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2014 年 11 月T o t a l A u d i o C r e a t i o n

タックインフォメーション

弊社は、今期末をもちまして創立 20周年を迎えました。
これもひとえに皆様の絶大なご支援、ご愛顧の賜物と深く感謝申し上げます。

代表取締役社長　山本 隆彦

創設時は、私・山本隆彦がひとりで事業をはじめました。
当初は、業務用の設備を導入されるレコーディングスタジオ、ポ
ストプロダクションスタジオ、放送局様などにおいて、収録・編
集するための機器や設備を導入するにあたり、どのような機材を
システム構築すべきか、またコストパフォーマンスを考え、最新
の機器を導入できるのかなどのニーズが多かったため、そのノウ
ハウに対する対価をいただくコンサルティングビジネスとして
スタートしました。
これは、例えば５千万円の予算でスタジオを作りたいが、実際に
は、３千万円の予算で同じようなことができれば、となった場
合、安くなった分の何％かをいただくのがコンサルティングビジ
ネスですが、国内では、当時ノウハウだけに対価を支払う習慣が
ほとんどなかったので、製品も売るシステム販売会社となりまし
た。
さらに、同業仲間業者様と同じ商品で価格競争でだけでは先が見
込めないため、オリジナル製品を作り、日本にないものを海外か
ら輸入し、国内マーケットに合う製品開発をするなどし、現在の
事業内容に至っています。
初年度に続き、次年度から毎年１人ずつ社員を増やし、「10年
で 10人売上 10億」を目標にし、少数精鋭で何とか目標までに

なりましたが、その後の 10年は、リーマンショックや震災等な
どもあり、現在は社員 15人でがんばっている現状です。
ここ数年の間でスタジオ設備は様変わりし、20年前だと 1億
円ほどかかった設備が、現在では 1千万円で余りあるか、機能
的にはよくなっているといったことか当たり前です。エンジニ
アやオペレータの方のペイメントやノウハウなどの付加価値は、
機器の予算が1/10になっても増えてゆく方向に改善されて行く
ことを望む今日このごろです。
 
このような状況の中、創立 20周年を迎えることができましたの
は、多くのお客様に支えられ、そして特約店様、パートナー企
業の皆様のご指導とお力添えのおかげと深く感謝しております。
これを機に社員一同決意を新たに、いま一度
創業の精神に立ちかえり、一層の努力をして
皆様のご愛顧にお応えしていく所存でござい
ます。

今後とも、なにとぞご支援ご愛顧を賜ります
ようお願い申し上げます。

タックシステム株式会社
www.tacsystem.com

20 周年おめでとうございます !　
私達は、タックシステムと共に働けることを本当に幸運だったと思います。業界のエキスパートである彼らのプロオーディオ、
ポストプロダクション・エンジニアのかたたちへの働きかけに感謝しています。そして彼らはいつもオーディオ全てに関する
深い知識に基づいた多くのフィードバックを与えてくれています。この 20周年を迎えられたのは、彼らのハードワークのた
まものだと思います。

Dave Hill Jr. 
VP of Sales and Marketing　iZotope Inc.

タックシステムが私達のプラグインを取り扱うことになったときから私の人生は大きく変わりました。初めて日本を訪れたと
き Tac はすばらしいもてなしをしてくれました。日本の文化、食べ物や飲み物など多くのことを学びましたし、Tac バーでは
たくさんの人々と会うことが出来ました。いつも本当にハードワークと笑いをありがとう !

Paul Neyrinck

Tim Carroll
Avid VP WW Audio 

「タックシステムは、マグマ社にとってベストパートナーです。20年もの間、共に歩めたことをうれしく思います。あなた方
のプロフェッショナルなアプローチやテクニカルな知識は常にマグマ社とその顧客の予想を上回る働きをしてもらえてきまし
た。我々の製品を日本の市場に浸透させていただいた献身的な努力に感謝します。私達は、タックシステムと今後も末永く良
い関係を行けることを望んでいます。また、20周年の記念のおりに少しでもお祝いの言葉を贈らせていただけることを光栄に
思います。Happy Anniversary!

