


1991年 に登場したSCiの 3号車。誰もが驚いたベンツの大型バスの録音中継車。コントロールルーム2部屋構成とNEVE VR48

コンソールを搭載したことなどで注目され、国内外の数千に及ぶアーティストのライブ、イベント、放送に携わつた。その 3

号車の運用が 2016年 9月 に終了した。今回、その後継として登場した8号車は3号車のNEVE VR48コ ンソールを移設。NEVE

サウンドを継承しながら、4t車サイズの中型車で登場した。

今、求められている録音中継車とは?そ して昨今のデジタル化の中で、敢えて25年使用したアナログのNEVE VR48コ ンソー

ルを移設した理由とは?さらに、新型の 8号車は広く、軽くするために、あらゆる工夫が図られていた。そこで、関係者にそ

の詳細を伺つた。

SC 8号車の外観

全長 8,590× 全幅 2,490× 全高3,400mm。 総重量 79t
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手前右から時計回りに、斉藤文昭(SC代表取締役)、 野澤由香 (日 本音響
エンジエアリンの 、柴田雄哉 (モ ービル録音部)、 秦―恵 (モ ービル録音

部)、 魚地美紀子 (モ ービル録音部)、 斉藤祐司郎 (モ ービル録音部部長)、

原田崇の各氏
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録音中継車ラインナップ

SCIの 現在の録音中継車は、新型の 8号

三を入れて計 7台。1号車と5号車、今回

「 8号車がアナログのNEVE VR Mobileコ

ンソ~ルを搭載している。

フロサウンド(以下、PS)現在は、どのよ

'なラインナップになっていますか?

斉藤祐司郎 基本的にはアナログ卓の車が

:号 と5号と今度の 8号です。5号だけ拡

てボデイで入力の多い場合に対応します。

それから4号 が Sttlder、 7号 が SSLの デ

´タルで、会場が狭いところだと4号 と7

号だつたりします。デジタルなので、どち

lも 入力が 90以上あるので、入力の多い

■青にはデジタル車が逆に使いやすいです

・■:現状で、次のラインナップになってい

ます
=

l号車中型録音中継車 (N「υE VR48 48)

2号車キャンピングカー

・4号車小型録音中継車 (Sttlder慈＼-5)

・I号車中型録音中継車 :拡幅タイプ(NEVE

R6048)

=号
車中型録音中継車 (SSL C200)

・ 号車小型録音中継車:拡 幅タイプ (SSL

15〕3)

斉藤文昭 今回の 8号車も当初はデジタル

「
三を積もうと考えていましたが、設計段

≧つ時点では24bi/961KHzと いう線を超え

て なヽかったので、ならばアナログにしよ

二ということで、3号車の NEヤ電の卓がモ

イル専用のフレームのものですからその

まま移設しました。モバイル専用の卓とい

二⊃:ま、足がすごくしっかりしてるのと、

百重を分散させるために足の床のポイント

「 多かったりするんですよ。当時、BBCが

:こ ■ヽの卓を入れたときにモバイル専用の

~レ
ームを作ったというのでそれを使わせ

てもらったものです。

録音中継車の最近の傾向

PS 録音中継車には最近の傾向としてどの

ようなことが求められていますか?

斉藤文昭 最近では、テレビの映像中継車

が 4Kと か 8K対 応で大型に

なったものですから、逆にオー

ディオの方は小さくしてくれ

と求められることが多くなっ

てきましたね。

PS 最近の T17の 収録のとき

にはデジタル車が多いです

か?

斉藤祐司郎 そうですね。デ  UR日 1176LN× 6や URE1 1178、 NEVE33609、 Rdand SDE

ジタフレの方が多いかもしれま  3000を
移設。新規にBttcasti M7×2を常設

せん。ただ、音ながらのNEⅦ が良いから

NB層 を使わせてくれっていうのもけっこ

うあります。トータルで NEヤ電はNEVEな

りの音がしてますので、NB肥 を使い慣れ

てる人は NEヤTを使いたいようです。

NR′EVRを
フルオーバーホール

PS 今回はNEVE VRを移設ということで

すが、修理箇所としてはどのようなところ

があったのでしょうか?

斉藤文昭 今回はフルオーバーホールです

から、全部バラして組み立て直してもらい

ました。いわゆる電気的なところだけでは

なくて、構造体の部分のゴムの部分の劣化

というのも全部直されています。

PS オーバーホールはどちらに依頼された

のでしょうか?

斉藤文昭 基本的には自分のところでやり PS 内装デザインのコンセプトはどのよう

ます。工程的に自分のところでやる方がス

ケジュールが見えますからやりやすいし

というかうちの山口はこの手の卓に関して

は一番詳しいですから。

PS 他のN臥氾の修理とかもいろいろやら

れているんですか?

斉藤文昭 そうですね、アナログだったら

なんでもやってます。デジタルにしなかっ

た理由のもうひとつにはそういうところも

ありますね。何かあったとき、自分のとこ

ろでデジタルの卓はいじれませんし、また

修理に出すのなら修理に出したで日数が取

られてしまいます。それとデジタルの卓と

いうのは目進月歩なので、この車の設計時

点では、車がいざ走り出したときにはもう

開腐化してたりするのが見えてましたから。

内 装 デ ザ イ ン
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に考えられましたか?

