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GAME
AUDIO

ambisonics理論を先駆けて導入した
オーディオソリューションWwise

R E P O R T

　これまでの「3D Audio」という言葉

が、最近「Immersive Audio（イマーシブ・

オーディオ、没入型音響）」という言葉

に変化してきました。この変化は単な

る「3D Audio」とは異なる、様々なメ

ディアへの活用や多くの可能性、そし

て「Immersive（没入）」という言葉が示

すように、観衆を魅了する大きなパワー

を感じます。世界基準の映画は Dolby 

ATMOS を中心に、多くの作品でイマー

シブ・オーディオを採用していますが、

日本映画は採用した作品がほとんどな

いのが現状です。しかし、Game Audio

の世界では、VR という新しいコンテン

ツの登場もあり、イマーシブ・オーディ

オがより身近なテーマになっています。

このような背景から、数回にわたり「イ

マーシブ・オーディオ」にスポットを当

てた記事をお送りします。

VRゲームのサウンド制作で
優位性が高いambisonics
染谷　今回は「audiokinetic」社の田島さ

んと牛島さんをお招きして、「Wwise」

の 2016 年のメジャーアップデートで

加わった ambisonics と、2017 年のメ

ジャーアップデートで搭載された 2 つ

の機能について伺います。そもそも

ambisonics は、1970 年代に生まれた

技術です。それが VR ゲームの音場再

生する際に、自由度や優位性が高い

ことから「Wwise」は ambisonics を採

用したと『プロサウンド 6 月号』にて

「audiokinetic」社長のマーティン H. クラ

インさんと最高技術責任者のマーティ

ン・デュフォーさんから聞きました。

牛島　VR の音場再現は、既存のチャン

ネル・ベースと異なり、頭の動きに合わ

せて動く CG に合わせて、自分を中心

にした球面状に音が広がっていきます。

おっしゃる通り、ambisonics は 1970

年代に生まれた技術ですが、それを活

かすコンテンツがありませんでした。

それが VR の登場によって、そこが活

かせるようになりました。

PS　ambisonics は、「Sound Field」 や

「Sennheiser Ambeo」といったマイクを

使って A フォーマットで収録し、プラ

グインで B フォーマットに変換して再

生されますが、どの段階で「Wwise」に

取り込むんですか。

牛島　ファイルとしては B フォーマッ

トで、チャンネル構成が異なる “FuMa”

“AmbiX” のどちらにも対応しています。

また、出力時に 16ch を必要とするサー

ド・オーダーまで対応しています。

田島　ここで面白いのが、オブジェ

ク ト・ベ ー ス で 動 か し て い る 音 も、

ambisonics のバスに流し込むことがで

きるんです。

染谷　オブジェクト・ベースの音声と

ambisonics の音場再現を組み合わせて

使えると、デュフォーさんがおっしゃっ

ていましたね。

田島　ambisonics に関して、ここまで

コントロールできるミドルウェアは今

のところ「Wwise」しかないと思いま

I m m e r s i v e  A u d i o  f o r  G a m e s

環境音はファースト・オーダー、動く音はより高い次数のambisonicsで作る。
そうすることでCPUの負荷を減らしながらも、よりイマーシブな音響空間を創造できる

写真 1：「Unreal Engine4」で制作されたデモ・ゲームの画面。その後ろにあるのが最新の「Wwise」。
鳥が飛んでいる位置情報を Wwise 側でトラッキング
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ジェクトとして動いて

