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4 月 12 日～ 15 日の 4 日間、3D 元年とも言われる NAB2010 が今年もラスベガ
スコンベンションセンターにて開催されました。昨年のリーマンショック以降の世
界的な不況の影響を受ける事が懸念されていた反面、大手各社の家庭用 3D テレビ
の発表と相まって展示会全体は非常に活気に包まれた展示会だったといえるでしょ
う。事実、入場者数は昨年の約 8％アップ、出展社数も昨年よりも増加し、日本か
らの渡航者も大手映像メーカーからかなりな人数が乗り込んでいたと思われ大幅に
増加しています。しかし、展示会全体の印象としては、ほとんどの来場者が「なん
か小さくなってるんじゃない？」と感じていたように、巨大なサウスホールの約 3
分の 1 がクローズされているなど展示面積で言えば昨年と比較しても間違いなく
減少していました。これは、ある意味、各企業が健全に出展に取り組み、最小限の
投資で次の可能性を虎視眈々と狙って出展に挑んでいるといえるかもしれません。
また反面、来場者の状況を見ると海外（米国以外）からの来場者は減少、日本から
の参加者も非常に少なく、ワールドワイドのショウというよりはかなり米国市場向
けのアプローチ色の強い展示会であったといえます。

　何と言っても今年の目玉は 3D ！大手（特に日本メーカー）から 3D テレビ及
びその周辺が展示され、多くの会社から様々
な 3D に関するアイディア商品が発表されてい
ました。そのような新商品のあり方を見てみ
ると、NAB といえばその名の通り放送をター
ゲットとした展示会であり、そのための機材、
インフラを担うメーカーとその機材が中心と
なってきたわけですが、今年の 3D の状況を見
ていると現在の放送業界において 3D をどうす
るのかということよりも先行して民生機器レ
ベルが進行し放送というもののあり方も変化

してきている事が感じ取られる内容で、NAB という展示会自体も放送というター
ゲットからマルチメディア全体に移行している事をはっきり認識させられるもので
した。

　YAMAHA ブースにて Waves 社が同社の実績あるプラグインシステムを
YAMAHA のコンソールで使用することが出来る WSG（Waves Sound Grid) を
発表。（詳しくは、P4 ～ 5 をご覧ください！）　
　NEYRINCK 社が FCP のプラグインとして動作する Dolby-E ソリューションを
発表。このシステムによって Dolby-E エンコードされた２CH の Dolby-E ストリー
ムを付属の N-Mon を通すことでサラウンドトラックとして再生することが出来、
サラウンドで組まれるプロジェクトを FCP で簡単に編集して作業することが出来
るというもの。
その他、活発に取り組まれていた製品としては、現在世界中の放送市場で規
格化や運用基準化が進められているラウドネスメーター機器が、RTW 社、tc 
electronics 社、Linear Acoustic 社などから積極的にアピールされており、今年
のオーディオ市場では唯一間違いのない市場の伸びを期待できるカテゴリーであ
ると言われていました。

　さて、私たちオーディオの仲間たちはこの展示会でどうだったでしょうか？今
年のトップニュースは、既に皆様もご存じの通り「EUPHONIX 社が AVID 社に買
収！」というニュースが NAB 初日に旋風のように吹き渡り、会場ではその話で
持ちきりとなりました。もちろんその両社の思惑は分かりませんが、EUPHONIX
社の従来コンソールビジネスと同社が新しく取り組んできたノンリニアビデオ編
集システム向けのコントローラーの双方が
AVID 社という会社にとって魅力的なもの
であったことは間違いないでしょう。また、
オーディオホールの方では過去 10 数年に
わたり NAB のオーディオホールと言えば
ノースホールでしたが、今年はセントラル
ホールの入り口部分に移ったことで人通り
は例年以上に賑わっていました。（3D を見
に来た人が通過しているだけとも言われて
いましたが・・・）では、今年の注目商品
をいくつかご紹介いたしましょう。
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　最後に、弊社ブース（Neyrinck との共同ブース）では、
弊社オリジナルプラグインのデモを行っておりました。
そして今回の NAB2010 において、
世界初リバーブ成分除去プラグイン NML RevCon-RR が、
米国 Mix Magazine の「TOP 10 Mix NAB CERTIFIED 
HIT」に選ばれましたー！　パチパチパチ！

>
　

>　
 NAB2010 レポート

RUN WAVES PLUGINS LIVE ON YAMAHA

>>> 詳しくは、P4 〜 5 をご覧ください！

あなたもライブパフォーマンスで
進化した Waves プラグインを
使用してみませんか？

Waves プラグインが
スピードと安全性を求められる
ライブ用に進化 !

by Yamazaki
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ここ数年、もう今年で最後ではないかと言われ続けながらも開催された AES
ロンドンでのコンベンション。今年は起死回生を狙ってかロンドンでの開催
となりました。ロンドン市内の西側 HammerSmith にある Novotel West
コンベンションホールで開催された第 128 回目となるコンベンションは約
70 社の出展にとどまり、活発なテクニカルプログラムの状況に反し今年も
非常に小規模な展示にとどまったコンベンションとなりました。
しかし、参加者は比較的多く、弊社ブース（CB Electronics 社、モガミ：
MIT 社との共同ブース）も常に説明を受ける方々でいっぱいの状況で、予想
以上に盛況となりました。弊社のスタンドでは V-Mon、NML RevCon-RR
および NML RevCon-RS のデモンストレーションを行いましたが、NML 
RevCon-RS の自然なサラウンドサウンドは多くの来場者の共感を得られた
ようです。（詳しくは、NML RevCon-RS特集ページP6～7をご覧ください。）

今回の AES で参加したセッションは、EducationForum（How Does It Sound Now、the Evolution of Audio）です。
このセッションでは、それぞれの立場での音への関わり、音の進化における、これからのサウンドはどうあるべきか、
等を、若い人達にどう教育していくべきかと言った興味深い内容でした。

参加パネリスト：
George Massenburg、Chuck Aninlay、Ulrike Schwars、Akira Fukada（日本 NHK から）

Technical Tour では唯一、Science Museum Blythe House に参加しました。
科学博物館といっても倉庫見学と言った所であるが、通常では見られない膨大な収蔵
庫を見学する事が出来ました。この収蔵庫は、一般公開をしている物ではなく、いわ
ゆる保管庫兼データ整理＆整備施設と言った所で、昔の郵便局の建物（100 年以上
たった建造物）の各フロアーに格納されていました。

今回見せてもらったのは、グラハム・ベルが電話機を発明してからの世界中のあらゆ
る通信設備に始まり電子楽器が普及する迄のカテゴリーが主体でしたが、初期の電話
機から海底ケーブルのサンプルが所狭しと並べてあり、蓄音機のエリアでは、実際に
電気を使わず巨大な拡声器で原音を実際に再生して聞かせてくれました。（針の振動
を生で拾い SP レコードの音を体感）
興味深かったのは、電子楽器のフロアーで、ムーグ、アープシンセサイザーやメ
ロトロン、ローランド製システム 700 等も各種保管されていましたが、その中に
FairlightCMI（コンピュータ・ミュージカル・インストゥルメンツ）シリーズ II が
あったのには驚きました。私（山本）は、約 30 年前に日本で約 20 台販売しました
が、その当時の価格は 1600 万円程した物で、8bit/48KHz で 8 インチフロッピー
ディスクにサンプリング音が記録される物でした。保存状態も良く当時のライトペン
やフロッピーディスク迄保管されていました。その後CMIは進化し、シリーズIIIでは、
16bit になり、サンプリング時間がのびてハードディスク記録となり現在の DAW と
なりましたが、非常に感慨深い物がありました。

■ Science Museum Blythe House 

■ CB Electronics 訪問
ロンドン市内から西に約 50km 離れた Reading（レディングと読みます）近くの郊外に、シンクロナイザーの開発製作を行っている CB エレクトロニクス社を
訪問しました。CB Electronics 社は、30 年もの間創設者である Colin Broad 氏によるデザインのバイ・フェーズ、タイムコード、RS-422 リモートを用いたシ
ステム・シンクロナイザーを作り続けています。けっして大量生産ではない地道な販売サポートを行ってきた少人数の会社ですが、その技術とサポートの良さは
多くのメーカーからも信頼され Euphonix や Neve などのコンソールにビルトインされるリモート・モジュールなどを提供し続けてきました。
自宅と工場のある敷地は、5000 平米も有り、小川も流れる敷地の中に倉庫や機械工作室、ストックルーム等が点在していたのですが、のどかな田園風景と行っ
た感じで、この中で最新のシンクロナイザーを作っているとは想像もできない所でしたが、豊かな想像力は、これがルーツかもしれませんね。工場内では、ちょ
うど弊社の VMC-101 V-Mon Controller の製造や日本でも今話題となっている NUENDO の新しい SYNC UNIT、
SYNC STATION のテストも行われていました。

CB Electronics に行くためには
なんと小川を車で超えていきます

CB Electronics 工場
VMC-101 製造中

一度あったら忘れない独特な風貌の
Colin Broad 氏

なぜか Peter の作業スペースの前には
CASIO のキーボードが・・・

ストックしてある音ネタ素材をここで再生す
る時、なぜか鍵盤を見ながら聞くことで作っ

たときの詳細を思い出すのだそうです

離れにある
Dickie のスタジオ入り口

Big Room と呼ばれる
巨大なメインスタジオ

世界的なボーカリスト、というよりも先進的なアーティスト
Peter Gabriel 氏（今は私たち業界では SSL のオーナーとし
ても有名ですね）のプライベートスタジオとして有名な Real 
World Studios にて、現在 Peter Gabriel 氏のメインエンジ
ニアとして活躍している Dickie こと Richard Chappel 氏に
会うことが出来ました。プライベートスタジオとは言っても
Peter Gabriel 氏のプロジェクトおよび Real World レーベル
関連ミュージシャンたちの活動を支えるために設立された大
規模なスタジオで、常時 40 ～ 50 人が運営する立派な企業体
です。（もちろんミュージシャンたちのための宿泊施設、食堂
も完備されています）ロンドン－ Paddington 駅から電車で
約 1 時間半、Chippenherm 駅と Bath 駅のちょうど中間に位
置する人里離れた一本道の先にあるこのスタジオは、多くの
自然の中にあり、その自然を十分に創作活動に生かせるよう
なすばらしいスタジオでした。

