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会長年頭挨拶

（一社）日本音楽スタジオ協会
会長　高 田　英 男

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。

当協会は 1990 年に社団法人化して以来、本年で設立
28 年目を迎えることとなりました。
この間６期 12 年にわたり会長の責務を果たされた内
沼映二・前会長（現・名誉会長）の後任として、昨年 6
月より会長を務めさせていただいておりますが、音楽創
造のサイクルの一翼を担う集団としての在り方を見直
し、より前進することを責務として努めていく所存です。

さて、音楽制作現場ではデジタル化とインターネット時代を背景とした様々な利便性の
追求と共に、音楽に触れる仕組もパッケージ主体から定額制音楽配信サービスに代表され
る配信とパッケージの共存時代に移行しました。
このような動向に対し、最も重要なことは音楽創造のサイクルの中で、可能な限り良質
な音源を発信し続けることと自覚し、プロフェッショナルな音楽スタジオとしての独自性
の追求、更に将来を担うエンジニア人材の育成も含め、次世代に向けて前進していくこと
と考えています。

本年も皆様のご支援、ご 撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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2016 年 JAPRS企業説明会レポート

平成 28 年５月 15 日（日）、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在
籍する学生を対象とした合同企業説明会が東放学園音響専門学校で開催されました。この

催しも今回で 16 回目となり、JAPRS の公式行事
として定着している。
参加学生は、仙台、郡山、名古屋、大阪からの

学生を含めて 88 名が参加。また、出展側からは、
正会員スタジオ５社と賛助会員２社から 11 名の参
加により実施された。
定刻 13 時より同校の清水橋校舎 2F2S1 教室にて

参加者全員が集い、内沼会長および吉田保専門学
校委員会委員長より挨拶の後、引き続いて、参加
企業各社が自社の概要を紹介。

その後、説明会会場を各教室に移し、二部がスタート。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で参加企業からの説明を受け、15 分
の休憩後、後半の２回は各自が希望する
企業ブースでの説明を受ける方法で実施
した。
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、企業説明会が終了。
報告の最後に、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。

受付

内沼会長 専門学校委員会
吉田委員長

（株）サウンドインスタジオ （株）サウンド・シティ

（株）青葉台スタジオ （株）エムアイティギャザリング
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出展企業は以下のとおり・・・

（株）青葉台スタジオ スタジオマネージャー 高橋　孝典
（株）エムアイティギャザリング 代表取締役 横山　　武
 レコーディングエンジニア 辻中　聡佑
（株）サウンドインスタジオ 管理部長 奥原　秀明
（株）サウンド・シティ 営業部部長 明地　　権
 オーディオ技術部 部長 中澤　　智
（株）ミキサーズラボ 統括次長兼企画開発室室長 中村　隆一
 営業部 鐘ヶ江　宝
（株）サンフォニックス 管理部総務課課長 西尾　靖彦
 販売技術部課長 森　　弘二
（株）メディア・インテグレーション 取締役 岡田　詞朗

（株）メディア・インテグレーション

（株）ミキサーズラボ （株）サンフォニックス

一部 2S1教室



-4-

第 17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 17 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 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およびミックスダウン・デモを体験させることを主目的としています。
今回は、6月 4 日（土）～ 6月 11 日（土）の期間で東京地区 1日 3 回、大阪地区１日 1
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４日（土） 於：
 サウンドインスタジオBst）  　　　
参加者：９校 49 名
エンジニア：吉田　保 氏
アシスタントエンジニア：稲垣　杏理 氏
サポート：澁谷　悠 氏

大阪地区会場
（６月 11 日（土） 於：
 スタジオグルーヴAst）　
参加者：３校　13 名　
エンジニア：吉田　保 氏
アシスタントエンジニア：阪本　真優 氏

タイムスケジュール
東京会場：サウンドインスタジオBst 
６月４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　　
６月 11 日（土）
　　　　１回目　14：00 ～ 16：15

サウンドインスタジオBst

スタジオグルーヴAst
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スタジオ見学会レポート
11. Red Bull Studios Tokyo　Vol.1