いました。

　また、環境音につい

ても位置情報を持って

います。その音に対し

て、 カ メ ラ の 位 置 や

キャラクターの視点な

のかを設定していま

す。その時、建物の様

な遮蔽物の位置情報を

持 っ て い ま す。 つ ま

り、ゲーム内の発音源

んです。今までのゲーム・サウンドの制

作や概念を残しつつ、ambisonics の概

念も加えたわけです。このデモ・ゲーム

では、今までの 4ch で作るクワッドに

よる環境音と ambisonics による環境音

が聴き比べられるようになっています。

染谷　ambisonics のサウンドは、とて

もナチュナルですね。

ambisonicsの没入感を
更に向上させる新機能
田島　今回は没入型音響 “ イマーシ

ブ・オーディオ ” を実現するために導

入された「Wwise」の新機能、「Wwise 

Reflect」と「3D BUS」に加えられた “ ポー

タル（Portal）” という演出方法を説明し

ていきたいと思います。

牛島　「Wwise」は 様 々 な プ ラ ッ ト

フォームに対応できるのが特長です。

そ れ ら を お 伝 え す る た め に「Unreal 

Engine 4」で作られた無料で提供される

デモ・ゲームを用意しました。

　まず、どんな出力フォーマットにも

対応できるという理由ですが、ゲーム

は「PS2」くらいの時期から、すでにオ

ブジェクトで音の位置を決めていたん

です。そして、この円の中（写真2）に入っ

ている音が、プレイヤーに聴こえてい

る範囲になります。このゲームで上空

を飛んでいる鳥の鳴き声も、X/Y/Z の

位置情報を持っているオブジェクトで

す。3D 空間の全ての音の発生源はオブ

す。サード・オーダーまで対応している

理由は、モノラルの音声をアサインす

ることで、より正確な再現ができるか

らなんです。

牛島　いま、この画面（写真 1）では鳥

が鳴くと各音声に位置情報に応じて、

ambisonics バスに流し込まれています。

ファースト・オーダーのファイルが常に

環境音のような形で再生されるなか、

オブジェクト・ベースの音声はサード・

オーダーで再生される事で、よりリア

ルな動きをする音場再現をすることが

できます。

田島　環境音をファースト・オーダーで

作り、それよりはっきりとした音、例

えばオブジェクトのような動く音に関

しては、高い次数でオーサリングする。

そうする事で、いわゆるイマーシブ・

オーディオに繋がると思っています。

PS　いま、ambisonics 用のマイクは

ファースト・オーダーしか一般的ではな

いですが、それをより音場表現が正確

なサード・オーダーにアップコンバート

することはできるんですか。

牛島　それはできませんが、サードか

らファーストにする事は可能です。

PS　合成音である鳥の音はサードにで

きるけれど、生の鳥の音は録ったマイ

クの次数によるということですね。

田島　そういうことです。このデモ・

ゲームで飛んでいる鳥の鳴き声は、定

位がかなりしっかりとしていると思う

全体に対して均一なリヴァーブを掛

けるプラグインです。この最新バー

ジョンではインタラクティブに残響

が 変 化 し て い く “Geometry-Informed 

Early Reflection” 機能を持った「Wwise 

Reflect」が追加されました。

牛島　ここで「Wwise Reflect」のアー

リー・リフレクション（初期反射）につい

て話をしたいと思います。

田島　これは、部屋や洞窟などで起き

る初期反射をリアルタイムで生成する

プラグインになります。まず、この部

屋全体にルーム・リヴァーブが掛かって

います。そこに、例えば玉を打った際

に発生する初期反射を、プレイヤーの

位置などの距離関係に基づいてリアル

タイムかつ自動的に変化する機能（写真

4）です。

牛島　いまプレイヤーが玉を打ってい

ますが、この音がカメラやプレイヤー

の位置、壁の位置から、どのくらいの

初期反射が起きているのか演算して、

ふさわしい初期反射音を生成します。

さらに、どの音にどのくらい初期反射

が掛かっているか、モニタリングでき

るようになっています。

PS　この初期反射は、部屋の 6 面に対

して演算するんですか？

牛島　はい。その際に、どの面を有効

にするのか、壁がどんな材質なのか、

といったことも設定できます。初期反

射の速度を遅くすることで、ドップ

ラー効果のような音も作る事ができま

す。材質についても、プリセットとし

て、木材、コンクリート、石こうボード、

布などの建築素材に関して初期反射と

吸音をシミュレートします。また、フィ

ルターとボリュウム、スプレッド等で、

反射音を変化させることもできます。

PS　ここまで融合しているのは、ゲー

ム・エンジンが「Unreal Engine 4」だか

らということもあるんですか。

田島　いえ、今回は「Unreal Engine」

で作ったデモ・ゲームを使って説明して

はすべて位置情報を持っていますから、

そもそもチャンネルに依存していませ

ん。それをサラウンドやステレオといっ

た、それぞれのゲームタイトルのフォー

マットにあわせて出力していました。

PS　オブジェクト数は、ゲーム・エン

ジンの「Unreal Engine 4」側で規定さ

れるんですか。それとも例えば Dolby 

ATMOS では、Bed を含めて 128tr とい

う再生上限がありますよね。

田島　この各オブジェクトを表示する

