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グロービジョン様 九段スタジオ
Avid S6 M40 48 フェーダー仕様 導入！

■グロービジョン 株式会社 様 九段スタジオ

最大トピックは国内初となる Dolby ATMOS 対応ダビングルーム！
シネマ / ホームのミックス、マスタリング、ローカルレンダリング
を 1 つの施設で行えます。スタジオ規模としても国内外問わずトッ
プクオリティのダビングルーム『301』には、Avid S6 M40 48 フェー
ダー仕様というアジアパシフィック地域最大の S6 システムを核と
し、DCP 対応の Sony 4K プロジェクター『SRX-R515P』が表示
する最大 186 インチの映像素材は、こちらも国内事例が未だ少数で
ある Avid MediaComposer 8 を AJA Io4k と同時利用した Video
Satellite システムとして 4 台を利用。モニターコントローラーセク
ションは、おそらく世界初の完全アナログの特注アトモスフォーマッ
ト対応モニターコントローラーを利用し、その前段までは全て MADI
接 続！！ Directout Tech. 社 ANDIAMO2.XT、 同 DA、ProTools
HD MADI 複数台、RMU やルームアコースティックエンジンとなる
YAMAHA DME64N 間全てが MADI によるデジタル信号でやりと

■株式会社 音響ハウス 様

MA1

この度音響ハウス様は映像ビル 1F を全面改修し、MA1 スタジオを
リニューアル致しました。コンソールは Avid S6、モニターコント
ローラーにはリニューアル計画当初から、リリースを予定していた
弊社 VMC-102 を採用。コミュニケーションや 7.1 サラウンド対応等、

■有限会社 スリーエス 様

S6 コンソール

Ast 改装

りされ、その全てを Directout Tech, M.1k2 でルーティングする次
世代ネットワークデジタルオーディオを実現させていただきました。
M.1k2 が、従来でいうコンソールとしての役割を果たしています。
同様にアトモスホームに対応できる中規模ダビングルーム『201』、
同様にアトモスのレンダリングに対応する小規模ダビングルーム
『204』
、
アフレコ録音と 7.1 サラウンドミックスが可能な AR 室（4K
プロジェクター設備の 4 部屋、中規模 AR 室 4 室）
、音声編集室 2
室の全てに弊社がご協力させていただきました。
KVM マトリックスシステムは ADDER を採用していただき、こちら
は本誌に専用コーナーを設けております。合わせてご覧下さい。
PS. 規模が巨大なのと、1 つ 1 つのこだわりがもの凄いので、各お
部屋の詳細等は以後のタックインフォメーション誌上にてご紹介で
きればと思います。

コントローラーの性能を最大限発揮。DAW は Avid ProTools HDX
と Steinberg NUENDO 双方を S6 でコントロールできるハイブリッ
ド仕様。またワークビデオシステムとして Video Satellite を利用し、
国内初となる 4K 対応致しました。最先端スタジオとして生まれ変
わったスタジオとなりました。

スリーエス スタジオ様は A スタジオの機材を大幅にリニューアルしました。
機材は、ミキシングコンソールに AVID 社製 S6-M40-40 フェーダー、モニタリングコ
ントローラーは TACSYSTEM 社製 VMC-102 モニタースピーカーは GENELEC 社フ
ロント L/C/R：1238APM、サラウンドスピーカー：8351APM、サブウーファー：
7271A などが主な機材です。また、音声のルーターに DirectOut Technologies 社製
の ANDIAMO2.XT SRC BNC/SC / ANDIAMO2.XT BNC/SC を、映像のルーターに
Black Magic Desgin 社製 Smart Videohub 20x20 を
導入したことで、バンタム等のケーブルによるパッチを
極力少なくしスタジオ内の接続の切換えのほとんどを
PC 上でコントロールする事を可能としました。
DAW は ProTools HDX2 をメインとして、音響効果用、
そして、音楽用の ProTools もそれぞれ独立して設置し
ております、全ての ProTools は S6-M40 コンソール
のどのフェーダーにも自在に並べる事が出来るので、
複数のトラックを使用した複数の ProTools セッション
ナレーションブースでも
も一括にコントロールできます。
ProTools での作業ができます
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Avid Connect 2015 & NAB 2015 レポート
今年は 3 年振りに NAB に参加しました。NAB に先立つ Avid Connect に
も初参加しましたので、合わせてのご報告といたします。

Avid Connect 会場へ向かう

Avid Connect
CEO のプレゼン

Avid Connect
Master Joystick Module 発表！

Avid Connect
ガイ・カワサキ氏講演

Avid Connect 参加者朝食風景

Avid Connect
S6L 発表！

Avid Connect
DNxIO 発表！

Avid Connect
モーガン・スパーロック氏講演

by Ono

■ Avid Connect
日程：2015 年 4 月 10 日～ 12 日
会場：ラスベガス、シーザーズパレスホテル

Avid Customer Association (ACA) の年次イベントとい
うことで、NAB 開催に合わせて Avid Connect が開催され、
今年も昨年以上のパートナーを迎えた規模だったようです
（1 千名以上とか）。
11 日の午前中に General Session があり、今 Avid が推
進している「Avid Everywhere」ビジョンに基づいた技術
／製品動向と共にいくつかの新製品の発表がありました。
Audio と Video まとめてになりますが、ライブコンソール
の S6L。こちらは Venue シリーズのフラッグシプモデル
になります。会場でも大いに沸きました。出荷は 9 月以降
の予定とのこと。
Sibelius。こちらもサブスクリプション対応となりました。
S6 Master Joystick Module。いよいよ S6 にもジョイス
ティックが登場します。サラウンド作業では必要ですよね。
Media Composer First。先に ProTools First が発表され
てますが、MC も First 版が出ます。
Video/Audio の IO として Artist DNxIO。
NitrisDX/MojoDX の 後 継 で 且 つ 4K に 対 応 し て い ま す。
Mac と は Thunderbolt 2 接 続、PC と は PCIe バ ス 接 続
ということで両プラットフォームで使用が可能とのこと。
Blackmagic Design と の 協 業 と の こ と で す が、 本 家 の
UltraStudio 4K Extreme を DNxHR ハードウェア・コー
デック対応させた部分が最も重要なポイントでしょうか。
昨年の InterBEE の頃は「自社の 4K IO は出さない」とい
うような情報もあったことを思えば、「やはり自社で出した
ね」感があります。
制作サーバーの ISIS 1000。7500/5500 の下のレンジを
受け持つ 1000 の発表も沸きました。確かに ISIS 5500 を
提案して、
「高すぎる」と言われたことが何度かありました。
今後は 1000 も含めてスペックと価格の両面で魅力ある提
案ができると思います。
13 日にはゲストスピーカの基調講演があり、最初がモーガ
ン・スパーロック、続いてガイ・カワサキの 2 名でした。
スパーロックは「スーパーサイズ・ミー」の監督さん。
30 日間毎日マクドナルドのハンバーガーを食べ続けるド
キュメンタリー映画で話題になった方。
ガイ・カワサキは Mac ファンにはおなじみの元 Apple の
エバンジェリストですよね。どちらも面白かったですよ。
デ ィ ー ラ ー だ け で な く、 ユ ー ザ ー も 参 加 で き る Avid
Connect は Avid 社の動向がよくわかり、いろいろな方々
との交流もあり、大変楽しかったです。初参加ながら勉強
になりました。
ま た、 今 年 は 講 演 後 に Avid ジ ャ パ ン に よ る Japan
Reception があり、日本からの参加者への新製品情報のレ
ビューとランチがありました。いい企画ですね。

Avid Connect 2015 & NAB 2015 レポート
■ NAB 2015
日程：2015 年 4 月 13 日～ 16 日（カンファレンスは 11 日より）
会場：ラスベガス、コンベンションセンター
2014 年の参加者が 9 万 7 千名で、今年が 10 万 3 千名と伸
びました。海外からも 2 万 6 千名の参加があったということ
で、やはり InterBEE より圧倒的に大きなイベントです。紙
面も限られますので、気になった点を記したいと思います。
放送関係としては 4K が主流になりつつあります。カメラや
モニターだけでなく、スイッチャーなども多数展示されてい
ました。加えて IP 伝送。従来の電波から IP へと移行するこ
とで、特に屋外ロケ（スポーツ中継など）の費用をかなり抑
えることができるそうで、海外メーカーからは日本の IP 伝
送がさほど増えないことに「なぜ日本では IP 伝送やらない
んだ」という意見が出ていたそうです。
意外なところで、ドローンが大躍進していました。無線ヘリ
で空中撮影を行う技術ですが、撮影ということでオーディオ
関係ではない感じではあります。
セントラルホールの入口近くや、サウスホールの 2F 奥には
ドローン・コーナーと言っていいくらいの多数のブースがド
ローン製品を展示、あるいは実際に飛ばしておりました。
ほとんど生でドローンを見たことがなかったので、これは興
味深かったです。HD の高画質でなめらかな映像を飛ばす技
術もさることながら、GPS を利用してバッテリ切れで墜落す
る前に自動で帰還するとか。また、動作音（モーター音）が
結構大きいということも知りました。

■株式会社 パナ ･ エンタープライズ 様

事務所移転に伴い編集室と MA 室を同室に
配置するハイブリットスタジオとして生ま
れ変わりました。
同室ながらも音響に配慮した内装設計でメ
リハリのある環境、兼用のマシンルールは
簡易作業スペースとサウンドロックの機能
を備え、その奥には、5 人以上収録可能な
アナブースになっています。
従来の編集 /MA 以外にライブ配信にも対
応するシステムも導入し、用途が 3 種類に
増えたスタジオには、編集機材として Final Cut/EDIUS/XDCam、
MA 機材 ProTools HD/Digi C|24、ライブ配信機材 AG-HMX100 などがあります。
多目的利用が可能なハイブリットスタジオの今後に目が離せません。
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NAB Avid ブース
ドローン・プロモ、
後ろにドローン飛んでます