Victoria Kohlhorst
Worldwide Strategic Partner Manager

お祝いのメッセージをいただきました。
Mick Olesh, 
Waves EVP Sales & Marketi

12 年以上もの間、Waves Audio はタックシステムと共に歩んできたことを誇りに思います。また私たちは、その優れた
プロ意識と専門知識をもって日本のプロオーディオ市場へのWaves の浸透の強化に尽力したタック山本と山崎淳ととも
に仕事が出来たことを光栄に思います。 私たちはあなたがたタックシステムの 20周年記念を祝福し、今後も私たちの豊か
な関係を続けることを楽しみにしています！

タックシステム 20周年、心よりお祝い申し上げます！タックシステムは、Avid にとって驚くべ
きパートナーとして長年の間、様々な試練を乗り越え、私達と共に成長を続けてきました。タック
システムの非常にプロフェッショナルなスタッフと共にビジネスを出来たことを光栄に思います。
私をはじめとする全てのAvid のスタッフは、タックシステム皆さんの献身的な働きに感謝し、今後
の将来のさらなる成功を心より祈念しています。



- 2 - - 3 -

IBC2014 がオランダ アムステルダム RAI コンベンションセンターで、今年は
天候にも恵まれ、過ごしやすい気候の中、開催されました。開催日は 9 月 12
日 ( 金 ) ～ 16 日 ( 火 ) と土日を含めた開催で、約 170 カ国、1500 社からの
出展と 5 万 5000 人を超える入場者数を迎え、14 箇所のホールに渡って放送・
音響機器やそれらのコンテンツの制作、管理、配信に携わる展示会でした。
ヨーロッパの展示会は私は初めてだったので、特にそう思えたのかもしれませ
んが、ヨーロッパ圏内の各国の方がのみならず、インド、中東やアフリカ系の
来場者が多く見受けられたように思われます。そして、映像フォーマットの
4K/ ８K やサーバー / アーカイブ、サラウンド / といったキーワードの製品や
サービスの出展が多くありましたが、SD フォーマットのサポートもしており
ますという製品もあり、非常に幅の広い製品群の展示会と感じました。
ここでは、弊社が取り扱っておりますメーカーを中心に展示会の様子をレポー
トいたします。

＜ Adder ＞
Infinity Ver3.3 リリース
KVM 転送 IP モデルの Infinity シリーズアプリケーションが
バージョンアップしました。
新製品 CCSUSB-PRO を発表
スタンドアローンでも使用可能　Infnity システムに組込め
ば、更にフレキシブルな機能拡張が出来るようになります。

by Yagi< IBC2014 REPORT >

UTRACK24(24ch 1URack マウントタイプ ) を展示
24-bit/96kHz での録音と最大 24ch のオーディオ入力をお手持
ちの USB メモリーやドライブに収録する事ができるマルチチャ
ンネルレコーダーです。

＜ Cymatic Audio ＞

＜ Directout Technologies ＞
●新製品 ANNA-LISA を展示：このアナライザーを使用する事
でシステムを構築しなくても MADI の回線出来ます。
● MONTONE を展示：フロントパネルのデザインが変更されよ
りスタイリッシュになります。

CB Electronics は参考出展で AVID DCommand DControl S6 等
のコンソール無しでモニターコントロールユニット X-MON をコン
トロールする事の出来るコントローラーを展示しておりました。

また、ディスプ
レィ部分を一新し
たコントローラー
も参考出展してお
りました。
ヨーロッパやイン
ド系の映画関係
者の方々が多くい
らっしゃっていま
した。

＜ CB Electronics ＞

＜ Decimator Design ＞
Decimator Design は、新製品
として MD-HX を発表展示して
おりました。
これは、MD-CROSS の機能から
ジェネレーター機能等を省いた機
能限定アップダウンコンバーター
です。日本での価格もお求めやす
いとなることでしょう。

＜ NTP Technology ＞
NTP TECHNOLOGY 社は　MADI/DANTE 等のマルチフォーマットルーター 
PENTA シリーズと　DAD ラインナップから AX シリーズを展示していました。
両シリーズともに AoIP 経由でのルーティング
と各々のチャンネルのレベルメーター表示を可
能にし更に使いやすくなる事でしょう。
また、AX32 が EUCON3 にレベル等を 
EUCON3 プロトコルに対応した機器からのリ
モートが可能となりました。

北ドイツ放送 (NDR) は、ドイツ・ハンブルグに本局を持つ日本でいうと NHK のような
公共放送局です。今回、訪問したのはハノーバーにあるラジオ支局でした。NDR は、公
共放送業務以外に、1924 年から北ドイツ放送交響楽団を運営し、ハノーバーにはその
楽団がクラシックコンサートを開催するホールがあります。そのホールに併設されたス
タジオでは、クラシック音楽の録音ができるようになっています。

