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会長年頭挨拶
（社）日本音楽スタジオ協会
会長 内沼 映二
新年明けましておめでとうございます。
日本音楽スタジオ協会を代表し、謹んで新春のごあい
さつを申し上げます。
昨年は、米国の金融破綻に端を発し、様々な形となっ
て国内に影響が及んできました。これらの状況は、これ
まで形成されてきた仕組やグローバルな視点そのものを
見直さないと解決できない問題なのかも知れません。
この一年が、皆様にとって多少なりとも明るい兆しを
感じられるようになることを願っております。
さて、本年JAPRSは、社団法人として19年目を迎えることとなりますが、昨年より
クローズアップされている高音質CDを含め、年々多様化する音楽の発信とユーザー形
態の変化は、90年代後半から様々な面でテンポアップしていると感じます。
このような変化に対応していくことも大切な要素でしょうが、より重要なことは、
どの様な制作環境においても音楽の本質を理解し、ユーザーに対して常に良質な音楽
を発信する個々の努力なのではないでしょうか。
本年JAPRSは、主催５団体により第16回目を迎えるサウンドエンジニアを対象とす
る顕彰制度「日本プロ音楽録音賞」のより一層の浸透を始め、パッケージ分野の音楽
制作に関する原点を見直し、録音技術の向上を図るとともに、関係各位のご支援を賜
りながら、音楽業界の活性化に向けて努力する所存です。
会員の皆様をはじめ、関連各位のご支援、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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平成20年度通常総会＆懇親会レポート
＜通常総会＞
５月27日（火）、JAPRSは港区白金台の「ザ・ハウス白金」２Fにおいて、平成20年
度通常総会を開催し、平成19年度の事業報告書（案）決算報告書（案）、平成20年度事
業計画書（案）及び収支予算書（案）並びに役員全員任期満了による新役員の選出に
ついて正会員に諮り、全ての議案が異議なく全員一致で承認された。
はじめに、佐藤事務局長が定足数の確認を行い、委任状を含む46名の出席数を確認
（定足数26）
、総会の開会を宣言した。
続いて内沼会長が議長に当たり、議事録署
名人として専務理事の加藤 英雄 氏、常任理
事 清水 三義 氏の両名が選出された。
次に脇田副会長より第１号議案「平成19年
度事業報告書（案）」及び佐藤事務局長より
「収支決算報告書
（案）」
について説明が行われ、
審議の結果、異議なく全員一致で承認された。
続いて脇田副会長より第２号議案「平成20
年度事業計画書（案）」及び佐藤事務局長より
総会
「収支予算書（案）」について説明が行われ、
審議の結果、第１号議案と同様に全員一致で承認された。
続いて議長より第３号議案「役員全員任期満了による新役員の選出」について経過
が説明され、同様に全員一致で承認された後、議長である内沼会長が閉会を宣し解散した。
＜懇親会＞
通常総会終了後、18：30より「ザ・ハウス白金」1Fにおいて、正会員、賛助会員及
び招待者を含む109名が集い、懇親会が開催された。

司会進行は総務委員会の佐々木委員長（オンエアー麻布）
と茂木副委員長（個人会員）の２名が担当し、内沼会長の開
会の挨拶に続き平成20・21年度の新役員が紹介された後、懇
親会が始まる。

内沼 映二 会長

新役員の紹介
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続いて乾杯となり、恒例により４月から賛助会員として新
たに入会されたナショナル物産（株）ビデオ・グラフ事業部
小野 直之 氏により乾杯の発声が行われ、歓談タイムとなる。

乾杯の発声・小野 直之 氏

会場内は自然に何組かの歓談の輪が出来上がり、和や
かな雰囲気になったところで、当協会の所管官庁である
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）課長補佐 木本 直美 氏が到着。来賓
代表として挨拶が述べられた。
ご来賓代表・木本 直美 氏

更に歓談が続くうちに中締めの時間となり、石野 和男・
副会長による挨拶が行われ、本年の懇親会も無事に終了とな
りました。
スタッフとして開宴前より準備にご協力いただいた会員の
皆様、有難うございました。

石野 和男 副会長
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第９回JAPRS新プロ・エンジニア養成セミナーレポート
平成12年第１回目を開催して以来、今年で９回目を迎えたのがこの新プロ・エンジ
ニア養成セミナーです。
専門学校委員会の主催により実施されているこのセミナーは、JAPRS賛助会員加盟
専門学校19校の２年生以上を対象として、東京地区、大阪地区正会員スタジオの協力
により継続されているもので、プロのレコーディングスタジオにおけるセッション開
始前のスタジオセットアップを体験させることを主目的としています。今回は、６月
14日（土）〜６月21日（土）の期間で東京地区２日間計６回、大阪地区１日３回開催。
＜実施内容＞
①アシスタントエンジニアによるスタジオブースの説明
②アシスタントエンジニアからのアドバイス
③ミックスダウンのセットアップ
④ミックスダウン・デモ
２chバランス・２chメーターの確認 EQの使用方法 DYN・INS系の使用方法
クロス・パッチ等 AUX系のエフェクタ・バランス トータル処理の方法
東京地区会場（６月14日（土）〜15日（日）於：タワーサイドスタジオ Cst）
参加者：９校 76名
エンジニア：吉田 保 氏
アシスタントエンジニア：見元 李衣 氏
大阪地区会場（６月21日（土）於：スタジオグルーヴAst）
参加者：３校 47名
エンジニア：吉田 保 氏
アシスタントエンジニア：石山 晶規 氏

東京会場：タワーサイドスタジオ Cst
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＜タイムスケジュール＞
東京会場：タワーサイドスタジオ Cst
６月14日（土）
１回目 10：00〜12：15
２回目 13：00〜15：15
３回目 15：30〜17：45
６月15日（日）
４回目 10：00〜12：15
５回目 13：00〜15：15
６回目 15：30〜17：45
大阪会場：スタジオグルーヴ Ast
６月21日（土）
１回目 10：00〜12：15
２回目 13：00〜15：15
３回目 15：30〜17：45

大阪会場：スタジオグルーヴ Ast
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第７回JAPRS認定「サウンドレコーディング技術認定試験」
実施報告
６月29日（日）
、札幌×２、仙台×３、新潟、東京×７、名古屋×３、四日市、大阪×３、
広島、博多の９地区22ヶ所の団体受験会場に分散して実施された「第７回サウンドレ
コーディング技術認定試験」については、当初の受験申請者数652名に対して、欠席者
を除く当日の受験者数570名の参加により実施されました。
試験内容は例年通り四者択一マークシート
方式で、音響の理論／電気音響とスタジオシ
ステム／レコーディング技術と先進技術／音
楽・音楽著作権・音楽録音の流れ・録音の歴
史などの４ジャンルから各25問（計100問、
1,000点満点）が出題されましたが、平均点は
681.07点という結果になりました。
東放学園音響専門学校

また、昨年度の受験者数535名に対して、本年度は35名が増加いたしました。以下の
通り実施結果の詳細を報告致します。
（１）受験申請者652名 欠席82名 受験者570名（男性367、女性203名）
最低点220点 最高点1,000点（11名） 平均点681.07点
（２）平均点詳細（各ブロック250点満点）
Ⅰ.音響の理論 正答率 71.9% 平均点 179.7点
Ⅱ.電気音響とスタジオシステム 正答率 66.91% 平均点 167.3点
Ⅲ.レコーディング技術と先進技術 正答率 75.49% 平均点 188.7点
Ⅳ.音楽・音楽著作権・音楽録音の流れ・録音の歴史など 正答率 58.19% 平均点 145.4点
（３）得点別人数
1000〜900
890〜800
790〜700
690〜600
590〜500
490〜400
390〜300
290〜200
計

140

82名
79名
79名
133名
121名
59名
15名
2名
570名

（４）ランク別人数
Ａランク 1000〜901点
Ｂ 〃
900〜701点
Ｃ 〃
700〜451点
Ｄ 〃
450〜201点
Ｅ 〃
200点以下
計

133
121

120
100
82
人
数

80

79

79
59

60
40
20
0

15
2
1000 890
790 690 590
490 390 290
〜900 〜800 〜700 〜600 〜500 〜400 〜300 〜200
得点（1000点満点）

74名
160名
294名
42名
0名
570名

RANK
D 7%

A 13%

Aランク
Bランク
Cランク
Dランク

C 52%
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B 28%

2008年JAPRS企業説明会レポート
専門学校東京ビジュアルアーツ 田中 孝
平成20年７月６日（日）、専門学校生を対象と
したJAPRS企業説明会が千代田区の専門学校東
京ビジュアルアーツで開催されました。企業説
明会も８回目をむかえ、JAPRSの恒例行事のひ
とつになっています。
開催当日は梅雨時期でしたが、好天に恵まれ、
仙台、大阪地区も含めた熱心な学生たち95名が
参集いたしました。一方出展側からは正会員ス
タジオ６社、賛助会員社１社より11名が参加し
受付風景
ました。
まず、メディアホールにてJAPRS・内沼 映二会長から開催の挨拶をいただき、続いて
吉田 保専門学校委員会委員長より激励のお言葉を頂戴いたしました。引き続き出展企
業様より自社の紹介をしていただきました。
その後、説明会場をメディアホール（４社）とロ
ビー（３社）の二か所に分け、Ⅱ部の前半がスター
トしました。今回は１回あたりの説明時間を20分と
し、１回目から３回目までは訪問する出展ブースを
各学生たちに指定し、後半の４回目から６回目を自
由訪問としました。
しかし４回目以降もほとんどの学生が帰ることな
吉田 保 委員長
く参加し、最後まで熱心に質問をしておりました。

