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タックインフォメーション

Ozone はすでに多くのプロデューサーやエンジニアに愛されるマスタリングソフトとしてその地位を確立してきました。そしてこ
れまで、マスタリングの敷居を低くしてきたのがOzone であることも同時に業界では知れ渡っています。すでに本格的マスタリ
ングスタジオでも採用されることはもちろん、マスタリングを初めて手掛けるユーザーに対しても、ちゃんとしたマスタリング結
果が得られるワークフローを提供してきました。充実したプリセット、サウンドの良さから、プロデューサー自身でマスタリング
する人も増えてきたのもOzone の功績とも言えるでしょう。
そんなOzone がバージョン８へとアップデートし、さらに「誰もがマスタリングを！」という進化を遂げました。
その象徴的な新機能が「Master Assistant」。マスタリングの常識を覆すようなその新しいワークフローはたったこれだけ・・・

「Ozone 8」がもたらす、
誰もがマスタリングできる時代！

（１）Ozone 8 を立ち上
げ、マスタリングしたい
曲を LOADします。

簡単すぎるくらい、そのワークフローはOzone 8 で進化しました。もちろん、今まで通りプリセットを選ぶ方法も、自身でプラグインチェー
ンを組んでいくことも可能ですが、この新機能はマシーンラーニングのシステムを使い、Ozone 8 側で楽曲を判断し、適切なプラグインチェー
ンを提示、作成してくれるのです。試して頂くとわかりますが、マスタリング結果は非常にクオリティーの高いものが提供されます。
まさに自動でマスタリングするシステムが組み込まれたのです。

もちろん、すべて自動でマスタリングすることに抵抗ある方は、組まれたプラグインチェーンの EQやコンプ、マキシマイザーなどをわかる
範囲でエディットすることも良い方法だと思います。マスタリング素材に対して、どのような処理をしているのか勉強にもなります。
Ozone 8 は、そんなマスタリングの常識を覆すようなアップデートがされたのです。（P4～ 5へ続く）

（２）左上の
Master Assistant ボタ
ンを押しターゲットで
「Streaming」か「CD」
を選びます。
一般的なマスタリングを
する場合は「CD」を選び、
仕上がりの音圧の強さを
選びます。　

（3）「Waiting for you to 
play audio…」の画面が
出てきたら、スペースキー
またはトランスポートの
プレイを押して数十秒待
ちます。
Ozone がトラックを解析
します。

（４）解析が終了し
Accept ボタンを押せば、
マスタリング完了です。
　

毎年うれしい波乱を巻き起こす iZotope 社から会社設立時からアップデートを続けてきたマスタリング・ソフトウェア「Ozone」
が「Ozone 8」となって登場。併せて、昨年センセーショナルなデビューを果たした「Neutron」も「Neutron 2」として再登場
しました。それに伴って「O8N2 Bundle」という「Ozone 8 Advanced」＋「Neutron 2 Advanced」を合わせたバンドル製品
及び「Music Production Suite」も「RX Standard」までを含んだ贅沢なセットとなって新登場しました。
今回はその中核となる「Ozone 8」と「Neutron 2」について、
Ozone のデモでもおなじみのmarimoRECORDS 江夏 正晃氏の解説をお願いいたしましたので、是非ご覧ください。(P1, P4 ～ 5）

タックインフォメーション

「O8N2 Bundle」 登場！

■Ozone 8 / Neutron 2　同時リリース !

Ozone 8 とNeutron 2 で
プロのミックス・マスタリングを！

marimoRECORDS／ FILTER KYODAI　江夏 正晃氏記事：

タックシステム株式会社
www.tacsystem.com

（画面１）

（画面 2）

（画面 3）

（画面 4）
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marimoRECORDS／ FILTER KYODAI
江夏　正晃氏

記事：

最初に紹介するのが、「Track Referencing」。
こちらはMaster Assistant 機能をより自分の好みに合わせてくれる
新機能になります。
まずマスタリングしたいトラックの目指すリファレンス（参考曲）を
読み込みます。そして、Master Assistant ボタンを押し、Target で
Reference を選びます。そうすると、Ozone 8 はリファレンス曲を
解析し、トラックをリファレンス曲に近い音にマスタリング結果を提
示してくれます。今までリファレンスに近づけるために苦労していた
作業が自動になるということです。周波数特性を見てもかなり近づい
てきていることがわかるでしょう。（画面５）（白いラインがマスタリ
ングされたトラックの周波数特性で、薄いグレーのラインがリファレ
ンストラックの周波数特性になります。）
音圧ももちろんのこと、サウンドの印象も近づけるこの機能は驚くほ
どリファレンス曲に近い印象に仕上げます。作成された EQやコンプ
などのプラグインチェーンを分析しみるとマスタリングの勉強になる
かと思います。
どちらかというと、Master Assistant は Track Referencing を使っ
たこの方法が一番優れているように感じました。仕上げたいリファレ
ンス曲があれば確実に目指すマスタリング結果に近づけます。

そして、次に紹介するのが、「Spectral Shaper」。（画面６）
新しく追加された、ある特定の周波数帯だけをコンプレッションする
プラグインモジュールです。操作はとても簡単で、コンプレッション
のレシオを Light(1.5:1)、Medium(2:1)、Heavy(4:1) の 3 つの中か
ら選択し、コンプレッションしたいスレッショルド値を設定すれば
OK。さらにアタックとリリースも設定できます。このモジュールはあ
る特定の周波数帯の耳障りな部分を低減させるためのものなので、ゲ
インはありません。設定した周波数帯（Region）をソロで動かすと、
低減したい周波数帯が探しやすくなるのでお勧めです。正確な表現か
どうかは分かりませんが、マスタリング版ディエッサーと言えばご理
解いただけるかと思います。

また、近年では音圧規制から YouTube や Spotify などではラウドネ
ス規制がかかり、せっかく音圧を上げてもサービス側で下げられる
といった傾向があります。そういったこと考えて、求めるターゲッ
トラウドネスに合わせてスレッショルドを自動的に調整してくれる、
「Learn Threshold」も追加されました。（画面７）
例えば Spotify などへアップする
場合を考えたとき、-14LUFS 規
制がかかっているので、Target 
を -14LUFS に 設 定 し、Learn 
Threshold を押せば、自動的に
ラウドネス値に合ったマキシマイ
ザーの Threshold 値が設定され
ます。目的別にマスタリングする
際には重宝します。

この 2つを連携する重要なプラグインが「Tonal Balance」。
4つの周波数低域別にミックスバランスが、視覚的に確認できる
今までになかったプラグインなのです。
ここでどう連携するかというと・・・

（画面５）

（画面６）

そしてもう一つの大きなアップデートが、なんと Neutron 2 と
Ozone 8 が連携するようになりました。ミックス、マスタリングはエ
ンジニアがすることで、自分には・・・。
どう、頑張っても自分のミックス、マスタリングはプロレベルにはな
らない・・・。
そう思っている方はこの二つを連携させることでかなり楽曲のクオリ
ティーを上げることが出来るようになるかと思います。
Neutron はミックス、Ozone はマスタリングと、その分野を分けて
いましたが、この2つが連携することでミックスとマスタリングがシー
ムレスなワークフローになるのです。