Simply Red 等を手がけ、日本でも GRAY、布袋寅泰氏や Judy & Mary などのミックスでおなじみのミキシングエンジ
ニアである Michael Zimmerling 氏が、展示会期間中に弊社のブースでプラグインのデモを見て NML RevCon-RS の自
然なサラウンド・サウンドとそのポリシーに共感し、Metropolis Studio のマスタリングを努める Mazen Murad 氏と
共にテストを行いたいとの申し出を受けました。そして、AES コンベンション最終日に展示会終了後、急遽 Metropolis 
Mastering ルームにて NML RevCon-RS のサウンドテストを行うことになりました。Metropolis Studio といえば、
The Who、Queen、Red Zeppelin、Pual Macartney など数多くの有名アーティストのレコーディング、マスタリング
を行ってきた老舗のスタジオですが、Mazen Murad 氏は、Metropolis Studio のマスタリングチームでもサラウンドお
よびアップミックスのスペシャリストとして非常に信頼されているエンジニアです。

■ Metropolis Mastering 訪問

今でも現役のダイレクトカッティングマシン

全てカスタムメイドのマスタリング機器

RevCon-RS のデモを試聴する
Richard Chappel 氏（右）と

アシスタント・エンジニア

Peter の作業スペース
奥には Dickie の受け持つ Oxford コンソール

Stone Room
（奥には水門が）

Michael Zimmerling 氏（左）と
Mazen Murad 氏（右）

さて、その Metropolis Studio(http://www.metropolis-group.co.uk) ですが、
AES の会場のあった HammerSmith からほど近い King's Road 沿いにある
The Power House と呼ばれる敷地内にあります。Metropolis Studio には、2
つの大きなレコーディングルームと、4 つのミキシングルーム、そしてマスタリ
ングスタジオがあり、これらのスタジオは、日本のトップ・アコースティック・
デザイナーである豊島政美氏によって設計されたスタジオとしても知られていま
す。今回テストを行ったマスタリングスタジオには、5CHの大型PMCスピーカー
をはじめ、モニタリング、マスタリング機器や EQ/COMP などの基本システム
は全てカスタムメイド（Metropolis ブランド ) の機器で構成されています。また、
スタジオの後ろ側にはダイレクトカッティングのマシンが・・・今でも多くのオー
ダーが入る超現役だそうです。プラグインの試聴後に Mazen 氏がアップミック
スを手がけた Michael Jackson と Paul Macartney の共作’ Say, Say, Say' を
試聴させてもらいましたが、その驚くほど澱みのないスタジオの音にはただただ
脱帽。Mazen 氏が「ちょっとこれを聞いてみてくれ」と言ってソロにしたセンター
スピーカーから Michael Jackson のボーカルだけが驚くほどドライに配置され、

全体の中でそれが非常に強い存在感を持ったまま溶け込ませる彼のアプローチにも本当に目から鱗！彼がなぜ我々のプラ
グインの可能性に興味を持ったのかがはっきりと分かるものでした。Marzen 氏によれば「今までアップミックス用のエ
フェクターとしていろいろなものを試行錯誤しながら使用してきているが、どうしてもエフェクト感が耳についてしまい
満足のいく結果が得られなかったんだ。この技術を使えばその心配もいらなくなるかもしれないし、それ以上にセンター
ボーカルを抽出することに間違いなく役立つと思うよ。」と、大きな期待を寄せていただける結果となりました。

■ Real World Studios 訪問

by Yamamoto and Yamazaki

AES 主催の展示会としては年々縮小傾向にあるヨーロッパでの Convention ですが、さすがロンドン。世界中で景気の悪い音楽業界の中、非常に多くの音楽エンジニ
アの方々が AES に参加しており、まだまだ音楽に対するポテンシャルの高さが感じられるものでした。
では、今回ちょっとしたきっかけからプラグインのデモのために訪問することになった 2 つの音楽スタジオをご紹介したいと思います。

また、Peter が現在創作に用いている離れにある Dickie のスタジ
オは、この既設ほとんど窓は開け放たれ、すぐ横を流れる小川の音
が聞こえている。Dickie に聞くと、「これが彼（Peter) に必要だか
らさ。ここは、音を録ることではなく音楽を作ることを目的にして
いるところだからね。」

とはいえ、そのスタジオ
に設備されているのは今
は無き Sony Oxford コ
ンソール「プラグインと
これはほぼ同じ音がす
るけど、今でもこの EQ
はよく使うよ（Dickie)」
が置かれ、スピーカーは
B&W。

それは中に入ってみると非常
に余裕の感じられるもので、
ある意味音質よりも環境優先、
メインスタジオは美しい池の
中にたたずみ、多くのドラム
サウンドを生み出した Stone 
Room にはなぜかスタジオ内
にある水門を開けると床の下
を水が流れる。

ちょっとした映画館ほどもある Big Room と呼ばれるメインのスタジオは、皆さんも雑誌などで
見たことがあると思いますが巨大な 72 フェーダーの SSL9000K コンソール。（なんと、このコ
ンソールがフィルムのプロジェクトをするときには窓際まで移動し、上からスクリーンをおろして
他の D-Control 等のコンソールを持ち込んでミックスをするとのこと）トラックダウンルームは、
SSL AWS900+、TV やフィルム用のスタジオには D-Control と、非常に適材適所に充実した設
備を整えていました。しかも各スタジオには Pro Tools とともにアナログの MTR が現役でぶんぶ
ん回っており、古い機材から新しい機材まで、良い、効果的と思われる音を作り上げるためには全
く固定概念を持たない Peter の姿勢というものがはっきりと現れているすばらしい環境でした。

モーグ製モジューラーシステム

Education Forum

TAC ブース

科学博物館 見学

巨大収蔵庫の一部 各種電話機の一部

レコード再生巨大蓄音機

フェアライト CMI シリーズ IIコリンズ製無線機メロトロン

メーカー訪問

スタジオ訪問



セッティング方法

MultiRack のセットアップ>>>
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Waves プラグイン with YAMAHA デジタルコンソール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SR、中継の現場で Waves プラグインがサクサク動く！

SoundGrid は、SR、中継の現場で、低レイテンシー / 高精度に
Waves オーディオを処理する技術です。使用するのは、専用サー
バと 1Gbps イーサネットワーク。ライブパフォーマンスで、デジ
タルミキシングコンソールからレコーディングのマストプラグイン

「Waves プラグイン」をストレスなく利用できる日が到来しました！

SoundGrid は、
「SoundGrid I/O」、「SoundGrid サーバ」、
「Waves SoundGrid Plug-in」、「Mac/PC」をネッ
トワークスイッチで接続しネットワークを構成、豊富なプラグイン
を使用する事を可能にします。

今回、ヤマハデジタルコンソール対応の I/O ディバイスがリリース
されましたので、Waves とヤマハのコラボレーションを詳しくご紹
介します。

■ SoundGrid サーバ（SG サーバ）　183,750 円（税込）

負荷のかかるプラグイン処理をする SoundGrid 専用のプロセッシン
グサーバ。プラグインをコントロールするコンピュータと切り離す
ことで、安全性を高め、低レイテンシーで音声を処理します。
ミキシングコンソールから「WSG-Y16」を介し音声がサーバに転送
され、このサーバで処理され Y16 よりコンソールに戻ります。
システムのコントロールはホストアプリケーションの「MultiRack 
SoundGrid」で行います。
万が一、MultiRack がクラッシュしても、音声が途切れる事はあり
ません。また、2 台接続し、リタンダントサーバを設置する事が可能。
SR/ 中継現場で求められるスピードとリダンダントを提供するサー
バです。

▼ RAM/4GB, 
▼ Motherboard/ Intel DP55WB Media Series LGA1156
▼ LANCard/ Intel PT Server PRO.

SoundGrid のプラットフォームで、Waves プラグインをコントロールするホストアプ
リケーションです。MultiRack SoundGrid には、仮想エフェクトラックが用意され、
1 つのラックに 8 個までプラグインをセットでき、コントロールできます。セッション
ごとに 1000 個のスナップショットを保存できるので、曲と曲の間など、シームレスに
セットアップチェンジすることができます。

▼ MAC と Windows どちらも対応しています。
▼ Waves Version7 以降のプラグインと互換性があります。
▼ MultiRack Native とは異なります。

ライブパフォーマンスに有益な WavesTDM プラグインのバンドルパッケー
ジを用意しています。現在、TDM プラグインをお持ちの方は、Enabler を
ご購入頂けば、SoundGrid プラットフォームで使用が可能になります。

ネ ッ ト ワ ー ク ス イ ッ チ に デ ジ タ ル ミ キ サ ー（Y16)、SG サ ー バ、
MultiRack コンピュータを接続します。Y16 とコンソールを MIDI で接
続します。

SoundGrid とヤマハデジタルコンソールの接続例

SoundGrid Essentials  　819,000 円（税込）

Waves から革新的なネットワー
キングプロセッシングプラット
フォームが発表されました。
その名は

「 Waves SoundGrid 」

28 プラグイン
EQ, compression, reverb, and delay/vocal tools, bass 
extension, limiting, level maximization 等、ライブに最適な
プラグインを集めたお勧めバンドル

Wave SoundGrid とヤマハデジタルコンソールの概要
SoundGrid はネットワークプラットフォームの総称です。
ヤマハデジタルコンソールと Waves プラグインを連動させるには、
WSG-Y16 カードを装着したデジタルコンソールと SoundGrid サーバ、
ホストアプリケーション「MultiRack SoundGrid」をインストールし
た MAC/PC をネットワークスイッチで接続させます。
プラグインのセッティングは MultiRack SoundGrid で行いますが、
Y16 とミキサーを MIDI で接続すれば、MIDI でのリモートが可能です。

SoundGrid はイーサネットベースのプロトコルですので、全てのコン
ポーネントを接続するために Gigabit スイッチハブが必要です。

（例 /Netgear GS 608 v2、Netgear GS 108 v3)

Waves プラグインを既にお使いの方はご存知かと思いますが、
SoundGrid プラグインを使用するには、
Pace 社の iLok も同時にご用意ください。
iLok とは、USB 接続のスマートキーで、その中に
ソフトウェアのライセンスを保持させることができます。１本の
iLok に約 100 のライセンス情報が保持でき、Waves だけでなく、
Softube や GRM など種類の異なるソフトウェアライセンスを１
本の iLok キーで管理することもできます。プラグインソフトウェ
アには欠かせないキーです。