原田 日本音響エンジエアリングさんに

お願いしました。内装に求めたこととは音

的なことは勿論ですが、スペースファク

ターと遊び心です。プロダクションの中継

車にクライアントが求めるのは一に広いス

ペースです。イベント内容の複雑化に伴い

常設機器では足りないことも多く、持ち込

み機材、人共に増えています。これを吸収

できるかがクライアントヘの最大のサービ

スとなります。そのため、壁面に対しては

lmmで も広く取りたいとオーダーしまし

た。また通常天丼には遮吸音のためグラス

ウール等を詰め布材を貼り隠しますが、今

回は日本音響さんからの提案で拡散材を天

井からスピーカー背面部まで材料を隠すこ

となく取り付けたため、非常に天丼高のあ

る仕上がりになっています。また拡散材を

ウェーブ状に取り付けていますので遊び感

もあリボディー外ともマッチした柔らかな

デザインになっています。

野澤 車両の中ということで、どうして

も四角くなりやすいので、ちょっと遊び心

を入れて、アールを使いたかったのがあり

ます。うちで柱状拡散体がありますから、

ちよっと模したみたいな形にさせてもらっ

て、すっきりした感じになっています。天

井にジャージを張ってしまうとどうしても

圧迫感が出てきてしまうので、中が見える

ような見えないような感じで広く見せてい

ます。

PS ACSは何重にもなっていると思います

けれど、これは二重になっていないようで

すね?

野澤 容積的に1限界がありますからね。ブ

ラスα裏の布をいろいろ試行錯誤させてい

ただいていますけれど、デザインだけでな

く効果も得られています。

PS 柱状拡散体の効果というのはどのくら

いありますか?

野澤 柱状拡散体を入れる前と入れてから

聴いているのは、原 lllさ んと私だけかもし

れませんが、顕著に効きます。

原田 フラッターが柱状拡散体を付けた瞬

間に消える感じはおもしろい効果だったで

すね。拡散体を取り

付ける前には、野澤

さんに「大丈夫?Jっ

て言ってしまったく

らいですから。そこ

からの調整って当然

ありますけれど、グ

ラスウールとかロッ

クウールの固定観念

があった人間にとっ

てはビックリです

ね。デザインとして

も効いてるし、まさかそういう効果がある

とはお客さんは思わないかもしれないです

ね。

軽量化と遮音

PS 軽量化ということでは、どのようにさ

れていますか?

原田 今回の車両サイズの場合、既存の架

装工法で工事を行なってアナログコンソー

ルを搭載すると10t近 くの重量になってし

まいます。そこで、ボディーの軽量化を図

るため、ヨコハマモーターセールスヘ依頼

しました。同社はFRP(繊維強化プラスチッ

ク)を用いたボデイー製造を得意とした会

社で、今回骨格にアルミフレーム、外皮に

FRPパネルを用いることにより既存の半分

程度のボディー重量となりました。このよ

うな条件の中でもボディー壁天丼面だけで

なく床下にもグラスウールをサンドイッチ

し遮音効果を高めました。FRPは 加工自由

度が高いため、アール曲面を用いた柔らか

い外観デザインに仕上がっています。

PS 遮音はどうですか?

原田 FRPのメリットって、密開度が高いっ

てことなんです

よ.アルミでやる

とどうしても溶

接でつないだ り

ネジ止めでつな

いだ り、隙間が

できてしまいま

すが、FRPは 隙間

無 く作れちゃう 音声入力盤は車内に設置

自由度がすごくあるので、ここを削りたい

とか、この無駄はいらないとなったときに、

FRPの方がそういうところでどんどん無駄

を省いてトータルでは軽量化というのが図

れますね。あとデザイン性も 遊び心を人

れられたり、FRPっ てそういう自由度もあ

りますね。

PS 電波の遮蔽は?

原田 FRPは アルミでも鉄でもないので電

波が素通しなんですよ。特にアナログの音

声中継車にとってそれは最大のネックに

なってしまうので、多くの電線が這ってま

すから、どこでどう飛び込んでくるか分か

らないので、防波塗料というのをボディー

の内側に塗っています。

PS 真夏の熱対策は?

原田 遮熱は、天丼の内側は遮熱の塗利を

塗っています。NASAご 承認というお塁付

きの人工衛星用のものです。

野澤 ロケットの先端に塗る塗装剤がある

んですね。有り得ないような熱に耐えると

いう 数年前から話はあったんですけど、

なかなかチャレンジできませんでした。

アンプ室の Pro Tods HD νO アンプ室の 76CAM X48な ど
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原田 これも重量にからんできます。ただ

