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平成20年JAPRS新年会
１月24日（木）、平成20年JAPRS新年会が開催されました。本年は、昨年に続き元赤
坂・明治記念館 東館２F「鳳凰の間」に於いて125名の参加者により実施されました。

18：30 総務委員会の佐々木委員長（オンエアー麻布スタジオ）、
茂木副委員長（個人会員）の司会により開宴となり、最初に内沼
会長が年頭の挨拶を述べられる。
内沼 会長

続いてご来賓の方々を代表し、経済産業省 商務情報政策局 文化
情報関連産業課課長補佐・太田 茂雄氏が挨拶される。
経済産業省 商務情報政策局
文化情報関連産業課
課長補佐 太田 茂雄 氏

続いて乾杯となり、関連団体を代表して（社）
日本レコード協会専
務理事・田辺 攻氏により乾杯の発声が行われ、歓談の時間となる。
（社）
日本レコード協会専務理事
田辺 攻 氏

正会員、賛助会員の他にもJAPRSに関連する
10団体からの招待者が加わり、会場の所々で
歓談の輪が出来る。

20：10 中〆の時間となり、脇田副会長挨拶の後、
20：30 無事に終了することが出来ました。

脇田 副会長
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専門学校委員会

大阪地区レコーディングセミナー報告
キャットミュージックカレッジ専門学校
伊東 克彦

去る２月２〜３日に、大阪地区のJAPRS賛助会員に加盟している専門学校３校合同
で、もう恒例になりました吉田保さんをお招きしての、レコーディングセミナーを行
いました。前年度まではキャットミュージックカレッジ専門学校（以下CAT）とビジ
ュアルアーツ大阪（以下VAO）との２校合同での開催だったのですが、今回よりESP
大阪（以下ESP）がJAPRS賛助会員として加盟されたので、３校合同での開催という
事となりました。
３校合同という事で開催方法は色々と悩んだのですが、例年通り初日をレコーディ
ングセミナー、２日目を前日レコーディングした素材を使ってのミックスダウンセミ
ナーとして行うこととなりました。しかし大阪側のスタッフのアイディアで、吉田さ
んにご無理をお願いしてみようか？ という事になりました。それは……
１．このセミナーが始まって以来、レコーディングはCAT、ミックスはVAOのスタジ
オで行っていたのを、逆にレコーディングをVAO、ミックスをCATに入れ替える。
２．ミックス作業をPro Toolsの内部ミックスに限定して、ミキサーは使わない。（要
はCATのミキサーがSSLでは無いというのが、CATでのミックス作業を避けてい
た大きな原因だったのですが、Pro Toolsに限定してしまえば、その問題は無くな
るとの理由です。
）
３．プラグインも学校にあるものに限定させていただき、吉田さんのミックスを後か
ら完全再現する事を可能にする。
というものでした。この無理難題に吉田さんから「……まあ、やってみましょうか！」
というご返事をいただき、セミナーの内容が決定しました。
そして迎えた初日。CAT、VAO、ESPの３校から集まった20数名の学生達でぎっし
りのVAOのスタジオで、レコーディングセミナーがスタートしました。まずスタジオ
でのマイクのセレクトやマイキングについてのレクチャーがあり、学生達は吉田氏の
作業を熱心にメモを取りながら聞き入っていました。

そしてコントロールルームに戻り
SSL9000Jを使いながら、レコーディ
ング作業の注意事項や、レベルの設定、
EQ等の作業をレクチャーしながら、
吉田さんはテキパキと進めて午前中の
３時間でレコーディングが終了しまし
た。そして吉田さんには休憩後、午後
の部としてまた３時間、同じ内容をレ
クチャーしていただきました。
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そして２日目は場所をCATに移し
てのミックスダウンセミナー。Pro
Tools内部の作業のみという事で、学
生達にも見やすいようにプロジェクタ
ーでPCの画面を拡大し、また吉田さ
んの手元が見やすいように小型カメラ
も設置しました。

使用されるプラグインを限定させて
いただくという、大変ご無理なお願い
をした為、吉田さんにとっては非常に
やりにくい状況の中、最近のレコーデ
ィング業界のお話も交えながらプロの
技を学生達に充分披露して下さいまし
た。また両日共に学生達からの質問に
対して丁寧に答えていただき、非常に
内容の濃いセミナーになったと思いま
す。学生達から提出させたレポートで
も「ものすごく勉強になった」「丁寧
に質問に答えてもらって嬉しかった」
との内容ばかりでした。

吉田さんには、大阪で２泊していただきましたが、技術上の勝手で無理なお願いに
も対応していただき、非常にハードな日程にもかかわらず、２日間みっちり学生達に
指導していただきました。その上、夜は夜で大阪スタッフが遅くまでお酒で引っ張り
まわし……という日々を送っていただき、本当に申し訳ございませんでした！ 非常
に反省しつつ……また来年もぜひお願い出来ればと考えております！ 今後ともよろ
しくお願いします。
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第21回 NHK技術交流会レポート
技術委員会
河村 聡（アイコニック）
去る、平成20年１月31日、第21回 NHK技術交流会が開催されました。
今回は、技術委員会から要望があった、「スタジオ以外の音楽制作 〜 5.1chと2chの
互換性 〜」というテーマに沿って、紅白歌合戦をはじめとする音楽番組の生放送、収
録のテクニック。また、ダウンミックス係数と実際のサラウンドバランスの技術的な
問題について、NHK様にお話を伺いました。
会場は、これまでも何度か技術交流会で使わせて頂いたCA-421 オーディションルー
ムをご提供頂いたことで、多くの参加者がベストな環境で音源を視聴することができ
ました。
以下、当日の進行に合わせてレポートさせて頂きます。

１. 紅白歌合戦の概要
NHK 放送技術局 コンテンツ技術センター 番組技術Ⅰ 森田 誠氏
NHK 放送技術局 コンテンツ技術センター 番組技術Ⅱ 伊藤 文王氏
昨年の年末に放送された「紅白歌合戦」は、NHKホールからの生放送番組でありな
がら、ホールでは歌手が唄い、数百メートル離れた別棟にあるレコーディングスタジ
オにバンドを配置するというテクニックで、レコーディングスタジオならではの充実
したモニター環境でクオリティーの高いミックスを実現しています。
この現場を支えるのは、オーディオ信号の光伝送や大規模な室間インターカムとい
った技術です。光伝送は、我々レコーディングスタジオの業界ではなじみが薄く、モ
ニターも含めたオーディオ信号のレイテンシーの問題は、当然レコーディングエンジ
ニアにとっては興味深いところです。
しかしながら、放送メディアのデジタル化に伴い、光伝送に限らずオーディオ信号
のデジタル伝送は加速的に進化しており、現在ではこれらの音楽番組制作においては
十分実用に耐えるまでになっているという事実には驚かされました。
また、複数の場所に配置されたディレクターやエンジニアが自由に会話できるよう
に組み立てられた室間インターカムにより生放送をスムーズに進めて行く点も、放送
業界独特の技術です。
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２. ホールでのクラシック・オペラの収録
NHK 放送技術局 コンテンツ技術センター 番組技術Ⅰ 島嵜 砂生氏
クラシック番組収録として、サントリ
ーホール、松本文化会館（サイトウキネ
ン）、NHKホールを例に解説して頂きま
した。
サントリーホールや松本文化会館の場
合は、局外の施設であり興行の中での収
録であるため、マイクのレイアウトやケ
ーブル類の体裁、照明を優先させる等の
悩みは我々と同じようです。
NHKホールについては、放送局として
の設備が整っているという大きなメリッ
サントリーホール
トがあります。二つあるコントロールル
ームには、SSL XL9072KおよびSSL XL9056Kがそれぞれ設備され、サラウンド収録が
快適に行えるモニター環境も整っています。さらに万一に備えた予備マイクの設置と
いった、放送ならではのフェールセーフについても触れて頂きました。