まずは、iLok.com でアカウントを作り、ご用意された iLok を登
録してください。そして、Waves.com でも製品の登録をします。
Waves のページでアカウントを作成し、SoundGrid 製品を登録
します。登録したプラグインを iLok のアカウントにデポジットし
ます。その後デポジットされたライセンスを iLok.com で、ご自
身の iLok キーにダウンロードしてください。
この iLok キーがなければ、プラグインは使用できませんので、紛
失 / 盗難されないよう取り扱いは注意してくださいね。

1. プラグイン
コンプレッサー、EQ、ディレイ等
様々なプラグインがあります。お
好みのプラグインをチョイスして
ください。

2. Rack
複数のプラグインを設定でき
る仮想ラックです。
画面に、空の Rack を作成し、
入力と出力を設定します。
モノ、ステレオ、モノ to ス
テレオの選択ができ、チャン
ネルを決めたら、必要なプラ
グインをどんどんこの Rack
に追加してください。Rack
には最大 8 個までプラグイン
を追加できます。

音声信号は、画面の左から右に流れ、左のプラグインから順番にエ
フェクトされていきます。プラグインの再配列も、クリック & ドロッ
プで容易に行えます。最大 64 の Rack をセットでき、ドラムチャン
ネルなど同じような Rack をグループ名を付けて分類できる” Group 
Properties Window" を備えています。名前と色分けによりすぐに
識別可能です。更にグループごとにレイテンシーを調整できます。
プラグインを使用するととっても気になるレイテンシーですが、
SoundGrid では、Rack 内に配置されたプラグインのレイテンシー
を自動でそろえます。一番重いプラグインのレイテンシーに合わせ、
Rack 内のレイテンシーをそろえています。

Y16 がセットされたデジタルコンソール、SG サーバと MAC/PC
をネットワークスイッチで接続してください。（左ページ参照）。
シグナルフローはハードウェアを追加するのと同様に考える事が
できます。音声は Y16 を介して、サーバに送られます。通常、外
部ハードウェアを使用する場合、そのハードウェアで様々な調
整をしますが、SoundGrid では、実際の音声はサーバ上で処理
されますが、操作画面（リモート）は MultiRack で行います。
MultiRack のセットアップは以下の 4 つで行い、非常にシンプル
です。

3. SnapShot
スナップショットを使用して、プラ
グインや Rack のセッティングを保
存できます。ひとつの Session 内に
最大 1000 ショットセーブ可能です。

4. Session
プラグインや、Rack、スナップショッ
トなど全てのセッティングを保存で
きます。

YAMAHA からコントロール（MIDI)
ヤマハデジタルコンソールの MIDI アウトと Y16 の MIDI インを接続
すると、コンソールのフェーダーやつまみとプラグインのパラメータ
を連動させることができます。（その他、MIDI コントローラでも OK!)
さらに、よく使うプラグインを HotPlugin に設定し、コンソールのボ
タンと連動させると、「マウスでクリックしてファイルを開く」操作を
しなくても瞬時に呼び出し可能です。スピードが求められる現場で重
宝します。

リダンダントシステム設置例：
SG サーバを 2 台接続。1 台は、プロセッシングサーバ、もう 1 台は、
バックアップサーバになります。

SoundGrid Enabler  9,450 円（税込）
TDM プラグインを SoundGrid に
対応させる為のイネーブラー

by kubota

このアプリケーションは Waves プラグインを制御する要です。
詳しく紹介してきましょう。

Feature  

Feature  

>>>

>>> >>>

Waves プラグインがスピードと安全性を求められる、ライ
ブ用に進化しました。あなたもライブパフォーマンスで進化
した Waves プラグインを使用してみませんか？

■ MultiRack SoundGrid  (WSG-Y16 に付属）

■ SoundGrid プラグイン

SoundGrid Prelude　　312,900 円（税込）
12 プラグイン 
L1 Ultramaximizer, H-Delay, H-Comp, Renaissance 
Channel, Renaissance Vox, Renaissance Bass 等、必要不可
欠なプラグインを集めたバンドル

SoundGrid Pro 　　1,617,000 円（税込）

50 以上のプラグイン
Essentials の 28 プ ラ グ イ ン と SSL 4000 Collection, 
CLA Classic Compressors, JJP Analog Legends, API 
Collection が含まれた最上級バンドル

デジタルミキシングコンソールに装着し、音声の入出力を行う
SoundGrid I/O ディバイスです。
WSG-Y16 は、Waves SoundGrid テクノロジーにより、ヤマハミキ
シングコンソール上で Weves プラグインの使用を可能にする Mini-
YGDAI カードです。16ch のオーディオを処理し、Waves プラグイ
ンの使用を可能にします。

対応コンソール：
PM5D / DSP5D / M7CL / LS9-32 / LS9-16 / DM2000 / 
DM1000 / 02R96 / 01V96 / DME64N/ DME24N / TX6n / 
TX5n/ TX4n

▼サンプリング周波数：44.1, 48, 88.2, 96 kHz
▼チャンネル数： 16 channel （44.1/48kHz 時）
▼チャンネル数：   8 channel （88.2/96kHz 時）
▼ Y16 カードを 2 枚使用可能（16/32 channel）

■ WSG-Y16 
　 ヤマハデジタルミキサー用 MY I/O カード 

84,000 円（税込）
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Revtrina（リブトリーナ）とは、NTT コミュニケーション基礎科学研究所にて考案されたデジタル・オー
ディオ信号からリバーブ成分を分離、制御する技術の総称として付けられた名称です。既に製品化して
いる残響除去を行う NML RevCon-RR(Reverb Reduction Plug-in) も、もちろんこの Revtrina 技術
に基づいて作られています。では、この Revtrina 技術とはどういったものかをご説明致しましょう。

基本となっている理論は、マルチステップ線形予測処理 (Multi Step Linear Prediction) と呼ばれる数
学理論に基づいています。といっても、エンジニアの方でさえいったい何の事やら分かりませんよね。
かみ砕いてご説明するためにまず Multi Step と Linear Prediction とを分けてみます。

Multi Step とは、処理体系を分割していることを指しますが、Revtrina においてはリバーブ成分と
原音を切り分ける第 1 ステップとなっています。
リバーブ音というものは、全て反射音として音源から耳に到達する成分であり、それに対して原音は直
接音として音源から直接耳に到達するため、そこにはまず明確な時間的な差が生じています。Revtrina
では、まずこの分離ポイント(プラグイン上ではRev/Direct Boundaryとして設定されます)を設定し、
直接音とされる期間については処理を行わず、反射音として現れる分離ポイント以降の音にのみ処理を
行うというものです。

昨年の IBEE ショウにて技術発表という形でお披露目を致しました NML RevCon-RS　
Humanizing Surround Plug-in。IBEE の 会 場、 ま た そ の 後 NAB、AES(London) の 展
示会でもサラウンド・アップミックスとしてまたは、サラウンドを見据えた録音の新しい
可能性を持つ技術として非常に多くの反響をいただきました。今回は、その Humanizing 
Surround Plug-in がいったいどのようなものであるのか詳しくご説明したいと思います。

Le
ve
l

Time

間接音 ( リバーブ )

直接音

時間差（Rev/Direct Boundary)

同じ成分が残響として

含まれているはず

残響特性に基づいて取り除く

特長 -1：エフェクトではないアップミックスを実現 ( ダウンミックス・コンパチブル )
NML RevCon-RS で作成された Humanizing Surround のサウンドが非常にナチュラル
に感じられるその理由は、サラウンドを含めた全てのオーディオを構成している要素は、
すべてオリジナルのファイルに含まれていたオーディオであり、もともとの素材を分離
してサラウンドトラックに再配置しているものですので、一切のエフェクトなどがかかっ
ていないオリジナルそのものの音がサラウンド化されていることになります。従って、
レベルなどの調整を加えなければダウンミックスすると完全に元のオリジナルサウンド
に戻るという、画期的なアップミックス・プラグインと言えます。

特長 -2：モノラルからのサラウンド化も可能
もう一つの大きな特長は、モノラルの素材からもサラウンド化するこ
とが可能だという点です。モノラルでとられた素材、たとえば 60 年
代に録音された音楽素材などでも、良い環境で録音され得た素材には
良質な残響成分が含まれていますので、その残響成分を同様にサラウ
ンドに配置しオールパスフィルタをかけるだけで、エネルギーレベル
の変わらない非常に自然なサラウンド音声を得ることが出来ます。実
際その音を聞いてみるとステレオで録音されたものよりもその存在感
のあるサラウンド・サウンドは驚くほどです。

■ Revtrina（リブトリーナ）技術

◆◇◆

NML RevCon-RS　
Humanizing Surround Plug-in

◆◇◆TAC オリジナルプラグイン　第２弾！◆◇◆

>

>

・Mac OSX 10.4 以降、Windows Xp/VISTA 対応
・Pro Tools Audio Suite プラグイン、VST オフラインプラグイン、AU 対応
・Stereo to Surround ファイル出力

> >
■ NML RevCon-RS 仕様

↓

PC(Mac) はイーサネットをもっと活用するのだ！ 音系というよりむしろ映像系の皆様方へ
一緒に考えてみましょう！

DDP サーバーと Telestream Pipeline HD の組合せについて考えてみた
～ビデオデジタイズのニューフェイズ～

このコーナーは Pro Tools よりむしろ Media Composer あるいは Final Cut Pro 等のビデオ系ノンリニ
アを普段使って仕事をされている皆様方と、これからやってくる新しい機材やワークフローといった制作
環境について考えてみようという主旨です。そんな環境を組む手があるんだァ的な軽い感じで読んでいた
だければ幸いです。

前号 No.34 で紹介させていただきました DDP サーバーは、同一ソフトウェア（システム）だけの環境で
はなく、Avid Media Composer、Apple Final Cut Pro 等のビデオ系ノンリニアシステムと、digidesign 
Pro Tools、Fairlight Pyxis 等のオーディオ系システムが混在してリアルタイム・アクセス可能なサーバー、
という位置づけで認知され始めています。
DDP はイーサネットによるネットワーク接続を採用していますが、このイーサネット環境ということにつ
いてさらっとご紹介しようと思います。

