簡易設定のみでServer

待っているんです！！それば、旧Mac OSXクライ

あります。それは、従来のサーバであれば、ディレ

とが、制限されている、もしくは不可能になりまし
た。実は10.6サーバもそうだったのですが、AFP

ンして、設定した共有スペースを自動マウントでき
るように設定ができるのですが、簡単設定の場合に

アントは、AFPを利用したファイル共有は行えなく

からマウントすることになりますので、1工程増え

ので、あまり驚きはしなかったのですが、Lionクラ
イアント同士以外で、古いAFP NASサーバを同時

を利用して、自動マウントするプログラムを特別に
ご紹介します。是非昔のマイコンBASIC感覚でプロ

様へもお勧めできるのですが、大きな落とし穴が

を稼働させる場合、もう一個だけ面倒になることが

アントから、AFPを利用してファイル共有を行うこ

クトリ構築とファイル共有設定でユーザーがログイ

のバージョンが上がったことで、10.4未満のクライ

は普通のMacどおしの接続同様『サーバへ接続...』

なってるのです！これは、以前から知っていた事な

てしまいます。そこで、今回はアップルスクリプト

に利用している場合は要注意です！認証方法の問題

グラマー気分を味わってください。
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2 : 新規作成

tell application "Finder"
<TAB> activate
<TAB> mount volume "afp://サーバIPアドレス/共

（追記）9 月の IBC 2011 において、Sonnet は RED Digital Cinema 社と組ん
で、Echo Express の展示を行っています。MacbookPro + Echo Express
(RED Rocket カード実装 ) + LaCie Little Big Disk という組合せで RED ファ
イルのプレイバックを行ったとのことです。お馴染みの Ted 氏が「Mac Pro
のような大きなマシンじゃなく、MBP でできるんだ」と説明しておりました。
弊社の狙いは Avid Pro Tools HD でポータブルなシステム環境を実現させることですが、RED のようなデジタルシネマ系での有効活用にも期待
しています（スタジオでの RED カメラ収録時のプレビューチェック作業等）。

有マウント名" as user name "ログインユーザー名"

■ RackMac mini Xserver

with password "パスワード"

最新発表の製品になります。以前より Sonnet は MacRack mini という製品
を販売しています。これは Mac mini 2 台を綺麗に収納できる 1U ラックマウ
ントトレーです（国内販売価格 21,000 円／税込）
。
RackMac mini Xserver はこの進化系とでもいうような物で、Thunderbolt
対応 Mac mini 1 台と、Thunderbolt 接続の PCIe スロット 1 基にカードを実
装できる 1U ラックマウントトレーです。

※mount volume ”afp://〜 ここまで実際には1行

end tell
4 : アプリケーション形式で保存

アイコン
はこれ

5 : システム環境設定＞ユーザーとグループ＞ログ
イン項目へ書き出したファイルを追加

たったこれだけです。Macが起動したら自動的に

Lion Serverで設定した共有先がマウントされるは
ずです。

Mac OSX Server以外のNASでも流用可能なの

で、是非お試し下さい。

特徴
・パワーサプライとファンを内蔵した 1U サイズエンクロージャ
・PCIe スロット (x4 レーン )1 基を Thunderbolt 経由で Mac mini と接続
・前面スイッチ (Mac mini と PCIe 拡張スロット同時 ) と USB ポート 1 基、
パワーインジケータ付き
価格：未定
発売時期：未定（2012 年春予定）

おしまい。
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> Directout Technologies 社

新

製

■ ANDIAMO.XT SRC

品

32 channel AD/DA MADI and AES converter with Sample rate converter

〉〉〉

◆◆◆

■ MA2CHBOX.XT

価格￥567,000（税込）

■ MA2CHBOX.XT DC

■ MDP-VGA

価格￥165,900（税込）

MA2CHBOX.XT は、MADI 回線チェッカーとして定評のある MA2CHBOX
に AES(Stereo) の入出力を装備、また MADI 回線は Optical (SC マルチモー
ド ) と Coaxial（BNC) の 2 回線をチェックできる機能を備えています。AES
入出力は完全トランスペアレントの入出力ですので測定器などの入出力とし
て利用できる設計となっています。AES 入出力用のブレイクアウト・ケーブ
ルは付属します。
DC 電源タイプの MA2CHBOX.XT DC は、AC アダプタを追加することで 2
重化電源とすることが出来ます。
MADI インターフェイスは、Optical マルチモードが標準です。
Optical シングルモードは受注生産になります。

■ EXBOX.64

現在、Apple 製品の外部ディスプレィ端子は、ほぼ Min DisplayPort という規格になっており、そこから、VGA、
DVI、HDMI 等に変換されモニターに接続、又は、分配、分岐されています。この MiniDisplayPort アダプタを、サー
ドパーティ製で、安く提供できる事と、分配機能を追加したもの等をご紹介します。

価格￥147,000（税込）

MADI Headphone Ampliﬁer (AES, MADI coaxial BNC and optical SC) with two redundant DC input

Active MADI range extender and format converter (1x BNC / 1x optical SC)

価格￥90,300（税込）

■ MA2CHBOX.XT DC、EXBOX.64 リダンダント用 AC アダプタ 価格￥5,775（税込）
of 8 AES signals (16 channels) D-sub25<>XLR
価格￥37,800（税込）

▼ Mini Display Port to VGA Adapter
Mini DisplayPort を搭載した機器から VGA 搭載の外部ディスプレイやプロ
ジェクタに接続する際に使用する変換アダプタです。
VGA コネクタ（オス側）にツメがあるタイプでも接続可能。
仕様：ケーブル長：約８cm / 全長：約 15cm

■ MDP-DVI

▼ Mini Display Port to DVI Adapter
Mini DisplayPort を搭載した機器から DVI 搭載の外部ディスプレイやプロ
ジェクタに接続する際に使用する変換アダプタです。
DVI コネクタ（オス側）にツメがあるタイプでも接続可能。
仕様：ケーブル長：約８cm / 全長：約 15cm
販売価格：オープン価格（市場予想売価：税込価格￥1,890 ）

■ MDP-HDMI

▼ Mini Display Port to HDMI Adapter
Mini DisplayPort を搭載した機器から、HDMI 搭載の外部ディスプレイやプ
ロジェクタに接続する際に使用するアダプタです。
＊ HDMI には音声信号も含まれます．
仕様 ケーブル長：約８cm / 全長：約 15cm
販売価格

■ MDP-DHD

■ BREAKOUT.AESid Breakout Box for digital I/O adaption
of 16 AES3 signals (32 channels) D-sub25<>BNC (AESid)
価格￥77,700（税込）

■ MDP-MDP2m
of 16 input channels XLR<>D-sub25

価格￥37,800（税込）

■ BREAKOUT.AN16O Breakout Box for analog adaption
of 16 output channels XLR<>D-sub25 価格￥37,800（税込）

Breakout Box for analog adaption of eight audio channels (I/Os) D-sub25<>XLR

価格￥37,800（税込）

BREAKOUT シリーズは、ANDIAMO などの D-sub タイプのオーディオ入出力を
XLR( アナログ / デジタル )、BNC（AES3) にブレイクアウトするユニットです。
スタジオシステムをきれいにまとめ上げます。

■ Summit Audio TLA-100A

コンプレッサー・シミュレーター・プラグイン
価格 ¥26,040( 税込 )