　　　　　　　　　 オタリテック株式会社
　　　　　　　　 兼本　吉彬

６月８日（水）、渋谷区青山にあるRed Bull Studios Tokyo にて、第 11 回スタジオ見
学会が実施されました。「翼を授ける」のキャッチコピーで有名な Red Bull は、” Red 
Bull Music Academy” （RBMA）と 銘打って、1998 年以来、世界中で様々なアーティスト
を招いて音楽イベントやワークショップを次々と開催なさっています。その最も大きな音
楽への取り組みとして、毎年 1ヶ月の間だけは対象を若手アーティストに絞って、集中的
にレクチャーやイベント企画を行っています。2014年には、開催都市として東京が選ばれ、
10 月からの約 1ヶ月間連日催し物が開かれていました。今回見学させていただいたスタ
ジオは、その時のメインの会場として建てられたそうです。

見学会が始まって先ず、スタジオの音響建築に関して、実際の施工を担当なさった日本
音響エンジニアリング株式会社（当時、日東紡音響エンジニアリング株式会社）の宮﨑雄
一氏が説明をしてくださいました。2014 年 10 月の Red Bull Music Academy Tokyo の開
催に向けて、実際に設計に関して打ち合わせをしたのが同年 5月だったとのことで、短い
期間で如何に進めていくかが難しい点だったそうです。Red Bull の他のスタジオのデザ
インも担当してきた、バルセロナのイマーン・サンマルティ氏との打ち合わせを経て、従
来のスタジオの２重扉ではなく、開放感や利便性を重視した１枚扉を採用し、外に面した
大きな窓の設置も決定されたそうです。実際に見学会当日は、レコーディングルームに外
からの明るい日差しが差し込んでいて、その事がこのスタジオに自然な温かみを添えてお
り、他の音楽スタジオではなかなか感じることの出来ないような居心地の良さを醸し出し
ていました。
しかしその分、音響的には気を使う点も多く、天井裏で繋がっているコントロールルー
ムとレコーディングルームとの空調のダクトには、内部に大きめの遮音材を用いて音が漏
れていかないように、細心の注意を払ったそうです。また、それら 2部屋の間に設けられ
ているガラス窓からの反射を考慮して、コントロールルームの壁には、サンマルティ氏が
スペインから持参した吸音材を自ら微調整しながら取り付けていったそうです。
一方レコーディングルームには、内装を担当された隈研吾事務所のアイディアによる、
荷物の運搬に使う簀子状の正方形のパレットが、天井から無数に吊り下げられていました。
それによって音を散らして、自然なルームアコースティックが得られているとのことです。

機材の面では、アウトボードにUniversal Audio/ Urei LA-4 や 1178、Focusrite Red3、

Red Bull Studios Tokyo
Ryu Kawashima 氏
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API 500 互換の縦型モジュールやRoland の Chorus Echo SRE-555 まで数十種類に渡って
備え付けられていて、とても充実していました。コントロールルーム内の机の上には、近
年Roland から発売されて話題となったシンセサイザー SYSTEM-1 と、Moog のエフェク
ターシリーズMoogerfooger が置かれており、エレクトロニックミュージックに特化した
RBMAならではだと感じましたが、スタジオの責任者でありサウンドエンジニアの川島
隆氏のお話によると、バンドのレコーディングも多くなさっているそうです。レコーディ
ングルーム奥にはドラムブースがあり、Yamaha のドラムキットが設置されていて、また
Wurlitzer のエレクトリックピアノやMarshall と Ampeg のアンプがそれぞれ 2機ずつギ
ターとベース用に備え付けられていました。　
ミキシングコンソールは SSL 4000G ＋が置かれていて、その
奥にはラージモニター用にATC 200ASM Pro とニアフィール
ドモニター用にYamaha NS-10Mが置かれていました。見学会
では、以前にこのスタジオでレコーディングされたという
RBMA卒業生アーティストの作品を聴く機会をいただきまし
た。Pro Tools 上に保存された、抑制の効いたテクノトラック
を試聴させていただきましたが、壁面に埋め込まれたATCの
スピーカーは、曲の核となるキックをしっかりとした定位で低
域まで出しつつ、それでいてシンセサイザーのパッドが作り出
す空間も奥行きを持って表現していました。異なったアレンジの作品も他に聞くことが出
来れば、また印象は変わったかもしれませんが、スピーカーから再生されるクリアで澄ん
だ音がとても記憶に残っています。アーティストが一緒にモニタリングする時に座るであ
ろうソファーが、ラージスピーカーの方に向かって壁際にずらりと並べられていましたが、
座った時にしっかりと耳の高さがスピーカー中央辺りにくるように調整されていた点も印
象的でした。

