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ANDIAMO シリーズ新機能！
これはもう単なる MADI I/O とは呼べない！

▼
▼▼

■ ANDIAMO2 および新ファームウェア
MADI 関連製品を続々とリリースしている Directout Technologies 社
より、既に多くのシステムで人気の高い ANDIAMO シリーズの新機種
ANDIAMO2(Dual MADI version) および、従来の ANDIAMO シリーズも
含め MADI、アナログ、AES の入出力間で完全なマトリクス設定の出来る
新ファームウェアが発表されました。
新ファームウェアは、USB で Windows PC と接続し専用のアプリケーショ
ン・ソフトウェアから全ての ANDIAMO のセッティングと CH 単位でのフ
ル ･ マトリクスを可能にする優れもの。Pro Tools HD MADI とのシステ
ムアップでは、Pro Tools の IO セットアップ上でパラレル出力が出来ない
ため、セッションに依存しないシステム的な接続をしたい場合などにとて
も便利に使えるユニットになりました。
今や ANDIAMO シリーズは、MADI インターフェイスとしてだけではなく
・アナログまたはデジタル分配器
・A/D コンバータ
・D/A コンバータ
を兼ね備えた機器として使用することが出来ます。
なお、このファームウェア ･ アップデートおよびアプリケーション・ソフ
トウェアは、既存ユーザーにも無償で提供されます！「ちょっとシステム
がこうなっていればなぁ」という方は、是非アップデートをお勧めします。
また、2 系統の MADI を備えた ANDIAMO2 シリーズは、Optical SC ｘ２
または Optical SC+Coaxial のモデルが用意され、リダンダント (2 重化 )
システムや Optical と BNC それぞれの系統からの信号を取り込む場合など
に適したユニットです。

Mic 入力を MADI で取り込むと同時に
バックアップレコーダーに出力
ｱﾅﾛｸﾞ入力

AES 入力

MADI 入力

MADI 出力

分配出力

AES 出力

ｱﾅﾛｸﾞ出力

A/D

AES 出力
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ｱﾅﾛｸﾞ出力

MADI 入力からの

VTR からの入力を MADI で取り込むと同時に

マスター出力を各機器に分配

モニター / メーター系統に出力

MADI インターフェイス続々登場 !

▼
▼▼

■ EXBOX 新シリーズ
MA2CHBOX（MADI ヘッドホンアンプ）でポピュラーになった 1/3 ラックマウントサ
イズのコンパクトな EXBOX シリーズに新たなラインナップ、EXBOX.AES と EXBOX.
MIDICOM が発表になりました。（IBC2012 にて )
EXBOX.AES は、8 系統 (16CH) の AES 入出力を装備した AES/MADI コンバーターユニッ
トです。MADI 回線は、Optical、Coaxial の 2 系統を装備し、16CH ブロックとして 2
回線の MADI 回線上のどこにアサインするかをフロントパネルで簡単に設定することが
できます。AES 信号の他に RS-232C を MADI 回線にマージして送受信することが出来
ます。
EXBOX.MIDICOM は、上記と同様にに MIDI、RS-232C、RS-422 のシリアル通信入
出力を装備したシリアル MADI エンベデッダー / ディエンベデッダー・ユニットです。
これらの MIDI、RS-232C、RS-422 などの送受信は、マイクプリアンプのリモートや
VTR のリモートなどの伝送に用いることが出来ます。
EXBOX.AES

また、同時に EXBOX シリーズ用のラックマウントパ
ネルが発表されましたので、EIA 1U に 3 台の EXBOX
シリーズや MA2CHBOX シリーズをマウントすること
が出来ます。例えば、EXBOX.AES ｘ 3 台を実装すれ
ば、EIA1U でなんと 48CH の AES-MADI I/O となり、
必要に応じて MA2CHBOX や EXBOX.ADAT 等との組
み合わせでマルチインターフェイスのユニットとして
活用することが出来ます。
今後もこのシリーズは、いくつかの便利なユニットの
開発が予定されていますので、非常に楽しみです。

EXBOX.MIDICOM

EXBOX シリーズ用ラックマウントパネル
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RAI Convention Center
今年も IBA2012 がオランダーアムステルダム

英国ケンブリッジと言えば、なんと言っても

ユーザーからのフィードバックを反映する

ケンブリッジ大学を誰もが思い浮かべるように

体制となっており、常にきっちりとしたテ
ストベンチを基準に検証を行うようにして

大学都市であり、英国のハイテク産業の中心地

RAI コンベンションセンターにて開催され、タッ

いるそうです。また、製造ラインは全ての

として有名です。今回は今年 2 月にロンドンの

クシステムもここ例年通りブースを構えて参りま
した。今年は昨年までのオーディオホール

放送機器展に当たる BVE ショウの後、ロンドン

(HALL8) ではなくマルチメディアホール (HALL7)

から電車で約 1 時間半のケンブリッジにある
今年は例年より 1 週間早い開催と言うこともあっ

へ出展。コンパクトな 1 コマながら Avid ブース
のすぐそばと言うこともありかなり忙しい毎日と

て、アムステルダムはかなり暖かく過ごしやすい気

なりましたが、今回も Colin Broad (CB

候でした。それにしても結構通り雨とかが多くて周

Electronics)、Paul Neyrinck (Neyrinck)、Markus

りは運河ばっかりの街なのに何でジメジメしてない

Schmidt (CND) とともに 4 社での共同出展を行っ

んだろう ?( 日本に帰ってきたときの蒸し暑さったら

たので、私としてはこれらの 3 社とのミーティン

無かったな ) 傘を差してるのは旅行者ばかりで、地

グはブース内で毎日出来ると言う非常に効率の良

元の人たちは雨の中平気でぬれながら自転車ですっ

いパターンです。（IBC も NAB に劣らず広いので、

飛ばしていきます。たしかにオランダ独特のぷかぷ

ばらばらだと会いに行くだけで大変なんですよ

か浮いてる雲と一緒に雨はすぐに行ってしまうの

ねぇ ) また、HALL7 には、Avid のほか ADDER、

で、いちいち傘を持って歩くのはめんどくさいと思

Decimator Design、Sonnet Technologies、SPACE

うのも分かる気がします。

工程（測定の仕方や部品の差し方まで）を
各自のコンピュータ上に表示され、1 台 1

Adder 推奨のケーブル Dartwyler

台シリアルナンバーと共に実行された工程

ADDER 社と JoeCo 社の 2 社をご紹介します。

VSCAT7-50、自分たちでがっつり

が記録されていくという非常にシステマ

シールド処理してあります。

ティックな製造ラインとなっています。ま
た、それぞれの工程管理には Priority レベ
ADDER 社は、タックシステムで昨年初めから取り扱いを開始している KVM 関

ルが付けられていて、納期の急ぐものが飛

連機器メーカーです。みなさんも良くお使いのキーボード･マウスおよびディスプ

び込んでも製造検査のシステムが崩れない

レイの延長や、切り替え機を中心に非常に多くの品種を取りそろえその信頼性が

よう非常に良く考えられたシステム作りを

ADDER 社の売りとなっています。今回はその信頼性の高い製品がどのように開発

しています。オフィス全体がハイクオリティ

され製造管理されているかをじっくりと見てきました。

を維持するというポリシーに包まれていて、

まず、開発チームとサポートチームの双方は非常に密接にコミュニケーションが

こういうところから信頼性というものが生

とられているとのことで、新しいアルゴリズムや技術をすぐにテスティングし、

まれるのだと納得させられました。

Apple Mac の Dither をキャンセ
ルするアルゴリズム Magic Eye 機
能のパフォーマンス測定をする
ツール

など関係各社が集中しているのも助かります。

AdderLink Inﬁnity 開発者チーム、

製造セクションを管理する Andy

製造ラインでは一つ一つの工程が

DualLink DVI のテストと Multi

オフィスに入るとすぐ横にあるデ

FPGA エンジニアの David Millway

Corteen 氏

すべてコンピュータ上に表示され

Display の FreeFlow マウスの動作

モ＆セミナールーム

作業進行が管理されている

をテストするサポートスタッフ

氏（左）とアルゴリズム開発をし
ている Brian Knight 氏（右）

IBC2012 にて新製品発表！
AdderLink Inﬁnity Transmitter ALIF-2002T

Tac system - V-Mon V3 AAX
V-Mon の AAX DSP バージョン (V-Mon version 3) を

Avid - HD Native Thunderbolt

SPACE - LTO Midi server
Pro Tools 10 のリリースによって、Pro Tools ユー

IP ベース KVM マトリクスシステムの AdderLink Inﬁnity システムに新しい TX ユニット
がラインナップに追加されました。このモデルは DualLink DVI に対応した ALIF-2000 シ
リーズの一つで新しい FPGA を搭載し、Mac のディザリング処理に対応したトランスミッ