Summit Audio TLA-100A は、1980 年代前半にリリー
スされ一世を風靡したコンプレッサーで、ボーカルやベー
スに威力を発揮します。特許申請されていたゲイン・リ
ダクション回路は、非常にスムーズな動作で、時に OPT 素子 ( 発光ダイオードを用いたゲインリダ
クション回路 ) 的なサウンドを得られます。Softube Summit Audio TLA-100A は、このクラッ
シックなコンプレッサーにパラレル・コンプレッション、ローカット・サイドチェイン・フィルター、
出力ディストーションコントロールなど
のモダンな機能を追加しました。この独特
な Summit Audio TLA-100A のサウンド
は、他のどのタイプのコンプレッサーと
は明らかに異なるので、既に Tube-Tech
CL-1B や FET Compressor を お 持 ち の
方でも、全く違ったサウンドを得るツー
ルとして十分にご満足いただけます。
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オープン価格（市場予想売価

税込価格￥3,360 ）

オープン価格（市場予想売価

税込価格￥1,680 ）

スペシャルプライス！ 11 月末迄 1 セットのみ 50%OFF ！
● Series 6000 Sound Eﬀects LibraryDVD Combo

> 金属の強い衝撃音に特化した効果音集！
映画のシーンに活用したい、壮大で深く、インパクトのある音源が収録されてい
ます。現実的な響きの音から、SFX シーンで活用できる不気味な音、未来系の
音など広範囲にわたる音源がハイクオリティで収録されています。
● Cinematic Metal Impacts Sound Eﬀects Library
税込価格 : ￥15,750
１、CD-ROM 1 枚組
２、収録音数：200
３、BWAV File
● Cinematic Metal Construction Kit Sound Eﬀects Library
税込価格 : ￥23,100
１、DVD-ROM 2 枚組
２、収録音数：1188
３、BWAV File

総合効果音集 Series6000 のすべての音源を
まとめた製品です！
税込価格：¥400,000 →￥200,000
※日本語マニュアル無し
※ Series6000,Extension 1~7 同梱
※ファイル形式：WAV 16bit/44.1k

> 大音量効果音集！
ハリウッドでも指折りのプロダクション「Sound Dog 社」が制作。実物よ
り大音量な、手加減の無いパンチのある音源（主に、モンスター、爆発、発
砲、銃のフォーリー、雷と稲妻、ホラーと自然の音、クラッシュ、打撃、き
しる音、ガラガラ音、破壊音）が収録されています。
● Larger Than Life Sound Eﬀects Library
税込価格：￥57,750
１、AudioCD 5 枚組
２、収録音数：751
３、日本語マニュアル有り

● Larger Than Life 2 Sound Eﬀects Library
税込価格：￥57,750
１、DVD-ROM ２枚組
２、収録音数：1,000
３、ファイル形式：24bit/48kHz
４、日本語マニュアル無し

● Cinematic Metal Sound Eﬀects Library Bundle
税込価格 : ￥32,550
１、CD-ROM 1 枚、DVD-ROM 2 枚組
２、収録音数：1388
３、BWAV File
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SoundIdeas 社の著作権フリー効果音！
新タイトルです！

税込価格￥1,890 ）

▼ Mini Display Port 延長ケーブル（２ｍ）
Mini DisplayPort を搭載した機器のディスプレイ延長ケーブルです。
( オス - メス )
＊このケーブルを複数接続した場合の動作は保証されません。
＊ Thunderbolt 規格ではありません。
仕様：ケーブル長：2m
販売価格

■ BREAKOUT.AN8

オープン価格（市場予想売価

▼ Mini Display Port to DVI+HDMI+DP Adapter
Mini DisplayPort を搭載した機器から、DVI や HDMI、DisplayPort 搭載の
外部ディスプレイやプロジェクタに接続する際に使用するアダプタです。
DVI、HDMI、DisplayPort 端子のいずれか１種類の Port を利用する事が可
能です。
＊同時出力分配ではありません。＊ HDMI には音声信号も含まれます。
仕様：ケーブル長：約８cm / 全長：約 15cm
販売価格

■ BREAKOUT.AN16I Breakout Box for analog adaption

Mini Display Port コネクタ形状について
オスケーブル側 (MAC に挿入するタイプ )
今後の Thunderbolt も同一形状です
（但しデータ転送内容は異なります）

販売価格：オープン価格（市場予想売価：税込価格￥2,520 ）

EXBOX.64 は、小型の MADI フォーマットコンバータで Optical (SC マルチ
モード）と Coaxial（BNC) の変換ユニットです。
EXBOX.64 は DC 電源タイプで、AC アダプタを追加することで 2 重化電源
とすることが出来ます。
MADI インターフェイスは、Optical マルチモードが標準です。
Optical シングルモードは受注生産になります。

■ BREAKOUT.AES Breakout Box for digital I/O adaption

◆◆◆

T-Piece は、従来あまり市場にないコンピュータ関連のケーブルや、変換パーツ、部品、
ドライブ関連製品等を、安価に提供する自社ブランドです。

ANDIAMO.XT SRC は、EIA 2U サイズに MADI to 32CH AD/DA + 32CH AES I/O のユニットに、全ての
AES の入力にサンプリング・レート・コンバータを搭載したモデルです。サンプリング・レート・コンバート機
能は、それぞれの AES チャンネル毎に ON/OFF が可能ですのでスタジオ内のシステム接続にフレキシブルに対
応することが出来ます。
他のラインナップ同様、音質のみならず電源も２重化設計の放送、ライブ仕様となっています。
MADI インターフェイスは、Optical マルチモードが標準です。
Optical シングルモード及び、Coaxial(BNC) は受注生産になります。

MADI Headphone Ampliﬁer (AES, MADI coaxial BNC and optical SC)

NEW ブランド

N E W

〈〈〈

by fukuhara

NETWORKSOUND

第４回 TAC ネットワーク・サウンド・システム研究ファイル

また、NetMix Serverのマッピン
グの仕組み、ファイル共有の仕組み

や、その他サービスの仕組みの説明
を受け、そこで漸く「あ”〜ナルホ
ド。NetMix Proはこういう事もで
きるのか。NetMix Serverはこう
いった位置づけなのか」と全体像が
掴めました。

同時に、NetMix Server、NetMix
Proの組み合わせならば、我が社の
要望を叶えてくれると確信し、直ぐ
に「NetworkSoundSystem」構築
に 必 要 な ス ト レ ー ジ、 N e t M i x
Server、及び必要本数のNetMix
Proを導入しました。

拠点A

（事務所）

拠点B

（スタジオ）

ライブラリー管理＝FM管理の利便性と、CD
背表紙で覚えた「場所」感覚の差に対する苦悩

--「NetworkSoundSystem」導入までのスタート
ポイントから教えて頂けますか。

中 島 サ ウ ン ド デ ザイ ン キ ュ ー ビッ ク 社 （ 以 降
Cubic）では、主にキー局（テレビ番組）の選曲、
音響効果、及び音楽製作をしています。仕事の道具
として質の高い音楽資料を仕入れる事は必須で、あ
らゆるジャンルの市販CD、DVD、著作権CDなど、
35,000枚（約50万曲）を越え、更に毎月ライブラ
リは膨大な勢いで増えています。
膨大なライブラリーを管理運用する方法ですが、
一枚ずつプラケースから取り出し、管理番号を作成