充実した機材の数々に加えて、綺麗で洗練された内装と居心地のいい雰囲気で、アーテ
ィストの方々なら誰もがレコーディングしてみたくなる環境であるだろうと思います。現
在はRed Bull のポリシーと合致する活動や企画をなさっている方なら、どなたでもスタ
ジオの利用問い合わせは可能だそうです。
最後に、今回のスタジオ見学会を執り行っていただいた委員会の皆さま、そしてお忙し
い中、スタジオを開放して下さった川島隆氏とRed Bull の関係者の方々、並びにスタジ
オ建設時の様子を詳しく説明してくださった日本音響エンジニアリング株式会社の宮﨑雄
一氏に感謝の意を表して、本レポートを終えたく思います。どうも有難うございました。

日本音響エンジニアリング（株）
宮﨑雄一氏



-7-

Red Bull Studios Tokyo　Vol.2
 株式会社青葉台スタジオ
 高橋　孝典

エナジードリンクの火付け役として、日本でもよく知られている「レッドブル」。これ
まで「レッドブル、翼を授ける。（Red Bull Gives You Wings）」のコンセプトに基づき、
スポーツ界や音楽界へ積極的なサポートをしてきた中、「レッドブル・ミュージック・ア
カデミー」では才能あふれる若いクリエイターを支援するプログラムとして、ワークショ
ップやレクチャー、スタジオセッション、コンサートなど多岐にわたるイベントが企画さ
れ、毎年異なる都市で開催されてきた。1998 年の発足以降、ベルリン、サンパウロ、ケ
ープタウン、メルボルン、ニューヨークなど、世界各地に広がり、2014 年、東京の開催
にあわせる形で渋谷の青山劇場近くにRed Bull 
Studios Tokyo はオープンした。レッドブル・
スタジオは世界中で展開されており、2016 年の
時点では東京を含め12ヶ所に及ぶ。このように、
レッドブル・スタジオは一般的な商業スタジオ
のビジネスモデルとは異なり、プロモーション、
ブランディングの一環として、アーティストに
無償で提供され、現在 2ヶ月先まで予約が入っ
ているという。

スタジオのデザインを担ったのは、これまで複数のレッドブル・スタジオの設計を手が
けているAcousthink 社の Imar Sanmartí 氏。施工は豊富な実績を誇る日本音響エンジニ
アリングが担当し、建築家隈研吾氏と永田音響設計チームによる内装は立体的なデザイン
とウッディーな色調が特徴で、高い天井と大きな窓から差し込む自然光が開放的な雰囲気
を作り出している。コントロールルーム背面に施されたディヒューザーはバルセロナから
持ち込まれた Imar 氏設計のオリジナルで、かなりの重量があるらしい。さらにその奥に
は大量の珪砂が充填されており、これらの吸音、拡散、防振動による効果でコントロール
ルームのどの位置で聴いてもエンジニア席とほぼ同じモニターバランスで聴くことができ
るよう繊細にチューニングされている。

スタジオはコントロールルームと３つのブースで構成されており、スタジオにインスト
ールされたコンソール SSL4000G+ は、アイルランドのプロデューサーが所有していたも
ので、導入時、新品同様のコンディションを保持していたという。インプットの構成は
36 モノ＋ 4ステレオでバンドレコーディングにも十分なスペックで、ライブルーム（メ
インブース）は 47 平米の広さがあり、6･4･2･2 編成のダビングにも対応している。メイ
ンモニターはATC 200ASM Pro を採用。12 インチのダブル・ウーファーを搭載し、ジ
ャンルを問わず余裕のあるサウンドを出力する。所属エンジニアの川島氏によると、当初
ルームチューニングを試行錯誤する中で、アンプの電源に TRANSPARENT 
Powerlsolator Reference を採用することで、さらに高低域の解像度が向上し、小音量で
も十分モニターができるという。実際に試聴したところ、音の粒立ちがよく、奥行きも鮮
明に感じられた。オリジナルのディヒューザーと壁内吸音とのバランスが良く、高域は伸
びのびと、中低域はしっかり鳴っていて、音像はとてもわかりやすい。

