T o t a lA u d i oC r e a t i o n

タックインフォメーション

42

2013 年 11 月

タックシステム株式会社
www.tacsystem.com

「S6」では、EUCON3 となる新しいプロトコルによっ
てコンソールと DAW を完全に一体化させることに成
功している。特筆するべきポイントは、なんと言って

も各 CH のメーター表示部に縦にスクロール表示する
ことが出来る波形表示であろう。プレイヘッドを中心
に EDIT ウィンドウで各クリップの進行を確認しなが
らミックスすると言うことは、多くのエンジニアが

行っている手法であり、各フェーダーに物理的に対応
した波形とクリップの進行を確認できるというのは、
DAW と言うものが登場して以来、こうあってほしい
と多くのユーザーが考えていた形体でもある。

EUCON3 はこの波形データやクリップネームなどの
多くの情報をコントローラに送る事が出来るように
なっている。また、従来 EUCON は Logic や

Nuendo などの DAW がサポートしており、もちろん
EUCON2 プロトコルによってコンパチブルにシステ

ムに組み込むことが出来る。将来的にはこれらの他社
の DAW が公開される EUCON3 プロトコルをサポー

トすれば、Pro Tools と同様に波形表示なども同等に
行う事が可能だ。

「S6」のモニターセクションには、ICON D-Control
「S6」のモジュール構成は、チャンネルストリップを
構成する Fader Module、Processor Module、

Knob Module、Display Module とマスターセクショ
ンを構成する Master Touch Module と Master

Automation Module の 6 種類のモジュールの組み合

わせで様々なサイズとコンフィグレーションを実現す
る。ある意味昔ながらのカスタマイズに対応するスタ
イルを持ちながら、最新の OLED（有機 EL）表示デ

バイスや iPAD などで最も優れたマンマシンインター

フェイルと言われているマルチタッチディスプレイな

どを組み合わせることで、きわめてモダンなデ

ザインとフィーリングに仕上がっている。コン
フィグレーションとしては、D-Command

8Fader にあたる M10 と D-Control 32 以上
に匹敵する M40 が用意され、M40 は様々な

カスタマイズオーダー可能となっている。また、
スクリプトトレイ、スピーカースタンド、

Produser Desk Module 等も用意され、専用
のフェーダー下部にスライド可能なブルー

トゥースのキーボードとトラックパッドも用意
されている。
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と同じ X-Mon が採用されエクスチェンジを狙った

ICON とのコンパチビリティーがとられている。なお、
もちろんデジタルモニタリングセクションとしては、
弊社の V-Mon が提唱されている。

「S6」は、12 月に発売予定となっており、今後しばら
くは、3 ヶ月毎にソフトウェアアップデートを行い、

多くの機能とフィードバックに基づいた改修が施され
ることとなっている。

本当の意味での DAW コンソールの訪れるも近い。

IBC2013 Report

Denmark が生んだ High-Quality Audio
新ブランド紹介

NTP Technology/Digital Audio Denmark

by Yamazaki
今年のアムステルダムは、IBC の期間中（9 月 12 日 ~17 日）ほとんど毎日雨が降り、気温も 10℃

IBC の期間中（9 月 15 日）会場外

~15℃くらい最高でも 20℃くらいと例年よりかなり寒く、ゲキ暑むしむしの東京から T- シャツで行っ

で SuperMeet と呼ばれるイベント

た私は「やばっ、セーターでも買うか･･･」くらいのギャップを感じながらいつものアパートに到着。

が開かれていました。SuperMeet

「さて、明日の準備するか･･･」と PC を開くと換えたばかりの Mac Book Pro の画面には何も表示

は、Adobe、Avid、Black Magic

by Yamazaki

NTP Technology＋DAD による新シリーズ登場！
DAD（Digital Audio Denmark) 社は、DSD まで対応した高品質なアナログ / デジタル・オーディオ・イ
ンターフェイスのメーカーとして有名でしたが、数年前に同じデンマークのメーカー NTP Technology 社に

されず、死亡！（絶対飛行機乗ってる間の放射線の影響じゃないかと思う、うん）う、打ち合わせ用

Design など 10 数社が集まって新

合併されました。この合併により、もともと NTP 社で持っていたデジタル・シグナル・ルーティングの技術

の資料がない･･･あ、デモが出来ない･･･しょうがない、とりあえずビールでも買いに行くか。

しいテクノロジーをプレゼンテー

と統合した新しいラインナップが PENTA シリーズが登場しました。

外に出るとアムステルダムの街は、今年ウィレム・アレクサンダーが国王に即位し、Rijksmuseum（国

ションするイベントで、世界各地で開催されています。会場は、アムス

立美術館）が 13 年ぶりにリニューアルオープン（13 年間工事やってた）するなど、昨年あちこち

テルダムでも最も由緒あるホテル The Grand Hotel Krasnapolsky（何

工事中だったものが全てきれいに整備されて美しい街となっていてすごくいい感じです。「まあ、な

と読むのか最後まで分からなかった (>̲<)）の場ビュッフェ・フロアに

んとかなるか」と気を取り直し望んだ約 1 週間のイベントからいくつかご紹介致します。

て各社机一つ分の展示ブースとその隣のホールで各社役 30 分のデモ及
びプレゼンテーションを行うというイベントです。SuperMeet は今回
で 6 年目となるそうですが、午後 7 時頃から 11 過ぎまでみっちりや

近年、急速に MADI インターフェイスがポピュラーとな
り、同時にマルチチャンネルのネットワークオーディオ
伝送の技術発展は著しいものがあります。その中でも多
くの機器に採用されている Dante フォーマットと MADI
の間を取り持つブリッジとしての機器が各社から発表さ
れてきています。Forcusrite 社からは RedNet 6 が既に
SSL から発表されたブリッジ

発表されていますし、IBC 会場では Sold State Logic 社
が MADI Dante Bridge を発表したことで注目を集めて

いました。また、デンマークの NTP 社からも MADI/Dante/AES に加え Pro Tool HD の
DigiLink も搭載したマルチブリッジのユニットが展示されており、そちらに関しては次の特集ペー
ジにてじっくりとご覧ください。これらのソリューションは、放送や特にライブの現場での要求が
高まったために発展してきた製品であるため、リダンダンシーなど高信頼性という部分に重点を置

るイベントで会場はそこそこ大きく、およそ 500~600 人は入っていた
大きなイベントでした。このイベントの中で iZotope 社は、Rx3 およ
び Rx3 Advanced の発表を行いました。プレゼンターは、イギリスの

PHOTO@IBC2013

MADI/Dante/Pro Tools HD IO/AES の IO を EIA 1U に納めた Penta721
PENTA シリーズは最大 1024x1024 のデジタル・オーディオ・マトリクスをベースにした I/O ユニットで、その一番シンプルなユニット PENTA721 は、
EIA1U サイズに 16CH の AES、MADI（オプションで Optical MADI を追加すれば 2 系統）、Date、および Pro Tools HD IO インターフェイス 2 系統 (64CH) をネッ
トワーク接続した PC から自由にルーティングが可能なオーディオ・インターフェイスです。また、Moduler タイプのオプションカード Mic Pre、8CH AD/DA および
SDI（2 系統）のインターフェイスを自由に組み合わせてシステム化可能な PENTA721 は、EIA2U サイズで効率的にあらゆるシステムに対応するブリッジとして最適です。

ラジオ / テレビの制作で多くのキャリアを持つ Pro Tools Expert とし

HD I/O エミュレーション

PENTA721 Digital Audio Interface

ても登録されているサウンド・エンジニア Mike Thornton 氏で、RX
の最もトピックと言えるスペクトラム・リペアや DE-CLIP の機能及び、
RX3 Advanced に搭載された新しい機能 Reverb Reduction のデモを
行い大きな反響を得ていました。ご興味のある方は、こちらのリンク

リアパネル

（http://www.youtube.c

Pro Tools HD ようの I/O インターフェイスとして認識されるエ
ミュレーション機能は、設定用アプリケーションによって 16 CH
in/out の HD IO 8x8x8、もしくは 64CH in/out の HD MADI IO
として Pro Tools HD から認識されるように設定でき、その入出
力先をマトリクスによって AES/MADI/Dante（Penta721 の場合
は、AD/DA、SDI 入出力も含む）のどの入出力へもパッチ接続す
ることが出来る様になっています。

税抜価格 ¥398,000

om/watch?v=uO07G-V
X3Yw ）からご覧くださ
い。

高精度クロック同期、2 重化電源

かれて製品化されています。今後は、スタジオ設備にも大きく入り込んでくるでしょう。

AES 16CH
高信頼性の KVM マトリクスや延長、切り替え機を

MADI

Pro Tools
DigiLink

PENTA720 Moduler Audio Interface

提供している ADDER 社は、無制限の KVM マトリ
クスを IP ベースで構築できる AdderLink Inﬁnity
システムの新バージョンを発表しました。システム
の各回線の使用効率をブラウザで確認できる機能や、

税抜価格 ¥460,000 より

全てのウィンドウのガイドが日本語表示が可能とな
りました。また、AdderLink Inﬁnity システムは、
IBC 全体の館内のインフォメーション・サイネージ