する事から始めます。管理番号やジャンル、作曲
者、編曲者など、製作上必要な情報は、FM
(FileMakerPro)を利用し、管理、随時データベース
しっかい

化しています。これはもう完全に悉皆で手作業で
す。手間はかかりますが、これにより管理場所を極
限まで抑える事ができます。プラケースはかさばり

ますから（笑）。
ただ、FMを利用したライブラリーの併用管理は、
一長一短です。長所はデータベース化に慣れてくる
と、案外便利に管理できてしまい、FMが手放せなく
なります。また、CDプラケースの簡易化に伴い、ス
タジオ内の作業スペースも広がります。短所は、CD
を探す時に頼りにしていた背表紙の色や字体、ある
いは、目的の楽曲が棚のどの位置にあるか、などの
情報が欠落することです。
その為、必要なライブラリーを温存しながらのデー

タベース化を進める事になり、結局スタジオは、再
びライブラリーで埋め尽くされてしまいました。

「NetworkSoundSystem」導入
中島 ライブラリー管理運用の根本的な見直しを迫ら
れていました。元々パソコンとHD、そしてNetwork
を利用した総合的なサウンド管理システム

「NetworkSoundSystem」に興味がありましたの
で、CDのデータベース化（CDデータのコンバート）
は、HDを利用した管理方法に切り替える予定でし

た。その為にはFMに置き換わる程、強力なデータ
ベース管理ソフトウェアが必要だったのです。
Cubicの条件は、共通のサウンドライブラリを管理

運用する事は勿論、まず日本語に対応している事
（勿論日本語の検索も大事です）。FMのデータベー
スを有効活用出来る事も重要でした。仕事では
ProToolsHDを利用している事からProToolsとの連
動性についても注目しました。
調べてみると、国内代理店のあるサウンドライブ
ラリー管理ソフトウェアは「SOUNDMINOR」と

NetMix Proの講習（勉強会）は、タックシステム
社 福原さんが説明してくれました。この講習を経
て、漸く「NetworkSoundSystem」を導入する為

には何が必要で、どんな事ができるのか徐々に判っ
てきた訳です。

めから日本語表記上必要な２バイトに対応している
事、日本語の検索スピードも早く、検索エンジンに
ブーリアンエンジン（Googleが採用している検索方
法）が採用され、日本語検索独自のパターン検索機

---NetMix Proには「波形を表示しない」設定もある

のですが、それではお仕事の都合上、使いにくくなっ

（フレッツ光）

IP接続

StorageAfp接続

NetMix Pro

てしまう。そこで、Markus氏（CND社
StorageAfp接続

法は、波形をあらかじめ計算させ、NetMix Pro検索

NetMix Pro

時、その計算結果を画像として読み込むという方法
です。

NetMix Server 設置のポイント / スピード

NetMix Serverは、以前導入していたServer

---MacOSX Serverには、初めからサービスプログ
ラム（My SQL）が組み込まれているのでNetMix

Serverの設置はスムーズで助かりました。問題は、

データベースの基盤となるサーバー内でのHDアクセ
ス管理や、コンバート作業でしたね。

中島
そうですね。アクセス管理は逐一必要な方法
に切り替えていますが、CD＞HDへコンバート作業
は全てCubicの手作業で行っています。FMでデータ
ベース化する要領と基本的には同じなのですが、
35,000枚以上コンバートする訳で・・・これは本当
に大変ですね。半分ほど終わりましたが、まだまだ
コンバート作業は並行して進めていきます。

まず、親フォルダ名称を社内検索用の番号にした
り、子フォルダ名称をCD名称にしたりといったルー
ルに基づいてコンバート作業を開始します。でも作業

するうちに子子フォルダや子子子フォルダが現れた
り して 、 帳 尻 が 合 わ な か っ た り し ま す （ 笑 ） 。
NetMix Serverは、それらの階層を「パス」で管理
している為、NetMix Pro検索上は「パス名」を検索
条件にすれば、一応検索に引っかかる事が判りまし
たが、階層の整理は今後の課題ですね。

中島
Cubicでは、今まで述べて来ました様に、CD
のコンバート化が同時進行で進んでいますので、外部
ストレージは今後増設する事を想定し、2TB毎ミ
ラーRAIDを組んでタワーケースに収納。8TB一区切
りの単体を随時追加しています。ただし、サーバーと
ストレージ間はUSB接続です。その為ネットワーク
間のスピードは速くはありません。更に、専用線で
はなく一般回線（NTT フレッツ光）でサーバを設置
している本社とスタジオ間をインターネット接続し
ています。
こういった環境でもNetMix Proの日本語検索はス
トレスを感じる程ではありませんでした。体感です
が、ステレオ３分の曲をNetMix Proで検索し、視聴
（再生）する迄のレイテンシーは、約0.5〜1秒。
検索後、ProToolsへサウンドデータを渡するのに
10〜20秒といった感じです。

マシンCPUの個体差や、その時のネット干渉度合に
よっても結果は異なると思いますが、このぐらいの
スピードなら、問題無く利用できます。
もし、更に検索スピードを優先するのであれば、HD
の接続(USB)を見直す、そして専用線を引くか、最終
的にはサーバ環境毎スタジオへ移動する事などで解
決できると思います。
新機能「CND Waveform Creator」改定に
よる波形（Waveform）表示スピード改善

---今回、インターネットを中継し、NetMix Proで検

索する上で、波形データの表示方法について、若干

改善が加わりました。この件につきましてご説明お
願いします。

➡

開発元 ド

イツ）に事情を説明し、対策を練りました。解決方

IP接続

NetMix Proは、WAVファイルのあらゆる情報フィールドの中から任意に検索条件を設定
する事が可能。またフォルダ名、パス等の階層情報も検索用語として利用でき、検索優
先順番を変更する事も可能。

中島 NetMix Proは検索結果として、WAVデータか
ら波形(Waveform)データを計算し、検索画面に表示
します。この波形はサウンドの再生位置を把握する
のに便利なのですが、設置当初、WAVデータから波

➡

今回新しくNetMix Proとは別に制作された「CND Waveform Creator」アプリケー
ションは、予めサウンドデータにWAVの波形データを計算し、HD上に波形jpgを組み込
む。波形計算にかかる時間を省くことが可能となった。

中島

CND Waveform Creatorを実行することで、

音楽再生とほぼ同時に波形も表示できるようになり
ました。
最後に
中島
まだまだ始めたばかりです
が、ジャケットをjpegで取り込め

る の で、 視 覚 的 な 情 報 も 補 え ま
す。後はスタッフが、棚からCDを
取りに行く感覚で、NetMix Proの
中を縦横無尽に行き来できれば
「Network Sound system」の完
成はそう遠くはないと思います。

CDジャケット
（AlbumArtWork）は、
NetMix Serverが管理するデー

---ありがとうございました。

が可能。

タベースのフォルダ内にそれぞ
れ画像を入れる事で表示する事

interview サウンドデザインキュービック
江本成治氏 (Seiji Emoto)

中島

花岡英夫氏 (Hideo Hanaoka)

NetMix Server / NetMix Pro Q&A

--「NetMix Pro スタンドアロン版」を利用してみた
感想をお聞かせください。

中島 それが購入したものの、仕事が忙しく、全く手
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LAN Internet（フレッツ光）

http://www.cubic-power.net/

ず一本購入して使ってみよっか。」と、軽い気持で
「NetMix Pro スタンドアロン版」を１本注文しま
した。

Cubicがやりたい事をタックさんに理解して頂き、

LAN Internet

生しても波形が付いてこない訳です。福原さんにも現
象を確認して頂きました。

＋

(2TB×4)×

能（文節を無視して単文節で検索できる機能）が搭
載。その他様々な方法で文字検索できる事が判りま
した。

「NetMix Pro」の二者択一で、「NetMix Pro」は
タックさん（弊社）が取扱を開始し、安価でサポー
トも充実しているという事で、「それじゃとりあえ

つかずで（笑）私は管理者であると同時に、製作の
立場でもあり、正直申し上げますと何から手を付け
て良いのか判らなかったのです。そこで、まずは

StorageAfp接続

IP管理

StorageAfp接続

NetMix ServerとNetMixProでできる事
NetMix ServerとNetMix Proの組み合わせで、日本
語に関するフォーマットは「UTF8」が採用され、初