Avid ブースにて VMC-102 展示
iZotope ブース

DirectOut ブース→

MAGMA ブース

ADDER ブース

NAB では以前から CPUG による SuperMeet というイベントが NAB 会期に合わ
せるような日程で行われています。Apple Final Cut Pro、Blackmagic DaVinci
Resolve、Adobe Creative Cloud 等々のアプリケーションを、スーパーユーザー
達が解説や新機能詳細や TIPS 紹介といった実使用にうまく合わせた見せ場を用
意しているイベントです。
オーディオセッションにおいては iZotope も RX Loudness Control を Super
Meet で紹介しました。Bob Bronow というアメリカのミキサー / サウンドデザ
イナーが担当されました。有料イベントなので事前にチケットを購入する必要が
ありますが、NAB 視察のもう一つの見所ではないでしょうか。
（http://supermeet.com/index.html をご参照ください）

（後記）
帰国してからお客様のところに伺った時、NAB 報告の中で「ドローンが飛ぶとこを見てたんですが、動作音が結構するんですね」と話したら、
「実はうちが作業している番組でドローンのショットが多用されているんですが、その動作音が耳障りということで、RX を駆使して消してま
すよ（笑）」とのこと。
ああ、ドローンでもオーディオの活躍の場はあるんだ。しかも iZotope RX ！
ドローンのノイズ消しには iZotope RX を！ということでレポートを締めさせてください。

導入事例
■株式会社 カプコン 様

導入事例

by Ono

Foley スタジオ

株式会社カプコン様で、新規 Foley スタジオが完成しました。
広いステージ内には、収録内容に応じエリア分けされその近くに必
要な回線をパネルで展開。
マイク信号は、ステージ内に備え付けの機器ラックに集結されます。
今回は、ProTools 設備と併用して Focusrite 製 RedNet シリーズ
をインターフェースとして採用しています。
ステージ内のマイクレベル / ラインレベル共にイーサネット伝送の
Dante プロトコルにより高品質環境を保てます。
ProTools との結合はシンプルで、
画面上には AVID 製インターフェー
スとして認識されます。
マイクレベルの調整は専用アプリケーションを ProTools PC 内に展
開。同じイーサネットケーブル上でリモート HA のような感覚で設
定可能です。
映像設備は HDMI/DVI に対応した回線を各パネルに配置、必要なエ
リアに稼働出来る様モニタースタンドにまとめました。
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新製品
■ iZotope 社

RX Final Mix オープンプライス（市場予想価格 33,000 円税別）

「RX Final Mix」は、ステム・マスタートラックにインサートして最適なミックスバランスを得るために必要な機能を凝縮した 7.1CH サラウ
ンドトラック対応のポストプロダクション向けリアルタイム・プラグインです。「RX Final Mix」には、スタティック及びダイナミックに使
用できる 8 バンド EQ およびトゥルーピーク・コントロール可能な出力ゲインセクションとリアルタイム・ラウドネスメータが装備されており、
ダイナミクス・コントロールをスムーズに行いながらダイアログの明瞭性と最大のインパクトをもたらすことが出来る用に設計されています。

■ Softube 社

Heartbeat （近日発売 !）

～クラシカルなドラム・シンセシスが今再び～
Softube Heartbeat は、80’ s サウンドでお馴染みなドラム・シンセサウン
ドからユニークなサウンドまで奏でる画期的なドラム・シンセ・ソフトウェア
です。
エフェクト部には、Softube で最も定評のある Valley People Dyna-mite( エ
クスパンダー・ゲート）と TSAR-1（リバーブ）が内蔵。また、Auto Layer
Machine によってまるでこのソフト自身がマインドを持ったドラマーのよう
なアクセントやフィルが楽しめます。

■ Cymatic Audio 社

MADI Option Card for uTrack24 （予定価格 50,000 円税別）

uTrack24 にオプションボードとして追加可能な MADI
カードがついに発売となります。
よりプロフェッショナルな現場でも、MADI 接続で簡単
に２４トラック分のバックアップ・マシンとしてまたマ
ルチトラック・プレイヤーとして使用するための魅力的
なオプションです。夏には、新しいファームウェアと共
にリリースされる予定です。
また、uTrack24 用の iPad リモートアプリケーション
uRemote も登場！
レベルメータをしっかり監視が出来、全てのリモート
が可能となっていますので、ミュージシャンが自分で
REC を開始することにも最適です。

■ TAC オリジナル

S6 関連グッズ

AVID コンソールに不可欠なモニターアーム取り付けキット、台本置き、カフ / トークバック I/F
● ARM-150：価格 20,000 円税別
S6 用 DisplayMountAdapter エルゴトロン 45-241-026 と
45-295-026 に対応
● S ６台本置 ( 小）
：価格 38,000 円税別
S6 用台本置き（小）W290 x H270 S6Knob モジュールに対応
（上下キャスター付）
● S ６台本置 ( 大）
：価格 48,000 円税別
S6 用台本置き（大）W370 x H290 S6Knob モジュールに対応
（上部キャスター付）
● TAC-VMC OP3 パック：価格 400,000 円税別
S6 用カフ／ TB システム ACS-VMC、CLB-1、CMC-DIR、ACS-OP3
各１台 （バンドル価格）
● TAC-VMC OP1 パック：価格 500,000 円税別
S6 用カフ／ TB システム ACS-VMC、CLB-1、CMC-DIR、ACS-OP1
各１台 （バンドル価格）
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ARM-150

Burl Audio 登場！
by Masahiro In
速い、簡単、安い .... 音がイイ！ エムズラーニングセンター

近頃、映像編集室でもラウドネスコントロールのニーズは高まっています。
iZotope 社から発売された RX LOUDNESS CONTROL をご紹介いたします。
RX4 Adv で培ったノウハウ + イージーオペレーション。
オープンプライス
そして、ProTools HD はもちろん、Media Composer、Premiere Pro CC にも対応です。
（市場予想価格 42,000 円税別） さらに、音がイイ！！

ProTools HD

Media Composer v7.0.4

準備：予め 2mix されたバウンスファイ
ルをご用意ください。

準備：新規トラックにファイナル
ミックスをレンダーしてください。
1：ツールメニュー＞ AudioSuite を選択
2： マ ス タ ー ク リ ッ プ モ ー ド に て、 修 正
す る フ ァ イ ル を ビ ン か ら AudioSuite に
ドラッグ＆ドロップします。これにより、
AudioSuite がマスタークリップボードに
切り替わります。
3：プルダウンメニューから
iZotope RX Loudness Control を選択 (H)
4：プラグインボタンをクリック (I)
5：RX Loudness Control が立ち上がり、
preset で ARIB TR-B32 を選択 (J)

6：Optional(K) をクリックし、分析
7：レンダリング (L) をクリック
8：最後に OK(M) をクリック
9：処理が完了すると元のファイルの末尾
に ” _iZotope RX Loudness Control”
(N) と書かれた修正済みの新しいクリッ
プがビンの中に作成されます。

1：クリップを選択
2：AudioSuite メニューから
RX LOUDNESS CONTROL を選択
3：Preset(A) から ARIB TR-B32 を選択
4：分析 (B) をクリック
5：レンダー (C) をクリック
6：プラグイン上で、
「プレイリストに使用」を選択
していると、処理後のファイルに置き換わります。
7：下図 (a) は RENDER 後の数値です。
8：Export(b) をクリックする .csv ファイルで書き
出しが可能です。

by Kobayashi

弊社では、今年の春より Burl Audio 社のオーディオインターフェ
イス、及び DA/AD コンバーターの取り扱いを始めております。
Burl Audio 社は 2006 年に設立され、米国カリフォルニア州サン
タクルスに拠点を置くプロオーディオ機器のエンジニアリングと製
造を行う会社です。
パラダイスレコードからスタートした Burl Audio 社の製品は、レ
コーディングエンジニアの為にプロフェショナルな商業レコーディ
ングスタジオの環境下で設計されています。
Burl Audio 社のオーナーであり、製品のデザインを行っているリッ
チ · ウィリアムズ氏はかつて Universal Audio 2192 や 8110（現
在は生産完了）を設計した人物としても有名で UA 2192 は米国で
人気があった為、同じ設計者が作った Burl Audio 製品は非常に注
目を集めています。
Burl Audio 社のフラッグシップモデルである B80 MOTHERSHIP
は、デジタルレコーディングにおいてソウルや、暖かさや音楽性が
欠けていると感じる方に最適な製品です。 MOTHERSHIP の AD
/ DA コンバーターは、最大 80 アナログチャネルまで拡張可能です。
ADC チャネルは、オリジナルの BX1 トランスを使用し、DAC
チャネルは、最新の BURL AUDIO ディスクリート・アンプである
BOPA2（全クラス A）を搭載しています。
B80 の AD 部で採用している BX1 トランスにより B80 は非常に
バラエティーに富んだサウンドを持つことができます。B80 に高
いレベルの信号を入力した場合、BX1 は「ショックアブソーバ」
のように働き、ピーク時にサチュレーションや、暖かいトーン（ハー
モニクス）を付加します。逆にナチュラルなサウンドが必要な場面
では、入力レベルを下げることで、BX1 は、そのキャラの付加を
最小限にし、サウンドをクリアーで透明なままにしておく事ができ
ます。
また DA 部のディスクリート・アンプである BOPA2（全クラス A
回路）はハイグレードなオーディオトランジスターを採用し全ての
アナログ段で適切なレベルで信号を送ることで、サウンドへの悪影
響を排除しています。

Premiere Pro CC
1：シークエンスの IN/OUT をマークし、ファイル＞書き出し＞メディアを選択
2：書き出し設定ウィンドウの形式 (D) から、iZotope RX Loudness Control を選択
3：プリセット (E) から ARIB TR-B32 を選択
4：
「プロジェクトに読み込む」(F) をチェックし、修正後のファイルがメディアビンに保存されるようにします。
5：書き出し (G) をクリックすると、分析とレンダリングが行われ、ファイナルミックスが作成される。
6：「キュー」(G) をクリックすると、Adobe Media Encoder へエクスポートします。
7：処理済みのファイルをメディアビンから新規トラックのタイムラインへドラッグし、他のオーディオトラッ
クをミュートします。
8：ウィンドウメニューからイベントを選択し、各イベントをダブルクリックするとオリジナルのオーディオと
処理後の True Peak,Integrated の確認ができます。

導入事例

■株式会社 メディアハウス・サウンドデザイン 様

フォーリーブース (1)