（画面１１）

（画面９）

視覚的に Tonal Balance を見ながら EQをエディットできるので、
感覚的なことに陥ることなくミックスできます。

ちなみにこのTonal Balance には表示モードが２つあり Fine を選
ぶとバンド別ではなくリニアに周波数特性を見ることも出来ます
（画面１２）。

（３）下に現れる EQをコントロールするとトラックにインサート
されているOzone や Neutron の EQがリモート感覚でエディッ
トできます。（画面１１）

（１）マスター、またはバスチャンネルなどに Tonal Balance を
インサートする（画面９）

（２）Tonal Balance の左下のタブ
より調整したいトラックの EQを
選ぶ（画面９, １０）

新しくなったOzone 8 のほかの新機能をご紹介しましょう。

すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回のOzone 8 か
ら大幅にユーザーインタフェースが一新されました。以前のバージョ
ンに比べると、より分かりやすくシンプルになり、かつ見やすくなっ
たように感じます。

そして、Ozone の中でも一番使われるモジュール「Maximizer」に
も少し変更がありました。まず IRC に LL モードが追加されました。
このMaximizer、DAW内でプラグインとして使う場合、IRC III や IV
はとても負荷がかかり、レイテンシーも大きくなる傾向にありました。
音は良いがパソコンへの負荷やレイテンシーを考えると使用を躊躇す
ることもあったと思います。ところが、IRC LL (Low Latency) を選
択するとレイテンシーと PCへの負荷を抑えることができ、より使い
易くなりました。音質的には IRC III や IV に比べると少しおとなしい
印象ですが、IRC I や II に近い感じです。そのためミックス時などトラッ
クにインサートしやすくなりました。

（画面１２）

この機能を使う場合、Ozone 8、Neutron 2、両者ともAdvanced
バージョンである必要があるので、試されたい方は両ソフトのグ
レードを確認してください。

現時点ではいくつかの EQしか作動はしませんが、視覚的にトラッ
ク別の EQコントロールが出来るので、より効率的にミックス作
業が進められます。将来的にはコンプやマキシマイザーなども
Tonal Balance 上でコントロールできるようになればさらにその
利便性は高まるでしょう。

昨年、Track Assistant 機能が搭載されたNeutron が発表された
とき、各所で話題を呼びましたが、遂にOzone にもアシスタント
機能が搭載され、いよいよミックス・マスタリングは特別な作業
ではなくなる日が近づいてきたのではないでしょうか。
ともあれ、百聞は一見にしかず、ご興味のある方はぜひ一度デモ
版を試してみてください。Ozone も Neutron も想像以上のアップ
デートがされていますよ。

トライアンドエラーを繰り返すマスタリング作業において、前々から
熱望されていた機能、「Undo History」も追加されました。（画面８）
作業履歴が表示、記録されることによって、試行錯誤を繰り返してい
るうちに、何をしたかわからなくなってしまう問題を解消することが
出来るようになりました。緻密な作業を要されるマスタリングにおい
てこの機能の追加のメリットは大きいでしょう。是非みなさんも思い
切って試行錯誤されてみてください。

そして、これまでのバージョンでは「耳」のマークでなんのための機
能がわからなかった、マスタリングには大切な機能「Gain Match」
がわかりやすく表示されました。（画面８右下）マスタリング前とマス
タリング後の音量を合わせて試聴できることで、サウンドがどう変化
したかを客観的に比較することが出来ます。マスタリングのビフォー・
アフターの比較試聴の際にはこの機能を試すことを強く勧めます。

Ozone 8 とNeutron 2 で
プロのミックス・マスタリングを！

Ozone 8 のほかの新機能！

江夏 正晃 氏
marimoRECORDS
FILTER KYODAI

音楽家、DJ、プロデューサー、
エンジニア。エレクトロユニット
FILTER KYODAI や XILICONの
メンバーとして活動する一方、多くのアーティストのプロデュー
ス、エンジニアなども手掛ける。また株式会社マリモレコーズ
の代表として、映画音楽、CM、TV番組のテーマ曲など、多方
面の音楽制作も行う。ヘッドホンやシンセサイザーのプロデュー
スなども手掛け、関西学院大学の非常勤講師も勤める。著書に
「DAWではじめる自宅マスタリング」（リットーミュージック）
などがある。

（画面７）

（画面８）

Neutron 2 と Ozone 8 が連携するようになりました！
この2つが連携することでミックスとマスタリングがシームレスなワークフローに！

（画面１０）

Reference

Fine

Master Assistant
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< Dehumanizer 2 レビュー >　from DTMステーション

映画やゲームの世界には、さまざまなキャラクタが
登場してきます。しかもそのキャラクタは人間だけ
に限らないというのが難しいところです。怪獣や恐
竜、巨大なドラゴンだったり、宇宙人、狼男、ゾンビ、
ロボット……、そもそも本来どんな生き物かも分か
らないキャラクタが登場してきます。
そうしたキャラクタの声をどのように当てはめるの
かというのは非常に大きな課題であり、製作現場に
負担を強いる形になっています。そんなさまざまな
怪獣、モンスター、未知なる生物の声を作り出して
くれるのが今回紹介するDehumanizer 2というツー
ルなのです。
■プロ仕様のユニークなプラグイン
今回紹介するDehumaniser2 はイギリス・スコットランドにある
KROTOS という会社が開発した非常にユニークなプラグインで、
人の声を怪獣や恐竜、ロボット、未知の生物などに変換してくれる
という、あまり例のないソフトです。あとから加工してそうした声
を作るのではなく、人がしゃべった声をリアルタイムに変換してく
れるので、アフレコ現場でもそのまま利用できるというのが大きな
ポイントとなっています。

こうした声の加工はピッチシフターやフランジャー /コーラス、歪
みエフェクターなどのプラグインを駆使することで、ある程度は作
れるのは事実です。しかし、狙った通りの声にするのは非常に難し
く、オーディオを重ねたりエフェクターを何段も重ねたりするため、
一つの声をつくるために複雑な処理が必要でした。

Dehumaniser2 はそんな複雑な処理を、一つのプラグインをイン
サートするだけで実現できるのが大きな特徴です (※1)。
内部的には Delay Pitch Shifting、Flanger/Chorus、Granular、
Noise Generator、Pitch Shifting、Ring Modulator、Sample 
Trigger、Scrubbing Convolution、Spectral Shifting、
Vocoder の計 10 種のモジュールがあり、これらを組み合わせて
音声を加工していく仕組みです。
ただ、ユーザーはあまり知識がなくても、プリセットを選ぶだけで、
映画でよく聴くような怪物の雄たけびだったり、ロボットの会話そ
のものを、リアルタイムにとても高いクオリティのサウンドを再現
できるのです (※2)。
それもそのはず、Dehumaniser2 は実際に「アベンジャーズ /エ
イジ・オブ・ウルトロン」の制作現場でも使われていた、プロ仕様
のソフトウェアなのです。