100TB
HD

Server管理者
NetMix Pro

マシン(Apple XServe)を活用する事にしました。基
本的に導入に関し、全てTACさんにお願いしまし
た。

NetMix Proで何ができるのかを勉強する事から始め
た方が良いという事になりました。

IP接続

IP接続

ポイントなど、教えて頂けますか。

サウンドデザインキュービック社は、NetMix Serverを別拠点（事務所）で管理し、スタジオまでは一般の光回線でネットワーク接続し
ています。全てのスタジオ・フロアは共通のデータベースを利用し、即座に最適なCDを探し出すシステムを導入しました。
今回は、これらシステム導入に大きく関わった中島氏にインタビューさせていただきました。

HDStorage
HDStorage
HDStorage

IP管理

Server管理者
NetMix Pro

--データベースの構築苦労話や、サーバーを構築する

サウンドを扱う仕事で共通の悩みは市販CD、著作権CDの管理です。いくら
FileMakerなどデータベース管理ソフトを利用し、管理体制を整えても、結局使
う側のモラルに頼らざるをえなくなる。人気CDは使いたい時に手元になかった
り、最終的には紛失したりするのです。
なにか打開策はないかなと模索した結果、NetMix Server、NetMix Proを中
核にする「NetworkSoundSystem」に辿り着きました。
サウンドデザインキュービック代表 中島 克

な楽曲（約３分程度の曲）を再生すると、再生を初
め、５秒〜10秒かかって漸く波形を表示する感じで
した。コレが作業上厄介で、ポンポンポンと曲を再

StoragePort接続USB

Server (Xserve)
NetMix Server (MySQL)

NetMix Server 構築の苦労話

中島

形を生成するまでの時間が気になりました。効果音
など短いライブラリなら問題無いのですが、一般的

Network（NetMix Server / NetMix Pro）IP系統略図

➡

２byte文字に標準で対応し、様々な検索をしているNetMix Pro 図ではNetMix Server
情報をフォルダ単位で検索している所

克

代表取締役

Masaru Nakajima

音源管理に興味あるけど、
一歩踏み出せない

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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NetMix Lite なら、今すぐ無料でお試し頂けます。

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

“レンダリング無しで
いろんなQuickTimeが
再生できるんですね!”
第２MAルーム

株式会社 音響ハウス様 システム導入事例レポート

後藤 浜和 氏に聞く“ Avidノンリニアワークフロー ” を運用してみて

Write by Masuko

前回タックインフォメーションにて導入事例をご
紹 介した際、近年稀に見る反 響 を 頂 き ま し た 。
Avidが提案する最先端のノンリニアワークフロー
を実現している数少ない事例ですから、その注目
度は当然と言えばそれまでですが、オープンして
早3ヶ月以上を経過していることもあり、運用後
のお話をMAエンジニア『後藤浜和』氏にお伺い
致しました。
導入時の機器選定時、非常にご苦労されたようで
す。このあたりは”放送技術 8月号”の取材記事に
詳細が掲載されておりますが、幾つか例に取って
お話をしました。
後藤氏『画面をHD表示に変更するにあたり、一番
注意したのは、画のモニターの遅延をいかに最小
限にとどめるかということです。もしも補正が必
要なほど遅延が生じてしまえば、それを補う為の
ディ レ イ を 音 の モニタ ー に 挿 入 し な け れ ば な ら
ず、弊社の場合アナログコンソールを使用してい
ますので、本線にはないAD/DAをモニターにのみ
インサートすることになってしまいます。これで
は本線とモニターで違う音になってしまうので、
まずメインモニターを遅延が極端に少ないSONY
LUMAにし、そのモニターへHD-SDIで映像信号
を入力する為のワークビデオシステムを検討しま
した。ちょうどその頃、Video Satelliteシステム
のデモをインタービーで開催するという情報を得
ましたので、興味深く視察に向かいました。結果
は、ProToolsと同期した際のレスポンスが悪く、
再生ボタンを押してから実際に音が出るまでに1
秒以上要しましたので、当時は導入を見送りまし
た』

益子『リリース直後であれば、Media Composer
がv3.0の時だと思います。そんなことがあったん
ですね。その後導入となった訳をお聞かせ下さ
い』
後藤氏『その後、再度動作検証を行った際、当時
に比べるとレスポンスは向上していたので、これ
ならなんとかOK！と判断できましたし、この結果
DAWとワークビデオシステムは、Avid製品に確
定となりました。この結論に至るまでには、他の
DAWも含めて、色々な機器を検討していました
が、この組み合せであれば、お客様のニーズにも
十分対応可能であると判断しました。また、
Media Composerである利点として、色々なフ
レ ーム レ ー ト の 仕 事 に ネ イ ティ ブ 対 応 で き る こ
と 、 更 に は V i d e o I / O を M o j o DX で は 無 く 、
Nitres DXを選び、アナログ入出力が必要になる
ケースにもコンバーターを利用せず、遅延補正を
しなくて済む組み合せとしました』
益子『そのような経緯があったんですね。確か弊
社に初めてお問い合わせを頂いた際、Media
Composerはv4.5でProToolsもv8になっていま
し た か ら 、 同 時 に レス ポ ンス も 上 が っ た んで す
ね、Video Satelliteの魅力は色々とありますよ
ね？』
後藤氏『そうですね、ProToolsのオペレーション
に常に追従できること！マウスをドラッグすると
画が追従する、ProToolsにQuickTimeファイル
をインポートした時の挙動と同じです。ここがス
ポイルすると、今まで出来ていたことが出来なく
なってしまうことになります。システムが分かれ

ているメリットに加え、あたかも1つのシステムと
して動作することも非常にメリットでした。それ
以 上 に 導 入 後 パ ワ フル だ と 感 じ た こ と が あ り ま
す。それはAMA (Avid Media Access) です！編
集室から生成されるQuickTime、持込み素材とし
てのQuickTimeファイル等、それぞれコーデック
が異なるのにも関わらず、レンダリング時間無し
でVideo Satelliteのワークビデオ素材としてすぐ
に利用できるんです。これだけでも生産性が向上
しましたが、同時に導入したISIS5000を利用する
と更に便利になるんです』
益子『通常のVTRからのワーク作業において、何
かお聞かせ頂けますか？』
後藤氏『メーカーが推奨しているワークフローと
して、まずVTRからVideo Satellite内（Media
Composer）へビデオと音声素材の取込みを行い
ます。その後AAFフォーマットのデータとして
ProTools側へ素材をデータとして転送し、それを
ProToolsでインポートするといった方法です。こ
の方法では、従来のワークフロー以上の時間を要
します。導入前にもアビッドへ確認をしていたの
ですが、何か変だと感じたんです。今までの作業
では、MA作業前の起こし作業が完了すれば、作
業開始できるのに、ファイルを生成して、受け渡
しの工程が入ったら、このシステムにする理由が
半減してしまいますよね。そこでVideo Satellite
のマニュアルに、Video SatelliteとProToolsを
Satellite Linkで同期状態にし、映像信号はMedia
Composer、音声はProToolsへそれぞれレコー
ディングする方式が記載されていたことを発見し
た エ ン ジニ ア が い た んで す。 こ の 際 、 M e d i a