では、ホール併設のスタジオの様子をお伝えしましょう。
大ホール、小ホール２つのホールを見学しました。

＜北ドイツ放送（NDR）訪問＞

< スタジオ見学 REPORT > by Yagi

スタジオ外観
①スタジオ内では、サラウンドスピーカーが必ず設置されていること。
②録音している DAW は、「SEQUOIA」アプリケーションを使用していること。
③ ADR ルームのマイクロフォンは、やはりドイツのメーカー「NEUMANN」を使用していること。
   （ホールでの録音には B&K や SHOEPS が随所に使われていました。）
④コンソールは LAWO と STAGETECH のデジタルコンソールを使用しているということ。

■大ホールの録音スタジオ

IBC 会場風景
IBC 外風景

＜ gb labs ＞

＜ MAGMA ＞
MAGMA は
Thunderbolt to PCIe拡張シャー
シの展示をしておりました。
ROBEN シリーズの
ROBEN-3TX と ROBEN-3TS の
電源ファンがファンレスのタイプ
にマイナーチェンジします。

HyperSPACE を展示、4 台の
SSD を搭載したモデルで、より
高速であり、さらには大容量の
キャッシングが可能です。
そして 1U という省スペースモデ
ルとなっております。

特に、感心したのは ADR ルームにすら、サラウンドスピーカーが設置されていたことです。CD や DVD を制作するうえでクラシック音楽を
きちんとサラウンドスピーカーの環境で聞きながら、ナレーションを録音しているということ。クラシック音楽への理解、意識の高さをスタ
ジオ設備からもかいま見られました。
NDR 以外にも、ドイツ国内やヨーロッパ地域ではラジオ局が楽団を運営し、クラシック音楽を演奏・録音できるホール設備を所有するのは、
さほど珍しい事ではないそうです。ラジオ局がクラシック音楽の記録・保存事業を牽引するという、日本とは違う文化の深さが感じられました。

気がついた点は、

ADR にもサラウンドセット ADR のマイクは
NEUMANN BCM104 でした

DAW 用と思われる作業テーブルは
後方にありました

コンソールは LAWO です チェック用ヘッドホンは STAX です

小ホールステージ（下手） コンソールは STAGETEC です

■小ホールの録音スタジオ

小ホールステージ（上手）

アウトボードラック
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逆転の発想？　今までは、ノイズを取る事を得意としておりました
が、「Ambience Match」は、そのノイズを付け足しクリップをよ
り自然な「鳴り」へと変化させます。　
外録の場合、同じシーンでも天候が異なったり、ステージの録音で
も日によって空気感が異なる事はよくあるケースです。そのような
時に役立つのが「Ambience Match」です。

ProTools HDX を立ち上げている最中に、RX3 を立ち上げること
ができても HDX カードを選択できませんでした。
しかし、RX4 からは両ソフトの共存が可能になりました。
もう、RX のために別の Audio card を用意する必要はありません。

１、RX Connect
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Device type と Output device →「RX Monitor」を選択

7：RX4 スタンドアローン上で処理を行う
8：「SEND BACK」ボタンを押す

RX4 の data がキャッシュに保存される

9：ProTools のエディット画面が表示される

10：下図の②番「RENDER」を押す

11：波形が書き換わり、ProTools のクリップに反映される

と、このように 2 つのソフト間を行き来できるのは、とても望
んでいた機能の一つです。これで、ProTools のクリップを直接
RX に読み込んでエディットしなくてもいいですし、RX4 スタ
ンドアローンが立ち上がることにより、常にスペクトラルを見
ながら編集可能です。

RX3 Advanced にしか無かった機能が RX4 に搭載されました！
2、Dialogue Denoiser

ProTools と同じ感覚で、操作可能な Clip Gain が搭載され簡
単に調整が可能です。

３、Clip Gain

・Leveler
・Loudness
・Ambience Match
・EQ Match

・RX Connect
・Dialogue Denoiser
・Clip Gain
・Adaptive Hum Removal

さらに進化した RX4/Advanced ！
新規購入をお考えの方も、RX3/2 ユーザーの方も

アップグレードすることにより、整音作業がラクに速く、そして確実に行えます！！

RX4 RX4 Advanced

発売中
4、Ambience Match

５、Loudness

上図のように、赤枠部分は完全にクリップが切れており、トリムツー
ルでもすでに元に戻らない状態のクリップを RX4 Adv にインポー
トしました。このような場合、是非「Ambience Match」をお試
しください。クリップ全体を選択後、「Ambience Match」を立ち
上げます。そして、Learn ボタンを押します。