■サウンド、操作性にこだわったボーカルエフェクター

「 怪獣・モンスターの声を作り出す強力なツール、
   Dehumanizer 2 を使ってみた 」
記事：DTMステーション 藤本健 氏

たとえば、画面上部に配置されている各モジュールは、プルダウンメ
ニューではなく、ドラック＆ドロップすればすぐに使えます。また選
んだモジュールのパラメーターが画面下に表示されるので、画面を切
り替えずに調整できるようになっているのもポイント。そして、各モ
ジュールを線で結ぶことによって接続するルーティングシステムを採
用しているので、自由に接続の順番を変えることができ、パラレル信
号も処理できるので複雑なサウンドデザインを可能にしています (※4)。
各モジュールにゲートや EQ、リミッタが装備されているのも便利なと
ころです。感覚的にルーティングしたり、使いたいものにすぐアクセ
スできる設計です。

プリセットは 100個以上搭載され
ているので、まずは狙った音に近
いものを選び、そこからパラメー
ターを変えてみたりしていくのが
一般的な活用方法です (※3)。
音質がいいのはもちろんのこと、
Dehumaniser2 の画面レイアウト
が、分かりやすく、とても操作し
やすいのも特徴です。

サポートしている DAWは、Pro Tools（10.3.5 以降）、Logic Pro X、
Nuendo、Live、Cubase、Digital Performer、Reaper、Adobe Audition
と一通り対応しています。、VST、AU、AAXプラグインで動くので、
自分の使っているDAWの名前がない場合は、まずはデモ版で動作す
るか確かめるとよいでしょう。ただしデモ版であっても iLok が必要に
なっているので、その点は注意してください。

ハリウッドスタジオでも使用されているモンスターサウンド、
一度試してみると新しいアイディアが見つかるかもしれません。

※1：ほかのプラグインと同様にインサートするだけで使用できる

＜イギリスのKROTOS社が開発したDehumaniser 2 ＞

※ 3：100以上ものプリセットを搭載

※ 4：独自の
ルーティングシステム

面白いのは、Sample Trigger というモジュールです。トラやヒョウ、
ブタやオウムなどの 133種類もの高音質なサンプリング音源を搭載し
ているので、もとの音源にそれらをブレンドすることでエフェクター
だけでは作れない未知の生物を生み出せます。また、ただ足すだけで
なくサンプリング音源にアナログテープの再生スピードを変えたとき
のようなピッチ変化を加えたり、波形を簡単に反転させることができ

るため、よりユニークなサ
ウンドを瞬時に再現できる
ようになっています(※5)。
オートメーションによる時
間的な変化もつけられるの
で、幅広いサウンドメイク
が可能になってます。※5：Sample trigger

※ 2：リアルタイムに声が加工される
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導 入 事 例

幡ヶ谷のBOF3 ビルの４階に外画、アフレコに対応した 5.1ch スタジオ
「Stage4] を新設されました。
従来、Avid 製コンソールとして ICONや、S6を採用されていましたが、
今回は、フィジカルコントローラーとしてS3とアナログのカスタムミキ
サーを備え、音の入口にこだわったスタイルで運用されています。
Pro Tools HDXのオーディオ I/F に Apogee 社 Symphony I/O MkII を
採用され、2ch メインスピーカーは、Genelec 製 1037C、5.1ch に、
Genelec 製 8330 シリーズを採用、アフレコブースには 20人規模で収
録出来るようにになっており増加するアフレコ需要に対応した 8部屋目
のスタジオです。

■株式会社HALF H･P STUDIO 様

■株式会社 デジタルエッグ 様　MA1
銀座にあるTVCM制作業務を主とするポストプロダクションの雄、デジタルエッグ様が、
MA1の大規模改修を行いました。

コンソールにはMA2同様Avid S6 を採用。国内販売が始まった話題のAvid MTRXを
システムの核とし、モニターコントローラーには弊社製『VMC-102』を採用。2014
年夏に S6を納入したMA2のモニターコントローラーはアナログにこだわり、MA1で
はフルデジタルモニターコンローラーをチョイス。同じ S6システムでありながら、核
となるモニター /システム音声系統は対照的なMA室が誕生しました。

またMA1は従来同様 7.1 サラウンドミックス業務を行なっているのですが、スタッフ
の長年のストレスとなっていた編集作業とミックス作業それぞれの作業ポイントとリス
ニングポイントの異なるベストポジションを両立する為に、特注 S6デスク自体が左、
中央、右に大きく移動します！似たような事案はこれまでにも数多くございましたが、
ここまでパーフェクトに S6が埋まったままデスクの天板のみを移動させるギミックは
まるで S6が浮いたまま、デザインと性能を維持したまま移動するような錯覚さえ感じ
てしまう自然な動き。更に S6 Surround Panner は利用する場所を制限されることか
ら解放する為、特注ケースを利用してコンソール付近で柔軟に移動することが可能に
なっております。
道具が自然に動くさまは紛れもなく『Avid S6 Transformation Room！』です。

同社 2システム目となったAvid S6 の製品特徴を見事に掴み、利点である軽量でフリー
レイアウトという最大の武器を 120%活用した事例でしょう。

desk_L desk_R

Digitalegg MA1

VMC

MTRX

尚美学園大学様は埼玉県川越市に立地する大学です。
昨年の Avid S6 コンソールの導入に引き続き今年は、サラウンド
制作室の更新機材を納品させて頂きました。
以前導入されていた機材の更新に伴い、Yamaha DM2000 の移
設と今回新たに、DAD/AX32（オーディオインターフェイス）、
CB Electronics/TMC-1 Penta（モニターコントローラー）、
Genelec/（5.1ch サラウンドスピーカー）、特注コンソールテーブ
ル等を納品させて頂きました。
DAD/AX32 は Avid/MTRX の OEM モデルの元になったオー
ディオインターフェイスとして有名で、最高サンプリングレート 
384KHz や DSD フォーマットにも対応している、高音質を誇る
多機能な I/Oです。
CB Electronics/TMC-1 Penta は DAD/AX32や Avid/MTRXに
も対応したモニターコントローラーで上記の I/O を E-ther ネット
ワーク経由でダイレクトに I/O の出力レベルをコントロールでき
ます。
今回は AX32 と CB Electronics/TMC-1 Penta を組み合わせる
ことで、様々なサンプリングレートや様々なサラウンドフォーマッ
トに対応可能なモニターセクションを構築いたしました。

