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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、謹んで新春のご挨拶を
申し上げます。

年頭に際し、まず昨年３月11日に発生した東日本大震
災と原発事故問題から生じた放射能による汚染等、被災
された地域の皆様の一日も早い復興の実現を祈念いたし
ます。

さて、JAPRSは本年社団法人として22周年を迎えるとともに、一般社団法人への移行
を目指し、再スタートを切る年となります。様々な対応が必要となる移行問題につきま
しては、会員の皆様による更なるご協力とご理解が不可欠となります。

また、近年の音楽業界に於ける様々なビジネス面の変化は、音楽制作の現場に於ける
制作プロセスにも影響を与えていますが、現場を担う我々としては、常に柔軟なプロ集
団としての自覚を持ち、良質な音楽の発信地であり続けたいと願っています。

本年も会員の皆様をはじめ、関係各位のご支援・ご協力の程、何卒宜しくお願い申し
上げます。



平成23年度通常総会＆懇親会レポート

＜通常総会＞
５月24日（火）、JAPRSは港区元赤坂の明治記念館２Ｆ「紅梅の間」において、平成

23年度通常総会を開催し、平成22年度の事業報告書（案）決算報告書（案）、平成23年
度事業計画書（案）及び収支予算書（案）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42名の出席数を確認

（定足数）、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

人として副会長の石野　和男 氏、専務理事の清
水　三義 氏の両名が選出された。
次に石野副会長より第１号議案「平成22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。
続いて石野副会長より第２号議案「平成23年

度事業計画書（案）」及び佐藤事務局長より「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後、議長である内沼会長
が閉会を宣し解散した。
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総会

＜懇親会＞
通常総会終了後、18：30より明治記念館２Ｆ「孔雀の間」において、正会員、賛助

会員及び招待者を含む74名が集い、懇親会が開催された。

内沼映二会長

司会進行は運営委員会の江下副委員長（バーニッシュ）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
の挨拶に続き懇親会が始まる。
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続いて乾杯となり、恒例により11月から賛助会員として新
たに入会されたSFIリーシング（株）栗原　史彦 氏により乾
杯の発声が行われ、歓談タイムとなる。

更に歓談が続くうちに中締めの時間となり、石野副会長に
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

乾杯の発声・栗原史彦氏

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りました。

2011 懇親会全体
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第12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12年目を迎えたのが、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18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
11日（土）～６月18日（土）の期間で東京地区２日間計４回、大阪地区１日２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11日（土）～12日（日）於：ウエストサイドAst）
参加者：５校　57名
エンジニア：吉田　保 氏
アシスタントエンジニア：佐藤　陽子 氏
大阪地区会場（６月18日（土）於：スタジオグルーヴAst）
参加者：３校　23名
エンジニア：吉田　保 氏
アシスタントエンジニア：松嶋　毅之 氏

タイムスケジュール
東京会場：ウエストサイド Ast
６月11日（土）
１回目　13：00～15：15
２回目　15：30～17：45
６月12日（日）
３回目　13：00～15：15
４回目　15：30～17：45

大阪会場：スタジオグルーヴ Ast
６月18日（土）
１回目　13：00～15：15
２回目　15：30～17：45

ウエストサイドAst
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第10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

（１）受験申請者621名　欠席80名　受験者541名（男性345名、女性196名）
最低点330点　最高点1000点（10名） 平均点742.2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　81.1% 平均点　203点
Ⅱ.電気音響とスタジオシステム

正答率　70.3% 平均点　176点
Ⅲ.レコーディング技術と先進技術

正答率　77.2% 平均点　193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　68.3% 平均点　171点

（３）得点別人数
1000～900 118名
890～800 114名
790～700 115名
690～600 83名
590～500 69名
490～400 30名
390～300 12名
計 541名

（４）ランク別人数
Ａランク　1000～901点 103名
Ｂ　〃　 900～701点 222名
Ｃ　〃　 700～451点 187名
Ｄ　〃　 450～201点 29名
Ｅ　〃　 200点以下 0名
計 541名

７月３日（日）、札幌×１、仙台×２、新潟、
東京×７、名古屋×２、大阪×３、広島の７
地区17ヶ所の団体受験会場に分散して実施さ
れた「第10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621
名に対し、欠席者を除く当日の受験者数541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、音響の基礎理論/音響機器とスタジオ
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、
1000点満点）が出題されましたが、平均点は
742.2点という結果になりました。

専門学校デジタルアーツ仙台

Aランク 

Bランク 

Cランク 

Dランク 

Eランク 

5% 19%

41%

35%

0%

パイオニア株式会社

以下の通り実施結果の詳細を報告致します。
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2011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23年７月９日（土）、レコーディングスタジオへの
就職を目指して専門学校に通う学生を対象とした合同企
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。この催しも今回で11回目となり、
JAPRSの年間行事として定着しています。開催当日は梅
雨明けで32度を超える酷暑でしたが、仙台、名古屋、大
阪からの学生を含めて105名が参加しました。
一方、出展側からは、正会員スタジオ７社と賛助会員

２社から16名のご参加をいただきました。
定刻13時より同校のメディアホールにて参加者全員が集い、内沼映二会長より開催に

あたってのご挨拶を頂戴し、続いて吉田保専門学校委員会委員長より激励のお言葉があ
りました。引き続いて、ご参加いただいた企業様より自社の紹介をしていただきました。
その後、説明会会場をメディアホール（４社出展ブース）とロビー（５社出展ブース）

に分け、二部がスタートしました。今回は一回あたりの説明時間を30分とし、前半の３
回は協会で指定した出展ブースの説明を受け、15分の休憩後の後半の２回は各自が希望
するブースでの説明を受ける方法を採りました。

猛暑の中、リクルートスーツに身を固めた熱心
な学生たちが説明に耳を傾け、メモを取り、質問
をする光景が見られました。
予定時刻の17時に５回目の説明が無事に終わり、

企業説明会は幕を閉じました。

報告の最後に、ご多忙中にもかかわらず、ご出
展いただいた企業の皆様に心より感謝申し上げま
す。

出展企業は以下のとおり・・・

内沼映二会長 吉田保委員長

受付風景

（株）サウンド・シティ（株）サウンドインスタジオ（株）音響ハウス
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（株）フリーダムスタジオ（株）バーニッシュ（株）バーディハウス

（株）ミキサーズラボ （株）サンフォニックス （株）メディア・インテグレーション

（株）音響ハウス

（株）サウンドインスタジオ

（株）サウンド・シティ

（株）バーディハウス

（株）バーニッシュ

（株）フリーダムスタジオ

（株）ミキサーズラボ

（株）サンフォニックス

（株）メディア・インテグレーション

経理総務部　副部長

録音技術部チーフ

録音技術部チーフ

メンテナンスエンジニア

営業部部長

取締役

ブッキング

ブッキング

レコーディングコーディネーター

代表取締役

採用担当

技術管理部　部長

管理部総務課課長

管理部総務課主任

取締役

取締役

豊田　重成

高村　政貴

石井　　亘

大槻　博也

明地　　権

横井　俊一

伊藤　　敦

田中由美子

高橋　孝典

目等　　進

上野　健也

宮内　　広

西尾　靖彦

j下　朋子

岡田　詞朗

山口　　哲

出展企業
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「第24回NHK技術交流会」レポート
アコースティック系レコーディング＆ミックスダウンセミナー

NHK CR-505スタジオについて－Ⅰ－

NHK 放送技術局 制作技術センター 番組制作技術部
小野　良太

NHK CR505スタジオはNHK放送センター内の公開番組用ラジオスタジオであり、
古くから数々のラジオ番組を制作してきた歴史ある公開番組スタジオであるが、この
CR505スタジオが16年ぶりに更新され、今回の技術交流会は更新されたこのスタジオ
で行うこととなった。

今回、CR505は生演奏によるライブ、トークなど公開番組だけでなく、オーケスト
ラを含む数々の音楽録音など多種多様な収録形態を考慮し、最新の音響技術・デジタ
ル技術を駆使して、音がよく、柔軟且つ使い良いスタジオ設計を目指した。

音響建築
ラジオスタジオでは初となる音響建築業者による設計・施工であり、NHKとして提

示したスタジオ音響設計に関する条件は大きく次のとおりである。

●　ラージスピーカーの配置は試聴ポジションに対して可能な限り30°とし、適切な
ステレオイメージを再現すること。

●　ミッドレンジスピーカーでの5.1チャンネルサラウンド制作に相応しい音環境を実
現するため、スピーカー距離は、室規模に最適になるよう設計すること。

●　フロア覗き窓（ガラス窓）の視認性確保、もしくはフロア監視が可能となる設計
にすること。

●　アコースティック領域での低域制御と、室形状から予想される室モードの対策、
サブウーファー設置方法などの提示をすること。

更新前のCR505の室形状は、遮音層内寸法が横９m、縦６m、高さ３mと天井が低く
横長であり、壁面や天井面に吸音層を十分に確保することが出来ず、低域特性に大き
くピーク・ディップを生じさせる可能性が潜んでいた。このような室形状により生じ
る問題点をクリアし、提示した音響条件を満たす建築設計の結果、レイアウトは大き
く見直され、以前は左右非対称だったコントロールルームは左右対称となった。また、
今回の建築工事ではモニターの低域特性を最適化するために、浮床遮音層の新設など、
限られた空間の中で最良な音響特性を得られるよう設計施工を行った。

コントロールルーム設備
・コンソール
マイク本数60本以上のミキシングを行う番組の頻度が多いこのスタジオでは、操作

性を考慮するとデュアルフェーダーが不可欠であった。しかし、CR505のような狭い
空間の中での巨大なコンソールは居住性、音響特性にも大きなマイナス効果を生んで
しまうことから、デジタルインラインコンソールを選択した。
コンソール選定にあたっては、仕様を決定し競争入札を行う中で、いくつかのデジ
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タルコンソールがリストアップされたが、一般番組から音楽録音までを比較的容易に
対応することができるコンソールを希望していたことから、Solid State Logic社の
C200HDに決定された。C200HDはアナログインラインコンソールのデジタル版とも言
うべき設計で、長い実績から、信号処理能力としてもデジタルコンソールとしては完
成の領域に達している。また、安定した動作に加え、CR505で必要な生放送に耐えう
るリダンダント設計を有していることも重要なポイントとなった。
CR505に導入したC200HDは、音声同時処理128チャンネル、ミックス可能最大入力

数は256チャンネルである。64組のラージフェーダーとスモールフェーダーにAとBの
レイヤー構成を持つ。アナログライクな操作性を保ちながら、ダイレクトミックスの
生放送でも、ミクサーの要望にかなうフェーダーレイアウトを可能とし、デジタルコ
ンソールならではの再現性にも長けている。
また、ワンタッチの操作で、Pro Toolsのフィジカルコントローラーにもなり、録音

からミックス作業へのスムースな移行を可能としている。

・マルチトラックレコーダー
このスタジオでは、以前からDigidesign Pro Tools│HDが導入されている。スタジオ
設備の更新にともない、入出力は192 I/O 4台全てにデジタルカードを実装し、コンソ
ールにはAESの64ch入出力で接続している。また、コンソールのセンターディスプレ
イおよびメーターディスプレイをVGAでPro Toolsと共有することで、VGAモニター
の数を少なくし、物理的なVGAモニターが存在することによる音の反射要因を減らす
ことにもつなげている。

スタジオフロア設備
・スタジオフロア
更新前のステージフロアはPタイルをコンクリート上に敷き詰めたもので、当時の使

用目的には合っていたのであるが、自然な響きをもつ音響という意味では、良いとは
言えなかった。そこで今回はステージフロアを木製フローリング化し、この結果ピア
ノやストリングスなどのアコースティック楽器を収録するのに適した響きを得ること
が可能になった。
ステージ前のフロアはカーペットの張り替えを行った。このスペースはステージと

異なった適度にデッドな響きを持っている。木製フローリングとカーペットを状況に
応じて使い分けることで、幅広い使用目的に対応でき、制作者・演奏家からも好印象
を得ている。
コントロールルームとスタジオフロア間の回線は全面的に更新。アナログ96回線に

加え、メインコンソールとPA卓のデジタル化に伴い、大幅にデジタル回線を増設、
SDI回線と共にAES回線とLAN回線も敷設して様々な制作環境に対応できるようにし
た。
・PAシステム
PAシステムはハウス、モニター共にこれまでのアナログコンソールを更新。セッテ

ィングの簡略化とコンパクトさ、操作性の良さからAvid社Venueシステムを導入した。
ステージボックスはC200HDとVenueのそれぞれ生放送時のバックアップ体制を考慮
し、独立して設置する事とした。これによりPAシステムはスタジオ総フロア回線数
96ch分のヘッドアンプを搭載し、C200HDとはマイクレベルでの分岐となっている。
ハウスコンソールとモニターコンソール間はMADIで接続され、出力についてはそ
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れぞれのサーフェスのコントロールアウトが独立して出力されるよう設計されている。

・CUEシステム
PA設備を使用しない番組制作においては、従来通りのアナログ10チャンネルCueボ

ックスを使用。C200HDコンソールのCueステレオ、Aux回路がDA変換後Cueマスタ
ーに出力され、スタジオ内のCue Box用コネクターに常時接続されている。
PAを伴う音楽番組制作では、VenueをデジタルCueシステムのマスターとし、新た