音声中継

３. 広島原爆広場での野外コンサートの外録
NHK 放送技術局 コンテンツ技術センター 番組技術開発 深田 晃氏
続いては「平和巡礼2005 広島平和コン
サート」
（2005年８月６日放送）をご紹介
頂きました。真夏の野外、しかも都市の
ど真ん中という劣悪な環境の中で、クラ
シックのサラウンドミックスによる生放
送、さらにはPAとの共存。それだけでも
気が遠くなるようなプロジェクトです。
コンサート自体は夜であったため、設
営は日中38℃の炎天下で行われたそうで
す。猛暑は、スタッフの体力消耗ばかり
でなく放送機器にも過酷な環境であるた

マイクレイアウト
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め、熱の除去は苦労されたようです。
現場は都市部であるため、様々な環境ノイズが存在しますが、それをカバーするた
めにクラシックとしては信じられない数のマイクロホンを使用されたようです。それ
でも視聴の際、近くを走る緊急自動車のサイレン音も録音されていました。
そして、ステージから400m離れた音声中継車までは、ここでも光伝送が活躍してい
ました。
４. サラウンドダウンミックスについての考え方
NHK 放送技術局 コンテンツ技術センター 番組技術開発音声 小野 良太氏
最後はダウンミックスについて技術的
な問題点と、その解決策についてお話頂
きました。今まで、ダウンミックスの計
算式を眺めていても気が付きませんでし
たが、昔ステレオからモノラルに変換す
る際に生じた問題の何倍もの問題点を抱
えているという事実に改めて気付かされ
ました。５本のスピーカー間での中間定
バランス変化の例
位やダイバージェンス量による影響、リ
バーブの質感の変化など問題は様々で
す。また、オーバーフロー対策で設けられた係数によりL、Rのレベルが下がることか
ら、5.1サラウンド環境内でのステレオ素材の扱いにも影響が出る点など、計算式を見
れば判るとはいえ、今更ながら思い知らされた感じです。
ダウンミックスの問題は、我々レコーディング業界についても共通の問題です。こ
れからサラウンド制作が増える中で、2chメディアとの互換性はミックスの段階で強く
意識してコントロールすることの必要性は避けては通れないと思います。

５. 最後に
今回、NHK様には４つのプログラムをご用意頂き、何れも興味深く拝聴することが
できました。
すばらしい視聴環境であるCA-421 オーディションルームをご提供頂いたNHK様、
そしてプレゼンテーターをお引き受け頂いた、森田様、伊藤様、島嵜様、深田様、小
野様にはこの場をお借りして心より御礼申し上げます。
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メモリーテックつくば工場見学会レポート
平成20年２月１日（金）〜２日（土）、１泊２日で22名の参加者により、技術委員会が
主催するマスタリング系研修セミナーとして、「メモリーテックつくば工場見学会」が
実施されました。
この研修内容を要約して、以下の通り報告いたします。
●２月１日（金）
10：00 今回は富士急トラベル（株）の24人乗り貸切バスによる移動のため、JR池袋駅西口
に近い丸井の前に集合。
10：20 芸術劇場前より出発。首都高より常磐道経由で谷和原ICから一般道へ入る。
11：40 一般道沿いに15分程、広い駐車場を捜しながら走行し、ようやく昼食休憩となる。
13：15 つくば工場に到着。今回の見学会の準備で先乗りしていただいた佐藤和弥氏を含
めたメモリーテックスタッフの方々に出迎えを受け、2Fの座学会場に集合。
13：15 Ⅰ．座学
（1）工場概要・工程説明
担当：総務課課長代理 佐々木 俊光氏
（2）スタンパー製造工程説明
担当：ディスク製造部スタンパー製造
課係長 小山 高志氏
（3）成形工程説明
担当：ディスク技術二部プロセス開発Gチームリーダー 沼能 隆氏
（4）特性評価、音質評価説明
担当：品質保証グループ工程検査担当グループ主任 相田 亘氏

16：00

Ⅱ．工場見学
最初に４グループに分かれ、防塵服に着替えてエアールームを通り工場内へ。
（1）スタンパー製造工程
担当：小山 高志氏
：ディスク製造部スタンパー製造課 小林 学氏
（2）成形工程
担当：佐々木 俊光氏
：沼能
隆氏
（3）試聴室見学
担当：生産技術部検査課係長 五位渕 亨氏
（4）印刷工程〜パッケージ見学
担当：佐々木 俊光氏
座学および工場見学が終了した時点で質疑応答となり、工場側スタッフと
参加者との間で様々な意見交換が行われました。
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19：30

また、試聴室見学の際には、「マスターに如何に近づくか」という理想に
向けて、比較試聴を実施しているが、工場内に音質認定員の制度をスタート
させて、聴能形成カリキュラムを構築し、現在つくば工場、甲府工場、御殿
場FFC工場、岐阜工場、東京本社の５ヶ所で合計66名のカリキュラム参加者
となり、自信のある商品、音質品位の良いディスクを目指していることが説
明された。更にCD高品質化に向けた開発、ガラスCD等を含め様々な比較試
聴も体験することが出来ました。
懇親会
宿泊先の「つくばグランドホテル」での懇親会にメモリーテックより佐藤
和弥氏を含め、４名が参加され、２時間の懇親会も当日の見学会に関する意見
交換が多く見受けられ、参加者にとっても非常に有意義な時間となりました。

●２月２日（土）
7：00
〜
２Fレストランで各自バイキングでの朝食。
8：30
09：30 つくばグランドホテルを出発し、守谷市のアサヒビール茨城工場へ向かう。
10：45 アサヒビール茨城工場到着。
（ 91年操業、11.8万坪）
11：00 工場見学（試飲会を含め90分の見学コース）
（1）オリエンテーションシアター（10分間の映像による説明）
（2）原料展示（麦芽の試食）
（3）仕込室
（4）缶詰工程〜びん詰工程
（5）再資源化コーナー
（6）アイムタワー（地上60メートルでの試飲会）
12：30 工場見学終了
最後のアイムタワーでの試飲会は20分間ですが、皆さん１回目はスーパード
ライ、２回目は今春発売予定のプレミアム、３回目は黒ビールとのハーフ＆ハ
ーフという飲み方が多く、結構楽しまれていたようです。
13：00 守谷SAで自由昼食。
15：00 池袋駅西口に到着後、解散となり、無事終了することが出来ました。