B80 MOTHERSHIP Front

また B80 MOTHERSHIP に BMB1 ボードを搭載させると
ProTools HD もしくは HD Native の I/O として認識させることが
可能で HDX もしくは HD Native カードと DigiLink ケーブルで直
接接続することができます。1 台の B80 でも AD/DA ボードの搭
載枚数次第で、24in/32out や、40in、20in/40out、8in/64out
等の構成でシステムを構築することが可能です。このように１つの
ユニットで多チャンネルを扱えるメリットとして、複数のユニット
を同期させる為の PLL 回路によるジッターの付加を排除すること
が出来ます。
また BMB1 ボード以外に BMB2（MADI）と BMB3（Dante）デ
ジタルマザーボードを用意しています。
米 国 で は 既 に 数 多 く の 著 名 な エ ン ジ ニ ア や ア ー チ ス ト が Burl
Audio 製品を使用して好評を博しています。
エンジニアでは下記の方々が使用されています。
Vance Powell, Eddie Kramer, F. Reid Shippen, Joel Hamilton,
Rich Costey, Brendan Benson, Dave Cobb, Noel Zancanella
またアーチストでは下記の方々が Mothership を使用されていま
す。
Daft Punk, Mackelmore, Edware Sharpe and the Magnetic
Zeros, Maroon 5 (2014 年にリリースされた Maps という楽曲で
使用されています ), U2, ( 最新アルバムは Mothership を殆どの楽
曲で使用しています )
弊社では、上記でご紹介致しました、B80 MOTHERSHIP 以外
に も 2ch 仕 様 の B2 Bomber DAC（DA コ ン バ ー タ ー） や B2
Bomber ADC（AD コンバーター）も取り扱っておりますので、
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
■製品名：B80-8in/8out Bundle
B80-BMB1+B80-BAD4 x2+B80-BDA8 x1 セット
価格：オープンプライス（市場予想価格 820,000 円税別）
B80 MOTHERSHIP シャーシーに、B80-BMB1 と B80-BAD4 x2 枚
と B80-BDA8 x1 枚をセットにしたバンドル
■製品名：B80-24in/24out Bundle
B80-BMB1+B80-BAD4 x6+B80-BDA8 x3 セット
価格：オープンプライス（市場予想価格 1,900,000 円税別）
B80 MOTHERSHIP シャーシーに、B80-BMB1 と B80-BAD4 x6 枚
と B80-BDA8 x3 枚をセットにしたバンドル

B80 MOTHERSHIP Rear

■製品名：B80-BMB1 DigiLink ：B80 Mothership Chassis,BMB1 Mini-DigiLinkI Motherboard 価格：オープンプライス（市場予想価格 268,000 円税別）
BMB1 は、Pro Tools とダイレクトに接続可能な 2 つの DigiLink コネクターを標準装備、Pro Tools からストレートに最大 64 の DAC チャンネルを再生可能。
■製品名：B80-BMB2 MADI ：B80 Mothership Chassis,BMB2 MADI Motherboard 価格：オープンプライス（市場予想価格 268,000 円税別）
BMB2 は ASIO または Core AUDIO の PCIe MADI カードと使用する為の 2 つのオプチカル MADI ポートを搭載、2 のオプチカルポートは
44.1Khz,48Khz,88.2Khz,96Khz で 64IN/64out、また 176.4khz,192Khz で 32IN/32out がサポートされています。
■製品名：B80-BMB3 Dante：B80 Mothership Chassis,BMB3 DANTE Motherboard 価格：オープンプライス（市場予想価格 268,000 円税別）
BMB3 は、Dante 対応の２つのイーサーネットポートを備えています。２つの Dante ポートは 44.1Khz,48Khz,88.2Khz,96Khz で 64IN/64out、
また 176.4khz,192Khz で 32IN/32out がサポートされています。

サラウンドに対応した Ast

サーバーラック

仕込み部屋内の
ProTools システム

Bst

テレビ番組、映画、VP、CM、PV、Web、イベント等の選曲及び音響効果の製作から、
放送用番組の音声ポストプロダクション業務を行っていらっしゃいます、株式会社メ
ディアハウス・サウンドデザイン様はこの度、新橋から徒歩５分の場所へ神楽坂から
移設されました。
サラウンドの MA 作業にまで対応できる A スタジオと、ステレオの MA 作業を行う事
が出来る B スタジオ、音楽効果の録音が出来るフォーリールームを 1 部屋、そして、
音響効果の仕込み作業が出来る仕込み部屋を 7 部屋を設置し全ての部屋に ProTools
システムを導入しました。A スタジオと B スタジオの ProTools はサテライトリンク
で同期させて 1 システムとして稼働する事も可能となっています。
SPACE サーバーの導入で全ての部屋に導入した ProTools システムから共通マシン
ルームに導入したサーバーへアクセスする事ができ、多くの音響効果素材を共有する
事ができるようになり、とても効率良く音響制作作業を行う事ができます。
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フォーリーブース (2)

フォーリーブース機材

■製品名：B80-BAD4：4-channel ADC card for B80. 価格：オープンプライス（市場予想価格 198,000 円税別）
44.1kHz to 192kHz, 24 bit, 4 channel ADC、B2 BOMBER ADC と同一な回路パス、独自の高精度 BURL AUDIO BX1 トランスフォーマー搭載。
■製品名：B80-BDA8：8-channel DAC card for B80. 価格：オープンプライス（市場予想価格 238,000 円税別）
44.1kHz to 192kHz, 24 bit, 8 channel DACBMB2_MADI、B2 BOMBER DAC をベースにした回路パス、最新の BURL AUDIO BOPA2, OP-AMP を搭載。
■製品名：B2- ADC- Dante 価格：オープンプライス（市場予想価格 328,000 円税別）
2ch AD コンバーター 44.1kHz 〜 192kHz ハイレゾ対応
B2 Bomber ADC は •44.1kHz 〜 192kHz, 24 bit, 2 channel 対応の AD コンバーターです。独自
の高精度 BURL AUDIO BX1 トランスフォーマーを搭載、全クラス -A、ディスクリートトランジス
タとゼロフィードバックのシグナルパス仕様で極めて低いジッタ · クロックの 2 つの WC 出力を搭載。
■製品名：B2- DAC- Dante 価格：オープンプライス（市場予想価格 328,000 円税別）
2ch DA コンバーター 44.1kHz 〜 192kHz ハイレゾ対応
B2 Bomber DAC はユニークなクラス -A、ディスクリートオペアンプとパッシブフィルタを搭載。
B2 DAC はモニタリングに最適で最先端のコンバート・テクノロジーとサウンドの純度、空前のダイ
ナミクスを実現しています。
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導入事例

USER'S VOICE

■東京ネットウエイブ 様

する事を基本的なコンセプトとしてレイアウ
トや機材選択を考えました。機材選定と並行
して、これまでにもいくつかのスタジオを一
緒に作ってきた環境スペース（株）とも内装
／ワイヤリングの打ち合わせができたのでス
ムーズにスタジオ作りができました」と語り
ます。
「新設のスタジオではブース内に 42 インチの
大型液晶モニターを 3 台壁掛けにしており、
5 本のマイクを立てても十分な広さがあり、
アニメ声優専攻の演技レッスンにも対応でき
ますし、コントロールルームとブースの間の 規導入を図っています。サウンドスタジオで
ガラスは大きめにしたのでコミュニケーショ は機材の素晴らしさだけでなく、より実践的
Avid Pro Tools HD
ンをとりやすく、より円滑なアフレコ作業が な教育が可能となる教室作りを心掛けまし
+
可能となります」とのこと。
た」と語ります。
国内の専門学校としては 1 号機として S6- また、映像に関しては ProTools HD のビデ
S6-M10 SYSTEM
M10 導入を決めた理由については「昨秋か オトラックからの再生とし、アニメアフレコ
東京ネットウエイブは JR 総武線千駄ヶ谷駅、 らシステム構築について検討を始めましたが、 の現場でもムービーのファイルフォーマット
既設のスタジオで ProTools HD システムを （解像度／フレームレートなど）がまちまち
地下鉄大江戸線国立競技場駅から徒歩約 3
使 用 し て き た こ と も あ っ て、DAW は Pro である現状を考慮して Mac Pro のセカンド
分の閑静な場所にある専門学校です。
Tools で行こうと考えていました。ミキサー ディスプレイを HDMI 分配器で分配し、各
平成 26 年度「ゲーム・アニメ・声優・デジ
／コントローラーについてはコンパクトなサ モニターとは HDMI 接続にしています。こ
タルサウンドの専門学校」へリニューアルし
イズであること、そして最新の機種であり今 の方法のメリットは、ProTools のビッグカ
ました。ゲーム総合学科で 7 つ、アニメ総
合学科で 7 つの合計 14 もの専攻があります。 後業界のスタンダードとなるであろう S6 シ ウンターを利用することでタイムコード表示
そのうち、サウンド系で 2 つの専攻があり、 ステムを採用しました。サウンド制作のスタッ のオン／オフが可能になる点です。
フを目指す学生達にとっても業界標準となる 「より多様化する業界のニーズに対応できる
アニメ／ゲーム分野でのサウンドクリエイ
システムを学べるのは大切な事です」
技術と知識、そして実践的にそれを学べる環
ター／エンジニアの養成をしています。
学務部の佐藤先生も「今回は 4 月新規専攻開 境を常に整える事が教育機関として必要な事
従来、サウンド系専攻用のスタジオがありま
設に合わせて 150 人収容のシアター教室やそ ではないでしょうか」と並木先生は締めくく
したが、アニメ声優専攻新設にあたり、新た
の他の教室や機材についても大幅な改修／新 りました。
にアフレコ／ダビングのためのスタジオとし
て改修、オープンしました。
・Avid Pro Tools システム - HDX + OMNI system
サウンド専攻の並木先生は「これまでのスタ
主 ・コントロール・サーフェイス - Avid S6-M10 8 フェーダー
ジオは音楽制作におけるヴォーカルレコー
要 ・マイクプリアンプ - Universal Audio 4-710d
ディング用に設計されており、複数名での同
機 ・コンピュータ - Apple Mac Pro 3.7GHz クアッドコア /
時収録も必要なアニメのアフレコに使用する
32GB メモリ /512GB フラッシュストレージ
材 ・拡張シャーシ - MAGMA ExpressBox 3T
には無理がありました。学校の実習設備とし
・モニタリング用パーソナルミキサー - AVIOM A320
てより多くの用途に対応できるスタジオに

