僕が四輪のフォーミュラ３０００選

ただけるようになっています。

すが、寒川神社へも毎年お参りに行

ツーリングも恒例になっているんで

岩城●そうそう。北海道へのロング

ゃってましたね。

と伊豆へツーリングに行くとおっし

ったとき、毎年たくさんの仲間たち

澤田●以前バイクに関するお話を伺

岩城●……ああ、聞こえはじめから

装着していただけますか？

フォンを持ってきました。ちょっと

プロを装着した、テスト用のヘッド

澤田●ミッドランド・ＢＴネクスト

楽しみだね。

ンセル機能がどれだけ効果あるのか

るんでしょうね。新しいノイズキャ

たけど、今時のはずいぶん進化して

ただきました。お気に召してくださ

ミッドランドのインカムをお使いい

澤田●そのときにご縁がありまして、

ったときに使ってからなんです。

房とインディアンに乗って長瀞へ行

組「メレンゲの気持ち」でうちの女

になったのは２年前かな、テレビ番

岩城●僕が最近インカムを使うよう

大所帯のツーリングに活躍

ってるんです。交通安全を祈願する

って何よりです。

大幅な進化を実際に体感

ためにね。仲間たちと走るときにイ

ノイズキャンセル効果が上がってい

岩城●

手権を走っている頃から付いてまし

ンカムは非常に便利で、僕らにして
るのが分かりますね。

年くらい前かな、バイク用

ながとろ

みればドライブレコーダーも大事だ

イズが多くなって、全く聞こえなく

ただね、ちょっと飛ばしちゃうとノ

付 け っ ぱ な し に し て あ る か ら（ 笑 ）。

り、僕のヘルメットにはインカムを

岩城●いやいや、何度もっていうよ

るのではないでしょうか。

ンカムの便利さを実感していただけ

るツーリングであればあるほど、イ

とは思いますが、特に人数が多くな

澤田●何度かお使いいただいている

けど、インカムが大事ですね。

能しはじめまして、マイクから入る

知するとおよそ２秒後くらいから機

います。風切り音などのノイズを検

キャンセレーション回路を導入して

同開発したもので、２種類のノイズ

はイギリスの音響技術研究会社と共

澤田●今回のノイズキャンセル機能

岩城●うんうん、だいぶいいね。

ませんが……。いかがですか？

速１００㎞の走行風ほど強くはあり

走行中の状態を再現してみます。時

ら小型の扇風機をマイクに当てて、

澤田●さすがですね！

ンカムは使いやすかったし、接続が

でも２年前にテレビ番組で使ったイ

りいい印象を持ってなかったんです。

岩城●そうなんですよ。それであま

手間がかかって……。

れてしまうともう一度接続するにも

のが多かったですね。また、一度切

ペアリングの方法も分かりにくいも

ムは通信距離が

澤田●当時のブルートゥースインカ

ったんですよね。

のものは、まだまだアテにならなか

ったことがあったんですけど、当時

インカムが出てきたばかりの頃に使

ではこれか

なっちゃうんですよね。

ものノイ

ｍくらいでしたし、

澤田●今回、ミッドランドのインカ

雑音の約

％、最大で

ムに新しいノイズキャンセル機能

10

が聞こえなくなってしまうんです。

速道路を走ると風切り音で相手の声

走っているときはいいんだけど、高

岩城●バイク用のインカムは下道を

日は持ってまいりました。

岩城さんにお試しいただきたくて今

［ＭＷｅ］が搭載されたので、ぜひ

ＢＴプロ全てのシリーズでご利用い

だくことで、過去に購入いただいた

を無償でバージョンアップしていた

と思います。ＭＷｅはソフトウエア

澤田●ツーリングがより快適になる

ングで使うのが楽しみになります。

岩城●これはいいね。実際にツーリ

ズをカットします。

りずつ通話するインターカムモード

７００ｍ、通常の無線のようにひと

同時通話ができるグループ通話でも

澤田●ミッドランドのインカムは、

思うようになったのは。

ツーリングにインカムが大事だって

聞こえたんですよ。それからですね、

切れることもなかったし、声もよく

10

少年の頃からバイクに親しみ、 二輪・四輪問わずレース活
動をしてきた岩城滉一さんは 「仕事よりもバイクが優先」
とバイクライフを楽しんでいる。そんな岩城さんが近頃、
「ツーリングに大事なもの」と感じているのがインカムだ。
photo●佐藤竜太
まとめ●山下 剛