画面（写真 2）は「Unreal Engine 4」が、

オブジェクトに対して音を付けている

んです。そのため、Dolby ATMOS では

128tr のオブジェクトという上限があ

るので、私の推測ですがオブジェクト

数が超えてしまった場合、優先順位を

付けるなど「Wwise」で対応する必要が

あると思います。

牛島　オブジェクト・ベースの再生環

境では、どのオブジェクトを Dolby 

ATMOS に渡すのか、というプランニン

グが必要になるでしょうね。実際のゲー

ムでは空間上に 300 くらいの発音源が

あり、実際に音が鳴るエリアの外でも

動いています。実際に CG で表示され

るエリア内で鳴っている発音源は 50

くらいだと思います。ゲームでは、発

音源はすべてオブジェクトとして動い

ているということを、まず覚えておい

てください。

Wwiseならではの
リヴァーブ・プラグイン
PS　リヴァーブは、どのように掛ける

のですか？

牛島　リヴァーブは、指定したエリア

内に対して、どれくらいの響きがある

のか、「Wwise Convolution」（写真 3）で

設定します。その設定に沿って、プレ

イヤーの位置やカメラの位置によって、

どれくらいのリヴァーブを掛けるのか

リアルタイムで処理します。

田島　「Wwise Convolution」は、部屋

GAME
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全体に対して均一なリヴァーブを掛

けるプラグインです。この最新バー

ジョンではインタラクティブに残響

が 変 化 し て い く “Geometry-Informed 

Early Reflection” 機能を持った「Wwise 

Reflect」が追加されました。

牛島　ここで「Wwise Reflect」のアー

リー・リフレクション（初期反射）につい

て話をしたいと思います。

田島　これは、部屋や洞窟などで起き

る初期反射をリアルタイムで生成する

プラグインになります。まず、この部

屋全体にルーム・リヴァーブが掛かって

います。そこに、例えば玉を打った際

に発生する初期反射を、プレイヤーの

位置などの距離関係に基づいてリアル

タイムかつ自動的に変化する機能（写真

4）です。

牛島　いまプレイヤーが玉を打ってい

ますが、この音がカメラやプレイヤー

の位置、壁の位置から、どのくらいの

初期反射が起きているのか演算して、

ふさわしい初期反射音を生成します。

さらに、どの音にどのくらい初期反射

が掛かっているか、モニタリングでき

るようになっています。

PS　この初期反射は、部屋の 6 面に対

して演算するんですか？

牛島　はい。その際に、どの面を有効

にするのか、壁がどんな材質なのか、

といったことも設定できます。初期反

射の速度を遅くすることで、ドップ

ラー効果のような音も作る事ができま

す。材質についても、プリセットとし

て、木材、コンクリート、石こうボード、

布などの建築素材に関して初期反射と

吸音をシミュレートします。また、フィ

ルターとボリュウム、スプレッド等で、

反射音を変化させることもできます。

PS　ここまで融合しているのは、ゲー

ム・エンジンが「Unreal Engine 4」だか

らということもあるんですか。

田島　いえ、今回は「Unreal Engine」

で作ったデモ・ゲームを使って説明して

はすべて位置情報を持っていますから、

そもそもチャンネルに依存していませ

ん。それをサラウンドやステレオといっ

た、それぞれのゲームタイトルのフォー

マットにあわせて出力していました。

PS　オブジェクト数は、ゲーム・エン

ジンの「Unreal Engine 4」側で規定さ

れるんですか。それとも例えば Dolby 

ATMOS では、Bed を含めて 128tr とい

う再生上限がありますよね。

田島　この各オブジェクトを表示する

画面（写真 2）は「Unreal Engine 4」が、

オブジェクトに対して音を付けている

んです。そのため、Dolby ATMOS では

128tr のオブジェクトという上限があ

るので、私の推測ですがオブジェクト

数が超えてしまった場合、優先順位を

付けるなど「Wwise」で対応する必要が

あると思います。

牛島　オブジェクト・ベースの再生環

境では、どのオブジェクトを Dolby 

ATMOS に渡すのか、というプランニン

グが必要になるでしょうね。実際のゲー

ムでは空間上に 300 くらいの発音源が

あり、実際に音が鳴るエリアの外でも

動いています。実際に CG で表示され

るエリア内で鳴っている発音源は 50

くらいだと思います。ゲームでは、発

音源はすべてオブジェクトとして動い

ているということを、まず覚えておい

てください。

Wwiseならではの
リヴァーブ・プラグイン
PS　リヴァーブは、どのように掛ける

のですか？

牛島　リヴァーブは、指定したエリア

内に対して、どれくらいの響きがある

のか、「Wwise Convolution」（写真 3）で

設定します。その設定に沿って、プレ

イヤーの位置やカメラの位置によって、

どれくらいのリヴァーブを掛けるのか

リアルタイムで処理します。

田島　「Wwise Convolution」は、部屋

写真 2：“Game Object 3D Viewer” で、とある 1 シーンの中で発生しているすべての Game 
Object 位置の様子。表示されている球体は音が届く範囲を示している