cymatic audio 社「 uTrack24 」使ってみました！
■ uTrack24

価格 108,000 円税別

24 channel Multi-Track Recorder + Player + Interface

text by 山下裕康 様
<Profile>

（有）ヒロサウンドテクニック代表取締役。番組 MA 全般～外画吹替
版・コンサートホールやスタジオなどあらゆる音楽録音を手がける。
所有するマイクは 100 本以上。
こんにちは。今回「uTrack24」を使用して録音をいたしましたので
ご報告をいたします。
弊社では、クラッシックコンサートの記録録音なども業務にしてま
す。通常はそんなにマイクの数はいらないのですが。今回はポップ
ス寄りのプログラム内容ということで、最低 20ch ほど必要になり
そうです。
当 然、USB １ 本 で 16ch の オ ー デ ィ オ イ ン タ ー フ ェ ー ス に な る
YAMAHA O1V96 と ProTools の組み合せでは収録を乗り切れませ
ん。
結果、24ch のシステムでの収録と言う話しになりました。
しかし大人の事情で、レンタル機材などは使えません。
いままで通り 1 台の O1V96 には 8ch の AD コンバータ、もう 1 台
の O1v96i に A-DAT のカードを入れて・・・、とかとか考えていた
のですが、複数の A-DAT を並行して使用するシステムは何かと不安
定になりがちです。
「不安を解消するために、 何か良いバックアップ方法はないだろう
か？ それも、まるまるマルチチャンネルで残せる方法。しかも、
手軽な方法で。」
世の中探せばあるものです。
「uTrack24」
タックシステムさんからデモをお借りすることができました。
結局 O1V96 と O1V96i の２台を並べて、マイクアンプの後 LINE
IN へ。 そ し て、 ミ キ サ ー の イ ン サ ー ト ポ イ ン ト か ら パ ラ っ て
uTrack24 へ。
ProTools には、両方のミキサーに A-DAT を増設して４個の A-DAT
IN のあるインターフェースから Mac（Protools) へ。
トータル MIX の 2ch は SPDIF でフィールドレコーダーへ。
といったシステムになりました。

■株式会社 巧芸創作 様
株式会社 巧芸創作様では、MA2 室の機材更新を行いました。
ProTools システムは新規 MacPro に変更し HDX カード化
HD I/O と SYNC HD も更新しました。
コントロールセクションには、ARTIST MIX と Control V2 を採用
映像設備は、Blackmagic 製 UltraStudio 4K を使用しています。

<Adder System 導入 >

今回、2 つのアフレコルーム、1 つのダビングルーム、
2 つのマシンルームを統合する 1 システムの Adder
KVM マトリクスシステムを導入しました。導入し
たシステムでは、14 台のディスプレイから、11 台
の PC を思うがままに操作する事ができます。
様々なメーカから KVM マトリクスが販売される中
で、Adder を選ぶメリットは IP 伝送といった所で
しょう。
固定 IP であれば、何 km も離れている PC であって
もアクセス可能で、システム導入後の拡張性はかな
り高いです。
個人的には、PC を選択する際の画面のグラフィッ
クが 1 番かっこいいと思います。
さて接続方法は至って簡単で、3 部屋のディスプレ
イ及び、マシンルームにある PC の近くには、お弁
当箱程のユニット（トランスミッターとレシーバー）
が設置され、それらのユニットが 1 台のネットワー
クスイッチで繋がれています。
この時使用するネットワークスイッチも、汎用製品
で問題ございません。
接続はとても簡易的ですが、どのディスプレイから
も、好きな PC にアクセスでき、他の人と 1 台の
PC を共有する事もできます。

標準の uTrack24 はアナログ入力ですので、インターナルクロック
で動いてもらうことにします。
2ch バックアップは SPDIF から MIX2ch のみの録音としました。

マシンルーム①

by Matsumura

■グロービジョン 株式会社 様

ここで大事なのは uTrack24 と 2ch バックアップは絶対に止まって
はいけないということ。

アフレコルーム①

マシンルーム②

アフレコルーム②

またグロービジョン様では、1 つマシン
ルームにレシーバを配備しました。
離れたマシンルームに配置されている PC
を含め、全ての PC(11 台 ) にアクセス可
能なので、例えばマシンルームで作業して
た際に、離れた部屋の PC 画面を確認する
ために一旦部屋に戻るといった、労力も削
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ダビングルーム②

る事ができます。
更には、他の部屋でどういった作業をし
ている確認もできます。この時は、マウ
スやキーボードを触れない見るだけの
モードを選択できる機能があるので、作
業の邪魔をする事無く確認できるので安
心です。

前々日にすべての機器を仮組して録音チェックです。
インサートポイントからのコードはコツコツと自作。
uTrack24 のアナログ入出力は D-sub です。
D-sub からの変換コードは探したらもう使わないものが出てきたの
で先をカットして TRS フォーンに付け変えます。
チップとリングをショートさせて、コールドはグランドに落としま
した。
電源を繋いでまずビックリ！
電源スイッチがありません。挿せば立ち上がります。
不用意に電源を切ってしまわないように配慮したのだとか・・・・。
色々メニューを探したのですが、システムのシャットダウンもあり
ませんでした。
録音を止めるたびに、そこまでのファイルはセーブされます。
そんなところも安心です。
あとは、UPS があれば完璧ですね。

■ LR-16

16ch マルチトラック
レコーダー

価格 58,000 円税別

■ LP-16

さて、テスト録音開始。
色々なソースを繋いでチャンネルチェック。
マイクも繋いで色々チェック。
結局、24ch で 2 時間と 4 時間の連続録音しましたが、問題ありま
せんでした。
録音されたファイルを見てびっくりしたのですが、uTrack24 は録音
トラック数に係わらず 2GB のワンファイルずつに分けて保存されて
います。つまり今回は、24ch x 約 10 分 20 秒 = 約２GB のファイ
ルが 1 つ、2 つ、3 つ、、、とできているのです。これを DAW に取り
込むと MONO チャンネル 24 個に展開されます。この方法のおかげ
で記録メディアに対する安定度が大幅に上がるのだそうです。
※注意
uTrack24 はハードディスクや USB メモリーを繋いだ時に、そのメ
ディアが十分なスピードを持っているかを確認します。しかしこの
テストを通過してもバスパワーのメディアは不安定なことが多いよ
うです。事前のチェックはきちんとしましょう。
さて、本番当日です。
きっちりと録音してくれました。
A-DAT 4 本を使った方は安定度が・・・・・・・・。
結局 uTrack24 での録音が最終的に採用されました。
音質は、とてもクリーンで色付けが少ないので、バックアップだけ
でなくメインの録音機としても優秀なことがわかりました。
24bit 96KHz まで対応してますからハイレゾの収録でも大丈夫。
単体では、ただただ録音するしかできません。各トラックごとのパ
ンチインなんて絶対無理。2ch、4ch、8ch、12ch、16ch、20ch、
24ch のどれかで録音する。それだけです。
でも、音楽スタジオでのリアルタイム・マルチトラック・バックアッ
プなどとしては有効ではないでしょうか。２台リンクして４８ｃｈ
まで OK です。もう、ハードディスクの容量が・・・・なんて時代じゃ
ないですから。１日中回しっぱなしなんてことも大丈夫です。これ
で一発 OK ！のテイクも怖くありません。
その他の機能として、PC や Mac を繋げば USB 接続の 24ch オーディ
オインターフェースにもなります。
iPad からのコントロールソフトも発表されました。
（これでレベル監
視やモニターが楽になるでしょう。
）
マルチチャンネルでまとまっているファイルの分割統合やレベル
マッチングなどができる「uTool」なんていうソフトや、
「MADI」の
インターフェースも発表されています。
使用方法はますます
広がりそうです。

結局我が社では
購入を決めました。
これからも、
ガンガン使っていきます。

下記製品もございます
のでお問い合わせください！

16ch Wav ファイル＋ MIDI ファイル・
プレイヤー

価格 58,000 円税別
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Dennmarkが⽣んだHigh-Quality Audio

Dennmarkが⽣んだHigh-Quality Audio

NTP Technology/ Digital A udio Denmark AX32

NTP Technology/ Digital A udio Denmark AX32

Pro | Monモニター・コントロール・オプション登場！
DAD/AX32とDADman v4.2 を使⽤したEUCON3コントロール

by Kobayashi

⽇本でもマスタリングスタジオや、放送局でその⾼品位なAD/DAが好評を博しているDAD/AX32ですが、今年から発売開始されたPro | Monモニター・コント
ロール・オプションを使⽤するとAX32とDADman、そしてEucon対応コントロールサーフェイスを組み合わせることで⾼品質なDAWのI/Oとしての機能や、
また同時にEUCONコントロールサーフェイスからAX32のマイクプリアンプのリモート操作、またAX32をDAWのモニタリングセクションとして使⽤すること
が可能です。対応EUCONコントロールサーフェイスとして
下記のものが使⽤できます。
Avid S6/ Avid Artist Control

AX32は、サンプル·レート44,1 kHzから最⼤384 kHz/ DSD64-128まで対応のインターフェイスです。またAvid Pro Tools対応I/Fと8ch AES / EBUとMADI
⼊出⼒インタフェースが標準で搭載されており、必要に応じて、Dante IPオーディオインタフェースと2つのオプチカル/SFPもしくはコアキシャル/SFPモジ
ュールをMADIインターフェイスとして追加で搭載することが可能です。これにより極めて汎⽤性の⾼いプラットフォームを構築できます。ProTools HDもし
くはHD NativeとAX32をDigi Linkケーブルで接続すれば、ProTools上ではHD I/OもしくはMADI I/Oとして認識します。これにより44.1khz,もしくは48khz
であれば64chのI/Oとして使⽤できます。(88.2もしくは96khzでは32ch,176.4もしくは192khzで16chのI/Oになります)AX32のシグナルレベル、サミン
グ、トークバック、キューミックス、フォールドダウン機能は、対応しているAvid EUCONコントロール·サーフェイスから直接操作することができます。迅
速かつ容易にコントロールルームのモニター、個別のモニター、キュー、ステムやシグナルインサート等を柔軟に管理することができ、モニターフォーマット
は、5.1から9.1サラウンド、22.2、ATOMOSを含め、最⼤32チャンネルまで構成することができます。
システム例:
ProTools HDXのI/OとしてAX32を接続し、AX32のD/Aコンバーターの出⼒をEucon対応コントロールサーフェイスから直接コントロールすることで、ロスの
少ないピュアなサウンドでセッションをモニターできます。またAX32とDADmanを使⽤することで7.1や5.1等のサラウンドソースを簡単にダウンミックスす
ることが可能です、またお好みのダウンミックス係数を⾃由に⼊⼒することも可能でダウンミックスのOn/OﬀもEucon対応コントロールサーフェイスからコン
トロール可能です。