「空気感」がサンプリングされました。この状態で、「Compare」
ボタンを押します。
下図のように、デッドな部分（赤枠）が「空気感」で埋められまし
た。これ、何気にスゴイ機能です。

ARIB TR-B32 準拠　
ProTools で計測されるでしょうが、RX4 Adv でも可能になりました。

６、EQ Match

７、Leveler

「EQ Match」は Ozone5 でもおなじみの機能です。「この EQ の
感じなんだよなぁ ...」という場合にお試しください。
下図 A はオリジナルのクリップです。「EQ Match」を立ち上げ、
クリップ全体を指定し、Learn ボタンを押します。EQ カーブがサ
ンプリングされ、A のように表示されました。

次に、この EQ カーブを反映させたいクリップを選択します。
下図 B です。ローが結構出ているカーブです。

B の ク リ ッ プ に、A の ク リ ッ プ で Learn し た EQ カ ー ブ を
Process します。

Process されたクリップ C は A のカーブが反映され、ほぼ同じで
す。元クリップをサンプリングし、ターゲットクリップに対して
Compare もしくは、Process させるだけです。

■エムズラーニングセンター

〒 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

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。

アナブースでの録音、スタジオでの Vocal 録音など、声のハリ具
合は当日のコンディションによるところが大きいです。コンプを
駆使したり、クリップゲインで調整を行っていました。
RX4 Adv では指定した適正レベルに簡単に補正できます。

※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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★スタンダードでも充分？→やっぱりアドヴァンス！★

RX4 Advanced にしか無い機能

by Masahiro In

・Leveler
・Loudness
・Ambience Match
・EQ Match・Adaptive Hum Removal

RX4 Advanced

★スタンダードでも充分？→やっぱりアドヴァンス！★

10：下図の②番「RENDER」を押す

★スタンダードでも充分？→やっぱりアドヴァンス！★

1：ProTools の AUX トラックを作成
2：AUX トラックに「RX4 Monitor」をインサート
3：エディットしたいクリップを選択し、
　  Audio Suite プラグインの中から「RX4 Connect」を選択
4：右図の①番「SEND」を押す
5：自動的に RX4 が立ち上がる
6：RX4 → Preferences → Audio

価格：OPEN
（市場予想価格：36,000 円税抜） 価格：OPEN

（市場予想価格：128,000 円税抜）

■ RX v1/2/3 Standard to RX 4 Standard UPG 
■ RX v1/2/3/4 Standard to RX 4 Advanced UPG 
■ RX v1/2/3 Advanced to RX 4 Advanced UPG  

価格 16,000 円税抜
価格 88,000 円税抜
価格 40,000 円税抜

＜アップグレード＞
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RX4 の記事を書き上げたころ、思いもよらぬビッグニュースが飛び込んでき
ました。
なんと、OZONE6 がリリースされる！と。
遡ること 2011 年の 6 月に OZONE5 の Matching EQ の記事を書いて以来
なので、約 3 年 .......。
OZONE は iZotope 社の中でも RX シリーズと肩を並べるくらいメジャーな
マスタリングソフトウェアです。
何と言っても「プリセットを選ぶだけ！」この手軽さが多くのスタジオやマ
スタリングルームで使われています。

by Masahiro InOzone6 登場！

新 製 品

■ A320　価格 56,000 円税抜
16 モノ /16 ステレオのパーソナルミキサー 

チャンネルボリューム、パン、ソロ、ミュート、3 バンド
のマスタートーンコントロールを備えています。
8 シーンまでセットアップが保存できます。
オプション金具　MT-1a を使用することにより、マイクス
タンドに固定がてきます。
A-16II よりヘッドフォンボリュームが小さくなりますが音
質は向上します。
A320 を使用するには D800 もしくは A-16D が必要です。

■ OZONE6、OZONE6Advanced

①番：マルチタブ→各 fi le を複数 import 可能です。RX のようです。
②番：フェードイン・アウト→ハンドルをドラッグするだけです。
③番：import した波形が表示され、好きなスタートポイントから Play 可能です。