■尚美学園大学 様 サラウンド制作室 by Kobayashi

実際の授業に於いても、44.1khz や 192khz のセッション等、学生様
が持ち込まれる様々なサンプリングレートのセッションを頻繁に切り
替えて再生する必要があるので、面倒な設定変更無しに ProTools の
セッションのサンプリングレートに合わせて自動的にシステム全体の
サンプリングレートも変更されるので大変便利です。
これにより、AX32 のアウトプットから直接スピーカーに信号が入力
されるので、間に余計なものが一切ないストレートな真のハイレゾサ
ウンドをサラウンドで堪能できるのです。
DM2000 は ProTools の HUI モードでのコントローラーとしての使
用だけでなく、スタンドアロンのデジタルミキサーとしても使用でき
るようになっており、DAWを使用した
学習と共に伝統的なスタイルのミキシン
グ方法も学習できるようになっています。
今後、学生様の作品制作で
大いに活用されていくことでしょう。

導 入 事 例

■株式会社レイ　McRAY Studio 様

西麻布にあるマックレイスタジオ様。今回は複数お持ちのスタジオの
中からMA5スタジオの改修工事に関わらせていただきました。内装
工事から行いましたので、ビンテージ感のあるおしゃれなスタジオに
仕上がっております。
TACSYSTEMでは、AVID Pro Tools HDを始めとする機材更新をお
手伝いさせていただきました。
以前使用されていたデジタルコンソールからAVID の Artist Mix に
システム変更をして、コンソールレスなスタジオへとリニューアル
いたしました。Pro Tools の I/O として、NTP Technology/DADの
AX32 を、モニターコントローラーとして TACSYSTEM VMC-102
を採用しており、これらを中心とした Pro ToolsHD システムを構築
しております。AX32 の導入につきましては、VMCとの連携や利便
性もポイントではございますが、エンジニアの方々にDADの音色を
気に入っていただけた事が今回AX32 の導入に至った大きなポイン
トです。

・コントローラー：AVID Artist Mix
・Audio I/F：NTP Technology/DAD AX32
・モニターコントローラー：TACSYSTEM VMC-102
・スピーカー：Focal PROFESSIONAL Tiro6, 
　　　　　　   MUSIKELECTRONIC GEITHAIN RL906K( 既存 )

VMC-102 ではラージスピーカー、スモールスピーカー、メインテレ
ビ、クライアントテレビをVMCの物理ボタンで切り替えを可能にし
た他、アウトボード類を全てAX32に直結したので、ProTools 上で
アウトボードエフェクタをインサートすることが可能です。
また、VMC-102 内で 96K セッション用と 48K セッション用のコ
ンフィグレーションを切り替える事により、96Kでの収録・ミック
スに対応いたしました。
今回はVMC-102 をラックマウントしたいというお客様からのリク
エストがございましたので、ワイヤリングを行ったトライテック様
ご協力の元、VMC-102 をすっぽりとラックマウントいたしました。
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設立以来、目黒で 13 年間レコーディング・スタジオを運営されている TuneStudio 
様に B2 Bomber ADC with Dante と B2 Bomber DAC with Dante が導入されま
した。
Tune Studio 様は現在市場にでている、殆どと言って良い程の大量のプラグインソ
フトがインストールされた最新の ProTools HDX 環境と選び抜かれたアナログのビ
ンテージハードウエアを設備する音楽スタジオです。チーフエンジニアの井上勝己
さんはクラムボンや fhana 等多くのアーティストを手がけられています。

■Tune Studio 様

Tac：なぜ、AD/DA コンバーターとしてBurl Audio を選ばれ
たのでしょうか？
井上：BurlAudio を導入する以前、随分前に
Apogee Rosetta 200 を使っていて次に Lavry Blue（dB 
Technologies）の AD/DA コンバーターを使っていたんです。
そんな時、Avid の I/O が 192I/O から HD I/O に変わった頃で、
これならHD I/O の方がいいんじゃないか思う時期もあったん
ですが、そこから更にミキシングスタイルも変わってきて、ア
ナログのサミングミキサーを通したり、ここにあるビンテージ
のアナログコンプや EQ を通してミックスするようになったん
です。そうなるとアナログ・サミングミキサーの出力を高音質
でADしたくなる訳です。
そんな時にBurl Audio というメーカーがあることを知ったんで
す。
それで実際Burl B2 ADC を使ってみて、気が付いたことは、
２ミックスのアウトを B2 ADC に入力する際に B2 のレベル
メーターの赤がガンガン点く位突っ込んでも、音的にはまだま
だ行けるような余裕を感じられることと、 B2 本体にアッテネー
ターがあって、これを上げ下げすることで、AD 回路の前段にあ
るインプット・トランスをドライブさせることで、いい感じの
歪みを足したりできることです。他社の製品の殆どは、入力は
固定で、AD にガンガン突っ込むためには、２ミックスの出力を
上げるしかなかったんですが、B2 ADC だと本体のアッテネー
ターで自由にコントロールできるんです。本当にメーターの赤
が付いても全然歪まないし、素晴らしいですね。あと、この 1U 
というサイズ感もいいですね。
他のスタジオに出向いて録音する時も、簡単に持って行けます
から。実際、歌のレコーディングで B2 の AD コンバーターを
使用して、まるっとしたいい感じで録れるんです。
女性ボーカルの録りが多いんですが、他社のコンバーターで録
ると、ぎすぎすというか、サ行の発音が気になるような感じに
なるんですが、B2 だとそんな感じにならないんです。

Tac: 他社のコンバーターと比べてどうですか？
井上：ざっくり言うとA 社だとパサパサした感じで、C 社だと
ぬるい感じ、ミッドレンジ（1khz 辺り）に情報が集まった感じ。
Burl はもっと下 (600-700hz) の情報量が多い気がします、つ
まり歌が太く録れるんです。後でミックスする際に、低い帯域
の情報があることで歌の存在感に大きな影響がでるんです。録
音の時にその辺りが録れていなければ、いくら後から EQ して
も無いものは出ませんからね。アコギの録音でも、地に足のつ
いた音がしました。

Tac: Burl B2 ADC にはどう接続されているのでしょうか？
井上：ProTools HD の I/O からの 16ch のパラ・アウトを
DANGEROUS MUSIC の 16ch アナログ・サミングミキサーに
入れて、これの 2ch 出力を録るために B2 ADC が接続されて
います。これを 2 ミックスのマスターとして ProTools に AES/
EBU 経由で録音するという流れです。

Tac:最近DAコンバーターもBurl B2 DAC を導入されましたが、
なぜですか？
井上：うちはマスタリングスタジオではないので、正直DA コ
ンバーターは軽視しているつもりはないですが、モニタースピー
カーで聴いているだけのDAコンバーターにそんなに予算をかけ
るつもりはなかったんです。
ですが、B2 DAC のデモ機を借りてミックスすると、大きな違
いがあることに気がついたんです。
いままで聴いていた Bricasti M7 のリバーブの音色のイメージ
が以前より、はっきり聞こえてきて、今まで使わなかったプリセッ
トの音も使える音だと気がついた程なんですよ。
このB2 DAC で作業することでミックス内の奥行き感や 3D定
位感をより感じることができるので、ミックスに深みを作り込ん
でいけるんです。
Burl Audio 製品って見た目がRock なイメージがあるじゃない
ですか、でも実際使ってみて、むしろ空間も綺麗に出せる緻密な
サウンドで良くできているな～と感じました。
このスタジオで 13 年間作業していますが、Burl 製品が届いて
から、もうずっとこればっかり使っています。前の環境に戻りた
いとはもう思わないですね。