写真 3: 様々な音響空間を、実際の空間サンプルをベースに再現できるリヴァーブ・プラグイン
「Wwise Convolution」

写真 4: 初期反射のリアルタイム調整を行なう「Wwise Reflect」
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入った後でルーム・リヴァーブが変わ

りますよね。その変わり目はどのよう

に聴こえるのでしょうか？

牛島　それでは部屋に入る途中でど

んな聴こえ方になるのかデモします。

いま、部屋の中にいるのでルーム・リ

ヴァーブが掛かっています。そして、

部屋の中にはヴォイスを話し続けるオ

ブジェクトがいます。そういった状況

で、ドアを開けて部屋から出ていくと

いう場面（写真 5）でどのように聴こえ

るのか。そこに新しく搭載された “ ポー

タル（Portal）” が活躍します。

　このドアの位置で、いったん部屋の

中の音が 3D バスという機能でまとめ

られます。この機能は横の壁の向こう

に発音源となるオブジェクトがあるの

ですが、いままで壁の情報を元に音の

減衰や遮蔽は設定できたのですが、音

の回折を再現するのがとても難しかっ

たのです。それが 3D バスを使うと回

折現象のような演出を行なうことがで

きます。どういうことを行なうかとい

うと、部屋の中の音をドア部分でまと

めて、そこから音が聴こえてくる様に

なっています。そうすると、ドアから

ルーム・リヴァーブも含めた室内の音

がまとまって出ているので、あたかも

回折しているように聴こえるのが特長

です。

田島　いまは片方のドアしか開けてい

ない状況ですが、両方を開ければ音が

変わりますし、壊れて穴の空いたガラ

ス窓越しに部屋の音を聴くということ

もできます。ただし、ポータルを増や

せば増やすほど CPU に負荷が掛かる

ので、そこはトレードオフにあります。

牛島　こういった現実世界での音の

振る舞いを、ゲームで実現できる範囲

で効率よく再現しつつ、リアルタイム

で動くようなパイプラインを作るのが

「Wwise」なのです。

　またゲームは、いわゆるゲームを

プレイしているインゲーム・シーンと、

いるだけですので、他のゲーム・エンジ

ンにも対応しています。反射面に関し

ても、今回は 6 面の部屋しかありませ

んが、自社開発エンジンで八角形の部

屋などもっと反射面を増やしたり、平

行面のない丸い部屋を作るなど様々な

形状の部屋や、屋外の障害物などにも

対応できます。

　弊社が考える “ イマーシブ・オーディ

オ ” とは、いかに現実世界と同じよう

な現象をゲームに組み込み、かつ、リ

アルタイムで変化させるという事を重

要視しています。ゲーム・オーディオ制

作者でも、なぜ初期反射と部屋の残響

を組み合わせて一つの音にするのか、

疑問を持つ方もいると思います。その

理由は、ゲームですから、残響に関わ

る部分をすべてリアルタイム演算しよ

うとすると、CPU に掛かる負荷が大き

くなります。そこで、初期反射の効果

だけを切り分け、部屋や場所の残響は

いままで通りリヴァーブを付ければ、

複雑な演算は必要ないと考えたんです。

牛島　人が位置情報を認知する際に、

後期残響よりも初期反射とディレイの

方が重要なのです。

染谷　普通はひとつのリヴァーブで初

期反射やディレイを処理しようと考え

ますが、それを分割することで CPU の

負荷が減るという発想はなかなか浮か

ばないですよね。

田島　弊社はインタラクティブなオー

ディオに特化したミドルウェアを開発

しているので、どこまでがいまのテク

ノロジーと処理速度で可能なのか、と

いう事をしっかりと理解して、落とし

所を考えて「Wwise Reflect」を開発しま

した。

部屋から屋外に移動時に
生まれる音の変化を
現実に近づけるポータル
染谷　リヴァーブに関して、もうひと

つ伺いたいのですが、部屋に入る前と

ストーリーを映画仕立てのように見

せるシネマティック・シーンの 2 つが

あります。シネマティック・シーンは、

いわゆるプリレンダリングされた映像

なので、中でキャラクターが動いてい

る位置情報がありません。その場合、

MA 作業が発生します。

染谷　しかしながら現在のゲームは

シネマティック・シーンが大幅に減り、

どんどんインゲーム・シーンが増えて

います。こういう素晴らしいツールが

ないと、より高度なリアルタイムミキ

シングの要望に対応できなくなってし

まいますよね。

Wwiseはファイル名を
統一するだけで完結する
ローカライズ作業
染谷　欧米では「Wwise」での納品が増

えているようですね。

田島　なぜ増えているかというと、

ローカライズ時に「Wwise」が力を発揮