ついにリリースしました。共同出展の Neyrinck と共

ザーにとってのサーバーの選択肢が大きく広がったこ

に進めているプロジェクトですが、ようやく AAX

とを受け、今年からタックシステムで取り扱いを開始

DSP 上で動かすことが出来る様になりました。お待

した GB Labs 社の SPACE からタワー型サーバー Midi

たせしていたお客さま、本当に長らくお待たせしてい

Space の新製品として LTO の搭載された SSDx8 ドラ

法です。これによって圧縮伝送を行っている AdderLink Inﬁnity では、大きくパフォーマ

ました。V-Mon システムは、DSP ボードの構造と密

イブのモデルが発表されました。アーカイブのワーク

ンスを落とす要因となっていました。ALIF-2002T では、このディザー信号成分を除去す

接に関係しているので非常に大変な作業でした。AAX

フローを熟知した会社ならではの多くのアプローチが

る新たに開発された Magic Eye と呼ばれる新しいアルゴリズムを搭載し、常に安定した

の対応が終わったことで将来的には、Avid の AAX イ

特徴となっています。

伝送を実現することに成功しました。Apple Mac をシステムで用いる場合は、

ンプリメンテーションが完了すれば V-Mon Native も

ターとしてついにリリースされました。Mac のディザー処理とはディスプレイの出力信
号に元の映像信号には存在しないランダムなビットを付加して画像をきれいに見せる手

ALIF-2002T

ALIF-2002T+ALIF-1000R でのコンビネーションをお勧め致します。また、今後発売され

発売が可能となる予定です。

るラインナップとして Dual port の Display Port を備えた延長器や、Real VNC と互換性

また、Neyrinck からは Dolby Surround の統合ツール

を持つ IP ベース端末 iPeps シリーズに DVI タイプが加わるとのことです。

となる SoundCode LtRt Tools が発表となりました。
こちらは、AAX Native/DSP でのみ動作するプラグイ
ンで、Pro Tools|HDX 上で動作する Dolby Surround

マルチメディアホール (HALL7) の中心となっている Avid では、

Tools にかわるツールとして期待大です。

Pro Tools|HD Native カードと同等のコンパクトなモバイル用とも

JoeCo

言える HD Native Thunderbolt ユニットが発表されました。Mac
Book Pro 本体と Thunderbolt ケーブルで接続するだけで Pro

Joe Bull の城

Tools|HD 環境を手軽に設備でき、価格も HD Native カード同等と

次に訪れたのは、ADDER 社から車で約 15 分同じくケンブリッジ郊外にあ

言うことで、Pro Tools|HD ユーザー層を大きく広げる一歩になり

SoundCode LtRt Tools

Cambridge もう一つの顔

そうです。IBC の最終日までには、ドイツでのプリセールスで既

る JoeCo 社。こちらはうってかわって郊外の一軒家（自宅）をオフィスとし

に完売したとの噂もあり、変わらぬ人気の高さが伺えます。

ている Joe Bull 氏の城。彼はもともとやはりケンブリッジにあるメーカー
CEADER 社の開発メンバーでそこから独立して現在は JoeCo 社を設立してい

Decimator Design - MD-CROSS and New firmware

ます。CEADER 社にいたころから出来ることなら自分の家で開発や仕事が出

オーディオメータ表示など独特の機能を持つコンパク

来るようにしたいと願っていたそうで、現在の開発やセールスのパートナー

トな HD/SD-SDI ミニコンバータのシリーズを持つ

もスペインやドイツのそれぞれのホームオフィスで SKYPE とネットワークで

Decimator Design ですが、まもなく発売となる新製品

JoeCo をまさに作った Joe

お互いに仕事を進めているとのこと。
「現在は、ネットワークの環境が良くなっ

MD-CROSS、MD-HX（HDMI/SDI クロスコンバータ）

Bull 氏（写真上）、彼一人の

の展示と新しくリリースされた従来機種

このオフィスで地道に設計

たので、オフィスに人を縛り付ける必要性を全く感じないし、こういう形体

しぶい！というかのどかな一軒家です。

であれば世界各地のエンジニアと何の障害もなくパートナーシップを組むこ

（MD-DUCC/MD-QUAD/Decimator2）の新ファームウェ

アムステルダムは、IBC の期間中は毎年ホテルはパン

はじめ、スペインや他の地

アが発表されました。この新しいファームウェアアッ

パン、価格も３倍くらいに高騰するので市内に泊まる

区ににあるホーム・オフィ

プデートにより、PC を使わなくても各コンバート設

には一苦労です。しかも、高いお金払っても３畳間く

スと連携して全てのハンド

Neyrinck や英国の Colin Broad（同じ UK で昔からプロ･オーディオにいる友

定が容易に行う事が出来るように、メニューが画面に

らいの部屋だったり・・・そこでおすすめは、アパー

リングをここで行っていま

人でもあります）と一緒に仕事をしているので全く同感です。特にソフトウェ

オーバーレイ表示されるようになったため、非常に使い勝手が良くなりま

ト暮らし。ホテルより全然安く泊まれてゆったりした

す。

スペースで、ちょっとスーパーで買い物して自炊でも

アの比重の高い製品の場合は、このようなスタイルがより早く可能性を広げ

した。アップデータは、WEB サイトから無償でダウンロード可能で、本体

写真左は、まさにこれから

に USB 接続してダウンロードしたアプリケーション・ソフトウェア（USB

すれば、ゆったりしたヨーロッパでの生活を楽しめま

出荷する JoeCo ユニットを

る時代にマッチした手法だと言えるかもしれませんね。

Control Panel 1.4.5）を立ち上げれば簡単にアップデートが完了します。

す！

エージング中。
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こちらが JoeCo のヘッド･クウォーター。

とが出来る。」と Joe Bull 氏は語ります。私も V-Mon 等の開発で米国の Paul

うらやましい！

IBC2012 にて参考出品された iPad アプリの
JoeCo リモート･コントローラ。Wiﬁ を使用
してライブの現場でも使いやすく考えられ
ている。
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■ iZotope Alloy 2
AAX Native 対応！
オープンプライス
（市場予想税込価格 ¥15,750）

「Alloy」はご存知でしょうか？ 2009 年 10 月に初代 Alloy がリリースされ、その後改良を重ね今年 8 月、Alloy2 がリリースされました。
ユーザーインターフェイスも Ozone5 に近く、より操作性が良くなりました。今回は、「Alloy2」について書いてみようと思います。
by Masahiro In

創りたい音は Alloy にある

Alloy とは？

▲

Alloy 2

Alloy 2 は最新のツールを用いて、瞬間的なひらめきを、そして最も重要である優れたサウンドを提
供します。Alloy 2 は音にキャラクターを加え、ミックスをよりパワーのある、またはしっとりとし
た、誰もが聞きやすくそして「イイ音」へ導いてくれます。

〜

Ozone5 Advanced のメーターブリッジを使ってみよう！

Ozone5 Advanced をお持ちなら Alloy2 をインサートしたトラックの音を Ozone5 Advanced のメーターブリッジへ送る事が可能です。
すると、各音源の周波数帯、Plugin をインサートした時のバイパス ON/OFF 時の状態をスペクトラム表示で確認することが可能です。
また、各音源のアサインの方法は、簡単です。
①既存のトラックに Alloy2 をインサートしそれぞれのパラメーターを設定
しトラックネームを割り当てます。
②マスタートラックに Ozone5 Advanced をインサートし、メーターブリッ
ジを表示させます。
③メーターブリッジを Metar Tap 表示にし、インサートした各トラックを
それぞれアサインします。

①

一般的なチャンネルストリップを凌駕する Alloy 2 は、ミキシング作業を最新技術で助けてくれます。
基本的な作業は、最新の機能や作業効率を向上する柔軟性で、新たに生まれ変わりました。革新的
なサウンド加工ツールにより、貴方のシグニチャーサウンドの可能性が広がります。そして Alloy 2
はミックスに必要な機能を、完全にカスタマイズ可能なひとつのプラグインにまとめ、さらに必要
な要素をすべて指先に配置できるため、ミックス作業に全神経を集中できます。

②

→

→

③

例えば、EQ で削り - コンプで整え - エキサイターを少々 .... なんて場合も、各モジュールのボタン
をクリックするだけで目的のパラメーターを edit することが可能です。また、ユーザーインターフェ
イスの視認性も操作性も Alloy より優れており感覚的に操作することが可能です。

Alloy2 と Ozone5 の違いは？

上図赤枠をクリックし、
トラックネームを作成する

▲

Ozone 5

Alloy2 →各トラックへ、Ozone5 → マスタートラックへ、
インサートする Plugin です！

Alloy2 と Ozone5 は、1 つの画面に複数のエフェクターが並んでおり、それを切り替えることによ
り音に表情を付けていきます。
EQ の場合、カットする事が多いのですが効きが良く狙った音にスグに近づけます。この EQ の他に、
エキサイター、トランジェントシェーパー、ダイナミクス、ディエッサー、リミッターが 1 つの画
面に表示される Alloy2 は 15,750 円（税込）で買えるんです。
iZotope 社の Plugin はどれもお安いイメージがありますが、新製品なのにこんなに安くて良いのか？
と逆に心配になるくらいです。
また、iZotope 社が音楽スタジオやポストプロダクションスタジオのエンジニアさんにお願いして
作った、スグに使えるプリセットが 250 種類もありどうしても目的の音に近づかない時など、この
プリセットが助けてくれます。

〜

〜

iZotope

Ozone5 Advanced Meter Bridge mode
※このワークフローは Alloy2 と Ozone5 Advanced が無ければ出来ません！

新製品を発表 !