（株）エムアイティギャザリング

（株）サウンドインスタジオ

（株）サウンド・シティ

（株）サンライズミュージック
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（株）バーニッシュ

（株）ミキサーズラボ

今回の実施に際し、ご出展いただいた企
業の皆様に心より御礼申し上げます。
また、監督指導していただいた先生方、
お疲れ様でした。

（株）サンフォニックス

出展企業
（株）エムアイティギャザリング 取締役

横山

武

ブッキングマネージャー

原

敬輔

（株）サウンドインスタジオ

技術課長心得

河野 洋一

（株）サウンド・シティ

オーディオ部マネージャー

明地

総務部総務課課長

船津 広隆

（株）サンライズミュージック

代表取締役

佐々木高志

（株）バーニッシュ

レコーディングコーディネイター 梅木 由仁

権

エンジニア

照内 紀雄

（株）ミキサーズラボ

専務取締役

吉井

（株）
サンフォニックス

管理部総務課課長

本橋 芳一

管理部総務課係長

西尾 靖彦

聡

（以上敬称略）
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第５回JAPRS認定「Pro Tools技術認定試験」
実施報告
９月７日（日）、札幌×２、仙台、新潟、東京×５、
横浜、名古屋、大阪×３、神戸、広島、博多の10地区
17ヶ所の団体受験会場に分散して、
「第５回JAPRS
認定Pro Tools技術認定試験」が実施されました。
本年度の受験者数は、昨年度の524名に対して433
名になり、91名の減少という結果となりました。
また、今回の試験については、昨年と同様に受
験者個々のPro Toolsに関する知識をより明確に把
日本工学院ミュージックカレッジ
握するために、初級50問（500点）、中級50問（500
点）の出題構成とし、それぞれ「Pro Tools概要」「録音・編集」「ミキシング」「シン
ク・MIDI・ファイル管理など」に区分された出題としたが、初級問題の正答率は75．
8％、中級問題については61.1％、全体的な正答率は68.5％という結果になりました。
以下の通り実施結果の詳細を報告致します。
（１）受験申請者525名 欠席92名 受験者433名（男性272名、女性161名）
最低点240点 最高点1,000点（5名、男性4名・女性1名）総合平均点680.0点
（２）平均点詳細
初級1（Pro Tools概要／90点）：73.4点
初級2（録音・編集／120点）：90.7点
初級3（ミキシング／140点）：106.0点
初級4（シンク・MIDI・ファイル管理など／150点）：105.4点
◆初級計 375.5点
中級1（Pro Tools概要／110点）：73.2点
中級2（録音・編集／130点）：78.5点
中級3（ミキシング／130点）：80.5点
中級4（シンク・MIDI・ファイル管理など／130点）：80.5点
◆中級計 304.5点
100

（３）得点別人数
1000〜900
890〜800
790〜700
690〜600
590〜500
490〜400
390〜300
290〜200
計

82

80

61名
62名
82名
79名
75名
54名
17名
3名
433名

（４）ランク別人数
Ａランク 1000〜901点
Ｂ 〃
900〜701点
Ｃ 〃
700〜451点
Ｄ 〃
450〜201点
Ｅ 〃
200点以下
計

60

61

79

75

62
54

人
数

40
17

20

3

0

1000 890
790 690 590
490 390 290
〜900 〜800 〜700 〜600 〜500 〜400 〜300 〜200
得点（1000点満点）

RANK

57名
138名
187名
51名
0名
計 433名

D 12%

A 13%

Aランク
Bランク
Cランク
Dランク

C 43%
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B 32%

第８回異業種セミナーレポート
Azabu O Studio

吉川

潮里

2008年９月26日（金）西麻布にあるイタリアンレストラ
ン「マリオ イ センティエリ」での第８回異業種セミナーに
参加しました。

今回の講師は「Stereo Sound」
「PROSOUND」等の本格
オーディオマガジンや、日本を代表するワイン専門誌「ワ
イン王国」を刊行している（株）ステレオサウンド・代表取
締役社長である原田知幸氏です。「Stereo Sound」よりリ
スニング検定、「ワイン王国」よりブラインドテイスティ
ングを盛り込んでセミナーをしていただきました。
（株）
ステレオサウンド
原田 知幸 氏

まずは会社概要、創業者原田勳氏の逸話、日本の流行が韓国・香港・台湾・中国で
の人気と憧れの傾向等と話が進み、異業種と言えども同じ音楽畑と言う事で、最近の
CDが売れない原因やリスナー側の音楽の楽しみ方の移り変わりを盛り込んでセミナー
は進みました。
そんな中でサービス業である私達が常に考えている顧客定着をどのようにすれば得
る事ができるのか、そんな方法を原田社長の経験を元にお話していただきました。
レストランに例えておっしゃってましたが「味よりもお客様が見えなくなるまでお
見送りをする」心意気を大切に、気持ちよくお見送りすれば、きっと「もう一度会い
たくなる気持ちにさせられる」と言う心理的営業サービスのお話です。
確かに一日に何人ものお客様が出入りするスタジオ業では、基本中の基本で大事な
事だなと考えさせられました。参加者全員、お客様が全員気持ちよく仕事を始められ
て、気持ちよくスタジオを後にでき、尚かつ、またこのスタジオで作業したい・
PLAYしたいと思って頂ける運営を心がける再確認ができたのではないでしょうか。
その後、いよいよリスニング検定とブラインドテイスティングです。
リスニング検定では「モーツァルト／クラリネット協奏曲」と女性ヴォーカルの
「アイリス・ケネディ」の２曲がそれぞれ何パターンか加工されているものを聞き比べ
るというものです。
早速お店のスピーカーで全員で聴き比べてみましたが…私には分かりませんでした
……さっぱり。
進行役のミキサーズラボ・吉井専務からは、スタジオのスピーカーで聴いてみたら
面白いですよとのアドバイスが。ちなみに答えは次回のステレオサウンド誌上で発表
の為、原田氏さえも知らないとの事でした。
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そしてブラインドテイスティングをみんなで体験しました。
それぞれの前に【お手頃ワイン】と【値の張るワイン】が並べられ、どちらが【値
の張るワイン】かと言うブラインドテイスティングです。結構みなさん…間違ってま
した。…私も。大衆的で飲みやすいのは
【お手頃ワイン】という事でしょうか。
誌面では日本を代表するソムリエ達が、
自身の鼻・舌のみでテイスティングを
し、５☆で採点しブランドに捕われない
率直な意見が紹介されており、この企画
で見事５☆を獲得したワインは、ほとん
どが２週間余りで市場から姿を消すとも
言われている人気企画なのだそうです。
何十万もするワインよりも家庭で気軽
に楽しめるワインの５☆も出ているそう
です。
テイスティングで一部ほろ酔い気分のまま、セミナー後の懇親会は会場であるマリ
オ イ センティエリのナイスガイシェフ マリオ・フリットリ氏の挨拶で場を和ませて
頂き、美味しい料理と原田氏が用意してくれた美味しいワインをたっぷり堪能しまし
た。今回のリスニングテスト付きの「ステレオサウンド2008年秋号」と「ワイン王国」
等々お土産も頂き、気分上々のウチに美味しい異業種セミナーは終了致しました。
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高音質CD試聴会レポート
（株）ミキサーズラボ／ワーナーミュージック・マスタリング 菊地 功
去る、10月31日（金）15時から東放学園音響専門学校・渋谷校舎に於いて、高音質
CDの構成概要説明、及び高音質CD盤と通常CD盤の比較試聴会が行われた。特に今回
は、SHM─CD（SUPER HIGH MATERIAL CD）と、HQCD（HI QUALITY CD）の
２種類と、メモリーテックのご厚意もあり、今注目を浴びているCRYSTAL DISCも
併せて試聴することが出来た。
参加者多数のため、
概要説明は全員で受けたが比較試聴はスタジオの調整室で行うた
めに、
２グループ構成で試聴を行うことになった。
それぞれ、
教室で試聴待ちをしている
グループは、
教室で自由な質問コーナーになり、
色々な質問を担当講師にしていた。
第１部として、メモリーテック（株）のHQCDの技術概要説明が
あった。講師は、今年２月のメモリーテック工場見学でもお世話
になった、沼能 隆 氏が説明を担当、同社、佐藤 和弥 氏がサポー
トをする形で会が始まった。
（株）メモリーテック 沼能 隆 氏

パワーポイントを使って、既存のCDに使われてい
るポリカーボネートより、透過性の高い薄型液晶用ポ
リカーボネート素材を使った経緯や、グラフを使って
品質特性・音響特性が向上した事等をかなり詳しく解
説説明をしてくれた。また、HD─DVDの開発で培っ
た特殊合金反射膜を採用することにより、マスター音
質に近づいたという説明があった。
第２部は、ビクタークリエイティブメディア（株）の小川 義三
氏から、SHM─CDの説明があった。１部と同様にかなり詳しく
分かりやすい説明がなされた。ビクターの特徴は、信号系にK2
を使って音質改善をしていることで、ビクターならではのサウ
ンド形成をしているということであり、更に特殊金型を使うこ
とによってより正確なピットが形成できるようになった。