に配備したデジタル16チャンネルのCueボックスにCAT５ケーブルだけで接続できる
ように設計されている。

最後に
最新のシステムを導入し、様々なアイディアを投入したCR505スタジオは、2010年

11月22日から運用を開始した。番組やエンジニア毎にコンソールレイアウトがファイ
ル化され、定時番組においてコンソールセットアップはコントロールルーム、PAとも
にセッティング時間の短縮につながっている。CueシステムもLANケーブル１本で接
続できることでセッティングが簡略化され、Cue Boxも16チャンネルそれぞれのレベ
ル、パンニング等がメモリーできることから、短時間で演奏者にとって満足のいく内
容を提供できるようになった。そして良い音と良い音楽を生み出すための音響設計は、
以後たくさんの音楽を輩出し続けている。そのようなスタジオでこういった交流会を
開催することができたのは、とても光栄なことであり、このCR505スタジオが他でも
認められる良いスタジオであることの裏付けであると確信している。

CR505スタジオの音響設計－Ⅱ－

日東紡音響エンジニアリング株式会社
佐竹　康

１．概要
CR505は、ラジオの生放送から公開放送のレコーディング、さらにサラウンド音楽

のトラックダウンまで、幅広い用途に対応したスタジオです。
ラジオの生放送や音楽のレコーディングスタジオには、スタジオ側の出演者、演奏

者と円滑にコミュニケーションが行えるように、スタジオ/コントロールルーム間に大
きな窓ガラスを設置することが一般的です。しかし、このガラス窓は、音響的には反
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射面となるため、定位など精密な音像表現を行うミックス/トラックダウンスタジオで
は、好ましくない存在となります。
今回の改修では、ガラス窓の視認性を十分に確保しつつ、ガラスからの音響反射の

影響を極力抑え、生放送/レコーディング/ミキシングと様々な運用形態に一貫して対
応できるモニター環境の構築が要望されました。

２．音響設計コンセプト
生放送/レコーディング～ミキシング作業までのモニター環境の両立に向けて、以下

のような３つのコンセプトにより音響設計を行いました。

２-１．低域特性の安定化 ～室寸法比・形状の改善～
与えられた建築条件で、コントロールルームの広さを最大限確保すると、室の幅：

奥行：高さの寸法比が３：２：１と整数倍になり、室モードによる固有周波数が特定
の周波数に集中して偏り、低域特性の暴れが大きくなることが予測されました。この
影響を緩和することを目的として、側壁を平面的に斜めに傾けて寸法比を崩した室形
状としました。こうすることで、吸音処理では対処不可能なローエンドの周波数から
ピークディップの偏差を縮小し、低域特性の安定化を図っています。

○床面積：40㎡　○室容積：98m3

○天井高さ：2.7m
○ラージモニター：NES211S（T）×2
ミッドモニター：GENELEC 8240×5（Main）

7270A×1（LFE）
○モニター距離：ラージ：3.0m ミッド2.0m
○スピーカ配置：ラージ：開き角30°, 仰角8°

ミッド：ITU-R BS.775-1 準拠　
開き角30°（L/R）, 120°（LS/RS）, 仰角0°

図-２. 遮音層形状の最適化検討（波動音響シミュレーションによる低域特性予測）

図-１. CR505スタジオ平面図と概要

室内音圧レベル分布予測（95Hz/H＝1.2m）
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２-２．定位と奥行き感・臨場感の再現 ～ラージモニターと窓の最適配置～
ガラス窓は音響的な反射面として影響するほか、スピーカの振動が伝わるとガラス

面から再放射音が発生して音質劣化の要因となります。これらの影響は音像が大きく
なる、奥行き感が出にくい、定位感が安定しない、といった聴感印象に繋がることも
あります。今回は精密なミキシング作業も考慮したモニター音場とするため、従来の
スタジオにみられる窓ガラス配置とは異なる新たな試みを行っています。
・スピーカ台は床面から自立式として窓枠とは接しない構造
・バッフル仕上表面からガラスを出来るだけ奥にセットバックして配置
・ガラス四周は、十分な拡散・吸音処理が行えるように、額縁を廻さずソフトバ
ッフル仕上
・ガラスの面積は、機能性を損なわない範囲で出来るだけ小さく設計
・ガラスは断面的に下向きに傾斜させ、ガラス上端はラージスピーカの音響中心
よりも低い位置、下端はミキサーからコンソール越しに視認できる限界の高さ
に設定

これらのガラス廻りの設計により、スタジオへの視認性を十分確保しながら、定位
や奥行き感・臨場感などの音像表現の向上を狙っています。

２-３．リスニングエリアの拡大　～天井高・前後壁寸法の制約下での音場拡散処理～
横長な室形状による制約で十分な吸音スペースを確保できない後壁と、天井高さが

とれないため、仕上面積が壁より大きなウェイトを占める天井の音響処理が、設計上
の最大の課題となりました。
後壁には、部屋全体の吸音特性の周波数バランスを整える目的で、柱状拡散体を横

一面に設置しました。これにより、ミキサー席はもちろん、壁を背負っているディレ
クター席でおこりがちなブーミー感の緩和効果も狙っています。天井内では、曲面形
状のサウンドトラップを採用し、中低域の積極的な拡散吸音処理を行っています。天
井表面からは柱状拡散体を吊り下げ、高域の微細な拡散反射を天井からも返すことに
よって、天井の低いスタジオにありがちな“抜けの悪さ”を解消しています。また、
コンソール前の音響衝立やミッドスピーカ台にも柱状拡散体を採用し、ミキサーから
近距離に存在する床面やコンソールなどの特定面からの強い反射を軽減しています。
このように部屋全体をバランスの良い拡散反射面で滑らかに繋ぐことで、天井高の

ない横長室形状がもたらす音響的な悪影響を最小化しリスニングエリア拡大に繋げて
います。

図-３. バッフルガラス廻りの断面図及びバッフル正面
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３．音響特性・調整
天井高の低さと横長室形状という厳しい条件下でしたが、モニターコントロールに

よる電気補正なしで以下のようなモニター特性が得られています。
最終的な音響調整は、エンジニアの皆様と意見を交わしながらリスニングにより行

いました。窓廻りのアコースティックな調整をメインに、ガラス窓下の吸音補強と、
ガラス両脇及び上端のバッフル内に柱状拡散体を追加しました。その結果、音像の重
心が更に下がり、定位の安定化とリバーブなどの奥行き感も判断しやすいモニター音
へと近づけることができたと思います。

４．終わりに
音響設計コンセプトである、生放送・レコーディングからミックスダウンまで対応

可能なモニター音場に対する考え方が、今回のリニューアルでは、少なからず反映で
きたのではないかと思います。今後益々、スタジオ用途の多様化が進む中で、今回の
ようなレコーディングからミックスダウンまで対応可能なスタジオの要望が増えると
考えられます。様々なシチュエーションにも柔軟に対応でき、なおかつ一貫した音質
を確保できるモニター環境の音響設計法について更に検討を進めていきたいと思って
います。

図-４. 後壁と天井から吊り下げられている柱状拡散体

図-５. ミッドスピーカスタンドとコンソール前音響衝立

図-６. モニター周波数特性（左：ラージモニター　右：ミッドモニター）
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アコースティック系レコーディング＆ミックスダウンセミナーレポート－Ⅲ－

東放学園音響専門学校　教務教育部
脇田　貞二

平成23年７月18日（月）、NHK放送センターのCR-505stにて、第24回NHK技術交流
会が開催されました。今回のセミナーの内容は、JAZZセッションの4リズムとVoをレ
コーディングして、ラフミックスまで作業する内容を、NHKの技術スタッフとJAPRS
会員スタッフが、見学・勉強していくセミナーでした。レコーディング・エンジニア
は、吉田 保さんが担当。Pro Toolsオペレーターは、石 光孝（ミキサーズラボ）さん
が担当しました。二人とも、スピーディな動きで対応していました。

当日のタイムスケジュール
11：15‐
スタジオ入り　進行　脇田 貞二
JAPRS技術委員会　清水委員長　挨拶
タイムスケジュール　説明
ミュージシャン紹介（井良沢 元治）
The Super Standards
Vo 吉野 千代乃　
WBass 佐藤 哲也　
APf 鳥居 克成　
EG 坪川 隆太　
Dr 八木 一美

11：25‐
CR-505st関連説明
工事概要説明　NHKチーフエンジニア　鈴木 勇一氏
音響設計説明　日東紡音響エンジニアリング㈱　佐竹 康氏
11：45‐
マイクセッティング説明　吉田 保氏
12：00‐
サウンドチェック開始（リハーサル開始）
12：45‐
サウンドチェック終了（リハーサル終了）
12：45‐13：45 昼食
13：45‐
レコーディング開始
M1「GOT TO GET YOU INTO MY LIFE」
M2「PRIVATE EYES」
14：40‐
レコーディング終了　休憩
15：00‐
ラフミックス開始　M２からスタート
コンソール：Solid State Logic C200HDを使用してのミックス

The Super Standardsのメンバー
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15：45‐
２ミックスをPro Toolsへレコーディング
15：50‐
ラフミックス開始　M１スタート
コンソール：Solid State Logic C200HDを使用してのミックス
16：30‐
２ミックスをPro Toolsへレコーディング
16：45‐
ラフミックス開始　M１スタート
Pro Tools内ミックス、プラグインを使用してのミックス
17：30‐質疑応答
18：00‐技術交流会終了

技術交流会は、CR‐505st関連説明からスタートした。工事概要説明をNHKチーフ
エンジニアの鈴木 勇一氏が担当。続いて、音響設計説明を日東紡音響エンジニアリン
グ㈱の佐竹 康氏が担当した。CR‐505st関連説明の後、マイクセッティングを吉田 保
氏が、説明した。今回使用するマイクロフォン、Drには、コンデンサーマイクロフォ
ンが、多用された。KickのオンMD-421以外は、皮系にAKG C414を使用。PAD10dB
のスイッチが押されていた。HHには、AKG C451B、CYMには、NEUMANN U87i×2
を使用。全体的に通常のマイクアレンジより、少し離し目にセットされました。ただ
し、CYMのマイクロフォンは、通常よりONのマイクアレンジに。JAZZ特有のHH・
CYMが、ビートを刻むバランスに。

メインブースセッティング
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WBassラインには、JENSEN T-DB-2ESのDIを使用。マイクロフォンには、NEU-
MANN U87AiとSANKEN CO-100Kを使用。今回楽しみにしていた一つが、SANKEN
CO-100Kの音色である。20Hz～100kHzの広帯域収音を可能にしたマイクロフォンだと
聞いていたので、どんな音色なのか？印象として、広帯域が実現する透明で自然な音
色であった。ただし、指向特性が無指向性な結果、ヘッドフォンの音もれが聞こえて
しまった。EGには、SONY C-38Bを使用。10センチ程離したアレンジ。

APfには、NEUMANN U87Aiを３本使用。通常、２本でレコーディングするが、今
回HI・LOWの他に、SUPPER LOWの意味で、３本目をセットアップ。Vocal には、
SANKEN CO-100Kを使用。楽器のかぶりこみが無いように、別ブースにセットアップ。
メインブースの天井には、吊りマイクロフォンとして、B&K 4006を２本使用。４リズ
ム演奏のアンビエンス（Amb）バランスとして、収録。

WBassセット EGセット

Drセット
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マイクロフォンリスト
Kick AKG C414B-XLS
Kick SENNHEISER MD-421
SN 上 AKG C414B-ULS
SN 下 AKG C414B-ULS
HH AKG C451B
TOM AKG C414B-ULS×2
CYM NEUMANN U87i×2
WBass JENSEN T-DB-2ES SANKEN CO-100K NEUMANN U87Ai
EG SONY C-38B
APf NEUMANN U87Ai×3
Vocal SANKEN CO-100K
Amb B&K 4006×2

今回、レコーディングに使用したコンソールは、Solid State LogicのC200HDのコン
ソールで、放送局で多く使用されているデジタル・コンソールである。スモールフェ
ーダー・ラージフェーダーがある、インライン型コンソールである。CR-505stのイン
プット回線は、192ch用意されている。普段、歌番組やラジオ番組が制作されている。
吉田さんは、チャンネル側に、C200HDのコンプレッサーやイコライザーを付加してい
た。吉田さんいわく、コンソール内のコンプレッサーやイコライザーの効きが良いと
話していました。Vocalインサートに、Tube-Tech CL-1Bを使用。レシオは、４：１で、
スレッショルドは、3dBほど動作していました。リバーブには、EMT140、Lexicon
480L、Bricasti M7を使用。2mixインサートに、Neve33609を使用。レシオは、２：１
で、スレッショルドは、3dBほど動作していました。リカバリータイムは、速めのオ
ートリリースポジションであるa1モードを使用。

APfセット Voセット
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上記写真データが、普段セットされているCR-505stコントロール・ルームの様子で
ある。歌番組やラジオ番組が制作されている為、コントロール・ルームがコンパクト
に作られている。ラージスピーカ・サラウンドスピーカ・ミッドスピーカと３種類ス
タンバイされている。いろいろな番組に対応しなければならないと思うので、NHK技
術スタッフの方々も大変であろう。

CR-505st 機材リスト
コンソール：Solid State Logic C200HD（64Faderデュアル）
PAコンソール：Venue Profile
ラージスピーカー：NES211T×2
サラウンドスピーカー：Genelec 8240A×5 7270A（GLM System）
ミッドスピーカー：ADAM、NS10M
DAW：Avid Pro Tools HD(64ch)
DDA：ATI DDA-106×3
DAT：Sony PCM7050×3
MO：Kowa AF-770
CF：TASCAM HS-4000
エフェクター：Lexicon 480L、Bricasti M7、TC Electronic System6000、EMT140、
AMS rmx16、Roland SDE-3000、Roland SDD-320、GML8200、GML8900、GML9500、
GML2030、Tube-Tech LCA2B、Tube-Tech CL-1B、Tube-Tech MEC1A、Neve33609、
Urei 1178、Empirical Labs Distressor EL-8X、Slate Pro Audio Dragon、
Lab.Gruppen LA26