Tune Studio 様がBurl Audio 製品を使用して手掛けられた作品
として、クラムボンと岩井俊二監督とのコラボ作品（5 月 3 日
に行われた、比谷野外音楽堂ライブ）のミックスで使用されてい
ます。
弊社では、Burl Audio 製品のデモ機も各種取り揃えております
ので、ご興味のある方はご連絡ください。

Burl Audio と共に、レアなUA 1176 ブルー・ス
トライプRev A も装備されている、機材ラック→

by Kobayashi＜Burl Audio 導入事例＞
導 入 事 例

エンジニアの井上さんに今回のBurl Audio B2 Bomber の導入に至った経緯について伺いました。

■MCS6 USB -For Mac
Media Control Station ： USBタイプ　
価格：¥75,000 税抜

■MD-LX
(3G/HD/SD) -
SDI HDMI Bi-Directional Convertor
価格：¥15,800 税抜

■MCS6 RS422
Media Control Station ： RS422 タイプ
価格：¥75,000 税抜

ion スイッチャー・コントロール・サーフェースは、ライブ制作環境での迅速な映像
切り替えを可能にする完全装備の小型ハードウェア (EIA2Uラックマウント可）です。
Blackmagic Design ATEM 1 M/E プロダクション・スイッチャー、 
ATEMプロダクション・スタジオ 4K、ATEM 1 M/E プロダクション・スタジオ 4K、
そしてATEMテレビジョン・スタジオモデルを操作することができます。

ユニバーサル 9ピンリモート コント
ローラーです。
プロビデオレコーダの操作を迅速か
つ容易にします。AJA、Blackmagic 
Design、Datvideo Fast Forward 
Video、BVW、UVW、DSR、DVW、
HVR、DVCAM な どの 9 ピ ン VTR、
DDR、サーバーを Sony、Panasonic、
FFV、グラスバレーなどの SONY P2
プロトコルに対応したデバイスを制御
できます。

■ ion（イオン）
Compact Broadcast Switcher Panel for BlackMagic Design ATEM
価格：¥204,000 税抜

入力によって下記の動作モードに自動設定
●SDI 入力 > SDI/HDMI 出力
●HDMI 入力 > SDI/HDMI 出力
● SDI 入力 > HDMI 出力 & HDMI 入力 > SDI 出力
USBによる電源供給とコントール /FWアップデート
USBケーブルとUSB電源アダプター付属

Final Cut Pro X、iMovie、Premiere Pro、
Pro Tools、Nuendo、Vegas Video、
Media Composer などのアプリケーショ
ンを高度に制御可能なメディアコントロー
ルステーションです。同軸のシャトルリン
グを備えた、光学タイプの精密なエンコー
ダーによるジョグホイールを使用すること
で、オーディオやビデオを簡単に、

■株式会社 エクサインターナショナル様 MA室更新
本年 7月、MA室のリニューアル工事を行いました。
昨年度、編集側で 4K対応を図ったこともあり、MAの映像再生は 4K対応が求められ
ました。
これについては編集側で導入したAvid NEXIS に Video Satellite を 10G接続するこ
とで対応しました。システム的にはサーバーとは別に Thunderbolt 接続の外付けスト
レージを別途設けており、ケースバイケースでローカル・ストレージでの作業も可能
となっています。
Pro Tools HD はMain 機、SE 機ともに更新し、v12 となりました。I/O については
昨年発表されたMTRXの導入が決まり、出荷開始の遅れと出荷数の問題もあってかな
り切迫した状況での更新工事となりました。
また赤坂スタジオ開設時に導入した Euphonix SYSTEM5をいよいよ更新ということ
も合わせて検討することとなり、関係者一同でAvid ショールームへ S6のデモを見に
いきました。欲しい機能・設置サイズ・価格等の兼ね合いからS6 M40 16 フェーダー
を基本とし、M10では選択できないディスプレイモジュールを組み合わせています。
モニタリング・コントローラーはCB Electronics TMC-1 を採用していただきました。
スタジオはすでに稼働しており、従来以上の使いやすさを提案できたと思います。

導 入 事 例

■Elevate（エレベート）

「EQuivocate」は、人間の耳に自然な
バンドをもつグラフィック EQで、26
バンドを自由に設定することができる
マスタリング・ユース仕様の高精度の
イコライザープラグインです。

「Elevate」はこれまでに作成され
た最も高度なマスタリングプラグ
インです。このユニークなマルチ
バンドリミッター、ヒューマンイ
ヤー EQ、パワフルなオーディオ
マキシマイザーは、ダイナミック
な知覚を維持しながら、ミックス
のラウドネスを高めます。 

■EQuivocate （イクイボケート）

またフレーム精度で制
御できます。制御する
ために付属のキーセッ
トを使用しカスタマイ
ズすることができます。

NEW
価格：OPEN（市場予想価格¥20,000 税抜）

価格：OPEN（市場予想¥10,000 税抜） 

NEW

NEW
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さて、今回は近年システムを構築する上で、ご検討していただく
機会が増えた KVMシステムについて、弊社取り扱いの ADDER
社製品と共に、ご紹介していこうと思います。
まず KVMとは「キーボード・ビデオ ( ディスプレイ )・マウス」
のことで、ADDER社は KVMの延長機、切り替え機、マトリクス
製品を製造している、英国メーカーです。全世界、放送局やスタ
ジオはもちろん、宇宙関連施設や銀行、証券会社、データセンター、
様々なところで使用されています。
小規模システムからデータセンターの様な大規模システムまで、
様々な規模のシステムに柔軟に対応ができる製品が揃っています。

では、まず録音スタジオの様な、「端末台数は少ないけど PCとディ
スプレイ間の距離がある」システムの場合はどの様な製品で構築
が行えるか実際にシステムを組んでみましょう。

みなさんこんにちは。相変わらず Tac 最年少の藤田です (いつまで最年少って書けるかな )。
最近個人的ビールブームが来ていて、ホッピーの摂取量が減りました。。

① 1：1の場合　
この場合は純粋に延長機を使用して延長しましょう。
「X-DVI PRO」を使用する例が多いですが、最近はマトリクス製品
のユニット同士を延長機として使用することも増えてきました。
将来マトリクスへ拡張することができるので、図のように、あらか
じめDDXシリーズや Inifnity シリーズのユニットで延長しておく
のも、方法の 1つですね。