参加者の皆様には、後日座学の際のパワーポイント資料を送付させていただきました。
今回の見学会については、メモリーテック（株）・佐藤 和弥氏に多大なご協力をいた
だき、実施することが出来ました。有難うございました。
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第２回JAPRS機器内覧会レポート
２月28日（木）、29日（金）の２日間、西新宿・専門学校東
放ミュージックカレッジに於いて、JAPRS賛助会員11社の
協力により、第２回JAPRS機器内覧会が開催されました。
今回の実施に際しては、２年前に開催した第１回目と同
様に専門学校東放ミュージックカレッジのご協力により、
実施会場として施設を利用させていただきました。
この機器内覧会は、賛助委員会が主催し、技術委員会の
協力という形で計画され、昨年の９月に第１回目の会議開
催後、２月の最終確認のための会議まで、約半年間の準備
期間を経て実施されたものです。
実施内容は、前回同様に東放ミュージックカレッジの２F、B1F、B2Fおよびライブ
ホール「CROSSROAD」を使用した機器展示、スピーカー試聴、関連するJAPRS技術
セミナーに区分され、各ブロックの担当者を決定し、実施内容の詳細を検討して当日
を迎えることができました。
また、２月28日（木）については、対象をプロエンジニアおよび一般とし、２月29日
（金）
は、専門学校の学生を意識したセミナー企画が実施されました。
以下、各フロアー毎に区分された機器内覧会の展示内容および４企画のセミナーに
ついてご紹介させていただきます。

JAPRS機器内覧会の内容
─ 2月28日、29日10：00〜17：00 ─

2F【Digi Lounge】
2月28日
（木）
Digidesignデモ
場

所

11:00 - 11:45

セミナー･ルーム

A
Elevenセミナー

13:15 - 14:00
14:00 - 14:45
15:30 - 16:15

PT 7.4 セミナー
C

会社名
A： Waves
B：サンミューズ
C：メディアインテグレーション
D：タックシステム

所

D
Elevenセミナー
C
PT 7.4 セミナー

14:45 - 15:30

B
Elevenセミナー

16:15 - 17:00

デモ内容
最新プラグイン紹介
ギター・プラグイン活用法
Mixing with McDSP - Colin McDowell来日デモ
Pro Tools LE用サラウンド･プラグイン
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サードパーティ／
ディーラー・デモ
スタジオ

PT 7.4 セミナー

13:15 - 14:00

15:30 - 16:15
D

セミナー･ルーム

11:45 - 12:30

14:00 - 14:45

Elevenセミナー

16:15 - 17:00

場

12:30 - 13:15
B

14:45 - 15:30

Digidesignデモ

11:00 - 11:45

PT 7.4 セミナー

11:45 - 12:30
12:30 - 13:15

2月29日
（金）
サードパーティ／
ディーラー・デモ
スタジオ

A

2008_02_.P01-28 10.10.1 14:39 ページ 10

《2M3》サードパーティ／ディーラー展示コーナー
出 展 社 名
サンミューズ

メーカー名／機種
Digidesign

VENUE D-Showシステム

Neyrinck

Mix 51
SoundCode for DTS、
プラグイン各種

タックシステム
URS

メディア・インテグレーション

型

AAS
Abbey Road Plug-In
fxpansion
IK Multimedia
McDSP

番

Strum
EMI TG Mastering Pack
BFD2
ARC System
NF 575 Noise Filter
FutzBox
DE 555 De-Esser
Finis TDM
Uniquel-izer TDM
SuprEsser

Roger Nichols Digital
Sonnox Oxford
Wavemachine Labs

DRUMAGOG
DRUMAGOG用ライブラリー
BREVERB
Reverb 2016
SpaceStation SST-282
bx digital
bx control
bx hybrid

Overloud
Princeton Digital
宮地楽器
BRAINWORX

KB Covers

《ロビー》Avidオーディオ・グループ展示コーナー
新製品であるPro Tools Personal Studioバンドルを含む、Pro Tools LEシステム
（Mbox 2及び003ファミリー）と各種オプションM-Audio製の最新オーディオ･インター
フェースをフィーチャーしたPro Tools M-Poweredシステム
Pro Tools 7.4 software、A.I.R.及びM-Audioがディストリビューションを行うバーチャ
ル･インストゥルメント（G-Force、Way Out Ware）
M-Audio製周辺機器 -MicroTrack II、インイヤー･モニターなど
Sibelius 5日本語版
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B1F【スピーカー試聴コーナー】
出展社名

メーカー名／機種

型番／機器名

Rehearsal Room A
（大型スピーカー）

（株）
エレクトリ
オタリテック
（株）
ゼネラル通商
（株）
（株）
タイムロード

KRK
GENELEC
Dynaudio Acoustics
FOCAL

Expose E8B
8050A
BM12A
SM6 twin6 Be

Rehearsal Room B
（小型スピーカー）

（株）
エレクトリ
オタリテック
（株）
ゼネラル通商
（株）
（株）
タイムロード

KRK
GENELEC
Dynaudio Acoustics
FOCAL

VXT 4
8030A
BM5A Compact
SM6 solo6 Be

TASCAM

CD-601MKⅡ（リモコン付）×2
スピーカーセレクター
スピーカースタンド
ケーブル類他

その他機材

ティアック
（株）
（株）
エレクトリ
各社

B2F【ロビー機器展示コーナー】
出展社名

（株）
イーブイアイ
オーディオジャパン

メーカー名

ELECTROVOICE

Neumann

APOGEE
（株）
エレクトリ

REV-D
REV-HC4
REV-HD7
REV-WT（Proto）
RE920Tx
RE97Tx
RE97-2Tx
TXA
RE510
RE410
RE27N／D
RE20
Cardinal
Raven
N／D967
N／D767a

型番／機器名
A／B帯兼用800MHz・ワイヤレスマイクロフォン
REV用ハンドヘルド型・コンデンサマイクロフォン
REV用ハンドヘルド型・ダイナミックマイクロフォン
REV用ベルトパック
（プロトタイプ）
クリップ式・コンデンサマイクロフォン
超軽量イヤーセット・コンデンサマイクロフォン
超軽量ヘッドセット・コンデンサマイクロフォン
TA4←→XLR3変換
（ローカット及び-10dbアッテネータ付）
ハンドヘルド型・コンデンサマイクロフォン
ハンドヘルド型・コンデンサマイクロフォン
ヴァリアブルーD採用ダイナミックマイクロフォン
ヴァリアブルーD採用ダイナミックマイクロフォン
ライブ及びレコーディング・コンデンサマイクロフォン
ライブ及びレコーディング・ダイナミックマイクロフォン
ダイナミック型・コンデンサマイクロフォン
ダイナミック型・コンデンサマイクロフォン

KM184D
D-01
TLM49
KMS104
Ensemble
Duet
Rosetta 200
Rosetta 800
AD16X
DA16X
BIG BEN
Symphony
Symphony Mobile

小型デジタルマイクロフォン
デジタルマイクロフォン
スタジオマイクロフォン
アーティスト用マイクロフォン
Mac用オーディオインターフェイス
Mac用オーディオインターフェイス
2CH AD／DAコンバーター
2CH AD／DAコンバーター
16CH ADコンバーター
16CH ADコンバーター
クロックジェネレーター
Mac用32CHインターフェース
Mac BookPro用32CHインターフェース
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出展社名