DADman コントロールソフトウエア

DAD/AX32を使ってDSDネイティブファイルを聞いてみよう！

巷ではハイレゾが流⾏っているようで、⼤⼿電気店等では、ハイレゾプレイヤーやハイレゾ対応DAC/ポータブルヘッドフォンアンプを始め様々なハイレゾ
関連製品が販売されています。そこで今回は弊社で扱っているNTP社のDADブランドのAX32を使ってDSDネイティブファイルの再⽣にトライしてみたいと
思います。
先ず、DSDを聞く為にお好きなDSDネイティブファイルをハイレゾ⾳源配信サイトからダウンロードしてください。あと必要なものはMacもしくはPCのコ
ンピューターとハイレゾを再⽣する為のソフトウエアが必要です。こちらは有料のものからフリーのものまで⾊々ありますが、今回はMacでテストする関係
で、Audirvana PlusというMacでは定番のハイレゾ再⽣ソフトを使います（JRiver /Media Center 20でも動作可能です）。あと最新のファームウエアにア
ップデートしたAX32、そして今回はMacとAX32間でDSDデーターストリームの橋渡しをする役目としてDante Virtual Soundcardも使います。というこ
とでAX32の内蔵Danteオプションボードも必要です、こちらもDante Brooklyn II module を最新のファームウエアにしておきます。AX32とDante
Brooklyn II module を最新のファームウエアにすることでDOP(DSD Audio over PCM Frames )対応にすることができます。DOPとはDSDデータをPCM
データに⾒せかけてPCMで転送する技術です。これを使う事でAudirvana Plusから再⽣されるDSDデーターをDante上では176.4khz/24bitのPCMデーター
としてAX32に送り、DOPに対応しているAX32はDSD64としてそのデーターを再⽣するという流れです。AX32は現在DSD64とDSD128に対応していま
す。因にDSD64は2.8224MHzで、DSD128が5.6448MHzになります。
DSD再⽣の流れ
先ず、DADmanを⽴ち上げてDanteの⼊⼒をDAから出⼒するようにMatrix画⾯
でパッチします。クロックをInternalにしてSample rateをDSD64に設定しま
す。次にDante Virtual Soundcard （以下DVSC）を起動してお持ちのコンピ
ューターのスペックに合わせて適宜Audio ChannelsやDante Latencyを設定し
ます。次にDante Controllerを⽴ち上げてAX32とMacのDVSCの出⼒chとAX32
の⼊⼒chをクリックして接続します。
次にAudirvana Plusを起動したら、preferenceのAudio Systemタブから
Preferred Audio DeviceをDante Virtual Soundcardに設定します。Native
DSD CapabilityをDSD over PCM Standard 1.0に設定します。
これでお気に⼊りのDSDファイルをAudirvana Plusで再⽣すればAX32のDA outから⾳が出る筈です。ま
た、Eucon対応コントロールサーフェイスとPro|Mon対応のAX32をお持ちの場合はこのDSDの⾳量コントロ
ールもDADman経由でEUCONサーフェイスから簡単にコントロールできます。如何でしょうか、PCMとはま
た異なった質感の素晴らしいサウンドが聞こえましたでしょうか？
DSD録⾳にトライ！
DSDの再⽣ができたので、次はDSD録⾳をしてみましょう。DSDの録⾳というと、専⽤
機での録⾳や⾒慣れない機材が多く難しそうというイメージが湧いてくるかもしれませ
んが、今回は、AX32とコンピューターを使って2chのステレオ録⾳を簡単に⾏う⽅法を
ご紹介しましょう。 録⾳で使⽤するソフトはVinylStudioというソフトを使⽤します。
VinylStudioは本来、アナログレコードをDSDファイルにしてアーカイブするというの
が本来の目的のソフトのようですが、アナログレコードに限らずどのようなオーディオ
素材でも録⾳はできるので、テストを兼ねて今回はこのソフトで録⾳してみます。
VinylStudioはMacとPC版、両⽅存在していますので、お持ちのコンピューターに合わ
せてお選び頂けます。今回はMac版を使います。ダウンロード&インストールが完了し
たら、先ほどのDSDの再⽣時の⼿順と同様に、DADmanとDante回りの設定をしておき
ます。先ほどと違うのは、今回はAX32のADをDanteから出⼒出来るように設定しま
す。今回もDVSCのサンプルレートは176.4khzでAX32のサンプルレートはDSD64にし
ておきます。

DADmanコントロールソフトウエアはWindows もしくはMACOSX コンピューター上で動作します。DADmanはAX32をイー
サーネット経由でコントロールします。Pro | Monモニター・コ
ントロール・オプションが搭載されているAX32の場合は
DADmanのモニタセクションから簡単にモニターしたい⼊⼒ソ
ースの設定やモニタースピーカーやSLS(Studio Loud
speakers)やCue outへの出⼒のアサインが⾏えます。

S6からAX32のDA出⼒その他モニターレベルをコントロール
DADmanで設定した項目がAvid S6 /マスターモジュール上に現れます。ダウンミックスのOn/OﬀもS6 MTM
メインモジュールからコントロールできます。またDADmanからトークバックマイクの⼊⼒設定やコントロ
ールルームスピーカーやモニタースピーカーへのトークバックマイクの割り込み⽅を含めた設定もできます。
トークバックマイクのOn/OﬀはS6側のTalkbackボタンでコントロールできます。

Avid S6からAX32のライン/マイクプリの切り替えやマイクのゲイン、
ファンタムのOn/Oﬀをコントロール
AX32にライン/マイクプリカードが搭載されている場合、Pro Toolsは、
その⼊⼒⽤のマイク·プリアンプをコントロールすることが可能です。Pro
Toolsからコントロールすることは、DADmanに全て反映されます。マイ
クとDI、ラインの⼊⼒切り替え、⼊⼒ゲインの調整やPadやファンタム電
源、ハイパスフィルタのon/oﬀ,位相反転のコントロールがS6サーフェイ
ス上から⾏えます。

VinylStudioを起動します。次にOptionメニューからRecording Optionsの
Recording FormatをDSFもしくはDFFフォーマットを選択します。
Check Level画⾯からInput DeviceをDante Virtual Soundcardに設定します。
またDSD InputをDSD standard rate ( DSD over PCM)に設定します。
これでDSD録⾳ができる筈です。後は録⾳レベルのチェックを⾏って、
適切なレベルであることを確認したらメイン画⾯の左下にあるレコードの絵の横のWait for needle
downのチェックを外してRecordボタンを押せば直に録⾳が始まります。出来上がったファイルは
Audirvana Plusで聞いてみましょう！DSDファイルはDSDドメイン上では基本的に編集できません
が、DSDファイルをPCMにコンバートすることで、PCMデータとして編集することはできます。PCM
になれば様々なプラグインソフトによるエフェクトや波形編集も⾏えます。cakewalk sonarの最新バ
ージョンでDSDファイルのインポートとエクスポートが対応になったということでこちらを試してみま
した。（sonarはPC版のみとなります）（sonar上で直接DSDファイルの再⽣/録⾳はできません）
DSDファイルのインポート時の設定として176.4khz/24bitを選択してインポートすることで、このフ
ォーマットに変換されたPCMデータが波形として画⾯に表⽰されます。あとは⼀般的なDAWとしての
編集やプラグインでのエフェクト作業が⾏えます。作業が完了したら、最後にエクスポートでDSDファ
イルに再びコンバートすれば、DSDファイルとして保存しておく事ができます。
今回ご紹介させて頂きましたDAD/AX32の構成は下記になります。（ソフト類は別途となります）

お得なPro | Monモニター・コントロール・オプション・バンドル
通常商品のAX32 8 Line DA Converter¥700,000（税別）にPro|Mon Monitor control license ¥124,000 （税別）を組み合わせるよりも¥109,000もお得
なPro | Monモニター・コントロール・オプション・バンドルが登場しました！
AX32 Base unit bundle w. 8 ch. DA and Pro|Mon ¥715,000 （税別）
内容： 8 AES3, 1 MADI and Pro Tools HDX I/O interface, 8 ch. DA card,Pro|Mon Monitor control license
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by Kobayashi

製品名

価格（税別）

AX32 Base unit bundle w. 8 ch. DA and Pro|Mon

¥715,000

AX32 8 Line Pristine AD card

¥230,000

NTP IP audio Dante Brooklyn II module

¥64,000
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AVID

ProTools12 発表

by Shimegi

2015 年 1 月、ProTools 12 が発表されました。ProTools12 では、新しい柔軟なライセンス方式により購入時の選択肢が増えた事と、アップグレード＆サポー
トプランが新しくなりました！さらに新しいサービス Avid クラウド・コラボレーション、マーケットプレイスの利用が可能となります（年内予定）！
これから新規導入、アップグレードを検討されている方へ下記がご参考になればと思います！ ※本資料に記載の内容は、予告なく変更される場合がございますので、
予めご了承下さい。（本資料は 2015 年 6 月 16 日迄の情報となります）

＜２種類の柔軟なライセンス方式＞
■永続ライセンス方式
使用期限のないライセンスです。ソフトウェアの所有権はお客様にあります。
■サブスクリプション方式
使用する期間に応じて使用ライセンスを支払う方式です。（年間 or 月間）

注・サブスクリプションは ProTools ソフトウエアのみで
ProTools HD ソフトウエアにはございません。
注・サブスクリプション版のソフトウエアライセンスは最新バージョン１つのみで
「12+11+10」のコンボライセンスではありません。
●年間サブスクリプション (Card and iLok 付属 )
・9900-65633-00 ProTools 年間サブスクリプション
：35,000 円税別
・9900-65635-00 ProTools 年間サブスクリプション教育機関向け
：11,600 円税別
・9900-65634-00 ProTools 年間サブスクリプション生徒／教員向け
：11,600 円税別
●月間サブスクリプション AVID Store のみの販売