② PC2台の場合
ProTools2 台、ProTools と MediaComposer の 2 台といったシ
ステムで運用されてるスタジオ様は多いかと思います。ディスプレ
イが 1枚のシステムであれば「X-DVI PRO」でそれぞれの PCを
延長し、手元に切り替え機「AV4PRO」を置いていただくパター
ンを弊社では多く導入させていただいております。
ディスプレイが隣り合って 2枚あるのであれば、それぞれを
「X-DVI PRO」で延長したあと「CCS-PRO4」を使用し、1つのキー
ボード＆マウスで 2台の PC間を自由に操作できるようにするの
も、非常に便利です。

今年8月に発売した本製品は、最大8x8までのマトリクスをIPベー
スで組むことができます。IP ベースですので、Infi nity 同様延長距
離に制限がありません。また、従来のマトリクス製品と違い、ロー
カル・キーボード・ディスプレイ接続可能なユニットは、送信 /受
信共通のユニットとなっており、PCを接続するのか、ディスプレ
イを接続するのかで、ユニットが受送信どちらなのかを判断する
仕組みになっています。そのためシステム変更が容易に行えますし、
Inifi nity のように個別に IPを設定する必要もありません。1ユニッ
トあたりの価格も Inifnity と比べて安価ですので、低価格で IP ベー
スのKVMマトリクスを構築することが可能となりました。
Infi nity とは映像の圧縮方法が異なりますが、こちらも動画再生時
のコマ落ちや、マウス操作の遅延は感じられません。
InterBEE での展示を予定しておりますので、ブースにお越しの際
はその実力を皆様に体感していただければと思います。小規模のマ
トリクスをHDMIでお考えの際は、「XD-IP」を是非お試しください！

話を戻しまして、HDMI 以外の入出力の時ですが、この場合は
DDX シリーズの「DDX10」を使用するのはいかがでしょう？
ディスプレイ側の端末はDVI 接続なのですが、PC側に接続するモ
ジュールがDVI、VGA、DPから選ぶことができます。IP ベースで
はないので延長距離に制限はあるものの、接続されている PCがマ
ルチビューで見ることができますし、1x9 ～ 9x1 までを省スペー
スで安価に構築できるので、メリットが多いかと思います。

③ 10：10の場合
システムが少し大きくなりました。イメージとしては、1フロア全
てのディスプレイから全ての PCにアクセスする様な感じでしょ
うか。10：10 ですと、「DDX10」や「XD-IP」では容量オーバー
になってしまいます。そこで登場するのが同じく DDXシリーズ
「DDX30」。「DDX30」は名前の通り 30ポート付いており、1x29
～ 23x7(PC側接続最大数は 23台 ) の間で自由にシステムを構築
することができます。DDXシリーズの魅力の 1つに、トラブル時
の対応がとても簡単に行えるという事があげられます。IP での受
送信ではないので、万が一ポートに不具合が起きた場合でも、空い
ている別ポートに挿せば問題なく動きます！ 1：1の場合でもご説
明した様に、延長機としてもお使い頂けるので、仮にスイッチャー
ユニットが故障してしまった場合でも、送信機～受信機間を直接接
続することで、PCを操作する事が可能です。この様な緊急時の回
避のしやすさは、お客様から好評をいただいております。

④ 15：15以上の場合
この場合は「DDX30」でも台数を賄えないので、いよいよ
ADDER のフラグシップモデル「Infi nity」の登場です！国内でも
音響、放送業界はもちろん、開発施設や工場設備などにも導入させ
ていただいており、幅広い分野で使用していただいている製品です。
Infi nity は他の KVMマトリクスと異なり、2Kの解像度まで対応し
ているモデルがございます。また、USBメモリを接続して、デー
タ転送を PCと行うことも可能です。IP ベースですので延長距離
制限はございませんし、接続可能ユニット数にも制限がありません。

⑤応用編
最近、よくご提案させていただいているシステムに、『DDXと組み
合わせ』がございます。フロア、ビルを跨いで使用する、もしくは
台数がかなり多いのでコスト削減したいというお客様の要望にお応
えできます。図面(図4)のように、例えば各フロア内はDDXシリー
ズで構築し、フロア間を Infi nity で結ぶという方法です。台数が多
い場合、全てを「Infi nity」で構築してしまうと、システムはシン
プルですが、ある程度コストがかかります。そこで 1度 DDXにま
とめてしまおうということです。これにより、同時アクセス人数や
PCまでアクセスする際の手間などのちょっとした条件さえクリア
できれば、大規模システムでも、コスト削減案をご提案することが
できます。

図面1：XDVIPROの他、DDXや IPマトリクスで延長も可能！

図面 2：CCS-PRO4と AV4PROあなたはどっち派？

今回いくつかのパターンをご紹介いたしましたが、お客様の数だけ
設備にも種類があります。
ADDERの製品は様々なシステムに柔軟に対応できる物が揃ってお
りますので、KVMシステムをご検討の際は、是非ご相談ください！

図面3：新製品XDIP の詳細は InterBEE で！

図面 4：Infi nity ＆ DDXシステム例

by Fujita
＜ iZotope 新製品ラインナップ＞

・Ozone 8 Advanced 
・Neutron 2 Advanced 
・RX6 Standard 
・VocalSynth
・Nectar 2 Production Suite
・Trash 2

・Ozone 8 Advanced
・Neutron 2 Advanced

■Music Production Suite 
価格：OPEN（市場予想価格¥102,000）

■O8N2 Bundle
価格：OPEN（市場予想価格¥71,000）

■Ozone 8 Advanced
価格：OPEN
（市場予想¥51,000）

■Ozone 8 Standard
価格：OPEN
（市場予想¥25,400）

■Ozone 8 Elements
価格：OPEN
（市場予想¥13,800）
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＜新製品関係UPG&CROSS(メール納品 ) ＞
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※価格は税抜です。

逆にディスプレイ同士が離れているのであれば、KVMマトリクス
の登場です！この場合入出力がHDMI であれば、新製品「XD-IP」
でシステム構築が行えます。

ここで 新製品「XD-IP」について少しご紹介いたします。

■XD-IP 　価格：OPEN（市場予想価格¥98,000 税抜）

＜ADDER KVMマトリクスの世界 ＞

NEW

※Neutron Elements は
新製品ではございません。

※UPG&CROSSご依頼の際は下記情報が必要です。
1★お客様の iZotope社 アカウント ID（e-mail アドレス）
2★現在お使いのプラグイン名

（市場予想¥13,800）

■Neutron 2 Standard
価格：OPEN
（市場予想¥25,400）

■Neutron 2 Advanced
価格：OPEN
（市場予想¥51,000）

■Neutron Elements
価格：OPEN
（市場予想¥13,800）



Avid Pro Tools 12.8 で加速する Dolby Atmos 制作環境

2012年に登場したイマーシブオーディオの先駆けだったDolby Atmos。当時センセーショナルだったサラウンドフォーマットは、その構
造から特殊な作業環境や機材など...様々なハードルがあると思われてきました。実際に再生環境の構築はもちろんのこと、編集作業の複雑
化やシステムの選定が特殊であったことにより、制作したくても環境整備が整わず断念する方々が多かった、というのが率直な感想です。
またAtmosにチャレンジされた案件に携わった者としては、第三者からの目線でも高いハードルだな...と感じていました(苦笑)