メーカー名
Eventide

SPL

（株）
エレクトリ

KRK
Studio technologies
SADiE
オタリテック
（株）
GENELEC
Dynaudio Acoustics

ゼネラル通商
（株）

SOUND DEVICES

COOPER SOUND
Regendary Audio

ソリッド・ステート・
SSL
ロジック・ジャパン（株）

（株）
タイムロード

Tonelux
CEADER
ULTRASONE
Audio&Design
TASCAM

ティアック
（株）
Soundfield

Beyerdynamic

H8000FW
H7600
ECLIPSE
RACKPack
GainStation One
Tube Vitalizer
MIX Dream
MTC
Volume 2
Passeq
VXT-4
VXT-6
Model76&77

型番／機器名
マルチCHウルトラハーモナイザー
2CHウルトラハーモナイザー
デジタルエフェクトシステム
ラックマウントモジュール
マイクロフォンプリアンプ
ヴァイタライザー
サミングアンプ
モニターコントローラ
2CHボリュームコントローラー
マスタリング用バッシブイコライザー
パワードモニタースピーカー
パワードモニタースピーカー
デジタル入力付サラウンドモニターコントローラー

LRX2
PCM8
8130+GLM SE

可搬用マルチトラックDAW
マスタリング用8CH DAW
DSP内蔵パワードモニター

BM12A
BM5A
BM5A compacto
AIRシリーズ
744T
4track HDレコーダー
702T
2track HDレコーダー
442
4CHミキサー
8.4chロケーション
8.4chロケーションミキサー
ミキサー
MasterPiece
アナログマスタリングシステム
Xrack
モジュール式ラック
E-Signature Channel チャンネルストリップ
Alpha Channel
チャンネルストリップ
Alpha VHD Pre
4CHマイクロフォンプリアンプ
スピーカーシステム
V8ラック＋モジュール
Duoシリーズ
ヘッドフォン
機材一式
X48
48トラックHDD MTR
SS-R1
レコーダー
SS-CDR1
レコーダー
DR-1
レコーダー
DV-RA1000HD
DSDレコーダー
DSF2
サラウンドマイクシステム
SPS422B
サラウンドマイクシステム
SP451
プロセッサー
HeadZonePRO
サラウンドモニター
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B2F【ライブホール・セミナー会場】
2月28日（木）
10：00〜12：00 「最新機材セミナー」
司会・進行

藤田

厚生

氏 （有）
エフ

パネラー

山口

由晃

氏 （株）
イーブイアイオーディオジャパン

町田

幸紀

氏 （株）
エレクトリ

石井

久雄

氏

オタリテック
（株）

松岡

良典

氏

ティアック
（株）

藤田 厚生 氏

町田 幸紀 氏

内沼 映二 氏

亀川 徹 氏

13：00〜17：00 「サラウンドセミナー」
司会・進行

浜田

純伸

氏

プレゼンテーター

内沼

映二

氏 （株）
ミキサーズラボ

深田

晃

浅賀

達也

氏 （株）
ソナ

池田

篤郎

氏 （株）
ソナ

氏

メモリーテック
（株）
NHK

近田まり子

氏

dts Japan
（株）

中山

尚幸

氏

Dolby Japan
（株）

亀川

徹

氏

東京芸術大学

2月29日（金）
10：00〜12：00「VENUEを使用した実践ライブレコーディング」
氏 専門学校東放ミュージックカレッジ

司会・進行

横田

淳

Recエンジニア

熊田

好容

氏

PAエンジニア

芝崎

素光

氏 （株）
サンフォニックス

ヒビノ
（株）
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13：00〜17：00「機器の歴史と録音の変遷」
司会・進行

石野

和男

氏 （株）
サウンドインスタジオ

講師

菊田

俊雄

氏

音響芸術専門学校

千葉

精一

氏

尚美学園大学

青木

輝彦

氏

元キングレコード
（株）

山本

隆彦

氏

タックシステム
（株）

千葉 精一 氏、菊田 俊雄 氏

青木 輝彦 氏

石野 和男 氏

山本 隆彦 氏

ライブホール・セミナー会場機材協力会社
機材協力社名

メーカー名／機種

（株）
イーブイアイオーディオジャパン Electro-Voice

オタリテック
（株）
専門学校東放ミュージックカレッジ

GENELEC

型番／機器名
PLAZMAシリーズ
ケーブル一式

P─2×2 サブウーファー（パワード）

1034×2
1034BC
1038×2
ケーブル一式

サラウンド用スピーカー
サラウンド用スピーカー
サラウンド用スピーカー

CROSSROAD機材一式

以上の内容で実施した結果、来場者は以下の通り168名という実績となり、第１回目
と比較して、学生、一般共に残念な結果となってしまいました。
☆来場者数
一
般
会
員
関連団体
大 学 生
専門学校生
合
計

2月28日（木）
38
22
0
1
7
68

2月29日（金）
26
20
2
0
52
100

賛助委員会
委員長 伊藤 猛 氏

○ セミナー参加者数（合計196名）
2/28 午前「最新機材セミナー」
……………………………………………28名
2/28 午後「サラウンドセミナー」…………………………………………63名
2/29 午前「VENUEを使用した実践ライブレコーディング」…………62名
2/29 午後「機器の歴史と録音の変遷」……………………………………43名

この内覧会の実施にあたり、ご協力いただいた各社スタッフ、セミナー司会者＆講
師の方々および東放ミュージックカレッジの皆様に感謝申し上げます。
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2008年JAPRS新プロ・エンジニア研修会レポート
3月１日（土）、飯田橋・東京都しごとセンター地下
講堂に於いて、専門学校委員会の主催により「2008年
JAPRS新プロ・エンジニア研修会」
が開催されました。
この研修会は、これから音楽スタジオ業界に就職を
目指すJAPRS賛助会員専門学校１年生を対象とし、
エンジニアという仕事について、また望まれる人材と
仕事の現状を講義形式で学ぶ研修会で、今回が第８回
目の開催となりました。
今回は参加予定者126名のところ123名が参加、（内訳は
札幌２名、仙台８名、東京68名、名古屋５名、大阪40名）
エンジニアという職種に対する関心の高さが伺えました。
当日は、13：00に専門学校委員会担当者12名、事務局員
３名が東京都しごとセンター地下講堂に集合し、13：30か
らの参加者受付に備え、準備を開始しました。
昨年と同じ会場ということもあり、会場準備もスムーズ
に行われ、参加学生も着席し時間どおり14：00より脇田副
委員長の司会のもと、研修会が開始されました。
吉田 保 委員長

講師の講演に先立ち、吉田専門学校委員会
委員長よりJAPRSの活動内容、研修会の目的
等が説明された後、以下の内容で各講師によ
り講義が行われました。

１．
「レコーディングに関わるスタジオ」
江下 規彦氏 （株）バーニッシュ

江下 規彦 氏（株）バーニッシュ

２．
「エンジニアの魅力と望まれる人材像」
吉田 保 委員長
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３．「現役アシスタントエンジニア特別コーナー」
コーナー司会：脇田 貞二 副委員長
アシスタントエンジニア：古賀 健一 氏 青葉台スタジオ
東京スクールオブミュージック専門学校 渋谷OB
鈴木 寛明 氏 バーディハウス
専門学校名古屋ビジュアルアーツOB
田淵 章宏 氏 メモリーテック・スタジオ事業部
専門学校東京ビジュアルアーツOB
見元 李衣 氏 サンライズスタジオ
音響芸術専門学校OG