するんです。様々な国の言語に対応す

るために、ゲームや映画はローカライ

ズという作業があります。その言語を

使う現地で録音して、ファイルを渡し

て、組込みをプログラマーにお願いし

ていました。

　それが「Wwise」を使うと、とても簡

単にできます。まず、リファレンス言

語、例えば日本語でゲームを作ります。

そして、例えば「おはよう」という音声

を入れた wav ファイルに “aisatsu” と

いうファイル名を付けます。次にロー

カライズしたい言語で、同じファイル

名である “aisatsu“ を作ります。それを

「Wwise」にインポートして選択をする

と、同じファイル名になっている音声

データはすべて自動的に切り替えてく

れます。

染谷　ファイル名だけ正確に行なえれ

ば、組込み作業は必要なくなるんです

ね。

田島　はい。ファイル名さえ間違って
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ストーリーを映画仕立てのように見

せるシネマティック・シーンの 2つが

あります。シネマティック・シーンは、

いわゆるプリレンダリングされた映像

なので、中でキャラクターが動いてい

る位置情報がありません。その場合、

MA作業が発生します。

染谷　しかしながら現在のゲームは

シネマティック・シーンが大幅に減り、

どんどんインゲーム・シーンが増えて

います。こういう素晴らしいツールが

ないと、より高度なリアルタイムミキ

シングの要望に対応できなくなってし

まいますよね。

Wwiseはファイル名を
統一するだけで完結する
ローカライズ作業
染谷　欧米では「Wwise」での納品が増

えているようですね。

田島　なぜ増えているかというと、

ローカライズ時に「Wwise」が力を発揮

するんです。様々な国の言語に対応す

るために、ゲームや映画はローカライ

ズという作業があります。その言語を

使う現地で録音して、ファイルを渡し

て、組込みをプログラマーにお願いし

ていました。

　それが「Wwise」を使うと、とても簡

単にできます。まず、リファレンス言

語、例えば日本語でゲームを作ります。

そして、例えば「おはよう」という音声

を入れたwav ファイルに “aisatsu” と

いうファイル名を付けます。次にロー

カライズしたい言語で、同じファイル

名である “aisatsu“ を作ります。それを

「Wwise」にインポートして選択をする

と、同じファイル名になっている音声

データはすべて自動的に切り替えてく

れます。

染谷　ファイル名だけ正確に行なえれ

ば、組込み作業は必要なくなるんです

ね。

田島　はい。ファイル名さえ間違って

いなければ、簡単にローカライズがで

きてしまいます。

染谷　言語によって、音の大きさなど

が異なるときがあります。そこはどう

解決するんですか？

田島　その部分は、さすがに「Wwise」

では処理しきれません。ミックスバラ

ンスも変わりますので、海外ではダイ

アログの管理や調整することを専門に

している職業があるので、その方の手

腕に尽きると思います。

牛島　ちなみに、「Wwise」では、指定

したダイアログを一括して調整するこ

とは可能です。

染谷　言語で全体のミックスバランス

を変えなければならないこともありま

すよね。例えば、日本語だとフォーリー

のレベルが大きくても大丈夫ですが、

英語音声になると妙にフォーリーが浮

いて聴こえてしまいます。ダイアログ

の違いによるバランス調整は奥が深い

ですよね。

2016バージョンから
導入されたambisonics
PS　先程、クワッドと ambisonics か

ら環境音を選べると言っていました

が、それまではどのようにしていたん

ですか。

牛島　4ch の発音源によるクワッドが

ほとんどだと思います。

田島　ambisonics とクワッドを組み合

わせるというのもひとつの手だと思い

ます。組み合わせることでよりリアル

になる可能性があります。ambisonics

を VRなどに活用しようと各社、試行

錯誤しているようです。その成果発

表が今年のCEDECや、来年のGDCな

どが発表される場になると思っていま

す。

牛島　ゲームの音声は、例えばメ

ニュー画面で何かを選択した際などに

鳴るシステム音は2D。それ以外、ゲー

ム空間に散らばった効果音や楽曲は

写真 5：ドアの開口部に 3D Bus 機能を使用した Portal のデモンストレーション

写真 6: モノラルからサラウンド、Dolby ATMOS、AURO 3D、サード・オーダーの ambisonics ま
で選択できる “Audio Bus Property Editor”