ブースの扉は１枚扉でありながら高い遮音性能を持ち、利便性と機能性が見事に両立さ
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れている。空調ダクトについても徹底的な遮音構造で、エネルギーの大きい低域成分を大
音量で聴いても、スタジオの外部に音が漏れることはほぼないという。また、スタジオは
ビルの１階に位置し、建物入口、駐車場からブースに直結する搬入経路があり、楽器の多
いセッションでもシームレスにセッティングに取りかかれる。レコーディング機材のほか
に、楽器やギターアンプ、エフェクターなども豊富に用意されており、ミュージシャン、
エンジニアのストレスを最小限に、より創作意欲を刺激するラグジュアリーでアカデミッ
クな環境となっている。

１階のレコーディングスタジオのほか、５階にはレクチャーホール、ラウンジやラジオ
用スタジオが新設されている。ラウンジは和を基調としたシンプルな内装で、アカデミー
参加者やスタッフたちのコミュニケーションスペースとして打ち合わせや食事、インター
ネットなど日夜利用できる。レクチャーホールはラウンジの奥にあり、およそ 100 名の参
加者を収容することができ、あらゆるジャンルのアーティストによるトークライブやレク
チャーが日々行なわれている。
前述の通り、レッドブル・スタジオの運営は通常のレコーディングスタジオと一線を画
し、企画優先で採用された案件において無償で提供される。制作された音源の利用はアー
ティストの自由で、スタジオ側が楽曲の権利について主張することはないという。また、
所属するエンジニアは川島氏のみで、アシスタントエンジニアは不在。乗り込みのエンジ
ニアの場合でも基本的にはワンマンオペレートとなる。営業時間は午前 10 時から午後 10
時までと決められている点も、既存のレコーディングスタジオとは異なる。独創的なスタ
イルだが、面白い企画と高いクオリティの作品をユーザーに届けたいという点では、アー
ティストと同じ目線でクリエイトしている側面もあり、共同制作者ともいえる。それは、
私たちスタジオ協会会員社の理想と一致している部分も大いにあり、そのアプローチの方
法については今後のスタジオ経営のヒントをいただいた気がする。

今回、見学会に参加された方々も、きっと翼を授かったに違いない。
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12. キング関口台スタジオ　Vol.1

 日本音響エンジニアリング株式会社
 音空間事業本部　柿沼　誠

2016 年７月 10 日に第 12 回目のスタジオ見学会が、キング関口台スタジオにて開催さ
れました。賛助会員の皆様だけでなく、音楽業界を志す学生の皆さんも多く参加されまし
た。

地下鉄江戸川橋駅から神田川沿いを進み、傾斜地を上っていく途中に、鉄筋コンクリー
ト打ち放しが印象的な建物が観えてきます。その建物がキング関口台スタジオになります。　
キング関口台スタジオは、この７月でオープンから丁度 20 年を迎えました。
吹き抜けで天井が高く、屋上からの光がたくさん入るロビーは、都心にありながらも開
放的で明るい雰囲気で、私たちを迎えてくれました。
見学会は、まず株式会社キング関口台スタジオ　高橋様よりスタジオの概要を説明して
頂き、弊社　崎山よりスタジオの音響設計の概要の説明をさせて頂きました。その後、参
加者を２つのグループに分け、それぞれがNo.1 スタジオ、No.2 スタジオを交代して見学
しました。
［ロビー］

株式会社キング関口台スタジオ
高橋 邦明氏

日本音響エンジニアリング（株）
崎山 安洋氏
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・No.1 STUDIO
天井高さH=10mと国内でも有数の高さを誇るメインフロアーと、ピアノブース・ドラ
ムブースを含む５つのブースとコントロールルームからなります。フルオーケストラ編成
の録音が可能なスタジオは、コントロールルームから全てのブースが見渡せるように窓を
レイアウトしています。メインフロアーの中央部には大きなリングがあり、照明が設置さ
れていると同時に、マイクロホンの設置が可能になっています。壁を反射面にしているラ
イブエリアには、その上部に「浮雲」のような音響反射板が上下に昇降する機構が設けて
あります。この音響反射板により、最適な響きでの録音が可能となっています。
コントロールルームは、クライアントエリアを大きくとっており、ゆったりとしたスペ
ースを確保しています。天井も、室の中央部を高くして開放的な印象を与えています。
天井の高いコントロールルームは観た目もそうですが、モニタースピーカーからの音の
抜けの良さに大きく貢献しています。