RX4 でノイズリダクションを行い、
最後は OZONE6 で整音するというワークフロー
ですね～。楽しみです！

＜新機能＞

■ Ozone 6
■ Ozone 6 Advanced

価格：OPEN（市場予想価格 28,000 円税抜）
価格：OPEN（市場予想価格 98,000 円税抜）

■ Ozone 1-5 to Ozone 6 UPG
■ Ozone 1-6 to Ozone 6 Advanced UPG

価格：10,000 円税抜
価格：60,000 円税抜

＜アップグレード＞

＜通常価格＞

今回の大きなフューチャーは「スタンドアローン対応」です。
OZONE6 単体で立ち上げることができるようになりました。
単体で立ち上がるということは、お好きな Audio Device でモニター環境を作ることが可能になりました。
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シネマシティ株式会社様で DATASAT AP-20 を映画館に国内初導入しました。
AP-20 内ではマトリクスを組む事が可能で、今回は 6 入力 20 出力の構成にて構築し
ました。
また、AP-20 のメインとなる音響調整では、Dirac Live 測定キットを使用し、226 席
からなる劇場の 6 ポイントを測定、そして測定に基づいて、ターゲットカーブを指定し、
自動イコライジング補正しました。
また同時にインパルス・レスポンスも測定し位相補正も行い、最適な音場を実現しま
した。
更に劇場の方が、上映する映画によって音に変化
を与えたいとの事でしたので、外部スイッチ（GPI）
によってワンタッチで、あらかじめ組んでおいた
AP-20 のプリセットを呼び出せます。

■シネマシティ株式会社 様　４F G studio

導 入 事 例

MA301 コントロールルーム MA301 ブースMA302 コントロールルーム

株式会社東通様は赤坂パークビル 9 階に MA スタジオを 1 部屋増設し移転されました。
MA3 には AVID S6-M40 コンソールを新設しリニア編集室 5 部屋ノンリニア編集室
8 部屋そして、Color Grading ルーム、4K 対応のプレビュー室を基幹サーバーである
Interplay ISIS システムに接続し、非常に効率の良いスタジオワークを行う事が出来ます。

■株式会社東通 編集センター　MA ３スタジオ様

広めのブースです MA3 部屋分機器ラックです

■ Mac Pro Rackmount kit
価格 50,000 円税抜

MAGMA 社より、AES2014(LA) にて Mac Pro をラックマウントするオプション・
トレイ「Mac Pro Rackmount kit」が発表となりました。
シンプルな構造で Mac Pro を横向きにホールドする金具で固定しラック手前に引き出
すことが出来る。また、EB-3T との組み合わせで、EB-3T を横向きに置くことで EIA 
4U サイズでマウント可能。Mac Pro を固定した残りのスペースは自由に活用できる
と例となっているため、様々な用途に利用可能なユニットです。

MAGMA 社

導 入 事 例

渋谷駅のすぐ近くに、レコーディングスタジオが完成しました。
ドラムセットを中央に配置した広いレコーディングブースと、2 名での収録が可能なボーカルルーム。
普段はサウンドロックとなる空間も簡易ボーカルルームになるよう配慮されております。
機材は、ProTools を中心に 24ch マイクインに対応するべく
GRACE 製 /m801、AURORA 製 /GTP8、MACKIE 製 /Onyx800R を使用。
モニターセクションは、GRACE 製 /m905。
コミニケーションには、BEHRINGER 製 /POWERPLAY シリーズを各部屋に配置しています。
将来的にはネット配信も視野に入れた設備は新しいスタイルのレコーディングスタジオの形になりそうです。

■ワンハートスタジオ 様　

■ 2016 Stereo Room Native
■ Omnipressor Native
■ Blackhole Native 
■ H3000 Factory Native 
■ UltraChannel Native
■ UltraReverb Native

＜ Eventide 社 AAX64bit（ProTools 11）対応プラグイン紹介＞

 「UltraReverb」は、64bit Native VST/AU/AAX、
Mac および Windows 対応プラグインで、Eventide
社のフラグシップである H8000 のステレオ・ディ
レイ、コンプレッサー、およびプリ / ポスト / リバー
ブ / ディレイそれぞれに独立した 4 つの３バンド・
パラメトリック・イコライザーを搭載した統合型プ
ラグインで、これまでに無い柔軟性に富んだ音声コ
ントロールを実現しています。

■ UltraReverb　価格 20,000 円税抜
New!