写真 7：モノラル音を Wch にルーティンしている様子

ので、モノラルの音源を動かしてみ

たいと思います。いま、内部的には

ambisonics の空間に音を置いています

が、出力を7.1ch サラウンドにしてい

るので聴くことはできませんが、メー

ターを見ると ambisonics の空間に置

いてあるのがわかると思います。また、

3D。そして、その 2つの次元で存在

する音に対して、VRであればバイノー

ラル演算してヘッドフォンで再生する

という構成になっています。

　ゲーム・オーディオでは位置情報を

ゲーム・エンジンからもらって音を付

けていくんですが、手動でもできる
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トで、どの波形を LFE に送るのか、と

いう設定ができるようになりました

（写真 6）……いま気がついたんです

が、このアップデートで、例えばダイ

アログなどを ambisonics の FuMa チャ

ンネル構成で、無指向である Wch に

送ることができるようになっていま

す。ambisonics のミックスをする際、

ダイアログをどこに置くかが問題にな

るんです。サラウンドやイマーシブ・

オーディオでは、センター ch にダイ

アログを置くのが一般的です。しかし、

ambisonics は、その瞬間に向いている

方向のセンターにダイアログを置いて

も、プレイヤーが別の方向を向くと、

ダイアログも移動してしまうんです。

その為、ストーリー進行で重要なダイ

アログやプレイヤーが操作するキャラ

クターが話す時やシステム音などは、

常に決まった位置で聴こえてほしいわ

けです。その場合に、無指向の Wch

に送ることで解決するのです。これが

できるようになっていると言うこと

は、ambisonics のミックスを「Wwise」

で完全にできるという意味になりま

す。

染谷　Wch に送られるということは、

ほぼ無定位の音声が作られるというこ

とですよね。

牛島　そうです。これは ambisonics

ミックスに関して画期的な機能（写真

7）です。

PS　このミックスは、インタラクティ

ブ・ミュージックとミックスするとい

う機能も入っているんですか。

牛島　自由にルーティングすること

が可能です。ambisonics を活用して

BGM を作るというのは、まだ聞いた

ことがないので面白いチャレンジにな

ると思います。また、ambisonics のバ

スとミュージックのバスを分け、マス

ターで最終的にまとめることもできま

す。

PS　ダイアログのために Wch を使う

この位置情報を「Recorder」というプ

ラグインを使うと、再生音をそのまま

WAV ファイルにすることができます。

田島　モノラルから ambisonics まで

「Wwise」で作れてしまうというのが、

一つのアイデアなんですね。もちろん、

ambisonics のマイクを使って録音した

音も再生できますし、「Wwise」のオー

サリングツールを使って、既存の音を

ambisonics に落とし込むこともできま

す。

　「Recorder」の使い方として面白いの

は、ゲームのトレーラーを作る時、イ

ンゲーム中に使っている効果音やダイ

アログについては、モノラルのファイ

ルを、画像を見ながら貼り付けていく

MA 作業をしなければなりませんでし

た。この「Recorder」を使うとインゲー

ムの音を綺麗に録音できるので、その

ままトレーラーの 1 シーンに使うこと

ができます。

牛島　「Wwise」における ambisonics

は、ambisonics というバスとして考え

ると良いかもしれません。その上でバ

イノーラル化するのです。この時、オ

ブジェクトに対して 1 個 1 個演算す

るのではなく、ambisonics の角度情報

に基づいたバイノーラル演算をします

ので負荷が少ないんです。これを、オ

ブジェクト状態のまま、例えばオブ

ジェクト 100 個を畳み込み演算すると

CPU の処理能力を超えて破綻してしま

います。「Wwise」はサード・オーダー