メインフロアー（音響反射板）メインフロアー

メインフロアー コントロールルーム
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・No.2 STUDIO
天井高さH=5.2 ｍのメインフロアーと、ピアノブースを含む２つのブースとコントロ

ールルームからなります。No.1 スタジオを見た後だとそう感じないかもしれませんが、
十分な高さを持つスタジオになります。メインフロアーとピアノブースを仕切る壁は可動
式となっており、仕切り壁を取り外す事で、スペースを広げて使用する事の出来るスタジ
オとなっています。壁に化粧ブロックを積んだ反射面のライブエリアと、クロスに木製リ
ブを取付けた吸音面のエリアを設けています。これによりスタジオの響きに変化を持たせ、
様々な音の録音が可能になっています。
コントロールルームは、１スタジオのコントロールルームとほぼ同じレイアウトとなっ
ており、天井高さも１スタジオと同じ高さとなっており、開放的でゆったりとしたスペー
スを確保しています。1スタジオと同様に音の抜けの良いコントロールルームとなってい
ます。

私が入社してまだ間もない頃に、このキング関口台スタジオ新設現場の現場管理に配属
され、右も左も分からないまま現場を奔走していた事を、見学会の間、懐かしく思い出し
ていました。天井の高い空間は、音の響きには非常に良いのですが、スタジオ内装の施工
を行う点では難しい事も多かったです。当時は、スタジオのレイアウト、音響設計上のポ
イント等良く理解出来ていなかった事もありましたが、改めて図面を開き、思い出す事も
多く、良い勉強になりました。
このような機会に参加させて頂き、貴重な体験をさせて頂きまして、ありがとうござい
ました。

メインフロアー（左　反射面化粧ブロック）メインフロアー（右　吸音面クロスパネル）

コントロールルームメインフロアー



-12-

キング関口台スタジオ　Vol.2

 株式会社シンタックスジャパン
 三橋　武

平成 28 年７月 10 日（日）、第 12 回スタジオ見学会が、キング関口台スタジオ様にて開
催されました。当日は、学生や参加者の家族も参加可能ということもあり、32 名という
多くの参加者で大変賑やかなスタジオ見学会となりました。（実際に参加者中 1/3 程は、
学生の皆さんの参加でした。また、女性の参加者も大変多かったのも印象的でした。）

キングレコードは、1930 年（昭和５年）に講談社のレコード部として発足した後、
1936 年（昭和 11 年）には、ノイマンのマイクとカッティングマシンを導入し「吹き込み所」
（スタジオ）をスタートしたそうです。ちなみに、この時に使われていたノイマン社のマ
イクは、すでにノイマン本社も所有していないという大変貴重なもので、スタジオ玄関の
ショーケースに展示されていました。

そして多くの台地や谷から成り立つ文京区
の関口台に関口台スタジオが造られたのが、
1996 年。近くには、椿山荘や東京カテドラル
聖マリア大聖堂があり、都心の割に緑も多く、
大変環境が良いのも印象的でした。また、「関
口台」という名前の通り、スタジオは台地の
上に（というか半ば台地の中に埋め込まれて
いるような形で）建てられており、緑の丘の
中にコンクリートの壁が見え隠れする様は、
建築的にも大変美しいと感じました。

当日は、スタジオのロビーに集合し、スタッフより簡単な説明を受け、AグループとB
グループの２手に分かれて見学を行いました。

まず、最初に１スタを見学しました。
関口台スタジオ最大の広さを誇る１スタのメインフロアは、天井高 10m。（当時は東洋

一の天井高）
天井には可動式の反響板が設置されており、自由に反響をコントロールすることができ
るそうです。１スタに付随するブースは合計で７つあり、可動式の壁を調整することによ
り、オーケストラなど大編成の同録にも対応が可能な素晴らしい空間になっていました。