■ 2016 Stereo Room UPG （2016 Stereo Room Native for Anthology II owner）価格 9,800 円税抜 
■ Omnipressor UPG （Omnipressor Native for Anthology II owner）価格 7,400 円税抜 
■ Blackhole UPG（Blackhole Native for Anthology II owner）価格 9,800 円税抜 
■ H3000 Factory UPG （H3000 Factory Native for Anthology II owner）価格 16,800 円税抜 

※ご発注時：iLok.com の ID と登録 email アドレスをお願い致します。
※納期：約１週間：メーカーにて iLok 内のライセンスを確認後、SN 発行となります。
※納品：メール納品：SN をご指定の email アドレスへお送り致します。

〈AnthologyII をお持ちの方向けのアップグレードプログラム〉 ※ ライセンス販売

価格 28,000 円税抜
価格 21,000 円税抜
価格 28,000 円税抜
価格 42,000 円税抜 
価格 26,800 円税抜
価格 20,000 円税抜

新 製 品

新 製 品

MA-2 に Avid S6 をご導入させて頂きました。
国内事例では、恐らく初となるオリジナルコンソールデスクにより、メイ
ンミックス作業時でもセンターポジションで ProTools や Nuendo を利用
した編集作業もストレス無く作業できるこだわりのレイアウトを採用。

■株式会社 デジタルエッグ様　

MA1/2 には今まで使用していた ICON Dcontrol を移設、全
ての MA 室で新型 MacPro で ProTools システムをメインの
DAW とし MediaComposer システムワークビデオとして使
用しています。また、CB Electronics の RM-6HD のシンク
ロナイザーでビデオデッキのコントロールをしています。
廊下から見える眺望は開放感があり、開放感のある未来型制
作スペースとなる事でしょう。

MA3 の S6-M40 コンソール

またスタジオイクイプメント社との共同開発による専用
モニターコントローラーを同時採用し、ラージフォー
マットコンソール同様のモニターコントロールとコミュ
ニケーションを確立してます。

なお、InterBEE2014のAvidブース (ホール2 ブース# 2116) にて、
同社スタッフ 品川 大様による S6 ゲストイベントが行なわれます！

詳細は Avid Blog 内 InterBEE2014 案内でご確認下さい。

■「Pro Tools | S6」の直感的な操作で MA 作業を効率化
毎日 1 回講演：13:30 – 14:10

弊社初となる ProTools HDX システムと Steinberg 
Nuendo 6.5 双方のコントロールが S6 から自由にオペ
レーションできることも導入決定の 1 つだそうです。
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～ Mick Sawaguchi のサラウンドな日々～

Mick Sawaguchi プロフィール：

コラム No.20

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

「 2014 名古屋芸術大学サラウンド WS より 」

名古屋の徳重にある名古屋芸術大学音楽学部 音楽文化創造学科 サウンドメディアコースでは、
３年次までで学習したサウンドデザインの基礎知識を活かして 4 年生の集中講義として夏休み中
に 4 日間のサラウンドデザイン実習を行っています。
今回は、３分程度のショートフィルムを素材に学生が演出／音楽／音響効果／ミキシングを担当
しサラウンドの制作を行いましたので、その舞台裏を紹介します。

また疾走する車のアクセント音をどうやって録音するかも検討しい
ろいろな素材を試してみましたが、最終的には、学内の駐車場にいっ
てタイアや自転車を使いフィールド録音することにしました。これ
はなかなかの迫力をデザイン面で貢献しました。

興味深かったのは、起の
シーンで静かに流れる倉
庫内のアンビエンス素材
をどうするかについて、

「コンピュータ機材室の空
調音がいいのでは。」とい
う提案があり、機材室内
へ 4CH 分 の DPA4006
をセットして録音してい
ました。
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音楽パートは、すでに仮の音楽イメージが制作してありましたので
映像のタイミングを見ながら議論し最終的には、大きく２パート＋
結のサウンドロゴで構成ということになりました。
音楽に関して最近気になるのは、せっかくのオリジナル音を
FINAL MIX 時に全て、当然のようにつぶして波形が真四角（海外
ではソーセージと呼ぶそうです）にするのが、当たり前というプロ
セスです。ある意図を持ってそうした圧縮をする場合は、納得でき
ますが、楽器や音源が持つ本来の音とは、何なのか？を経験してお
くことも重要です。

午後からは、Foley 録音でスタートです。難しい足音の録音、衣ず
れやメカ音等をスタジオ近辺の機材や道具を利用して録音します。
マイクロフォンは、３種類をセットし、どれが一番効果的な音にな
るかは、PRE-MIX の段階で選択することにしました。