オプションモジュール
・8 ch. AD Card 192 kHz
・8 ch. AD Mic/line Card 192 kHz
・8 ch. DA Card 192 kHz
・Dual SDI/HD/3G Card w. SRC

のシステムに採用されていました。IBC 館内のシス
テムは、ファイバーにて布線され ALIF-2000 シリー
ズにて構築されていました。

税抜価格 ¥180,000
税抜価格 ¥420,000
税抜価格 ¥140,000
税抜価格 ¥280,000

ポスプロに最適な SDI 入出力
PENTA720 には SDI 信号にエンベデッド / ディ・エンベデッ
ドが可能な 720-120A SD/HD/3G-SDI インターフェイスカー
ドオプションが用意され、VTR、ノンリニアシステムとのシス
テム化を容易にします。

IBC 会場にてブースは構えていなかったのですが、Cymatic Audio 社（スイスの新しいメーカー）
の Arie van den Broek 氏から LR-16（下写真）というコンパクトな 16 トラックレコーダーを
見せてもらいましたのでご紹介したいと思います。このレコーダー、ものすごくシンプルに出来て

Dante

PENTA シリーズには、外部同期入力として WC または Video
Reference 入力に加え、AES11 シンク入力も備えており、高精度
なクロック同期を保証しています。また、信頼性を更に高める 2
重化電源仕様もオーダー可能です。

Jamiroquai 南米ツアーにて PENTA721 が活躍！
PENTA721 は、英国アシッド・ジャズバンド - ジャミロクワイの 2013 年南米ツアー
に採用されました。ジャミロクワイのツアー・ディレクター Rick Rope 氏は、ISE2013
でのオーディオ・ネットワーク・カンファレンスにおいて NTP 社の Mikael Vest 氏に
よる PENTA シリーズの発表を聞き、その可能性に気づきました。
「私たちは、ブエノスアイレスでスタートした南米ツアー 11 カ所の公演全てで
PENTA721 を使用しました。」と Rick Rope 氏は説明しています。
「PENTA721 は、YAMAHA CL-5 サウンド・ミキサーから Pro Tools へダイレクトに
接続することを可能にしました。私たちは、このシステムをサウンドチェックとレコー
ディングの両方に活用しています。PENTA721 は、非常にコンパクトで、簡単にイン
ストールができ、簡単操作することが出来、非常に安定している上、そのシステムを通
した音は完璧な透明性を証明してくれました。」
Mikael Vest 氏は、さらに付け加えます。
「NTP 社の製品は、ライブ・ツアーのような放送と同様にクリティカルな現場で、高音
質を求められる音楽プロジェクトに多く用いられています。PENTA721 は、全帯域幅
にて非圧縮のオーディオ・ネットワーク・ルーティングを迅速勝簡単に実現することが
出来ます。」

おり、入力をつないでディスクをつなぎ、REC ボタンを押せば 16 トラック分の WAV ファイル
が出来るとのことで、ライブハウスデン収録やミュージシャンが練習スタジオで録音する等には
もってこいのレコーダーです。非常に潔く内蔵ディスクは持たずに USB デバイスに全て録音する
というのもプロ的な発想で好ましい。早速サンプルを買って帰り

今年も関連会社（CB Electronics 社 /MAGMA 社 /Creative Network
Design 社）と 4 社で共同で HALL7 マルチメディア・ホールに出展を
しました！今年は巻頭ページにあるように AVID 社から S6 コンソール

自分のバンドの録音に使ってみると、むちゃくちゃ使いやすい！

が発表され、そこでも V-Mon が紹介されたために V-Mon 関連の来場

入力がスタジオのミキサーのインサーションに突っ込めばリター

が多く、更なる発展を望ご意見を頂きました。MAGMA 社との共同出

ンでそのまま信号が返るようになっているのもセッティングが簡

展は今回初めてでしたが、すでに新しい Mac Pro の情報が発表されて

単にできるよう良く考えられています。また、ストレージとは別

いるため多くの方々が THUNDERBOLT シャーシの内容について確認

にホストと接続するための USB の端子が用意されており、

しに来る来場者が多く見られました。また、スタジオ向けにラックマウ

DAW の USB オーディオ・インター

ントできる最適なコンフィギュレーションが出来る新機種についてのア

フェイスとしても使えるようになって

ナウンスもされ、おそらく IBEE には新機種をお見せできることとなる

います。これで米国で 500$ くらい

と思います。

とのこと！もうすぐ皆様にもお見せで
きるかも・・・
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? ページ Directout Technologies 新製品情報に続く
13

AX24/AX32 シリーズも Pro Tools HD I/O インターフェイスを搭載して再登場！
DAD ブランドとして現在も従来の AX24、AX32 シリーズが販売されています。
2013 年 10 月よりタックシステムで PENTA シリーズ同様、輸入代理店として正式にサ
ポートすることとなりました。サンプリング周波数 382KHz、DSD まで対応した高品位
なアナログ / デジタル・オーディオ・インターフェイスが PENTA シリーズ同様 Pro
Tools HD I/O インターフェイスや MADI、NTP ネットワーク・オーディオ・インターフェ
イス（Dante コンパチブル）も用意されました。
AX24 シリーズは、2 in または 2 out から 8 イン /8 out まで、AX32 シリーズは、8 in
または 8 out から 32 in、32 out、または 16 in/16 out など最大 32CH のアナログ入
出力まで多くのパターンでのコンフィグレーションが可能です。より、高品位なレコー
ディング用途にご選択ください。

・AX24-M8-DA8

税抜価格 ¥820,000

（Mic in x8/Line Out x8）
・AX32-M24-DA8

税抜価格 ¥1,960,000

（24 Mic/Line AD & 8 DA）
その他コンフィグレーションについてはお問い合わせください。

-3-

Thunderbolt 1(10Gbs)/2(20Gbs) 対応製品紹介
～ Sonnet Technologies、MAGMA ～ by Ono

Apple より新型 Mac Pro で Thunderbolt 2 コネクタを搭載することが発表されました。同時に内部に PCIe 拡張スロットを持たない
ことも明らかになりました。今後、新型 Mac Pro で PCIe カードを利用するには iMac、Mac mini、MacBook Pro などと同じように
Thunderbolt 接続 PCIe 拡張シャーシを利用することになります。
そ う い っ た Apple の 動 き に 合 わ せ て 周 辺 機 器 メ ー カ か ら Thunderbolt 関 連 製 品 が 多 数 発 表 ／ 発 売 さ れ て き て い ま す。 中 に は
Thunderbolt 2 に対応する製品もあります。弊社が以前より取扱っております Sonnet Technologies、MAGMA の新製品を紹介します。

< REPORT >
NHK スペシャル
『魔性の楽器～ストラディヴァリウスの謎に挑む～』
の実験機材に ANDIAMO.MC を使用しました
by Yagi

■ Sonnet Technologies 社 Echo Express II シリーズの後継になる III シリーズがこの秋よりリリースされます。
（II シリーズは在庫のみとなります）。

収録に使用したバイオリン

Echo Express III-D

税抜価格 ￥116,800
2013 年 11 月発売開始予定

広く知られる、バイオリンの名器・ストラディバリウス。
世界最高峰のバイオリンと言われ、イタリアの弦楽器制作者、アントニオ・ス
トラディバリ (1644 年～ 1737 年 ) が製作したバイオリンです。なぜ、この
ストラディバリウスが世界最高峰とされ、他の数あるバイオリンメーカーの中
でもその音は「よい音」とされているのでしょうか。それを、今回 NHK スペシャ
ルでは解析しました。

Echo Express III-R

税抜価格 ￥142,800
2013 年 11 月発売開始予定

Mobile Rack Kit について

＜特徴＞
・デスクトップモデル、2U ラックマウントモデルから選択可能
・20Gbs Thunderbolt 2 インターフェイスに対応
・3 基の PCIe 2.0 x8 スロットを持ち、フルレングス／フルハイトのカードを
サポート
・1 台または 2 台のオプション Echo Express III-R Mobile Rack Kit を III-R ラッ
ク筐体内に増設可能
・300W パワーサプライ内蔵、補助用 75W 電源コネクタを装備
・大型で静音性に優れた温度調節ファンが風速を自動的に調節し、カードの熱発
生時に効率的に冷却

Echo Express SE II

Echo Express III-R Mobile Rack Kit
税抜価格 ￥24,400
2013 年 11 月発売開始予定

III-R ラックマウントモデルは横方向に余裕があり、オプショ
ンキットを利用することによってドライブ増設が可能になり
ます。
＜搭載例＞
内蔵用 LTO テープドライブ
内蔵用光学ディスクドライブ
3.5 ／ 2.5 インチ HDD/SSD
Sonnet Qio MR プロ用ユニバーサルメディアリーダー

税抜価格 ￥59,800
2013 年 11 月発売開始予定
＜特徴＞
・2 基の PCIe 2.0 x8 スロットを持ち、ハーフレングス／フルハイトのカードに対応
・スロットを無駄にせずドーターカード 1 枚のインストールが可能
・20Gbs Thunderbolt 2 インターフェイスに対応
・大型で静音性に優れた温度調節ファンが風速を自動的に調節し、カードの熱発生時に効率的に冷却
・80W パワーサプライ