ComposerがVTRをRS422で接続することにな
り、Media Composerのキャプチャを開始する
と、ProTools側もレコーディングコマンドが伝達
され、従来と同様のプロセスが実現できます。勿
論LTC等の経験値のある作業では無いので、不安
も感じました。そこで同期精度のテストを運用前
に行いましたが、結果問題は無かったので、この
方式を採用しました』
益子『この対応であれば、従来方式でもファイル
ベースでも、100％ Video Satelliteシステムの恩
恵が得られますね。他にもMA作業時でのメリッ
トはありますか？』
後藤氏『このスタジオにはProTools HDシステム
が2セットあります。この2台目DAWもProTools
としたのには、導入当初からの思惑があったんで
す。良くあるミキサー用のメインProTools、音響
効果用ProTools、それに加えてVideo Satelliteシ
ステム3台が、Satellite Linkでそれぞれ自由に同
期、非同期を実現できます。これにより、2台の
ProToolsが臨機応変にVideo Satelliteを操作す
ることが可能になります。ただ、本格的な並行作
業となると、やはり素材用の映像ファイルも2個
必要になります。この場合でも、映像ファイルを
コピーする必要はなく、Video Satelliteで展開し
ているビデオ素材（DNxHDコーデック）を
QuickTime形式に書き出すことで解決できます。
この機能を使用する際、一般的な方法だとレンダ
リングを要すると思われがちですが、Avid
DNxHDコーデックのままリファレンスファイル形
式で生成することで、一瞬でファイルが完成しま
す。これをISIS 5000の共有ワークスペースへ書
出しをすれば、Video Satelliteとリンクしていな
い、単独作業中のProToolsでもISIS5000上の
ワークスペースから参照するだけで、コピー時間
すら発生しません。これを実現する為にはAvid
コーデックをProTools用のMacへインストールす
ることになりますが、無料配布されているのでイ
ンストールするだけの対応で済みました。』
益子『利用している方がおっしゃると、とても説
得力がありますね。今後、この方法を積極的に提
案していきますね』

後藤氏『それとVideo Satelliteを選択した理由が
もうひとつ。これは弊社の事情によるのですが、
Video Satelliteは、Media Composerであると
いう点が非常に魅力でした。CMのMAでは必ず発
生する試写用フォーマット編集を、従来はコピー
ルームのリニアシステムで制作していました。と
こ ろ が 、 複 数 フ ォ ーマ ッ ト を 制 作 す る 場 合 な ど
は、非常に時間がかかってしまいます。素材のや
り取り1つであっても、VTRヘ実時間でRECし、
それをリニア側でタイトルを入れて編集。更にお
客様からDVDやBlu-Ray、データ等でお渡しする
ことになるのですが、この工程をMA室のMedia
Composerを利用して作業してしまえば、再度
キャプチャーする時間が不要になるだけで無く、
リニア編集室とスタッフのリソースを別用途で利
用できるので、会社としても費用対効果が大きい
のです』
益 子 『 そ れ は と て も 衝 撃 的 で す ！ M A ス タ ッフ
が、編集作業を行う訳ですね、、、今後完全テー
プレス時代に突入した場合にも、従来通りのワー
クフローを維持できる体制を既に具現化してる訳
ですね。』
後藤氏『あくまで試写用フォーマットだけですよ
（笑）現状では、すべてファイルで処理すること
が 一 番 良 い と は 思 って い ま せ ん 。 そ の 場 そ の 場
で、ファイル処理なのか、テープ処理なのか、一
番良い方法を選択できる環境を作ることが大事だ
と 思 って い ま す。 そ こ で 弊 社 に 欠 け て い た 共 有
サーバーも選択できるよう今回はISIS5000を導入
したわけです。一番驚いたのは、ネットワーク絡
みのトラブルが3ヶ月以上の運用で皆無であると
いうこと。これは当初の予想を裏切る、うれしい
誤算です。共有サーバーに一番求められる安定性
を現時点で保持していると言えると思います。運
用面では、編集室のAvid Symphonyとのデータ
共有（現在はPush,Pull方式）や、第2MAルーム
と第4スタジオ間にあるそれぞれのVideo
Satellite用データ、音響ビル内の各スタジオの
ProToolsシステムとのデータ共有だけでも十分で
すが、やはりHD化した映像データをコピーせず共
有出来ることは、それだけで時間短縮にもなりま
す。ちょっと前にあった実例として、1時間の素材

x7本の仕事が入ったんです。従来であればそれだ
けでワーク素材をVTRへ7時間以上回し続けるこ
とになるのですが、Symphonyで作業した素材
を、ISIS5000へプロジェクトデータとしてコピー
したので、約半分位の仕込み時間でMA作業への
対応ができました。』
益子『これこそネットワーク化して共有ストレー
ジを導入して頂いた最大の恩恵ですね。ご提案時
以上の効果を実際にお聞きすると、自分の提案は
間違えていなかったことになり、嬉しいです』
後藤氏『導入したAvidシステム以外にも恩恵を受
けています。メインで利用しているAutoDesk社
製編集機は、現状ISIS5000には対応できません。
そこで同編集機からQuickTimeファイルを書き出
して、MAを行うことがVideo Satelliteの導入に
よって、AMAも利用し、シームレスで対応できる
ようになったのですが、この際編集室のMacへ一
旦素材を受け渡し、その素材をVideo Satelliteの
稼働しているMacへデータ移動を行えば、Avidの
互 換 を 待 た ず、 既 に 有 る ネ ッ ト ワ ー ク で A u t o
Deskとのコラボレーションを実現できました』
益子『この度は色々貴重なお話をお聞かせ頂き、
本当にありがとうございました。』（終わり）

実は後藤さんより導入後1ヶ月ぐらいたった時、
お電話を頂きました。その際に開口一番で
ISIS5000上の問題は全く発生していないとのお話
を聞いた時、ISIS5000の安定性を強く感じまし
た。そのお電話を切った後、あまりに嬉しくて、
速攻でアビッドの常盤野さんへ電話をして、2人で
喜 び 合 っ た こ とを 、 こ の 場 に て 暴 露 して お き ま
す。(笑)
このようなAvidノンリニアワークフローにご興味
を感じた方々は、弊社デモルームでも同様のシス
テムを常時稼働させることが可能です、是非ご連
絡を頂ければと思います。

- 取材協力 -

株式会社 音響ハウス

〒104-0061

東京都中央区銀座1丁目23番8号

弊社『益子』,『小野』の2名は、アビッドが認定するサポートエンジニアです。
（ACSR for ISIS 5000 System Engineer)
導入前のご相談、デモンストレーションのご用命は上記 2名へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：ポストプロダクション営業
電話 ：03-3567-4161

第4スタジオ
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コラム

導入事例

No.12

～ Mick Sawaguchi のサラウンドな日々～

■ P's スタジオ 様

大変リスキーな！全編ドラムソロ演奏によるアルバム
192kHz-24bit サラウンド
「 Everything for drums 」by UNAMAS-JAZZ ！

この度、P's スタジオ様の地下 1 階にアフレコスタジオが出来ました。
名称は P's STUDIO azabudai A/R ONE
メインコンソールの、SSL Matrix を中心に
サラウンドモニターは、JBL LSR6328P を７式
サブウーファー、LSR6312 を２式配置。
ニヤフィールドモニター、MUSIK RL906
メイン映像モニターにはプロジェクターを使用。
作業に合わせ格納可能です。