ビクタークリエイティブメディア
（株）
小川 義三 氏

両社とも従来のポリカーボネートと液晶用のポリカー
ボネートを複数枚トレイにセットして透明性の違いを説
明していた。試聴会では、クラシック・ジャズ・ポピュ
ラーなどの比較試聴があり、通常盤、高音質盤の順で行
った。聴く人によって感想は違っていたが、微妙な差を
感じ取って、納得している人も多かったように思う。
今回のように、比較して音楽を聴けることは聴いた人の財産になり今後の参考にも
なると思うので、非常に有意義な会となった。今後、Blu-spec CDTMや、今回特別に聴
かせていただいた、ガラスCD等、フォーマットの違いではない、レッドブックに準拠
した形での音質向上が行われているということは脅威に思う点が多かった。今後もこ
のような会が企画されることを期待して、報告を終わりとする。
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第８回専門学校委員会担当者研修会レポート
専門学校ESPエンタテインメント 今村 典也
平成20年11月21日
（金）〜22日
（土）、１泊２日で11名の参加者により第８回専門学校委員
会担当者研修会が実施されましたので、研修内容を要約して以下の通り報告いたします。
●11月21日（金）
13：00 新幹線・浜松駅より遠州鉄道に乗り換え、小林駅にて集合。
タクシー３台に分乗してヤマハ豊岡工場に向かう。
13：20 ヤマハ豊岡工場に到着。荷物を置いた後、エントランスで待機。
そこにはこの工場で生産されている、電子楽
器やデジタルミキサーをはじめ、管楽器やギ
ターなど様々な楽器が展示されていた。なか
でも目を引いたのが、最近サウンド＆レコー
ディングマガジンの表紙を飾ったテノリオン
であろう。斬新なインターフェースとデザイ
ンでついつい触ってみたくなる興味深い楽器
であった。
13：30 PA･DMI事業部 MP推進部 プランニンググループ 課長代理 梅尾 達也 氏の案内
の元、工場内の会議室へ通され、まずはヤマハ豊岡工場のPA･DMI部門の概要を、
PA･DMI事業部 豊岡生産部 部長 森 尚久 氏よりご説明していただく。
１．工場概要説明
1973年に設立されたこの豊岡工場は天津、インドネシア工場とともに電子楽
器・音響機器を受け持つ工場であり、
基本方針として
「強い生産技術、
強い製造」
を掲げ、
「挑戦」
「改善」
「現場」
「現物」
をキーワードに日々製造を行っている。
豊岡工場は当初エレクトーン工場としてスタートし、現在ではエレクトー
ンの他、デジタルピアノ・ポータブルキーボード・中型大型のアナログミキサ
ー及び全てのデジタルコンソール・業務用のアンプ・プロセッサーなどの生産
を行っており、品質管理を重視した｢新しく挑戦する工場｣として品質保証体
制の確立を目指している。
また、顧客の声をリアルタイムで受け取れるシステムを構築し、さらに特徴
として従来のライン生産方式を撤廃し、
セル生産方式に移行している。
セル生産方式とはベルトコンベアーによる流れ作業で製品の組み立てや検査
を行うのではなく、少数の作業者チームで製品の組み立て工程を完成から検査
まで行う生産方式のことである。従来のライン生産方式と比較して、作業者一
人が受け持つ範囲が広いのが特徴で、メリットとして下記の特徴が挙げられた。
①作業工程のロスが少ない
②いつでも改善が行える
③自分自身で改善が行える
④すぐに改善に取り組むことが出来る
つまり、少数・多品種の生産に対応しやすいとの事である。
13：45 ２．PA･DMI工場見学
説明を受けた後、さっそくPA･DMI工場の見学へと向かう。
DMIのご案内・説明は、職長 岩本 寛 氏、PAのご案内・説明は、主事 古川
勇 氏よりしていただく。
工場内は広く非常に整理整頓が行き届いており、説明を受けたとおりセル
と呼ばれるブロックごとに区切られているのが特徴的であった。
セル内ではひとつの製品の組み立てから検査まで、全ての工程が行われて
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14：40

15：10

16：15

17：30
18：30

おり、それぞれの担当スタッフが専門性を有し、技術の熟練達成度も評価さ
れるシステムとなっていた。また、日頃使用している大型コンソールの製
造･検査の過程を見ることが出来、非常に興味深かった。
３．品質管理への取り組み
工場見学終了後、
再び会議室に戻り品質管理に関しての説明を受ける。
まず、FMEA（Failure Mode & Effect Analysis）と呼ばれる設計段階での故
障･不良の予測を行い、厳密なルールの下作業工程に必要な全作業の工程が作
業手順書としてマニュアル化されていく。ここではネジ１本にいたるまで管
理され、このルールを守らなければ品質が低下するという事が工場内の全ス
タッフに徹底的に意識付けられている。
また、
デジタルミキサーに関してもVer.チェック・外観チェックはもちろん、
LEDの全点灯検査、全I／O検査、プラグの抜き差し検査、全フェーダー･ツマミ
検査などが行われており、途中で不良が発見された場合はチェック後、再び全
検査を一から行うとの事であった。
ヤマハ豊岡工場では楽器メーカーとして「感性と技術の融合した生産工程」
を目指して、高いレベルでの品質管理と日々の作業改善に取り組んでおられた。
非常に高い技術と意識を持ったスタッフの手で、驚くほど多くの検査を経
た後、我々ユーザーの手元に製品が届けられているのだという事実を改めて
確認することが出来た。
４．管楽器工場見学
10分の休憩の後、
管楽器の工場へと向かい、
豊岡管理センター 剱持 真理 氏
から説明をしていただく。
この管楽器工場は世界最大の管楽器工場で、
１日の生産本数700本を誇る。
埼玉工場とあわせて吹奏楽で使用される全ての管楽器を生産しており、豊
岡工場では主にサックス・トランペット・トロンボーン・オーボエ･クラリネッ
ト･フルートなどが生産されている。職人による手作業の工程が多く、普及品
といえども１本１本全て音だしチェックまで行われていることに驚いた。
また、高級品に関してはハンマリングと呼ばれる叩く工程があり、この工程
で音色が豊かになるということもあり、すべて人間の手で行われる手作業で
行われていた。フルートに関しても高級品は全て手作りで行われ、一人の職人
が１週間かけて１本作るとの事であった。
また、フルート工場とサックス工場ではタンポの材質の違いから工場内の
温度･湿度が変えられており、
あらためて品質への取り組みに驚かされた。
工場見学終了後、１階ロビーにて記念写真
撮影を行い、宿泊先である、浜名湖観光ホ
テル「開春楼」にバスにて移動。
ホテル着。
夕食兼懇親会。ヤマハPA･DMI事業部 MP
推進部 部長 武永 伸一 氏と課長代理 梅尾
達也 氏も合流され、見学会の感想や製品
開発の苦労話などもお聞きすることが出
来、非常に有意義な懇親会となった。

●11月22日（土）
07：00 朝食。その後全員でチェックアウトし、現地解散。

私自身、初めての参加ということも有り非常に有意義な体験をすることが出来た。
また、日頃目にすることの無い生産過程も見学でき、内容的にも素晴らしいものとな
った。ヤマハ豊岡工場の方々には様々なご配慮と協力をしていただきました。本当に
ありがとうございました。
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第15回日本プロ音楽録音賞授賞式レポート
「日本プロ音楽録音賞」は、平成５年に当協会が制定した「JAPRS録音賞」を出発
点とし、音楽制作、録音に対する認識を高め、音楽産業の更なる質の向上、録音技術
者の地位の確立などを目的として、平成６年より実施されているものです。
今回第15回目の実施にあたり、（社）日本音楽スタジオ協会および（社）日本オーデ
ィオ協会、日本ミキサー協会、
（社）日本レコード協会、演奏家権利処理合同機構 Music
People s Nestの５団体が主催し、経済産業省の後援および日本放送協会、
（社）日本民
間放送連盟の協賛、サウンド＆レコーディング・マガジン、CDジャーナル、スイング
ジャーナル、ステレオサウンド、レコード芸術の賛助、並びにビクターエンタテイン
メント（株）、オタリテック（株）、東放学園音響専門学校の協力により「第15回日本プ
ロ音楽録音賞」を実施し、平成20年12月４日（木）、東京・虎ノ門パストラル新館４F
「ミント」に於いて授賞式が開催され、受賞作品および受賞者の発表が行われました。
今回の授賞式も「音の日」をイベントとして
開催され、はじめに内沼会長が運営委員長とし
て開会の辞を述べられ、続いてプロ音楽録音賞
に対し後援を得ている経済産業省 商務情報政
策局 文化情報関連産業課 課長補佐木本直美 氏
が来賓代表として挨拶された後、４部門計11作
品およびベストパフォーマー賞について表彰が
行われました。

内沼 運営委員長

木本 直美 氏

応募作品の分類については以下の通りとし、審査は以下の５部門を対象に行われ、
全72作品の応募から部門A：３作品、部門B：３作品、部門C：２作品、部門D：３作品
がそれぞれ優秀作品としてノミネートされ、その中から各部門1作品が最優秀作品とし
て選定され、更にベストパフォーマー賞１作品が選ばれました。