CR-505st コントロール・ルーム
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第24回技術交流会のテーマは、アコースティック系レコーディング＆ミックスダウ
ンセミナーであった。JAZZサウンドのレコーディングとミックスダウン。吉田さんの
レコーディングテクニック、ミックスするバランスの速さ、バランスの良いサウンド。
見学者皆で、驚いていました。M1「GOT TO GET YOU INTO MY LIFE」のラフミ
ックスは、C200HDのコンソールを使用したミックスと、Pro Tools内ミックス、プラ
グインを使用してのミックスを２つ作成しました。現在のレコーディングスタジオの
ミックスダウンも、リコールの出来るPro Tools内ミックスが主流になってきています。
制作者達からの細かいオーダーにも対応できる理由が大きいからです。今回のミック
ス２つに関しての印象は、Pro Tools内ミックスでも十分な音色であると認識しました。
ただし、自分がミックスする立場になれば、コンソールを使用してのミックスをセレ
クトします。フェーダを使用したミックスになれているので、Pro Tools内ミックスで
行うと時間を費やしてしまいそうです。Pro Toolsオペレーターの石（せき）さんが担
当。オペレートの速さは、ビックリです。さすが、音楽スタジオでオペレートしてい
るプロのエンジニアですね。NHK技術スタッフの方も感心していました。最後に、技
術交流会は、また続いていきます。JAPRS・NHK技術スタッフの方々の技術テクニッ
クの向上や技術交流の発信になれば、最高ですね。また、スタジオでお会いしたいと
思います。

作業中のコントロール・ルームの様子
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「Pro Toolsセミナー」レポート

日本ミキサー協会　川澄　伸一

去る平成23年８月30日、東放学園音響専門学校・渋谷校舎２Fに於いて、「Pro Tools
セミナー」が開催されました。
内容は２部構成になっており、１部は「Pro Tools 9、HD Native システムと最近の
映像ワークフロー」、２部は「Pro ToolsとPCの基本設定とトラブルシューティング２」
ということで、それぞれ講師をお招きしてのセミナーとなりました。

１部はまず、アビッド テクノロジー（株）三橋 武氏によ
る、「Pro Tools 9 とPro Tools┃HD Nativeシステムのご紹
介」です。
昨年の11月、Pro Tools 9が発表されました。久々の大幅

バージョンアップということで、たいへん注目されました。
それまでのHD / LEといったソフトウェアの区別を排し、ひ
とつのソフトウェアに統一して、ライセンスによる機能制限
を設けるかたちとなりました。ただ名称上、HDシステムで
使用するものを「Pro Tools 9 HD」、これまでLEと呼ばれて
いたNative環境で使用するものを「Pro Tools 9」というよ
うに呼んで区別していますが、インストーラーは同じということだそうです。
いろいろと新機能についてのお話がありましたが、ここでは一番大きな変更点につ

いて触れておきます。これまでのLEにおいては、アビッド、もしくはM-Audioのイン
ターフェイスを接続してソフトウェアを起動するといった、いわゆるハードウェアキ
ー方式で認証をしていたものが「Pro Tools 9」では、iLokを使用してのライセンス認
証に変更されました。このことにより、アビッド、M-Audio製だけでなく、サードパ
ーティー製のインターフェイスが使用可能になりました。各インターフェイス用のド
ライバをインストールする必要がありますが、極端な話、インターフェイスを使用し
なくてもPCの入出力だけで作業が出来るということです。当然音質の良し悪しはある
と思いますが、単にEDIT作業をする場合などは非常に便利だと思います。
このように、いわゆるNative環境においての「Pro Tools」が充実してくる中で、さ

らに一歩進めた「Pro Tools│HD Native システム」の紹介もありました。これは、
HD Native PCIeカードを装備することによってNative環境ながら、HDシステムとほ
ぼ同様の機能が使用出来て、HDインターフェイスを使用することが出来るというもの
です。これによってNative環境の弱点であった、レイテンシ
ーを低くして、録音にも充分対応出来るとのことでした。当
然Nativeなので、TDMプラグインやHEATは使用出来ませ
んが、HDインターフェイスを使用したシステムの構築が低
予算で実現出来るところにメリットがありそうです。
続いて、同じくアビッドテクノロジー（株）の小林 稔朗

氏による「ファイルベースのMAワークフローのご提案」と
いうお話です。
Avid ISISという共有ストレージを中核として、映像編集

ソフトウェアのMedia ComposerとPro Toolsのシームレスな

アビッドテクノロジー（株）

三橋武氏

アビッドテクノロジー（株）

小林稔朗氏



連携を、実演を交えての講演でした。共有ストレージを使用することで、データを
HDDにコピーして移動するなどといったことから解放され、スピーディーに作業が進
行出来るといったことや、Video Satelliteというソフトウェアオプションを使用して、
映像と音声のコンピューターを同期させて、双方向での操作が可能とのことでした。
それぞれをTAPEで行っていた頃に比べれば、ファイルベースの作業がいかに効率

良いかがよくわかりました。

休憩を挟んで２部は、（株）サンミューズ　君塚 隆志氏に
よる「Pro ToolsとPCの基本設定とトラブルシューティング
２」です。
７月にAppleより「Mac OS X Lion」が発売されました。

これより先は「Lion」がプリインストールされたMacが市場
に出ることになり、Pro Toolsの対応が待たれていましたが、
割と早く（！）Pro Tools 9.0.5 アップデートが発表されまし
た。「Lion」においてはまだベータ版ではありましたが、こ
の最新の環境をいち早く持ってきていただいてのセミナーと
なりました。
まずはPC、ここでは「Lion」をインストールしたMacの、Pro Toolsを使用するうえ
でのシステム環境設定を、実際に画面に開いて細かく解説していただきました。例え
ば、「スクリーンセーバーを使用しない」「コンピューター、ディスプレイ、ハードデ
ィスクをスリープさせない」「Dashboardを常駐させない」「アップデートの自動設定
をしない」など、いかにCPUの負担を軽く、Memoryを節約してMacを安定させるか
ということのノウハウ、またハードディスクのフォーマット、特にパーテーションマ
ップ方式は、現在では「GUIDパーテーションテーブル」が良い、といったお話もあり
ました。
Pro Toolsの設定では、プレイバックエンジンの設定、特にホストプロセッサーの数

はいくつが良いのか、CPU使用限度やバッファーサイズは？など、非常に丁寧に解説
していただきました。

後半のトラブルシューティングでは、Pro Toolsでのよく
あるトラブルを例に挙げてその対処法について解説していた
だきました。192 I/OのADカード装着時の部品破損による
トラブルや、MacProのビデオカードによるトラブルなどの
ハード面でのトラブルや、Pro Toolsの調子が良くない場合
の対処、「再起動」ではなくシステム終了(shutdown)してか
ら起動し直す、Mac Pro本体の電源コードを抜いて１分待つ
(Cold Boot)、P-RAMクリアする、などの方法についてお話
いただきました。
また素早い対処をするには起動ディスクごと入れ替えて下
さい！ということで起動ディスク含め、データのバックアップの重要性を再認識しま
した。
トラブルが起きた時の画面をスクリーンショットで記録しておくと、サポートを受

ける時に参考になる。といったお話もありました。
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（株）サンミューズ

君塚隆志氏

（株）サンミューズ

赤尾真由美氏



まとめ
Native環境が良くなって

きたこともあり、 P r o
Toolsをご自身で所有され
る方も増えているなか、こ
うした基本設定やトラブル
シューティングは、そうし
た個人レベルの方々にも非
常に参考になる充実した内
容でありました。私的にも
再確認した部分、新たな発
見もあり、参加して良かったと思いました。
最後に、アビッド テクノロジー（株）三橋 武氏、小林 稔朗氏と、（株）サンミュー
ズ　君塚 隆志氏、オペレートをしていただいた赤尾 真由美氏に、厚く御礼申し上げま
す。
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参加者清水技術委員長



-23-

第８回JAPRS認定「Pro Tools技術認定試験」実施報告

（１）受験申請者568名　欠席103名　受験者465名（男性293名、女性172名）
最低点240点　最高点1,000点（2名） 総合平均点690.5点

（２）平均点詳細
初級１（Pro Tools概要／130点）：106.4点
初級２（録音・編集／120点）：93.9点
初級３（ミキシング／120点）：83.7点
初級４（シンク・MIDI・用語集など／130点）：95.1点
◆初級計379.1点
中級１（Pro Tools概要／120点）：75.9点
中級２（録音・編集／130点）：79点
中級３（ミキシング／130点）：80.8点
中級４（シンク・MIDI・用語集など／120点）：75.6点
◆中級計311.4点

（３）得点別人数
1000～900 76名
890～800 64名
790～700 84名
690～600 87名
590～500 97名
490～400 40名
390～300 14名
290～200 3名
200～ 0名
計 465名

９月11日（日）、札幌×２、仙台、福島、新潟、東京×６、横浜、名古屋、大阪×３、
神戸、広島、博多、鹿児島、沖縄の13地区21ヶ所の団体受験会場に分散して、「第８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504名に対して465名という結果となりましたが、団体受験会場として今年も博多、
鹿児島、沖縄地区でも実施されました。
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・用語集など」
に区分された出題としたが、初級問題の正答率は75.4％、中級問題については61.6％、
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。

Aランク 

Bランク 

Cランク 

Dランク 

Eランク 

D 8% A 15%

B 31%C 46%

E 0%

（４）ランク別人数
Ａランク　1000～901点 69名
Ｂ　〃　　 900～701点 142名
Ｃ　〃　　 700～451点 215名
Ｄ　〃　　 450～201点 39名
Ｅ　〃　　 200点以下 0名
計 465名

東放学園音響専門学校 専門学校 ITカレッジ沖縄



サウンドの制作プロセスのデジタル化に始まった変化が、今さらに柔軟に設計され
たソフトウエアによって新たなるイノベーションを迎えている。発展のスピードや発
想の柔軟性も従来の汎用のプロセッサーの組み合わせで達成できる領域を越えている
と感じさせる次世代技術セミナーとなった。今回は革新的な電子楽器を世に送り出し
続け、近年は音響業務MIXERやRECORDER、ビデオプロセッサーまで幅広く製品を
提供しているRoland株式会社より技術開発スタッフをお迎えして、そのイノベーショ
ンの技術デモンストレーションを行っていただいた。サウンドインスタジオBstを石野
氏のご厚意によってお借りし、講師 湯川 純郎氏　演奏 妹尾 達也氏　オペレーション
佐藤 健二氏により行われ、参加者はレコーディングエンジニアを中心に法人会員16名、
個人会員４名、賛助会員７名、フリーランスエンジニア及びレコード会社４社９名で
事務局を含めて総勢45名が集った。

◎第Ⅰ部 Behavior Modelingによる新たなる楽器表現の領域
Behavior（振る舞い）を表現する技術を主要テーマに置き、最新鋭機JUPITER-80が

紹介された。楽器の進化は、技術の進歩と芸術の進歩が一体となって行われてきた。
アコースティック楽器の筐体の強化や拡張もその一つで、音量や響きの拡大がテーマ
となっていた。80年代、当初技術者は生楽器に似せることを目的としたが、実際は芸
術との融合の中で新たなるシンセサイザーサウンドの分野も生まれることとなった。
初代JUPITER-8の時代、同時発音８音で98万円！でした。その後、リアリティーを望
む技術としてサンプリングテクノロジーが生まれた。しかし、これは一瞬のサウンド
キャプチングでありイメージで言うと写真の様な存在。Rolandの技術陣に求められた
ものは、イメージで言うと動画の様ななめらかな動きをもった音源が出来ないかとい
った課題だった。これは楽器そのもののモデリングだけでなく演奏者の奏法との対話
によるサウンドの変化を実現することだったそうだ。それに対する現時点での答えが、
Behavior Modeling 技術によるSuper NATURAL音色と言うことになる。

JUPITER-80は、自社開発のカスタムチ
ップを搭載し、これによって最大256音も
の同時発音数を実現している。ここで様々
な楽器演奏によるデモが行われ、モデリン
グを越えたその表現力の高さが証明され
た。
バイオリン演奏>実際に本物のバイオリ

ン奏法を知らないキーボーディストでもイ
メージをするだけでバイオリンらしい演奏
を行うことを実現している。実際に、演奏
フレーズによりスムースにサウンドがつな

がり表現されたことは圧巻だ。演奏されている４つの弦の状態を分析して表現をコン
トロールしているとのことだ。
トランペット演奏>トランペット トリルのスピードによってバルブの影響で表情付
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「ローランド開発技術セミナー」レポート－Ⅰ－

株式会社メディア・インテグレーション
ROCK ON PRO 前田　達哉

湯川純郎氏　　　　　佐藤健二氏
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けが変わってくる。リアルタイムの演奏状態に応じてハーフバルブの表現を行ってい
た。キーボードのベンドによる音階のスライドも、トランペットにおこる段階的変化
を音域も考慮した上で表現していた。その後も様々なサウンドをお聴かせいただいた。
Fluteのブレスノイズ/AC BASSのプレイングノイズをリアルタイムに最適化。実音

>>ハマリング>>スライドへ、/これらを拡張してフラメンコギターのメロディ演奏と
コード演奏のBehaviorを表現。ダンパーによるアップダウンへ切り替え/クラシックギ
ター＆フォークでは、メロディとコードをうまく見つけて表現/尺八の村息、ビブラー
トによるピッチ変化/Harpのスクロールを手前は爪、戻りはらの感覚 /Marimbaのロー
ルコントロール/それぞれのBehaviorを組み合わせたBrass Sectionの動き/String アン
サンブルの異なるBehaviorの両立/
このように 表情をリアルタイムでコントロールすることは、演奏家によって自在に