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 http://surroundterakoya.blogspot.com

drums solo

DAW は、ProTools HD9
サラウンドモニターコントロールに V-MON を採用。
アフレコルームとのコミニケーションには CUE Box 並びに FU Box を配備。

「 Everything for drums 」
http://www.hqm-store.com/

StudioEQUIPMENT 702M/610L2-C+610FU
これら機器は特注コンソールテーブルに集約され部屋中央部に鎮座するも洗練されたインテリアに相まって機能美に溢れています。
スタジオ内も同様に統一感のあるデザインで正面には収納スペースと映像モニターを 3 台設置する棚が用意されています。
センタ－部には床埋め込みパネルがあり、マイクを４本天井にもガヤ録りマイクを配備して、大勢での収録にも対応しております。

> ダウンロードファイル形式：
192kHz-24bit
FLAC ファイル ロスレス形式 -1 ファイル

http://hqm-store.com/unamas-jazz
Mick Sawaguchi UNAMAS-JAZZ Producer/
Engineer 沢口音楽工房 代表
ドラムという楽器は、ほかの楽器に比べて音階が無い分、メロディを演奏
するには、大変制約のある楽器です。Jazz という音楽でもその役割は、常
にフロントラインを鼓舞するリズムサポートという立場にあり演奏の中で
掛け合いという形でドラムソロがフィーチャーされるのが一般的です。し
かし、ドラムを構成する各楽器は、シンバル、ハイハットといった高域楽
器からスネア、タム、フロアタム、キックドラムまでの幅広い音域と、奏
法もスティックによるアタック打法からブラシ、マレット、そして手を使っ
たハンド奏法まで実に多様な表現ができる楽器です。現代音楽演奏でのア
ルバムはありますが、JAZZ アルバム全編をドラムソロだけで構成するとい
うアルバムは、近年ありませんでした。

導入事例

＜レコーディングで意図した音場＞

様

▲

■角川大映撮影所

通常ステレオ録音では、演奏を客観的に見ている
という立ち位置で録音が行われるためドラムもこ
ちらからドラムを見ている定位にする場合が多く
みられます。
今回は、サラウンドの音場すなわちリスナーを取
り囲む再生環境を有効に活かすために「リスナー
がドラマー」という定位を前提にしました。

MA ルーム D-Control ES 32 Fader ＋ CB Electronics RM-6HD 導入

このスタジオの主な用途は、映画のミックスダウン以外に TV 番組向けの MA をこな
すことと、さらにアフレコルームとしての機能を兼用しているとのこと。田中氏によ
ると既に 10 月頭（オープン前）から本格稼働し、現在も TV の 2 時間ものを数本仕
上げる予定が既に入っているとのこと。

▲

こちらは、先日 2011 年 10 月後半に調布に新しくオープンしたばかりの角川大映撮
影所内 MA ルーム。メインのシステムには Avid D-Contol ES 32 Fader を中心とし
た Pro Tools|HD、映像プレイバック用に Video Satellite および QuickTime での作
業用に Video Satellite LE の 2 台を用意した、ある意味贅沢なシステムとなってい
ます。また、TV の作業の音戻し用に CB Electronics RM-6HD シンクロナイザーシ
ステムを導入しています。このファシリティーの全てのオーディオシステムを担当し
た報映産業（株）鈴木健雄氏と角川大映撮影所の田中修一氏、竹田直樹氏にお話を伺
いました。

竹田氏

（ 鈴 木 氏 ）Pro Tools、Media Composer の シ リ ア ル コ ン ト ロ ー ル に は 今 回 全 て CB
Electronics の USB422 を採用しました。GND ラインの接続がしっかりしているのと、ちゃ
んと 9 ピンコネクタで接続できるのでシステム工事的には扱いやすいんですよ。

▲

（竹田氏）CB Electronics は思ったよりも簡単で使い勝手がよいですね。今まで izm806 を使
用していたのでちょっと不安がありましたが、わかりやすく、全く問題ありませんでした。UR422 ユニバーサル・リモートは MA ルーム以外でも使用しましたが、それぞれの部屋用にカス
タマイズしてもらったので非常に助かりました。
報映産業 鈴木氏

すなわちドラムスのキットの上にサラウンド音場のスピーカ配置である 5CH の配置を想定したサラウンドワンポイントマイキングを
メインとしました。
これにスタジオ全体の空気を再現するための 4CH アンビエンスマイクを付加しています。
メインマイキングで採用したのは、東京芸術大学音楽環境創造科の亀川徹教授が考案した「オムニ 8」というメインマイキングです。
このマイキングは、主にクラシックの録音を前提に考案した方式で、これを JAZZ のドラムという単一楽器で使用した初めての録音
という面でも興味深いマイキングです。録音は、いつもよりマイクが多いので、RME F.FACE UFX で 12CH を使いその OUT をいつ
ものように PYRAMIX NATIVE で録音しています。

MA/ADR Room

（田中氏）D-Control での作業は、以前のスタジオでも使用していたので全く迷うことなく本格
稼働に突入しましたね。（笑）Video Satellite LE を別に用意したのはちょっと贅沢ですが、同
じ Pro Tools ですから使い勝手が楽なのと、いざとなればもう 1 台の Pro Tools として活用可
能ですからね ･･･

角川大映撮影所 田中氏

角川大映撮影所

それだけ演奏者にとってもリスキーなのです。
しかし、一度は、やってみたいという麻薬のようなテーマでもあるのです！
私は、このドラムがもつ多彩な表現を 192KHz-24bit のサラウンド録音で
制作したいと企画し、UNAMAS-JAZZ VOL03 で CD をリリースしている
ドラマーの深水洋さんに企画を相談した次第です。ドラマーにとって全編
ドラムソロだけのアルバムは、一度は挑戦したい目標でもあり、しかしそ
の実現には、どれくらいの困難とリスクがあるかも十分承知しているはず
です。しかし、我々は、２ヶ月に及ぶ入念な準備期間とコンセプトを固めて、
レコーディングは、２０１１年７月２４日に音響ハウス第一スタジオでつ
いに実現しました。

MIX DOWN を終えたサウンドは、まさに自然な
ワンポイント サラウンドマイキングがとらえた自
然な定位と楽器そして普段あまり聞き分けできな
いドラムのキット全体の「鳴り」をきいていただ
けるとおもいます。
この空気感は、2CH ステレオ音場では、なかな
か再現が難しく、逆に不要な余韻として切り捨て
られていた音です。臨場感を豊かに再現できる
192KHz-24bit サラウンドでのドラムソロアルバ
ムをお楽しみください。

＜録音機材リスト＞
また、今回の設備では MA/ADR および Foley ルーム用の
HA として、その音質からどちらも Millennia を採用してい
ただいています。
今後多くの作品をこのスタジオから作り出されてくることで
しょう。
撮影所入り口に立つ大魔神
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サラウンドメインマイク（オムニ８方式）
フロント L:B&K 4011
C:Shoeps CMC6+MK8 双指向カプセル
R:B&K 4011
リア B&K 4003X ２
サラウンド アンビエンス Neumann U-87Aix4
キックドラムスポット：AUDIX D-6/SONY C-38B
Mic Pre:RME Octamic- Ⅱ /TLAudio A-1
Interface RME Fireface UFX
DAW Pyramix Native+Macbook pro
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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