イーサネット環境について

■接続方法
これまでの接続方法で主流だった、PC(Mac) とストレージをほぼ 1 対 1 且つケー
ブル長が延ばせず隣り合わせのように設置／接続する SCSI 規格では、ローカル
なデジタイズマシンで最も多く利用されています。HD 非圧縮の収録再生も可能
なスペックを持つストレージも数多くあります。
また、複数のマシン且つ 1km を超える長さでの接続が可能なファイバーチャネ
ル方式での接続 =SAN システムはリアルタイム・アクセスが可能なシステムで
すが、高価です。ファイバーケーブル、マシンに実装するホストバスアダプタ、
スイッチ、制御ソフト等々、価格が上昇するものが目白押しです。
一方、DDP サーバーは旬なイーサネット接続 (iSCSI 規格 ) を採用していま
すので、ケーブルロスの少ない CAT-6 等のケーブルで賄えます。
今、業界ではローカルなデジタイズマシンで取り込みを行ったのち、HDD にコ
ピーして次の行程に渡すという時間的なロスを避け、同一サーバーにデジタイ
ズマシンはデジタイズ専用作業、編集は別マシンでアクセス～即編集作業、と
いうデータの一元管理に注目が集まっています。

■圧縮コーデックと転送レートの関係
ビデオテープを使った撮影～編集～ MA ～完パケといったリニアなスタイルで
は長い間、映像は非圧縮データでした。HD が主流になっている現在ではビデオ
テープにも圧縮したデータを記録することが普通に行われています。画質劣化
を理由に放送局等では圧縮を嫌がる風潮があったようですが、圧縮コーデック
の進化とともにそういった声は少なくなり、今ではハイビジョン放送もデジタ
ル映画上映も圧縮コーデックを使っています。
圧縮コーデックのメリットは
1、データが軽くなる
2、その分たくさん収録できる
に尽きます。
DDP サーバーの iSCSI 規格でのデータ転送方式も、これらのメリットを十二分
に享受していると言えます。

■ Pipeline HD
米テレストリーム社の Pipeline HD はユニークな製品と言えます。
HD/SD のビデオ・オーディオ素材をデジタイズボックス内のハードウェアで各
種の圧縮フォーマットにリアルタイム変換し、ネットワークを介した PC(Mac)
でデジタイズを行います ( 再生も可能です )。
従来であればどのマシンにもキャプチャーカードを実装していた環境が
Pipeline では必要なときに必要なマシンが使う、という方法になります。
(Pipeline は多彩な機能を搭載しています。それらについては今後の Tac 
Information でご紹介し、実際の作業とどういう部分で絡めるかを考えてみます )

最近のワークステーション (HP Z シリーズ、Apple MacPro 等 ) は 2 つのイー
サネット・ポートを持つようになってきました。PC(Mac) + DDP + Pipeline 
HD は 2 系統のネットワーク環境があれば柔軟に台数構成を構築できるように
なります。
DDP サーバーの場合は 2U ～ 9U 高の種類があります。本体のオプションとし
て拡張モジュールが用意されています。DDP16EX という製品です。1 モジュー
ル (3U サイズ ) で最大 32TB、合計 16 ユニットまでの拡張が可能になります。
Pipeline HD はわずか 1U 高の製品のため、必要に応じて増設は容易でしょう。
当初から想定したほうがいいのは増設機材の設置スペースとスイッチング・ハ
ブのポート数でしょうか。あ、電力の問題もありますね。

また設置環境についても、ビデオ／オーディオ／コントロール系といった各種
ケーブルを長く引き回すことからも解放されてきます。
これはユーザーから見れば、

といった部分でのメリットとして考えられます。
「もうダクトにこれ以上ケーブル入らないよ！」という嘆きの声も減るのではな
いでしょうか ( 笑 )。
イーサネットがもたらすメリットについてちょっとまとめてみました。

1、全体の設置工事費用をより安く
2、工事日数も短く
3、設置の自由度を上げる

Direct sound

Reverb sound Direct sound
from Front

(L/R or Center)

Reverb sound
from Quad

NML RevCon-RS は、Humanizing Surround Plug-in( ヒューマナイジング・サラウンド・プラグイン ) と名付けら
れた音楽プロダクションをターゲットに置いたサラウンド・アップミックス・プラグインです。
音楽を聴く環境を想定すると、Revtrina 技術を用いることで楽器から届く直接音と部屋の反響音として到達する反射
音を分離することが出来ます。この反射音というのは実際の環境では 3 時限的にあらゆる方向から反射されていわゆ
るアンビエンス音として聞こえています。これと同じ環境を再現するために L/R それぞれから抽出された残響成分を
それぞれ L と Ls、R と Rs の Quad の環境に再配置するこ
とでアンビエンス音として再現します。そして残響成分を取
り除かれた原音をそのまま L/R から再生するという方法を
とったところ、コンサートホールで実際に生で聞いている音
と非常に近い音として聞こえることが分かりました。実は、
人間の耳と脳はこの直接音と間接音を分離することで音源
の方向、距離、場所の環境を認識しており、そのメカニズム
に非常に近い方法でサラウンドの音場を作ると言うことで、
Humanizing Surround という名前が付けられました。

■ Humanizing Surround( ヒューマナイジング・サラウンド )

GW 中、友人とそのお知り合いの方々の BBQ に誘われ、始めて茅ヶ
崎に行きました。人生の半分以上を東京のほうで過ごしてて、茅ヶ
崎初めてという自分にもオドロキですが、その BBQ で酔いつぶれ
たことにもっとオドロキを感じたワタシです。反省しきりです。

今年の課題は音系の勉強とスポーツクラブにもっと通う！です。
よろしくお願いいたします。
( 追記 )
音のお勉強の最初のとっかかりとして、Mbox2 も自費で回収したん
ですぅぅぅ ( 泣 )・・・Micro ですけど ( 笑 )

★ NewStaff 紹介 ★ 小野 隆 ( おの たかし )

DDP サーバーと Telestream Pipeline HD の組合せ→
Telestream Pipeline HDはSD/HDビデオ・オーディオ素材を各種ファ

イルフォーマットにハードウェアエンコードする I/O デバイスです。

by Yamazaki

by Ono

では、どのようにそのインパルスレスポンスに当たる残響特性を測定しているのかをご説明しましょう。
もし残響が全くなければ、最初にご説明した原音と残響音との分離ポイント (Rev/Direct Boundary)
を境に、このポイント以降の音には原音部分との音の相関関係は無いはずだと考えられます。言い換え
ると分離ポイント以降の音に原音と同じ成分が含まれているとすれば、その成分は残響成分である（ま
たは、その可能性が高い）と判断することが出来ます。ただ 1 ポイントの測定だけでは当然判断しきれ
るものではありませんよね。Revrina では、この測定を全てのサンプル分について数秒間（設定時間分）
測定し、その平均値をとることで測定誤差を極力落として素材に基づいた残響特性を得ることが出来る
ようになっています。この新しい手法によって非常にフレキシブルな残響特性の測定に成功し録音した
ときの状態に則した処理をすることが可能となりました。

次にどのように処理をするのかというのが線形予測処理 (Linear Prediction) という部分ですが、
線形処理というのはある一定のルールに則って処理を行うと言うことで Revtrina の場合には、一定時
間内のリバーブの時間的特性を自動測定しその特性に基づいて原音と同じ成分がリバーブ成分だと予測

（仮定）して取り除いていくという処理を行います。この処理を数 ms に分割したオーディオブロック
に対して順次繰り返し処理を行うことで、重なり合っていくリバーブ成分を分離すると言うことを実現
しています。

やっぱりちょっと分かりづらくなっちゃいましたかね。実はこの予測をして（仮定して）処理をすると
言うのがみそで、インパルスレスポンスを測定するような非常に短い音 1 つを処理することを考えれば
簡単に処理できそうだと思われますが、次の音と常に重なり合ってしまっている通常のオーディオ信号
の場合、ある瞬間の音だけを見ても、その中のどの成分が残響成分なのかは全く分かりません。そこか
ら過去のサンプルと同じ成分を残響と思われるエネルギー分だけ、この分は残響に決まっていると割り
切って取り除いてしまう、ということを行っているのです。

これを全く逆に考えると皆さんご存じのコンボリューションリバーブに非常に近いものといえますの
で、逆コンボリューション (De-Conbolution) と言って良いと思います。また、コンボリューションリ
バーブは、あらかじめ測定されたインパルスレスポンス（残響特性）に基づいた一定の処理を行ってリ
バーブを再現するものですが、Revtrina の場合は処理を行うオーディオそのものから残響特性を測定
しなければならないことと、その残響特性の時間的変化に追従するように作られているため、より複雑
なものとなっていることがおわかりになると思います。これは、NML RevCon-RR の必要とされる現
場を考えてみれば重要なことで、ロケーションでの収録中には収録マイク自体が動き、シーンによって
常に残響特性が変化してしまいます。そのように変化していくリバーブを取り除いていくためには、一
定時間おきに残響特性を測定し直して変動していく特性に追従するプラグインとして実現する必要があ
りました。

★様々な用途で威力を発揮している NML RevCon-RR
Revtrina 技術を使用した最初の製品としてリリースした NML 
RevCon-RR。映画やインタビューなどのダイアログ編集現場
で非常に高い評価を得られていますが、全く違う業界でも評
価されており、例えばスウェーデンでは、警察の科学捜査研
究所で犯罪捜査のために実際に使用されています。
このような、様々な用途に幅広く使用していただけることを
目指して、このたび NML RevCon-RR Version 2 のリリー
スと共に Pro Tools 以外のプラットフォーム（VST/AU/
Standalone) でも使用できるパッケージとしますので、出来
るだけ多くの方々にご利用いただければと思います。

最後に！ 
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>>>

NetMix Lite は、NetworkSoundSystemに不可欠な「NetMix Pro」のプレイバックエンジンにのみに特化したソフトウェアです。
HD上のあらゆるソース（市販の音楽 / 著作権がある音楽 / 著作権のないオリジナル音楽 / sound fx ・効果音 / 等）を統合し、簡
単にデータベース化する事が可能です。一度利用するだけで、専門家には手放せない必須のツールになるでしょう。

■ Network Sound System
効果音・サウンドライブラリー管理ソフトウェア「NetMix 
Pro」、「NetMix Server」は、NetWork 上でサウンドライブラリー
を管理する「Network Sound System」という新しいソリュー
ションを提案するソフトウェアです。

世界中の映画・放送・MA・ゲームミュー
ジックなどの分野では、日々、膨大に
増え続けるCDやHD内のサウンドデー
タの管理方法について、「Network 
Sound System」への発想の転換が迫ら
れていますが、やはりそうはいっても、
それら商品は、実際に使ってみなけれ
ば、本当の意味でニーズに応えられて
いるか、判断しにくいのも事実です。