スタジオの説明をしていただいた高橋邦明様の説明によりますと、多くの演歌の名演が
この１スタで収録されているとのこと。また、演歌の収録は、昨今主流の「個別のブース
に演奏者を入れて、各楽器をオーバーダブ」というスタイルではなく、昔ながらの「演奏
者全員が集まって一部屋で一発同時収録」というスタイルが多いと聞き、大変新鮮に感じ
ました。もちろん、各セクションにはパーティションが設けられたり、楽器によってはブ
ースに入ったりするのですが、基本はひとつの部屋で同時録音をするため、所要時間は、
だいたい１曲１時間程とのことで、高い演奏技術と、研ぎ澄まされた録音技術と、スタジ
オの音響、、、その全てが重なり初めて名演奏、名作品が生まれるという当たり前の事実を、
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改めて実感出来る大変貴重な経験でした。
なお、ボーカルは、仮歌を一緒に吹き込み、そ

の後に本番テイクを録音するそうです。
ちなみに、先述の天井に設置された三角の可変

式反射板を下げると、アコースティックギターの
音が太くなるという話もリアリティーがあり大変
印象的でした。
実際に、当日も演歌を収録するようなセットア

ップが組まれており、普段なかなか見ることので
きない演歌の収録現場を垣間見ることができたの
は非常に良い経験になりました。
機材面ですが、コンソールは SSL 9000J。ラー
ジ は GENELEC 1035、 ニ ア フ ィ ー ル ド は
YAMAHA 10M でした。レコーダーは、AVID 
の Pro Tools HDXシステム。ちなみに、SONY 
3348 もまだ現役で稼働しているそうです。

なお、今回のスタジオ見学会では、持ち寄った音源を試聴する時間が十分に設けられて
おり、参加者は、順番に持ち込み音源を再生しながら、機材と部屋の特性を、ゆっくり時
間をかけて体験する機会が与えられていたのも大変良かったと思います。
次に見学した２スタは、１スタに比べると小ぶりですが、コンソールには、72 入力を

持つNEVE VR-TheLegend が鎮座しており、ピアノは１スタのスタインウェイとは異な
り、ベーゼンドルファー。モニター環境は、１スタと同じで、ラージはGENELEC 1035、
ニアフィールドはYAMAHA 10Mとなっていました。
２スタの次は、最近ビデオ編
集室を改築して作られた３スタ
を見学しました。
JBL 4318 がモニターとして置
かれているこのスタジオは、２
スタよりさらに小ぶりながら、
機能性に優れた空間となってお
り、Pro Tools システムを中心に
ボーカルや個別楽器のダビング、
ナレーションの録音などに使用
されているようです。
最後に、歴史の古い貴重なス
タジオを、未来を担う若い学生
さんにまでも広く解放し丁寧な説明付きツアーを行っていただきましたキング関口台スタ
ジオの皆様に感謝申し上げるとともに、この素晴らしいスタジオ見学会を執り行っていた
だいた JAPRS の皆様、ご参加の皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。また、末
筆になりますが、皆様の益々のご活躍並びにご発展を心よりお祈りしております。今後と
も何卒よろしくお願い申し上げます。



-14-

平成 28年度通常総会＆懇親会レポート

＜通常総会＞
　６月 10 日（金）、JAPRSは港区元赤坂の明治記念館２Ｆ「丹頂の間」において、平成
28 年度通常総会を開催し、平成 27 年度の事業報告書（案）、収支決算報告書（案）、平成
28 年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）、役員全員任期満了による新役員の選出に
ついて及び現行定款の変更（案）に関し正会員に諮り、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、書面表決書を含む 35 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
の高田 英男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 27 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 28 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。次に議長より第 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、続いて第４号議案「現行定款の変更（案）」
について佐藤事務局長より説明が行われ、全員一致で承認され、最後に議長である内沼会
長が閉会を宣し解散した。

＜懇親会＞
　通常総会終了後、18：30 より明治記念館１Ｆ「相生の間」において、正会員、準会員、
賛助会員及び招待者を含む 65 名が集い、懇親会が開催された。
　司会進行は総務委員会の中村 隆一氏（（株）ミキサーズラボ）が担当し、内沼前会長の

内沼 会長 総会

新理事
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挨拶に続き、新役員の紹介が行われた後、役員
代表として高田新会長の挨拶の後、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　
伊藤桂氏により来賓代表として挨拶が述べられ
た。
　続いて乾杯となり、恒例により本年から賛助
会員として新たに入会された国際アート＆デザ
イン専門学校・学校長 中野 寿郎氏により乾杯の
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、総務委員会・清水委員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。