＊ Thunderbolt 2 への対応について Sonnet Tchnologies 社のコメント
上記 3 製品の 20Gbps Thunderbolt 2 インターフェース搭載モデルは、Thunderbolt 2 が 2013 Fall に装
備される予定の新しい Mac Pro 等 がリリースされた後に、販売を予定しています。リリースされるまでの間、
10Gbps Thunderbolt 技術インターフェースを装備した 仕様となりますが、簡単に行える交換用 20Gbps
Thunderbolt 2 技術使用のインターフェースボードへの無料交換保証書 (easy-to-install Certification) を同梱
しての出荷されます ( お客様は送料および手数料のみのご負担となります )。この交換プログラムの申し込み期
限は 2014 年 1 月 31 日です。

■ MAGMA 社

ROBEN-3 TX

PCIe スロット x3 基、5 インチベイ x2

ROBEN-3 TS

PCIe スロット x3 基、2.5 インチ SSD/HDD ベイ x8
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マイクを取り付けている様子

方法は、バイオリンの音を数値で解析するために、ストラディバリウス３台と
バイオリン複数を使い、その音源がどのように立体的に音を発しているかを測
定。今回、タックシステムでは、この収録に機材提供をさせていただきました。
収録場所は、NHK 技術研究所の無響室内。無響室とは、音の反射や響きのな
い実験室です。そこにマイクアレイを組み立て、その中でバイオリンを演奏し
ます。そうすると、ある音を発した音源が同一距離に設置されたマイクで収録
され、どのような音の指向性をもっているかを収録することが出来ます。通常
のレコーディングで設置することのないようなマイク位置でも収録しました。
収録の前に、マイクの校正を無響室内で行います。無響室の前室にセットし
た AVID ProTools HD から WAVE ファイルの TSP 信号音を AVID HD MADI
I/O か ら MADI 信 号 で 出 力 し、 無 響 室 内 に 設 置 し た ANDIAMO.MC を 使 い
MADI to ANALOG に変換し、フルレンジスピーカーへ出力。それを今回使用
した全てのマイクと予備のマイクとを同一距離に１本づつ設置し、TSP 信号音
を収録しておきます。これは、解析をする際にマイクの個体差を補正する、ま
さにマイクの校正用の事前準備です。
その次にマイクアレイにマイクを設置します。そして、今回機材提供したマイ
クプリアンプ付き MADI インターフェース、DirectOut Technologies 社の
ANDIAMO.MC にマイクを接続し、同軸ケーブル 1 本で無響室から前室にセッ
ティングした ProTools HD MADI I/O へ接続しました。
また、MADI の信号を音として確認モニター用に DirectOut Technologies 社
の MADI ヘッドフォンアンプ MA2CHBOX.XT を ANDIAMO.MC の MADI 出
力へ接続し、ProTools の適宜な出力をヘッドフォンでモニターしました。こ
うすることで、今まで MADI 信号を扱う際の「音の確認」には大型のコンソー
ルや大規模なシステムを構築しなければなりませんでしたが、わずか 1/3 ラッ
ク巾の小型なヘッドフォンアンプでチェックする事が出来ました。
さらに、マイクからマイクプリアンプである ANDIAMO.MC まではなるべく
短いマイクケーブルで今回はコンタクトマイクの付属ケーブルと弊社オリジナ
ルケーブル ATAS-5F を使用し、ここでも、ANDIAMO.MC の機能である本体
の温度管理と空冷用のファンの動作温度設定を駆使し収録と収録の合間では
ファンを高速で回転させ機材の温度を下げ、実際に収録している時にはファン
を高温時に動作する様に設定し、無響室内の雑音を限りなく小さくする事を実
現しました。

Tac Information 42 号入稿締切ギリギリで新製品情報が入ってきました。
THE ROBEN SERIES の発表です！ ROBEN-3 という製品名で 3 種類が用意されているようです。
出荷開始は 12 月を予定しています。価格未定です。
11 月の InterBEE ではデモ機展示を行いたいと考えています。ご注目ください。

〈共通スペック〉
・フルレングス／フルハイトに対応する PCIe スロット x3 基
・デスクトップあるいはラックマウント (2U）として使用可能
・内部温度制御対応静音ファン搭載
・540W 電源ユニット搭載、内部 AUX 電源対応

マイクアレイの中で演奏

他の奏者も演奏
マイクの取り付け方法はこんな感じ
余談になりますが、この DirectOut Technologies 社のオーディオイン
ターフェースは、3D サウンド・システムの研究開発で知られるドイツ
IOSONO でも使用されています。今回の収録のように多チャンネルのオー
ディオを収録する場合にとても便利なラインナップを多数持っています。
牧準教授は、なぜストラディバリウスが「世界最高峰のバイオリン」とい
われるのか、その理由の解明に挑みました。この模様はＮＨＫの放送で紹
介される予定です。
詳細はぜひ１１月３日放送の NHK スペシャルでご覧ください。
＜番組詳細＞
「魔性の楽器～ストラディヴァリウスの謎に挑む～」
放送予定日 11 月 3 日 ( 日 ) 午後 9 時 00 分～ 9 時 58 分
史上最高の弦楽器とされる「ストラディヴァリウス」
。１７世紀イタリ
アの天才職人アントニオ・ストラディヴァリが製作したバイオリンで、
約６００挺が現存する。１挺の値段はいまや数億円。ムター、ヴェン
ゲーロフ、諏訪内晶子といった現代最高の名手たちから今なお愛され
続けている。しかし、その美しい音の秘密はヴェールに包まれたまま
だ。世界中の職人や科学者がなんとかその謎を解き明かそうとしのぎ
を削っているが、今もってその答えを見つけた者はいない ･･･。
いったいストラディヴァリは楽器にどんな魔法をかけたのだろうか。
自身もストラディヴァリウスを弾くニューヨーク在住のバイオリニス
ト・五明カレンさんとともに、“魔性の楽器” に取り憑かれた世界中の
演奏家・職人・科学者たちの３００年にわたる伝説と挑戦を追う。

無響室内に設置した ANDIAMO.MC

ROBEN-3 TM

Mac mini 内蔵スペース

収録風景

ANDIAMO のレベル設定画面
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ファンの稼働設定画面

3.RX ドキュメントの保存

RX3 の新機能！
1. マルチタブ

複数ファイルを同時に Open することができるようになりました。
ファイルの立ち上げ直しが必要ないのです。
下図は 6 本のオーディオファイルを立ち上げたところです。

編集過程を記憶することが可能になりました。
下図は、元音に対して
Declick → Dialogue Denoise → Spectral Repair と編集しました。
今までは、この data を保存すると最終結果のみが WAV data と
して保存されましたが、
File メニュー → Save RX Documents を選択すると、これまでの
作業の過程を保存でき、さらにその編集ポイントまで戻る事ができ
ます。
気がすむまで（笑）編集作業に没頭できるのです！

RX ドキュメントファイル

RX3 /RX3 Advanced 発売中

2. 新たな 3 つの選択ツール
倍音指定
by Masahiro In

RX3/Advanced が 9 月にリリースされました。
RX2 ユーザー様と新たにノイズリダクションをお考えの皆様へ「Hot!」な情報をお届けします。

RX3 Advanced の新機能！

Dereverb

マジックワンドツールを使用し、基音を W クリックすると倍音を
一度に選択できましたが、10 倍音まで高次倍音を個別指定できる
ようになりました。これで、完璧な倍音選択が可能です！

RX History

1 倍音から 3,5,7,10 倍音までを選択

1.Dereverb

ReVerb リダクション機能が新しく搭載されました。残響成分がついたままのダイアログ、ホー
ルでの録音等、どうしても消すことは難しく、EQ の処理でも限界がありました。
Dereverb は元 data を Learn ボタンを押すことにより RX3Adv に取り込み、解析し Reduction
スライダーを上下に動かしながら残響成分の調整を行います。その際に、各周波数帯 (Low,Lowmid,High-mid,High）をリアルタイムに調整することによりさらに Reduction を追い込んで行く
ことが可能です。
Dereverb は、直接音と残響音の差分を見ています。一度にデッドな状態まで追い込むのでは無く、
何度かに分けて Learn させるのもひとつの方法と思います。またリダクションの結果が思った音
にならない場合は Artifact smoothing スライダーを左右に動かすことにより、変化の度合いを
スムースにします。もちろん、Reduction をかけ過ぎると原音が変化しますので、
ご注意ください。

4.REC ボタン

私は、スローバラードのドラムループ素材の中のリムショットに Hall リバーブがかかっている音
を Dereverb してみました。最初は Denoise の Learn と同じように取りたい残響部分を選択す
ると思いリムショット部分のみを選択しましたが、残響成分は残ったままでした。逆に、全体を
Learn させると気持ち良いくらいどんどんデッドになっていくのが感じられました。他に、セリ
フの data も試してみましたが、高音域がシュワシュワすることなくデッドにかなり近くなりま
した。これらを Denoise するとより綺麗に整音され効果を感じられました。
Dereverb+Denoise の複合技はかなり使えます！

2.Denoise : Dialogue モードの Auto 機能

なんと！ REC ボタンが搭載され、RX3 に直接レコーディングが
できるようになりました。もちろん、Audio card or I/F の選択は
Preference で指定してください。ナレ録り、アフレコ等、慣れた
DAW できっと作業されますよね .......。