しかし今は違いますよ！！ついにこの時がやってきたのです(笑)

Pro Tools 12.8の登場によって、みなさまが普段ご利用されているPro Tools と、Dolby社から同時にリリースされた2つのPro Tools用 
Atmos制作 Suiteの登場によって、超・ウルトラ・スーパー・ラクチン環境が作れるようになったのです。
今回は、超・ウルトラ・スーパー・身近な存在になったDolby Atmosを簡単ご説明させて頂きます。

■ Dolby Atmos Renderer ■ 
これがAtmosの心臓部となります。ソフトウェアベースで動作するこのツールはPro 
Tools | HD 12.8と同一Mac上にインストールし、Dolby Renderer Send/Returnプラグ
インを使用してPro Tools | HDと内部接続する形で使用します。Atmosミックスを行っ
ている間でも、Pro Toolsからそのオーディオ及びメタデータを受信し、マルチチャンネ
ル・スピーカー出力するのですが。。。なんとバイノーラル・ヘッドフォン出力も可能となり、
コンパクトな環境であっても仮編集のような作業はおこなえてしまうのです。また部屋
のシステムに合わせたスピーカーレイアウトを作ることになりますので、9.1.4chや、天
井を抜いた9.1.0、5.1.2など…スピーカーの数に制限があったとしても適切な音声配置
をこのRendererでリアルタイムに計算し出力することが可能となります。当たり前で
すが,,,スピーカー配置をしていない場所からの音声出力はされません…。

■ Dolby Atmos Panner Plug-Ins for Pro Tools ■ 

Atmosに興味をもち、各所で開催されているDolby社のデモンストレーションに参加した方なら、誰もが一度は見ている画面が、このAtmos Monitorです。オブジェクト
の移動を視覚化するツールとなり、実際に満足できるスピーカーレイアウトになっていない場合でも目で音の定位を確認することができます。また簡易的ではありますが、
7.1.2chのモニターコントローラーとしてもご利用することが可能です。3D空間内で各オブジェクトが動き回るので、見ているだけでも楽しいツールです。

■ Dolby Atmos Monitor ■ 

これらDolby Atmos Production Suiteは、Dolby Atmosの『ホームシアター』フォーマットの為のツールとなり、もう一つ上の規格である『シネマ』フォーマットには対応
できません。もちろん互換性はあるのですが、シネマ環境の制作時にはDolby社の設けたプログラムに対して適合した制作環境が必須となります。
このプログラムが存在するが為にホームシアター版の制作環境もハードルが高いと考えてしまっている方が多いのですが。。。実はDolby社としては、ホームシアター Atmos
の制作に関しては限定的なプログラムはあるものの、基本スタンスとしてはハードルを設けていなかったのです。必ずしも9.1.4chのスピーカーレイアウトのあるスタジオ
限定で制作してください！とは言っていなかったのです(苦笑)
なので、その気があれば『Pro Tools 12.8』と『Dolby Atmos Production Suite』のみでAtmos Home対応のコンテンツ制作の入り口に立つことができる。という訳ですね。

スピーカーの設置も最初から100%を望むパーフェクトな環境を構築しなくても、サイドスピーカーはスピーカースタンドで簡単に設置できますし、最も高いハードルと考
えられている天井スピーカーも、高い位置まで上げられるスピーカースタンドを利用したり、既存のサラウンドシステムが、よくお見かけするサークル状のパイプで吊られ
ているような環境であれば、そのサークルを利用したりパイプを追加したり…DIY的なちょい足しで天井スピーカーの問題も、比較的解決できるのではないでしょうか？
ハードルが高いと勘違いしていたり、パーフェクトな環境がなければAtmosコンテンツの制作ができない、結果的に経験できない。。。といった負の流れよりも、まずは手探
りでもAtmos制作への実験してみて、イマーシブオーディオ制作に対応できるような経験をしてみませんか？

実際にこの半年くらいでDolby Atmosに対応する仕事は急速に増えてきているそうです。今、ものすごい勢いで広まっているネット配信系コンテンツプロバイダ各社は、世
界的な流れに乗って4K配信 = イマーシブオーディオがセットとなっているそうです。国内でも3社のメディアネット配信サービスを展開しているプロバイダがAtmos対
応のコンテンツ配信を開始しています。また海外ではクラブイベントホールにスピーカーアレイを作り、DJパフォーマンスの延長でAtmosを利用したパフォーマーが出て
きています。
従来、映画のフォーマットと思われていたAtmosは、今やDolby社の中だけでもDolby VisionやDolby VRといった最先端コンテンツフォーマット全てに準拠し二次利用す
ることが可能になってますし、イマーシブオーディオへの関心がとても高い今、Dolby Atmosへの興味も高まっている今だからこそ、Pro Tools 12.8で実験してみては如何
でしょうか？
そして...なんとタックシステムは、この時代の波に乗って『Dolby Atmos Home Theater RMU』の国内販売を開始致します！
世界でも7社目のDolby社認定『Dolby Atmos Mastering Suite』ディーラーとしてAtmos環境構築のお手伝いをすることになりました。

Pro ToolsのAAXフォーマットに対応したDolby Atmosパンナー・プラグインです。このパンナー
で3D空間内にオーディオ・オブジェクトを定位させ、そのメタデータ情報をジェネレートする
ことが可能です。補足ですがベッドチャンネルの定位は『Pro Tools 標準』のパンナーを利用する
ことができますので、12.8未満のPro Toolsとは格段にAtmos Mixが行えるようになったのです。
またパンニング情報はPro Tools でX,Y,Z情報となってRendererとPro Tools Soft間での位置情
報の互換もありますよ。オートメーション情報として残せるので、従来のサラウンドフォーマッ
トの感覚で編集し、Atmos最大の特徴である118オブジェクトのオートメーション情報も基本
的にPro Tools内で編集ができるようになりました。

■ グロービジョン株式会社 九段スタジオ - 201 Dubbing Room ■ ■ 株式会社ポニーキャニオンエンタープライズ ピーズスタジオ A/R One ■ 

〒102-0073 東京都千代田区九段北2丁目3番2号
シネマスコープサイズで149インチまでの映像を投影でき、

Atmos Home までの音声をMIXができる環境のスタジオ でコンソールにはAvid S6を 採用
301 Dubbing Roomは国内で2部屋しかないAtmos Cinema対応！

スタジオ予約電話番号 :  03 - 3359-7121

〒106-0041東京都港区麻布台 2丁目3番5号 ノアビル
7.1.4ch DOLBY Atmos HOMEに対応したコントロールルーム
最大25名収容可能な収録ブースと撮影などにも活用出来るメイクルームを完備したラウンジ
スペース。A/R ThreeもAtmos Home対応スタジオ！
スタジオ予約電話番号 :  03 - 3585 - 8007