■ INSIGHT Loudness Meter Plug-in

■ TRASH2 Distortion Eﬀect Plug-in

Ozone5 Advanced に 搭 載 さ れ て い た、 メ ー タ ー ･ プ ラ グ イ ン が
Loudness 機能を強化して独立したプラグインとして登場。

ARIB 対応！

〜

単なるギターエフェクトではなくあらゆるディストーションサウンドを
作り出すマルチ ･ エフェクト ･ プラグイン

< 2012 年 11 月 5 日発売 >

< 2012 年 11 月 19 日発売 >

▲

Alloy2 は軽い Plugin と言われてますが何本位
インサートできますか？

過酷な実験をしてみましょう。
●実験マシーンの Spec
・iMac 2.66 GHz Intel Core 2 Duo
・メモリ：4GB
・Mac OS X 10.6.8
・DAW : ProTools 10.2.0.
●実験方法
・新規トラック Stereo 48tr に Alloy2 をすべてインサート
●結果
・Play はできました ........。
ただし、CPU への負担はかなり大きいと思われます。
あくまでも参考としてください。

ProTools 上で
48tr に Alloy2 を
インサート！

< 参考 >・CPU 使用率（Native）→ 26%

詳細は、InterBEE 会場 弊社ブースへ、または WEB サイトへ！

▲

今スグ使えるプリセット ! ( ポストプロダクション編 )

◆ ナレーション録りの後に .....

◆ ハリウッド映画トレーラー風に .....
Post Production →

Podcast and Broadcast → Dialogue De-Esser

ナレーションを録る→ Allo2 のプリセットから「Dialogue De-Esser」
を選択します。歯擦音を取り、
さらにメリハリのある明るい
音に仕上げてくれます。これ
で、BGM に 負 け な い ナ レ ー
ションができちゃいます。た
だ単にヴォリュームを上げる
だけでは得られない効果を是
非体験してください。
必ず「必須 Plugin!」となるこ
とでしょう。
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Hollywood Film Trailer

ミックス終了後、マキシマイザーを使い音圧調整。いつもの作業では
あ り ま す が、 こ こ で、Alloy2
を 立 ち 上 げ ま す。 プ リ セ ッ
ト か ら「Hollywood Film
Trailer」を選択します。その
まま聞いていても全く問題無
いミックスもプリセット 1 つ
でガラッと変わります。何度
か聞いているうちに「これい
いかも？」と、簡単に迫力あ
るサウンドが得られます。

■ TAC

iZotope セミナー開催！

iZotope 社 Zac Kenny 氏、Dave Hill 氏を招き、新製品に関する特別セミナーを開催！
日程：2012 月 11 月 27 日、28 日
場所：タックシステム デモルーム 4F
時間：15:00 〜予定
※詳細は弊社 WEB（http://www.tacsystem.com）にてご確認ください。

■ Alloy から Alloy2 へのアップグレード
１、無償アップグレード
対象 : Alloy1 を 2012 年 6 月 27 日以降に登録された正規ユーザー様
２、有償アップグレード
Alloy1 to Alloy2 UPG 価格￥8,190( 税込 )
※ 要：Alloy1 オーソライズコード

★ここまで読んで音が聴きたくなれば、ネットに Go!!
iZotope 製品のデモ版ダウンロード
http://www.izotope.com (10 日間使用可能です。）

ProTools の企業様向けトレーニング、導入講習、 〒 150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-43-7-205
AVID 認定試験、個人レッスン等行っております。 エムズラーニングセンター TEL:03-6277-0828
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［50 種類以上の製品ラインナップ］ 下記以外にも取扱しています！ WEB にてご覧ください！ http://www.tacsystem.com
SM Pro Audio 社は、コンシューマーからプロフェッショナルまで対応するスタジオ機
器を提供するオーストラリアのプロ・オーディオ・メーカーです。2001 年にマイクプ
リアンプ、ダイレクトボックスなどの製品でスタートし、現在では、豊富な種類のモニター
コントローラやマイクプリなど 50 種類以上の製品ラインナップを取りそろえています。

今回新たに取り扱いを始めた SM Pro Audio の製品をいくつか紹介したいと思います。

■ IN5E

by Kawamura

M-Patch 2.1

税込価格 ¥30,240
サブウーファーの接続に対応した
パッシブモニタ · コントローラ

税込価格 ¥59,010

M-Patch V2

税込価格 ¥26,040
パッシブモニタコントローラ

DI-Dock Live

税込価格 ¥23,730

Apple iPod 及び他の MP3 プレーヤーのために
ミックス機能を搭載した DI ボックスです。

Dock コントロール

税込価格 ¥11,760
DI-Dock Live 用
フットコントローラー

USB オーディオインタフェイス・スタンドアローンミキサー

■ PM8

税込価格 ¥52,500

8 チャンネル パッシブ・サミングボックス
IN5E はホームスタジオやプロジェクトスタジオで使用されているアプ
リケーションを幅広くカバーします。複数のアナログ信号をハイクオリ
ティでローノイズなアナログフォーマットへのミックスに最適です。加
えて、このユニットは 12 チャンネルの多目的モニターミキサーとして
の機能も備えています。

● TST3 コネクション
この接続は、オーディオ／ LAN のプロフェッショナル Violet Audio
によって開発された非常に特殊もので、3 系統のマイク信号（ファンタ
ム電源オンであっても）をスタンダードの Cat5 ケーブル 1 本で送信
する技術を可能にしました。IN5E を TST3（壁マウント型のオーディ
オインプットコネクター）と接続します。TST3 はフロントパネルに 3
系統のオーディオインプット、背面にはスタンダード Cat5 アウトプッ
トコネクターを搭載していて、シンプルな設計になっています。

多くのユーザーは接続端子のオプションを嬉しく思うことでしょう。フ
ロントパネルの 3 系統のバランスマイク入力には、ファンタム電源、ピー
クライト、ゲインコントロールが搭載されています。（これらのチャン
ネルには 3 つのインサートが用意されています。）他には、モノラルラ
インインプット 4 系統（2 ステレオ）と、ターンテーブルや CD 用のス
テレオインプット 1 系統を備えています。このステレオインプットに
は RIAA EQ とレベルコントロールも搭載されていて、アナログレコー
ドをデジタル録音しようとしている DJ には非常に便利です。

詳細はこちらからもご参照いただけます。
www.violetaudio.com

［主な特徴］
・3x ファンタム電源付き E シリーズ・マイクプリアンプ
・1x 切り替え可能な RIAA EQ/ レベルコントロール付き ターンテーブル、
CD インプット
・2x ステレオラインインプット
・3x インサートポイント
・2x ヘッドフォンアンプ
・Cat5 入力（Violet Audio TST3 対応）
・USB I/O（PC/Mac）
・24bit/48kHz AD/DA

■ Mic Things

●デュアルバスミキサー
IN5E の各チャンネルは、モニター、またはレコーディングアウトプッ
ト、もしくは USB ポートへルーティングを切り替えることが可能です。
コンピューターに直接レコーディングする場合にレイテンシーを回避
するには「ダイレクトレコーディングモード」が最適で、特定のインプッ
トをモニターのみに送信し、その他のインプットをレコーディング用
のアウトへ送信する、という設定をボタンひとつで操作可能です。
● USB 接続
ユニット背面の USB I/O は IN5E をコンピューターのレコーディング
インターフェイスへと変身させます。USB Class Compliant なので、
面倒はドライバーのインストールも必要ありません。Mac をお使いで
あれば、IN5E は CoreAudio ドライバーで機能します。Windows に
接続する場合には、ASIO ドライバーをインストールすることをお奨め
します。フリーソフトの ASIO4all は Windows 向けの低レンテンシー
ドライバーです。こちらからダウンロード可能です。
www.asio4all.com

Mic Thing と Mic Stand のバンドル 税込価格 ¥39,480

＞ Mic Thing V2

ポータブルマイクアイソレーター

Mic Thing V2 は新たに改善された吸音パネルです。ベストなタイミングであっても、完璧なテイク
を録音するのは容易なことではありません。それが音響的に整っていない環境であればなおさらです。
問題のある環境をレコーディングまでに調整するのは非常に難しく、お金と時間のかかるものです。
Mic Thing はリーズナブルで持ち運びも可能、シンプルで効率的な解決策と言えるでしょう。
●リフレクショングリル : 付属の高周波リフレクショングリルにはサウン
ドがドライになり過ぎるのを押さえる効果があります。Mic Thing V2 の各
「ウィング」の前面には接続用の穴が開いていて、設置は非常に簡単になって
います。
● Mic Thing V2 のウィングは調節可能になっているので、様々な角度やポ
ジションに調整し、また追加のリフレクショングリルを使って、配置をお試
しいただくことをお奨めします。特別な設置方法等があるわけではありませ
んが、Mic Thing はあなたの望む結果を、お手軽に達成できる性能を備えて
います。
●サイドウィング : Mic Thing V2 には 2 枚のサイドウィングを調整する為
の 4 つの関節ねじがついています。これによって、どのような角度でもしっ
かりと固定することが可能にです。
●リアパネル : Mic Thing V2 では、リアパネルを支柱に固定方法が改善さ
れました。2 つの頑丈なスライド式リテーナによって、それぞれのユニット
をマウントブラケットの上にスライドさせるだけで、Mic Thing を設置でき
るようになりました。素早く組み立てられるにも関わらず、非常に頑丈で安
定した設計になっています。パネルを 180 開いた状態であれば、Mic Thing
は完全に平になり、スタジオでの保管や運搬が容易になりました。
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＞ Mic Stand