表情を変える事が出来ることを意味し、本来の演奏家と楽器の関係が構築出来るとの
ことだ。驚かされたのは、あらゆる角度から実際の奏法における振る舞いが分析され
ている点だった。従来のPCMタイプのシンセでは到達できない、演奏家の意志をくみ
取ってその楽器として振る舞う姿は未来を感じさせる楽器JUPITER-80である。同時に、
Rolandの楽器作りにおける演奏者へ新たなる奏法を強要しない姿勢を改めて感じるこ
ともできた。

◎第Ⅱ部 V-Remastering音声処理における可能性
幾度かこのV-Remasteringのデモを見せていただ

いているが、エンジニアにとってもクリエーター
にとっても新たなる制作手法を感じさせる技術で
ある。その名の通り様々なサウンドをブラッシュ
アップし、新たなるMIXへ導くことも可能。また、
楽曲制作の際にも様々なSound Makingを可能にす
る。V-Remasteringは、音声信号処理のプロセスで、
入力があって出力がある。入力信号の成分をとり
だし、その成分に様々な処理を加えてしまおうといった流れだ。
デモンストレーションは、サウンドを可視化したオペレーション画面から始まった。

楽曲やサウンドを、周波数（縦軸）定位(横軸)音量（色）によって二次元上に表示。こ
れによって、たとえばセンターのソロ演奏だとグラフの真ん中にあり、上下左右の幅
を持った固まりで音量によって色変化をしながら粒の集まりとして現れる。音の粒
（青が弱く、白、黄色、赤と強く）をリアルタイムに処理しながら分布をみる。音の見
える化は、まさに目から鱗の体験だ。
次のステップは、見えるものだったら取り出してしまおうといった工程。取り出す

領域を横は定位、縦は周波数で選択、この選択された領域（円や四角で選択可能）の
画面左にレイアウトされたフェーダーでコントロール可能となっている。ちなみにワ
クの外を別のフェーダーで上げ下げ可能。この時点でのもっとも大きな課題は、境界
線近辺の切り分け。この部分の処理を誤ると、フランジングが発生し品質を損なう。
ここがRolandの技術評価ポイントだ。この後、MIXの中の様々な楽器の抽出のデモを
見せていただいた。MIXのなかから一つ一つ楽器が浮き出る様子は見事で、様々なサ
ウンドプロセスが解析されミキサーエンジニアの技までも見える化されてしまうとの
ことだった。更に切り出したサウンドにエフェクトを掛け元のサウンドにPANしなが
らREMIXすることを実現している。コントローラで同時に複数を変化させることも可

妹尾達也氏
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能だ。
次に現実のアプリケーションデモに移った。まずはヒスノイズ低減だ。取り出す成

分の感度を設定することで、音楽の品質を維持することを可能としていた。この手法
は、ライブレコーディンにおけるグランドノイズ等の低減でも有効とのことだ。古い
ダイレクトカッティングのサウンドからは、ノイズを消し込むと同時に、別のフェー
ダーで取り出したボーカル等にエコーを付加してサウンドを整えることも行われた。
面白いデモとして異なる２種類のボーカル中心のオーディオソースをRe-MIXしてDuet
を実現したセッションだった。これは、テンポや音程が異なった２人の音声を抜き出
し、更にMIXを行っている点で、この解決方法としてRoland VariPhrase技術が活躍し
ている。その他にも、残響成分の増減をコントロールするデモ。更に抜き出した成分
でサラウンド音響へ導く可能性を説かれた。デモ素材のみのリスニングであったが、
従来の同一カテゴリーの製品とは一線を画す可能性を感じた。

このV-Remasteringはまだ開発途上の技術であり多くの応用範囲を持っている。この
技術を使ったファーストプロダクトが発売された。一般の方を対象とした製品「R-
MIX」である。エンジンの実力としては、余すところ無く盛り込まれており非常に興
味深い製品だ。「耳コピー」、「マイナス・ワン制作」、「リミックス&ノイズ・キャンセ
ル」をクイックに簡単に行うことができる。２トラック対応仕様で、WINDOWSと
MACどちらのOSでも動くそうだ。 同時に－50％スピードでピッチが滲まない高度な
VariPhrase処理も加わっている。更に、ちょっと面白いアプローチとしてRoland初の
iOSアプリR-MIX Tabが発売される。こちらはiPadならではのモーションセンサーによ
るMIX機能が面白い。ただし、簡易版で再生のみかつ表示解像度が落ちる。R-MIXに
興味を持っていただくための試みとして非常に面白い。今後はPlug-insへの可能性も期
待でき、幅広く活躍が期待されるテクノロジーだ。
またコントロールルームでは、Roland業務プロダクトのR-1000（48TR REC）V-

Mixer関連、REAC-MADI変換S-MADI等のハンズオンデモが行われた。

総括
現在の音楽制作ソフトの大半がアナログ時代の延長線上にあり、様々なソフトウエ

アが疑似アナログに終始している現状で、非常にインパクトがある技術デモであった。
本来アコースティックなものから発生した音楽が、Rolandさんの様な存在によってど
のように発展するのか興味は尽きない。現場のワークフロー自体にも大きな発展をも
たらすと信じたい。このような機会を作っていただいたRolandの皆さん、JAPRS関係
者の皆さんに心から感謝したい。
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「ローランド開発技術セミナー」レポート－Ⅱ－

日本コロムビア株式会社
スタジオ・技術部　チーフレコーディングエンジニア

塩澤　利安

平成23年10月７日（金）、サウンドインスタジオBstにおいて「ローランド開発技術
セミナー」が行われました。
ローランド（株）技術開発部より、講師に湯川 純郎氏、楽器演奏に妹尾 達也氏、オ
ペレートに佐藤 健二氏、３名によるデモンストレーションとなりました。

Ⅰ：Super Natural / Behavior Technology
従来の音源では難易度の高かった「より自然で豊かな表現」を可能にしたローラン

ド独自の技術であり、楽器そのもののモデリングに加え、奏法における各楽器独特の
振る舞いをもモデリングすることにより、リアルタイムに自然で豊かな表現を可能に
する音源技術を御紹介して頂きました。
今回のデモンストレーションでは、ライブ・シンセサイザーとして奏者の直感、高

速オペレートを追求した「JUPITER-80」により行われました。実際に妹尾氏の演奏に
より,ヴァイオリン、トランペット、フラメンコギター、ハープなどの音源を使用し実
演を行って頂きました。それらのアコースティック楽器音源の音色には、正直なとこ
ろ驚きを感じました。ローランドの技術が示す通り自然で、演奏表現が奏者様々に可
能であり、妹尾氏の演奏においても自在に使いこなしている姿に同じく驚きを感じま
した。これほどのクォリティがあれば、ライブ会場においては全く問題無くパフォー
マンスする事が可能でしょう。
もう少し期待したい事を強いて言うとすれば、アンサンブル音源の追求を願いたい

と思いました。あの素晴らしいソロ楽器音色によるハーモニーがアンサンブルでもっ
と活かされればなと感じたところです。

Ⅱ：V-Remastering Technology
ここではローランドの持つ音声処理技術の紹介をして頂きました。
V-Remasteringは、オーディオ信号に対して周波数ごとに「レベル」「定位」といっ

た音楽的情報を算出し、各音色のバランスから残響の再構築まで、トータルにコント
ロールするローランド独自の音声技術処理です。
このソフトのデモンストレーションを佐藤氏に行って頂きましたが、初めに私の感

想から言わせて頂くと、「物凄いソフトが出て来てしまった！」と言うべき素晴らしい
内容のソフトでした。画面上に音楽をビジュアルとして表示し、ステレオ・ミックス
として完成された音楽を周波数、定位、音量の３つのパラメーターで分析し、楽器音
をグラフィカルに表示させ、それらの楽器音を選択して音量バランスを変える、消す、
エフェクトをかけるなど、従来では不可能であった信号処理をシンプルな操作で可能
にしていました。
まずは音楽ファイルを再生すると、グラフィカルに信号が表示されます。従来の音

声処理ソフトでは時間軸は左から右へ移動して行くパターンが多く見られますが、こ
のソフトでは時間軸は断片として進んで行きます。そこへステレオ定位された様々な
楽器が音量の変化に伴いレベルの小さい楽器は薄い青のドット、レベルの大きな楽器
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は赤いドットとして点在し、縦軸の周波数に出て来ますので、楽器を視覚的に見るこ
とが出来ます。処理をしたいターゲットとなる楽器を四角く囲み、右側にあるスライ
ダーを下げることにより四角の外側を消すことが出来、反対に左側のスライダーを下
げると、四角に囲まれた部分だけを消すことが出来ます。これをセンターに定位して
いるヴォーカルに適応させると、マイナスワン、すなわちカラオケが簡単に作成出来
るのです。従来センターキャンセルなどでカラオケ作成をする方法もありましたが、
センターに定位している他の楽器にも大きな影響を及ぼしていました。ヘッドフォン
などによるシビアな聴き方はこのデモンストレーションに於いてはしていませんが、
遠目のスピーカー再生では全く問題の無い処理がされていると感じました。この取り
出す、消すを利用して、自分が練習したい部分を取り出し、耳コピーをし、マイナス
ワンで一緒に演奏を行うなど、楽しい利用方法も簡単に可能にしています。
エフェクター機能もあり、特定部分の音量バランス調整やディレイ、リバーブなど

の追加、付加が行えます。また、ノイズ除去もターゲットを決め、スライダー操作で
簡単に除去が可能です。
VariPhrase技術もローランド独自の技術であり、「音程」「タイム」「フォルマント」

を独立してリアルタイムにコントロールし、明瞭なスロー再生やキー変更が行われま
す。

Ⅲ：ハンズオンコーナー
ローランドの主力製品である、V-

Mixing Systemの機器を紹介頂きまし
た。
・V-Mixer「M-480」
ライヴ・ミキシング・コンソール。
高品位なサウンドと優れたオペレー
ション性能。
・48-TRACK RECORDER / PLAYER
「R-1000」
最大48トラック、24ビットの高音質。
スタンド・アローンHDD/SSDレコーダー。
・Live PERSONAL MIXER「M-48」
演奏する各アーティスト自身がモニター・ミックスのバランスを自在にコントロー
ル出来、収録やレコーディングのキュー・ボックスとして理想的な高音質モニター
環境を与えてくれます。

［最後に］
今回有意義なセミナーの開催にお誘い頂き有難うございました。これからの音楽制

作の可能性の一つを様々な形で見出すことが出来ました。現在様々なソフト、機器が
音楽制作に活用されておりますが、適材適所でそれらを用い、何らかの付加価値を作
品に活用して行ければ、まだまだ新たな作品、商品が生まれる可能性が残されている
様な気が致します。そして、音楽業界全体の益々の発展を願う今日此の頃です。



-29-

「新日本フィルコンサートリハーサル見学会」レポート－Ⅰ－

株式会社音響ハウス
櫻井　繁郎

平成23年11月24日、新日本フィルハーモニー交響楽団公演のリハーサル見学会が開
催されました。場所は錦糸町にある「すみだトリフォニーホール」です。
今回は、新日本フィルハーモニー交響楽団と音響芸術専門学校のご厚意により5.1ch

サラウンド録音本番前日のリハーサル現場を見学する事ができました。
当日９：30、楽屋前に集合し、見学会を実施してくださった音響芸術専門学校の永井
さんよりホールの注意事項など説明して頂き、入館証を受け取りホールに入ります。
まず今回コントロールルームになるという206楽屋へ向かいました。この206楽屋はホ
ールからの音響回線が十分に設置され、レコーディングに最適のようです。
人数が多いので順番に入る形で録音機材やサラウンドセットの状況をみていました。

コントロールルーム使用機材
・Mixer STUDER961
・AD Focusrite OctoPre MkII
・Recorder Pro Tools 003 Rack Plus

Roland R-44、
・Speaker GENELEC×4

今回センターSPはなく、中央にはホールをモ
ニターするための液晶TVがありました。
次に大ホールへ向かいました。足を踏み入れると何人かの楽団の方が練習していた

ので、ホールの響きを感じとれます。既に何本かのマイクはセットされていました。
そして永井さんより今回のリハーサル録音の主旨と機材、ホールの説明などして頂き
ました。
今回のマイクは全て天井からの吊下げでSCHOEPSのマイクを無指向性で使用。
トリフォニーホールはマイクの吊り設備が充実しているので、天井裏に上がって怖

い思いをしなくてすむなど、スタジオ録音では経験できないホール録音ならではの事
なども教えていただきました。他にはホールの
特徴があるので編成などによって吊りマイクの
位置（前後、高低）を変える、本番前に吊りマ
イクの角度を再調整するなどです。
一通り説明が終わり永井さんはセッティング

の続きを始め、リハーサルが始まるまで、各自
セットのある楽屋へ行ったりホールの細部を見
て回るなどとても貴重な時間を過ごせました。

ホール使用Mic
・SCHOEPS FRONT外側LR CMC62H（Main Mic）

FRONT内側LR CMC65u
Surround LR CMC62u
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さてリハーサルの開始時間が迫ってきまし
た。私たちは一階客席の後方で演奏を待ちます。
楽団の方は全員着席すると、ホールの方から楽
団の方へ簡単な説明があり、指揮者が来るのを
待ちます。そして指揮者が来て指揮棒を振った
瞬間演奏が始まりました。
打ち合わせもなくいきなり始まったので結構

びっくりしましたが、すぐさま繊細で迫力のあ
るオーケストラの演奏に引き込まれていきまし
た。リハーサル中ですがホールの響きなどを覚え、永井さん達の作業している所へ様
子を見に行ったりも出来たので行ってみると、中では録音レベル、サラウンドバラン
スをとっている最中でした。スピーカーから再生されている音に対し永井さんとスタ
ッフが意見交換をし、ホールと楽屋を行ったり来たりして原音と再生音を確認しなが
ら調整していました。途中休憩が入り、見学者は各々確認したいことを済ませていた
みたいです。休憩が終わり、次曲の前にソリストの方が入り紹介され、楽団の人達か
らは拍手が起こっていました。そうしてまた演奏が始まりました。普段あまり関る事
の出来ない事が体験できたのは非常に有意義です。レコーディングスタジオでは後処
理などの事もあり、デッドな環境で作業する事が多いのですが、本当のホールの響き
を聞けたのはとても参考になりいい経験です。
リハーサルが終了し録音された音を楽団の方が聞かれて演奏の確認などしていたり、

