
可児市文化創造センターの沿革

̶̶̶　はじめに、可児市文化創造センターについて簡単

におしえていただけますでしょうか。

庄　可児市文化創造センターは、可児市文化芸術振興財団

が管理運営を行う、2002 年にオープンした文化施設です。

他の文化施設と異なる特徴としては、市民に対して場所を

提供するだけでなく、当センターの企画／技術スタッフが

手がけるコンサートや演劇が数多く開催される点が挙げら

れます。施設内には 2 つの劇場、ロフトと呼ばれる平場の

スペースが 3 部屋、演劇の練習室、映像シアター、レコーディ

ング・スタジオ、リハーサル・スタジオに加え、和室や会議

室などもあります。特に私たちの劇場の特徴として、フリー・

スペースが充実していることもあり、イベント開催日以外

も市民たちが本を読んだり、子どもたちが水遊びをしに来

たりしていますね。オープンから 12 年が経過し、憩いの

場として近隣の人たちに定着してきました。

̶̶̶　2つの劇場について詳しくおしえてください。

庄　当センターには、約 1,000 人収容の主劇場と約 300 人

収容の小劇場があります。最大でも約 1,000 人ですので、

大規模なライブ・ツアーの会場に使われることはほとんど

ありませんが、コンサートやダンス、講演会、寄席など、

様々な催し物が行われています。建築音響的な特徴として

は、可動式天井や自走式反射板によって、残響が公称 1.6

秒とヨーロッパのホール並に短いことが挙げられます。実

際、ヨーロッパからやって来たアーティストが、その響き

を絶賛してくれることが多いですね。日本のホールは、残

響が長めのところが多く、海外のアーティストはそこが気

になるみたいですから。また、この劇場は「管理する小屋」

ではなく「創る小屋」というコンセプトで運営しているため、

常駐のスタッフがオペレーターと技術スタッフを兼ねてい

るところも特徴です。12 年前のオープン時に集められたス

タッフは、それまで現場にいた人間ばかりだったんですよ。

逆に管理畑の人間がいなかったので、最初はそっちの方が

素人で大変でしたけどね（笑）。

̶̶̶　先ごろ、開設以来初となる大がかりなシステム更

新が実施されたとのことですが、音響改修は、一度も実施

されたことはなかったのでしょうか。

庄　はい。音響設備は開設以来一度も手を加えたことはあ

りませんでした。もちろん、時間とともに音は変わってく

るので、それに合わせて電気音響的な対応は行いましたけ

どね。具体的には、反射板の響きなどはオープン当時から

だいぶ変化しました。市民オーケストラの方たちに指摘さ

れることもあるので、だいぶ変化していたんだと思います。

̶̶̶　これまで主劇場／小劇場に導入されていた音響シ

ステムについておしえてください。

庄　主劇場のハウス・コンソールは「ヤマハ PM1D」で、ス

ピーカーは「JBL SP」シリーズと「BSS」のプロセッサーを組

み合わせたもの、そしてモニター・コンソールとしては「ヤ

マハ PM3500」と「ヤマハ M2500」を使用していました。一

方、小劇場の方はハウス・コンソールが「ヤマハ DM2000」

で、メイン・スピーカーは当初「ボーズ 502」だったのです

が、パワー不足だったため途中で「ヤマハ IF」に変更しまし

た。モニター・コンソールは主劇場と共用です。

̶̶̶　従来の音響システムに何か不満はありましたか？

庄　やはり利便性が一番の問題でした。ハウス・コンソール

はデジタルでも、オーディオ的にはアナログのシステムだっ

たので、私たちが思い描いていたコンテンツに音響システ

ムが追いついてない状態だったんです。両劇場とも、2002

年のオープン当初は演劇をメイン・コンテンツと想定してい

たんですが、実際運用を始めてみると、演劇だけではなく

様々なコンテンツに対応する必要が出てきたんですよ。し

かしながら、音響システムは演劇に特化した柔軟性の低い

システムだったため、他のコンテンツに対応するには必要

な機材をその都度外から借りてこなければならず、レンタ

ル料金だけがかさんでいくという状態だったんです。途中

で一部の機材を更新するという案もあったのですが、様々

なコンテンツ、あらゆる状況にフレキシブルに対応するた