ヘビーデューティーマイクスタンド
Mic Stand はヘビーデューティーなマイクスタ
ンドです。大型でスプリング内蔵のテレスコーピ
ング式 Mic Stand は、現在市場に流通している
中で最高のものと言えるでしょう。幅の広い三脚
は他のマイクスタンドと比較して非常に安定性が
高く、3 つの Mic Thing と大きめのマイクを装
着しても安心してお使いいただけます。スプリン
グ内蔵のテレスコーピングチューブはリリースす
ると自動的に飛び出すようになっており、セット
アップや調節が非常に楽になっています。ブーム
の角度と長さはねじ一つでアジャストできます。

（写真はセットアップ例です。
）

なぜパッシブミキサーなのでしょうか？ それは、ソフトウェアマルチ
トラックや、ハードウェアシンセユーザーには十分な理由があると思い
ますが、あまりテクニカルな内容になり過ぎなくとも、結論として、単
純にミックスダウンがより良い音になるからです。
ソフトウェアを使ってミックスをする私たちには、ある程度の妥協しな
ければならない場面があります。長い時間をかけてクリアでダイナミッ
クな素晴らしいミックスを作り上げても、その過程で、どうしてもうま
く聴かせられない音が出てきます。最終的に CD を聴く頃には、もう笑
顔では聴いていられないこともあります。例え皆があなたのミックスを
褒め讃えたとしても、何かが正しくないことをあなたは知っているから
です。
心配することはありません。それは勘違いではないのです。
ソフトウェアにおいても、複数のオーディオ信号をステレオにミックス
する際、ハードウェアコンソールでミックスする時と同じような問題が
発生します。必ず音におかしなことが起きてしまうのです。ソフトウェ
アデベロッパー達は莫大な時間と資金を注ぎ込んでこの問題を解決しよ
うと日々取り組んでいます。従って、良いソフトウェアというものはそ
れなりの金額がかかるのです。ソフトウェアでレコーディングをした場
合でも、多くの一流エンジニアやプロデューサーがファイナルミックス
でハードウェアコンソールを選ぶのも、これが理由の一つと言えます。
ただ、ハイエンドのミックスコンソールに大金をかけずに、本格的なミッ
クスに近づけたいのであれば、単純にマルチトラックオーディオインター
フェイスを PM8 に接続するだけでも良いのです。これまでミッスクして
きた作品を全てやり直したくなるでしょう！
ハイクオリティーなパーツを採用している PM8 は、8 チャンネルのアナ
ログシグナルを、音の深さやダイナミックスを損なうことなく、クリー
ンでクリアなステレオペアへとまとめます。もっとチャンネル数が必要
な場合は、PM8 をもう一台接続してください。

■ PS1

これはパッシブミキサー全般に言えることですが、オーディオシグナル
を「パッシブ」で処理するということは、全体のミックスレベルの減少
につながります。PM8 にはこれを解消する為にアクティブ・メイクアッ
プゲインも搭載されています。この機能を利用するには電源を接続する
必要がありますが、メイクアップゲインは必要ない、または自分で使っ
ているプリアンプ等を使用するのであれば、PM8 は電源の接続を必要と
しません。オーディオ回路はインプットからアウトプットまで全てパッ
シブのままになります。ハードウェアシンセやサンプラーの音色を劣化
させることなくミックスに溶け込ませるには最適なツールと言えるで
しょう。

［主な特徴］
・ 8 チャンネルプリスティーンパッシブミックスバス
・ 8x コンボ TRS/XLR インプット
・ 2x ステレオアウトプットペア
・ 1x 25 ピン DSUB インプット（Pro Tools/Tascam フォーマット）
・ 1x 5 ピン 複数の PM8 連結用のリンクコネクター
・ 2x ステレオミックスボリュームコントロール
・ 8x ミュートスイッチ
・ 8x ロータリーパンコントロール
・ 最大入力値：+42dB
・ 周波数レスポンス：20Hz - 100kHz、0.5dB
・ クロスモジュレーション @1kHz -90dB
・ 最大出力値：+24dB
・ 出力インピーダンス：50 オーム（バランス）
・ 1x グラウンドピンコネクター
・ 内蔵電源（110V - 230V 調整可能）
・ 筐体：金属

■ PS2

税込価格 ¥3,990

PS1 はボーカルレコーディングの改善と、大切なマイクを守る機能があ
ります。ハイクオリティのアルミ製メッシュを採用しており、頑丈で長
持ちする設計になっています。

税込価格 ¥6,510

プロフェッショナルポップシールド

プロフェッショナルポップシールド

PS2 は 2 重構造のナイロン製で、一枚のシールドと比較するとサ行
を抑える性能があがります。フレキシブルなネックでどんなマイク
スタンドにもフィットします。ヘッド部分は取り外し可能になって
いて、装着が非常に容易になりました。
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Tac System 取扱い Thunderbolt 製品最新情報！！

〈〈〈

by Ono

> AVIOM 社

InterBEE 2012 も間もなくですが、
今の時点での Thunderbolt 製品最新情報を
お届けします！

■ All Frame

製

品

〉〉〉

伝統的なアナログ I/O ボックスを、デジタル化。接続は、Cat-5e
と光ファイバーで、Cat-5e ケーブルでは最大 120m まで延長可能。
光ファイバーはマルチモードかシングルモードに対応します。

価格 : オープンプライス

［主な特徴］
◎モジュラー・システム：用途に応じ、I/O コンポーネントとフォームを選択
◎ 1 フレームに最大 6 枚の I/O カード
◎壁に取付け、ラックマウント使用の為のアクセサリーキット付属
◎ Pro64 ネットワーク : Cat-5e ケーブル及び光ファイバー
◎全ての Pro64 ディバイスと互換あり

■ ExpressBox 3T ＜出荷開始！＞
オープン価格（税込市場予想価格￥134,400）

長らくお待たせしておりました MAGMA 社 PCIe Thunderbolt
拡張シャーシ「ExpressBox 3T」が正式に出荷開始されました。
弊社にもある程度入荷がありましたが、早々に売り切れ状態です。
これから購入をご検討の方々、少しお待ちください。次回入荷は
すぐです。

新

ExpressBox 3T
［システム構成］

Frame
■ F6 モジュラー I/O フレーム

I/O カード
■ C4m マイク / ライン インプットカード
■ C4o アウトプットカード
■ C4dio AES3 デジタル I/O カード

■ ExpressBox 3T のスペックおさらい
長さ 371mm/ 幅 110mm/ 高さ 200mm の寸法、フルレングス / フルハイトの
PCIe カードが計 3 枚実装可能です。PCIe 2.0 規格のスロットは、x8 レーンが 2、
x4 レーンが 1 の計 3 スロットとなります。x16 レーンカードの使用が可能ですが、
x8 レーンと認識されます。
筐体の前面には下部に電源ボタンのような丸いボタンがありますが、これは電源ボ
タンではありません。ホスト PC ( 今は Mac 中心ですが ) の電源投入後、自動で電
源オンになります。この丸いボタンは通電ランプのようなもので、動作時はボタン
回りが青く点灯しています。
また、前面には大きめのファンが内蔵されており、ジャンパーピンの設定で 5 段階
の回転が選択できます。出荷時は真ん中に設定されていて、このポジションではか
なり静かですが、風量もそこそこ、最大に設定すると吸込み量も増える一方でノイ
ズも高まります。
製品には発熱の多いカードを使用する際の放熱対策としてファンブロワーが同梱さ
れています。通常は x4 レーンのスロット位置に取付けてさらに放熱させる手法で
す。この場合の問題点は実質 2 枚しか装着できなくなるということになります。

> Royer 社

■ SF-2 アクティブリボンマイク

オープンプライス ( 市場予想税込価格￥273,000)
SF-2 は、主にクラシックやアコースティック楽器の為に設計され、リ
ボンマイクの為のアクティブ回路と高品質のオーディオ性能を備えてい
ます。
ファンタム電源を利用する事で、コンデンサーマイク並みの感度を実現。
適切なインピーダンスマッチングも行え、リボンマイクのパフォーマン
スを最大発揮できます。

装着可能なカード類についてはメーカー WEB で最新情報を確認できます。
http://www.magma.com/thunderbolt-compatibility
ビデオカードでは AJA KONA3G、
Blackmagic Design DeckLink シリーズ、
Blueﬁsh 444、matrox、RED Rocket あたりです。
オ ー デ ィ オ カ ー ド で は Avid Pro Tools HDX / HD Native、APOGEE、
Focusrite、SSL あたり。
その他、ネットワークアダプタ、SATA カードあたりが多いでしょうか。

■初公開！
ExpressBox 3T に自社オリジナルオプションを準備中！
先ほどの項目でも書きましたが熱対策は重要なファクターですが、その為に
3 つめのスロットが使えなくなるのももったいない話。弊社では増設ファン
をスロット位置に取付けるファンブロワータイプの代わりに天板に薄型ファ
ンを取付けることによって、相応の放熱効果を得るオプション・カバーを開
発中です。
ファンは実装するカードの邪魔にならない薄型且つ高速タイプで、同梱のファ
ンブロワーよりは少し低下するものの、かなりの放熱効果が得られます。写
真のように後ろ寄りのスリットが目に入るものの全体のスタイルは変わらず、
違和感も少ないと思います。全スロットにカードを実装したい方！今号が出
る頃には発売時期、価格も決まっている・・・ハズです。宜しくお願いします。