Denoise

Denoise は大きく進化しました。RX2 では、ノイズの部分を選択し Learn さ
せて Reduction 値を変更していました。RX3 Adv には Dialogue 専用のファ
ンクションが追加され、さらに Manual or Auto を選択できます。

選択反転

5. Scrub Audio

以前から欲しかった機能のひとつです。今までは、選択箇所のプレ
イバックは可能でした。RX3 からは選択箇所の反転が可能になり、
ノイズをプレビューするのか？ バックグラウンドをプレビューさ
せたいのか？ の判断を瞬時に可能になりました。

セリフの data を読み込み Dialogue Auto モードにすると、RX3 Adv がセリ
フ部分とその他のノイズを自動的に解析するのです。あとは、Threshold と
Reduction を調整するだけでかなり追い込んでくれるのです。Learn する必
要がないのです。

これもリクエストが多かった機能のひとつです。
オーディオのスクラブです。
Mac → Command キー + 虫眼鏡ツールを選択
Win → Control キー + 虫眼鏡ツールを選択
オーディションしたい箇所をマウスで +/- 方向へドラッグするだけ
で、再生 / 逆再生のオーディションが可能です。
RX3 リリース後、多くのお客様のスタジオへお邪魔させていただき、
現場でお困りの音を Reduction を行いました。実際に取れない音も
ありますが、RX3 上で Spectrum として表示されれば、ほとんどの
場合は良い結果が得られると思います。デモのご用命があれば是非
タックシステム担当営業までご連絡いただければと思います。

また、Dialogue モードのレイテンシーは「ゼロ」です。Spectral モードは逆
にレイテンシーがあります。
例えば、講演や舞台上の長時間の録音など Auto で Preview し、Process 後、
気になる部分を Declick や Spectral Repaire することにより、かなりの時間
短縮となるでしょう。この機能だけでも RX3 Adv にアップグレードする価値
は十分にあると思います。

限られた紙面ではございますが、RX3 の新機能の一部をご紹介させ
ていただきました。

Insight

3.Insight 付属

Insight は、ポストプロダクションやブロードキャストアプリケーション向け
の総合的なメータリングスイートです。
Insight は視覚的なミックスやマスタリングの確認や、問題のあるミックスの
トラブルシュート、またブロードキャストラウドネス基準に適応しているか等
を確認する為に最適なオーディオ解析、メータリングツールを提供します。
RX3 Adv には全て Insight の S/N が付属しますが、アプリケーションはイン
ストーラーには含まれません。iZotope 社の WEB よりダウンロード後、お使
いください。
市場予想税抜価格￥48,000 のアプリケーションが無償なので大変お得です！
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■エムズラーニングセンター

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。

※ iZotope 社すべての製品はデモ版も製品も同じプログラムです。
※ iZotope 製品のデモ版ダウンロード：10 日間使用可能です。
http://www.izotope.com
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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
http://www.mslc.jp mail:info@mslc.jp

Softube 社 の 新 た な る ア プ ロ ー チ ~~~
「Console 1」間もなく登場！
by Yoshida

Console 1（ソフトウエア＆ハードウエア）

常にユニークな製品開発と、OEM にも対応出来るアナログモデリング技術を備えた同社ですが、
新プラグインを発表する度に、とても精巧な３D 状態のイメージ画像？を出してくれる物ですから、
何か新しいハードを作ったのか？と最初の内は随分と惑わされました。
そんな中、今度は本当にハードウェアを作っちゃいました！
厳密にはアナログでもデジタルでも無い、言ってしまえば USB コントローラーですが、このイン
ターフェースは一部で有って、バーチャルなパソコン世界とリアルワールドの架け橋となるコンセ
プト商品です。ではその詳細を見て行きましょう。
（尚、本稿の執筆時点では、まだ製品版では無い為、仕様変更が行われるかも知れません。悪しか
らずご了承ください。）

『『サウンド。ワークフロー。コントロール。
「Console 1」は堅牢なハー
ドウェア · コントローラといくつかのユニークな追加機能がモデル化
されたアナログ · コンソールのチャンネル部を含む、統合されたハー
ドウェア / ソフトウェア音楽ミキシングソリューションです。すべて
の主要な DAW と組み合わせて、デジタルとアナログのミキシング環
境プラス α の利点を享受できます』』
メーカーの売り文句の序文はこんな感じで始まりますが、依然レコー
ディングエンジニアの方で、アウトボード＝アナログコンソールを使
用してミックスされる方は国内外問わず、いらっしゃると思います。
複数の区分けしたトラックアウトを纏めるサミングアンプ等も、大手
メーカーからも製品化されて来ましたしね。

AVIOM が遂に進化 ! [ A360 ] の使える機能
by Kubota

「Cat-5 ケーブルでキューシステム！？」という衝撃的な登場から 10 年。
遂に進化したパーソナルミキサー「A360」が発売されました。
アナログケーブルのちょっとした煩わしさを開放し、快適なモニター環
境をミュージシャンに提供してきた AVIOM。A360 はとても便利な機能
が追加されており、更なる快適環境を求めるエンジニア／ミュージシャ
ンに最適なモデルとなりました。
今回はその便利機能をピックアップしてご紹介します。

そしてハードウェアで有るコントローラーは直感的にレイアウトされていますの
で、エンジニアの方なら初めてでも迷う事無く操作して頂けます。パソコン画面
上に「オンスクリーンディスプレイ」を表示出来るのは当たり前なのですが、こ
こで軽く目から鱗だったのが、各パラメーターの値、グラフは表示されてますが、
所謂 GUI のこってりした「ツマミ」が有りません。（図１）

チャンネル数 (Mixエンジン）
チャンネルコントロール

スペシャルチャンネル

A-16II

A360

16ch (16）

32ch(36）

ボリューム/PAN

ー

シーン保存

16シーン

16シーン
4シーン(Instant Mix リコール）
USB

マスターアウト

1/4”ヘッドフォン

1/4”ヘッドフォン
1/8”ヘッドフォン
モノミックス アウト

▼

●上部に並ぶ１～２０（２１～４０）の数字
ボタンですが、チャンネルを２０ch で一つの
Bank として管理しています。勿論、操作対象
は CPU のパワーのみに依存します。パソコン
画面表示の際、登録されたチャンネルのレベル
メーターが一番下に２０Bank 単位で表示され
ます。

では、実際の操作ですが、

●「Console1」プラグインが対応しているお好
みの DAW( 詳細未定、VST, VST3, AU, AAX を
予定）のインサートに通常のプラグインをアサ
インする様にリストから「Console1」のシリー
●一部のボタンは別の機能がアサインされてい ズを選んで下さい。そうすると図の様な割当て
るので、それらを使う時は前述の左下「Fine 用の画面が表示されます。（図３）
Adjust（Shift)」を押しながら黄色い印刷文字 ここで「Console1」に表示させる名前を入力（ま
たは DAW から吸い出し）、自動で空きチャンネ
の機能ボタン操作をします。
例えば５ch のボタンの shift 側は「HISTORY」 ル、または希望するチャンネル No を選んで登
機能の呼び出し用で、一連の操作（EQ を何 録します。
dB アップ）とかの履歴を出して、右端下の ●後は操作したいトラック番号ボタンを押せば、
「Volume(Select)」でスクロール、戻りたいポ コントローラーのアサイン先が切り替わってい
イントで「Solo(OK)」ボタンを押すと言った きます。
（図３）
実にシンプルですね。
具合です。
個人的には正直、最初は何で今更プラグインにコントローラー付けてるだけなのにメリットあるの？って思ってましたが、実際 MIX をし始め
て見ると、確かに使い慣れたコンソールの様にサクサクとストレス無く音作りが行えて、結構、集中出来て良い感じでした。
リリース予定は 2013 年秋です。当初は Mac 版を先行して VST, VST3, AU,AAX の対応版となっています。
もしかすると InterBEE では製品版も間に合うかもですが、勿論、今回のプロトタイプは展示可能ですので、幕張メッセにお越しの際は是非
ご自身の目と耳と指でお確かめ下さい。
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AN-16/i v2

◎ AN-16/i v2

32ch の音声を伝送するためにインプットモジュール「AN-16/i」も進化し
ました。AN-16/i で扱える音声数は 16ch です。32ch で使用したい場合、
「AN-16/i v2」を 2 台使用して [1-16ch] と [17-32ch] 分を分けて伝送します。
( 設定はリアパネルのスイッチで行います。)
もちろん、既存の AN-16/i の利用も可能です。その AN-16/i は、1-16ch に
固定されますので、2 台目の AN-16/i v2 を 17-32ch に設定します。また、
各種コンソールのアウトプットカードも混在可能です。

◎ One-Touch Ambience

◎ Dual Profile Channel
（図２） Console 1 ハードウエア

A360 のチャンネルボタンは 16 個 (+1 個）ですが、32ch の音声をモニター
できます。32ch バージョンで使用した場合、1 のボタンに 1ch と 2ch がス
テレオとしてアサインされます。なお、A-16II との混在も可能ですので追加
設備としても導入できます。