＜ Avid Cloud Collaboration ＞
Pro Tools ユーザーがクラウド環境にて
他の Pro Tools ユ ー ザ ー と ま る で 同 じ
スタジオにいるかのようにセッションを
一緒に作曲、録音、ミキシングすること
ができる画期的なコラボレーション機能
セットです。

＜ Avid Marketplace ＞

Avid マーケットプレイスを通じて、Pro
Tools ユーザーはアーティストのコミュ
ニティに参加し、必要に応じて新しいプ
ラグインやアプリケーションを取得、グ
ローバルなプラットフォーム上で作品を
簡単に保存または共有できます。

＜年間アップグレード & スタンダードサポート＞

・期間内有効のアップデート / アップグレード権
・案件回数制限なしでウェブから質問が可能
・月に 1 回（ProTools) 電話による質問が可能
ProToolsHD は回数制限なし

新規で永続ライセンス、サブスクリプションを購入時には、
アップグレード & スタンダード サポートプランは含まれ
ています。
●永続ライセンス
：1 年のプランが付属します。
●サブスクリプション：サブスクリプションの期間内のみ
のプランが付属します。

アプリケーション
マネージャーは、
メニューバーから
表示できます！

（※ 下記情報は MC に
なっておりますが
ProTools も同様です）

＜注意＞ ProTools HD システムを新規ご購入時にアップグレー
ド / スタンダードサポートプランは付属しておりません。
※アップグレード＆サポートプランの有効期間はアクティベー
ション完了日から 1 年間です。
「アプリケーションマネージャー」
で管理される予定。
永続ライセンスを持っていても、アップグレード＆サポートプ
ラン期限切れ後、持っている ProTools は使用可能ですが、そ
れ以降アップグレードする事は出来なくなります。毎年更新す
るのは大変ですが、次の ProTools のメジャーリリースまでお
待ちいただく事無しに、継続的に、より頻繁に、新機能追加が
できるようになると言う事ですので是非ご検討されてみてはい
かがでしょうか！

■新規 ProTools
永続ライセンス
● 9900-65599-00
105,000 円税別

ProTools with Annual
Upgrades and Support
(Card & iLok)

● 9900-65600-00
EDU 教育機関向け
35,000 円税別

ProTools with Annual
Upgrades and Support
Institutional
(Card & iLok)

■新規 ProTools ＋ I/O
永続ライセンス
● 9900-65584-00
129,000 円税別
ProTools Duet
● 9900-65585-00
222,000 円税別
ProTools Quater
年間アップグレード &
スタンダードサポート付属

※要申請書

※継続して使用し続
けたい場合は、
毎年更新する必要が
あります

■新規 ProTools ＋ I/O
年間サブスクリプション
● 9935-66040-00
81,900 円税別
Eleven Rack
with ProTools Sub

● 9900-65635-00
EDU 教育機関向け
11,600 円税別
ProTools Annual
Subscription
(Card & iLok)

■新規 ProTools
年間サブスクリプション
● 9900-65633-00
35,000 円税別
● 9900-65635-00
EDU 教育機関向け
11,600 円税別
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ProTools Standard 積算価格の比較
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`57/222

`572/222

■更新
（既存ユーザー様向け）
永続ライセンス

ProTools LE 7、8、ProTools 9、10、
PT Express、PT M-Powered をお持ちで

積算価格


`57/222
$%3 %z


`57/222


`33/822


`33/822

43

`57/222
`32/;22

`57/222
`67/;22

`33/822

`33/822
`45/422

54

`32/;22

`67/;22
`78/:22

`33/822

`45/422
`56/:22

65

`32/;22

`78/:22
`89/922

`33/822

`56/:22
`68/622

76

`32/;22

`89/922
`9:/822

`33/822

`68/622
`7:/222

87

`32/;22

`9:/822
`:;/722

`33/822

`7:/222
`8;/822

98

`32/;22

`:;/722
`322/622

`33/822

`8;/822
`:3/422

:9

`32/;22

`322/622
`333/522

`33/822

`:3/422
`;4/:22

;:

`32/;22

`333/522
`344/422

`33/822

`;4/:22
`326/622

32;

`32/;22

`344/422
`355/322

`33/822

`326/622
`338/222

(rto

&



＜ ProTools
HD システム＞
276305;546035
DYW,GWWTZ,_,=MKNOURM,F[KVNKYN,F\XXWY[,EOVO]KT
276305;545035
Pro Tools | Software Standard Support Renewal

&

`43/;22


年間アップグレード &
スタンダードサポート
に入っていない方は
2015 年末迄に
下記の購入をお勧めします
● 9920-65034-00 21,300 円税別 在庫限り

Pro Tools LE Crossgrade Activation Card
（ProTools LE 7、8 ユーザー様向け）
● 9920-65113-00 21,300 円税別 在庫限り
ProTools 10 Upgrade Activation Card
（ProTools 10 ユーザー様向け）
● 9920-65114-00 21,300 円税別 在庫希少
ProTools 9 Upgrade Activation Card
（ProTools ９ユーザー様向け）

※ I/O を持っている方も
プラン期限切れ後、
下記のどれかを購入する
必要があります
サブスクリプションを選択する場合は
ProTools は最新バージョンのみとな
りますので、動作環境のチェックを
慎重にする必要があります

■新規 ProTools
月間サブスクリプション
AVID Store のみ

■更新 EDU 教育機関向け

（既存ユーザー様向け）

永続ライセンス

ProTools 9、10、ProTools M-Powered

年間アップグレード &
スタンダードサポート
に入っていない方は
2015 年末迄に
下記の購入をお勧めします

● 9900-65602-00

10,900 円税別

Annual Upgrade and Support Plan
for Pro Tools (Card)
Institutional

※ EDU 版（アカデミック）生徒／教員向けの価格は
教育機関向けと同じですが、
パッケージは異なりますのでお問い合わせください！

更新

■新規
ProTools HD システム
永続ライセンス

・ProTools HDX システム
・ProTools HD Native
システム

（価格は弊社営業にお問い合わせ
ください。）

+
年間アップグレード &
スタンダードサポート
未付属
のため
下記の同時購入を
お勧めします
● 9900-65596-00
65,900 円税別
Annual Upgrade and
Support Plan
ProTools HD (Card)

`32/;22
`43/;22

276305;545036
DYW,GWWTZ,_,A?,FWP[]KYO,@^XOY[DT\Z,F\XXWY[,EOVO]KT
276305;546035
DYW,GWWTZ,_,=MKNOURM,F[KVNKYN,F\XXWY[,EOVO]KT

`87/;22
`32/;22

276305;545036
DYW,GWWTZ,_,A?,FWP[]KYO,@^XOY[DT\Z,F\XXWY[,EOVO]KT

`87/;22

b+}



b+}
;;57087;24022
DYW,GWWTZ,0,=VV\KT,F\LZMYRX[RWV,->KYN,KVN,RCWS.


`57/222

;;57087;25022
DYW,GWWTZ,0,=VV\KT,F\LZMYRX[RWV,0,F[\NOV[,1GOKMQOY,->KYN,KVN,RCWS.
`33/822
;;57087;24022
DYW,GWWTZ,0,=VV\KT,F\LZMYRX[RWV,->KYN,KVN,RCWS.
`57/222

■更新
■更新
;;57087;26022
DYW,GWWTZ,0,=VV\KT,F\LZMYRX[RWV,0,BVZ[R[\[RWVKT,->KYN,KVN,RCWS.
;;57087;25022
DYW,GWWTZ,0,=VV\KT,F\LZMYRX[RWV,0,F[\NOV[,1GOKMQOY,->KYN,KVN,RCWS.
（既存ユーザー様向け）
;;57087;26022
DYW,GWWTZ,0,=VV\KT,F\LZMYRX[RWV,0,BVZ[R[\[RWVKT,->KYN,KVN,RCWS.
（既存ユーザー様向け）
j 
永続ライセンス
永続ライセンス

`33/822

`33/822

}rDYW,GWWTZ{|yquoDYW,GWWTZ,A?{|yquprhvt
j 
・ProTools
HD 7,8,9,10 ・ProTools HDX 10,11
DYW,GWWTZ,34}!q{|yzrf34gquod
}rDYW,GWWTZ{|yquoDYW,GWWTZ,A?{|yquprhvt
をお持ちの方は、
システム
システム
cDYW,GWWTZ,33
s32qzrktmxf32133134gq~zorhv
DYW,GWWTZ,34}!q{|yzrf34gquod
HDX
システムへの交換アッ
・ProTools HD Native
DYW,GWWTZ,34q#
rd5wknitle
cDYW,GWWTZ,33 s32qzrktmxf32133134gq~zorhv
プグレードをお勧めします！
10,11 システム
DYW,GWWTZ,34q}rJOL,F[WYOquq'
ole
DYW,GWWTZ,34q# rd5wknitle
（価格は弊社営業にお問い合わせ
をお持ちの方で、
DYW,GWWTZ,34q}rJOL,F[WYOquq'
ole
ください。
）

+
年間アップグレード &
スタンダードサポート
未付属
のため
下記の同時購入を
お勧めします
● 9900-65596-00
65,900 円税別
Annual Upgrade and
Support Plan
ProTools HD (Card)

年間アップグレード &
スタンダードサポート
に入っていない方は
2015 年末迄に
下記の購入をお勧めします
● 9900-65596-00
65,900 円税別

Annual Upgrade and
Support Plan
ProTools HD (Card)

２年目
1 年終了前に引き続き最新機能を入手するために
プランを更新する必要があります
■更新する
● 0541-39323-14
65,900 円税別
ProTools HD Software
ExpertPlus Support Renewal

■更新しない
持っている ProTools は
引き続き使用可能ですが、
それ以降バージョンへアップ
ができなくなります

プラン期限切れ後
アップグレードしたい場合のプランは現時点でございません
※年間サブスクリプションのプランも
現時点でございません
- 13 -

}

`57/222

積算価格

+}
bDYWGWWTZ,F[KVNKYN,<@?H!q)
$% %z 積算価格


+}

b%za"q

新規

}
4



32
`32/;22
`355/322
`33/822
`338/222
■ ProTools First：無償で利用することができるバージョンです！詳細はこちらをご覧ください。
http://apps.avid.com/ProToolsFirst/jp/