３日目で、ほぼ全ての素材が出た段階でどのシーンをサラウンドに、
どこを 2ch ステレオにどこを 3ch ステレオにそしてノンモンやモ
ノーラルといった様々な音場で表現すれば、この映像の全体像をサウ
ンドという立場から効果的に表現できるかを考えることにしました。

初日午前中は、以下の事柄を議論し全員の方向性を一致しておき
ます。このことで素材制作し、FINAL MIX となった段階でまとま
りのよい完成形が得られます。

ここで、耳をリフレッシュし、再度全体を聞いて追加や修正がないか
を議論し、FINAL MIX DOWN が行われ、４日間の集中 WS が終了です。

といったダイナミックスと
なり、ダイナミックレンジ
は 30db ほ ど あ り ま し た。
これは、大変よくメリハリ
を出せる範囲に収まってい
ると感心しました。

４日目、いよいよ FINAL MIX です。
FINAL MIX は、それまでに色々な可能性を考えて用意した素材の選
択と集中という役目があります。

参考に FINAL MIX のレベル
を起承転結のシーンごとで
平均してみると
●起：-30db
●承：-10db
●転：ほぼ 0db
●結：-10db

４日間、集中してチームで協力しながら、意見を出し合い、議論
し制作を完成させるというプロセスを経験できたのは、大変有意
義だったと思います。( 了 )

WS は、８月１８日から２１日の４日間で実施し、朝１０：００−最大２１：００まで進行状況
に応じてまさに集中した４日間となります。

完成試写の段階で学生から出たコメントは、
●事前のデザイン検討とチーム内での意見交換の重要性（日頃は、学生
個々人での作業が多く、コミュニケーションする機会は、少ないそうです）
●各自の役目と遂行の責任感を持つ
●サラウンドでのデザインは、初体験なので、色々な可能性を試してみる
時間があったことが良かった
●起のシーンの緊張感を表現するのに心臓鼓動や息以外でさらに効果的
な方法は、どんなものがあるのかを考えてみる
●意図したスタイリッシュなサウンド表現という目的は、十分達成できた
●色々な FOLEY 録音を行い、うまく活かすことができたのは、良かった

●誰が対象で、どういったメッセージを届ければいいのか？
●サウンドは、どんなコンセプトにしたいのか？
●４日間というスケジュール内で完結するためのワークフローと
エネルギー配分は？
ここで基本線が固まれば、いよいよ制作開始となります。 ●転の山場：コンセプトカーが砂漠を疾走するシーンをどのように

ダイナミックに表現したらよいかを検討し、いろいろな提案がでま
したので、ひとつひとつ実際に音にして最も効果的なバランスを決
めることにしました。
●転へとつながる導入部にたくさん素材を用意しましたが、どうも
うまく意図した表現にならないのは、なにか？を検討し素材を整理
しました。
●疾走感を出すには、どうするかを検討し、カットごとに車のサラ
ウンド定位をうごかしてみることにしました。
●起のシーンの FOLEY 音にどれくらい響きを付加して古びた倉庫
の広さを出すかを検討しリバーブのレベルを決めました。
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発行・編集元　不許複製

AVID Info!

国際放送機器展 (Inter BEE 2014）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。是非ご来場ください。

■ 2014 年国際放送機器展

開催日時： 11 月 19 日 ( 水 ) 10：00 ～ 17：30
           20 日 ( 木 ) 10：00 ～ 17：30
           21 日 ( 金 ) 10：00 ～ 17：00
開催場所：幕張メッセ
ブース：ホール 1 ブース No.1610 
            ホール 2 ブース No.2115
入場：無料（登録制）http://www.inter-bee.com/ja/

◆ AVID ProTools 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「VMC-102」
◆ iZotope、URS、GRM、Softube 各種プラグイン
◆ 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
◆ NTP デジタル・オーディオ・マトリクス I/O ユニット 
◆ 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
◆ Cymatic Audio マルチトラックレコーダー
◆ AEA リボンマクロフォン / Que Audio ショットガンマイクロフォン
◆ TAC オリジナル HDD、ケーブル等
他多数展示

 ■ Pro Tools | Duet
価格：オープンプライス（希望小売価格：119,000 円税抜）

 ■ Pro Tools | Quartet　
価格：オープンプライス（希望小売価格：210,000 円税抜）

< パッケージ内容 >
• Pro Tools software
• Duet by Apogee ( 2 in 4 Out オーディオ・インターフェイス）
• Pro Tools IO Control（Apogee Maestro ベースのコントロール・
ソフトウエア、EUCON 対応）
• Mac ＆ Windows 対応