■ NetMix Lite の背景

NetMix Lite は、ネットワークサーバーには対応していません。
スタンド・アロン環境で利用します。オーディオファイルを
検索＞波形を確認＞試聴＞必要なサウンドを、NetMix Lite の
画面から ProTools の他、Final Cut Pro や Avid 製品を初め、
多くのオーディオ、ビデオの編集アプリケーションどのトラッ
クへ、直接ドラッグ・アンド・ドロップする事が可能です。また、
iLok などのキープロテクト機能も必要なく、元々NetMix Pro
で定評のあるプレイバックエンジンを利用している為、非常
に判りやすく、使いやすいのが魅力です。

これら特性を生かし、NetMix Lite は様々な利用方法で活躍し
ています。例えば、特定の効果音ライブラリー「blastwave」
専用の検索ソフトウェアとして商用化されています。
また、AVID、Skywalker Sound 等学校教材としても既に稼働
中で「ProTools 310M:Advanced Music Production 
Techniques」必須教材として採用されています。

今後日本国内では、SoundIdea を初め様々な効果音ライブラ
リに対応した日本語の専用検索ソフトウェアとして、展開す
る予定です。

効果音・サウンドライブラリー管理ソフトウェア

本紙読者限定　テスト版配布要項

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

■ Features at a glance:

■ 重要な事項 :

・検索は Google スタイルの検索（Boolean 検索）が可能です。
・即座に波形（waveform）を反映します。
・ProTools や Final Cut Pro 等のタイムライン上へ直接ドラッグ・アンド・ドロップする
事が可能です。

・重複ファイルの自動検出機能。
・オリジナルオーディオファイルを、プロジェクト単位で管理する事が可能です。
・オーディオファイル（WAV, BWF, BWAVE, AIFF, MP3）メタデータ読み込み対応。
・ローカル上のサウンドデータ、もしくはNetwork 上のサウンドデータをプレイバック
可能。

・市販・著作権 CDのジャケット（Coverart）ディスプレイ機能。
・無制限ピッチシフト（Varispeed ）試聴機能
　使いやすい : 
　　・Mac OS X look and feel 
　　・初期設定（preferences）なし
　　・殆ど主要な操作がキーボード・ショートカットで可能
　　・簡単な操作方法の為　マニュアルを読まなくても操作できるでしょう。
　　・維持が簡単
　　・Macintosh PPC and Intel compatible
　　・Windows compatible（近日予定）
・Mac / PC 究極のオーディオ資産管理ソリューション「NetMix Pro」への移行も簡単です。

以下 URL から、アンケートにお答えください。
「NetMix Lite」をダウンロード頂けます。

・使用許諾、操作の手引き他、日本語化を随時行ってまいりますが、基本ベースは英語版です。
・NetMix Lite は、一つのエリア（所有者）３台までのインストールについて無料とさせて
いただきます。３台以上のコンピュータの上にNetMix Lite をインストールする場合、
NetMix Lite(1 コンピュータあたり 90 ドル ; 例 100 のコンピュータ = 9000 ドル ) を購入し
なければなりません。

・NetMix Lite は開発途中のソフトウエアです。いかなるトラブルにも保証・サポートを行
いません。

・NetMix Lite は Macintosh 版、Windows 版を随時公開します。本紙読者限定案内時、
Macintosh 版でのみ配布する予定です。

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

仕事、趣味で使う分には困らない。
でも、知らない事は意外にあるものです。
あなたのスキルをここでチェック！！

〒 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　担当：因（イン）

電話 03-6277-0828
http://www.mslc.jp　
email：info@mslc.jp

ProTools skill check!ProTools skill check!
今回はエムズ・ラーニングセンターより、ProTools スキルチェックということで、
ProTools に関する問題を作成してみました！ご自分のスキルはいかに？
正解が数個の場合は、是非エムズ・ラーニングセンターへ！（笑）

下記は、Macintosh からの問題です。Windows の方は、コマンド→ Ctrl/ オプション
Alt でお考えください。※ 答えは A ～ E の中から正解を記入してください。

>>>
>>>

DAE の略語は？ 答え
A:Digital Audio Engine　B:Digital Audio Edit 　C:Digidesign Audio Engine　D:Digidesign Audio Edit　E:Digidesign Auto Engine

人間の可聴範囲は、おおよそ○○以下と言われている 答え
A:200Hz ～ 50,000Hz　B:100Hz ～ 25,000Hz　C:50Hz ～ 25,000Hz　D:20Hz ～ 20,000Hz　E: 正解は無い

Music Production Tool kit 2 は最大○○チャンネルのステレオトラック or モノトラックにまで拡張できるオプションである。 答え
A:32    B:48    C:64    D:96    E:128

セッション全体を一度に表示させるショートカットは？ 答え
A: オプション +T　B: シフト +R　C: コマンド + ズームツールをクリック　D: コマンド +T　E: ズームツールを W クリック

MIDI レコーディング終了後には、編集ウィンドウのトラックプレイリストに MIDI データが表示されます。これらは、編集する方法に合わせていろいろな形
で表示できますが、「ノート」と「リージョン」ビューのショートカットは？リージョンを指定してからビューを切り替える方法と考えてください。

答え

A: オプション +N　B: コマンド +R　C: オプション +R　D: コントロール +N　E: コントロール + ＿

リージョンとリージョンの境界へはタブキーを押すことで進められるが、１つ前のリージョンへ戻る時は○○キーを押しながら、タブキーを押す。 答え

A: オプション　B: シフト　C: コマンド　D: エスケープ　E: スペース

マーカー (Location) を呼び出す方法として正しいのは？ 答え
A:10 キーの「.」ピリオドを押し、マーカー (Location) 番号をタイプしもう一度「.」ピリオドを押す　　
B: メモリーロケーションウィンドウで目的のマーカー (Location) 番号をクリック　　
C: マーカールーラー上の マーカー (Location) をクリック　　D: 正解は無い　　E:A,B,C, のみ正解

グリッドモードで編集をしている時に、一時的にスリップモードへ切り替えるには、○○キーを押す。 答え
A: オプション　B: シフト　 C: コマンド　 D: タブ　E: コントロール

ProTools8.0 では、シャッフル・スリップ・スポット・モードでもグリッドへスナップを ON することが可能です。シャッフルとグリッドの組み合わせの場
合、キーボードでは F1+F4 でグリッドへスナップを ON にできますが、ショートカットは？（グリッドが選択されている状態で、シャッフルを選択すると
きに一緒に押すキーとして考えてください）

答え

A: コマンド　B: コントロール　C: シフト　D: オプション　E: タブ

プレイリスト上でプリロールとポストロールの時間を設定するには、「タイムラインと編集選択範囲をリンク」ボタンを押し、任意の録音する長さの範囲を
指定。次に、セレクターツールで選択範囲の前の部分を○○を押しながらクリックすることで、プリロールが決定される。ポストロールも同じように選択範
囲の後ろの部分を○○を押しながらクリックすることで決定される。

答え

A: コマンド　B: オプション　C: シフト　D: コントロール　E: コマンド + オプション
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(1)
(2)

OS10.4 からこの方法で調べること
が出来るようになりました。
<OS10.3 ～下位 OS では、もしかし
たら表示されないかもしれません。
その場合は下の「詳しい情報」をク
リックして頂き、

「システムプロファイラ」のハード
ウェア項目からご確認頂けます。

コンピュータを起動させ、Finder
モニター左上にあるアップルマーク
から「このマックについて」を選択
していただき、
赤く囲ってある箇所をクリックする
と項目が変わり OS のバージョンと
シリアルナンバーが表示されます。

コンピュータの OS、シリアルナンバーのバージョンの確認方法！

※シリアルナンバーは修理の際に必要です。本体裏側等に記載されていますが、マシ
ンルーム内設置等で確認が難しい場合、デスクトップ上で確認できるので便利です！

2010 年６月現在 PowerMacG5 の 2003 年モデルはメーカー修理受付を終了しています。つまり本体が故障した場合は新しいマシンを購入しなくてはなりません。
いざコンピュータが故障してメーカーに修理依頼を問い合わせた時に判明するケースが意外に多く発生しています。

皆様の MAC はどうでしょうか？　使用されている MAC の修理が可能かどうか、メーカーに問い合わせていただき将来の事態に備えて対策が望ましいと思いますが・・・
もしご面倒でしたら私、菊池が皆様に代わりましてお調べいたしますので、MAC 本体の機種、シリアルナンバーをお調べいただいたきご一報くださいませ。

■コンピュータの修理に関して

こちらの拡張シャーシを使用すれば HD PCI-X のカードをそ
のまま利用できます。最大 6 枚の HD PCI-X カード（HD カー
ド：HD Core カード、HD Accel カード及び HD Process カー
ド ) を使用する事が可能です。

さらに MAC 本体の PCIe スロットに空きができますので、そ
の他のカード（FireWire カード、eSATA カード、その他 ) も
増設可能です。

すでに ProTools を HD PCI-e でご使用のユーザー様を対象にお知らせいたします。
MAGMA 製の拡張シャーシには兄弟シリーズ 2U タイプの EB4( 最大 4 枚の PCIe 版
HD Core、HD Accel が利用可能 ) がございます。

大きいデスクトップの MAC を持っていかずにラップトップで HD システ
ム環境が実現できるのはこの EB1 しかありえません。
現行 ProToolsHD システムにおいて史上最強モバイルシステムです。
ExpressCard/34 スロットの搭載した MacBookPro にてご使用できます。

■コンピュータが G5 PCI-X の方への選択肢の一つ、
「２、コンピュータを MacPro に買い替え、HD PCI-X のカードは MAGMA シャーシで使用」の
MAGMA シャーシをご紹介します！

2U タイプですので大幅なスペースは必要とはいたしません。
この拡張シャーシですので MAC 本体側で占領された PCIe スロットに余裕をもたせ別
の拡張カードを利用することができます。
合計 4 枚まで HD PCIe カードを増設することが可能なので、もう一枚 HD カードを追
加したい場合でも即座に拡張可能で更なるパフォーマンスが期待できます。

ラップトップ用モバイルタイプもございます！

※ MAGMA 製拡張シャーシは、いかなる環境に応じてシステムの構築が可能ですので是非ご検討ください！

現行の ProTools 用シャーシ PCIe to PCIe タイプをスタジオ内で使用する場合に、
音がうるさい（ジーと鳴るノイズ）とのご要望にお応えし、EB-7 の機能を損なわず静音ファンと一部回路の追加を加えたモデ
ルをご用意しました。

★既にご購入済みに改造を加える場合、30,000 円税別　　
※弊社にお送りいただき 3 営業日後、送り返しになります。
　　
※メンテナンスは TAC サポート 1 年保証（改造預かりの場合は別途相談）