部門Ａ：2chパッケージメディア／応募作品27点

部門Ｄ：放送メディア／応募作品12点
放送作品部門（ラジオ番組：AM、FM、

クラッシック、ジャズ等

衛星放送 テレビ番組：地上波、
衛星放送）

部門Ｂ：2chパッケージメディア／応募作品27点
ポップス、歌謡曲等

ベストパフォーマー賞

部門Ｃ：サラウンドパッケージメディア／応募作品６点
SACD 、DVD-Audio、DVD-Video、
Blu-ray Discのマルチch

今回は、各部門の最優秀作品、優秀作品およびベストパフォーマー賞を紹介すると
ともに、最優秀作品として表彰された代表エンジニアの方々およびベストパフォーマ
ー賞のアーティストにアンケートを依頼し、受賞の感想、作品のコンセプトについて
コメントをいただきましたので、17頁以降に掲載させていただきます。
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第15回日本プロ音楽録音賞
授賞式次第
１、主催者代表挨拶
第15回日本プロ音楽録音賞 運営委員長
社団法人日本音楽スタジオ協会

会長 内沼 映二

２、ご来賓ご挨拶
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

木本 直美 様

３、最優秀作品・優秀作品の発表及び表彰並びに審査員講評
部門Ａ
社団法人日本オーディオ協会
社団法人日本音楽スタジオ協会

会長 校條 亮治
相談役 大野
進

部門Ｂ
社団法人日本レコード協会
日本ミキサー協会

常務理事 水村 雅博
理事長 梅津 達男

部門Ｃ
社団法人日本音楽スタジオ協会
ビクターエンタテインメント株式会社

会長 内沼 映二
ビクタースタジオ長 高田 英男

部門Ｄ
日本放送協会放送技術局コンテンツ技術センター
社団法人日本音楽スタジオ協会

センター長 高橋
彰
顧問 淺見 啓明

４、ベストパフォーマー賞の発表及び表彰並びに審査員講評
演奏家権利処理合同機構
ミュージック ピープルズ ネスト

副代表幹事 松武 秀樹
代表幹事 椎名 和夫

５、受賞者代表挨拶
部門A 最優秀賞 メインエンジニア

篠笥

孝

以上
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部門Ａ 「2ch パッケージメディア」クラシック、ジャズ等
（写真は☆印の代表エンジニア）
【最優秀賞】
●作品「PLEIADES」
（VRCL-3048）より「FRAME FOR THE BLUES」
Eric Miyashiro
発売元：株式会社ヴィレッジ ミュージック

☆メイン・エンジニア：篠笥 孝（株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）
＜受賞のことば＞
奥行き感、空気感、ライブ感をリアルに感じ
るサウンドを作るというコンセプトのもと、こ
のビックバンドレコーディングは行なわれまし
た。これに見合う録音機材の選定として
SONOMA24chDSDをマルチレコーダ、SONOMA8chDSDをマスターレコーダという組合せ
としました。空気感を得る事ではDSDフォーマットは最高に良い機材です。そして決
定的に奥行き感を出せた理由は、ブラスセクションをひな壇演奏とし、ワンポイント
をメインに録音した事でした。このときのセクションのバランスは、当然ミュージシ
ャンが表現しなければ成り立たない手法です。そしてこれに見合うアンビエントを得
ることができるスタジオも必要です。本当に恵まれた環境の中での録音でした。
第一回日本プロ音楽録音賞開催時、アコースティック部門において最優秀賞を受賞
した先輩を見て、このようなエンジニアにいつかなりたい。当時22歳の私は、そのよ
うにあこがれていた事を思い出します。そしてこの度、15回目にしてアコースティッ
ク部門の最優秀賞を手に出来たことが信じられません。今まで、そして現在と、私の
周囲には良い影響を与えてくれる素晴らしい人たちの存在がありました。そして、レ
コーディングの醍醐味であるアコースティック録音に携わることができる事にも感謝
しています。そして、まだまだもっと多くの人が感動していただけるような音作りを
目指し、精進していきたいと思います。
○マスタリング・エンジニア：鈴木 浩二
（株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）
○アシスタント・エンジニア：奥田 裕亮
（株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）
○アシスタント・エンジニア：阿部 博
（株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）
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【優秀賞】
●作品「Meu Romance」
（VICP-64182）より
「THE BOY FROM IPANEMA」阿川 泰子
発売元：ビクターエンタテインメント株式会社

☆メイン・エンジニア：高田 英男（ビクターエンタテインメント株式会社）
○マスタリング・エンジニア：川x 洋（FLAIR MASTERING WORKS）
○セカンド・エンジニア：松岡 健（ビクターエンタテインメント株式会社）
○アシスタント・エンジニア：大久保 孝洋（ビクターエンタテインメント株式会社）
●作品「Castle in the Air」（PSCR-6180）より
「Ancient Flower In The Night〜いにしえの夜咲く花」
Castle in the Air［谷川公子＋渡辺香津美］
発売元：株式会社ポリスター

☆メイン・エンジニア＆マスタリング・エンジニア：鈴木 浩二
（株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）
○アシスタント・エンジニア：波多腰 英靖
（株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）

部門Ｂ「2ch パッケージメディア」：ポップス、歌謡曲等
（写真は☆印の代表エンジニア）
【最優秀賞】
■作品「浅森坂」
（ASCM-6013）より
「月が誘った」浅森坂
発売元：AMUSE SOFT ENTERTAINMENT INC.

☆メイン・エンジニア：山内 Dr. 隆義
（株式会社サウンドインスタジオ・ミキサーズクルー）
＜受賞のことば＞
今回、最優秀賞と言う素晴しい賞をいただいた事を大変光栄に思うと共に、この作
品に携わって頂いた多くの方々に改めて、厚く御礼申し上げます。
『浅森坂』はユニット自体がユニークであり、そのコンセプトは「楽しい事だけやろ
う」でした。
なので、こちらも 楽しむ と言うワードを大前提にスタジオに入りました。この
『楽しむ』と『ミュージシャンが気持ち良くパフォーマンス出来る環境を創る』は僕自
身のエンジニアとしてのポリシーでもあり、どのようなセッションでも実行していま
す。具体的に言うと、それは ありのまま に録る、と言う事。大げさな加工する事
無く、そのままを録る事により、演奏本来のダイナミクス、本来の楽器の音色が得ら
れる、と言う、録音にとってあたりまえのセオリーを実行する事です。DTM環境が定
着した昨今、MIXでいじくり回すのでは無く、楽器に合ったMIC（セッティングを含
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む）、H.Aを選択し、音楽的に自然な立体感を録る事が一番重要だと感じています。今
回の作品も、リバーブ等は使用せずに、例えばルームマイクを工夫したり、歌の存在
感もマイクとの距離や指向性を工夫して録音しています。全ての楽器には２本のペア
マイクを使用し、定位もセッティングによって出す手法をとり、電気的なパンニング
では得る事の出来ない、自然な音場と定位を再現出来ていると思います。ドラムにお
いては、TOPのマイクとドラム正面の２本マイクでバランスを取り、ONのマイクはア
タックを表現する事のみおさえ、より自然な楽器の鳴りと 音楽的な バランスを表
現出来たと思っています。
その様な理由から、今回、審査の総評にて、技術だけで無く、音楽的な自然さが評
価された事にとても感激しております。
これからも、基本に忠実に、より音楽的な録音に努力して行きたいと思っておりま
す。
○マスタリング・エンジニア：小泉 由香（有限会社オレンジ）
○レコーディング＆アシスタント・エンジニア：奈良 美幸
（株式会社サウンドインスタジオ）
【優秀賞】
●作品「服部良一〜生誕100周年記念トリビュート・アルバム〜」
（UPCI-1071）より「銀座カンカン娘」ゴスペラーズ
発売元：ユニバーサルミュージック株式会社

☆メイン・エンジニア：三浦 瑞生（株式会社ミキサーズラボ）
○マスタリング・エンジニア：菊地 功（株式会社ミキサーズラボ）
○アシスタント・エンジニア：中野 健太郎（株式会社ミキサーズラボ）
○アシスタント・エンジニア：上甲 ひとみ（株式会社ミキサーズラボ）
●作品「FLYING SAUCER 1947」（VICL-62534）より「PISTOL PACKIN MAMA」
HARRY HOSONO&THE WORLD SHYNESS
発売元：ビクターエンタテインメント株式会社

☆メイン・エンジニア：細野 晴臣（株式会社ミディアム）
○マスタリング・エンジニア：小池 光夫（株式会社エイエステイ）
○セカンド・エンジニア：原口 宏（フリーランス）
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部門Ｃ「サラウンドパッケージメディア」SACD,DVD-Audio,DVD-Video,
Blu-ray Discのマルチch（写真は☆印の代表エンジニア）
【最優秀賞】
■作品「TOSHIKI KADOMATSU Performance2006 Player s Prayer SPECIAL」
（BVXR-11001）より「恋の落とし穴」
角松 敏生 Blu-ray Disc
発売元：株式会社BMG JAPAN.