オケピやスタジオでヘッドフォンをして演奏
していると、周りの話声や音が聞きとりにく
いと思います。そのため、常に片耳はヘッド
フォンを外していたり、話す度にヘッドフォ
ンを外したりしているのではないでしょう
か？
そこで、このワンタッチアンビエンス機能が
◎リバーブ / トーン
A-16II には無かった機能、リバーブとトー 登場です。
ンが加わりました。それぞれのチャンネル A360 には内蔵マイクが仕込まれていて、こ
ボタンごとにリバーブ付加と、トーンコン のマイクで周囲音を拾い、簡単に自分のミッ
トロールが可能です。ある特定のチャンネ クスに加える事ができます。もちろん、ハウ
ルだけ強調する、なんてことができるので、 リングには注意しなければなりませんが、がっ
つりヘッドフォンをして演奏しても、周囲の
いい気分で演奏できるかも。
音を聞き逃しません。

ほとんどのツマミは印刷されているネーミング
からお分かり頂ける物かと思いますが、所謂
「Console1」の特有操作について、簡単にご
説明させて頂きます。

●左下「Fine Adjust」ボタンを押しながら、
より細かいツマミ値での操作が可能です。

Profile Select

◎ 16ch から 32ch に

Dual Profile Channel
One-Touch Ambience

では、そのコントローラーのパネルを見て行き
ましょう。（図２）

●左端上の「Display」<ON>/<AUTO> ボタ
ンが、パソコン画面にパラメーター表示させる
物で、<ON> で常時、<AUTO> が数秒後に画面
が自動的に消えます。

Reverb/Tone

ボリューム/PAN(Spread機能)
リバーブ/トーン

兎にも角にも是非皆様にも触って頂きたいです。従来の「プラグインのこのツマ
ミはコントローラーのこれで…」って言うのは、気づかない内に、かなりの視点
移動を強いられていたんだと痛感させられました。自然に「中域のもたつきを取
りたいな」って感じた時に画面レイアウトが１対１なのでブラインドタッチ的に
各パラメーターへ移動出来ます。これが「Console1」のコンセプトの１つか！
と勝手に納得してます。勿論、昨今の「目でミックスするな、耳でしろっ」って
所なので、画面は消して措くのがノーマルでしょうか。

（図１） Console 1 ソフトウエア

Ambience

■A-16II vs A360 〜A360の主な進化〜
ざっくり個人的な解釈をさせて頂きますと、Softube 社はこの Console1 で「ウ
チ、モデリングも定評ですし、そんなアナログコンソールのミキシングを再現し
ちゃいましょうか？今回は外付けツマミも付けますから、かなり行けてまっせ！」
的なのかしら？と捉えてます。
製品構成は USB バスパワーで動作する専用コントローラーと、従来のプラグイ
ンインストーラーで追加供給されるであろう「Console1」と言うソフトウェア
から成ります。
ベースと成るソフトウェアは「UK 4k」と呼ばれる新たなプラグインで、何
となくお気づきかと思いますが、1970 年代後半から、一世を風靡した「英国
製」大型アナログコンソールをモデリングしています。標準の 4band EQ と
Compressor 機能に加えてアナログコンソールのサチュレーションをモデリン
グする Drive セクションと、Dymnamic Shape と呼ばれる Expander/Gate に
Transient Shaper 機能を組み合わせたユニークなプロセッサがあります。更に
各チャンネル毎に Softube 社の EQ,Comp ラインアップを追加する事が出来ま
すので、より多彩なキャラクターを作っていけます。

A360 Personal Mixer

この曲のみクリック音だけ大きくしたい ...
そんな希望があるかもしれません。その時
は、17 個目のこのボタンにクリック音を
アサインします。A と B のプロフィール
を切り替えることにより、2 パターンの設
定が呼び出され、曲ごとの設定を瞬時に変
更できます。また、PC アプリの A360 チャ
ンネルマネージャを使うと 17 個目のミッ
クスチャンネルとなります。

◎「A360 チャンネルマネージャー」

PC ア プ リ「A360 チ ャ ン ネ ル マ ネ ー
ジャー」を使用することで複雑な設定も容
易になり、最大 64ch の音声を制御できま
す。
アンビエンスを室内音や歓声にしたい場合
の設定や、複雑なチャンネルアサインもで
き、よりフレキシブルにモニター環境を提
供します。保存は USB メモリーに 16 シー
ン可能です。

◎ミュージシャンの為に = エンジニアの為に

A360 はミュージシャンが聞きやすい音を追
求し、ヘッドフォンの音質向上を目的とした
エンハンス EQ も搭載しています。
A-16II でのモニターが標準になった今、より
上の環境を求めるミュージシャンも多くなっ
てきたのではないでしょうか？
A360 は AVIOM の簡単なセッティングを引
き継ぎ、更なる進化を遂げました。デモ機を
用意していますので、ぜひお試しください。

Waves SoundGrid パワフルサーバー登場！

■ SounGrid Extrem サーバー
税抜価格￥300,000

MultiRack SoundGrid は、
「YAMAHA」「DiGiCo」「ALLEN & HEATH」のコンソールと連携し
Waves プラグインをリアルタイムでコントロールするシステムです。
I/O はコンソール専用のカードを使用し、プラグインのコントロールは専用アプリケーション
「MultiRack SoundGrid」で行います。
これまで SoundGrid 専用サーバは 3 種類でしたが、今回もっともパワフルなサーバが登場しま
した。
SoundGrid サーバ One（税抜価格￥175,000）と比べ、レイテンシーは同じですが約 2 倍のプ
ラグインをコントロール可能です。より多くのプラグインを使用したい方にお勧めです。
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▼

NETWORKSOUND

by fukuhara

め
す
おすール
ツ

Free アプリで生産性アップ？？？
by Kikuchi & Kawamura

ProTools 関連に便利なユーティリティツールをご紹介いたします。
トラブルシューティングにおける基本的な内容も含んでおりますので、もしもの時に役立つかもしれません。

第７回 TAC ネットワーク・サウンド・システム研究ファイル

Plugin Update ベータ版 (Free)
http://pluginupdate.com
お使いのシステムにどんなプラグインが、どのバージョンでインストールさ
れているのか、またそれは最新のバージョンなのか、わからなくなってし
まうことは多々あると思います。そんな時にワンクリックでプラグインの
バージョンをチェックできる便利なアプリです。RTAS や AAX はもちろん、
VST でインストールされているプラグインなども簡単にスキャンできます。
簡単なメールアドレスの登録ですぐに使い始めることが出来ます。ただ、ま
だベータ版のようです。。
なお、このアプリよりも便利なツールはございます。
それは弊社へプラグインのバージョン確認を弊社の営業を通して「丸投げ」することです。
プラグインバージョンの探索は当然、もれなくアップデート金額も算出できますので費用の積算から探索時間の短縮もできます。

■

今回の研究ファイルは、既にある既存のデータベースをNetMix Serverデータベースと合体（マージ）させる方法をご
説明します。NetMix Proは、今まで皆様が活用してきたデータベース（FileMakerやMicrosoft Excelなどを利用し、
実CDやDVDの紐付け管理やカスタマイズしてきたデータベース）も無駄になりません。勿論、日本語対応です。集めた
情報をDescriptionにまとめ、検索フィールドを統一するなどの高度なデータベース作業もバッチ処理可能です。
既存のデータベースにフィールド情報を追加

PT Prefs (Free)
https://app.box.com/s/vaa87yh62iqi2iqmd25w
急に Pro Tools の動きがおかしくなってしまった、サポートに連絡したら「初
期設定を捨ててみてくれ」、、、と言われてしまった。ただ、初期設定ファイ
ルがどこにあるのかわからない。。Pro Tools はバージョンによって初期設定
ファイルの名称や保存場所も若干異なるので、慣れていないと非常に不安な
作業だと思います。このアプリは Pro Tools バージョン 7 〜 11 までの初期
設定ファイルを簡単な操作で削除してくれる便利なツールです。また、削除
だけでなく、設定をバックアップしたり、リストアしたり、ということも可
能です。もしもの時のツールとして役立つかもしれません。

NetMix ServerデータとFilemakerのデータベースをマージさせる

今回の研究課題は、A)リッピング作業を終了した
NetMix Server データベースに、B)併用利用してい
るFileMaker Pro やMicrosoft Excelで制作した
データベース内容を合体（マージ）し、C)NetMix
Serverで共有管理したい。・・・という内容です。
iTunesで得られたCDDB内容を、旧来持っていた会
社のメタデータと合体する事も同じ作業で行えま
す。
まず、事前準備として、どのセル内容をどのフィール
ド (NetMix Server) にまとめるのか確認し、その
フィールドで利用しているキャラクターセットを確
認します。今回はNetMix フィールド「Comment」

＊初期設定ファイルを削除すると、初期設定はもちろん、IO 設定などデフォ
ルトに戻りますので、ご注意ください。

を利用する事にしました。キャラクターセットは
UTF8で作業します。共通の名前（Mergeの対象）
は、FileNameです。仕組みは単純で、Mergeの対象
を指定し、指定されたフィールドの情報を書き換え
ます。これを、NetMix Pro（クライアントマシン）
上からNetMix Serverへ管理者の権限で行います。
フィールド名称と内容を合わせる