■ Sonnet Technologies 社新製品 Echo Express SE 登場！

PCIe 拡張シャーシに意欲的な Sonnet からシリーズ第 4 弾のシャーシが発表されました。
MAGMA が EB3T の 1 製品万能型で勝負とすれば、Sonnet はサイズや仕様をいくつかの製品で分けて対応という小分け型で
勝負しているようです。

> INA-GRM 社
■ GRM Tools Classic

［主な仕様］
指向性：双指向性
エレメント：1.8 ミクロン・アルミニウムリボン
周波数特性：30 〜 15kHz
2dB
感度：-38dB(1V/pa)
出力インピーダンス：200Ω @1K
ロードインピーダンス：>1.5KΩ
最大入力音圧：>130dB SPL
電源：48v ファンタムのみ
寸法：径 φ25mm-39mm 長さ 142mm
重さ：448g

INA-GRM（イナグラム社）GRM Tools がバージョン３に！
クリエイティブなサウンドエフェクトのための
不思議な魅力を持った独特なプラグインソフトです！！

■ GRM Tools Spectral Transform

税込価格￥44,100

8 つのプラグインをバンドル
・Comb Filter
・Delays
・Doppler
・Band Pass
・Freeze
・Shuﬄing
・Pitch Accum
・Reson

税込価格￥44,100

4 つのプラグインをバンドル
・Contrast
・Equalize
・FreqWarp
・FreqShift

＜販売中！＞
■ GRM Tools Evolution

■ Echo Express SE 税込価格￥44,940

３つのプラグインをバンドル
・Evolution
・Fusion
・Grinder

サイズ：長さ 22.3mm/ 幅 14.5mm/ 高さ 7.4mm
スロットは 1 つでハーフレングス／フルハイト対応、
x8 レーンの PCIe 2.0 カード、Thunderbolt コネクタ 2 基。
今回はかなり小振りのケースで横置き、フルレングスのカード
は入りませんが x8 レーン対応と、スペックは劣っていません。
既存のハーフサイズカードの種類の多さとスピードを生かし
たいということか、メーカからは 10 ギガビットイーサネット
カード実装版、eSATA 4 ポートカード実装版などが発売され
るようです。
Sonnet も自社 WEB 上でコンパチビリティリストを公開して
います。最新情報を下記からご確認ください。
http://www.sonnettech.com/support/charts/
thunderbolt/index.html
こちらも多種カードをリストアップしております。
RAID コントローラ、10Gb イーサネットカード、eSATA カー
ド等々ビデオ／オーディオに限らず、多くのハーフサイズカー
ドが使用可能です。

■ GRM Tools Collection

税込価格￥56,700

Echo Express SE

すべてのプラグイン（15 個）をバンドル
★ GRM Tools Classic
★ Spectral Transform
★ Evolution

Echo Express SE リア

使用目的が特定できるような場合、あるいは省スペースで仕上げたい場合、などで生かせるシャー
シではないかと思います。あ、一点ご注意。この SE では電源部が内蔵されず、外部 AC アダプタ
を使用することになります。
次回は「Thunderbolt 規格の更なる躍進と対応製品の充実度について」を予定しています。
ご期待ください。
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税込価格￥100,800

［ アップグレード情報 ］
１、GRMTools Classic TDM 2 to GRMTools Classic 3 アップグレード
２、GRMTools Classic RTAS 2 to GRMTools Classic 3 アップグレード
３、GRMTools ST RTAS 2
to GRMTools ST 3 アップグレード

税込価格 ¥12,600
税込価格 ¥12,600
税込価格 ¥12,600

・各種アップグレードは、アップグレード対象品（正規品）のみに対応しています。
・アップグレードはダウンロード販売のみ（パッケージは付属致しません）
。
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［ 動作環境 ］
Mac OSX(10.5、10.6 の Intel Mac - 32bit）
Windows (Xp SP2 以上 32bit)

RTAS、VST、AU に対応のホストアプリケーション、
およびスタンド ･ アローン ･ アプリケーション
オーソライズには iLok Smart key が必要です。

by Yoshida

モデリングを得意とする Softube 社より、また新たなラインアップが登場！

導入事例
■スタジオヴェルト 様 ダイバーシティビデオセンター新設オープン
この度ヴェルト ( 株 ) 様は、青海ダイバーシティ東京に、
MA ルーム 2 室、エディトルーム 8 室を、オープンさ
れました。
新設の MA ルーム ( MA-2 ) は、コンソールが AVID 社
ICON ( D-Control32Fader ) を導入され、
ProTools HDX+MADI system 32ch AD/DA+AES
入出力を装備。
サブに、HDX+OMNI system を、ビデオシステムは、
Avid Media Composer Nitris DX となっています。
又、メインスピーカーは、Musik RL-901K を設置され
最新鋭の設備となり、渋谷、汐留の各 MA ルームとも
連携が取られるようになっています。

これまで、一風変わった製品 -Guitar Amp「Recording」Plug-In- とも呼べる単にギターアンプ
ヘッドやキャビネットのシュミレーションでは無く、シュミレーションされたアンプにマイクを立て
て、そのマイキングで音を作る Vintage Amp Room/Metal Amp Room を皮切りに、ギターアン
プのスプリングリバーブや、テープエコー等、最初はどちらかと言うと楽器よりな製品が多かった
Softube ですが、モデリング技術を得意とし、OEM? での技術協力と言う裏方から、自社でも往年
の名器をイミュレートしたラインアップも充実させて来ました。
全くのオリジナル製品と並行して、各オリジナルハードウェアとの共同製作でイミュレートされた製
品も、単にハードウェアオリジナルの再現に留まらないところが、Softube 社のユニークな１面です。

AAX DSP / AAX Native 対応：税込価格￥31,290( ￥29,800 税別 )

今回の Summit Audio Grand Channel もその１つで、Summit Audio 社オリジナルハードウェアの TLA-100A と EQF-100 のいわゆるコンプ
と EQ を融合させ、１つのチャンネルストリップを生み出しました。
既に Tube Tech シリーズで先行発売の Tube-Tech Classic Channel と発想は同じですが、単に個別でシリーズにインサートするのとは違ったサ
ウンドが期待出来るのは流石です。
個々のサウンドキャラクターのクオリティは皆様の耳に委ねるとして、今回は特に複合技ならではの特徴について解説したいと思います。先ずは
ブロックダイヤグラムをご覧下さい。

図をご覧頂くと分かる様に、EQF-100 についている VU Meter はステレオメーターでは無く、IN/OUT のレベル表示となっており、こちらは常
にバイパスされずに表示されます。
また EQF-100/TLA-100A それぞれがアウトプットボリュームを持っていますが、EQF はボリュームの後に最終段の Tube アンプがあり、TLA
は Comp の後にサチュレーション Tube 回路を通ってゲインがコントロール出来る様になっています。それぞれの回路を生かしたアナログサチュ
レーションを作る事が出来る訳です。勿論、インサートの順番は変えられますので、より繊細な音作りをたった２つのアウトゲインのバランスだ
けでも生み出せます。
単体の TLA-100A にも搭載されている、オリジナルハードウェアにない、プラグインのみの追加機能部について補足しておきます。

大きく分けて３つの機能があります。
「TLA-100A Extra features」

１）LOW CUT
Low Cut Filter として、入力ソースに直接噛ませるか、ゲインリダクションソー
ス部分のキー信号をフィルターするかを選べます。いずれにせよ、不用意な低音
域のモタツキが悪影響するのを防いでくれます。
２）Saturation ボリューム
コンプ後の音に程良い歪み感を加える事が出来ます。通常、入力段のゲインをオー
バーロード気味にしたりしますが、コンプの加減に悪影響してしまう事がありま
すので、この機能はとても有効です。
３）Parallel Inject つまみ
今やスペシャル Tips でも無く、一般的になった、いわゆるコンプ音と原音の混
ぜ技を、このツマミで簡単にバランスが取れます。
メーカーのホームページでも、今回の Summit Audio の出来映えに自ら惚れ込
んでいる様で、各チャンネルにもマスターへのインサートにも手放せなくなるぞ
と言ってますの、是非皆様もデモ版からでも結構です、お試し下さい。

AAX ( Avid Audio eXtension ) フォーマット対応について
Softube 社は AAX 開発時から参加していた事も有り、いち早く TSAR リバーブを除くラインアップ全てが
AAX DSP =HDX カードに対応を果たしています。つい先日の９／２６付けで、Windows 版もリリースされま
した。
老舗の WAVES 等、AAX DSP 版のリリース時期が未定な（もちろん Native 版＝パソコン依存では今も OK で
すが）メーカーも有る中、積極的な展開をしてくれるのは、HDX カードを無駄にしない為にも嬉しい限りです。