４．「資格認定制度について」
井良沢 元治 副委員長

井良沢 元治 副委員長

５．「専門学校委員会からのインフォメーション」
脇田 貞二 副委員長

脇田 貞二 副委員長

今回も東京地区以外では、札幌、仙台、名古屋、大阪からの参加者がありました。
前日29日には、「第２回JAPRS機器内覧会」にも参加いただき、研修会に出席された
方も多数おられ、本当にお疲れ様でした。
６月と９月に実施される技術認定試験へのチャレンジも含め、この研修会に参加し
た学生達が１人でも多く、スタジオでアシスタントエンジニアとしてスタートされる
ことを願っています。
ご協力いただいた講師の皆様、現役アシスタントエンジニアの方々およびスタッフ
の方々に心より御礼申し上げます。
-16-
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musikmesse2008 エンジニア&マネージャー研修ツアーレポート
（株）バーニッシュ
今井 友美子
3月13日（木）曇り時々雨
14：45

16：00
18：00

18：30

20：30

成田より11時間のフライトを終え、フランクフルト空港到着
現地ガイドの菊地さんが、空港からホテルまで案内
サッカースタジオアムを通り過ぎ、30分ほどでホテルに到着
ホテルチェックイン（Holiday Inn Frankfurt City-South）
ロビー集合
添乗員の安藤さんも含め食事に出かける。
１件目に行こうとしたイタリアンのお店はパーティーの予約が
入っており残念ながら変更でドイツ料理のお店へ移動。
Sachscnhausr Warte 夕食
黄色の高い塔が目印の古い荘厳な建物のレストランで、濃厚な
ポテトスープはとても美味しく皆様に好評だった。
ホテル戻り解散
ホテルから徒歩10分のところにあるSuper Markett「rewe」は
22時までOPENしている。
日本の小さなスーパーと同じで、食料品・日用雑貨・野菜など
が販売されていた。
（右の写真は色とりどりにペイントされた卵）

3月14日（金）曇り
09：20
09：30
10：00

ホテルロビー集合
タクシーにてMesse（見本市）へ出発
Messe入り口にてエレクトリさんと合流し受付

メッセ会場はひとつひとつのHallが大きく他のHallへの移動距離が長い。
会場はHall 1〜9（3F建てのホールもあり）まであり、その内、Prolight + Sound
は、Hall４・Hall５・Hal８・Hall９とYAMAHAのHallが会場
他、楽器（Pickup・wind・bow・beat）がHall１〜３で展示されている。

会場入口

■ Hall 4.1（Sound）
〜Neumann〜
最初にエレクトリ町田さんの案内で今年80周年を迎えるNeumann社のブースへ
移動
ベルリン、ハノーバでの視察案内をしてくださる予定のステファン氏がNeumann
ブース内で新製品等の説明を行う。
（通訳エレクトリ近藤さん）
ステファン氏は月に２回はハノーバの工場に製品のチェックに行っているとの事。
Neumann本社は社員25名で開発･マーケティングを行い、ベルリン本社で開発、
ハノーバで商品化という流れになっている。
昨年の一番のニュースは、マイクSolution-Dを開発したことで、デジタルマイク
はNeumann社がほぼ市場を独占していると説明。
【Solution-D ソフトウエアでゲインコントロールを行うデジタルマイクの説明】
画面を指差しながらソフトウエアの使用方法などの解説をしていただく。
また、ソフトウエアは去年秋に更新し随時HP上から新しいソフトウエアをダウ
ンロード出来るようにしているとの事。
【KM Dシリーズ】
ミニチュアデジタルマイクでカプセルを付け替えることにより指向性を変えられる
タイプのマイクで、前の設定をコンピュータが覚えているので、カプセルを変
更すると
「変更してもいいか」
とコンピュータ上で表示される。
これから発売のものから本体とカプセルを離して使用することが出来るようになる。
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【TLM49】
M49がオークションなどで高すぎる金額で取引されている為、依頼が
ありNeumann社が開発し出来上がったマイク。
日本ではフジテレビに多く納品され、音楽番組で使用されているとの事。
右の写真はデモンストレーションで簡易ブースが組まれ、各マイクを
聴き比べている。
その後、SSLのブースがあるホールへ移動
■ Hall 5.1（Computer Software & Hardware , Harddisc-Recording ）
〜Solid State Logic〜
【新製品Matrix】
16chのフェーダーコントローラーとDAWコントローラーのミキサー
Plaskitt氏（写真上）が向かえてくれ、説明はJenkins氏（通訳：SSL
松井さん）

Neumannデモンストレーション

出来るだけ販売価格を下げられるよう、
マイクプリは付いていないそうだ。
16chインサートで回線をつくるシステムがあり、コンピュータ上でパ
ッチベイの代わりをするシステムなっている。
５月中旬発売予定で、４月中には日本でもDEMOレンタルを開始する
予定との事。金額は400万弱からオプションなど入り500万程度で、日
本でこのようなシステムのミキサーが欲しいという依頼が多いため、
日本をターゲットにおいた新製品であると説明していた。
ここから後は各自でmusikmesseの視察を行うこととなり解散
〜Bricasti Design〜
M7-Stereo Hall Prosessor（ドイツ表記Prozessor）
右の写真は、こちらの製品を開発している方
M7はSystem6000、480と比べてもホール感が
きれいであるとの説明。

SSL

■ Hall 3近くの通路
Bricasti Design
〜KRK SYSTEM〜
個室にKRK SYSTEMのブースがあり、KRK・GENELEC・Digidesignの
スピーカーが設置され、ERGO（room correction System）で切変え
ながら聴き比べられるようにセッティングされている。
ERGOは簡単にスピーカー調整を行いたい場合や、ミュージシャンの
方が自宅で作業する場合に最適で、フォーカスを決めての設定や広い
範囲で聴きたい場合など設定を切り替えられる。FireWire接続。
■ Hall 4.1（Sound）
PA用のスピーカーもデジタル系のものが多く並ぶ。
中国、韓国、台湾のメーカーもかなり多く出展されており、特に中国
は出展が多く、ここ2〜3年で一気に増加しているそうだ。
musikmesseへの来客者も中国の方や、日本以外のアジア系の学生を見
かけることも多くあった。
マイクや機材は、大手メーカーに類似している形のものを見かけるブ
ースもあった。Hall 9.0のPA機材、映像系のブースも中国系のメーカ
ーがとても多く出展されていた。

KRK SYSTEM

台湾メーカー

〜MUSIKON〜
ベルリンの簡易ブースを販売する会社と思われる。
通常の箱型の簡易ブースも取り扱っているようだが、右の写真のマイ
クを覆っている透明なものが今回メインで展示されていたxorber（吸
音材）で通常のレコーディングやポッドキャストでも活躍できるが、
家での録音にも最適と説明。
このxorberは１サイズのみで、素材はフィルムで出来ている。
MUSIKON
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■ Hall 8.0
〜オーディオテクニカ〜 Audio - Technica
マッサージ師がおり、クライアントの方達に本格的にマッサージを行な
っている。
広い会場を周ってきた人達には、なかなか素敵なおもてなしだと思う。
■ YAMAHAブース
ホールひとつが丸々YAMAHAのブースとなっており、ピアノ・ギタ
ー・ドラムなどほとんどの楽器が展示され、ホールの1/4ほどにスピー
カー、ミキサーや、大きなLIVE ROOMも設置されている。
各楽器のデモンストレーションも随時行なわれており、華やかな雰囲気
である。