参加者も聞いたりしていて、思い残す事のなくなった方から各自解散していきました。

今回機材はとてもコンパクトでしたが十分なクオリティーで録音されていたと感じ
ました。
そして非常に良い経験が出来ました。参加者は年配の方が多いと感じましたが、若

手にも体験できるようにこの見学会は今後とも是非お願いしたいです。
有難う御座いました。
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「新日本フィルコンサートリハーサル見学会」レポート－Ⅱ－

音響芸術専門学校
永井　秀文

2005年９月にエピキュラススタジオを退職してから６年になります。
1997年に始めた新日本フィルハーモニーのライブ録音ですが、今年の９月から復活

をして、我校の学生たちにも高度な勉強をする機会を与えることができるようになり
ました。

11月24日、25日、26日と錦糸町の「すみだトリフォニーホール」に於いて、新日本
フィルハーモニーのライブ録音をサラウンドで行いました。
24日が、仕込みとリハーサル、25日がリハと本番、26日も本番というスケジュール

でした。
そのうちの24日をJAPRSの見学会としました。

朝８時に機材を積み込んで、学校を出発。
９時にはホールでの搬入とセッティングです。
９時30分には見学の方々がお入りになるので慌ただしいセッティングでした。

客席でのマイクセッティングと、206楽屋でのコントロールルームセッティングの二
手に分かれた仕込みになりました。

録音用のマイクはすべて天井からの吊下げです。
トリフォニーホールはマイクの吊り設備が充実しているので、天井裏に上がって怖

い目をしなくてすみます。
マイクは合計６本、すべてSCHOEPSのマイクを無指向性で使用しています。
FRONT外側LR（これがメインです）は、CMC62H、FRONT内側LRは、CMC65u、

Surround LRは、CMC62uです。
マイク配置は、ステレオで言うところの Spaced Omni方式で、ITU-R BS. 775-1のス
ピーカー配置に準じたポジションにセッティングされています。
サラウンドだけを考えた場合は、センターマイクは１本で良いのですが、 ステレ

オとのコンパチビリティーを考えて２本にしています。
FRONT外側の２本の間隔は240cm、FRONT内側LRの２本の間隔は60cmです。
前後の位置は、FRONTがステージから客席側に46cm、Surround LRは、297cmで

した。
高さは、FRONTがステージから367cm、Surround LRは、400cmでした。
コントロールルームには、206楽屋を使用します。
この部屋には、大ホール、小ホールをはじめ、館内の色々な施設からの音響回線が

つながっています。
持ち込んだ機材は、ミキサーがSTUDER961、レコーダーがPro Tools 003 Rack

Plus, Focusrite OctoPre MkIIそれと　バックアップとしてRoland R-44、スピーカーは
ホールでお借りしたGENELEC 1030A ４本です。
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最初は、デジタル機器のトラブルからバックアップを守るためにマイクはすべて
STUDERにインプットしていました。しかし、この方法ではサラウンドでのプレイバ
ックができないので、マイクを頭わけしてSTUDERとFocusrite OctoPreの両方に立ち
上げました。

ところで、今回のマイク配置について少し説明をしたいと思います。

2004年の会報の記事で「録音技術ＡＢＣ」という特集があったのを覚えていらっし
ゃるかと思います。
２月号（No.140）の「マルチチャンネル再生のためにもワンポイント録音を見直し

てみよう」という記事を私が書きました。
ワンポイントマイクを Spaced Omni方式にして２本のマイクの間隔を広げること

で、位相差を利用して２つのスピーカーの外側まで空間を広げようと言う考え方でし
た。
この考えを前後のスピーカーに応用して、フロントスピーカーの奥にオーケストラ

の音像を広げています。
すなわち、リアのマイクはホールの響きだけではなく、フロントのマイクとの位相

差を利用してオーケストラの前後の奥行きを作る役割もしています。

これを書くことによって2004年の記事の内容の締めくくりになったかと思います。
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「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18回目の実施にあたり、（社）日本音楽スタジオ協

会および一般社団法人日本オーディオ協会、日本ミキサー
協会、一般社団法人日本レコード協会、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）、（株）ソナ、アビッド テクノロジー（株）、ソリッド・ステート・
ロジック・ジャパン（株）、（株）サウンドインスタジオ、東放学園音響専門学校の協
力により「第18回日本プロ音楽録音賞」を実施し、平成23年12月６日（火）、御茶ノ水
東京ガーデンパレス２Ｆ「高千穂」に於いて授賞式、パーティが開催され、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」の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 望月 孝洋氏が来賓代表として挨拶
された後、４部門計10作品およびベストパフォーマー賞、アビッド賞、SSL賞につい

て表彰が行われました。
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４部

門およびベストパフォーマー賞、アビッド賞、SSL賞を対象に行
われ、全70作品の応募から部門Ａ：３作品、部門Ｂ：３作品、部
門Ｃ：１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、その中から部門Ａ２作品、部門Ｂ１作品、部門Ｄ１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、アビッド賞１作品、SSL賞１作品が選ばれました。

第18回日本プロ音楽録音賞授賞式レポート

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、アビッド賞、
SSL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、アビッド賞、SSL賞の代表エンジニアにア
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、35頁以降に掲載させていただきます。

部門Ａ：2chパッケージメディア／応募作品27点

クラシック、ジャズ等

部門Ｂ：2chパッケージメディア／応募作品23点

ポップス、歌謡曲等

部門Ｃ：サラウンドパッケージメディア／応募作品４点

SACD 、DVD-Audio、DVD-Video、

Blu-ray Discのマルチchサラウンド

部門Ｄ：放送メディア／応募作品16点

放送作品部門（ラジオ番組：AM、FM、

衛星放送、テレビ番組：地上波、衛星放送）

ベストパフォーマー賞

アビッド賞

SSL賞

内沼運営委員長

望月孝洋氏
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第18回日本プロ音楽録音賞
授賞式次第

１、主催者代表挨拶
第18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 望月　孝洋 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
一般社団法人日本オーディオ協会 会長　校條　亮治
ビクターエンタテインメント株式会社 ビクタースタジオ長　高田　英男

部門Ｂ
一般社団法人日本レコード協会 専務理事　田口　幸太郎
日本ミキサー協会 理事長　梅津　達男

部門Ｃ
社団法人日本音楽スタジオ協会 会長　内沼　映二
社団法人日本音楽スタジオ協会 専務理事　清水　三義

部門Ｄ
日本放送協会放送技術局制作技術センター 専任局長　毛塚　高栄
社団法人日本音楽スタジオ協会 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

５、アビッド賞の発表及び表彰
アビッド テクノロジー株式会社
チャンネルセールス／オーディオプリセールス

アプリケーションスペシャリスト 小林　稔朗

６、SSL賞の発表及び表彰
ソリッド・ステート・ロジック・ジャパン株式会社 取締役　野口　真一

７、アビッド賞及びSSL賞の審査員講評
ビクターエンタテインメント株式会社 ビクタースタジオ長　高田　英男

８、受賞者代表挨拶
部門Ａ　最優秀賞　メイン・エンジニア 塩澤　利安

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「Romance with me」（COCB-53964）より

「CHAIN REACTION」SHANTI CD
発売元：日本コロムビア株式会社

☆メイン・エンジニア：塩澤　利安
（日本コロムビア株式会社）

＜受賞のことば＞
このたびは、第18回日本プロ音楽録音賞「最

優秀賞」という大変栄誉な賞を頂き、誠に有難うございます。私の毎年の目標である
日本プロ音楽録音賞に向け、日々の小さな目標をコツコツと積み重ねた結果が、今回
の受賞に結びついた事と思われます。
今回のアーティスト「SHANTI」は昨年度に引き続き２年連続での受賞となりまし

た。アルバム全体において様々な曲調があり、その中の１曲１曲を様々な感性で捉え、
音創りを行いました。JOE SAMPLEの曲である「CHAIN REACTION」は、このジャ
ズアルバムの中でも非常にスパイスの効いた曲にアレンジされ、非常に難しいメロデ
ィーを唄うヴォーカルの魅力と、それを支えるリズムとの融合に心掛け、全体のサウ
ンドを仕上げました。ミュージシャンの演奏、表現を最大限に捉え、自分自身の感性
を信じ、常にベストを尽くす事で、聴いて頂く方々に楽曲の魅力をお伝え出来る作品
になったのではと思います。しかし、作品に対するアプローチは常に変化して行くも
ので、自分が納得行く作品創りには終りが無い気が致します。
最後になりましたが、素晴らしい演奏をしてくださったミュージシャン、制作に関

わった全ての方々、そして家族に心から感謝を致します。皆様のお力添え、御協力が
あってこその私です。これからも日々努力をし、更なる成長をしたいと思っておりま
す。本当に有難うございました！

○マスタリング・エンジニア：佐藤　洋（日本コロムビア株式会社）

■作品「マーラー：交響曲第２番「復活」」（OVCL-00434）より
「5 Im Tempo des Scherzos」
エリアフ・インバル指揮
東京都交響楽団　SACD
発売元：株式会社オクタヴィア・レコード

☆メイン＆マスタリング・エンジニア：
江崎　友淑

（株式会社オクタヴィア・レコード）

＜受賞のことば＞
このたびの第18回日本プロ音楽録音賞最優秀賞の受賞は私にとって非常に喜ばしい
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出来事でありました。この賞への参加に際しましては、授賞式の冊子にも書かせて頂
きましたとおり、今年お亡くなりになった、故斉藤 博嗣先生より15年ほど前から勧め
られておりました。
1995年のノイマン指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団による「新世界交響曲」、

2004年のデ・ワールト指揮オランダ放送フィルによる「ツァラトゥストラはかく語り
き」更には2006年の同楽団による「春の祭典」の際もそうでした。それらは欧州や日
本、各国での多くの賞を頂きながらも、この賞の場合はまず最初に自らが応募しなけ
ればいけないことが自分にとって大きなハードルでした。自分の作品は、やはり自分
自身が良い点と不満足な点を知っており、これまでどうしてもその最初の一歩が踏み
出なかったのです。
故斉藤先生は、公私にわたり私に大きな影響を下さり、その先生の意を汲んでこの

たび初めて応募させて頂きましたところ、本当にこのような華々しい受賞となりまし
たことを心より感謝申し上げたいと思います。今回のマーラーの録音については、た
った１回のコンサート、そして当日の短いリハーサルのみで作りました。テイクが少
なかった為、所々納得のいかない点も多いのですが、録音当日に舞台で繰り広げられ
た素晴らしい演奏の様子が生々しく収録されていると思います。そこからは現在充実
の極みにあるインバルと都響の温度感の高い演奏が聴き取れます。現在の日本のオー
ケストラの技術水準の高さ、また緻密さは諸外国の一流団体を凌ぐものがあり、おそ
らくこの録音もそれらに助けられた賜物であると確信しております。最後にもう一度、
この賞を頂くにあたりまして、故斉藤先生、当日の演奏者や関係御各位、また当日担
当した録音スタッフの皆に心からの感謝を申し上げたいと思います。誠にありがとう
ございました。

【優秀賞】
●作品「SCENES」 (PCCY-30176）より

「P.S. I Love You」 小林　桂　CD
発売元：株式会社ポニーキャニオン

☆メイン＆マスタリング・エンジニア：川崎　義博
（株式会社ポニーキャニオン）

○アシスタント・エンジニア：中田　武士（株式会社一口坂スタジオ）
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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「ハダカ DE 音頭～祭りだ!!Naked～」（VICL-37500）より

「ハダカ DE 音頭～祭りだ!!Naked～」
桑田　佳祐　CD
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：中山　佳敬
（ビクターエンタテインメント株式会社）

＜受賞のことば＞
この度は日本プロ音楽録音賞最優秀賞という素晴らしい賞に選んで頂き、誠にあり

がとうございます。桑田さんとは昨年、およそ丸一年かけて“MUSICMAN”という
全17曲の大作アルバムを制作し、そこで日々トライ＆エラーを繰り返しながら沢山の
事を学びました。マスタリングでは実際にNYに出向き、最後まで妥協せず作った結果
作品の仕上がりはとても満足のいくものになり、それと共に海外の音作りのレベルの
高さを痛感しました。その作品を終えての今作。毎回自分の中でテーマを決めて録音
のアプローチを変えているのですが、この作品ではよりリアリティ、臨場感を求めて
96kHz24bitで録音、Mixを行いました。桑田さんのセッションはプリプロからFinal
Mixまで長期にわたってスタジオで行われるためセッションもかなり重く、また全て
Pro Tools内部で完結するため今までPlug-insやボイスに制限のある96kHzへの移行は
ずっと躊躇していましたが、実際やりはじめてみるとサウンドの質感として素晴らし
いものでした。今回の作品にはサウンドにその効果が良く現れていると思います。そ
れからもう一点、この曲は桑田さんのVocalトラックを除いて、残りは全て出張録音用
に作られたビクタースタジオのカスタムラインミキサーで録音しました。この卓はEQ、
ダイナミクスはなくほぼマイクからダイレクトにPro Toolsへ収録している為、ロスも
少なくそのままの空気感を記録できた事も臨場感を出す事に一役買っています。そし
て最終的にFLAIRの内田氏によるマスタリングで音圧もしっかり出しつつ、とても自
然な仕上がりになったと思います。今後も新しい事に挑戦しながら、技術を磨いて行
こうと思っております。