< パッケージ内容 >
• Pro Tools software
• Quartet by Apogee ( 12 in 8 Out オーディオ・インターフェイス）
• Pro Tools IO Control（Apogee Maestro ベースのコントロール・
ソフトウエア、EUCON 対応）
• Mac ＆ Windows 対応

＜ Apogee 社のオーディオインターフェースとのバンドル「ProTools | Duet」＆「ProTools | Quartet」登場！＞
● Pro Tools | Software と 60 以上のバーチャル・インストゥルメントおよびエフェクト・プラグイン付属！
● Apogee Duet ＆ Quarter は黒色のボディーに Avid ロゴ！

※写真はイメージです。

■既存 ProTools ユーザー様向け
・ProTools 9
・ProTools 10
・ProTools Express
・ProTools LE
・ProTools M-Powered

ProTools11 へのアップ / クロスグレード
価格：21,300 円税抜

※ Pro Tools 11 ソフトウェアの使用には、iLok 2 USB キー（5,200 円税抜）が別途必要になります。

■既存 ProTools HD ユーザー様向け
・Pro Tools | HD 9
・Pro Tools | HD 10
・ProTools 9 ＋ Complete Production Toolkit
・ProTools 10 ＋ Complete Production Toolkit

2014 年 11 月より、下記を 2014 年 12 月 20 日までに購入し、
2014 年 12 月 31 日までにソフトウェアをアクティベートすると、
2016 年 3 月 31 日までの 1 年間無償のアップグレードを含む Standard Avid Support を受けることができます！

ProTools HD11 へのアップグレード
価格：64,100 円税抜

■新規購入希望のお客様向け
・Pro Tools １１＋ Standard Avid Support　

　価格：96,200 円税抜

（ProToolsHD11 の単体販売は行っていません）

↓ ↓

＜期間限定スペシャルオファー！＞

★
み
ど
こ
ろ
★

Avid パッケージ版：

・時間、場所、状況を問わず、必要に応じたサポート ( 日本語によるサポートは営業時間内 )
・世界有数のエキスパートが世界中で質問に回答し、問題を解決
・Pro Tools のアップデートおよびアップグレードを含み、最新機能を保持
・ 入門ビデオ、トラブルシューティング等、Customer Care による様々なリソースへアクセス
・ 年会費を追加してハードウェア・サポートを追加し、安心を確保

■ Standard Avid Support

新 製 品

■ Assault Weapons Bundle 価格 35,000 円税抜
・Designed: 収録音数：212 ファイル（680 音）
・Construction Kit: 収録音数：
   668 ファイル（14GB+）
・96kHz/24bit、WAV
・日本語索引マニュアル無し

http://www.boomlibrary.com

25 種 類 の 武 器 関 連 効 果 音 集 で す。
Designed は１つの武器に対し３つのスタ
イル（シングルショット、バースト、フル
オート）の即使用可能な素材が収録されて
います。Construction Kit は 18 チャンネ
ルマルチトラックレコーディングにて録音
された素材が収録されています。

● Submachine Guns
HK MP5
Steyr Aug
UZI 9mm
UZI .45
● Grenade Launcher
M203

● Assault Rifl es
AK 47 Draco
AK 47 Krink
AK 47 Short Barrel
AK 74
FN F2000
FN FAL Standard
FN FAL Short Barrel
HK 53
HK 416
M16 11.5in
M16 16in
M16A2
SIG 552 Commando

● Machine Gun
MG 42
● Sniper Rifl es
L96A1
M14
M24 E1
M82A1
Remington 700
Remington 700P

■ Magic Bundle 価格 35,000 円税抜
・Designed: 収録音数：131 ファイル（450+ 音）
・Construction Kit: 収録音数：
　442 ファイル（2,300+ 音）
・96kHz/24bit、WAV、日本語索引マニュアル無し

＜重要＞ ProTools LE からのクロスグレードは
2014 年 12 月 20 日で販売終了となります。（アク
ティベーションは 2014 年 12 月 31 日までに完了
頂く必要が有ります。）以降はクロスグレードする
方法が無くなってしまいますのでご注意ください。

魔術、呪術など空想
的シーンに利用可能
な効果音が収録され
ています。それは温
かく、または悪と破
壊的なシーンに利用
可能です。