■ MAGMA　(Digidesign）製　EB7　静音改造モデル　370,000 円税別

【 その他 MAGAM 情報 】

さてさて、ProTools 8 がリリースしてからかれこれ約 2 年が経過しようとしていますが、皆様は既にアップデートされましたか？
最近お客様から頂くご相談の内容で、とても多いのが最新 ProTools アップグレードに関する事です。
今回の記事が、皆様に費用対効果を最大限生かした前向きなシステム構築のお手伝いになれば幸いです。

まず ProTools HD の環境で最新バージョン 8 へバージョンをアップするには、現在の環境をご確認頂く必要がございます。
例えば使用コンピューター、OS バージョン、プラグインのバージョン等、色々とクリアーしなくてはならない項目が沢山あり、
それに伴いアップグレード費用が異なります。

今回はコンピューター Apple 社 Macintosh に絞ってご説明してます！
＊＊ ProTools 8 へのアップグレードをご検討で無い方も、是非ご一読頂き故障対策をお考え頂きたいと思います＊＊

ProTools HD 8 アップグレードのススメ！

１：コンピュータの機種は？ (Mac：G5、MacPro ／ Windows)
２：OS のバージョンは？ (Mac　Tiger：10.4.xx、Leopard：10.5.xx、SnowLeopard：10.6.xx）
　　　　　　　　　　　　（Windows　XP、Vista、Windows 7)
３：プラグインは？ ( 例えば、WAVES 社、URS 社、Eventide 社、Antares 社、SoundToys 社、その他 )

現在の環境を
確認

しましょうー！

■コンピュータが G5 PCIe の方

１、OS のみ UP し、HD PCIe カードをそのまま使用
　　ご参考
　　・MacOS10.5.x　生産終了
　　環境
　　・MacOS は 10.5.5 – 10.5.8 (Leopard) までをご使用可
　　・ProTools のバージョンは  8.0.1cs2 までをご使用可

２、コンピュータを MacPro に買い替え、HD PCIe カードをそのまま使用
　　ご参考
　　・MacPro　約 35 万円（仕様により異なります。）
　　環境
　　・MacOS は
　　　10.6.1 – 10.6.2 (Snow Leopard) までをご使用可
　　　10.5.5 – 10.5.8 (Leopard) もご使用可
　　・ProTools のバージョンは  8.0.3cs2 までをご使用可

■コンピュータが MacPro の方

１、OS のみ UP し、HD PCIe カードをそのまま使用
　　ご参考
　　・MacOS10.6.x　14500 円
　　環境
　　・MacOS は
　　　10.6.1 – 10.6.2 (Snow Leopard) までをご使用可
　　　10.5.5 – 10.5.8 (Leopard) もご使用可
　　・ProTools のバージョンは  8.0.3cs2 までをご使用可

★結論★ お使いのコンピュータの機種が確認できましたか？
では ProTools8 へアップグレードするための方法をお伝えします。

ご参考資料：MAGMA 社 拡張シャーシー

■ MAGMA 社　PE6R4（6 スロット PCIe to PCI-X 拡張シャーシ）　価格 351,000 円税別
〈メリット〉
・HD PCI-X のカードがそのまま流用できるので、カー
ドのアップグレードが必要無くなりコストを抑えること
が出来る (HD2 ユーザー以上 )
・MAC 本体の PCIe スロットは 1 スロットのみ使用と
なるだけなので、その他の拡張性の幅が広がる。

〈デメリット〉
・シャーシ本体が 4U サイズなので案外場所をとる
・将来メーカーが HD PCI-X のサポートを止めた場合、
カードのアップグレードが必要になる。
・静かな部屋だとファンの音が気になるかも (( 個人差有
り )( 通常はマシンルームでの使用環境を想定しておりま
すが、こちらは弊社にて静音仕様に改造も可能です。
下記をご参照下さい ))

ご参考
シャーシを導入した場合のメリット／デメリットをあ
げてみました。

★ここで HD3Accel PCI-X ユーザー様を例に上げた場合、
PTHD3Accel PCI-X から PTHD3Accel PCIe へのアップグレードが 574,000 円税別。
MAGMA 拡張シャーシは 351,000 円税別なので 223,000 円税別お安く ProTools ８環境を構築可能です。

■ MAGMA 社　EB4（4 スロット PCIe to PCIe 拡張シャーシ）　
価格 320,000 円税別 

■ MAGMA 社　EB1F（MacBookPro 対応 1 スロット拡張シャーシ）
価格 118,000 円税別 

■ MAGMA 64bit シャーシ　アップグレードプログラム
旧型 64bit シャーシのマザーボードを交換することで、PCIe のホストカードを使用可能にする
プログラムです。
アップグレード作業のためには、シャーシを弊社にお送りいただく必要があります。
プログラムには、PCIe ホストカード＆ケーブルセット一式が含まれます。

● アップグレードプログラム :
型番：64 to PE6R4
価格：￥207,900 税込（￥198,000 税別）

※旧型 64bit シャーシは、MAGMA 製、または Digidesign 製 64bit/6 スロットタイプに限り
ます。
※当プログラムには、電源およびファン等の交換は含まれておりません。
※マザーボード以外のパーツ交換が必要な場合は、別途費用が発生します。
　ご参考価格　電源：￥52,500 税込（￥50,000 税別）、ファン：￥31,500 税込（¥30,000 税別）
※保証期間：交換部分のみ 1 年間保証

★限定数量 3 台　TAC 保証 6 ケ月

■ MAGMA 64bit シャーシ　交換プログラム
旧型64bitシャーシを、PE6R4シャーシへ交換するプログラムです。
新品の PE6R4 を納品時に、旧型 64bit シャーシを弊社にご返却い
ただきます。

● 交換プログラム :
型番：64 ex PE6R4
価格：￥294,000 税込（￥280,000 税別） 

※旧型 64bit シャーシは、MAGMA 製、
または Digidesign 製 64bit/6 スロットタイプに限ります。
※保証期間：1 年間保証

【 その他 MAGMA 情報 】

旧型 64bit シャーシをアップグレードし、現行 MAC に従来の PCI-X カードが使える PE6R4
に交換したモデル。
※写真は見本となります。実際の商品はキズ、汚れなどある場合があります。動作に問題あり
ません。
ケース、電源、ファンについては中古となりますが、メインボード、ホストカード、I/F ケーブ
ルは新品になります。

■ MAGMA　PE6R4　リファーブモデル 特価品　260,000 円税別　通常 351,000 円

[G5 PCI-X]  [G5 PCI-e]

■コンピュータが G5 PCI-X の方

1、OS のみ UP し、HD PCI-X カードをそのまま使用
　　ご参考価格
　　・MacOS10.5.x　生産終了
　　環境
　　・MacOS は 10.5.5 – 10.5.8 (Leopard) までをご使用可
　　・ProTools のバージョンは  8.0.1cs2 までをご使用可
注）上記は、AVID サイドで完全推奨されていない環境のため
運用レベルでのお勧めはできません。追々はコンピュータの買い替えをお勧めします。

2、コンピュータを MacPro に買い替え、HD PCI-X カードを MAGMA シャーシ
でそのまま使用
HD PCI-X カードのアップグレードはせずに、
MAGMA 社 PCI-e to PCI-X の拡張シャーシを使用する場合です。

　　ご参考
　　・MacPro　約 35 万円（仕様により異なります。）
　　・MAGMA シャーシ　351,000 円税別

3、コンピュータを MacPro に買い替え、HD PCIx カードもアップグレード
MAC 本体、HD PCI-X カードもアップグレードですが、こちらが現時点で一番将来
的にもメリットがあるアップグレードではないでしょうか。
カードをアップグレードするので所有枚数によっては少々コストがかかりますが、
MAC 本体に装備するので安定性は間違いないですし、HD カードを増設したり拡張
を求めた場合でも PCI-e to PCI-e の拡張シャーシを使用する事も可能です。

ご参考
・MacPro　約 35 万円（仕様により異なります。）
・HD カードアップグレード ( 例 )PTHD3Accel から PTHD3AccelPCIe　574,000 万円税別

チェック !

コンピュータの機種確認方法！
G5 か MacPro かは前面に装備し
て あ る FireWire800 ポ ー ト の 有
無でおよそ区別がつきます。一番
区別しにくいのが G5 の PCI-X と
PCI-e タイプです。
G5 は２種類の PCI スロット規格
の異なったモデルをリリースして
います。2005 年前半までのモデ
ルが PCI-X、以降が後期モデルと
なり PCI-e となります。
残念ながら PCI-X、PCI-e に関し
ては前面からではまったくわかり
ません。MAC 本体後ろ側で、やっ
と PCI-X と PCI-e を区別できるポ
イントがあります。
以下、早見表です！ プラスチックパネル

by Kikuchi

◆◇◆ ◆◇◆

1

2

3

※ ProTools HD PCI-X カードは以下、HD PCI-X と記述
※ ProTools HD PCIe カードは以下、HD PCIe と記述

機種名 G ５(PCI-X) G ５(PCI-e) MacPro(PCI-e)

FireWire800 ポート 無し 無し フロントパネルに有り

本体リアの 
プラスチックパネル

無し 有り 無し

Etherport 1 個有り 2 個有り 2 個有り

電源ソケット 一般的な３ピンタイプ
Apple オリジナル 

３ピンタイプ
一般的な３ピンタイプ3

1

2
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独自の楽器用 Amp シュミレーター／エフェクターおよびビンテージプロ用エフェクターのプラグイン復刻化を得意とする
Softube 社より、また新たに魅力あるラインアップ 3 種類が追加されました。
百聞は一見にしかずです！是非まずはデモ版をゲットしてお試し頂きたいと思います。

- 13 -

〈 〈 〈　　新　製　品　　〉 〉 〉

■ IF-AV/DM

オリジナルハードウェアの CL 1B は、Lydkraft 社 TUBE-TECH シリーズの中でも名実共
に定番となった「The 真空管コンプレッサー」です。そのソフトウェア化において TUBE-
TECH のエンジニアによる徹底したサウンドチェックが行われて認証されていますので純正
Plug-In ソフトウェアと言えます。既に tc electronic 社ブランドとして TDM、PowerCore
が先行発売されていますが、今回開発元である Softube 社より、Native 版（VST、AU、
RTAS）プラグインとして発売となりました。