更新

4

●
ProTools Standard ＜ EDU 版＞積算価格の比較
bDYWGWWTZ,F[KVNKYN,<@?H!q)

※ ProTools HDX、HD Native ハードウエアバンドルの価格は
弊社営業にお問い合わせ下さい。

Annual Upgrade and Support Plan
for ProTools(Card)
（ProTools 9、10、PT Express、
PT M-Powered ユーザー様向け）

プラン期限切れ後
アップグレードしたい場合、
新規購入かサブスクリプションを購入する必要があります
■新規 ProTools
永続ライセンス
● 9900-65599-00
105,000 円税別
● 9900-65600-00
EDU 教育機関向け
35,000 円税別

(( &%%('
(( &%%('

● 9900-65594-00 21,900 円税別

２年目
1 年終了前に引き続き最新バージョンを使用するために
プランを更新する必要があります

● 0541-39324-13
EDU 教育機関向け
10,900 円税別

ProTools Academic
Standard Support Renewal

■新規 ProTools
月間サブスクリプション

AVID Store のみ

■更新しない
持っている ProTools は
引き続き使用可能ですが、
それ以降バージョンへアップ
ができなくなります

Zj_bkhk
Zj_bkhk

2EC5CCAF! GC!!6D=E8:;+9G?I8G?CB,8E:
) *GC!!6D=E8:;+9G?I8G?CB,8E:
X
2EC5CCAF!
) * X




I/O= ハードウエア

※サブスクリプションの期間のみのアップグレード & スタンダードサ
ポートが付属します
※サブスクリプション期限切れ後も ProTools を使用し続けたい場合は、
年間 or 月間サブスクリプションを再度購入する必要があります

年間アップグレード &
スタンダードサポート付属

■更新する
● 0541-39323-13
21,900 円税別
ProTools Software
Standard Support Renewal

ProTools Annual
Subscription
(Card & iLok)

 
 

bDYWGWWTZ,F[KVNKYN,,<*!q)
=IB?
■永続ライセンスと年間サブスクリプションの比較！

276305;545035
Pro Tools | Software Standard (rto
Support Renewal
b%za"q

（旧 ProToolsLE）

■新規 ProTools
年間サブスクリプション
● 9900-65633-00
35,000 円税別

 n  2EC5CCAF4C<GJ8E;4G8B:8E:4HDDCEG3;B;J8A
 n  2EC5CCAF4C<GJ8E;4G8B:8E:4HDDCEG3;B;J8A

fk\k]kc
fk\k]kc

l2EC5CCAF(ThZ`j_UQNRORXVPm

＜ ProTools Standard ＞

新規



2EC5CCAFJ?G>+BBH8A6D=E8:;F8B:4HDDCEG

-7-8B:?0C@
2EC5CCAFJ?G>+BBH8A6D=E8:;F8B:4HDDCEG

-7-8B:?0C@

2EC5CCAFJ?G>+BBH8A6D=E8:;F8B:4HDDCEG

,8E:8B:?0C@
2EC5CCAFJ?G>+BBH8A6D=E8:;F8B:4HDDCEG

,8E:8B:?0C@
+BBH8A6D=E8:;8B:4HDDCEG2A8B<CE2EC5CCAF
,8E:
 +BBH8A6D=E8:;8B:4HDDCEG2A8B<CE2EC5CCAF
o2EC5CCAF(M2EC5CCAF! M
,8E:
 25.KDE;FFM2EC5CCAF12CJ;E;:
o2EC5CCAF(M2EC5CCAF! M
25.KDE;FFM2EC5CCAF12CJ;E;:

AVID アカウントに
ログインすると下記
のよう有効期限が
確認できます！

=IB?

■ ProTools Standard 一覧

コラム No.21

〜 Mick Sawaguchi のサラウンドな日々〜

「 音楽制作と 3D サラウンド 」

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-LABEL

Surround Terakoya http://surroundterakoya.blogspot.com

映画音響では、Dolby Atmos というハイトチャンネルを最大で 64
チャンネル再生できる、3-D サラウンド方式が、どうやらデファク
トとなりつつあります。国内での Atmos 対応映画館の増加をはる
かに凌ぐ勢いで中国メインランドでは、すでに 2015 年１月時点
で 166 Dolby Atmos screens が設置され、東南アジア全体では、
293 館にも及ぶ勢いです。コンシューマ AV アンプも日本メーカー
が Dolby 社からのライセンスビジネスに便乗して Atmos 対応 AV ア
ンプを次々と投入しライセンス収益に大きな貢献をしている構図が
見られます。評論家のみなさんもこぞって自宅シアターにハイトチャ
ンネルスピーカを取り付け 3D- サラウンド映画の普及に貢献してい
ます。こうした入り口から再生までの横串を繋いでいく Dolby 社の
ビジネス展開は、まさに見事です。
ヨーロッパは、音楽におけるサラウンド、特に近年の 3-D サラウン
ド表現に大学や研究者、そしてレーベルやスタジオが積極的に取り
組んでいます。新しいトレンンドを発信するのは、ヨーロッパの務
めだと言わんばかりの動きといえます。しかし、ヨーロッパは、先
進的な取り組みと研究までは活発なのですが、残念ながらそれを商
業ベースにどう結びつけるか？には、あまり関心がありません。
古くは、AMBISONIC サラウンドや HD-MAC 方式や放送 MPEG-2
コーディック、そして WFS-3D サラウンドなどユーレカ連合が一体
となって開発研究した技術も残念ながら、商業ベースでは成功しま
せんでした。5.1CH サラウンド録音においても 1990 年代の半ばか
らヨーロッパ発の様々なマイキンングが提案され、その理論面での
裏付けも十分人々を納得させるものでした。
しかし現在 5.1CH 音楽サラウンドのマイキングにビジネスベースで
生き残っているのは、フィールド録音における IRT-X、デッカツリー
拡張版、ポリフェニアのアンブレラマイクといった方式です。
3-D サラウンドのマイキングについては今年のトーンマイスターコ
ンファレンスでも活発な研究成果が発表されています。そうした中
で実用性と表現に優れたマイキングが、どれくらい生き残るのか筆
者も大変興味あるところです。
ベルギーを拠点とした AURO-3D 方式は、当初 Dolby ATMOS の対
抗馬として映画音響にも進出しようとしましたが、制作ワークフロー
や DCP 配信、再生機器、映画館主の投資意欲といった総合的なフロー
を確立できず、映画制作からは、撤退を余儀なくされています。
しかし、Auro-3D のハイトチャンネルレイアウトは、基本 4 チャン
ネルの自然なサラウンド空間を想定していますので、音楽には、よ
くマッチする方式だと筆者は、考えています。

では、音楽業界は、こうした動きにどう取り組んでいるか？といえ
ば、まったく新規制作にも投資しないし、昔のマスター音源を焼き
直しして柳の下のドジョウをねらうくらいのビジネスマインドしか
ありません。まして新たな表現方法に投資や人材を投入しようとい
う気概もなくしてしまい、もはや「化石化」によりレーベルを存続
させている状況といえます。これでは、マスコミや評論家もメシの
種になりませんので、あまり力を入れないという負のサイクルに陥っ
ているのが現状といえます。

＜国内での取り組み例＞
高臨場感 3-D サラウンド
入交氏は、クラシック音楽での豊かな響きとステージ上の演奏
との両立性を探求した結果メインマイクで直接音を捉え、そこ
から 4-5m 後方でメインマイクとは、相関関係が少ない位置で
ハイトチャンネル用のセットアップを行うというアプローチで
レコーディングしています。機会があれば、是非 9CH 再生を聞
いてみると、臨場感豊で気持ちのよい響きを聞く事ができます。

- 14 -

Sonnet Tecnologies（ソネット・テクノロジー
ズ）は 4 月の NAB において興味深い製品をブー
ス展示しておりました。
現行の筒型 Mac Pro を横置きにして収納する 4U ラックマウント・シャー
シ xMac Pro Server、2U ラックマウント型シャーシ Echo Express III-R
には 3 つの PCIe スロットとは別にオプションのモジュールキットが利
用できるようになっています。
現在 5 種類のモジュールキットが発売されており、
Mac Pro Migration Edition（3.5” HDD x3 台）や
Blu-ray Mastering Edition
（BD/DVD Drive, 2.5” SSD/HDD x2 台 , 3.5”
HDD x1 台）などが人気があります。
そこへ新たなモジュールが登場しました。

価格：予定価格 105,000 円税別
発売時期：9 月予定

メインマイクとハイトチャンネル用マイクの位置関係は、どういっ
た関係が有効なのかは、まだ試行錯誤の段階です。2L のような全
てにコヒーレントなマイク位置がいいのか、それともメインマイク
とは、あまり相関関係を持たない方が有効なのか？今後のマーケッ
トにより自然淘汰されるかもしれません。

米 Intel が Computex Taipei 2015 イベント初日（6 月 2 日）の基調講
演にて Thunderbolt3 について発表を行いました。3 はどのような規格
なのでしょうか。!
● Thunderbolt 2
コネクタ形状 Mini Display
備考 Thunderbolt と USB は個別のコネクタで接続 !

創造型 3-D サラウンド
この例として筆者の UNAMAS レーベルの最新作「The Art
of Fugue」の録音を紹介します。録音は、軽井沢大賀ホール
で、ステージ上の配置を示します。この例では２層のハイトチャ
ンネル レイヤーを構成し、メインマイクにはノイマン KM133D デジタルマイクを使用しました。

のどちらかになると考えられます。高度臨場感 3-D サラウンドは、
あたかも演奏会場の立体的な響きを半球面で再現しようというアプ
ローチです。天井から降り注ぐパイプオルガンや宗教音楽の合唱と
オーケストラといった編成、または教会の高さを利用した楽器配置
の音楽等では、大変有効だと思いますし、純粋にホールの響きの豊
さを再現するだけでも 3-D サラウンドのメリットが活きると思いま
す。
ノルウエーの 2L レーベルは、こうしたアプローチで従来の水平面
5.1CH/7.1CH サラウンドのマイクアレイの上を拡張し（6ft 上）ハ
イト用のマイクを設置した独自の 3D- マイキングアレイで近作を制
作しています。この音源は、Auro-3D エンコードされ、Auro-3D デ
コーダがれば、ハイト情報が再現される仕組みです。

Marantz 社
Auro-3D 搭載 AV AMP
AV-8802

Sonnet Technologies 社
■ MR-PCIE-EXP

このモジュールは PCIe スロットを 3 つ持っており、こちらも利用する
と 1 シャーシで最大 6 枚の PCIe カー
ドが実装可能となります。
ただし、標準の PCIe スロットとの違
いがあります。
ロープロファイル（Low-profile）カー
ドに限られるということです。
ですので、このモジュールには HDX
や HD Native カ ー ド は 組 込 め ま せ
ん。1G/10G イーサネット・カード、
SAS/SATA カードなどが対象になり
ます。システムによっては使い道のあ
るモジュールキットになるかもしれま
せん。

2L での Auro-3D マイキングは，ワンポイント 7.1CH アレイの上
にさらに 4CH を追加した構成で、ヨーロッパでの一方式として認
知されつつあります。

創造型の 3-D サラウンドの例として DJ-3D
MIX を紹介します。
これは、ベルギーの DJ 音楽を
Galaxy Studio で 9CH MIX した作品で
2L の録音とは全く異なった典型サウンドデ
ザインでまさに創造型といえます。

by Ono

■ Thunderbolt 2-To-PCIe Card
Expansion Edition!