☆メイン・エンジニア：川澄 伸一
（株式会社ミキサーズラボ）
＜受賞のことば＞
この度は、第15回日本プロ音楽録音賞 部門Cサラウンドパッケージメディア 最優
秀賞という栄えある賞を頂きまして、誠にありがとうございます。
非常に嬉しく、また光栄に思っております。実は、第11回、12回、13回と優秀賞は
頂いていたものの、なかなか最優秀のハードルは高く超えられませんでしたが、今回
Blu-rayという新しいメディアのおかげで受賞することが出来たのだと思います。
というのも今までのライブ映像作品のサラウンド音声は圧縮を余儀なくされてきま
したが、今回の作品はサラウンドながらリニアPCMで収録されています。これは作り
手にとっては非常に喜ばしい事であります。もちろん2chのほうもリニアPCMで収録
され、さらに映像はハイビジョンという、ほんの少し前までは夢のようなスペックが
現実のものとなりました。これからもっと普及して、作品がたくさんリリースされる
ことを願いたいです。
今回の受賞作品は、第13回で優秀賞を頂きました作品を含む、角松敏生氏のアルバ
ム「Prayer」をベーシックにしたツアーのファイナルを収録したものです。CDで演奏
したミュージシャンの方たち（特に二度とないであろうスティーブガッド氏との競演）
がステージでも演奏するという角松氏の25周年を記念する一大イベントでありました。
非常に素晴らしいパフォーマンスでしたので最高の形で残すことが出来て本当によか
ったです。そしてホッとしました。
今後は、2chパッケージのほうでも最優秀を頂けるよう、頑張っていきたいと思いま
す。
最後になりましたが、収録にご協力いただいたヒビノスタッフの方々 、BMG
JAPANスタッフの方々、ビーンズスタッフの方々、そして角松敏生氏に感謝の意を述
べたいと思います。ありがとうございました。
○マスタリング・エンジニア：田中 龍一（株式会社ミキサーズラボ）
○レコーディングオペレーター：松本 浩昭（株式会社ヒビノ）
○レコーディングオペレーター：阿部 勝行（株式会社ミキサーズラボ）
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【優秀賞】
■作品「camomile Best Audio」（PCCA-60019）より
「What a Wonderful World」藤田 恵美 SACD
発売元：株式会社ポニーキャニオン.

☆メイン・エンジニア＆マスタリング・エンジニア：阿部 哲也
（株式会社Strip）
☆サウンドクオリティ・アドバイザー：金井 隆
（SONY株式会社）

部門Ｄ「放送メディア」放送作品部門（写真は☆印の代表エンジニア）
【最優秀賞】
■作品「TANTOクラシック！」
より
「チャイコフスキー作曲 交響曲第6番
「悲愴」
から」
指揮：スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ 管弦楽：読売日本交響楽団
日本テレビ

HDTV

2008年５月14日放送 5.1ch

☆メイン・エンジニア：今村 公威
（株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ）
＜受賞のことば＞
今回は栄えある「第15回日本プロ音楽録音賞」
部門D 最優秀賞を頂くことができ、本当に嬉しく、喜びを噛みしめています。
この作品収録当日の、名指揮者スクロヴァチェフスキと読売日本交響楽団の醸し出
す演奏は本当に素晴らしいものでした。Mixにあたっては、この音にできるだけ手を
加えず、最少限のマイクで、会場の臨場感・空気感・広さと共にサラウンドで表現す
ることに最大限留意しました。
日本テレビにおけるクラシック実況録音に対するスタンスは、昔から一貫して「会
場の臨場感を大事にする」というものです。会場で聞く音こそ、指揮者とオーケスト
ラが意図した音である、と考えるからです。サラウンドは、この考えを実現し、放送
するのに申し分のないフォーマットと考え、取り組んでいます。音創りも、あたかも
「会場にいるような」臨場感と、オーケストラの音・指揮者の意図を、高い次元でバラ
ンスすることを目標にしています。
今回は、この「日本テレビの音創り」に対しても太鼓判を頂けたと感じ、喜びと同
時に、長く携わっている者として、安堵の念も沸き上がっています。
最後に、この素晴らしい演奏を、サラウンド収録・放送する機会を与えて下さった
全ての皆さんに、心より感謝いたします。本当にありがとうございました。
○セカンド・エンジニア：大越 克人（株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ）
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【優秀賞】
■作品「題名のない音楽会／音楽に込める命・佐渡 裕」より
レスピーギ「リュートのための古い舞曲とアリア」第3組曲より
第4楽章「パッサカリア」指揮：佐渡 裕 演奏：スーパーキッズ・オーケストラ
テレビ朝日

HDTV 2008年４月６日放送

5.1ch

☆メイン・エンジニア：高林 正彦（株式会社テレビ朝日）
○セカンド・エンジニア：早川 憲一（株式会社テレビ朝日）
○フロア・チーフ・アシスタント：須崎 泰道（株式会社日放）
○MAエンジニア：内野 陽介（株式会社放送技術社）
【優秀賞】
■作品「MONKEY MAJIKスーパーライブ」
より
「Around The World」MONKEY MAJIK
NHK

HDTV

2008年４月７日放送 5.1ch

☆メイン・エンジニア：志村 宏（日本放送協会 仙台放送局）
○アシスタント・エンジニア：高砂 隆介（株式会社NHKメディアテクノロジー）
○アシスタント・エンジニア：三浦 勇樹（日本放送協会 秋田放送局）
ベストパフォーマー賞
■作品「SINGS！」（VICJ-61564）より「When Sunny Gets Blue」
カルロス菅野
発売元：ビクターエンタテインメント株式会社

アーティスト：カルロス菅野
＜受賞のことば＞
この度は第15回日本プロ音楽録音賞のベスト
パフォーマー賞に選んで頂きありがとうございます。
今回受賞しました「When Sunny Gets Blue」の入ったアルバム「SINGS！」は私の
50歳到達記念として、今まで熱帯JAZZ楽団のアルバムで歌ってきたものと新たにコン
ボで録音したものを集めた、初めてのヴォーカルアルバムです。
あくまでパーカッショニストを本業とする私がヴォーカリストとしてこんな素晴ら
しい賞をいただいてしまって、驚きとともに大きな喜びを感じています。
日頃自分の作品においては、コンピュータによる補正技術を使用せずにミュージシ
ャンの技術とエネルギーをダイレクトに伝えることを心がけています。そのためには
エンジニアの音楽に対する理解と高い感性は欠かせません。ミュージシャンが出す音
をオーディエンスに伝える最後の砦を任せられる素晴らしいレコーディング、マスタ
リングエンジニアに出会えたことを幸せに感じています。松岡くん、川崎さんありが
とうございます。
今後も今回の受賞に恥じないように、「音楽はエンターテイメントだ！」そして「目
指せブエナビスタ･ソシアルクラブ」を合言葉に頑張って音楽活動を続けていきたいと
思っております。そしてこの日本プロ音楽録音賞が音楽文化の発展に末永く貢献され
ることを願っております。
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審査委員会

総合審査委員長
副審査委員長
部門A・B・C審査委員

部門D審査委員

内沼
高田
内沼
椎名
高橋
松尾
淺見
清水

映二
英男
映二、梅津
和夫、塩澤
邦明、永井
順二、松武
啓明、石野
幸男、浜田

達男、大野
進、倉園 明彦、
利安、下川 晴彦、高田 英男、
秀文、浜田 純伸、藤田 厚生、
秀樹、吉田
保、脇田 貞二
和男、加藤 茂樹、亀川
徹、
暁弘
（以上50音順）

今回の顕彰内容については、各部門の最優秀作品と優秀作品の制作に携わったメイ
ン・エンジニア、マスタリング・エンジニア及びベストパフォーマー賞のアーティス
トに表彰状とクリスタル製の表彰楯を贈呈。セカンド・エンジニア、アシスタントエ
ンジニアは表彰状を贈呈。
なお、部門A、B、Cの最優秀賞については、優秀なスタッフと良好な環境を提供さ
れたメインのスタジオについても表彰状とクリスタル製の表彰楯が授与された。

クリスタル製の表彰楯を手にした受賞者の皆さん
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第15回日本プロ音楽録音賞