更に嬉しい” 無償プラグイン” 「Saturation Knob」について
最後に WEB ページで登録するだけでゲット出来る、iLok キーいらずの「Saturation Knob」をご紹介し
ておきます。
３つのモードと Saturation ノブのみと、実にシンプルな構造ですが、効き目は簡単に元気サウンドを作る
事が出来ます。
今回の Summit Audio の Saturation と比較すると、真空管チックなモノとは対照的な、よりソリッドで
明るい傾向にあると思います。ステレオ mix のドラムに掛けてみましたが、うっすら掛ければ、空気感を
より抜け良く元気に、更にハードにすればトランジスタ的な、賑やかな歪み感となります。ぜひ皆さんもゲッ
トして下さい。
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■スタジオスリーエイト 様

■株式会社ビデオミックス・ラボ『studio ENDEAVOUR』様
MA 室新規オープン

従来の MA 室と互換性を重視した新しいスタジオ MA2 がオープン
致しました。コンソールは MA1 室と同様の、ヤマハ製 DM2000。
チャンネル接続も合わせる事で室間移動に伴う違和感が少なく済む
ように配慮しています。
メインシステムは ProTools10。
Native カード及び HD I/O 16x16 Digital 2 台分 デジタル 32ch
入出力を全て接続しています。
特注デスクには中央部にコンソール、右手アシスタントスペースに
ProTools 操作環境とジャック盤、右手 SE スペースには HA/EFF
機器を設置しています。
アナブースとのコミニケーションにはトライテック製 FU システム
を設置。
移動範囲の広いモニターアームは大人数で立って収録した場合を想
定しています。
映像環境はマシンルームから HD-SDI 信号で電送、Mojo 取り込み
系統とコンバーターにて HDMI 信号化の２種類有り、各々延長分
配してモニターに送って居ます。
詳細は後半「こちら現場です！」をご覧下さい。

2012 年 10 月 1 日、同社初となる MA 室がオープンし、今回弊社より、
Avid ICON D-Command ( 24Fader ) 、ProTools HDX システム 2 式、Avid
MediaComposer6 w/Video Satellite システムを導入させて頂きました。
マガジンハウスグループの ( 株 ) 音響ハウス様との技術提携により、新設なが
ら経験豊富なノウハウが備わっており、注目の MA 室となっております。

■株式会社アニメインターナショナルカンパニー様
新宿イーストサイドスクェアビル 13 階に移転し、同一フロア内に
アニメ用 MA ルームを OPEN いたしました。
コンソールは AVID System5 のフェーダーモジュール特型のフ
レームに納め、Main ProTools と音響効果用 ProTools 両方にそれ
ぞれ MediaComposer を導入し VideoSatellite でリンクしていま
す。そして、ProTools と System5 は DirectOutTechnologes の
ANDIAMO.XT SRC を使用し全て MADI で接続しています。
また、このスタジオはテープレスのスタジオで、他の映像編集スタ
ジオとの全てのデータはサーバーシステム isis Interplay システム
で運用されます。
メインスピーカーは Musik RL-901
スモールスピーカーに ADAM A3X、
Surround スピーカーに GENELEC
DSP シリーズ 8240 と 7270A を
設置しました。
MojoDX の HDMI 分配延長には記
事「こちら現場です！」で紹介して
いるの T-PIECE 商品群をこのスタ
ジオでも使用しました。
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〜 Mick Sawaguchi のサラウンドな日々＜特別編＞〜

２０１０年７月７日 深町純さんラストレコーディング
「黎明」の 96-24 サラウンド 配信スタートによせて 制作回想記
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

~ アルバム「黎明」曲想 深町純の言葉、思想 ~ より ~
1. ＜黎明〜夜明け〜＞
夜明け . 新生 . 現れ始めの . 生まれかけの . 新しい芸術文明の夜明け，
誕生の意黎は空が深い蒼の様をいう。
文化、文明、時代、芸術など、物事の始まりを意味すること。
輝かしい新しい時代の始まり。
その精神の誕生。
2. ＜銀河の旋律＞
宇宙の永劫、神秘の摂理。
宇宙の星々の配置は音のハーモニー（和音）と関係している。
それは神秘そのものである。
知性、精神、心、情熱、智慧、大地から吹き上げるような力。
命の源。生命の証明。
宇宙の存在、永劫、摂理、
それらを一つに融合し得る業。
組み合わさることによってのみ存在し得る、計り知れないエネルギーの象徴。
3. ＜ナチュール＞
あるがまま、ありのままの状態に還っていくこと。
宇宙、普遍性、本質。
生成、変化、消滅の原理を育するもの。
精神とは区別された物質的世界、もしくは自由を原理する本体の世界に対し、
因果的必然的法則の下にある現象的世界。
人間、動物、草木、空気、太陽、、この地球上の全て、そして、宇宙が、
何らかの関わりや、縁によって交わり、支えあい、存在価値を生み出している。
それは、一つの生命の宇宙へと帰還していく。
4. ＜儚きセレナーデ＞
儚さ、それは日本人の持つ独特の感受性である。
消え去ることへの情感。
にんべんに夢と書いて「儚」。
それは人が見る夢のようなもの。夢を感じているようなこと。
かげろうを、人の一生を、「儚い」と感じる感受性に潜む、ものの哀れである。
「生命の死」「過ぎ行く時」への感受性は儚さに起因する。
残り香は、その儚さを浮き彫りにする。
六湯、刹那、儚さとは、日本人が持つ独特の感覚と言われる。
5. ＜夢想花＞
「夢をみること」
それは、何よりも大切なことなのだ。
叶えるという願望ではなく、ただ、夢をみること。
それだけに、夢という言葉の憧れの姿が存在する。

8. ＜祈祷の詩＞
祈り。願い。
生きることへ、輝きに満ちた人生に、その意味に、
祈る思いを込めて、捧げる祈りの歌。
生まれた命すべてに、その喜びを神に歌い続ける、生への賛美。
人が、祈る。その姿は人が何かを信じるからこそ生きている現れだ。
結局、人は、信じるという精神によって生きる。
9. ＜冒険物語＞
波乱に富んだ生涯や人生は冒険の旅そのものにたとえられる。
地球という大スペクタルに生を開花させ、限りある時間の旅が人生。
出会いやチャンス、試練や挑戦が待ち受ける日常の全てによって、
人生は、光と影の襞を浮き彫りにその色彩を豊かに織り上げ謳歌する、
誰もが主人公の舞台なのである。
誕生したその瞬間から旅は始まる。
この世に絶対唯一の存在として無二の生涯を全うするように、旅もそれぞれ。
自己の存在がその生命ある限りどのようにして自己を確立し、
そして自己実現に向かって成長していくのか。
冒険旅行のストーリーは、人それぞれの生き様なのである。
10. ＜誕生日＞
生命の誕生ありき。
絆も、縁も、それにまつわる。
僕にとって「生きる」とは、いきいきと輝くことです。
喜びに満ちている瞬間をもつことなのです。
人生での日々も瞬間も、誕生ありき。

深町さんとは初めての仕事でした。それまで
は深町さんの「投げ銭ライブ」の様子などを
きいて独自の音楽世界を切り開いている姿勢
に大変共感し芸大時代から坂本龍一の先陣を
きる多彩な活動が記憶にありました。
当日は、スタジオで軽くランチと談笑を終
えると（そのなかには、７０年代 NHK での
4CH サラウンド音楽録音にまつわる顛末記
もはなしてくれました。当時そんなことに対
応していないし誰もそれを理解してくれな
かったのでスタジオで大いに憤慨したという
お話です。）

そして「じゃやろうか」とピアノの前に座り
ました。演奏時間の感覚を確認するため（多
分深町さんは、１曲を６分程度で構成するつ
もりだったと想像しています）演奏して「こ
れでどれくらいの時間？」と聞いた後は、自
身の持つタイム感覚で一気に９曲を演奏しま
した。通常１曲演奏が終るとプレイバックを
きいて OK かリテークするかを判断します
が、そんなこととは無縁でひたすら「今考え
ている音世界をピアノで具現化する」という
行為に集中していたように思います。
３曲弾き終わると「シーンとしている雰囲気
は、演奏が乗らないから、曲が終ったら拍手

■使用した機材

■レコーディング

いつも私が使用する DAW は、スイスのマー
ジングテクノロジー社の PYRAMIX という
システムで、アコースティック音楽のように
純粋な音源を純粋に記録できます。これまで
はデスクトップ PC との組み合わせしかあ
りませんでしたが２０１０年にノート PC に
対応した PYRAMIX NATIVE という機動性
に優れたソフトが登場しました。モバイルで
も高品質で録音できたらいいな。と考えてい
ましたので早速代理店さんに問い合わせしま
したら、まだ検証が済んでないのでなんとも
いえない。という回答でしたので私のほう
で MAC BOOK PRO を購入してブートキャ
ン プ で WINDOW ＋ RME Fireface UC と
いうインターフェースをつなぎ、HD 録音
が可能かどうか、三鷹駅前の JAZZ CLUB
[UMANAS] でテスト。結果、その組み合わ
せで問題なく動作することを確認。こうして
国内初の PYRAMIX NATIVE での録音が実
現しました。CPU パワーが１０％もいかな
いのにびっくりしました。
録音は、いきなり 192-24 も自信がなかっ
たので安定した 96-24 5ch サラウンドとし
ました。