までなので、16ch 分のバイノーラル

演算で済みます。ambisonics は CPU

の効率化に貢献します。

Master Audio Bus で
ambisonics ミックスで
起こる定位問題も解決
PS　サラウンド以上のフォーマットに

は LFE があります。それはどのように

受け渡しするんですか？

牛島　2017 年のメジャーアップデー

と教えていただきましたが、音楽も

Wch に置いて、どの方向を向いていて

も、音楽は常に固定しているというこ

とも可能ですか？

田島　可能です。例えば BGM は Wch

を使ってふんわりと出しておき、しっ

かりと聴かせる曲はクワッドを活用す

るという聴かせ方も面白いアプローチ

だと思います。

　「Wwise」は、コンポーザーの方か

らもいろいろな要求を受けて機能を充

実しているので、どのタイミングで

フェードアウト、フェードインさせた

いなどインタラクティブ・ミュージッ

クに対して事細かに制御できるように

なっています。また、複数名で一つの

プロジェクトを行なうということを前

提に考えていますので、音楽だけ外注

という制作スタイルも想定していま

す。この時、WAV ファイルではなく

「Wwise」で組んだデータをそのまま納

品できるので、コンポーザーが意図し

ていない鳴らし方はされません。

PS　コンポーザーも仕上がりを確認し

ながら制作できるんですね。

田島　以前は納品された楽曲をゲーム

の都合にあわせて使って、発売してか

ら意図したものと異なるとわかった事

があったそうです。そういうトラブル

を未然に防ぐことができます。

受講料が掛からない
充実した教育プログラムの
日本語版をリリース
染 谷　「Wwise」の プ ラ グ イ ン は

「iZotope」社などにも対応しているん

ですね。

牛島　はい。「McDSP」や「AudioEase」

「Crankcase Audio, Inc.」などもありま

す。

田島　「Wwise」に搭載しているプラグ

インは、リアルタイムのパラメータを

ゲーム側から持ってきて変化させるこ

とができるのが、一般的なプラグイン

GAME
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との違いになります。面白いのがダッ

キング（写真6）。私たちはサイドチェー

ンと言っているんですが、音全体を抑

えるダッキングはもちろん、特性の周

波数だけダッキングを掛けることも可

能です。例えば、銃を打つ音だけ目立

たせたいと言ったこともできます。

染谷　「Wwise」は、これからもユー

ザーのフィードバックを受けて、いろ

んな機能が追加されたり、より扱いや

すくなっていくんですね。

田島　そうですね。ただ、これだけ多

機能だと、導入時に覚えなければい

けないことが、たくさんあります。そ

れを補うために、教育プログラムの充

実や、アジア圏で最初のインストラク

ター資格を持つ牛島がユーザーのと

ころへ行き、「Wwise」のプロジェク

トを見て「こうすればさらに良くなり

ますよ」とアドバイスをするというこ

とも行なっています。

染谷　その「教育プログラム」の受講

料はお幾らくらいなんでしょうか？

田島　教育プログラムについては、お

金はまったく掛かりません。弊社の

ウェブサイトにあるテキストや動画

などを見ながら学んでいきます。つい

最近、日本語のローカライズが終了

しましたので、より勉強しやすい環

境を作ることができました（https://

www.audiokinetic.com/ja/learn/

certifications/）。

染谷　教育プログラムのテキストや

動画を見ながら、自分で学んでいくの

ですね。このレッスンは、一定のとこ

ろまで学んだらテストがあるんです

か？

田島　レッスンごとに検定試験があ

ります。

染谷　「Wwise」のすべてをマスター

するには、どれくらいの期間が必要な

のですか？

田島　まったくゲームのサウンド・デ

ザインをしたことのない人が学ぶな
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と教えていただきましたが、音楽も