○マスタリング・エンジニア：内田　孝弘（FLAIR MASTERING WORKS）
○アシスタント・エンジニア：金井　　亮（ビクターエンタテインメント株式会社）

【優秀賞】
●作品「JUNKWAVE」（MICL-70003）より

「はじまりはクリスマス」JUNK FUJIYAMA CD
発売元：Mil Music

☆メイン・エンジニア：松岡　健（フリーランス）
○マスタリング・エンジニア：川x 洋

（FLAIR MASTERING WORKS）
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●作品「to the nines」（VICL-63669）より
「dressed up to the nines」 paris match CD
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：谷田　茂
（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）

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（写真は☆印の代表エンジニア）

【最優秀賞】
今年度該当作品はありませんでした。

【優秀賞】
●作品「ショパン：ピアノ協奏曲第１番・第２番」(COGQ-49)より

「ピアノ協奏曲第１番ホ短調作品11 Ⅰ-Allegro maestoso」
仲道　郁代（ピアノ）、有田　正広（指揮）、
クラシカル・プレイヤーズ東京　SACD
発売元：日本コロムビア株式会社

☆メイン・エンジニア：塩澤　利安（日本コロムビア株式会社）
○マスタリング・エンジニア：佐藤　洋（日本コロムビア株式会社）
○アシスタント・エンジニア：小野寺　真希（日本コロムビア株式会社）

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「ABCフレッシュコンサート」より　

「プロコフィエフピアノ協奏曲第３番ハ長調 op.26 第２楽章」
指揮：現田茂夫　ヴァイオリン：松本紘佳　ピアノ：栗田奈々子
大阪センチュリー交響楽団
朝日放送株式会社　HDTV 5.1ch 2011年3月19日放送

☆メイン・エンジニア：波田　純一
（朝日放送株式会社）

＜受賞のことば＞
このたび、最優秀賞を受賞できたこと、

大変光栄に思っています。今回の受賞は私
個人ではなく、先輩方、仲間と共に受賞したものだと思います。



ザ・シンフォニーホールでは今まで数々のクラシックを弊社で収録してきました。
これまでも、ホール独特の響きをサラウンドで表現できるように、マイクの吊り位置
や配置パターンを先輩方が色々試してきました。私自身、放送人として番組を作るた
び、ホールでの素晴らしい音の１割でも視聴者に届けることができたのだろうかとい
つも考えさせられます。今回私達が作ってきた音が認められたこと、大変嬉しく思っ
ています。
音作りとしては、後処理に頼らず、現場で自然な音を録ることを意識しました。メ

インマイクにはDPA4009、アンビエンスマイクにはDPA4006を使用し、これまでのノ
ウハウを生かしセッティングを行いました。
メインマイクとアンビエンスのバランスを調整して、それだけでオーケストラ全体

と響きが表現できるようにしました。それに加え、番組の構成上でももちろん主役と
なるピアノに対してのマイク位置をオンになり過ぎない位置に調整して、プロコフィ
エフ ピアノ協奏曲の静かなピアノソロの部分と、重厚なオーケストラと重なる部分の
両方がテレビでも感じられるようにしました。
演奏者である栗田奈々子さんの堂々とした演奏と、大阪センチュリー交響楽団の素

晴らしい演奏も受賞の要因だと思います。
最後に、この作品に関わった全ての方、そして家族に感謝します。ありがとうござ

いました。

○セカンド・エンジニア：山中　康男（朝日放送株式会社）
○セカンド・エンジニア：前田　雄大（ザ・シンフォニーホール バランスエンジニア）
○アシスタント・エンジニア：滝川　毅（株式会社アイネックス）

【優秀賞】
●作品「SONGS」より「フィジカル」

オリビア・ニュートン・ジョン
NHK HDTV stereo 2010年11月10日放送

☆メイン・エンジニア：野口　康史（日本放送協会）
○セカンド・エンジニア：蓮江　哲也（日本放送協会）
○セカンド・エンジニア：丹賀　健太郎（株式会社NHKメディアテクノロジー）
○セカンド・エンジニア：石崎　裕一（株式会社千代田ビデオ）

●作品「いのちのうた2011～つなげよういのちの絆～」より
「時をこえ」HY
NHK HDTV 5.1ch 2011年8月6日放送

☆メイン・エンジニア：北島　正司（日本放送協会広島放送局）
○セカンド・エンジニア：伊藤　文王（日本放送協会広島放送局）
○アシスタント・エンジニア：田村　徹成（日本放送協会山口放送局）
○フロアー・チーフ：柳谷　智章（日本放送協会松江放送局）
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ベストパフォーマー賞
■作品「惑星 ULTIMATE EDITION」（COGQ-51）より

「火星 Mars」冨田　勲　SACD 4.0ch
発売元：日本コロムビア株式会社

アーティスト：冨田　勲

＜受賞のことば＞
子供たちが喜ぶサラウンドを
このたび「ベストパフォーマー賞」をいただけることになり、心から嬉しく思いま

す。
私のサラウンドはアニメ的だとよくいわれますが、周りをスピーカーに囲まれた中

に日常と違った夢の空間を作るために、舞台演出のように音の配置や移動、遠近を演
出して来ました。これは2chステレオの延長ではなく、まったく新たな別の世界と考え
ています。
そのサラウンドは、尚美学園の研究員と簡易サラウンドのセットを持って、近くの

幼稚園、小中学校の児童に聴かせてまわりました。とくに先端的な教育で話題になっ
ている杉並区の和田中学では代田昭久校長が自ら授業の枠を作り、60人の生徒に聴か
せ、その感想を班に分かれて大きな画用紙にイメージ的な絵を描くといった授業をや
り、その模様は去年の５月１日にNHKで放送された「５.１サラウンドの日」の番組に
一部紹介されました。
子供の頃に体験した記憶はその子たちには一生の思い出になるでしょう。そしてや

がて彼等が成人した時には、より良いサラウンドを求めるようになるでしょう。子供
には原理や理屈は通用せず、すなおに感じたままの反応が帰って来ます。最近レコー
ドやテレビではサラウンドが衰退してきたと言われていますが、未来を思考し、草の
根の層に目を向けて、今後もサラウンドの発展に努力をしたいと考えています。

アビッド賞
■作品「THE BEST OF TARO HAKASE」（HUCD 10097～8）より

「Etupirka with Friends」
葉加瀬　太郎　CD
発売元：株式会社ハッツ・アンリミテッド

☆メイン・エンジニア：三浦　瑞生
（株式会社ミキサーズラボ）

＜受賞のことば＞
今回この様な賞をいただくことを大変光栄に思うと共に、この作品に関わられた多

くの方々に厚く御礼を申し上げます。受賞曲の「Etupirka with Friends」は、葉加瀬
太郎さんの代表曲の１つで、今回はベストアルバムの中に収録する為に再録されまし
た。参加ミュージシャンも彼の交友の広さを物語るそうそうたるメンバーで、沢山の
音楽の鉄人達が参加されています。この為収録されたトラック数は120ch余りもありま
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した。そんな中、私はMixを担当させていただきましたが、鳥山さんのアレンジはも
とより、ミュージシャンの演奏、録音されている音もとても素晴らしく、私はただそ
れらの素材を然したる苦労もなくまとめたに過ぎません。Mixにはiconを使った為、
120chのトラックも効率良くまとめられたと思います。 特に気を付けた点は、参加ミ
ュージシャンの方々の顔が見えるようなMixにしたいと思い、そこを心がけて仕上げ
ました。今後もこの受賞を力に、良い音楽、良いサウンド作りに精進したいと思いま
す。

SSL賞
■作品「SUPER BEST FUYUMI SAKAMOTO」（TOCT-27094）より

「百年先も手をとりながら」
坂本　冬美　CD
発売元：株式会社EMIミュージック・ジャパン

☆メイン・エンジニア：田村　行市
（フリーランス）

＜受賞のことば＞
この度は、素晴らしい賞を頂き誠に有り難うございます。
大編成、同時録音ミキサーにとりましては、多大なる叱咤激励となります。この作

品を推薦して下さったスタッフの方々に深く感謝いたします。
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総合審査委員長 内沼　映二
副審査委員長 高田　英男
部門A・B・C審査委員 内沼　映二、梅津　達男、椎名　和夫、塩澤　利安、

清水　邦彦、清水　三義、b城　　賢、高田　英男、
藤田　厚生、増田　　晋、松尾　順二、松武　秀樹、
山口　照雄、吉田　　保、脇田　貞二、渡辺　昭人

部門D審査委員 淺見　啓明、石野　和男、加藤　茂樹、清水　幸男、
浜田　暁弘

（以上50音順）

審査委員会

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し、セカンド・エンジニア、アシスタント
エンジニアには表彰状を贈呈。また、アビッド賞およびSSL賞についてはメイン・エ
ンジニアに表彰状とクリスタル製の表彰楯を贈呈。
なお、部門Ａ、Ｂ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18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）＞

「部門Ａ」２chパッケージメディア　クラッシック、ジャ
ズ等について講評させて頂きます。

応募総数27作品と昨年度の16作品から大きくエントリー数
が増え、運営委員としても大変感謝申し上げます。

今年度「部門Ａ」につきましては、最優秀賞が２作品とい
う審査結果となりましたのでまずは理由についてご報告させ
て頂きます。
最優秀賞の２作品　
・「CHAIN REACTION」SHANTI 
メイン・エンジニア　塩澤 利安さん　日本コロムビア（株）

・「マーラー：交響曲第２番ハ短調「復活」エリアフ・インバル指揮　東京都交響楽団
メイン・エンジニア　江崎 友淑さん　（株）オクタヴィア・レコード
この２作品につきましては、スタジオ録音によるジャズ作品とホール録音のクラシ

ック作品と、録音条件が大きく異なっています。それぞれの作品についてエンジニア
の技術力・感性が大きく作品創りに貢献されており、更に審査平均点もほぼ同得点と
拮抗しておりました。異なる音楽ジャンルにおいて最優秀賞、優秀賞の選定が困難で
あり、今年度「部門Ａ」については２作品が最優秀賞となりました。

ではそれぞれの作品について講評させて頂きます。
優秀賞
作品「SCENES」より「P.S I Love You」 アーティスト　小林 桂
メイン＆マスタリング・エンジニア　川崎 義博さん（株）ポニーキャニオン
発売元　（株）ポニーキャニオン
優秀賞受賞、おめでとうございます。

川崎さんは昨年度も受賞され、２年連続の受賞となりました。
録音評と致しましては、大変繊細な音創りをされ、結果としてリラックス出来るサ

ウンドに仕上がっている、そんな印象を持ちました。
特に小林 桂さんの歌の質感は素晴らしく、サウンド創りの核になっており、リアリ

ティーあるサックス音色と共に、オーディオチェックソースに活用したい仕上がりと
なっています。
全体的な帯域バランスも広く、ベース・ドラム・ピアノも程よく主張された楽器バ

ランスなど、匠の音世界が表現されております。
マスタリングもご自身で担当されており、ダイナミックレンジを極力生かした音創

りでありながら、録音の良さもあり十分な音量感を持った音創りになっています。
録音スペックとして96kHz/24bit録音、特徴的な使用マイクとしてはヴォーカルにソ

ニーＧ-800（真空管式）、アンビエントマイクにホロホーン・サラウンドマイクを使用

ビクターエンタテインメント株式会社
ビクタースタジオ長高田英男



-44-

されております。

最優秀賞
作品「Romance with me」より「CHAIN  REACTION」アーティスト　SHANTI
メイン・エンジニア　　　　　塩澤 利安　　日本コロムビア（株）
マスタリング・エンジニア　　佐藤 洋　　　日本コロムビア（株）
発売元　日本コロムビア（株）
最優秀賞受賞、おめでとう御座います。

塩澤さん/SHANTIのコンビは昨年優秀賞を受賞されており、川崎さんと同じく連続
受賞となりました。
録音評としてはベース・ドラムで創られる低域が安定したファンキーなグルーブサ

ウンドを核に、ムーグシンセサイザー・エレキギターなどが絡み合い、ポップなフュ
ージョン王道録音となっております。
全体的にドライサウンドでありＬ・Ｃ・Ｒ定位を上手く使い、各楽器のフレーズが

良く分かる様にミックスされております。
小林 桂さん同様にアーティスト・シャンティの歌の力がサウンドを引っ張る感じで

纏められており、塩澤さんのエンジニア経験からのみ創り出せる音創りの深さが、作
品の完成度を高めている、そんな印象を持ちました。

最優秀賞
作品「マーラー：交響曲 第２番 「復活」より「５ Im Tempo des Scherzos」
メイン・エンジニア＆マスタリング・エンジニア　江崎 友淑　（株）オクタヴィア・
レコード　
発売元　（株）オクタヴィア・レコード
最優秀賞受賞、おめでとう御座います。

録音評をお伝えする前に江崎さんからの受賞感想の一部をご紹介させて頂きます。
「このたびの受賞に際して、まず故斉藤 博嗣先生（オーディオ評論家）の事を思い

出さずにはおれません。長年審査委員長をお務めになられた先生より、御存命時代か
らこの賞への参加を促されましたが、なかなか自分自身に納得ゆく作品が生み出せず、
既に15年近い歳月が経ってしまいました。今回数名の方々から肩を押され、恥ずかし
ながら応募させて頂きました」
レコード芸術、中沢編集長からの推薦もあり、今回応募され最優秀賞の受賞となり

ました。

録音評をお伝えするには私自身、ホール録音及びクラシックへの理解が浅く、講評
出来る立場ではありませんが、一エンジニアとしてサウンド創りに対し感じた事をお
伝え致します。
ホール録音でありながら各楽器のリアリティーが大変素晴らしく、更にピアニシモか
ら伝わる心地よい緊張感からフォルテシモの大迫力、広いダイナミックレンジにより
音楽感動がより強く伝わってくる、そんな音創りの印象をもちました。
審査試聴指定場所は最後の５分でして、オーケストラと合唱が混然となりエンディ