Koichi Iwaki

岩城滉一。1951年生まれ、67歳。東京出身。
24歳の頃に結成したバイクチーム「クール
ス」が縁となり俳優デビュー。 自身のライ
フワークであるモータースポーツでは、現在
も主宰する「51ガレージ チームイワキ」に
おいて、全日本ロードレースST600に参戦中。

●都内某所にある秘密のガレージに大切に保管
されている、カスタム全開のインディアンと岩
城さん。横に立つ澤田さんの後ろには、岩城さ
んが長年使用してきたヘルメットを大切に保管
しているキャビネット……。ライダーなら誰し
もが憧れてしまうような、まさに＂隠れ家＂だ

Daisuke Sawada

円滑な意思の疎通が
ツーリングの楽しさを倍増させる
インカムのノイズキャンセル機能は

18
dB

澤田大祐。1967年生まれ、51歳。京都在住。
通信業界で経験を積み独立。株式会社LINKS
を起ち上げ、通信機器メーカー「MIDLAND」
の日本総代理店を担う。ほかにフランス製ヘ
ルメット「SHARK」日本総輸入元でもあり、
日本のバイクライフの充実に注力している。

澤田大祐

岩城滉一

LINKS社長
俳優、ライダー

094
095

Koichi Iwaki
Daisuke Sawada
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「大所帯のチームで一度に走ると
すぐにバラバラになってしまうけど
会話できて位置まで分かるんだね」ー岩城

ぐれてしまってもお互いの位置を簡

すから、例えば高速道路で仲間とは

ガソリンスタンドに寄ればトイレに

２００～２５０㎞走れる人もいます。

も１００㎞しか走れない人もいれば、

ですからね。タンクを満タンにして

と、ガソリンを入れるだけでも大変

単に確認できます。また、スマート

も行くし、食事もしなくちゃならな

なら１０００ｍ程度まで通信できま

Ｋ」をインストールしていただき、
い。それをやると１時間くらいかか

フ ォ ン に 専 用 ア プ リ「 Ｂ Ｔ Ｔ Ａ Ｌ

それを使うことで携帯電話の電波が
ってしまうんです。でもこのインカ

澤田●だからこそ、ドライブレコー

伝えられるからラクですよ。

は右じゃない、左だ！」ってすぐに

道を間違えた仲間にも「今の交差点

ぐに分かるし、距離も関係ないから

間とはぐれてもどこにいるのかがす

岩城●そうなんですよね。だから仲

いいただけると思います。

ともできますので、より便利にお使

けでなく相手の位置を地図で見るこ

澤 田 ●「 Ｂ Ｔ Ｔ Ａ Ｌ Ｋ 」 は 通 話 だ

提供していきます。

快適に、楽しいものにできる製品を

からもいっそうバイクツーリングを

澤田●ありがとうございます。これ

ことが素晴らしいと思いますね。

これだけの性能をこの価格で買える

便利で快適になると思いますけど、

岩城●もっと性能が上がればさらに

澤田●全くですね。

不便さを感じるでしょうね。

もなくなってしまったらものすごく

うことに慣れてしまったけど、もし

ー

ダーよりも大事なのですね。

岩城●楽しみですね、期待してます。

「引き続きいい製品を提供できるよう、
取り組んで参ります」
澤田

岩城●そう。もう今はインカムを使

「突然の降雨やセーフティカー導入
で、いつピットインさせるか、タイ
ヤ交換と給油はどうすればいいのか、
判断の難しい状況が続きました。た
だ、出した結論をサインボードに反
映させる作業は、インカムのおかげ
で非常に楽でしたね」とは、１９７
０年代に結成されたヤマハ社内チー
ムで、第１回の鈴鹿８耐から参戦し
ている名門〝磐田レーシングファミ
リー〟の現監督、西村一之さん。