TAC ショールームリニューアルオープンハウス！
EUPHONIX Pro シリーズユーザーカンファレンス開催！

by Yagi

ProTools skill check!
第三回エムズ・ラーニングセンターより、ProTools スキルチェックということ
で ProTools に関する問題です！ご自分のスキルをチェックしてみてください！
正解が数個の場合は、是非エムズ・ラーニングセンターへ！（笑）
下記は、Macintosh からの問題です。
Windows の方は、コマンド→ Ctrl/ オプション Alt でお考えください。

9 月 27 日 ( 火）28 日 ( 水）に、Tac デモルームリニューアル オープンハウスを開催しました。
弊 社 取 り 扱 い の「Adder KVM シ ス テ ム 」「Directout Technologies MADI 周 辺 機 器 」
「PunchLight スタジオ・インフォメーション表示器」「QueAudio ミニショットガンマイクロ
フォン」等の実機展示と、デモンストレーションをいたしました。
多くの来場者様にお越し頂き、質問や活発な意見を頂戴し、沢山の方々に、弊社取り扱いの製
品を、ご理解をしていただきました。
28 日 には、Euphonix Pro シリーズユーザーの
情報交換の場として、「Euphonix Pro シリーズ
ユーザーカンファレンス」を開催しました。
MA ス タ ジ オ や レ コ ー デ ィ ン グ ス タ ジ オ で
Euphonix Pro シリーズのユーザー様に多数お集
りいただきました。
弊社４階に常設しました AVID(Euphonix)System ５を用いて、AVIDTechnology チャンネルセールス オー
ディオプリセールス 小林さんに System5 の構成説明とデモンストレーション、AVIDTechnology チャン
ネルセールス マネージャー 常盤野さんに、Euphonix 買収と国内販売について、AVIDTechnology カスタ
マーサクセス マネージャー 京田さんよりサポート関係説明 そして、AVIDTechnology チャンネルセールス・
エグゼクティブ Live Sound セールス / マネージャー 宮村さんに Avid System5 販売体制とサポートなら
びに AVID 本社の紹介をしていただきました。
ユーザー様からはアップグレードやサポートの件など多くの質疑があり、AVID 社関係者から、お答えを戴
く事ができました。
また、このカンファレンス終了後、同じコンソールをご使用されているエンジニア様、スタジオ管理者様同
士で、意見、情報交換をする場を提供させていただきました。
タックシステムでは、EuhpnixPro シリーズの販売、サポートを含め、皆様のお仕事が円滑にすすむ様お手
伝いさせて頂きたいと思います。
又、２０１２年 2 月を目標に EuphonixPro ユーザーカンファレンス第二弾を行う予定をしております。
カンファレンスの内容で、ご意見要望がございましたら、弊社問い合わせメール（info@tacsystem.com）
迄ご連絡ください。開催詳細が決定いたしましたら、弊社 web ページなどでご案内いたします。

◆◇◆ Apple OS 10.7 Lion ！ ◆◇◆

by Kikuchi

OS10.7 である Lion がリリースされましたが、皆様はご利用されてますでしょうか？

いきなりですが ProTools での Lion の対応状況をお知らせいたします。
9 月末現在では Lion で動作する ProTools のバージョンは 9.0.5 となっております。
ただし現状ではベータ版でのリリースなので運用面でのご利用は確実にお勧めできません。
ベータ版をリリースして約一ヶ月ちょっと経過しておりますが、まだまだ正式リリースのアナウンスはありません。
いつになることやら。。。
ProTools の Lion 対応が足踏みをしているの対し、ProTools で動作するプラグインメーカーは着々と Lion 対応版を
リリースしてきてます。プラグインメーカーも待ちきれないのでしょうか。。
私としてはこのタックインフォメーションがお手元に届く前には対応していることを望んでおります。

追加として Lion へアップデートする際の注意点を何点か。。。
皆様も一度は経験があると思いますが、アップデート後の後悔を味わったことはありませんか？
身近でいうと、OS をアップデート (10.4.9~10.4.11) した際に ProTools が起動しなくなった。
。とかですね。
そこで私のデスク用コンピューターを Lion へアップデートをしてみました。私のデスク用コンピューター
の OS の歴史は 10.4 Tiger から 10.6 の SnowLeopard まで段階的にメジャーアップデートをしてきまし
た。今回 Lion をいれると計 3 回のメジャーアップデートとなります。今までアップデートを行なってきま
したが、そこまで大きな問題も無かったのが現状です。
ProTools は当然ながら使えなくなりましたが、アンインストールして再インストールすれば使えましたし。
で、早速アップデートしてみました。
さてさて使えなくなったアプリケーションはどれかというと。。。

以下のアプリケーションが使用出来なくなりました。
＊ File Marker Pro v8
＊ DigiDelivery
＊ Micro soft oﬃce 2004
＊ Stuﬃt Expander

Lion では Power PC で動作するアプリケーションを Intel 製 MAC で動作させるための仕組みである
「Rosetta」のサポートを終了したため、このような問題が発生したわけです。
まあ、Micro Soft Oﬃce とか File Marker はバージョンをアップすれば問題無く Lion でも使用でき
ますし、stuﬃt は別の代替品で補うことができるので、そこまで痛くはないです。

ここでの痛手は DigiDelivery でしょうか？
もともと DigiDelivery の販売元である Aspera 社では今年一杯で DigiDelivery のサポートが完全に終了する訳でございますが、ユーザー様
としては DigiDelivery に代わる代替機の標準が定まるまでは、正直なところ、まだまだデジデリバリーには頑張ってもらいたいのが現状です。
ゔーん。これはまいった。
業務で DigiDelivery は頻繁ではないですが、ちょこちょこ使用するアプリケーションの一つでありますし、DigiDelivery だけを使用するた
めだけに OS を変更するのは少々面倒だし。
プライベートで Lion を使用するのは良さそうですが、業務では Lion へアップデートするのは、まだまだ先になりそうです。
もし Lion へアップデートする場合は、念のためバックアップディスクを作成した後にアップデートを行なうのがベストだと思います。
もう一つ余談ですが、アップルストアから購入した Lion のインストーラは、Leopard からアップグレードイン
ストールができません。すなわち Lion をインストールするには SnowLeopard が必要になります。
従来は万が一のためにバックアップ用インストーラーを作成し、クリーンインストールができましたが、今後
は Apple ID という Apple アカウントとインターネット環境がないとクリーンインストールが出来なくなるので
OS 再インストールの時は要注意です。
私としては OS Lion USB メモリーをお勧めいたします。これは Apple ID や完全オフラインで OS のクリーン
インストールが可能となります。
オンラインのアップルストアのみの販売で、少々割高ですが万が一のクリーンインストールが可能な唯一の方法
です。
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>>> 仕事、趣味で使う分には困らない。
>>> でも、知らない事は意外にあるものです。
>>> あなたのスキルをここでチェック！！

Disk の容量
16 ビット /48kHz でステレオ素材をレコーディングするときには、1 分あたり約 20MB のハードディスクの記憶容量が必要となります。
同様に 24 ビット /96kHz のステレオ素材レコーディングでは約 40MB のハードディスクの記憶容量が必要となる。
A: 正しい
B: 間違っている

答え

キーボードショートカット
Mac OS と Windows 上でのキーボードコマンドは一部名前が異なります。Mac で command キーというと、Windows では○○キーの
事をさします。
A:Alt
B:Ctrl
C:Enter
D:Start
E:Back space