Audio-Technica

私が楽器のブース（Hall 1〜3）にほとんど行けておらず以下、16日の夕
食時のお話より多くの楽器メーカーが出展しておりギター・ピアノ・ド
ラム・ヴァイオリンやもちろんトランペット・アコーディオンの種類も
多くあり、ギターはギブソンや大手のメーカーのものよりもそれほど有
名ではないメーカーのブースに多く人が集まっていた。
シンバルが100枚近く並べられておりスティックを持参で１枚ずつ叩い
ている者やヴァイオリンを演奏している親子など皆、自由に音楽を楽し
んでいる。
日本ではこれほど多くの楽器が集まる事は無く、また自由に触って演奏
をし、音を聞き比べられるような場所はない為、とても良い機会であっ
た。
中庭部分に設置されたLIVE SPACE（白のテント）では、終日LIVEが
行なわれており外から漏れる音を聴くと爆音で入るのが怖くなるほどだ
が、中に入るとPAがすばらしく、全く耳が痛くなることはない。

YAMAHA

日本で行われるInter BEEと大きく違う点は、一つ一つのブースの大き
さが違うことももちろんだが、日本ではメーカーのノベルティーなどを
配布することにより多くの人を呼び込んでいるが、ドイツではどの各ブ
ースにもワインやおつまみを用意して、飲みながら楽しく交渉・交流を
行なっている。
朝10時に会場入りし、ProAudioの会場はほぼ回ったところで18時。
細かくブースを巡り、楽器の会場も回ると３日間くらい必要と思われる。
18：00

本日の視察終了
messe会場を後にし、ゼネラル通商の伊井さんへご連絡したとこ
ろ、レイラベルグ広場近くのお店に集まりはじめているとのこと
で向かうことにした。
到着した時はすでにお食事も後半のころでしたがお邪魔させてい
ただき夕食。
元市庁舎のあったレイラベルグ広場のすぐそばにある「シュタイ
ネルネスハウス」というドイツ料理のお店で、ドイツの中でも評
判のお店。
最初に２リッターのビールが登場し、驚く暇もなくビッグサイズ
のお肉（450g）が運ばれてきて、日本では考えられないくらいの
ものすごいサイズである。
生のお肉で、鉄板上でお肉を切り分け、焼き付けながら食べる方
式。
ペッパーで味付けされていて、やわらかくとても美味しいのだが、
あまり小さく切り分けると、ドイツ式は大きいまま豪快に食べな
いといけないぞ！と言われてしまう。
野菜やシュリンプの鉄板焼きなども次々と運ばれ、量は多いがと
ても美味しかった。

21：00

ホテル着
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3月15日（土）フランクフルト晴れ
自由行動日の為、musikmesse（２日目）に向かう方と、オプションのハ
イデルベルク観光に行く方など別々で行動（私はハイデルベルク観光へ）
08：40
09：15

ホテルロビー集合
中央駅近くのドイツ旅行会社

GREEN STAR前に集合

15：00 観光終了し、フランクフルトの街を少々散歩
18：30 日本食料理屋「みくに」に予約を入れて向かうと、なんとmusik
messeから戻った皆様がお食事していた。フランクフルト内に
日本料理屋は10件程度ある中、偶然にも同じお店を選択した。

日本食料理屋「みくに」

3月16日（日）フランクフルト晴れ、ベルリン雨
11：00
14：35

ホテルロビー集合 フランクフルトからベルリンへ移動
ベルリン空港着
現地ガイドさんによりホテルまで移動。
ガイドさんの説明によればベルリンは日本人がイメージする通
り、冬は寒く大きな雲に常に覆われており、あまり太陽が見ら
れない街であるとの事。

16：00 ホテルチェックイン（Crowne Plaza Berlin City Center）
18：00 ホテル近くのイタリアンで食事

3月17日（月）ベルリン晴れ後、夜に雹・雪
10：00 出発
〜バーデンベルグ ベルリンスタジオ rbb〜
テレビ局とラジオ局のふたつからなり、ラジオ局は1920年の設立で、
ヨーロッパでの放送が始まった時代に出来たスタジオで、今回はテレ
ビ局の見学をさせていただく。
10：30

バーデンベルグ ベルリンスタジオrbb 到着
写真の左側（黒い建物）がヨーロッパで初めて放送を行った歴
史的にも価値のある場所で有名なデザイナーが設計しているブ
ロードキャスト（ラジオ局）
。
写真正面の白い建物がテレビ局。
ロビーはシンプルでSHARPのテレビが置かれていた。

【STUDIO（１F ロビー左側）】
夕方からのニュースで使用しているスタジオ。
装置はハイビジョンに対応してきているが、ユーザー側の普及がまだ
で全体の１%もない状況であり、普及するのは２年後くらいになるの
ではないかとの説明。
モニターはSONY、Panasonic
【オーディオコントロールルーム】
この部屋は１年前に浸水して立て替えをしており新しい。
ミキシングコンソールはドイツメーカー「ラボ」のデジタルコンソー
ルが入っており、日本ではテレビ朝日などの放送局に入っているメー
カー。
予備コンソールは、YAMAHA O2Rが使用されている。
コントロールルームも隣接しているアナウンサーブースもとてもシン
プルな造りとなっている。
モニター：SONY・マイク：Neumann・
ヘッドフォン：SENNHEISER

STUDIO

BOOTH

オーディオコントロールルーム
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【ビデオコントロールルーム】
写真の彼女がビデオをデジタル化する作業を
進めている。

通路に置かれていた60年前
（1957年製）のテレビ

【配信室】
すべてのチャンネルのコントロールシステムがある部屋で、ここから
番組配信が行なわれており、午後になるとかなり忙しくなるそうだ。
この場所とポツダムに大きなスタジオがあり、ポツダムのテレビ局だ
けでなく、フランクフルトやミュンヘン、ハンブルクなどローカルな
場所へもワイヤレスコミュニケーションになっており、高速でやりと
りが行われる。
ユーザーへの配信はポツダムのテレビ局から行われている。

ビデオコントロールルーム

【収録スタジオ】
（ロビー入って右側）
このテレビ局の中で一番大きなプロダクションスタジオ。
今週木曜日にコメディーショーがあり、準備を行っている（今日は月
曜日）部屋全体を覆っている黒幕の後ろはLEDのライティングになっ
ている。
オーディエンスマイクはノイマンとショップスを７本立てる予定で、
ドルビーデジタルに対応出来る様にしている。
ステファン氏の説明で、カナダ モントリオールのテレビスタジオで
はソリューションDがすでに使われており、アナログはオーバーロー
ドになるがデジタルマイクはゲイン設定が自動なのでダイナミックに
録音することが出来、良い評判をもらっているとの事。

配信室

収録スタジオ

収録スタジオ右側がオーディオスペースになっており、ミキサーは
YAMAHA M7CL（最新のデジタルミキサー）を使用している。
映像はすべてデジタル化しているが、ハイビジョンには対応していな
い。
画面は16：9
【テレビジョンモバイル（中継車）
】
外の駐車場へ移動し、rbbの中継車を説明していただく。
フルデジタルのシステムでこちらのミキサーもドイツメーカーの「ラ
ボ」中継車は３年前に作られ、頻繁に（80%程度）稼動している。
車体、機材含め500万ユーロ（日本円でおよそ８億円）の費用をかけて
つくられた中継車である。
以上でテレビ局rbbの見学を終了