審査委員講評

＜部門A 2chパッケージメディア（クラシック、ジャズ等）＞
それでは、参加審査委員を代表して、部門Aの講評を述べ
させて頂きたいと思います。
今回は祈念すべき第15回目です。私個人としては第１回か
ら審査員として参加させて頂いておりますが、部門Ａと部門
Ｂは27作品ずつ54作品の応募があり、喜ばしい状況でありま
した。それと、特に申し上げたいのは、総体的に作品個々の
レベルが大変向上している点であります。今までの15回の内
でも１番良い作品が集まったと思っております。
（社）
日本音楽スタジオ協会
相談役 大野 進
これは、エンジニア各位が日頃の技術の研鑽を怠らなかっ
た賜物と、高く評価をしたいと思います。それに加え、近年の収録方法として定着し
ておりますDAWの使い方が、確実に皆さん上手になられた事です。テープレスの時代
に入り、当初は戸惑いの中、試行錯誤を繰り返し、その努力の結果として殆どのエン
ジニア諸氏が、完璧に自分の物にしたのではないかと、逞しくさえ感じております。
良い作品が多数集まった中での審査でしたが、審査員各位も相当に考えた事と推察
できます。
優秀賞を獲得された２作品のエンジニアの方々、そして最優秀賞を授与されました
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズの篠笥 孝さんと、この作品に
携わったエンジニアの方々およびスタジオに、心より賛辞を贈りたいと思います。お
めでとうございます。
先ず、優秀賞の高田英男さんの作品は、リズム体が前面にシッカリ表現され、トー
タル的にボサノバのグルーヴ感が出ていて気持ちが良い。その上に乗った「阿川さん
のヴォーカル」の明瞭度は、抜群でした。フリューゲルホルンのソロは、ヴォーカル
と拮抗し、生ピアノの爽やかな響きは、リズムとの対比が素晴らしい。自然な感覚と
して表現された音場構成と、前後のバランス表現は、単にEcho処理を駆使している以
上の仕上がりとなっています。
次いで鈴木浩二さんの優秀作品ですが、ピアノとパーカッションそしてシンセの出
だしは、構成された音場から聴く人に感銘を与える程でした。楽器的にはタブラ、シ
タール等、異国情緒を思わせる雰囲気であるが、旋律はあくまでも「和」のセンス。
特にタブラの低域とキラビヤカなパーカッションとリズムセクションに、ピアノやシ
タールそして笛がソロをとるが、浮き立つ音色とサウンド構成は見事なものでした。
そして、篠笥 孝さんの最優秀作品は、フルバンド構成の力感と演奏者が、現実的
に目の前に居るような錯覚を感じる程の表現でありました。Trp、Sax、Tbのツブ立
ちもさる事ながら、サポートするアンサンブルは見事なもので、Trpをはじめとする
セクションの迫力や、ダイナミックレンジのシッカリとした抑え方は、高く評価でき
ます。
トータル的に卓越した技術力と音楽表現に敬意を表したいと思います。
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冒頭申し上げましたが、前回よりも格段に技術力が向上していると感じております。
最近のDAW録音方法が確実に使いこなされてきており、エンジニア諸氏は音楽の趣旨、
方向に叶った録音をしようと日夜努力している様子が伺えました。
今後ともエンジニアの皆さんは基本をシッカリ守って「感性を磨き」、「良い音楽」、
「良い録音」を世に送り続けていって欲しいと願う次第です。

＜部門B 2chパッケージメディア（ポップス、歌謡曲等）＞
部門Ｂの審査講評を述べさせていただきます。
応募作品数ですが27作品で昨年より50％増えております。
全体の印象として、DAWの使い方が、非常に向上していま
す。デジタルの出始め音をLoFiな音作りにする人もでてきま
した。それまでは、原音忠実HiFiが良いとされていました。
勿論その考えが無くなった訳ではありませんが、音楽に合う
音を考えた時、音そのものにどんなイメージを感じられるか
が重要になります。その意味で、LoFiな音を作る──それは、
歪やフィルターの利用などで自然な音にする事です。この使
日本ミキサー協会
理事長 梅津 達男
い方には、センスがいります。ただ何かを通せば良いもので
はありません。過度なLoFiでなく丁度バランスの良いところに落ち着いたと思います。
今回は、参加作品全てに音楽に合った音作りを感じました。
またDAWでのミックスと、アナログコンソールでのミックスに差が無くなったのも
印象的です。これは、マスタリングエンジニアの方の力が甚大であると思います。技
術的なことではありませんが音源に生音の作品が多かった様です。
審査にあたり、昨年より審査基準を作り評価しておりますが、評価しやすく又技術
面、音楽的な音作りを評価できるよう項目を整理いたしました。
そして最優秀を含む優秀作品３作品が選ばれましたが、点数の差は、ほんの僅かで
す。審査員の中には、こっちの方を…と考える方も居りますが、あくまで集計の結果
に忠実に選ばせて頂きました。
そして受賞作品ですが先ずは、ミキサーズラボ・三浦瑞生さんエンジニアのゴスペ
ラーズ「銀座カンカン娘」は、美しいコーラスの世界でした。
人の声ほどマイクやスピーカの音の違いが分かるものはありません。その声のみで、
音全部の帯域を表現するのは実に難しいものです。
イントロのコーラスは、声のファンファーレであり、ハーモニーには、パイプオル
ガンに似た響きを感じました。ブレイクに残るリバーブは、その空間に吸い込まれそ
うです。後半から入るウッドベースは、実に理想的な音で、オケのサウンドは、コー
ラスのハーモニーを壊さない、それでいてしっかりした音に仕上がっていました。
次にメインエンジニア細野晴臣さんのHarry Hosono & The World Shynessの「FLYING SAUCER 1947」の１曲目「Pistol Packin'Mama」は、細野さん自身が唄い、そし
てミックスと、プロ録的に申しますと自録自演と言えます。
審査項目にアレンジを理解した音作りの項目がありますが、当然満点であります。
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実は、この作品、専門誌に掲載されており、Voにリボンマイクを使用したと紹介され
ております。それは、DAWに合った音作りがなされたことを意味してると思います。
低音に徹したBass、それこそHiFiではありませんが、そのふっくらした音は、曲のゆ
ったり感を演出していますし、スネアドラムのブラシの音は、リアルで音全体の帯域
バランスを整えています。Voの流れも自然でコンプ感が無く、オケの生音の良さを素
直に表現したミックスでした。
そして最優秀賞。メインエンジニア山内 Dr 隆義さん録音の浅森坂「月が誘った」
は、とにかく素晴らしいドラムサウンドです。リアルなドラムのアンビエントは、絶
妙なバランスで、キックから始まるドラムのみのイントロで曲全体のイメージを表現
していました。音色には、その音楽の色や匂いといった感覚的なニュアンスを伝える
力があると思います。そんな感じられる音を造れたら、その録音は成功です。まさに、
この作品は、音楽とシンクした録音です。少ない楽器編成ですが、エンジニアの音作
りで充分に力のある音楽を演出しておりました。
初めに申しましたが、今回のプロ録には50％増しの作品が応募されました。
審査の方から申しますと、AB合わせ50曲を超える審査は、体力勝負です。しかし、
この賞がより盛んに成るのなら例え100曲になろうとも聴いていくつもりです。
皆様の協力で今後ともますます盛り上がり、より多くの作品の参加をお願いして講
評といたします。
本日は、受賞者の皆さん本当におめでとうございます。

＜部門C サラウンドパッケージメディア＞
SACD、DVD-Audio、DVD-Video、Blu-ray Discのマルチch
サラウンドパッケージメディアとして今回６作品、メディ
アとしてはDVD、SACD、Blu-ray、それぞれからのノミネ
ートがありました。
今回サラウンド作品を試聴し特に感じた事は、サラウンド
による音楽制作（音創り）が大変成熟され、より音楽感動が
伝わる作品に仕上がっていると思いました。
具体的には
① 音場感・臨場感が増す事によるリアリティー感の向上。
ビクターエンタテインメント株式会社
＊特にホール録音＆ライブ録音
コンテンツ技術部長
ビクタースタジオ長 高田 英男
② 解像力を改善する事により演奏の細かいフレーズまで
良く見え、より音楽を楽しめるなど、各作品共に大変工夫された音創りを感じま
した。
特に印象的な作品として
★ 大阪市音楽団の吹奏楽シンフォニー「プラネットアース／マザー・アース」
指揮 ヨハン・デメイ
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＊この作品はエフェクト再生が含まれる作品であり、エンジニアからサラウンド
による作品を提案し実現した作品。
◎ ホール録音のスケール感と音楽ディティール表現は相反する録音課題であります
が、リアにホールトーンを分散する事でフロントがクリアーになっており、サウン
ド解像力の素晴らしい作品です。
◎ メインマイクと補助マイクの時間ずれ（位相感）をディレー処理にて対応
＊クラッシックホール録音（2ch・サラウンド）含めてお手本となる作品！
★ 優秀賞受賞 藤田 恵美「camomile Best Audio/What a Wonderful World」
エンジニア 阿部 哲也
◎ スタジオ録音でのサラウンド音場、奥行き感や高さでの立体感を表現。
◎ 創られた音色ではなく、自然なアコーステック音色感。
＊音楽が自然に体に入り込むリラックス音楽空間でありながら、ストリングス＆間
奏トランペットによりサラウンドを意識させ、振り向いてしまう位のリアル感が
あり、大変素晴らしい仕上がりとなっている。
★ 最優秀賞受賞 角松 敏生
「TOSHIKI KADOMATSU Performance 2006
恋の落とし穴」エンジニア 川澄 伸一
◎ ライブ録音 Blu-ray Disc