答え

ファイル構成
ProTools でセッションを作成するとセッションフォルダの中にファイルとフォルダが自動的に作成されるが、正解を答えなさい
A:Fade Files
B:Audio Files
C:WaveCache.wfm
D:A と B のみ正解
E: すべて正解

答え

オーディオファイル
ProTools は、WAV,AIFF,SDII(Mac OS のみ）形式のオーディオファイルに対応しているが、Windows の互換性を考慮し○○ファイルが
デフォルトとなっている
A:AIFF
B:MP3
C:AAC
D:WAV
E:WMA

答え

PACE iLok システムを使用する
iLok には異なるソフトウェアメーカーのライセンスが○○以上保存が可能であり、そのライセンスを自由に持ち運ぶ事ができる
A:16
B:32
C:48
D:96
E:100

答え

ズーマーツール
ズーマーツールには 2 種類あるが正しいのはどれか？

答え

A: ノーマルとマルチ

B: シングルとダブル

C: ノーマルとシングル

D: シングルとマルチ

録音時間
96kHz /24bit /Streo
A:20MB
B:22MB

の条件で 1 分間レコーディングした場合は、○○ MB の容量が必要である
C:30MB
D:33MB
E:40MB

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

E: 正解は無い
答え

答え
E: ビットデプス

プレイバックカーソルとエディットカーソル
右図でプレイバックカーソルとエディットカーソルの
リンクを指定するボタンはどれか？

A:1 B:2

C:3

D:4

答え

E:5

オーディオリージョンを削除する
セッションに使用されていないリージョンを一時的に削除するには、次のどこから行うか？
A: 表示
B: 選択
C: クリア
D: コンパクト
E: タイムスタンプ

答え

リージョンの分割を戻す
分割したリージョンを元の状態に戻したいときは？
無い部分を選択してからということで考えてください。

答え

A: オプション +H

B: シフト +H

C: コマンド +H

D: コントロール +H

E: タブ +H

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

★エムズラーニングセンター ProTools 動画トレーニングサイト OPEN ★

http://www.mslc.in

50 以上のコンテンツの中には、
あなたの探していたものがあるかもしれません！

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。

「タブトゥートランジェント」

「映像に音をつける」

「Mix Drum 編」
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〒 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

！
す
で
現場

by Endoh

「よく見ればヤツがいるの巻」

アフレコスタジオの天吊りマイクってどのように設置しています？
建築打合せの段階では正確な設置位置を絞りきれず、仮に設けたマ
イク回線のコネクター。部屋の仕上がるにつれてどこにマイクを設
置しようか迷います。ロープやワイヤーで吊る。天井の高さが低い
と設置が難しい。
ガヤ録りだとあまりピンスポットの音は録りたくない。天井から生
えている関係、あまり目立たない物が良い。そんなご要望にあった
商品を探してみたのですがなかなか良いものが見当たらない。

そこでストロークが短く、角度調整が簡単に出来る上にホールド性に優れ、
共振し難い器具を探しましたがありません。
なので作っちゃいました！

▲

こちら

天井から吊る方法は部屋の構造上無理なので
コネクターパネルを上手く使って設置出来ないか検討を始めました。
グースネック方式
・市販されているので入手しやすい。
・自由に形状を変えられる反面、時間や加重により元に戻ろうとする。
・長さを優先すると短くなる、短いと自在性が損なわれる。
・コネクターパネルからグースネック、直接マイクとなると
・部屋の振動が直接伝わり収録に支障をきたす。

ベースはキャノンのコネクターのロック機構をそのままに、
横方向に 120 度回転する軸を設け、先端には 5/8 インチ外径のネジを用意
しました。
その先にマイク付属のホルダーを取付け振動を吸収します。
ホルダーには縦方向の移動チルト機能があるので広い範囲をカバー出来ます。

今回は、MicW/N241 を吊っていますが、変換ネジを使えば機種問わず
実装可能です。（あまり重いマイクはダメだと思いますが。）

▲

実際天井に取付けた写真は←コチラです。
台座部分が天井面より約 150mm、マイク先端はさらに５0mm ありますが
コンパクトにまとめられています。
カタログ化まで行ってませんが興味があるお方はご連絡下さい。
御納品、撮影場所は P's スタジオ殿 A/R ONE

〜 ちょっと一息 〜

■アムステルダム（オランダ） ダッチデザイン編

by Yamazaki

ほぼ毎年 IBC または、AES ヨーロッパコンベンションなどで訪れているアムステルダム。ここ 3 年タッ
クインフォメーションでも秋号では IBC のレポートを掲載していますが、展示会場内の話だけでは味気な
いのでたまにはアムステルダムならではのダッチデザインについてご紹介したいと思います。
オランダと言えば、風車、チーズ、カナル（運河）、チューリップなど
たくさん有名なものがありますが、ゴッホ、レンブラント、フェルメー
ルなど有名な画家たちを生んだ土地でもあります。それらの流れをくん
だものかどうかは分かりませんが、独特な色使いと感性のデザインは
ダッチデザインと呼ばれ有名で、とってもいかしたデザインが町中に多
く見られます。
家々はヨーロッパらしい古い煉瓦造りの細長い建物が互いに支え合っ
ているようにぴったりくっついて立っている風景はとても有名ですが、
中に入ると家具や雑貨などは非常にモダンなデザインのものが多く、原
色をうまく生かしたはっきりとした色使いが特徴ですので、外側と内側
のギャップがとても新鮮に感じられます。それでは私が気に入って撮っ
たいくつかの写真をお楽しみください。
アムステルダムの家々はみんな細長
く独特の形、入り口が狭く階段が細
いので家具などはこうやって吊して
入れます。

I amsterdam というこのデザインは
いろいろなところに見られます

お気に入りのレストランのモダ
ンな内装

町でよく見かける自転車、この中に
子供 3 人乗せてたりする

町中で見つけた包丁立て

今回泊まったアパートのキッチン

みどころ

■国際放送機器展

国際放送機器展（InterBEE2011）が幕張メッセにて
開催されます。
今年もプロオーディオ部門に新製品を多数そろえ展示
致します。ぜひご来場ください。
開催日時：
11 月 16 日 ( 水 ) 10：00 ～ 17：30
11 月 17 日 ( 木 ) 10：00 ～ 17：30
11 月 18 日 ( 金 ) 10：00 ～ 17：00
開催場所：幕張メッセ
ブース：ホール 4 プロオーディオ部門 No.4004
入場：無料（登録制）http://www.inter-bee.com/ja/
発行・編集元

◆ AVID ProTools HD/LE システム関連商品
◆ ADDER KVM リモートシステム
◆ 映像・サーバー関連商品 /ISIS 他
◆ TAC オリジナルプラグイン「V-MON」「NML RevCon RR」
◆ CB Electronics シンクロナイザー
◆ Directout MADI 関連周辺機器
◆ iZotope、URS、NEYRINCK、Softube 各種プラグイン
◆ Waves SoundGrid システム
◆ AVIOM モニターシステム・ネットワークシステム
◆ Millennia マイクアンプ・コンプ・EQ
◆ Royer Labs/Mojave Audio/AEA/Que Audio マイクロフォン
◆ SE/ 効果音ライブラリー、CND 検索システム
◆ TAC オリジナル HDD、ケーブル等
他多数展示

不許複製 （レイアウト : Shimegi）

- 20 -

泊まったアパートのそばで見かけた
店先のディスプレイ

AVID Sibelius 7 好評発売中！

アカデミック版、
クロスグレード版も
取り扱ってます！