めには、システム全体を更新しなければダメだろうと。結局、

その場しのぎの中途半端なものになってしまうのではない

かということで、部分改修は行わずにきました。

システム更新に至ったきっかけ

̶̶̶　今回、システム更新に至ったきっかけをおしえて

ください。

庄　必要な機材が出揃い、思い描いていたネットワーク・

オーディオ・システムが構築できるようになったからです

ね。具体的にシステム更新の話が持ち上がったのは、約 2

年前のことです。

　先ほど、ずっと部分改修をしなかったという話をしまし

たが、その一番の理由はネットワーク・オーディオ・システ

ムを構築したかったからなんですよ。この世界は近い将来、

絶対にネットワーク・オーディオに移行すると確信していた

んですが、しばらくは過渡期で、納得のいく規格と機器に

出会うことができませんでした。CobraNet や EtherSound

など、あらゆる規格を吟味してきたんですけどね。2002

年に導入した「PM1D」は、そもそもネットワーク的な思想

を持っているコンソールなので、そこに中途半端なネット

ワーク・システムを導入しても、結果的にはダウングレード

してしまうんではないかと思ったんです。そんなときに登

場したのが「ヤマハ」の「CL シリーズ」で、「Audinate」社の

Dante を全面採用したこのコンソールを見たときに、我々

の中で“これだ！”という結論に達しました。まさに「PM1D」

をリプレースするに相応しいコンソールだと思いましたし、

Dante こそ私が思い描いていたネットワーク・オーディオ・

システムを具現化してくれる規格だと思ったんです。そし

て「ヤマハ」と「Nexo」が共同開発した「NXAMP」が Dante

に対応したことで、いよいよ “ フル Dante” のシステムが組

めると確信しました。「CL シリーズ」の登場と「NXAMP」の

Dante 対応、この 2 つがシステム更新の大きなきっかけです。

̶̶̶　新たに構築された音響システムのコンセプトとい

うと？

庄

　また、私たちは施設内だけでなく、別の場所に出向いて

コンサートの PA などを手がけることもあります。そういっ

た外部での仕事のために、これまでは移動用の設備を別に

用意する必要があったのですが、ネットワーク・オーディ

オ・システムならば固定設備と移動用設備を共用できると

いうメリットもあります。常設のワイヤレスを外に持ち出

すこともできますし、主劇場でワイヤレスが足りない場合

は小劇場のワイヤレスを持って来ることも簡単にできます。

可児市文化創造センターが
導入したフルDanteの
音響システム

　岐阜県可児市に 2002 年にオープンした可児市文化創造センター。2 つの劇場をはじめ、ロフト、練習室、映像
シアター、レコーディング／リハーサル・スタジオなど、文化芸術に関わる様々な施設が一つの建物内に集約され
ており、近隣住民の憩いの場となっている。そんな可児市文化創造センターが先頃、オープン以来となる主劇場と
小劇場の改修工事を行い、音響システムが刷新された。新たに導入された音響システムは、「ヤマハ CL5」をはじめ
とする Dante 対応機材を組み合わせることで、完全なネットワーク・オーディオ・システムが構築され、かつてな
いほど柔軟な運用が可能になっているのが特徴だ。ここ数年注目を集めるネットワーク・オーディオ・システムだが、
可児市文化創造センターのシステムのように、パワー・アンプやプロセッサー、ワイヤレスに至るまで Dante 接続
のシステムというのは、まだまだ珍しい事例と言えるだろう。そこで本誌では現場におじゃまし、可児市文化創造
センター舞台技術課音響主任の庄健治氏に、新しい音響システムの導入の経緯とその使い勝手について話を伺って
みることにした。なお取材には、システム設計を手がけた「ヤマハサウンドシステム」と「ヤマハミュージックジャ
パン」の担当者にも同席していただいた。

取材協力 ：可児市文化創造センター、ヤマハサウンドシステム、ヤマハミュージックジャパン

写真 ：おおさきこーへい                

可児市文化創造センター舞台技術課音響主任、
庄健治氏
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可児市文化創造センター