NetMix Proで利用している フィールド名から該当す
る名前を検索します。書き出しをするデータベース
は一行目にテーブル名、２行目以降は取り込まれる
内容になるように調整し、タブ区切り.TXTとして保
存します。（キャラクターセット確
認を忘れずに）続いて、NetMix Pro
データベース＞レコード取り込みを
選択し、「Tab delimited」を選択し
ます。

正 常 に 取 り 込 ま れ た 場 合 、 ソ ース
ファイル（取り込まれる元データ）
とNetMix Serverで設定された
フィールド名が表示されます。

「 最 初 の 列 を スキ ップ 」 チ ェ ッ ク
ボ ッ ク ス に チ ェ ッ ク、 マー ジ に
チェックを入れ、どのフィールドを
マージするかマウスで選択します。

Carbon Copy Cloner ( 税抜￥4,096)
http://www.bombich.com
システムハードディスクの完全なクローンを簡単に作成できるアプリです。
初回インストールから 30 日間無料でつかえるので、新たなシステムを組ん
だ後、その時点でバックアップを別パーティションやハードディスクにクロー
ンしてしまうことが可能です。その後、もしオリジナルのハードディスクが
不調になってしまったり、壊れてしまったというような時には、はじめに取っ
ておいたクローンから OS を起動することが出来ます。アプリ自体は税抜
￥4,096 とお買い得なので、使い続けるのであればフルライセンスをご購入
いただくのも良いかと思います。ただし、Pro Tools や Media Composer
は問題ないようですが、コピープロテクションのかかったソフトウェア等に
はコピー出来てもうまく動かないものもありますので、ご注意ください。
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取り込み列、フィールド名が表示されます。あとは
「開始」ボタンをクリックすれば、NetMix Proが自
動的にNetMix Server内のマージフィールドを探し
出し、情報を書き加え始めます。

NetMix Server / NetMix Pro Q&A

バッチ処理を利用し、フィールド内容を移動する
D)既に情報が書き込まれているNetMix Server
フィールド「Description」に、新たにマージされた
「Comment」フィールド情報を書き加え、一元管
理する事も、NetMix Proのバッチ機能で簡単に処理
できます。勿論日本語対応です。（上NetMix Pro画
像が作業結果です）

これで既存のデータベースもNetworkSOUNDに組み
込む事ができました。

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

IBC 新製品情報

導入事例
■株式会社 IMAGICA 品川プロダクションセンター 6MA スタジオ 様

映像制作を手掛ける 株式会社 IMAGICA 様 は、品川プロダクションセンター 6MA の機材を更新しました。
ミ キ サ ー を AVID D-Command 24Fader、Main DAW に AVID Pro
Tools HDX2、Audio I/F は AVID HD MADI と DirectOut Technologies
ANDIAMO.XT を使用しました。
また、ワーク VTR は AVID Media Composer を Pro Tools HD と Video
Satellite で同期をしたシステムとなっています。
MADI システムを使う事で、今までのマ
シンルームにあった機材も少なくなり、
マシンルームもすっきりしました。
Pro Tools の DSP カ ー ド も 2 枚 構
成 な の で、64ch の 出 力 と DSP 対 応
PlugINS を多く使用する事ができます。
また、ADDER 社の X-DVI-PRO を使い
コンピューター（MacPro）のキーボー
ド、マウスと DVI 出力の画面をイーサ
ケーブルで離れたマシンルームとコント
ロールルームの間を延長しました。

■（株）オムニバス・ジャパン / 三分坂レコーディング Bst

今や MADI と言えば、DO.TEC と言われるほど

by Yamazaki

近年の MADI の普及の波に乗って成長をし続け
る Directout Technologies 社。その安定した信
頼性とシンプルでありながらフレキシブルな対
応が可能となったファームウェア、豊富なライ
ンナップによってユーザーから確実な支持を得
ています。常にマーケットからのフィードバッ

本年度 NAB にて驚異的なコストパフォーマンスを誇る高品質 32CH マイクプリを搭載した MADI イ
ンターフェイス ANDIAMO.MC を発表し、更に地道にしかしハイピッチに開発を進め、IBC2013 で
も引き続き ANDIAMO2 のラインナップとなる新製品を発表。ついに AES64CH を備えた MADI
I/F、ANDIAMO.AES および SRC を搭載した ANDIAMO.AES SRC が発表されました。また、同時

クをベースに製品化を続ける姿勢は、Directout

によりシンプルに MADI to Analog インターフェイス ANDIAMO2.DA および Analog to MADI イ

Technologies 社ならではのユニークな製品を打

ンターフェイス ANDIAMO2.AD も発表され、これらを組み合わせることにより無駄のないシステム

ち出す原動力となっています。

化を可能に出来る様になりました。

ANDIAMO.AES
税抜価格 ¥298,000
ANDIAMO.AES SRC
税抜価格 ¥480,000

様

5.1ch 仕様のシリーズ作品のアフレコとダビング作業を、1 箱で行なえる事を目的としたスタジオ更新をされました。
■アフレコ時には、Mic からの台詞が A/D される前に
フェーダー制御出来る様に、小さなアナログ卓を使い、
Mic( ノイマン ) → HA( グレースデザイン ) →アナログ
卓 ( トライテック ) → Comp(dbx) → A/D( ダイレクト
アウトテクノロジー：アンディアモ ) と言う経路で Pro
Tools へ録音する事が可能な Line 組みになっています。

■ナレーション収録時等でアナログ卓を使用す
る必要が無い場合には、HA から直接 A/D さ
れる Line も組んでいます。
■収録時に A/D と D/A が多く必要となるため、
ダイレクトアウトテクノロジーのアンディアモ
は、ANDIAMO.XT SRC 1 台 と、ANDIAMO
1 台の構成になっています。
■ダビング時には、コントロールルーム内のコ
ンソール位置が中央にあることも有り、コンパ
クトなサイズの D-Command の 24 フェーダー
にて Mix する形をとっています。
■効果用としてアーティスト Mix を用意し、
ス テ レ オ 作 品 の 場 合 に は D-Command の
フェーダーも握る事が出来るような配置にして
います。
■スタジオ内に効果用 Pro Tools とダバーと
な る Sub の Pro Tools を 配 置 し、 台 詞 と 音
楽や ME の出しとなるメインの Pro Tools 用
Mac を MCR に配置しいます。（効果さんの持
ち込み HDD をスタジオ内で接続でき、納品と
なるデータ DVD ディスクをスタジオ内で焼く
事が可能となっています）

■ Air の 5.1ch ス ピ ー カ ー の 制 御 と、
ANDIAMO のコントロール用として、Windows
のノート PC を 1 台配置しています。
■各 Mac の 2 画面目の出力を HDMI に変換し、
それぞれのモニター（収録用プロジェクター含
む）へ分配する事により、Pro Tools 画面の波
形尺を見つつ収録する事も可能となっています。
（ゲーム台詞収録等の、台詞尺に制限のある場合
の収録に使用）
■苦労した点は、液晶モニターの数と配置場所に
よる、スピーカーからの音声の遮音の加減に関し
てでした。作業用としては、大きな液晶モニター
が多くあった方が良いのですが、モニターの配置
次第ではスピーカー（ニアフィールドモニター含
む）からの音声を遮音してしまう位置に液晶モニ
ターが来てしまう事と、アフレコ用ブースへの視
界の遮断にも繋がってしまう為、それぞれの液晶
モニターの
数と配置に
配慮されま
した。

by yamazaki
AES 日本支部は、今年設立 60 周年を迎えそれを記念したイベントとして「AES 日本支部 60 周年イ
ベント」を 8 月 23，24 日の 2 日間開催しました。私は日本支部長としてこのイベントのとりまとめ
てまいりましたが、おかげさまで多くの方々のご協力の下大変な成功を収めることが出来ました。会
場に足を運んで頂きました皆様、ご協力各社、各協会の皆様にこの場を借りて改めて御礼申し上げます。

■ MDP-DHVGA(Mini Display Port to DVI+HDMI+VGA)
オープンプライス（市場予想税抜価格￥3,600）
Mini DisplayPort を搭載した機器から、DVI や HDMI、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
るアダプタです。 DVI、HDMI、VGA 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。

MDP-DHVGA

毎年行っている基礎音響セミナーを併設

近年プロオーディオの展示

し、今年も定員一杯の受講者で賑わいまし

会が皆無となってしまった

た。イベント前日から 2 日間、合計 12 の

近年、合計 37 社もが集ま

クラスを開催しました。

り会場が狭いと苦情が出る
久しぶりに活気のあるオーディオ展示会となり、今後同様なプロオーディオの
展示会の開催を検討する良い機会となりました。

JAPRS、JAREC 主催の
レコーディング・セミ
ナーを AES と共同開催。

学生支部主催のレコーディング・コンペ

参加できる人数に限りが

ティションには多くの応募があり、なかで

あったものの内沼映二
氏、吉田保氏によるセミナーは、申し込み開始からすぐに満員となる

■ TPiS-12SP（SDI 1in2OUT Splitter）
オープンプライス（市場予想税抜価格￥10,000）
■ TPiS-14SP（SDI 1in4OUT Splitter）
オープンプライス（市場予想税抜価格￥14,000）
1 つの SDI 信号を 4 分配 SDI 出力します。