スタジオの音響コンセプトは、森の自然な響き
を再現する AGS 柱状拡散体で埋め尽くされた
スタジオです。これは、発音体からの音が、不
要輻射されるのではなく位相の整った波面とし
て放射されることを目的に開発された拡散体で
す。
その音は楽器の音が整音されてマイクに届くと
いう大変素直な音場になっています。私は、音
楽の情報量は、多いほど感動も多いと感じて
いますので基本サラウンドで録音しています。
2CH の押し寿司のように情報が押し込まれた
音場は、どうしても無理がありいきおい調味
料過多となります。今回もピアノソロですが
5CH のサラウンドで深町さんの音世界が空間
としても捉えられる方向としました。

マイクプリアンプは、私がいつも使う RME
OCT MIC-2 をピアノの L-R Ls- Rs へ。
そして低域は、TLAudio A-1 を使用。マイ
クはピアノ L-R に SANKEN CO-100K 低域
に Brauner phantaum classic サラウンド
には、同じ音質で SANKEN CUW-180 と言
う組み合わせです。モニターは、URUTRASON PRO-900 ヘッドホンです。このヘッ
ドフォンは、モニタースピーカで再現したと
きと定位感が同じに再現できる構造なので
ヘッドフォンモニターでも安心できる業務用
のヘッドフォンです。
メイン機材には、電源からのノイズを防止す
るためサウンドナイトというアダプターを電
源へ装着しています。録音用ハードディスク
は Tacsystem 製を使用。

「まさに一期一会の演奏」だったと思います。アルバム「黎明」は、生前深町さん自身がタイ
トルを考えられ、そこにふさわしいライナーノーツ資料も揃えてありました。そして演奏し
た順番そのままでアルバムにしていますが、その起承転結を考えた即興演奏は、いつきいて
も新鮮です。

6. ＜狂月＞
月と言えば西洋ではルナティックで狂気。狼男とか。
「狂月」という造語を思い付きました。
7. ＜イマージュ＞
心。面影。虚像。
感覚器官への直接の刺激がなくなっても後に残る感覚現象。
水面に映し出される鏡の中に消えていく姿。
夕陽を見た後に、目を閉じるとその光や色が心に映し出されるように、
それは常に、心象の中に蘇える記憶。音楽はいつもイマージュなのである。
クロワッサンも三日月だなあ。
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してよ」と我々に声をかけて以降は、オリジナ
ル音源には、
曲間に我々の拍手も入っています。
私のようなレコーディングという立場からみれ
ば、どのような大きさとダイナミックレンジで
演奏するのかをあらかじめ曲毎にテストして最
適設定しますが今回は、まさに一発生勝負の心
境で録音した状況です。幸い使用しているマイ
クや機材は、いつも使っていますのでどれくら
いの音が出ていれば、最適設定は、これくらい
かな？という予測だけをたよりにレコーディン
グが進んだのが、現実です。９曲録音して「こ
れくらいかな？」というところで「リクエスト
です。君の誕生日を演奏してくれませんか？」
という声に応えて１０曲目が演奏され、それで
レコーディングは、終了しました。すべて終っ
てから数曲プレイバックすると「じゃあとはよ
しなに」とスタジオを後にされました。その後
１０月に次回作の企画打ち合わせで目黒の喫茶
店でお会いしたのが、最後となってしまいまし
た。
その時は
「じゃ今度は、
福島に良いピアノを持っ
ている人がいるからそこでやろう。朝飯は、近
くの海辺にうまい魚を食べさせる食堂があるか
らね。」と楽しそうにはなされていました。

私はマスタリングでも世の中で一般的な「音圧競争 詰め込み」マスタリングによる加工はや
りません。それはアーティストのニュアンスを無視したエンジニアやプロデューサの商業主
義が優先されているからです。あくまで演奏したダイナミックレンジを適切に収めることを
優先しています。その分平均レベルは低くなりますが、アーティストの気持ちは、そこなわ
れません。
HD 音源をお楽しみのユーザーの方々は。きっとその方向が受け入れられるとおもっていま
すので是非本当の HI-FI 音楽をお楽しみください。
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■深町純公式サイト「FUKAMACHI ism」
http://fukamachijun.jp/
■ e-onkyo music reimei サイト
http://music.e-onkyo.com
■沢口音楽工房オフィシャルサイト
http://hw001.spaaqs.ne.jp/mick-sawa/

＜ Dolby ラウドネスレベルメーター取扱開始 ＞

USER Report

■ NTT ラーニングシステムズ株式会社 様

■ Dolby Media Meter 2 ラウドネスレベルメーター
オープン価格 ( 市場予想価格 92,400 円税込）

NTT ラーニングシステムズ株式会社 コンテンツ事業部 制作技術部 NTT
メディアラボ（以下 NML）様はこの度、複数ある MA ルームの機材をリ
ニューアルいたしました。 弊社は、その MA1 ルームのメインミキサー
である AVID System5 コンソールとメイン DAW ProToolsHD システム
構築から周辺機器、スタジオ音場のチューニングまで NML の MA スタッ
フの皆様と共に構築させていただきました。
ま た、 他 の 全 て の 部 屋 の ProToolsHD シ ス テ ム も Ver10 へ、DSP も
HDx カードへ更新されましたので、NML のスタッフの方の感想などを交
えて紹介いたします。
by Yagi

［概要］
［仕様］
ドルビー (R) メディアメーター 2 は、放送、パッケージメディア、映画の予告編、 ドルビーメディアメーター 2 は、
Mac または Win のスタンドアロンアプリケーショ
オンライン動画コンテンツ、ゲームなどにおけるプログラム内のラウドネス測定用
ンとして、または AudioSuite、RTAS、VST 対応のプラグインとして動作します。
ソフトウェアツールです。
すべてのバージョンで、ログファイルの作成と保存に対応しています。
番組間やチャンネル間、あるいは番組とコマーシャルの間の音量レベル差は、視聴
スタンドアロンとして、または ProTools AudioSuite プラグインとしてドルビー
者に強い不快感を与えます。こうした音量レベル差を測定するのは簡単ではありま
メディアメーター 2 を使用する場合は、ファイルベース処理により対象プログラ
せんが、聴いてみれば明白です。
ムの実時間以下での高速な測定が可能です（測定速度はハードウェアに依存しま
音量レベル差の測定に関する課題を解決するドルビー独自の革新的なツールのライ
す）
。これは、DVD およびブルーレイディスクのマスタリングや、オーディオ制作、
ンナップに加わったドルビーメディアメーター 2 によって、視聴者が実際に感じる
ポストプロダクション、放送施設でのプログラム制作や品質管理といった用途に適
ラウドネス（音の大きさ）を正確かつ客観的に測定できます。
しています。

■ NML 様について

NML 様は、CM からビデオパッケージ・プロモーション作品、映画作品
など、映像作品において多岐にわたり制作されています。映像編集スタ
ジオを所有され、映像音声のノンリニア編集まで可能な、総合ポストプ
ロダクションスタジオです。
MA ルームは、ミキサーを更新した MA1 の他に、MA2、そしてサウン
ドデザインルームと３部屋を所有されています。

NML スタッフの皆様

■コンソール Systen5 の選定〜導入

久保田 様

貞安 様

MA の作業は、アナログコンソールとマルチレコーダーや様々なエフェ
クター、アナログテープ等のアウトボードを使用するスタイルから DAW
内への録音、ミックス、PlugINS を使った Audio データの加工といった
スタイルが主流となっています。
長 く 使 用 さ れ て い た SSL 社 の SL8000G の 入 れ 替 え を 検 討 さ れ、 メ
インコンソールの選定において数多くあるコンソールの中から AVID
System5 を選ばれた理由と苦労を次のように語られています。

また、今回、System5 モジュールのオプションラインナップとしてある
Producer's Desk を改造し、正面に ProTools の EDIT 画面を表示できる
ディスプレイを埋め込みました。
「我々ミキサーは前を見て仕事をしなけ
ればならないと感じています。ですが、DAW の現状を考えると、これが
意外と当たり前の事ではないのですが、この Producer'sDesk を改造
した ProTools Bay を使用すると、このディスプレイがあるので横を向
くことがありません」と、効率があがったと喜んでいただけました。

「コンソールの選択肢は多岐に渡り、本当に悩みました。ミキサーにとっ
てコンソールはユーザーインターフェースとして非常に重要な部分、しか
し昔と違いコンソールに求める役割も大きく変ってきました。我々は作
品に応じてワンマンオペレーションの場合もありますが、ツーマンでミ
キシングするスタイルもあり、どのようなスタイルでも効率的にミキシ
ングをする事ができなければなりません。AVID System5 には EuCon
Hybrid オプションの機能があり、これは DAW でのミックスをメイン
にしている MA 作業の効率を上げるには必須な機能でした」

その正面には今回、リプレイスした GENELEC スピーカーシステムがあ
りメインスピーカーに 1034B、センタースピーカーは 1034BC、サブウー
ファーは 7073A を設置。フランスに本社を持つ音響空間補正機器のメー
カー Trinnov Audio 社のプロセッサーとソフトを使用し、株式会社ソナ
の中原氏にスタジオ音場を調整していただきました。
NML 様からは「素晴らしい音響空間を作ることができ満足しています。」
とありがたいお言葉をいただいております。

DAW のミキサー機能をコンソール上に展開する事ができる「EuCon
Hybrid オ プ シ ョ ン 」 を 強 く 希 望 さ れ て い ま し た。 そ し て、AVID
System5 と EuCon Hybrid オプションを使用したところ、
「EuCon は非常に便利。まずマウスやキーボードを触る機会が圧倒的に
減りました。プラグインでチャンネルストリップを使っているときなど、
どちらを操作しているのか忘れるくらいです」と使いやすさを実感され
ていました。