      何より“完全なネットワーク・オーディオ・システム”と

いうのが一番のコンセプトです。アナログのシステムの場

合、ここから入ってここから出るという流れが設計段階で

決まってしまいます。しかしネットワーク・オーディオの

場合は、すべてのデバイスがネットワーク・アドレスを持

っているので、それぞれを何の制約も無く繋げることがで

きるのです。入口と出口を自由にルーティングすることが

できるため、ミュージカル、ジャズ・コンサート、演劇な

ど、様々なコンテンツに柔軟に対応することができます。

12年前、演劇小屋としてシステム設計を行ったのですが、

実際は演劇小屋以上の柔軟な対応が求められて苦労してき

ました。そんな状況に完璧に対応できるのがネットワーク・

オーディオ・システムなんですよ。
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できるため、ミュージカル、ジャズ・コンサート、演劇な

ど、様々なコンテンツに柔軟に対応することができます。

12年前、演劇小屋としてシステム設計を行ったのですが、

実際は演劇小屋以上の柔軟な対応が求められて苦労してき

ました。そんな状況に完璧に対応できるのがネットワーク・

オーディオ・システムなんですよ。

隔月刊「PROSOUND」2015年2月号より転載



極端な話、お客さんからコンソールを貸して欲しいと言わ

れた場合でも、ミキシング・ルームにあるコンソールを主劇

場に持って来れば良いわけです。これまでのシステムで考

えると、さすがに「PM1D」を外に持ち出すことはできませ

んから、固定設備と移動用設備を別々に用意する必要があ

りました。それがネットワーク・オーディオ・システムなら

ば、機材を有効的に活用できるようになるわけです。また、

固定設備と移動用設備で共用できるということは、機材の

数を減らすことができるため、限られた予算の中でクオリ

ティの高い機材を導入できるというメリットもありますね。

̶̶̶　先ほど、CobraNet や EtherSound など、あらゆ

るネットワーク規格を吟味してきたとおっしゃっていまし

たが、最終的にDante に決めた理由を改めておしえていた

だけますか。

庄　本当に様々な規格を実際に使用し、検討してきました。

その結果、CobraNet や EtherSound は規格として限界があ

り、MADI はネットワーク規格ではないという時点で選択

肢から外れます。Dante には、コンソールだけでなくパワー・

アンプやワイヤレス、DAW など、システム構築を行う上で

必要なコンポーネントがすべて用意されており、また各デ

バイスの入出力を自由に制御できる柔軟性も兼ね備えてい

ました。それに多くのコンポーネントを「ヤマハ」製で組む

ことができるため、高い安定性が得られるのも大きなポイ

ントです。多くのネットワーク規格の中から Dante を選択

したというより、私が理想とするネットワーク・オーディオ・

システムの構築は Dante 以外では不可能だったという感じ

でしょうか。

新たに導入された
フルDante の音響システム

̶̶̶　今回構築されたシステムについておしえてくださ

い。

庄　主劇場、小劇場ともに基本的な構成は同じで、ハウス・

コンソールは「CL5」と「Rio3224-D」の組み合わせで、ワイ

ヤレスは Dante モジュール搭載モデルの「Shure ULX-D4」

を採用し、アンプ室にはプロセッサーの「DME64N」、パ

ワー・アンプの「NXAMP」、「XMV8280-D」などが設置して