<<製品内容 >>
Dolby社推奨 DELL Workstation (2U)
Dolby Atmos Mastering Suite同梱
Dolby Atmos HT-Rendering and Mastering Software インストール済
MADI 2系統 IO , LTC IO カード実装済
二重化電源, 2x SSD (OS & Work Disk)
ハードウェア製品保証5年間
年間オンサイト保守プログラムをご用意(有料)

■ Dolby Atmos Mastering Suite with HT-RMU/J ■ 

< 2つのDolby Atmos  Suite の違い > 

Dolby Atmos Mastering Suiteは、先にご案内した『Dolby Atmos Production Suite』 3シート分のライセンス、『Dolby Atmos Home Theater Renderer software for Windows』、
『Dolby Atmos Conversion Tool』で構成されます。Atmos HT-Renderer SoftwareはDolby社が推奨したDELL Workstaitonでのみ動作し、タックシステムでは、このPCに 
Renderer Softwareをインストール、MADI 入出力カードなど、全て調整済のターンキーとして即ご利用頂ける形でご提供を致します。HT-RMUでは、コンシューマー向けホー
ム・シアター用マスター・ファイルである、Dolby Atoms master files (.atoms)が作成可能です。その名のとおり、製品としてのマスタリングを行えるユニットとなります。
そしてAtmos Conversion ToolはMac OSでもWindows OSでも動作するコンバートソフトウェアとなり、.atmos、プリントマスター、BWAVを相互に変換、フレームレー
トの変換も行うことが可能となっております。
なお本製品をご利用するにあたり、1つ重要なことがございます。コンテンツのマスターファイルを作るシステムである為、ちょい足しAtmos作業環境ではなく、Dolby社
が推奨するAtmosニアフィールドモニターを備えた環境が必要となります。これらの環境を整えるご相談にもお答えできますが、選択肢として国内には、数は少ないものの
推奨されHT-RMUが備わっているスタジオが複数ございます。最後に弊社でお手伝いをさせて頂きました『株式会社ポニーキャニオンエンタープライズ』様、『グロービジョ
ン株式会社』様の2社を御紹介させて頂きます。2社共にスタジオレンタル業務をおこなっていますので、この機会にぜひご興味のある方はご活用してみてください。 

by Masuko

山路を登りながら
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こちら現
場です！ by Endoh「 新感覚スタジオを妄想するの巻 」 

国際放送機器展 (Inter BEE 2017）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と映像・放送関連機材部門に新製品を多数
そろえ出展致します。ぜひご来場ください。

■2017年国際放送機器展

開催日時： 11 月 15日 ( 水 ) 10：00～ 17：30
           16 日 ( 木 ) 10：00～ 17：30
           17 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.1411
            ホール 7 ブースNo.7507
入場：無料（登録制）http://www.inter-bee.com/ja/

ブースNo.1411
◆ AVID ProTools システム関連商品
◆DOLBY ATOMOS
◆ TACオリジナル モニターコントローラー「VMC-102」
◆ AoIP 関連 /ネットワークオーディオ関連製品
◆DirectOut Technologies 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 
◆ Cymatic Audio マルチトラックレコーダー
◆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
◆ iZotope、URS、GRM、各種プラグイン
他多数展示

ブースNo.7507
◆ ADDER デジタルKVMシステム
◆ JL Cooper Blackmagic Design ATEM スイッチャー コントロールサーフェス
◆ Decimator Design ビデオフォーマットコンバーター
◆映像・サーバー関連商品多数展示

今回の現場は、趣味と実益を兼ねて「TOKYO GAME SHOW」を見学しに行った時の話です。
昨年からジワジワと盛り上がりを見せる 「VR」（バーチャルリアリティー）
都内でもVR体験型アミューズメントパークが次々をオープンし注目を集めていますが、会場では、可動式チェ
アーに乗るタイプ、専用のアイテムを使うタイプ、ランドセルの様に機材を装着、GPSアシストされ自立歩行
でイベントをこなすタイプなど、様々なVRを体感することが出来ました。

さて、話は会場に戻ります。
VRゲームに「没入」しすぎて少し酔っ払い気味？（あくまでもVR酔い
ですよ～）なので、休憩をしようと歩いていると、何とも魅惑のフレー
ズが目に止まりました。

タックシステムでは、オリジナルファニチャーの設計 /制作 /機器
設置 /現地導入まで行っています。
これから試作デザインを作成していく予定です。興味がある方は
遠藤までお問い合わせ下さい。

これからのイマーシブサウンドのミキシング環境とは
VRゴーグル＋ヘッドホンを着用して完全ワンマンオペレートでの
作業になるのではないでしょうか？

部屋は小振りで、テーブルのみ。必要な機材は全てこのテーブル内
に実装。
映像用のPCと音声用のPCはパフォーマンス確保の為に別体とし、
テーブル内に納める関係上、発熱対策は空冷 /水冷のハイブリッド
方式。
いくらヘッドホンをしていても音の部屋なので騒音は控えめに。
別室のアナウンスブース、ディレクター＋クライアントスペースと
はVMC-102（スタジオモニター /コントローラーシステム）及び
周辺機材を採用すれば、コメント取りから、ＣＵＥ出しも可能。
視聴環境も皆 VRゴーグル＋ヘッドホンという状況なのでMA室
内に居る必要が無いので、ミキサーは集中して作業が出来る訳です。
まさに「没入感」＝イマーシブスタジオの形になるのでしょうか？「デスク秘密基地化計画」　40代のオッサン ( 私）だけで無く、男

子は「秘密基地」ってなんか好きですよね？いやいや、私だけでは
無いはずです！！
このメーカーさんでは、家庭型シュミレーションコントローラー専
用デスクを販売されており床面に座椅子上のドライビングシートを
設置、ハンドル型コントローラーとディスプレイ、アクセル /ブレー
キペダルも固定できる設計で簡易型のコックピットのようです。

それ以外にも体制を倒し斜め 45度に設置されたモニターを見なが
ら体はホールドし、両手を伸ばした先にコントローラーを配置、よ
り「没入」しやすい環境を作る。そんなデスクを展開しているそう
で、、、
なんかピピッと来たんです、私。
けしてVRゲームのやり過ぎでトランス状態になっている訳ではな
いですよ。

これらはアイテムを使い体感を楽しむ＝触覚。
VRゴーグルを使い非現実空間を見る＝視覚。
ヘッドホンを着用し映像に連動した音を聞く＝聴覚。
複数の感覚を疑似（バーチャル）空間に支配される、
自分がゲームと一体となる感覚。
あえて言うならば　「没入感」
ProTools HD 12.8.2 でも、Dolby Atmos のワーク
フローが対応し、VRオーディオミックス、ゲームサ
ウンドデザインに有効な機能が追加されポストプロ
ダクションでも注目している方も多いはずです。