Wch に置いて、どの方向を向いていて

も、音楽は常に固定しているというこ

とも可能ですか？

田島　可能です。例えば BGM は Wch

を使ってふんわりと出しておき、しっ

かりと聴かせる曲はクワッドを活用す

るという聴かせ方も面白いアプローチ

だと思います。

　「Wwise」は、コンポーザーの方か

らもいろいろな要求を受けて機能を充

実しているので、どのタイミングで

フェードアウト、フェードインさせた

いなどインタラクティブ・ミュージッ

クに対して事細かに制御できるように

なっています。また、複数名で一つの

プロジェクトを行なうということを前

提に考えていますので、音楽だけ外注

という制作スタイルも想定していま

す。この時、WAV ファイルではなく

「Wwise」で組んだデータをそのまま納

品できるので、コンポーザーが意図し

ていない鳴らし方はされません。

PS　コンポーザーも仕上がりを確認し

ながら制作できるんですね。

田島　以前は納品された楽曲をゲーム

の都合にあわせて使って、発売してか

ら意図したものと異なるとわかった事

があったそうです。そういうトラブル

を未然に防ぐことができます。

受講料が掛からない
充実した教育プログラムの
日本語版をリリース
染 谷　「Wwise」の プ ラ グ イ ン は

「iZotope」社などにも対応しているん

ですね。

牛島　はい。「McDSP」や「AudioEase」

「Crankcase Audio, Inc.」などもありま

す。

田島　「Wwise」に搭載しているプラグ

インは、リアルタイムのパラメータを

ゲーム側から持ってきて変化させるこ

とができるのが、一般的なプラグイン

インタビュアーの染谷和孝氏。有限会社ビー・ブ
ルー東京スタジオ所属サウンド・デザイナー／
リレコーディングミキサー。AES 日本支部役員、

「Audio for Games 技術委員会」バイスチェアも務
める

との違いになります。面白いのがダッ

キング（写真6）。私たちはサイドチェー

ンと言っているんですが、音全体を抑

えるダッキングはもちろん、特性の周

波数だけダッキングを掛けることも可

能です。例えば、銃を打つ音だけ目立

たせたいと言ったこともできます。

染谷　「Wwise」は、これからもユー

ザーのフィードバックを受けて、いろ

んな機能が追加されたり、より扱いや

すくなっていくんですね。

田島　そうですね。ただ、これだけ多

機能だと、導入時に覚えなければい

けないことが、たくさんあります。そ

れを補うために、教育プログラムの充

実や、アジア圏で最初のインストラク

ター資格を持つ牛島がユーザーのと

ころへ行き、「Wwise」のプロジェク

トを見て「こうすればさらに良くなり

ますよ」とアドバイスをするというこ

とも行なっています。

染谷　その「教育プログラム」の受講

料はお幾らくらいなんでしょうか？

田島　教育プログラムについては、お

金はまったく掛かりません。弊社の

ウェブサイトにあるテキストや動画

などを見ながら学んでいきます。つい

最近、日本語のローカライズが終了

しましたので、より勉強しやすい環

境を作ることができました（https://

www.audiokinetic.com/ja/learn/

certifications/）。

染谷　教育プログラムのテキストや

動画を見ながら、自分で学んでいくの

ですね。このレッスンは、一定のとこ

ろまで学んだらテストがあるんです

か？

田島　レッスンごとに検定試験があ

ります。

染谷　「Wwise」のすべてをマスター

するには、どれくらいの期間が必要な

のですか？

田島　まったくゲームのサウンド・デ

ザインをしたことのない人が学ぶな

ら、最低でも 2 週間は掛かるでしょ

うね。また、インタラクティブ・ミュー

ジックの方も同じような教育プログ

ラムがあり、それも同じくらいのボ

リュウムがあります。全体を理解する

には 1 ヶ月くらいでしょうか。

　試験に合格すると「Wwise」のサイ

トに、クリエイターズ・ディレクトリ

というのがありまして、地域別やク

リアした教育プログラムのレベルと

言った条件で検索できるようになっ

ています。そこに ATMOS ミックスが

できる beBLUE AOYAMA スタジオが

掲載されると、世界中のクリエイター

が見つけられるようになります。

染谷　「Wwise」の使い方を学校でも

学べたら素晴らしいですね。

田島　クリエイターズ・ディレクトリ

には、「Wwise」を学べる学校検索も

含まれています。

PS　「Wwise」は、ゲームの世界だけ

でなく、インタラクティブやイマーシ

ブを必要とする新しい芸術や作品に

活用することができる可能性があり

ますね。

染谷　そのとおりだと思います。再び

世界基準でゲームや映画の音響制作

を考える人が増えてきていただきた

いところです。

田島　おっしゃる通りです。日本の

ゲームクリエイターも、考え方をひと

つでも変えることで、世界に誇れる

ゲームが作れると思います。勤勉なと

ころや職人的な細かな部分まで目が

届くのは、日本人の特長ですからね。

まだ少数ですが、世界に誇れるゲーム

を作ろうとする会社も出てきていま

す。

染谷　ゲームに限らず、音響制作者が

海外に行って勉強する機会がどんど

ん減ってきています。また、それに予

算を割いてくれる会社も少なくなっ

ています。最近、コンソール機のゲー

ムが再び売れてきていますよね。こう

いう時期に、きちんと海外に行って最

先端を学んでくると次に繋がります。

私は、ゲームは総合エンターテインメ

ントだと思うんです。スマホのゲーム

もイマーシブ・オーディオを活用でき

るようになれば、面白いゲームができ

ると思っています。

牛島　いま、スマホの課金型ゲームに

制作会社は力を注いでいますが、私の

子供は小さなときから、課金システム

を持つ無料ゲームに慣れているので、

課金せずにゲームをしています。です

から、いまのような課金システムが成

り立たなくなる可能性があります。

　そうなったとき、日本のゲーム会社

はどこへ舵を取るのかが大きな課題

になるでしょうね。もしも技術的な部

分が成長していないと、世界的に売れ

るゲームを作ろうとなった時に、海外

勢に大きく遅れを取ってしまうので

はないかと危惧しています。

田島　社長のクラインも言っていま

したが、北米はスマホからコンソール

機にゲームファンが戻ってきていま

す。その風潮はアジア地域でも起こっ

てきているそうです。

PS　世界に誇れるゲームが、日本で

再びたくさん登場してほしいですね。

ありがとうございました。

仕上サイズ
データ 登録
257
182
左アキ

257
182
左

天地
左右
アキ

071-077_Game Audio_cc2017_1.indd   77 2017/09/07   1:32