あります。そしてすべてのDante対応機器はEthernetスイッ

チに接続され、ネットワーク・オーディオ・システムが構築

されています。従来のアナログ接続や AES/EBU 接続とは異

なり、機器同士が直接繋がっているわけではなく、すべて

Ethernet スイッチを介して接続されているので、縦横無尽

なルーティングが可能になっています。

　舞台連絡架の「MTX5-D」と「XMV8280-D」は連絡系統の

回線や舞台のアンビエンス・マイクの入力用で、運営系の回

線は壁面埋め込み型のコントロール・パネル「DCP」シリー

ズを使い、機能を制限した状態で渡しています。これによっ

て余計な操作を防ぐことができ、管理もしやすくとても便

利です。

̶̶̶　主劇場と小劇場はどのように連携しているので

しょうか？

庄　主劇場、小劇場ともにミキシング・ルームと 64 チャン

ネルで Dante 接続されています。2 つの劇場を活用するこ

とによって、これまで以上に面白いコンテンツを提供でき

るのではないかと考えていて、現在制作チームといろいろ

検討しているところです。

阿部　主劇場と小劇場、そしてミキシング・ルームの間に、

ネットワーク・ブリッジを置いているのが今回のシステムの

ポイントです。具体的には「AuviTran」社の「AVB × 7」とい

う機材を利用しているのですが、これによって Dante ネッ

トワークの “ 縁切り ” を行っているんです。普通にすべて

の部屋を Dante ネットワークで接続してしまうと、どの部

屋からも別の機器をコントロールできてしまうので、セキュ

リティ面を考え、ネットワーク・ブリッジを導入することで

各部屋の独立性を保持しているんです。

庄　「AVB × 7」は、最大 7 枚のインターフェース・カード

を装着できるため、Dante カードだけでなく AES カードを

装着することで、「PM1D」や外部から持ち込まれた機器も

接続できるようにしてあります。

̶̶̶　　「DME64N」はどのような使い方になるのでしょう

か？

庄　単なるスピーカー・プロセッサーとしてだけでなく、

ルーティング・マトリクス、サミング・マトリクス、シーン

によるコンテンツ変更／割り込みなど、様々な用途に使用

しています。ネットワーク内の各デバイスのマトリクス処

理を行っているのは「DME64N」ですから、捉えようによっ

ては「DME64N」がメイン・コンソールのような役割を果た

していると言っても過言ではありません。

̶̶̶　Dante ネットワークでは、通常の Ethernet 回線

を利用することはできるのでしょうか？

菊地　 そ も そ も Dante 自 体、 一 般 的 な 1000BaseT の

Gigabit Ethernet 規格を活用したものなので、注意点さえ

守っていただければ、通常の Ethernet 回線を利用すること

はできます。ただしインターネット用の回線など、Dante

以外の回線を混在させるのは現時点では難しいですね。ま

た Dante の場合、インターネット回線などとは異なり、エ

可児市文化創造センター 主劇場 可児市文化創造センター 主劇場の音響調整室。メイン ・コンソールとし
て導入されたのは「ヤマハ CL5」

可児市文化創造センター 
主劇場のアンプ室。「ヤ
マハ DME64N」 が3台、
同「XMV8280-D」が3
台など
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ラー補完などは行いません。そのため、回線の品質をシビ