収録スタジオのLED

中継車

12：00

rbb出発

12：40

Neumann社着
右の写真は到着後すぐにオープンスペースに置いてあるアナロ
グレコードのカッティングマシーンの前に集まりお話されてい
るところ。
年代ごとのマイクサンプルなども美しく飾られており、いつで
も来客を迎え入れることのできる空間になっている。
同じくNeumann社を訪問していたカナダのグループと一緒に昼
食（ブッフェ）を取り、休憩後からフレズネ氏とステファン氏
の２つのグループに分かれて各部屋ごとの説明をしていただく。
（私の入った班の通訳はメディア･インテグレーション田村さん）
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【01 開発室】最初の部屋は新しいカプセルの開発を行う部屋
温度や湿度を可変させる機械があり、どんな環境の国や場所でも対応
出来る様に研究を行っている。
【02 設計】マイクの設計、デザインを完成させる部屋
完成後、ハノーバの工場へ電子データを送りマイク等の製作が始まる。
【03 開発部門、無響室】物理的ではなく、音響的な確認を行う部屋
風を起こしアクセサリー（ウィンドスクリーン）などの効果の確認を
行う。
ウィンドスクリーンにより高域が削れるなどあるが、使う用途により
選べるようバリエーション付け数種類のアクセサリーを製作していく。
無響室での周波数特性チェックは、指向性を変えられるマイクは30ヘ
ルツ〜20K、130カ所のデータ解析を行う。

廊下にはポスターが飾られている

【04 電子回路、ソフトウェアの開発】
電子回路やデジタルマイクのソフトウェアの開発を行っている部屋
デジタルマイク用のインターフェース（８ch）を現在開発中。
ゲインリダクション・コンプレッサーリミッター、すべてマイクの中
で行っており、デジタルなので絶対にクリッピングが起きないように
設計をしている。
【05 サービス・修理】
修理は各国内で行っているが、修理出来なかったものが最終的に送ら
れてくる場所
マイク自体のノイズチェックが出来る二重シールドのカプセルがあり、
第二次世界大戦以降に作られたマイクはすべて修理を行っている。
以上、5つの部屋を説明していただき、最後に80周年を迎えるNeumann
社の歴史や、世界各国のアーティストからU87に寄せられたメッセージ、
デジタルマイクD-01を使用しているコンサート映像など紹介いただき
Neumann本社の見学を終了。
15：00

Neumann社見学終了

16：00

ベルリンフィルハーモニー（RUNDFUNK-SINFONIEORCHESTER BERLIN）到着
ドイツには５つのフィルハーモニーがあり、その中のひとつに
なる

ベルリンフィルハーモニー外観

【大ホール 収容人数2,400】
最初に大ホールのコントロールルームを説明いただき、大ホールでの
リハーサルが休憩に入ったところでホール内へ移動。
前の席で直接楽器の音を聴くよりも、後の席で聴くほうが臨場感があ
り良いとの事。
【小ホール 収容人数1,200】
マイクはショップスで、録音が入らない時も常にセッティングはされ
ている。
ホールの音の反響は少し早く、大編成のオーケストラやポップスには
向かないが室内楽には良く、演奏者にとっては演奏しやすい環境である。
来週からノイマンのデジタルマイクを入れてテストが開始される予定。
小ホールのコントロールルームは、21年前のNeumann社インラインミ
キサーを使用している。
左の写真はA816 MASTER RECORDERと吉田保さん。
他にも1630など古い名機が置いてあり、持って帰りたい･･･と呟く声も
あった。
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1630はテープが無くなったので現在は使用していない。
小ホールの見学が終了したところで、大ホールでのリハーサルが再開
され、各自好きな座席に座り、１時間ほど見学させていただく事にな
った。明後日（３月19日）公演プログラムのリハーサルで指揮は
Marek Janowski氏で、とても良い経験をさせていただいた。
17：40

ベルリンフィルハーモニー出発

18：45

お店に到着し、Neumann社ご招待の夕食会開始
乾杯後に社長のフレズネ氏へ各自英語で自己紹介を行い、
Neumann社のマイクについての使い心地や、今後の希望などに
ついて話を進める。
夕食会
イタリア料理で野菜、お肉、お魚ととても美味しい（やはり量
は多い･･･）

21：30

皆様かなりの量のお酒も飲まれ、和やかに夕食会は終了
外の気温は０度にも関わらず、それほど寒い気がしないのはお
酒の力だろう。
ホテル到着、解散

22：00

3月18日（火）ベルリン曇り、ハノーバ曇り時々雪
08：50
09：43

ロビー集合
ベルリン中央駅（Center Station）からハノーバへ移動
さらにハノーバからローカル列車でBissendorF駅まで移動

12：00

工場近くのレストランで昼食

14：00

SENNHEISER工場着 白に青線が入ったSENNHEISERと一目
で分かる建物
建物内は水色の作業着着用が義務付けられているそうで、全員
作業着を羽織り、アラジンさんに説明を受ける。
最初にSENNHEISERの設立から今までを簡単に説明
1950年代にMic MD21登場し、1960年代出てきたMic MD421に
よりSENNHEISERが有名になっていった。
1980年代には、UHFワイアレスマイクを開発し、またルフトハ
ンザ航空のパイロットが使用するヘッドフォンをSENNHEISERが開発。

ベルリン中央駅

各フロアの説明
【1F】
クリーンルームは、SENNHEISERとNeumann共同で使用している部
屋で、天上から１時間に120回、空気の入れ替えが行われており、最高
の清浄がされている。さらに部屋の空気圧を高くして、悪い空気が自
然と外に出るシステムになっている。
KMSシリーズハンドマイクは、ハンド部分はSENNHEISER、カプセルは
Neumannで作られている。
カプセルの貼り付け作業はとても繊細で、主に女性が行っている。
メンブレンは１ミクロミリの動きしかしないが音を発することが出来、
これが80年前から開発されている技術であると説明。
【2F】マイクやヘッドセットを手作業で組み立てを行う場所
無響室は、側面の小さな穴からマイクが自動で入るシステムになって
おりマイクの真下から音が出てコンピュータ上で解析が行なわれる。
マイクの高さはNeumann本社での実験と同じく１m24cmの設定。
建物を移動
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【１】マイクの外側部分を製造
金色の棒が機械に入り、カットされマイクの外側（箱部分）になる。
【２】エレクトロマグネティック（電磁石）のチェック
3万ボルトの静電気で対抗性をチェック、湿度は90％の状態にしてチェ
ックが行なわれている。
【３】無響室

この建物内に10箇所ほどある

【４】オートマティックマイク組み立て機（ecotec automation）
時計メーカーのスウォッチから技術を取り入れ開発された機械で、自
動でマイクを組み立てることのできる機械が置かれている。
３シフト制で24時間稼動、１日に3,000個が組み上がるとの事。
空のカプセルが最初に入り、その中に自動で部品が入って行くシステム。
その後はテストボックスにマイクが入り周波数のチェックも自動で行
なわれ、15種類のマイクの組み立てがこの機械で行なわれている。
この機械を入れて10年経つが、組み立てがオートメーション化してい
るのはSENNHEISERのこの機械のみであるとの事。