位完走。ノイズの少な

●BT TALKは画面上のボタン、
もしくは別売りのBTTボタン
を押しながら話すトランシー
バー式。電話式のLINE通話
よりデータ量を抑えているの
で状況変化に強い
●会話音声のない無音
時にはフィルターの役
割を司るゲート機能が
雑音をカット。マイク
から入る音の80％を削
減することに成功した

昨年まではピットレーンを往復し
て直接指示していたが、その労力が
減り、天候急変を知らせるモニター
画像を吟味できる時間も増えたため、
より的確な判断が下せたという。
「監督から次々に連絡が来るのです
が、
『 え っ、 何 で す か？』 と 聞 き 直
まつざき

したことは１回もなかったですね」
とはサインボード係を担当した松嵜

翔太さん。ちょうど今年、ミッドラ
ンドのインカムはノイズキャンセル
機能をバージョンアップ（後述）し

チームは

の超能力

【ノイズゲート】

ミッドランド専用のイ
ンカムアプリ
「BT TALK」
は、対応するインカム、
BTTボ タ ン と の 併 用 で
世界初の距離＆人数無制
限の通話を実現（特許申
請中）。スマホがインタ
ーネットにつながる限り、
相手が地球上のどこにい
ても話せるのだ。
ミッドランドと英国の音響技術研究会社との
共同開発により完成した最新のノイズキャンセ
ル機能［MWe
（ミッドランド・ウインド・エク
スペリエンス）
］
。最新モデルに搭載されている
このファームウエアは、無料ダウンロードする
ことで、BTプロシリーズすべてに適用させるこ
とができる。BTプロシリーズのユーザーなら
絶対にアップデートしておこう。

独創の
「BT

ムを使うようになってからそういう

●４人が同時通話できるインカムだから、申し送り時の勘違 ●レース中、走行するライダーにチームの意思を伝える唯一
いも防止
（写真はライダー兼サインボード係の佐藤龍彦さん） の方法がサインボード。聞き間違えによるミスは許されない

TALK」
距離・人数無制限で話せる

●風切り音やエンジン
音など、連続する＂バ
ックグランドノイズ＂
を認識して、その音の
成分を最大10分の１
にまで削減してくれる

［MWe］

たため、効果は絶大だったようだ。

いインカムによる円滑な意思疎通が
転倒を防いだと西村監督は笑った。
●「インカムの導入で、じっくり戦略
を練る時間ができたのは本当に大きか
ったですね」と西村監督（写真手前）
。
なお、このヘッドセットは非売品だ

【ノイズキラー】

会話を邪魔するノイズを低減！

届く場所ならば距離も人数も無制限

BT NEXT PRO Hi-fi

で通話を楽しんでいただけます。

価格●３万2184円（シングル ホワイトモデルも同価格）
、
６万2424円（ツイン）
最大通信距離●約1.6㎞ 最大通話可能人数●８人
問 LINKS
☎075-708-2362 info@linksofjapan.jp
http://www.midlandradio.jp

ことはなくなりましたね。

MIDLAND

岩城● 台以上でツーリングへ行く
20
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34

まとめ●小川恭範

photo●岡 拓／ LINKS

「走行中の風切り音というのは
本当にジャマな存在だよ」ー岩城
今年も熱いドラマに彩られた＂コカ・コーラ＂
鈴鹿８時間耐久ロードレース。けたたまし
いエキゾーストノートが響きわたるコース横
での連絡徹底を図るため、ミッドランドのイ
ンカムを活用して戦うチームがいた。

SPECIAL TALK

＂鈴鹿８耐＂を戦った
ノイズキラーインカム

騒然としたレース中でもクリアな会話を提供
SPECIAL REPORT