アに保つことが工事業者には求められます。従って通常の

LAN 回線にそのまま接続することは弊社は推奨していませ

ん。今回のシステムの場合、ケーブルは「立井電線」のカテ

ゴリー 5e STP ケーブルを使用しています。品質や引張強

度なども含めて信頼性のある製品です。Ethernet スイッチ

は「ヤマハ SWX2200」シリーズを使ってますが、一般的な

製品であれば他のものも使用可能です。

̶̶̶　 Dante システムを構築する際のコストは、アナロ

グ・システムと比べるといかがですか？

菊地　アナログ・システムの場合、単純に引き回す回線が

多くなりますので工事日数もその分多くなります。従って

Dante システムの方が圧倒的に施工コストを抑えることが

できます。ハードウェアの点で見ても機材の数が圧倒的に

減るのでアナログに比べて低コストに収まるのが事実です。

̶̶̶　フル Dante システムの場合、レイテンシーはどの

くらいになりますか？

岩上

   Dante を 通る回数が増えればそれだ

けレイテンシーが加算されることになります。

庄　個人的にはレイテンシーはあまり気になりませんね。

私たちとしてはモニター周りやワイヤレス関係の遅延はな

るべく小さくする様に設定していますが、表の遅延に関し

てはどうせプロセッサーでディレイをかける訳ですし、あ

まり気にしてません。

実際に運用してみて

̶̶̶　新しい音響システムの運用を開始して、その使い

勝手はいかがですか？

庄　大変満足しています。工事は（2014 年）7 月中旬に始

まり、約 3 週間で完了したのですが、予定が詰まっていた

ので工事完了の翌日から運用し始めました。

　ネットワーク・オーディオ・システムの利便性の高さは想

像できていたんですが、実際に使ってみると想像以上に便

利で、可能性は無限に広がったような気がします。具体

的にお話しすると、今回のシステムでは Dante の入出力

を「DME64N」内のマトリクスでどうにでも組み合わせら

れるんです。例えばお客さんがコンソールを持ち込まれた

場合、これまでは持ち込まれたコンソールの出力を、劇場

のコンソールで受けて出力を振り分けるという無駄なルー

ティングになってしまっていたんですよ。しかし新しいシ

ステムでは、お客さんが持ち込まれたコンソールから直接

「DME64N」に入力することができるんです。要するに「コ

ンソールの出力はアンプに直接入力できますので、あとは

好きにやってください」ということが可能になったんです

よ。ここまでフレキシブルな運用ができるようになるとは、

設計段階では想像できませんでしたね。もちろん、ここま

でフレキシブルに使えると、システム管理が課題となるん

ですが、可能性はかなり広がりました。

　また、運営用のプロセッサーとして導入した「MTX」シ

リーズも便利ですね。これまでは音響調整室でなければで

きなかった操作が、壁に埋め込んだコントロール・パネル

「DCP」シリーズによって現場で簡単に行えるようになりま

した。「DCP」シリーズの機能は、自由にカスタマイズする

ことができるので、お客様からの要望に応える形で柔軟に

対応することができそうです。

　一方、思いのほか大変だったのは、パソコン上での

Dante のルーティング・マトリクスの操作ですね。ここまで

大規模なシステムですと、パソコン上の操作画面もかなり

巨大になってしまうんですよ。そうすると目的の “ 目 ” を

見つけるのが大変で、スクロールしてもなかなか見つける

ことができなかったり……。せめてマトリクスを色分けで

きるようになったら視認性が上がるんでしょうけど、この

あたりは「Audinate」社に改善してもらいたい点ですね。

̶̶̶　フル Dante のネットワーク・オーディオ・システム

をトラブルなく運用する上で、重要なポイントとなるのは？

阿部　やはりデータの管理が一番のポイントでしょうね。

コンテンツに合わせてパッチやパラメーターを変える場合、

複数のスタッフで運用するとトラブルが起きかねません。

マトリクスの交点が 1 つでも違えば音が出ませんからね。

庄　コンサートなどの場合は 4 ～ 5 人で運用するので、そ

れぞれがパッチを変更してしまうと混乱の原因になります。

とはいえ、メインのオペレーターにシステム管理を担当さ

せるのは負担が大きすぎると思いますし、ネットワークを

管理する専属のスタッフが必要だと感じていますね。ミュー

ジカルやオペラになるとマトリクスも巨大になりますから

本当に大変です。

阿部　Dante システムは柔軟性の高さが利点ですが、トラ

ブルを回避するためには、ある程度自由度を制限すること

も必要になってくるかもしれません。

庄　フル Dante システムのノウハウは少ないので、セキュ

リティも含めて今後も試行錯誤は必要だと考えています。

セキュリティを考えると、すべてのパソコンを MAC アド

レスで管理するということも検討しています。ただ、設定

をフィックスしてしまうのであれば、アナログの方が楽で

すし、オープンにしないのであれば Dante システムである

必要がない。フル Dante であることのメリットは、今後も

最大限活かしていきたいと思っています。

̶̶̶　新システムの音質はいかがですか？

庄　改めて「NXAMP」は、我々が目指すナチュラルなサウ

ンドだなと思いました。ここではコンテンツに合わせてス

ピーカーをフロアに持ってくることも多いのですが、吊っ

てるスピーカーとフロアのスピーカーを組み合わせて上手

く鳴らすのは簡単なことではないんです。これまではその

チューニングにかなり苦労していたんですが、「NXAMP」

の場合は各プリセット間の位相が綺麗に統一されているの

で、フロアのスピーカーについても持ってきてそのまま鳴

らすだけで簡単に音が合成され、違和感が無いんですよ。

これまでのようにシステム・チューニングとして何かをする

必要はほとんど無く、音質面を多少いじるだけで済むので

だいぶ楽になりましたね。また、新しいコンソールの「CL5」

も、私たちがやりたいと思うことを完璧に実現してくれる。

現時点でパーフェクトなコンソールだと思います。

̶̶̶　最後に今後の課題をおしえてください。

庄　運用方法のブラッシュ・アップが今後の課題だと考えて

います。セキュリティに関してもそうですし、データの管

理方法など、まだまだ課題は多いですね。また、今後は人

材を育成することも考えていかなければなりません。Dante

のネットワーク・オーディオ・システムに精通した人材です

ね。まだまだ Dante やネットワーク・オーディオ・システム

を扱える人材は少ないですし、これは業界全体の課題なの

ではないかと思っています。
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