オリジナルハードウェアの A-RANGE は 70 年代初頭、当時ロ
ンドンの TRIDENT STUDIO のエンジニアとして勤めていた
Malcolm Toft と Barry Porter によってデザインされました。
製作された台数は 13 台のみなので、実機のサウンドをご存知の
方は貴重かと思いますが、当時の David Bowie、Queen、Elton 
John を始めとするアーティスト達のアルバム制作に多用されて
いるので、知らず知らずの内に耳にしていらっしゃるかもしれま
せん。
今回リリースの A-RANGE EQ Plug-In は、Toft 氏の認証を得て
いますので、TRIDENT ブランド初の Plug-In ソフトウェアとも
言えます。

インターフェースは４バンドの EQ レンジと HI/LOWpass Filter、位相反転
SW、Output レベルとシンプルな構成となっていますので、操作時には得に
マニュアルを必要としないと思いますが、随所のこだわり設計については是
非知っておいて頂きたいと思います。

直ぐに目に付くのは Saturation つまみです。アナログテープレコーダーの
オーバーレベル効果と同じく、コンソールのプリアンプを通った際、ハー
ドウェアで得られる倍音歪みを再現するには、意図的にプログラミングが
必要です。勿論、あえて色付けする必要が無い場合には OFF に出来ますが、
Saturation つまみが１２時の位置で、Output レベルが０dB の時にオリジ
ナル特性を得られる様になっています。
また HighMid および Low Mid バンドは Bell カーブタイプの EQ ですが、例
えば Low Mid バンドのゲインが０の場合でも、周波数選択 SW のポジショ
ンによって HighMid バンドのフィルター側に干渉影響する様になっていま
す。
この独特な回路設計が A-RANGE EQ のキャラクターを作り出しています。
HI/LOWpass Filter も、周波数選択 SW では無く、独立した回路となってい
るので、組み合わせによるサウンドキャラクターが得られます。単に９kHz
の SW を押した時と、３つすべてを押した時では特性が変化します。

■ TRIDENT A-RANGE EQ

Valley People 社＝ keypex をご存知の方は、もしかすると随分ベテ
ランの方のみになってしまったかも知れませんが、当時、フィルコ
リンズのドラムサウンドに欠かせない Gate リバーブを真似るのに必
要不可欠な keypex は Gate エフェクターの代名詞でした。
そ の Valley People 社 が 80 年 代 に 発 表 し た Dyna-mite は、
Limiter/Expander 機能をベースにしながら、独自のレシオカーブと
アタックタイムを設定したシンプルな SW 切り替えを組み合わせる
だけで実に多彩なダイナミクスコントローラーとして一世を風靡し
ました。
勿論、今回のソフトウェアバージョン化において Softube 社は
Valley People 社の認証を受けていますので、純正 Plug-In サウンド
をご提供いたします。

イ ン タ ー フ ェ ー ス は 一 般 的 な Threshold、Release、Range、
Output レベルつまみの他に、Limiter/Expander のモード切替 SW
と、Dyna-mite のキャラクター付けとなる Detector Type 選択 SW
がイン／アウトに備わっています。
この Detector Type の違いを始めに理解して頂かないと、じゃじゃ
馬の如く使い辛いと勘違いされてしまうかも知れません。始めに
ちょっとだけお時間を割いて頂きたいと思います。

Detector Type (AVG、PEAK、GATE）パネル上、右の DET スイッチ
Ratio 値とアタックタイムのプリセット切替になります。
Dyna-mite の一番の使いこなしポイントです。
● AVG : 
アタックタイム約 1 ～ 15ms ／ Ratio 値　inf : 1 (LIMIT モード）　1 : 2 
(EXP モード )
主にゆっくり目ながら深めのコンプレッション／緩めな Noise Gate 動
作となります。
● PEAK : 
アタックタイム約50μs／Ratio値　inf : 1 (LIMITモード）　1 : 2 (EXP
モード )
素早くハードな Limitting ／緩めな Noise Gate 動作となります。
● GATE :
アタックタイム約 50μs ／ Ratio 値　1 : -20 (LIMIT モード）　1 : 20 
(EXP モード )
EXP モード時は一般的なノイズゲートとなります。LIMIT モードは一般
的にダッキングと呼ばれる動作となり、Threshold 値以上のレベルは元
より 20dB レベルが下がります！

プリセットに各種パターンが組まれていますので、SW ポジションのご
理解のガイドに是非ご活用ください。

Detector Source (INT、EXT、DS-FM) パネル上、左の DET スイッチ
● INT : 入力ソースが選択されます。通常の使用時ポジション
● EXT : 一般的にサイドチェーンと呼ばれる外部ソースで Gate、Limiter
動作をさせる時のポジション
● DS-FM : 入力ソースが選択されますが、高域がブーストされるので、
一般的なディエッサーとして作用します。また高域が強調されている分、
パーカッション系等のアタックに、より反応しやすくなっていますので、
Limiter 時の素早い効きが期待できます。

■ Valley People Dyna-mite

Softube 社>
■ TUBE-TECH CL 1B COMPRESSOR

>TASCAM 社

メーカー希望小売価格：157,500 円（税抜 150,000 円）

TASCAM から AVIOM 用のインターフェイスカードが発売されました。
● TASCAM デジタルミキサー DM-3200/DM-4800 用
● AVIOM Pro16 コンパチブル

価格未決定

Native 版 : 価格 36,540 円税込

Native 版 : 価格 44,940 円税込

マ シ ン ル ー ム に は、MA 室、
SOUND EDIT ７部屋分のラック
が並び汎用性に優れています。
別階にトランスファールームがあり、「HD VTR」「SD VTR」「Avid 
Media Composer」との接続が可能。
30 フレーム、24 フレームにも対応しております。
アナブースは、SOUND EDIT 室との併用が可能で
さらに KVM 延長を使い、ProTools 編集室としても使用可能です。

SOUND EDIT は７部屋あり、ProTools HD、LE が配備さています。
スピーカーは、全部屋サラウンド対応となっておりフロントはスタンド、
リアは、天吊りになっております。
VU メーターはディスプレイ下部の壁面よりアームで出し視認性とスペース確保を
実現しました。
デスクにはモニターアームを付け、ダブルディスプレイとし作業効率アップ。
モニターコントロールは、air 専用リモコンにて行なうためテーブル上部はすっき
りしております。

ADR 室（アフレコルーム）は大人数対応の広々設計。
コンソールは YAMAHA DM １０００を使用
ProTools HD 及び ADVC110、VTR が設備されています。
収録方法によりステージ側にもコンソール、ProTools コントロールが出来る様、
トランク回線も充実しております。
CUE ＢＯＸはトライテック製の特注モデル、TBBOX3 台接続やスピーカー CUT
機能などを装備。

by Endoh

こちら現場です！

さて、今回は正に現場からの生中継にてお送り致します。
場所は、東映株式会社　「デジタルセンタ－」様。
４階建てからなるビルにはシアターから MA 室まで整った総合施設です。
その中弊社では、ＭＡ室、SOUND EDIT 室、ADR 室、FOLEY 室を担当さ
せて頂いております。

■ MA 室の設備として、
・D-Control 32Fader
・ProTools HD3 Accel　２式
・Sync HD 、Sync i/o
・ADVC-110
・Video Satellite LE
・DME24
・ACS-DG システム
・izm806 システム
・AIR シリーズ　７．２サラウンド
・52 インチ ３D 対応メインモニター

S
tu

d
io  

〈 〈 〈　　導 入 事 例　　〉 〉 〉

Crazy-TV 様は、この度、赤坂ファクトリー、新橋ファクトリーに続き、
渋谷ファクトリーをオープンされました。
こちらには、MA ルーム 2 室があり、Avid 
Mojo DX のビデオサテライトシステムと、
ネットワーク環境を構築、「5.1ch サラウン
ド」作業にも対応、Fairlight との互換ソフ
トも導入され、本編集とのデータ共有によ
るシームレスな制作環境と仕込み作業時間
の大幅カットを実現されています。

クレイジー TV　様 渋谷ファクトリー OPEN ！ 

東京バプテスト協会（TBC）　様
VENUE Profile システム & ProTools HD2 納入！

1958 年、閑静な代官山に創設された東京バプテスト教会は、テレビのロケなどでも使用される歴史ある美しい教
会です。

数年前から MIDAS 社製のアナログ・コンソールを使用されていましたが、演奏者などの要望やボランティアの誰
もが容易に扱えるトータルリコール機能を考慮し、国内外数社のデジタル・コンソールの中から、欧米の教会で数
多く採用され、操作性と音質ともに定評の有る VENUE Profile システムを選択されました。

VENUE Profile システムは、ProTools HD2 と組み合わせて稼働されており、バーチャル・リハーサルに加え、DVD の自主制
作までも取り組まれています。

教会という構造上、コンソール自体の設置場所が異なるフロアの為、演奏者のモニター環境にも考慮して VENUE の特徴の一つ
でもある PQ システムも導入。これにより演奏者自身がモニターバランスの微調整を行う事も可能にしました。

伝統ある教会に最先端のコンソールが写真の通り見事に溶け込んでいます。

TBC@Shibuya
e メール : info@tokyobaptist.org　住所：〒 150-0035 　東京都渋谷区鉢山町９- ２　電話：03-3461-8425　ファックス：03-3461-8463

ザザザ。。。こちら現場の遠藤です。。。聞こえますか？
かれこれ２ヶ月ほど現場に通い、会社とのコミニケーション
が取り難くなっていますが、何とか生きていますよ～

PICK UP USER

一部スタジオは運用開始しておりますが、８月末まで工事
が続きます。
次号で「導入事例報告」させて頂きますのでお待ち下さい！

TDM 版   : 価格 44,940 円税込

N
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by Yoshida



～ Mick Sawaguchi のサラウンドな日々～
「 サラウンド入門 」　春に発刊！
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Mick's Colum

コラム　No.9

Mick Sawaguchi プロフィール：
パイオニア 技術顧問、サラウンド寺子屋を主催、UNAMAS-JAZZ 制作
Surround Terakoya URL: http://surround-terakoya.jp/

by Mick Sawaguchi サラウンド寺子屋塾主催

「サラウンド入門」春に発刊！ なんと１５００円です！

２００１年に、アメリカ、ヨーロッパそして日本で先駆的にサラウン
ド制作に取り組んでいるパイオニアの人々の取り組みをまとめた

「サラウンド制作ハンドブック」（兼六館出版）を出してから９年の歳
月が経ち、当時に比べても制作のノウハウは飛躍的に進化、拡大して
きました。一方現状のプロフェッショナルがステレオからサラウンド
を習得すると同時に、これからの若い人々に向けたサラウンド表現の
可能性と基礎知識の伝達も大変重要な課題です。これは、私も芸大千
住キャンパスでサウンドデザインクラスを担当し始め、そうした学生
のみなさんがサラウンドの可能性におおいに啓発され様々なサラウン
ド制作に取り組み始めたことや、昨２００９年から高田馬場にある東
京テクノロジーコミュニケーション専門学校の校長である結城さんか
らサラウンドのサウンドデザインのため沢口ゼミを開設していただき
少数精鋭、集中クラスを担当するようになりこうした基礎知識を専門
書価格でなく低価格で出す必要を感じていました。