無響室

以上の工程を見学、説明していただき、SENNHEISER工場見学終了
16：00
19：30
20：00

SENNHEISER工場見学終了
ホテル到着
中華料理屋「明園大酒楼」で最終日の懇親会
SENNHEISER工場にて

3月19日（水）
09：00

ホテル出発

ベルリン空港へ移動

3月20日（木）
08：30

成田空港到着

お疲れさまでした。

今回はmusikmesse研修ツアーに参加させていただきましてありがとうございます。
musikmesseは、日本で開催されているInterBEEなどに比べて格段に規模が大きく、
正直、機材にもう少し詳しく、英語も理解できるとより勉強になったのだろうと思う
ところが反省点です。

各社とも集客方法、交渉の行い方がやはり日本でのイベントとは違うと感じました。
規模が大きい（各ブースが大きい）からこそ出来ることではありますが、日本で開催
されているイベントはマイクや機材が展示されているだけになっている又は自分の声
のみでマイクや機材のテストを行うメーカーが多いのに比べて、musikmesseは実際に
アーティストが機材を使用し、演奏している音を聞き比べられるブースが多くありま
した。
ヴォーカルもののライブはもちろん、管楽器や鍵盤などの演奏も多く行なわれてお
り華やかでした。
また日本ではこちらから名刺を渡し、メーカー側からは必ず資料を渡してくれます
が、musikmesseでは必要とする人にしか資料は渡されません。
そしてクライアントとはお酒を飲みながら交渉を行なっており、おおらかな印象を
受けました。
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単純に日本でお客様にお茶を出す、という感覚がドイツではビールやワインを出す
ことなのかもしれませんが、ブースの受付嬢も一緒にお酒を飲みながら接客するとい
うのは文化の違いだと思いました。
ベルリンで見学･説明をしていただいたrbb（テレビ局）はとてもシンプルに感じま
した。
日本の各テレビ局本社がアミューズメント要素を含んでいることもありますが、外
観・機材含めて簡素な印象を受けました。
古い建物や機材を丁寧に使い続けているとも言えるかと思います。
Newmann本社内は、展示品や作業部屋までとても綺麗にされており、世界各国から
のクライアントを気持ちよく迎え入れられる空間になっていました。
作業する為だけの工場のようなところかと想像していたので、最初は驚きましたが、
さすが世界に知られるNewmann社と思いました。
今回レコーディングスタジオの見学が予定されていましたが、急遽アカデミーの仕
事が入ってしまいキャンセルとなりました。
やはり一番見てみたい場所なので、とても残念です。
代わりにベルリンフィルハーモニーホールの見学となり、リハーサル見学できたこ
とは貴重な体験でした。
Newmann本社・SENNHEISER工場見学をしてみて、スタジオに勤務してからマイ
クの構造についてそれほど考えたことがありませんでしたので、小さなカプセルひと
つで録音の音が大きく変わること、その前に小さな金属の部品の集まりで音が録音出
来ることがすごい、という小学生レベルのことを考えてしまいました。
多くの人が関わり研究とテストを繰り返していること、そして工場での製作過程を
見ていくと、改めて繊細なものであり、高価な機材であることを再認識しました。
他の参加者の皆様との交流も含め、この貴重な体験を今後の営業に生かしていきた
いと思います。

musikmesse研修ツアー参加の皆様
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会

員

１．会員数（平成20年５月１日現在）
正会員（法人） 35法人
賛助会員Ⅰ
44法人

動

向

正会員（個人） 16人
賛助会員Ⅱ
４法人

２．退会
①法人正会員
○モウリアートワークススタジオ株式会社
②個人正会員
○安藤
開
○長島 義人
③賛助会員Ⅰ
○日本ビクター株式会社
○株式会社イーブイアイオーディオジャパン

平成20年３月31日付
平成20年３月31日付
平成20年３月31日付
平成20年３月31日付
平成20年４月30日付

３．入会
①法人正会員
○株式会社フリーピープル（フリーピープルスタジオ）
平成20年２月１日付
〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東4−6−15
TEL：06-6555-7018 FAX：06-6555-7017
【法人代表者】大橋 淳一
【会員代表者】大橋 淳一
○株式会社アップアップ
平成20年４月１日付
〒131-0033 東京都墨田区向島2−21−14−803
TEL：03-3625-9878 FAX：03-3626-2787
【法人代表者】加藤 英雄
【会員代表者】加藤 英雄
②個人正会員
○清水 邦彦
平成20年４月１日付
〒193-0824 東京都八王子市長房町230−39
TEL／FAX：042-667-7176
○時枝 一博
平成20年４月１日付
〒106-0041 東京都港区麻布台1−9−5 麻布台徳井ビル5Ｆ（株）
フリーキック
TEL：03-5545-6795 FAX：03-5545-6796
③賛助会員Ⅰ
○学校法人滋慶文化学園 仙台コミュニケーションアート専門学校 平成20年４月１日付
〒984-0051 宮城県仙台市若葉区新寺2−1−11
TEL：022-292-2133 FAX：022-291-5856
【学校代表者】覚野 博夫（理事長）
【協会担当者】坪沼 和寛（教務部学科長）
○オーディオ・プロセッシング・テクノロジィ株式会社
平成20年４月１日付
〒169-0073 東京都新宿区百人町4−9−2 第2浅美ビル3F
TEL：03-5332-3191 FAX：03-5332-3192
【法人代表者】鈴木 京
【協会担当者】鈴木 京
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○ナショナル物産株式会社 ビデオ・グラフ事業部
平成20年５月１日付
〒106-0044 東京都港区東麻布1−13−5
TEL：03-5570-9761 FAX：03-5570-9766
【法人代表者】藤本 和資
【協会担当者】小野 直之
４．法人代表者、協会担当者および住所変更その他
①法人正会員
○オンエアー麻布スタジオ （株）ソフトハウス
【本社移転】
（新）〒160-0023 東京都新宿区西新宿7−9−13 石川ビル5F
TEL：03-5332-9559（代表） FAX：03-3660-3515
②賛助会員
○株式会社ヘビームーン
【法人代表者】
（旧）代表取締役社長 早瀬 徹治
（新）代表取締役社長 細谷 隆英
○学校法人 大阪安達学園 ビジュアルアーツ専門学校 大阪
【協会担当者】
（旧）松山 直容
（新）中村 純一（学務部）
○学校法人 東京安達学園 専門学校 東京ビジュアルアーツ
【協会担当者 所属部署／役職名変更】
（旧）就職情報センター 主事 田中 孝
（新）キャリアサポートセンター 副センター長 田中 孝
５．その他
○住所変更
株式会社EMIミュージック・ジャパン
（新）〒107-6327 港区赤坂5丁目3番地1号 赤坂Bizタワー27階
TEL：03-6830-8300（代表）
○事務局長変更
協同組合 日本映画製作者協会
（旧）荒木 正也
（新）清水 香奈
○経済産業省 異動
平成20年４月１日付
経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課（メディアコンテンツ課）
（旧）課長補佐 太田 茂雄→特許庁審査業務部産業機器
（新）課長補佐 木本 直美
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