ングへ繋がる演奏です。合唱のフォルテシモとオーケストラのサウンドは録音条件と
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しては究極に難しい設定ですが、合唱・オーケストラ共にクリアーに成立されており
ホール録音の経験を数多くされ録音ノウハウを持った技術力でしか対応出来ない、そ
んな感じを持ちました。
クラシックを普段試聴されないエンジニアの人に是非試聴して頂き、音楽制作にお

ける録音技術の深さなどを体感して頂ければと感じた次第です。

纏めと致しまして、ジャズ/クラシック共にアコーステック録音の深さ・面白さを改
めて体感する事が出来た「部門Ａ」の審査感想でした。

＜部門Ｂ　２chパッケージメディア（ポップス、歌謡曲等）＞

部門Bの講評を述べさせていただきます。

まず応募作品数は、23作品と昨年と同数でした。
ジャンルは、ポップス、演歌、Jポップ、アニメと幅広い

のですが、部門Aのジャズクラシックとの区別が付かないよ
うな作品もあり、ジャンルを単純に言えない音楽の幅広さを
感じました。

音の印象は、「聴きやすい音づくり」の作品が多く感じま
した。
また、エンジニア個人の自宅でのミックスが増えたようです。
早速、優秀作品についてお話します。
まず、優秀賞、
メイン・エンジニア、松岡 健さん録音、マスタリング・エンジニア、川c 洋さんの
JUNK FUJIYAMA 「はじまりはクリスマス」

殆どのトラックを、アレンジの知野 芳彦さんの自宅スタジオで作られ、イントロ、
Aメロ、さび、など送られて来た断片的なデータを、松岡さんがホームスタジオで組
み合わせてＭix 音楽を仕上げたそうです。
まさに、ネット時代の作り方、音＋αのエンジリアニングといえます。

打ち込みと感じさせないドラムの音作り、リズムセクションの軸をしっかり作り、
声質に特徴あるヴォーカルも素直な扱いで楽曲自体の軽快さを上手く表現し、纏めて
いました。

もうひとつの優秀賞
メイン・エンジニア谷田 茂さん録音、マスタリング川c 洋さんで
paris match 「dressed up to the nines]
これは、単にポップスという括りに入らない楽曲で、フュージョンの雰囲気もあり

ジャズの香りもする曲です。

一つ一つの楽器の音色がとても素晴らしく レコーディングの時の「録り音の良さ」

日本ミキサー協会
理事長梅津達男
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が伺えました。

Trp, Trb, Saxの３管のブラスも凸凹になりやすいのですが、バランス良く素晴らし
いアンサンブルに仕上がっていました。
歪感が少ないけどパワー感がある音は、爆音で聴いても耳に刺さらない気持ちよい

音です。
センスの良い、おしゃれな音作りでした。

この優秀賞、二つとも川c 洋さんのマスタリングです。
上下の音の帯域のバランスの良さ、それぞれの音楽の捉え方には、プロ録「皆勤賞」

の技が光っていました。川cさんは、エンジニアに頼られ最後を纏めて、今日も保護
者のお父さんの感じでした。

そして最優秀賞
メイン・エンジニア中山 佳敬さん録音、マスタリング・エンジニア内田 孝弘さん、
桑田 佳祐「ハダカ DE 音頭～祭りだ!!Naked～」

音頭です。面白い歌詞です。植木等です。
あくまで私の個人的意見ですが、中山さん何チュウ曲をプロ録に出すんですかと思

いました！
その理由は、この曲を、審査員全員が、笑いもせず真面目顔で審査している姿を想

像していただければ、判ると思います。
この曲だから音頭なのでしょう。でも、桑田さんは、ロックです。ロッカーです。
普通の音頭じゃダメなんです。

中山さんのコメントに、録音をビクターの外録用のコンソールで録ったとあります。
そのコンソールは、システムがシンプルでマイクの音が、ストレートに録れるそう

で、その入り口のインピーダンスを選ぶ事で音色を選んだそうです。

イメージを音に、音で演出をする。
これこそがエンジニアに求められ事であり、桑田さんのイメージを具体化した天晴

れな作品でした。

プロ録の部門Bはポップスを含んでいますので、その年の音の傾向を反映した録音賞
でありたいと思います。ヒット曲を意識するわけでは在りませんが、ユーザーに愛さ
れたその年の作品がもう少し多くなり、携わったエンジニアを多く紹介できればと思
います。

是非、音楽関係者、特にレコード協会を含めた制作関係者の方々に、プロ録を意識
していただき、毎年９月は、プロ録応募の月と広めていただける様ご協力をお願いし
講評といたします。

受賞者の皆さん本日は本当におめでとうございました。
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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-Audio、DVD-Video、Blu-ray Discのマルチchサラウンド

部門C サラウンドパッケージメディアの作品につきまし
て講評させて頂きます。

今年度の応募数は４作品と言う事もあり、最優秀賞作品に
つきまして、審査委員の皆様に計りましたところ、該当なし
との結果になりました。
従いまして、部門Cにつきましては優秀賞１作品のみを選

定させていただきました。

サラウンドによる音楽作品のリリースは2chのCDに比べる
と発売タイトル数が少ない現状ですが、リリースの少ない分、
厳選した企画が多く、今回は水準以上の優れた作品が集まりました。
内訳はSACD 4.0chが２作品、SACD 5.1ch、そして、Blu-ray 5.1chの４作品です。

応募作品の１つはスタジオ録音の作品で、６台のマリンバの曲です。一人の奏者が
ダビングを重ねたSACD5.1chの作品で、マリンバに包まれているイメージとマリンバ
のリアル感がすばらしい作品です。
シンセサイザーによるSACD4.0chの作品は、音場感、創作力が高い評価を得ました。

歴史的にも意味を持つ作品のリメイクは、サラウンド部門という枠では評価しきれな
い大きなパワーを持っていると感じました。
Blu-ray5.1chの作品はサントリーホールでのlive盤です。
独自のサラウンドマイク方式で録音されたもので、ミキサーの方が応募時にアピー

ルポイントとして説明されていた、演奏のすばらしさ、ホール独特の音場がよく再現
されていました。

さて、優秀賞を受賞されました塩澤さんのショパン・ピアノ協奏曲ですが、東京芸
術劇場での録音、SACD 4.0の作品です
この作品は、ショパンの時代の楽器編成、そして、当時の楽器が使われています。
ピアノはショパンが愛用した1841年製のプレイエルが使われ、作曲された当時のサ

ウンドの再現を意図しています。
塩澤さんは「プレイエルのピアノや当時の楽器は、現代楽器と違い音量が小さく繊

細なため、楽器配置やマイクロホンの位置に非常に気を使った」と語っています。
この作品を聴いて思う事は、プレイエルピアノの美しさです。現代のピアノのよう

な、華やかな響きや音量、スケール感はありませんが、この楽器の可憐な高域、 豊か
な倍音の響きは上品で、当時のオリジナル楽器を使用したオーケストラと相まって、
独特の美しさを感じます。
また、サラウンド処理に関しては、サラウンドバックにアンビエント成分だけでな

く、オーケストラの実音を入れたそうで、音場感も心地良く、19世紀当時にタイムス
リップして、演奏を目の前で体験しているような素晴らしい作品です。
これは、塩澤さんの経験に裏打ちされた、確かな技術力の賜物で、優秀賞にふさわ

しい作品です。塩澤さん優秀賞おめでとうございます。

（社）日本音楽スタジオ協会
専務理事清水三義
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今回応募された４作品は受賞されたショパン・ピアノ協奏曲は勿論のこと、他の３
作品も多くのかたに聴いて頂きたい優れた作品です。これらのサラウンド作品がきっ
かけになり、サラウンドファンや作品のリリースが増え、ひいては応募も増えるとい
うような事を願いつつ、講評をおわらせて頂きます。

＜部門Ｄ　放送メディア＞

部門D「放送メデイア」の審査員を代表して講評を述べさ
せて頂きます。
今回の応募数は16作品でしたが、全体的に放送メディアを

介する音楽のダイナミックス・圧縮方式について、当初から
配慮した取り組みが見られたように感じました。

１．まず、NHK 野口さんグループの作品“オリビア・ニュ
ートン・ジョン”の「フィジカル」は、スムースなサウ
ンドとプレゼンスのよいボーカルという形で表現された
収音でした。
バックとは いいきれないPOPSアンサンブルの音色も素
晴らしく、リズムも程良く全面にでて、中庸を行くボーカルと気持ちよく溶けあ
って、作品に色彩を与えています。
この作品のオリジナルは、彼女のそれまでの清楚な透明感ある歌唱から、一変し
てパワフルでシャープな側面を打ち出した作品だったように記憶していますが、
そうした意味では、もっと鋭い部分も欲しかったように感じました。

２．続いて、NHK広島・北島さんグループの作品「いのちのうた2011～つなげよう い
のちの絆」
沖縄のエイサーが彩りで加わったオリジナル作品「時をこえ」は、突き上げるよ
うなエイサーの太鼓と現代POPS系楽器によるアンサンブルと特有の音色をもった
三線などローカル色に富んだ作品でした。
大編成の太鼓は、音の反射方向が異なる上に大音量のパフォーマンス、そうして
洋楽器とのコラボを一同で達成させるのは、相当難しい素材だったと思いますが、
見事な分離感と切れ味の鋭い、熱いサウンドに仕上がっています。
サラウンド処理による臨場感と各楽器の輪郭など音響的にも素晴らしい作品でした。

３．最優秀賞をとられた、朝日放送 波田さんグループの作品「ABCフレッシュコンサ
ート」プロコイエフのピアノ協奏曲 第３番ですが、若いピアニストらしい直截的
な解釈の中に美しく楽器を響かせるテクニックと詩情を感じさせる見事な収音で
した。
対するオーケストラは、程良い分離感と楽器間の絶妙なバランス、全体の色彩感、
奥行き感、ダイナミックスの表現など適切で、サラウンドによる空間表現も気持
ちの良い響きを感じさせる素晴らしい収音で、ザ・シンフォニーホールの音響を
充分知り尽くした上での収音だったと思います。
これには、ザ・シンフォニーホールの音響の主である前田 雄大さんのアドバイス

（社）日本音楽スタジオ協会
顧問淺見啓明
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が大きかったのではないかと推察しています。

その他の作品では、NHK 小野さんのグループによるニコラウス・アーノンクール指
揮によるバッハのミサ曲の空間表現は、サラウンドを大変効果的に使いこなした例と
して、深く印象に残っています。
特にオーケストラの古楽器奏法による空間に拡がる重厚な存在感と、会場の広さを

感じさせるコーラスの深い響きと宗教音楽には欠かせない荘厳な臨場感が良く再現さ
れおり、素晴らしい収音技術でした。

本年の作品では２chステレオと5.1サラウンドが曲目によって必然性を持って選ばれ
ているように感じました。
パッケージ系でサラウンド作品が少ない昨今、放送メデイアでのサラウンドへの取

り組みに今後も期待するところ大であります。

＜ベストパフォーマー賞＞

本来ここには代表幹事の椎名和夫がいるはずなのですが、
本日は所用がございまして、私が代わりに講評を述べさせて
いただきます。

講評自体、私がやるべきことではございませんが、審査委
員ということでお許しいただいて、お話したいと思います。

まず、シンセサイザーという楽器なのですが、今からおお
よそ40年以上前に、冨田先生が日本で個人として輸入された
のが初めてでございます。
この輸入の時には、事件という言い方が適切かどうかわか

りませんが、なかなか羽田空港の税関から出て参りませんでした。理由は１つだけで
ございます。楽器ではないというふうに認定されたからでございます。
その当時、シンセサイザーという楽器がどのように認められていたかというと、日

本ではほとんどの方が、ご存知なかったかなというふうに思っています。
でも、皆様の耳には届いていたものがたくさんございます。まあ、ビートルズ然り

でございます。ザ・ビーチ・ボーイズも然りでございます。そういう方達は進んでシ
ンセサイザーの音を取り入れて、作品の中に入れていました。60年代の後半から70年
代にかけてのことです。
冨田先生もその頃ちょうど大阪万博での仕事がございまして、その時に先生がある

レコードの音（スイッチドオンバッハ）を聴きまして、僕も同じ時にそれを聴いてい
るんですけれども、先生はやはり生楽器とは違う、自分の創造したオーケストラをシ
ンセサイザーで創りたいということで購入されたというふうに私は聞いております。

エンジニアの方にこんなことを言うと、釈迦に説法みたいなことになってしまうん
ですが、シンセサイザーは全部ラインでございます。奥行きも何もございません。そ
こからいろいろと非常に面倒な作業が始まるわけです。今聴いていただいた先生の作

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
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品「惑星」についてですが、これは、その前作品の「月の光」と比べて非常にまた色
鮮やかにいろんな音色が表現されております。様々なエフェクターを駆使されていて、
よく聴くと昔懐かしいジェットマシーン効果などがありまして、フェイズシフターと
はちょっと違う、位相をずらしつまりテープレコーダーのヘッドのずれを利用して、
ジェットマシーンという効果を創り出しているのですが、そういうことを先生が初め
てやられて、僕等もビックリしたという覚えがあります。
その後、いろいろな場所での野外でサウンドクラウドというライブを、積極的にお

やりになりまして、それこそ5.1chどころではなく、7.1、9.1chとか、そういう形のもの
までやられ、地上のスピーカーも含め、空からはヘリコプターにスピーカーを吊って
出してくるという演出までされて、世界のオーディエンスに衝撃的な演奏を届けたと
いうことを、皆さんもご記憶されていると思います。