Player's Prayer

SPECIAL／

映像ソフトFS＝48kHz リニアPCM

① 素晴らしい臨場感がありスペシャルライブの興奮がサラウンドサウンドで見事に
表現されている。
② ツードラム……回線数が多く94トラックで収録された音源を丁寧にミックスされ
ており、演奏の細部まで表現されているクリアーサウンド。
③ Blu-ray Discと言う新しいメディアへの制作チャレンジをしており、これぞ最優秀
作品と感じられる作品に仕上がっている。
まとめ
① サラウンドによる音楽制作が成熟され、どの作品もサラウンドの魅力が追求され
ていて素晴らしい。
② サラウンドならではの聴き処を心得ていて、自然且つ大胆にサラウンド効果を作
り出している。
③ 映画・地上デジタル対応……サラウンドが一般的に普及している中で是非とも参
加作品を増やし……サラウンドサウンドによる音楽が広まり、数多くの作品応募
に繋がってほしいと願っております。
最後になりましたが、受賞された皆様おめでとう御座います。
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＜部門D 放送メディア＞
部門Ｄの審査員を代表して講評を述べさせて頂きます。
今回、応募12作品の内サラウンド作品は、2／3にあたる８
作品でした。
2011年地上デジタル化を目標とされ、各局ともに、5.1サラ
ウンドの手法も大部手慣れてこられた様子が伺われました。
本年度の部門Ｄの優秀賞は、まず、TV朝日 高林さんを中
（社）日本音楽スタジオ協会
顧問 淺見 啓明
心としたメンバーによるお馴染みの「題名のない音楽会」。
佐渡 裕指揮によるスーパーキッズ・オーケストラのレスピーギ「リュートのための
古い舞曲とアリア」から「パッサカリア」です。
弦楽器が中心の編成で、音場的には整った素材なので、整然としたアンサンブルを
カラリとした高品質というイメージでとらえて、屈託のない録音に仕上げられていま
した。
初代「題名のない音楽会」のミクサーであり、部門Ｄの審査員も務められている先
輩の浜田さんは、少々ご意見があるとのことで、後程、直接ご意見を伺ってください。
続いて、NHK仙台放送局の志村さんを中心としたメンバーによる「MONKEY
MAJIK・スーパーライブ」より「Around The World」。これは、ツイン・ヴォーカル
のポップグループによるライブで、特に重要な二人のヴォーカルの音色とバランス、
そしてプレゼンスと明瞭度は、ライブ収録という条件の中でも見事に捉えられていま
した。リズムの硬質感も加わって、現在ポップグループが目指す音のイメージが表現
されていました。
地方局というハンデキャップで、殊に十分なサラウンドの設備が無いにもかかわら
ず、多くの装置を組み合わせて努力された様子が、眼に浮かびます。
オーディエンスのアンビエンスに12本のマイクを使われたとか。これもサラウンド
効果を十分醸し出していました。
最後に、部門Dの最優秀賞は日本TVの今村さんを中心としたメンバーによる
「TANTOクラシック！」チャイコフスキーの交響曲第６番「悲愴」からです。
交響曲のミクシングの善し悪しは、私は弦楽器のトゥッティ（tutti）における各セ
クションのバランスと音色、そして適切なホール・トーンを伴った残響感で決まると
思っています。
この点、今回のスクロヴァチェフスキ指揮、読響の「悲愴」フィナーレのサウンド
は、これに相応しいサウンドで大変素晴らしいミクシングでした。今回のサラウンド
収録方式は、フィリップス・アレーと濱崎スクエアとの組み合わせという独特の方式
との由でしたが、なかなか素晴らしい臨場感を醸し出した素晴らしい録音でした。
おめでとうございます。これで、私からの講評を終わります。

-28-

＜ベストパフォーマー賞＞
まずはカルロスさん、ベストパフォーマー賞おめでとうご
ざいます。
先ほど来おはなしも出ていますが、今回はエントリーされ
た作品数そのものが非常に増えまして、かつDAWの使いこ
なしも大分進歩して、作品全体のクオリティがかなり上昇し
てきた回ではなかったかと思います。昔はよく、海外の様々
なエンジニアのサウンドを求めて、それぞれ海外レコーディ
ングに行くというようなことも有った訳ですが、エンジニア
の技量や演奏の力量を含めて、既に国際的なレベルに達して
いるのではないか、ということを強く感じました。

演奏家権利処理合同機構
ミュージックピープルズネスト
代表幹事 椎名 和夫

一方、カルロスさんについてですが、バイオグラフィにも述べられている通り、今
更申し上げるまでもなく、「オルケスタ・デ・ラ・ルス」のメンバーとしてグラミー賞
にノミネートされたり、ラテンチャート部門で11週間も１位を維持される等の、国際
的なクラスでの経歴をすでにお持ちのアーティストです。
95年からは熱帯JAZZ楽団のプロデューサー、リーダーとして、ラテンナンバーを
中心にフルバンドの活動を展開されていて、僕もファンの一人として何度かステージ
を拝見しておりますが、インターバルの後には必ずカルロスさんのソロヴォーカルが
入るんですね。これが個人的に好きで、かねてからとても良い印象を受けていました。
ベストパフォーマー賞というのは、エントリーされたA・B・C部門約60作品の中か
ら１曲のベストパフォーマー賞を選定するということで、これはこれで大変な作業で
ありまして、エンジニアリングについては、例えば音場感とかダイナミックレンジ等
のある意味で数値化できるパラメータが存在しても、パフォーマンスについてはそう
したパラメータが無いですから、60曲を必死に聴かせていただきました。
そうした中で、何曲目だったかは忘れましたが、今もお聞きになったとおり、カル
ロスさんの音が流れてきた瞬間に、一致した印象として これだね ということで、
一発で決めさせていただいた、というのが正直なところです。
一応講評ということで、もっともらしく選定理由を述べますと、カルロスさんのソ
フトでありながら、非常に豊かなヴォ−カルがナチュラルなオケの中でひときわ印象
に残った、というような感じです。
これからも、良質で感動を生む音楽を創っていっていただきたいと思います。
カルロスさん、今回は本当におめでとうございました。
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「音の日のつどいパーティ」レポート
平成20年12月４日（木）「音の日」記念イベントとして、18：00より虎ノ門パストラ
ル本館１F「葵の間」に於いて、当協会および（社）日本オーディオ協会、日本ミキサ
ー協会、
（社）日本レコード協会、演奏家権利処理合同機構Music People's Nestの共催
により、第15回日本プロ音楽録音賞授賞式関係者と当日併行して開催された（社）日
本オーディオ協会主催の特別イベント「身体で聴こう音楽会」および「音の匠顕彰式」
関係者が参加した「音の日のつどいパーティ」が開催された。

このパーティの前に実施されたプロ音楽
録音賞の授賞式がパーティ開始10分前に終
了し、受付業務も多少慌ただしい準備とな
ってしまいました。当日の模様を以下にレ
ポートさせていただきます。
校條 亮治 会長

木本 直美 氏

最初に（社）日本オーディオ協会の校條 亮治会長より来場者
に対して開会の辞が述べられ、続いて日本プロ音楽録音賞に対
し後援を得ている経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業
課 課長補佐 木本 直美氏が来賓代表として挨拶された後、（社）
日本音楽スタジオ協会・内沼会長により乾杯の発声が行われた。
15分程経過したところで、本年度の「音の匠」として顕彰さ
れた内容が以下の通り紹介された。
内沼 映二 会長

○中村 啓子さん
13回目にあたる本年度の「音の匠」は、NTTの
時報や番号案内、NTTドコモの留守番電話サービ
ス、公共交通機関などで明瞭で親しみのあるアナウ
ンスによって私たちに身近な日常生活に貢献されて
いる中村 啓子さんを顕彰されました。また、「音の
匠特別賞」として、聴覚に障害をお持ちの方々に向
けた体感音響システムを使ったコンサート活動をさ
中村 啓子 氏
れているパイオニア（株）「身体で聴こう音楽会」
事務局長 山下 桜さんを顕彰されました。
中村さんは、受賞のご挨拶で「午後５時10分をお知らせします。
」と匠の声を披露し、
「これからもほっとしていただける声を出し続けていけたらいいなと思っております」
と挨拶されました。
この日は、特別イベントとして国土 潤一氏（音楽評論家、指揮者）、山下 桜氏（パ

-30-

イオニア（株）身体で聴こう音楽会事務局長）、横田 堯氏（（財）音楽鑑賞教育振興会
事務局長）をお迎えし、「音 それは人を繋ぐ絆」と題してトークセッションが行われ
ました。続いて弦楽四重奏の音楽会が行われ、聴覚に障害をお持ちの方はパイオニア
（株）のご協力による体感音響システムを使用することで音楽を楽しむことができ、会
場の皆さんと一緒に楽しまれました。ひきつづきの「音の日のつどい」交流パーティ
では、
「音の匠」の中村 啓子さんがあらためて紹介されました。
「音の匠」の紹介に続き、プロ音楽録音賞授賞式の司会者「石川 みゆき」さんの進
行により、第15回日本プロ音楽録音賞に於いて表彰された各部門35名の受賞者を代表
して、最優秀賞に選ばれた代表エンジニア４名とベストパフォーマー賞のアーティス
トが紹介され、インタビューが行われた。

部門Ａ「2ch パッケージメディア
部門Ｂ「2ch パッケージメディア
部門Ｃ「サラウンドパッケージメディア
（クラシック・ジャズ等）
」
（ポップス・歌謡曲等）」
（SACD、DVD-Audio、DVD-Video 、Blu-ray Discのマルチch）」
篠笥
孝氏
山内 Dr. 隆義 氏
川澄 伸一 氏
（株）ミキサーズラボ
（株）
ソニー・ミュージックコミュニケーションズ （株）サウンドインスタジオ・ミキサーズクルー