人気ぶり。まだまだ音楽のレコーディングへの注目度は高い。

TPiS-21SW

■ TPiS-1H（SDI to HDMI Converter）
オープンプライス（市場予想税抜価格￥20,000）
HD/SD-SDI から HDMI へ変換するコンバータです。
入力は SDI の BNC が 1 系統とスルー OUTPUT の SDI
BNC が 1 系統、出力には 1 系統の HDMI があります。
■ TPiH-2SDI（HDMI to SDI Converter）
オープンプライス（市場予想税抜価格￥16,000）
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も優秀な作品には今後の活躍を期待し、ア
ワードが授与されました。

TPiS-14SP

■ TPiS-21SW（SDI 2in1OUT Switcher）
オープンプライス（市場予想税抜価格￥14,000）
２つの SDI 信号のうちの１つを選択して SDI 出力します。
■ TPiS-41SW（SDI 4in1OUT Switcher ）
オープンプライス（市場予想税抜価格￥28,000）

税抜価格 ¥240,000

ほどの賑わいを見せました。

この度、CX 湾岸スタジオ内にあるイマジカ湾岸スタジオ様では、局サブのか
らの回線を収録するためのインジェストシステムのオペレートに Adder 社の
AdderLink Infinity システムを導入致しました。この部屋では、12 台あるイン
ジェスト用他の PC を 5 人のオペレーターの方々が同時にかわるがわるアクセ
スする必要があるため、スピーディーで確実な KVM マトリクスシステムが必
要とされていました。そこで AdderLink Infinity システムが採用され、よりオ
ペレーションを簡易化するために X-KEY との併用によって、ワンボタンで素
早く切り替えるシステムを実現しています。

タ ッ ク シ ス テ ム オ リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド で あ る T・PiECE か ら
Mini Display Port からの変換コネクタシリーズに新製品が加
わりました。
また、新しいラインアップとして SDI の分配器やスイッチャー、
SDI to HDMI のコンバーター等も増え、お求めやすいお値段
で様々なシーンにお使いいただく事が出来ると思います。

税抜価格 ¥230,000

ANDIAMO2.DA

60th

■イマジカ湾岸スタジオ インジェストルーム 様

新製品

ANDIAMO2.AD

TPiS-1H

各企業の他、JPPA,600MHz 帯利用

メイン会場では、JPPA、オーディ

このイベントのテーマ「原点回帰〜音楽が

推進委員会など合計 17 もの内容の濃

オ協会、日本・映画録音家協会な

我々に与えたもの」に則り、イベントの最

いプロダクトセミナーが開催されま

ど多くのスピーチやパネルディス

後には島健氏音博監督の下、島田歌穂さん

カッションが行われました。

にすてきなライブをお願い致しました。圧

した。最新の
機器、技術情

巻の澄んだ歌声

報が発表され

はイベント参加

たほとんどの

者全ての苦労を

セミナーが満

洗い流してくれ

席となりま

るようでした。

した。
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コラム No.17

〜 Mick Sawaguchi のサラウンドな日々〜

「 AES 日本支部 60 周年の機会に振り返った
日本におけるサラウンド音響制作の取り組み Part.1 」
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

はじめに
２０１３年８月２３−２４日に AES 日本支部創立６０周年を記念
したイベントが東京芸大千住キャンパスで開催されました。筆者は、
サラウンド音響制作の歴史を紹介するにあたり、１９７０年代から
のサラウンド音響の研究や実用化と制作の舞台裏、そして AES へ
の寄与などを調べてみましたので TAC INFO 読者のみなさんにも
その歴史を紹介したいと思います。
サラウンドの歴史は、大別すると３つの流れに集約することができ
ます。
（手持ち資料や文献は、筆者の前職 NHK のものが多いのは
ご了承のほど）

［ MBS 記事 ］

サラウンド制作を恒常的に行えるスタジオ建設の提案のため筆者
は、８５年に、サラウンド制作スキルの勉強とスタジオ環境の調
査のために国内外を調査しました。できたばかりの G ルーカス
スカイウオーカーランチと西海岸の映画スタジオを自費で訪問し
ました。スカイウオーカーの初代技術部長だった Tom Scott に
は、親切に対応していただき「お前がもし一人前になった時は、
その成果を世の中に還元しなさい」といわれたのを今でも大切に
しています。
そして１９８７年春に恒常的なサラウンド制作の場 CD-809 が
できました。

［ TAMURA でのコンソール完成記念 ］

２、１９８０年代〜アナログマトリックス 3-1
サラウンドの時代

▼

Quad Disaster といわれた音楽産業の 4ch ブームは、私たちに様々
な反省と成果を残し、短期間で消滅してしまいました。以来音楽産
業では「サラウンド」という言葉は，禁句となってしまいました。
しかしこの時のアナログマトリックス技術である QS 4-2-4 方式
を採用して 1971 年から数年にわたり T-FM( 東京 FM) は、放送番
組をオンエアしました。平行して 4CH の音声放送を研究する動き
がイギリス、アメリカ、日本で行われ後の Ambisonic の基礎とな
る UHJ 方式や NHK 技研でのディスクリート FM4CH 方式の検討
（1973）などがあります。4CH 音場の方向定位や解析手法なども
研究され、それに基づいた各種 4CH スピーカ配置も研究されてい
ます (1974~78)。1979 年には，音声のみでなく映像を伴った場
合の相互作用について基礎研究が行われ映像がある場合は、同じ
4CH でもセンター CH の有効性が確認されました。後のハイビジョ
ン音声の基礎方式となる研究でした。

同じ１９８７年に大阪 MBS が独自の 3-1 マトリックスを使って巨人—
阪神戦を放送しました。これが S-TV でのサラウンドの歴史の始まりです。

［ 制作系統図 ］

サラウンドのワークショップなどを担当していると「Mick は、ど
うしたきっかけでサラウンド制作に興味をもったのか？」と質問さ
れることがあります。
1980 年代は、ステレオ音声制作が定着した時代でした。当時
NHK でオーディオドラマのミキサーを担当していた私は、ドラマ
という音響表現には、前面２次元のキャンバスでは、限界だ！と思
いはじめ、なにか３次元３６０度の音響表現が放送というメディア
でもできないか？を模索していました。そのときにアオイスタジオ
の石井さんや Dolby 伏木さん、映画ミキサーの瀬川さんなどと交
流をもつことができ２CH 音声へ 3-1 のサラウンド音響が記録でき
るマトリックス サラウンドを知ったのがきっかけです。

１、１９７０年代〜サラウンドへの助走

１９８５年には、将来高品質放送では 2CH 音声でなく 3-1 方式
がふさわしいという寄与文書提案が日本から ITU-R へ提出され
ています。これがきっかけで１９９４年の ITU-R BS-775 勧告
の決定に至ったといっても良いでしょう。

８０年代に入ると、サラウンド方式の特徴を抽出するため 2-2 方式
／ 3-1 方式／さらに 3-2 方式といったサラウンド素材が制作されて
います
（1983~84）
。1985 年には、
筑波万博開催にむけてハイビジョ
ン映像と 5CH サラウンド音響（4CH 水平＋上方 1CH の 5CH）で
「知床の四季」が制作されました。これは、後に２００５年愛知万博
でのスーパーハイビジョン映像と 22.2CH 音響の前例となる出来事
でした。
（その前でいえば 1970 年の大阪万博でのマルチチャンネル
音響という出来事もあり歴史の変遷を感じます。
）
イベントや実験だけでなくなんとかオンエア制作ができないかを
検討した結果当時 Dolby 社が、映画用でなくビデオ用の 3-1 方式
ENC-DEC を試作していて日本にもきているということで、当時
Dolby ライセンス担当だった伏木さんの協力で使ってみることに
しました。1986 年ハイビジョン「秋京都」というドラマ仕立てで
２０分ほどのデモ番組です。
当時、サラウンド音声制作ができるポストプロダクションスタジオ
はなく、１９８２年更新の CD-807 ポストプロダクションスタジオ
の、機材を工夫して制作しました。モニターは、既設 2S-3001 を
L-R に使用しセンター用は、中継等で使うポータブルパワードモニ
ターを、そしてリアのサラウンド用には、BOSE 101 小型 SP をマ
イクスタンドに取り付けて分散配置するといった環境です。

しかし、サラウンド音響に対応したコントロールルームの音響設
計ノウハウは、どこにもまだ確立しておらず、「2CH ステレオ対
応の音響設計は、そのまま使えないなあ」と実感しました。（そ
の苦い経験から、1992 年に HDTV サラウンド MIX にふさわし
いスタジオ音響設計指針を作ろうと HDTV MSSG という研究会
が発足します。）

翌１９８８年 NHK 大阪チームは、第７０回
夏の甲子園で２週間生放送サラウンド制作
に取り組みました。この時の NHK 大阪今城
CE の娘さん手製のポスターは、今でも大切
に保管しています。
［ 甲子園サラウンド手製ポスター ］
［ 甲子園マイキング ］