執筆は、それぞれの専門分野で多くの実績経験を持っているサラウン
ド仲間の中原さんと亀川さんと共同執筆です。この企画を亀川さんか
ら芸大出版へ提出してもらった結果、芸大出版からは、原稿は出版デー
タで制作するところまでこちら側で行い、実際の制作出版費を負担（著
作者はボランタリーです）ということで進行することができました。
１５００円という価格設定もこのおかげです。

執筆３名のうち、中原さんは、中小規模のサラウンドスタジオで世界
的にみても多くの設計施工実績をもつ人でもあり THX の STEAVE 達
にも信頼されている経験豊富な音響設計ノウハウを持っています。
また亀川さんは、自身が考案したオムニ−８マイクツリーをはじめ、サ
ラウンド音楽制作で豊富な経験と知識を持っており、理論と実践の両
方を理解している貴重な存在です。
２人は、大変多忙です、さて実現できるか？が大きな課題です！

沢口 真生
サラウンド寺子屋主宰

亀川 徹
東京芸大  音楽環境創造科

中原 雅考
（株）ソナ、オンフューチャー

さてこの執筆作業は、昨年春にスタートし秋に完成予定で進行しまし
たが、凝り性の中原さん、亀川さんは、新規に書き起こすから！とい
う気合いの入れようで、完成は２０１０年春に持ち越されました。
原稿を書き上げても、今度はそれを実際の製本データへ編集しなくて
はなりません。私も今回初めてわかりましたが、原稿を流し込むだけ
ではうまくレイアウトできないのですね。そこにタフで細部まで気配
りとチェックができ、なおかつデスクトップ出版のスキルをもったス
タッフが必要となります。
芸大千住キャンパス音楽環境創造科というクラスは、まさに様々なス
キルを学習している場でここにデザインやレイアウト、校正からデー
タ作成まで万能の学生の応援を得ることができました。土倉さんと遠
藤君という２人の粘り強い編集作業のおかげで出版データが完成した
といっても過言ではありません。本当に感謝感謝です。
執筆の進め方は、亀川さんのサーバーを利用して、執筆終了分そして
修正加筆のあるごとにアップロード／ダウンロードを繰り返しながら
最終形へと練り上げて行きました。これも大変今日的な電子出版のフ
ローだとおもいます。個人的にも大変良い経験でした。

現在韓国での出版が進行中で、また今後のことを考えて BIKE 鈴木さ
んに英訳をお願いしています。是非みなさんも御一読ください！
私も改めて全体像をじっくり読むことが出来大変勉強になりました。
同じような感想をオノセイゲンもプロサウンド２０１０　６月号でコ
メント応援してくれています。（了）

担当は、第１、４章、そして付録を沢口（学生が読むことを考えてサ
ラウンドには関連しませんが、付録２「知識から実践ヘのヒント」を
私のサラリーマン経験から挿入しました。）
第３章を中原さん（ここがもっとも気合いが入ったページ数です！）
第２、５、６章を亀川さん。と言う分担です。

［目次］
1 章 2 チャンネル 対　サラウンド何がメリット
2 章 サラウンドの歴史
3 章 サラウンド再生環境の構築
4 章 サラウンド音場のデザイン
5 章 サラウンド収音手法
6 章 将来の研究動向
付録 1 制作の実際
付録 2 知識から実践へのヒント
付録 3 ＜機材＞ポータブル マルチチャンネルレコーダー

東京藝術大学出版会
サラウンド入門　２２３ページ　B-5 版　
定価　１５００円＋消費税
ISBN978-4-904049-14-3

著者

>

マルチケーブルの先端のコネクターが絡んじゃって、もうどれが何
番だかわからなくなっちゃう時ってありますよね。これはマルチ
ケーブルの宿命であり、仕方のない事なのですが、つい苛立ってし
まいがちです。そんなエンジニアの皆様に朗報です。
今回ご紹介するのは、8 つのノイトリック XLR コネクタをスッキ
リ省スペースに纏められる便利アイテム、その名も「TAC8 朗」です。
レコーディングスタジオや PA 現場など、これでもうケーブルが絡
んで本番押しなんてことはありません！　
TAC8 朗は無駄なエンジニアの人件費さえも節約。この不景気で圧
迫するスタジオ経営を……。なんだか書いていて悲しくなってきま
した！
ともあれ、TAC8 朗は便利な商品です。ぜひお買い求めください。
発売しませんけどね！

＜第 19 弾＞　Dr. 新田の事件簿シリーズ

「 TAC8 朗 」を作る  の巻
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コネクタまとめてやんよ。 

殴り書きの設計図を持って、恐る恐る板金屋
さんにお邪魔してみます。こんな図面でも受
け入れてもらえると良いのですが…。

まずはアイディア構想と設計図の作成から。
コネクタ 8 個を省スペースに納めることを
検討した結果、このような形になった。

TECH's File
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職人さん立ち会いのもと、構造の確認およ
び、機械に入力するために必要な寸法を算
出していく。三角関数って何だっけ。

手作業だと指にタコが出来てしまいそうな
作業も「タレパン」の手にかかると、まるで
紙のようにポコポコと穴が開いていく。

図面のデータを PC で作成して機械にセット
する。この機械のために最近、3.5 インチの
フロッピーを買い占めたとか何とか。

ほんの数分でアルミ板がこの通り。
図面を持ち込んでからここまでの所要時間は
約 30 分。なんという仕事の迅速さ。

納期の都合もあって塗装は残念ながら手前
味噌となった。吹き付け後は 180℃のオー
ブンで 10 分かけて塗装を焼き付ける。

できあがったパネルを図面と照らしあわせ
ながら確認のためコネクターを通してみる。
さすが図面通りでバッチリだ。

これらの工程を経て見事なまでに構想の具現
化に成功した。まるで「ガトリングガン」を
思わせるカッコ良さ！

協力 :　有限会社 登坂製作所 http://www.tsk-m.jp

小さな妖精さんが
イタズラしてしまい
ました。

「サラウンド入門」

>

>

>>>>>>



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。
ProTools 関連商品や新製品を展示し、皆様のご来場をお待ちしております。

会期：7 月 7 日（水）10：00 ～ 18：00
         7 月 8 日（木）10：00 ～ 17：00
会場：福岡国際センター
入場料：無料
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発行・編集元　不許複製

 ■九州放送機器展 2010

みどころ

■スコア要素を自動的にスコアの最適な位置に移動
■内蔵のサウンドライブラリを使って、素晴らしいサウンドで再生
■ MIDI キーボードやギターでコードを演奏するだけで、コード記号や
ギターのフレットボードダイアグラムを追加
■ギターのタブ譜を譜面に、譜面をギターのタブ譜に変換
■歌詞、タイトル、その他のテキストやグラフィックを簡単に追加
■印刷された譜面をスキャン、また PDF ファイルを開き、置換、編集、印刷が可能
■スコアを変更するとパート譜も自動的に更新
■ SibeliusMusic.com でスコアを世界中に共有して販売

楽譜自体に不慣れな方でも、いくつかのユニークな
入力方法を習得するだけで簡単に作成できます！

■ Sibelius 日本語版（簡単楽譜作成ソフト）

▶ Sibelius 6 日本語版： 66,150 円（税込）
▶ Sibelius 6 日本語 アカデミック版： 44,100 円（税込）
▶ Sibelius 6 日本語 アカデミック版　5 ライセンスパック： 84,000 円（税込）
▶ Sibelius First ： 13,650 円（税込）

▶ Sibelius 6 日本語版 クロスグレード：（6 月末まで）※ 16,800 円（税込）
※他社ソフトからの乗り換えキャンペーンです。詳細はお問い合わせください。

▶ Sibelius First

［主な特徴］

国際放送機器展（InterBEE2010）が幕張メッセにて開催されます。
今年もプロオーディオ部門に出展いたします。ぜひご来場ください。

会期：11 月 17 日 ( 水 ) ～ 19 日（金）
会場：幕張メッセ
入場料：無料

 ■国際放送機器展 InterBEE 2010

◆ ProTools HD/LE システム関連商品
◆ 映像と音声の連携「DDP シェアストレージサーバ」
◆ TAC オリジナルプラグイン「V-MON」「NML RevCon RS」

◆ Waves Live「SoundGrid」
◆ AVIOM システム、Millennia マイクアンプ、Royer Labs/Mojave Audio マ
イクロフォン
他多数展示

最近、TASCAM から HS-P82 8ch ポータブルレコーダーが発売されました。
弊社では、モバイルフィールドレコーダーとして、お買い得な TAC セットをご用意しましたので
是非ご検討下さい。

TAC セット価格：680,000 円税込　（合計額 786,000 円相当）

TAC セット価格 :900,000 円税込　（合計額 1,080,000 円相当）

フィールドレコーダーのオススメ！○○   オススメ ○○

・HS-P82 パック A に加えて
・Holophone　H3-D　x1 付 (5.1ch サラウンドマイクロフォン )

※その他オプションもありますが是非お問い合わせ下さい。

・HS-P82+ 専用ケース
・CF カード 16GB　x2 枚（UDMA5 対応コンパクトフラッシュ）
・NP タイプリチウムイオンバッテリー x2
・AC アダプター機能付 2 チャンネル順次急速充電器 x1　（+ プレート）

■ HS-P82 パック A

■ HS-P82 パック B

HS-P82 パック A
TAC セット価格
680,000 円税込

Holophone　H3-DNP タイプリチウムイオンバッテリー専用ケース CF カード 16GB

TASCAM  HS-P82
HS-P82 パック B

＋

TAC セット価格
900,000 円税込

※ご購入を検討される方向けに、デモ機をご用意しています。
※ 5.1ch サラウンドマイクとして、HolophoneH3-D のご用意もしています。

○○   オススメ ○○

楽譜を簡単 / 素早く / 美しく作成したい方に最適
教育機関、あらゆるミュージシャンにオススメ！