その後、アメリカ・ヨーロッパのミュージシャンの方々に、冨田サウンドと言われ
ているものは、果たしてどのようにしてあの音を創り出しているのかということで、
亡くなられたマイケル・ジャクソンが自宅にノーアポで来られて、あの口笛の音はど
うやって創ったんだということで、訪ね聞きに来たという、本当に伝説的な話があり
ました。その時の写真も見せていただきましたが、マイケル・ジャクソンがにこやか
に、あの口笛の音ということでたぶんひと時を楽しんだのだと思っております。

先生の録音の技術、これは我々ミュージシャンにも真似出来ない部分、いわゆるア
ナログの考え方ですが、もちろん通常の録音作業ではデジタル機器を使用するのです
が、決してデジタルではなかなか得ることができない技術を先生は両立して駆使され
て、ずっと続けられております。

これからも我々ミュージシャンの鏡として、我々を指導していただけるようお願い
して、私の講評の言葉にさせていただきます。ありがとうございました。

＜アビッド賞＞

「アビッド賞」について講評させて頂きます。

作品　「THE BEST OF TARO HAKASE」より
「Etupirka with Friends」

アーティスト　　　　葉加瀬 太郎
メイン・エンジニア　三浦 瑞生　（株）ミキサーズラボ
発売元　　　　　　 （株）ハッツ・アンリミテッド

アビッド賞受賞、大変おめでとう御座います。

楽曲は皆さん良くご存じのＴＶ番組「情熱大陸」のテーマソングをアレンジした作
品です。音創りの第一印象として、太く力強いリズムサウンドが基本にあり、葉加瀬
さんの強く演奏しても細くならない艶のあるバイオリンの音色感がとても印象的でし
た。特にドラムの太く安定した音色感はサウンド全体を安定させており、しっかりし

ビクターエンタテインメント株式会社
ビクタースタジオ長高田英男



-51-

たリズムセクションの音の要になっている感じを持ちました。
楽曲全体の構成をエンジニア三浦さんのクリエイト力で、よりドラマチックに創り

上げるエンジニア力に脱帽です。

ハード的な内容を三浦さんから頂きましたので簡単にご紹介致します。
プラグインとして何か特別なソフトは使用していませんが、Pro Toolsバージョン９

から使えるHEATを使いトーンは使用せずに、ドライブを変化させ主役のバイオリン
が良い感じとなる音創りを初めに決めて、ミックスをスタートさせました。
又、全体的な音色感を作り出す為にWAVES SSL-E-Channelを使ったとの事です。

当然の事ですがハードありきでは無く、音のイメージがありそれを具現化する為に
ハードを活用する、その様な印象を持ちました。
当然アナログ技術も駆使されており、「そんな簡単にはこのサウンド創れないぞ」長

年のエンジニア経験ならではの技術力・感性の素晴らしさを体感させてい頂きました。
「アビッド賞」受賞、おめでとう御座いました。

＜SSL賞＞
ビクターエンタテインメント株式会社

ビクタースタジオ長 高田 英男

「SSL賞」について講評させて頂きます。

作品　「SUPER BEST FUYUMI SAKAMOTO」より「百年先も手をとりながら」
アーティスト　　　　坂本 冬美
メイン・エンジニア　田村 行市　フリーランス
発売元　　　　　　 （株）EMIミュージック・ジャパン

SSL賞受賞、大変おめでとう御座います。
メイン・エンジニア田村さんは現在大変数多くの歌謡曲の作品を担当されている、

業界屈指のエンジニアで御座います。
現在、歌謡曲録音制作では短時間で音楽を纏める技術力が求められておりまして、

経験を積まなければ対応出来ない状況の中、大変ご活躍されております。

受賞作品「百年先も手をとりながら」ですが、坂本 冬美さんの歌詞（言葉）が大変
心に伝わる音創りになっている印象を持ちました。当然、坂本 冬美さん自身の歌唱力
の素晴らしさが核にありますが、その魅力がより伝わるミキシング技術です。
具体的には最近の音創りはドライサウンドが主流ですが、ストリングス・パーカッ

ションなどリバーブ処理によって、より広がりのある音創りになっております。
更にサビに繋がるストリングスのバランス・音色感など、田村さんならではの音世

界が作品創りに大きな力となっていると感じました。
是非、若いエンジニアの方にアレンジを生かす各楽器の音表現など、作品創りの参

考にして頂きたい音創りになっております。
SSL賞受賞、大変おめでとう御座いました。
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平成23年12月６日（火）「音の日」記念イベントとして、18：00より御茶ノ水・東京
ガーデンパレス２Ｆ「高千穂」に於いて、当協会および一般社団法人日本オーディオ
協会、日本ミキサー協会、一般社団法人日本レコード協会、演奏家権利処理合同機構
Music People

,
s Nestの共催により、第18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 一般社団法人日本オーディオ協会主催の「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。
当日の模様を以下にレポートさせていただきます。

「音の日のつどいパーティ」レポート

30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。

（社）日本音楽スタジオ協会
内沼映二会長

（一社）日本レコード協会
理事・畑陽一郎氏

最初に当協会・内沼 映二会長より来場者に対して開会の
辞が述べられ、続いて来賓代表として経済産業省 商務情報
政策局 文化情報関連産業課課長補佐 望月 孝洋氏が挨拶され
た後、一般社団法人日本レコード協会理事・畑 陽一郎氏に
より乾杯の発声が行われた。

経済産業省文化情報関連産業課
課長補佐望月孝洋氏

「音の匠」受賞者

12月６日「音の日」に、日本古来の尺八のさらなる普
及のため、容易に入手可能な素材のノブレ管（水道用塩
ビ管）に新技術によるコーティング処理を施すことで竹
製の尺八に近い音色を持つ楽器を開発し、小・中学生、
初心者など多くの方々に尺八本来の音色を体験してもら
うことで尺八の普及活動を続けられている尺八奏者の三
橋貴風（みつはしきふう）氏を顕彰しました。
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「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18回日本プロ音楽録音賞に於いて表彰された各部門30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３名およびベストパフォーマー賞のインタ
ビューが行われた。

部門A「2ch パッケージメディア
（クラシック・ジャズ等）」

塩澤利安氏
日本コロムビア（株）

部門B「2ch パッケージメディア
（ポップス・歌謡曲等）」

中山佳敬氏
ビクターエンタテインメント（株）

部門D「放送メディア」
波田純一氏
朝日放送（株）

最後に中締めの時間となり、一般社団法人日本オ
ーディオ協会・校條 亮治会長より、参加者に対して
御礼の挨拶が述べられた。

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18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。

代表者３名および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 秀樹氏も
加わった冨田 勲氏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
での写真撮影や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。

（一社）日本オーディオ協会
校條亮治会長

ベストパフォーマー賞
冨田勲氏
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１．会員数（平成24年１月１日現在）
正会員（法人） 27法人　　　　　正会員（個人） 20人
賛助会員Ⅰ　　　38法人　　　　　賛助会員Ⅱ　　　２法人

２．入会
①法人正会員
○株式会社USEN 平成23年10月１日付
②個人正会員
○深田　晃 平成23年８月１日付

３．退会
①法人正会員
○（株）スタジオ・フォリオ 平成23年６月30日付
○（株）シブヤテレビジョン（アザブ・オー・スタジオ） 平成23年12月31日付
②賛助会員Ⅰ
○（有）ディーアンドエーミュージック 平成23年６月30日付

４．法人・会員代表者および住所変更、その他
①法人正会員
○法人代表者変更及び本社住所変更
メモリーテック株式会社
（旧）川c 代治（代表取締役社長）
（新）堀　　徹　（代表取締役社長）
本社住所
〒107－0052 東京都港区赤坂５－２－39 円通寺ガデリウスビル
TEL：03－3405－8801 FAX：03－3405－7602

○法人代表者変更
株式会社宝塚サウンズアトリエ
（旧）藤井　敬三（取締役社長）
（新）小林　公一（取締役社長）
○役員変更（昇任）
（株）音響ハウス
常務取締役　高根　護康
○役員変更
（株）ミキサーズラボ
取締役　加藤　英雄
常務取締役　手塚　雅夫（退任）
○住所変更（ビル名変更）
（株）ミキサーズラボ（ワーナーミュージックマスタリング）
（新）〒107－0062 東京都港区南青山７－３－６　南青山HYビル２F
○住所変更
（株）ミキサーズラボ
（新）〒106－0031 東京都港区西麻布1－14－15 西麻布ゆうきビル101号
TEL：03－5412－8312 FAX：03－5412－8313

②個人正会員

会 員　動　向



-55-

○会社設立
深田　晃
株式会社　dream window
〒154－0016 世田谷区弦巻５－14－21－106
TEL：03－3428－0766 E-mail:mix@music.nifty.jp
○会社設立
久保田　耕司
株式会社　ティー・コネクト
〒335－0025 埼玉県戸田市南町１－23－110
TEL/FAX：048－432－6528 E-mail:kjkubota@t-connect.jp@

③賛助会員
○住所変更＆新役員
（株）メディア・インテグレーション
新事務所住所
〒150－0041 東京都渋谷区神南1－4－8 神南渡辺ビル２階
TEL：03－3477－1420
新任取締役　山口　哲、北木　隆一
取締役　　　田村　志音（退社）

○法人代表者変更
オタリテック（株）
（旧）細田　雅行（代表取締役社長）
（新）細田　　久（代表取締役）

○協会担当者変更
学校法人 東京芸術学園 音響芸術専門学校
（旧）高木　宗人（専門学校委員会担当は継続）
（新）永井　秀文（教務次長兼進路指導部長）

○協会担当者変更
（株）エス・イー・エス
（旧）石橋　　守
（新）小池　裕之

５．その他
○会長変更、役員変更及び住所変更
一般社団法人 日本レコード協会
会長
（旧）石坂　敬一
（新）北川　直樹
新役員
副会長　　市井　三衛
副会長　　小池　一彦
専務理事　田口　幸太郎
常務理事　高杉　健二
理事　　　畑　　陽一郎
退任　　　水村　雅博（前専務理事）

新住所（平成23年７月４日業務開始）
〒105－0001 東京都港区虎ノ門２－２－５　共同通信会館９階
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TEL・FAX
代表　　　　　　　　　TEL：03－5575－1301/FAX：03－5575－1313
管理部　　　　　　　　TEL：03－5575－1302/FAX：03－5575－1313
情報・技術グループ　　TEL：03－5575－1303/FAX：03－5575－1313
法務部　　　　　　　　TEL：03－5575－1304/FAX：03－5575－1313
広報部　　　　　　　　TEL：03－5575－1305/FAX：03－5575－1314
企画部　　　　　　　　TEL：03－5575－1306/FAX：03－5575－1314
海外グループ　　　　　TEL：03－5575－1307/FAX：03－5575－1314
東京調査室　　　　　　TEL：03－5575－1308/FAX：03－5575－1314
東京調査室についても、現在の中央区築地より移転。
○理事長変更
財団法人 音楽産業・文化振興財団
（旧）北川　直樹
（新）後藤　由多加
○移転
社団法人 日本作曲家協議会
（新）〒151-0061 渋谷区初台１－19－４－101

TEL：03－6276－1177 FAX：03－3376－3371
○代表取締役変更
株式会社 テイチクエンタテインメント
（旧）西山　千秋（退任）
（新）石橋　誠一
○新役員
日本舞台音響事業協同組合
副理事長　乙村　　幹（新任）
常務理事　児玉　道久（新任）
○移行及び変更
（旧）社団法人　日本映像ソフト協会
（新）一般社団法人　日本映像ソフト協会
会長　　　　　　　　桐畑　敏春（新任）
専務理事・事務局長　後藤　健郎（新任）
○事務局長変更
一般社団法人　日本作編曲家協会
（旧）直井　隆雄
（新）萩田　恭代
○役員変更
一般社団法人 日本音楽出版社協会
専務理事　鈴木　伸子（新任）
専務理事　後藤　順一（退任）
○担当者変更
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
（旧）信谷　和重（産業技術環境局 環境政策課 地球環境対策室長へ異動）
（新）伊吹　英明（イブキヒデアキ　旧・在英国日本国大使館）
同　課長補佐
（新）望月　孝洋（モチヅキタカヒロ）
同　係長
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（旧）新井　絢子（資源エネルギー庁新エネルギー対策課再生可能エネルギー
推進室へ異動）

（新）嶋田　絵理子（シマダ　エリコ）
当協会担当者
課長　　　伊吹　英明
課長補佐　望月　孝洋
係長　　　早乙女　愛佳
係長　　　嶋田　絵理子
○事務所移転
全日本音楽著作家協会
（新）〒104－0061 東京都中央区銀座８－10－８

銀座８丁目10番ビル３階
TEL/FAX：03－3571－6977

○新役員
一般社団法人 日本音楽制作者連盟
副理事長　松野　　玲（新任（株）アミューズ）
○新運営委員
実演家著作隣接権センター（CPRA）
副委員長　緒方　庶史　新任

（一般社団法人 日本音楽制作者連盟 常務理事・事務局長）
○移転
日本ミキサー協会
〒106－0031 東京都港区西麻布1－14－15 西麻布ゆうきビル１F

（株）ミキサーズラボ内
TEL：03－3405－5228 FAX：03－5412－1398
○代表取締役変更
株式会社 ドリーミュージック・
（旧）高久　光雄（退任）
（新）五十嵐　弘之
○会長変更
日本フィルムラボ協会
（旧）星　正人
（新）風間　健治（（株）東京現像所）
○事務所移転
公益社団法人 映像文化製作者連盟
（新）〒103－0016 東京都中央区日本橋小網町17－18

藤和日本橋小網町ビル７F
TEL：03－3662－0236 FAX：03－3662－0238
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