更 に、ProTools と VideoSatellite で 接 続 さ れ て い る ワ ー ク ビ デ オ 用
等 MacPro は合計で 4 台。マシンルームからコントロールルームまで、
全 て の 画 面 (DVI-D) と USB を
ADDER 社 の DVI-D and USB2.0
Extender を 使 用 し 延 長 し て い ま
す。これで、ワンマンオペレーショ
ンの際も無駄な動作なく作業がで
きる仕様になっています。

ドルビーメディアメーター 2 は、高い評価を得ているドルビー DP600 プログラム
オプティマイザーにも搭載されている Dialogue Intelligence ™技術を搭載していま
す。Dialogue Intelligence は、音声トラック内のスピーチ成分を自動検出し、スピー
チ検出後にラウドネス測定を開始します。
ドルビーメディアメーター 2 は、
ARIB がラウドネス管理に採用した ITU-1770-2 や、
米国を中心とした ATSC、ヨーロッパで運用される EBU の測定用アルゴリズムに対
応しています。
測定に Dialogue Intelligence を使用するかどうかは任意で設定可能です。

Pro Tools RTAS または VST のプラグインとして使用する場合、ドルビーメディ
アメーター 2 はリアルタイムでラウドネス測定を行うため、ミキシング作業中に
ラウドネスレベルをトラッキングでき、クライアントが指定する要件に適合させる
ことができます。リアルタイムバージョンでは、Dialogue Intelligence 使用・不
使用のそれぞれの場合のプログラム全体およびショートタームのラウドネスレベル
を同時に表示できます。
※ Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

デスクトップ上に USB メモリーとして表示がさ
れます。( デスクトップ表示時は Untitled になっ
ていたので、あえて名称を「Galaxy」へ変更して
います。)
さてさて、これで準備が整いました。

by Kikuchi
さて前回の記事としては Waves v9 の紹介からオーソ
ライズまでの手順を書かせていただいたのですが、今
回はお遊びネタとして USB メモリーオーソライズな
らぬスマートフォンソライズ方式をご紹介いたします。
スマートフォンの機種は Galaxy S で試してみたいと
思います。注 : ステマではありません

それでは WLC を起動してライセンスを Galaxy
へ入れてみましょう。

スマートフォンソライズ！？だと。。。
■スマートフォンソライズ！

スマートフォンソライズを行うには電話本体を USB モード
にしなくてはなりません。
USB モードの手順はこちらです。
(Galaxy での設定方法になりますがアンドロイド携帯でした
ら大半は同じ設定のはずですので参考までにご確認くださ
い)

あっさり入りました。
実行ファイルも確認するとちゃんと入っていました。

（１）デスクトップ画面から「設定」を選択してください。
（２）
「無線とネットワーク」を選択してください。
（３）次に USB 設定を選択します。

（１）

ブランクモジュールには CB Electronics の
ロケーターをビルトインしています

スタジオ音場用プロセッサー TRINNOV

マシンルーム

■ NML スタッフ皆様による MA1 ルームの機材リニューアルについての感想
MA スタッフでも、ベテラン、中堅、若手と音へのアプローチの仕方が違
います。その違いは、音響制作のビジネスにも大きな影響を与えている
と思います。その様な事を踏まえた上で、これからのシステムを予測し
構築していくことは非常に難しいことでした。ですが、我々がクリエイ
ティブな音を世に出し続けるエンジニアになる為には、単なる機材のオ
ペレーターになっては駄目だと思います。本来の MA の仕事をするエン
ジニアに必要とされる “映像から表現される意志を感じ取り、どのような
サウンドトラックが良いのかをイメージし仕事をする事”。

この基本に立ち戻ってコンセプトを持ち続けました。 今回のリニュー
アルではこの基本に立ち返り、“コンソールの前に座って作業をする場
合、必ず、前を見て映像を見て仕事をする” というテーマを掲げました。
MA1 のミキサー席、アシスタント席では、感覚に近い動作で音を作るこ
とができるようにと、システム作りに数か月を要し苦労しましたが、そ
の為の環境とシステムを構築できた事にとても満足しています。
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で は で は 次 は ProTools
を起動しプラグインをイ
ンサートすると。
。
。

（２）

（３）

（４）

（５）

（４）USB 設定後、複数のモード選択になっております。
MTP モードになっている場合は「カードリーダーモード」へ
（５）
ドロイド君が緑からオレンジへ色が変化したら .. 無事に USB モードに設定完了です。
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無事に起動！！
ちょっとしたジョークツールとしてお試しいかがでしょうか？
もちろん完全無欠のメーカー非サポートですので、
自己責任でお願いします。
ちなみに iPhone では試していませんので、どなたか試していただけないで
しょうか？よろしくお願いいたします。

！
す
で
現場

こちら

「縁の下の力持ちの巻」

昨今の映像モニター、安く成りましたよね〜
サイズラインナップも豊富で小さいものは１０インチぐらいから
大きな物は 50 インチを越えて行く物まであります。
それら全ての商品は電送方法として
「HDMI」（High-Deﬁnition Multimedia Interface）を採用しています。
今後、新規格に伴いコンポーネント端子や D 端子等は廃止され
HDMI のみになる日も近い？！
そんな HDMI 信号、ケーブルの距離や分配に困った事ありませんか？
ケーブルのみで伸ばせる距離は１０ｍ程度、更にかなりの高額商品です。
分配は２〜４回線の商品が多くそれ以上の場合は、どうしようか悩みます。

そこで分配機能と延長機能を両方持っている商品ていかがでしょう！！
弊社オリジナルブランド「T・PiECE」から「TPiH-18E」を紹介します。
1U サイズの本体には HDMI 入力とイーサネットポートを配置、
分配数は 8 ポート、延長には CAT5 ケーブルを使用。
受信ユニットは小型軽量なのでモニター背面にも固定出来ます。
最後は短い HDMI ケーブルでモニター本体に接続。

< 接続の詳細 >

写真は、導入事例でご紹介させて頂きました
「スタジオスリーエイト様」での実装例です。

HDMI

HD-SDI

弊社オリジナルブランド T・PiECE
「 TPiH-18E 」

導入事例「スタジオスリーエイト様」

Converter

VTR

by Endoh

CAT5

HDMI

HDMI
CAT5
CAT5

HDMI

CAT5
HDMI

モニターにはマシンルームからの HD クオリティ画像を映す系統と、ワーク
用映像を映す系統の２種類接続しているので、受信ユニットは 2 台あります
が、小型なので 20 インチモニターの背面でもこんなにスッキリ設置出来ま
した。本体部分はラックマウントされています。
今回、ＶＴＲ映像信号は「HD-SDI」を使用しているので
同じく弊社で扱っている「Decimator」製 ダウンコンバータで HDMI に変
換しています。
今後、活躍の場が増えそうな便利グッツ。
興味のある方はご連絡ください！

New
Staff
の

ご紹介

9 月からタックシステムに入社しました河村（Jun Kawamura）
です。以前は DAW メーカーでサポートの仕事をしていました。
趣味は釣りとサーフィンです。最近 iPhone5 に乗り換えてケー
タイいじりが楽しくてしょうがない今日このごろです。
タックでは主にシステムのインストール、マニュアル翻訳、
Pro Tools 関連のサポートをしています。
頑張りますので、これからどうぞよろしくお願いいたします！！

■ 2012 年国際放送機器展
詳

細

■ TAC iZotope セミナー開催！

iZotope 社 Zac Kenny 氏、Dave Hill 氏を
招き、新製品に関する特別セミナーを開催！
日程：2012 月 11 月 27 日、28 日
場所：タックシステム デモルーム 4F
時間：15:00 〜予定

※詳細は弊社 WEB（http://www.tacsystem.com）にてご確認ください。

国際放送機器展 (Inter BEE 2012）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。

・開催場所：幕張メッセ
・開催日時：11 月 14 日 ( 水 ) 10：00 〜 17：30
11 月 15 日 ( 木 ) 10：00 〜 17：30
11 月 16 日 ( 金 ) 10：00 〜 17：00
・ブース：ホール 4 プロオーディオ部門 No.4008
・入場：無料（登録制）http://www.inter-bee.com/ja/

みどころ

■ InterBee チュートリアル・セッション

幕張メッセ
国際会議場 1F
音響セッション〈セッション B 〉11 月 15 日（木）15:00 〜 16:30 「101 会議室」にて
弊社 山本がプレゼンターとして参加します。

「 ファイルベース音声 / 映像制作の現状 」
発行・編集元

不許複製 （レイアウト : Shimegi）

- 16 -

◆ AVID ProTools HD/LE システム関連商品
◆映像・サーバー関連商品 /SPACE, ISIS 他
◆ TAC オリジナルプラグイン「V-MON」「NML RevCon RR」
◆ Decimator Design ビデオフォーマットコンバーター
◆ CB Electronics シンクロナイザー
◆ Directout MADI 関連周辺機器
◆ URS、GRM、NEYRINCK、Softube 各種プラグイン
◆ Waves SoundGrid システム / ハードウェア
◆ 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
◆ TAC オリジナル HDD、ケーブル等
他多数展示