部門Ｄ「放送メディア」
今村 公威 氏
（株）
日テレ・テクニカル・リソーシズ

ベストパフォーマー賞
カルロス菅野 氏

代表者4名とベストパフォーマー賞のインタビュ
ーが終了した後は再び歓談タイムとなり、会場内で
は受賞者を取り囲んで談笑する場面が見受けられ、
今年も様々な音のプロフェッショナルな方々が一同
に会する場となりました。
最後に中締めの時間となり、演奏家権利処理合同
機構 ミュージックピープルズネスト 代表幹事椎名
和夫氏の挨拶により、無事に終了となりました。

今回もプロ音楽録音賞の運営委員会および審査委員の皆
様をはじめ、多くの関係者のご協力により、第15回目を無
事に終了することが出来ました。有難うございました。
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会

員

１．会員数（平成21年１月１日現在）
正会員（法人） 37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．入会
①法人正会員
○株式会社フリーマーケット（Studio A─tone）
平成20年６月１日付
【本社】〒106-0031 東京都港区西麻布1−8−8 ジェイリート西麻布3F
TEL：03-5414-3725 FAX：03-5414-3726
【スタジオ】〒160-008 東京都新宿区三栄町16 名倉堂ビルB2
TEL：03-5368-3725 FAX：03-5368-3729
【法人代表者】青砥 州比古
【会員代表者】坂口 和代
○株式会社エスアイプロジェクト
平成20年10月１日付
【本社】〒106-0032 東京都港区六本木４丁目11番10号
TEL：03-5775-4639 FAX：03-3408-6597
HP：http://www.siproject.co.jp
【法人代表者】b城 賢
【会員代表者】b城 賢
３．法人・会員代表者および住所変更、その他
①法人正会員
○メモリーテック（株）
［オーディオスタジオ事業部］
（新）〒151-0062 東京都渋谷区千駄ヶ谷4−30−3 代々木アラガキビル
TEL：03-3405-9403（代表） FAX：03-3405-4018
○（株）アップアップ
［目黒三田オフィス］
（新）〒153-0062 東京都目黒区三田2−9−5−1F
TEL：03-5856-2218 FAX：03-5856-2219
○（株）ソフトハウス ON AIR麻布スタジオ
［法人名変更］
（旧）株式会社ソフトハウス オンエアー麻布スタジオ
（新）株式会社シブヤテレビジョン Azabu O Studio（アザブ・オー・スタジオ）
〒150-0041 渋谷区神南1−15−3 神南プラザビル３階
代表取締役社長 秋元 耕士
②個人正会員
○香田 泰信
（新）〒334-0062 埼玉県川口市榛松3丁目46−38 （有）アドック音響
TEL：048-284-2451 FAX：044-284-2501
○永井 秀文
（新）〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3−4−3 アットMM103
TEL：044-855-8652 FAX：044-855-8652

-32-

③賛助会員
○学校法人 大阪創都学園 キャットミュージックカレッジ専門学校
【学校代表者】
（旧）三ヶ尻 延（校長）
（新）吉原 浩一（校長）
【協会担当者】
（旧）伊東 克彦（キャリアサポート部部長）
（新）酒井 勇二（キャリアサポート部／就職センター副課長）
○学校法人 コミュニケーションアート 大阪スクールオブミュージック専門学校
【学校代表者】
（旧）首藤
勝（学校長）
（新）鞍井 修一（学校長）
○学校法人 滋慶学園 東京スクールオブミュージック専門学校
【協会担当者】
（旧）水野 年浩（キャリアセンター課長）
（新）金田 耕基（キャリアセンター）
○ゼネラル通商株式会社
【協会担当者】
（旧）冨澤 義和（営業部）
（新）町田 幸紀（営業部第二営業課）
○高橋建設株式会社
【協会担当者】
（旧）大島
敏（営業部技術部長）
（新）實方 亮平（営業部）
○タックシステム株式会社
【協会担当者】
（旧）平野 芳博（輸入部）
（新）山崎
淳
○学校法人田中育英会 総合学院テクノスカレッジ／東京工学院専門学校
【学校代表者】
（旧）今井 澄子（学院長）
（新）亀田 俊夫（学院長）
○株式会社ヘビームーン
【協会担当者】
（旧）左居 宗人（プロオーディオ課）
（新）石原 昌也（営業部）
【会長退任】
早瀬 徹治 氏 2008年10月末日退社
［法人名変更］
（旧）株式会社ヘビームーン
（新）ヒビノインターサウンド株式会社
〒108-0075 港区港南3−5−12
TEL：03-5783-3882（プロフェッショナル営業部／コンシューマ営業部）
03-5783-3885（管理部）
○学校法人北海道安達学園 専門学校札幌ビジュアルアーツ
【学校代表者】
（旧）水木 一義（学校長）
（新）安達 保敏（学校長）
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○株式会社若林音響
【協会担当者】
（旧）大関 良一（営業部課長）
（新）内藤 重利（技術営業部）
○オリコン・エンタテインメント株式会社
【法人代表者】
（旧）垂石 克哉（代表取締役社長）
（新）高橋
茂（代表取締役社長）
○株式会社ステレオサウンド
【協会担当者】
（旧）石川 照樹
（新）野上 正生
○スチューダー・ジャパン株式会社
平成20年６月２日付
【社名変更・住所変更・TEL、FAX変更】
（新）社名：スチューダー・ジャパン−ブロードキャスト株式会社
〒108-0075 東京都港区港南3−5−16
TEL：03-3450-4851 FAX：03-3450-4852
○株式会社昭栄広報
【クリエイティブ事業部 新会社設立】
株式会社 エーアンドシー
〒102-0083 東京都千代田区麹町1−3−11 麹町第二センタービル502号室
TEL：03-3556-0321 FAX：03-3556-0322
○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９月８日付
【住所変更・TEL、FAX変更】
（新）〒165-0032 東京都中野区鷺宮3−20−10 フロンティ鷺宮206
TEL：03-5327-5591 FAX：03-5327-5592
４．その他
○経済産業省異動
平成20年７月11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 前田 泰宏
（新）課長 村上 敬亮（むらかみ けいすけ）
○会長変更
社団法人 日本オーディオ協会
（旧）鹿井 信雄
（新）校條 亮治（めんじょう りょうじ）
（パイオニア株式会社）
○会長変更
社団法人全国コンサートツアー事業者協会
（旧）永田 友純
（新）山崎 芳人（
（株）キョードー東京）
○会長変更
社団法人日本映画テレビ技術協会
（旧）岡田 裕介
（新）古森 重隆（富士フイルム（株）
）
○事務局長変更
日本音楽作家団体協議会
（旧）飯田 克己
（新）仲川 眞児
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○住所変更
インディペンデント・レコード製作事業者協会（IRIA）
（新）〒160-0023 新宿区西新宿4−32−4 ハイネスロフティー1303
株式会社 Copyrights Vision内
TEL：03-3378-6394 FAX：03-3378-6392
○住所変更
（協）日本映画・テレビ録音協会
（新）〒162-0065 新宿区住吉町4番1号 四谷ガーデニア715
TEL：03-3355-6076 FAX：03-3354-4650
○代表取締役変更
株式会社EMIミュージック・ジャパン
（旧）森宮 成高
（新）市井 三衛（いちい さんえ）
（代表取締役社長兼CEO）
○住所変更
株式会社セプティマ・レイ
（新）〒104-0041 中央区新富2−4−4 アクアビル9F
TEL：03-6228-3550 FAX：03-6228-3551
代表取締役 安藤 和宏
○会長変更
日本フイルムラボ協会
（旧）風野 健司
（新）佐伯 秀一（株式会社ヨコシネディーアイエー）
○理事長変更
協同組合 日本映画・テレビ録音協会
（旧）岩田 廣一
（新）紅谷 愃一（フリーランス）
○住所変更
日本広告音楽制作者連盟
（新）〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町22−1
TEL：03-3470-5451 FAX：03-6809-0936
○新会社
早瀬 徹治 氏
（旧）元：株式会社 ヘビームーン
（新）株式会社サラスマイル
〒154-0001 東京都世田谷区池尻3−10−3 三菱世田谷ビル3号棟
TEL：03-6805-2970 FAX：03-6805-2977
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会員の皆様へのお知らせ
（社）日本音楽スタジオ協会 事務局

「平成21年経済センサス─基礎調査の実施に関する協力について」
総務省統計局より、以下の内容について会報を通じて、会員の皆様への衆知徹底を依
頼されましたので、標記の調査に関するご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

記
■ 調 査 名 称：平成21年経済センサス─基礎調査
■目
的：日本における事業所及び企業活動状態、包括的な産業構造の把握と事
業所・企業を対象とする各種統計調査の実施による母集団情報の整備
■ 調査の時期：平成21年７月１日現在
■ 調査の対象：全国すべての事業所及び企業
■ 調査の方法：
（1）一定規模以下の事業所・企業→調査員による調査
（2）一定規模以上の
〃
→国、都道府県または市区町村から
調査票を郵送
■ 調 査 項 目：
（1）名称及び電話番号
（2）所在地
（3）事業所の従業者数
（4）事業所の事業の種類・業態
（5）事業所の開設時期
（6）経営組織
（7）資本金等の額及び外国資本比率
（8）決算月
（9）持株会社か否か
（10）親会社の有無等、子会社の有無等
（11）法人全体の常用雇用者数
（12）法人全体の主な事業の種類
（13）支所等の有無等
※尚、平成23年には、上記調査を活用し、経理項目の把握に重点をおいた「平成23年
経済センサス─活動調査」が実施されます。
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