軽くすれば良いって考えがちですが、逆に

句で重くなるのかを考えていくと、車の中

を冷やすために空調機をどんどん増やして

しまうんですね。FRPのもうひとつのメリッ

トは真夏の炎天下に置いておいても、持て

ない温度にはならないんですね。これが鉄

なリアルミだと、アツアッになってしまう。

それがそのまま車の中にも入り込んでくる

ので、それを冷やすためには空調機の能力

を上げる、それは重さになる。次にやるこ

とと言ったら、熱が伝わらないようにグラ

スウールを貼る、そうすると今度は狭 く

なってしまうという逆効果が出きてしまう

たですね。FRPで空調機が楽になったんで

すよ。断熱塗料というのは厚みがほとんど

無いので、グラスウールをそれだけ天丼に

著る重さより、ぜんぜん軽く広くなります。

PS FRPの効果ってほかにもあるんです

iヽ
9

原田 FRPは 実は塩害にも強いんですよ。

高速道路の凍結防止剤でやられちゃうんで

すね。何もしないと3年 くらいで錆びが出

てくる。今回は見えない床下の部分もFRP

コーティングをかけています。今まで諸般

の事情でなかなかできなかったですけれど

今回はできました。遮音の関係で、床下に

もグラスウールを入れて、ボディーの隙間

:こ も隙間を全部グラスウールを徹底的に埋

うてもらっています。

周瑞

PS この 8号車では、モニタースピーカー

iま常設ではないのですか?

斉藤祐司郎 モニタースピーカーはご希望

こ応じて Genelec S30ク ラスのミドルクラ

スまで対応できます。

PS サブ卓は何を用意されていますか?

斉藤祐司郎 チャンネルが少ないようであ

れば Studer 962で すね。多くなってくると

デジコンですね、YA�■HAの「QL5」 とか

「LS9」 。最近の ちヽへさ/L■眈のデジコンはすご

く便利ですね。

PS レコーダーは常設ですか?

斉藤祐司郎 常設です。メインは Pro TOoヽ

HD Xで、サブはTASCANlの「X48Jが 1台

ですけど、「X48Jは もう 1台追加できます。

PS 常設のエフェクターは?

斉藤祐司郎 コンプはURE1 1176と 1178

が計 7台と卜E�T 33609が 1台ですね。あ

とはリヴァーブは今回初めて B�∽� M7を

2台入れてます。

PS 収録のときのケーブルは光ケーブルで

すか、それともアナログですか?

斉藤祐司郎 通常はアナログです。会場が

広くてケーブルが何百 mとか引っ張るよう

になったらOTARI Lthminderを 使ったり

します。Ligllavinderで 引っ張ってきても

けっこうND圧 サウンドが出るというか、

卜EV■ を通した音になりますね。

PS 電源は、NDTは 200Vですか?

斉藤文昭 卓電自体は 200Vです。トラン

スで昇圧してます。必ず絶縁 トランスで、

すべてに対して絶縁トランスを入れる。入

れないとエアコンのインバーター系やら何

らかに回り込んでくるのでエアコン用に絶

縁トランス、コンソール用に絶縁トランス、

システム用に絶縁 トランスというふうに分

けて入れておかないと、一括で絶縁にして

しまうとその中では何が始まるかわからな

いので、 トランスの数としては多いなと思

うんだけど、それは面倒くさがらずにやっ

たことによって完全に絶縁できるんです

ね。

ブレーカー盤も特注です。ブレーカーは

スイッチじゃないので、バンバンバンと入

れたり切ったりしてるとだんだん劣化して

落ちやすくなるし、バイメタルの性能も落

ちできて、本当の過電流じゃないに落ちる

ことも有り得るし、システムに対して本当

の電源スイッチ、オーストリア製のレバー

スイッチを付けています。

これからの録音中継車

PS 最後にこれからどういうことを求めら

れていますか?

斉藤文昭 ぼくがこの仕事を始めたひと

つの理由には、他人とは同じことはしない

ということから始めてるいるので、この車

を造るときも他の車ことは全く考えていな

かった。基本概念としては、卓は絶対前で

なければダメだと。車の後輸の軸より後ろ

に卓を置いたら絶対傷むし、絶対振動から

逃げるところに卓を置かなきゃいけないと

思う。最初に空調をどうするかというとき

も、床置きのエアコンを使えって言ったら、

デイスコンで無いと言ってたんだけど、中

継車には理想的なんですよ、卓の後ろに置

くというのが。床置きがいちばん良いです、

安全ですし。

原田 それに、冷えなかったときのために、

実は天丼にも 1台入れています。それが

アールを描いて下がり天丼になってる部分

に吊ってあります。さらにデジタルものが

多いので仕切り壁を入れてもらって専用の

空調機も設けています。今回はさすがに 3

台入っているので、どれかがどれかのバッ

クアップをしてくれるようにもなっていま

す。

斉藤 うちの中継車の窓は基本的に丸形な

んですよ。丸形で開閉式になっていて、実

はエアコンが壊れたときにスポットクー

ラーを持ってきても、それでも動かせるよ

うに丸形に固執してるんですね。

PS なるほど、安全の上にも安全という考

えがよくわかりました。お忙しいところ、

ありがとうございました。

事警
織覇
一一一轟
藩
一一警
〓

ブレーカーのほかに、AC100Vメ イン・ス 絶縁トランスはコンソール用、システム用、エアコン用の
イツチやコンソール スイッチを装備   3台 搭載
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