［ 音響実験 ］
放送に向けての取り組みが始まりました。
このスタジオで初 Dolby サラウンドによる FM ドラマ「シュナ
の旅」が１９８７年に制作されます。
同じ年アメリカの業界紙に CBS がスーパーボウルを初サラウン
ド放送というニュースがはいってきました。どんなマイキングを
しているのだろうと記事を読むと、リア用に１本アンビエンスマ
イクがあるだけでした。

［ CBS 記事 ］

完成試写会も、仮設のサラウンド再生環境をくみ上げて放送関係者
にデモした結果、ステレオより臨場感と多彩な表現ができる点でハ
イビジョンには、３−１サラウンドがいいのではないかという感触を
得ました。

８８年には、TBS のドラマ「風よ鈴鹿に」がサラウンドで制作され
るなど S-TV でのアナログマトリックスによる制作が各局で行われ
１９９０年まで約３０番組が制作されました。
ハイビジョンでは、８８年ドラマ「出発」が 3-1 ディスクリートで
制作となりました。当時機材は、重量級で機材車数台を連ねて各地
をロケーションしましたが、準備や調整で一日数カット撮影が限界
でした。このドラマに出演していた映画監督の鈴木清順さんが、
「い
やー映画撮影より一日でとるカット数は少ないね」と驚いたという
逸話が残っています。

［ドラマ「出発」の
パンフレット ］

［ １９８６年秋 京都 ］

１９９２年には、大河ドラマでは初となる「琉球の風」が２作目の
ハイビジョンドラマとして３−１サラウンドで制作されました。

［ 仮設フロント 3ch sp ］

［ 秋京都 サラウンドシステム系統図 ］
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［ CBS SUPERBOWL
マイキング ］

こうして８０年代は、アナログ S-TV でのマトリックスサラウンドの
ノウハウ構築の時代だったといえます。
８９年からは次世代大画面映像放送に取り組んだアナログハイビ
ジョンの実験放送が一日１時間という枠ではじまりました。
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Part.2 は次号へ続く！

http://www.musicofsound.co.nz

「 Tim Prebble 氏のレコーディング日誌 」
by Yamazaki

さ て 今 回 は、2012 年 の AES Japan で、 当 時 作 業 中 で あ っ た 映 画
「EMPEROR」（ディレクター：Peter Webber、プロデューサー：Yoko
Narahashi）についてタックシステムでもプレゼンテーションを行ったこ
とのあるフィルムサウンドデザイナー Tim Pebble 氏が現在来日して取り
組んでいる日本でのプロジェクトについてレポートしていただく事となり
ました。

小豆島 Artist Residency
Tim Prebble 氏は、多くの映画や TV プログラムのサウンドデザインを
行ってきましたが、上記の EMPEROR は Tim 氏にとって 38 作目の長
編映画でした。その後ミュージシャンでもある Tim 氏は、2 作のフィ
ルムスコアも完成させています。そして今回彼の来日には別の理由があ
りました。Tim は現在、瀬戸内海にある小豆島に滞在していて、Artist
Residency と い う 活 動 を 行 っ て い ま す。 こ の Residency は、 日 本 の
NPO 団体アート・ビオトープという団体によってオーガナイズされてい
て、アーティスト達に小豆島で生活をしながら、自分たちのプロジェクト
を完成させていくための機会を与えているあらゆるアーティストを支援す
る活動です。
EPHEMERAL ISLANDS
ここで Tim 氏は現在 2 つのプ
ロジェクトの作業を行ってい
ます。1 つ目は「EPHEMERAL
ISLANDS」 と い う サ ウ ン ド
アートプロジェクトです。小
豆島の周りには、地図にも載っ
ていない鳥や昆虫のみが生息
している小島が数々点在して
います。Tim 氏は長時間露光
でこれらの島を撮影し、その形をアニメーテッド・グラフィック・スコア
として、効果音や楽曲の作成を行っています。また、Tim 氏は小豆島で
サウンドワークショップも開催していて、地元の方々による打楽器の演奏
とアニメーション化された島々のスコアを同期して、島一つ一つをテーマ
にしたそれぞれ 1 分間のサウンド・トラックを作成しています。

ONE BILLION HEARTBEATS
今回 Tim 氏のもう一つのプロ
ジェクトは「ONE BILLION
HEARTBEATS」というショー
トフィルムの制作です。この
フィルムは、小豆島の俳人、
尾崎放哉の俳句をベースに、
コマ撮り撮影やモーション・
コントロールを駆使し、自然
界の現実と我々の時間感覚、またその環境での我々の存在についてを表し
た作品です。

PROCESS
Tim 氏はニュージーランドから渡航し、小豆島で撮影やポスプロを行うにあ
たり、追加荷物の料金を最小限に抑えるため、技術面や機材面で様々な工夫
をする必要がありました。彼は現在、小豆島に滞在しながらシューティング
と簡単なポストプロダクション作業を行っており、その内容について説明し
て頂きました。
Tim 氏は撮影と映像のキャプチャーに、Canon 5DmkII を使用し、24fps
HD1080p をダイレクトで SSD を搭載した Atomos Ninja 2 HD にレコー
ディングしています。モニタリングには SmallHD の LCD モニターが使用さ
れています。モーションコントロールには Rhino Slider/Dolly と、リアルタ
イムでもコマ撮りでもカメラの動きをオートメーション出来る SYRP Genie
Motion Control を使用しています。また、長期間の撮影の場合には GoPro
Hero 3 Black に保護用 Cam.Do エンクロージャーを装着したものを設置す
ることもあります。
環境音を収録するためには Sound Device 744 レコーダーと、SD302 プ
リアンプを使用しています。マイクは Sennheiser MKH8040 ORTF ペア
を使用し、クアッドや複数チャンネルの録音には DPA 4060 Omni を使用
しています。
ポストプロダクションには、720GB の SSD ハードディスクを搭載した
MacBook Pro 2.7GHz 16GB RAM を使用しています。バックアップ用に
は、GTech 4TB Thunderbolt RAID と、Unitek USB3 Dock が使用され
ています。また、モニター環境には、Tac System より提供された Avid/
Digidesign RM2 スタジオモニターと、映像編集 / ポストプロダクション用
の LCD モニターを使用しています。
ビ ジ ュ ア ル の 加 工 に は Apple Final Cut Pro 7 と Motion、Adobe
Photoshop、After Effects、LightRoom with LRTimelapse と い っ た ソ
フトウェアを使用しています。
サウンド、音楽のミックスには Avid Pro Tools HD 10、Ableton LIVE 9、
Mbox Pro と Akai MPD Mini コントローラーを使用しています。欠かすこ
との出来ないプラグインには Native Instruments Kontakt、Reaktor や
Zebra2、iZotope Iris、Boscomac AirPiano が 挙 げ ら れ ま す。 リ バ ー ブ
には 2C Aether、D16 Toraverb、TL Space、Vailalla Shimemer を使用
していて、ダイナミックスには Massey L2007 リミッター、音効処理には
GRM Tools、ノイズ処理には iZotope RX3 Advanced を使用しています。
Tim 氏の活動について、上記のリンクから詳しくご覧ください。

■ 2013 年国際放送機器展

国 際 放 送 機 器 展 (Inter BEE 2013） が 幕 張
メッセにて開催されます。
今年はプロオーディオ部門と映像・放送関連
機材部門に新製品を多数そろえ出展致します。
ぜひご来場ください。
開催日時： 11 月 13 日 ( 水 ) 10：00 ～ 17：30
11 月 14 日 ( 木 ) 10：00 ～ 17：30
11 月 15 日 ( 金 ) 10：00 ～ 17：00
開催場所：幕張メッセ
ブース：ホール 4 ブース No.4606 / ホール 5 ブース No.5111
入場：無料（登録制）http://www.inter-bee.com/ja/

■ CEATEC JAPAN 出展レポート！
タックシステムは今年、CEATEC JAPAN に初出展いたしました。
弊社取扱製品の中で主力のプロオーディオ製品ではなく、汎用的な
コンピュータ周辺機器を中心に「ライフ & ソサエティ・ステージ」ゾー
ン内にブースを出しました。
Inter BEE とは違い IT・エレクトロニクス関係に関心の高い方々の
来場が多く、特に ADDER の KVM マトリクス／延長製品に興味を
持たれる方が多いように思います。
Sonnet Technologies 社 製 品 は 国 内 初 披 露 の 新 型 Thunderbolt
PCIe 拡張シャーシ 2 製品を展示できました。11 月より国内販売開
始を行う今後の主力製品になります。

み
ど
こ
ろ

■第 15 回 HSBA 機器展

「Stage & Studio Business Fair in Hokkaido 2013」「第 15 回 HSBA 機器展」が
札幌コンベンションセンターにて開催されます。
PA 関連製品を出展いたしますので、ぜひご来場ください。
発行・編集元

不許複製
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◆ AVID Pro Tools システム関連商品
◆映像・サーバー関連商品
◆ 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

開催日時：11 月 27 日 ( 水 ) 13：00 ～ 18：00
11 月 28 日 ( 木 ) 10：00 ～ 17：00
開催場所：札幌コンベンションセンター大ホール
入場：無料
みどころ
◆ Directout MADI 関連周辺機器
◆ Waves SoundGrid システム / ハードウェア
◆ AVIOM モニターシステム