では、志ある制作者は、世の中にいないのか？といえば、その突破
口は、
「ブティック . レーベル」にあると言えます。ここではそうし
た音楽における 3-D サラウンドに取り組んでいる現状を紹介します。

ハイトチャンネルでは、どんな情報があれば現在の水平面サラウン
ド 5.1CH より有利なのか？ここがまさに普及のキーになるポイント
です。
ひとつは、
●高度臨場感 3-D サラウンド
●創造型デザインの 3-D サラウンド

＜テクノロジー紹介＞

● Thunderbolt 3
コネクタ形状 USB Type-C
備考 同じコネクタで両方に対応 !
USB Type-C のコネクタ 1 つで、USB/Thunderbolt/DisplayPort/PCI
Express の 4 つのプロトコルに対応する合体型のポートということにな
ります。
USB Type-A, B, C と 3 つの端子が Type-C にまとめられつつあるとこ
ろへ Thunderbolt も Mini Display 端子をやめて Type-C に相乗りした
わけです。
スペックとしては、
1. 最大転送速度 40Gbps（Thunderbolt 2 は 20 Gbps）
2. モニター解像度 4K/60Hz ディスプレイ・デュアル対応
3. Thunderbolt/USB/DisplayPort/PCI Express 各プロトコル対応
4. スタンダード：15W 給電、オプチカル：100W 給電対応
このような内容になります。USB については 3.1 までサポートされます
ので最大 10 Gbps 対応、DisplayPort は 1.2 に対応します。
ケーブルに関しては、
1. パッシブ 20Gbps 銅線ケーブル 2m まで。Thunderbolt 2 (20Gbps)/
USB3.1/DisplayPort 1.2
2. アクティブ 40Gbps 銅線ケーブル 2m まで。Thunderbolt 3
(40Gbps)/USB3.1
3. アクティブ 40Gbps オプチカルケーブル 最大 60m まで。
Thunderbolt 3 (40Gbps)
このような内容になっています。
Thunderbolt 2 では PCIe が PCI Express 2.0 だったのに対して、
Thunderbolt 3 では PCI Express 3.0 になることもあり、PCI バスが高
速化しています。

UNAMAS レーベルの最新作
「 The Art of Fugue 」

Computex Taipei 会場で Thunderbolt 製品を展示しているブースで聞
いてみたところ、「まだ対応するホストマシンも出てきていないので状況
がわからない。製品化したとしても年明けになるのではないか」という
回答が多かったです。
Thunderbolt 製品のラボテストも年々コストが上がっているそうで、
Thunderbolt 3 対応製品というのはハイエンド志向になるのかもしれま
せん。
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！「 モニターを制すモノは、システムを制す？の巻 」
す
で
現場

こちら

by Endoh

今回の現場は、国内 2 箇所目となる ドルビーアトモス ホームのマスタリングが可能の、
ポニーキャニオンエンタープライズ ピーズスタジオ様にお邪魔しております。

導入場所は、A/Rone スタジオ。
アフレコから MA まで対応可能なスタジオに今回、ドルビーアトモス ホーム環境が追加されました。
従来の 7.1 サラウンドに、トップスピーカーを追加した「11.1 サラウンド」となり、
音声回線も従来のアナログ / デジタル環境は残しつつ、ドルビーアトモスの音声処理を行う、
「RMU ユニット」からの MADI 回線 128ch が増えこれらの接続とモニターリングには悩みました。
そこでご紹介したいのが、VMC102 を中心としたモニターリングシステムです。
注目すべき点は、音声回線を全て ANDIAMO2.XT に接続している事。
マイク回線 (※HA で LINE レベル後）、VTR、エフェクター等パッチ盤感覚で、
考えられる入出力を全てです。
アナログ / デジタル /MADI の入出力を持つ ANDIAMO の特徴を最大限に利用します。
VMC102 システムはモニターリングという枠より、コンソールに近いと思います。
例えば、VTR 出力を ProTools に送りつつ、スピーカーでダイレクトモニターリングしたり、
素材選択した回線をモニターコントロールせず FIX レベルで出力すれば
収録切替器にも、もちろんアナログ / デジタル複数出力も可能で、分配器要らず。
マトリックス機能 / 分配 /AD-DA 変換 / モニターセレクト / ボリュームコントロールは、
全て VMC102 が管理コントロールしているので、PC を使う事なく設定可能。
AVID 製コントローラー「S6」への組み込み以外に、写真のようなラックマウントパネルに
埋め込むことも、直置きも可能です。
色々なシステムに展開できるこの商品、実は影のボスなのではないでしょうか。

■ 96kHz ~ 192kHz 対応
プラグインリスト
by Kikuchi & Kawamura

昨今の音楽業界は良い傾向で、一般的にもハイレゾ音源
に興味をもつユーザーが増えている様です。電気店の
オーディオコーナには多くのハイレゾプレイヤーが店頭
に並ぶようになりました。
主だった所では限定販売されている宇多田ヒカルの最新
リマスタリング音源や、この記事を執筆中にリリースさ
れた Mr.Children のアルバムもハイレゾ音源で有る事
を前面に打ち出しています。
巷では” ハイレゾ女子” なる言葉まで飛び出しています
が、ブームに終わらず、定番化を願っております。
ProTools の 192kHz セッションで作業を行うユーザー
様はそこまで多くはいないと思いますが、96kHz セッ
ションは音楽レコーディングでは標準化して来ている様
に見受けられます。
そこで皆様のご参考になればと、96kHz ~ 192kHz に
対応しているプラグインリストを作成いたしました。
先ずは弊社で取り扱いのプラグインと AVID 社関連をリ
サーチ致しました。
その他、主だった 3rd パーティー製プラグインにつき
ましては各メーカーが公開しているサイト内にリンクが
ございますので、最新情報／詳細等は、各メーカサイト
並びに各取り扱い代理店様までご確認下さい。

新
ス
タ
ッ紹
フ介

メーカー

プラグイン

対応

Alloy 2

○

Insight

○

Iris 2

○

Nectar 2

○

Ozone 6

○

RX 4

○

Stutter Edit

○

Trash 2

○

Console 1

メーカー

プラグイン

192kHz
対応

Band Pass

○

Comb Filters

○

Contrast

○

Delays

○

Doppler

○

Equalize

○

Evolution

○

○

Freeze

○

Abby Road RS127 Box

○

Fusion

○

Abby Road RS127 Rack

○

Grinder

○

Abby Road RS135

○

Pitch Accum

○

Acoustic Feedback

○

Reson

○

Acoustic Feedback Deluxe

○

Shift

○

White Amp

○

Shuffling

○

Bass Amp Room

○

○

FET Compressor

Warp

○

Metal Amp Room

○

Active Equalizer

○

Passive Equalizer

○

Focusing Equalizer

○

Spring Reverb

○

Focusrite d2/d3

○

Summit Audio TLA-100A

○

HEAT

○

Summit Audio EQF-100

○

Impact

○

Summit Audio Grand Channel

○

JOEMEEK Bundle

○

Tonelux Tilt

○

Moogerfooger Bundle

○

Tonelux Tilt Live

○

Pro Compressor

○

Trident A-Range

○

Pro Expander

○

TSAR-1 Reverb

○

Pro Limiter

○

TSAR-1R Reverb

○

Pro Subharmonic

○

Tube Delay

○

Tube-Tech Claasic Channel

○

Pultec Bundle

○

Tube-Tech CL 1B

○

Reel Tape Saturation

○

Tube-Tech ME 1B

○

Reel Tape Suite

○

Tube-Tech PE1C

○

Reverb One

○

Valley People Dyna-mite

○

ReVibe II

○

Vintage Amp Room

○

Smack!

○

2016 Stereo Room

○

SoundReplacer

Blackhole

○

Space

H3000 Factory

○

Tel-Ray Variable Delay

○

Ominipressor

○

Voce Bundle

○

■小林 稔朗（Toshiro Kobayashi）
初めまして、昨年末から入社した小林です。新人の割に年をくって
いてタックの平均年齢を上げてしまって申し訳ないです。
。汗
担当は NTP/DAD,Burl Audio 社製品と Avid/S6 関係です。諸々
お問い合わせ下さい。よろしくお願いします。
会期：
7 月 2 日（木）10：00 ～ 18：00
7 月 3 日（金）10：00 ～ 17：00
会場：福岡国際センター
入場料：無料
発行・編集元

192kHz

Saturation Plugin v3.0
Aphex Aural Exciter & Big Bottom Pro Bundle
Classic Compressors Bundle
Eleven

○
96kHzまで
○
96kHzまで

○
96kHzまで

■安田 貴洋（ Takahiro Yasuda）
５月に入社致しました安田です。
音楽が好きなところからプロオーディオの世界に興味を持ち、そこ
でタックシステムの入社に至りました。
まだ何もわかりませんが一つ一つ勉強していき社会に貢献できれば
と思います。よろしくお願いいたします。

日本ポストプロダクション協会主催の九州放送機器展が福岡市で開催
されます。
AVID S6 を 始 め、VMC-102、DAD AX32、DirectOut ANDIAMO
を展示いたします。
また、iZotope プラグインのデモンストレーションを行います。

不許複製
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