経済産業省
伊藤桂 氏

国際アート＆デザイン専門学校
中野寿郎 氏

清水委員長
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DAWワークショップセミナーレポート

 株式会社メディア・インテグレーション
 前田　洋介

日　時：　平成 28 年６月 21 日（火）17：00 ～ 19：00
場　所：　株式会社メディア・インテグレーション
　　　　　ROCK ON PROセミナールーム

　矢継ぎ早に新機能を投入するAVID Pro ToolsソフトウェアVer.12.4をメインテーマに、
どのような機能が追加されたのかをご案内する内容でセミナーは開催されました。徐々に
導入の進むVer.12 は、ユーザーが注目する新機能が多数存在します。クラウドサービス
の開始や、コミット機能など多くの話題を持ち、実際にどのような更新が搭載されている
のかを確認しながらセミナーは進行しました。
　簡単にご紹介していくとVer.12 から Ver.12.2 ま
では HDのみの機能であったインプットモニター、
RAM Cash、各種メーターの利用を無印 Pro Tools
での実現などが追加されました。そしてその中で
徐々に進行する、クラウドコラボレーションへの
伏線としての機能。その代表は、起動時に現れる
ダッシュボードが更新されたということでしょう。
機能的には、特段変わったことはありませんが、コラボレーションで様々な追加が行われ
ることを見越して、デザインが一新されています。
　Ver.12.3 ではコミット、フリーズトラック機能が追加に。プラグインの互換が問題にな
ると考えられるクラウドコラボレーションの準備が整います。おさらいをすると、HDと
無印の機能の平均化による互換性の向上と、コミットトラック機能によりプラグインの効
果をオーディオデータするというもの。ほぼすべてのユーザーのセッションの互換性を確
保出来る土壌を整えたと言えます。
　そして遂にVer.12.4 でクラウドコラボレーションがスタートします。Ver.12.4 ではその
サービスの開始とともに、全てのサポート・プラン加入中のユーザーに対して 500GB の
クラウドスペースが提供されました。この容量は少なく感じるかもしれませんが、可逆圧
縮により１／３程度にまで圧縮されたデータがアップロードされるため、かなり余裕があ
ります。

　クラウドコラボレーションは、トラックごとに
設定できる共有のON/OFF、共有しているお互い
での同時変更に対しての対処など、様々な工夫が
盛り込まれ、ファーストバージョンながらかなり
の完成度があります。共有しているトラックのア
ップロードのタイミングも自動／手動が選べるの
で、任意のタイミングでの共有が可能。現状では、

最大３名での共有作業となるこの機能。今後、ユーザーの要望を受けて様々な更新が検討
されているということ。是非とも試してもらいたい機能です。
　Avid では年間サポート・プランの提供を開始し、その中でユーザーに対するしっかり
としたメリットを提示。同時にスタートしたAVID Pro Tools ソフトウェアのサブスクリ
プション版の提供と合わせて、クラウドコラボレーションに対しての期待感を感じていま
す。受講者の皆様には、非常に熱心に内容を確認され、多くのご質問を頂いたのが、印象
的なセミナーとなりました。
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第 15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

　７月３日（日）、札幌×２、仙台×２、新潟、東京×９、静岡、名古屋×３、大阪×３、
広島、那覇の９地区 23 ヶ所の団体受験会場に分散して実施された「第 15 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 598 名に対し、欠席者 69 名
を除く当日の受験者数 529 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、1000 点満点）が出題さ
れましたが、平均点は 724.4 点と
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 598 名　欠席 69 名　受験者 529 名
　　　最低点 250 点　最高点 1000 点（11 名）　平均点 724.4 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　75.9%　平均点　190 点
　　　Ⅱ . 電気音響とスタジオシステム
　　　　　　　　　 正答率　76.5%　平均点  191 点
　　　Ⅲ . レコーディング技術と先進技術
　　　　　　　　　 正答率　68.5%　平均点  171 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　68.8%　平均点  172 点

（３）得点別人数
　　　1000 ～ 900　 93 名
　　　 890 ～ 800　 95 名
　　　 790 ～ 700　109 名
　　　 690 ～ 600　115 名
　　　 590 ～ 500　 80 名
　　　 490 ～ 400　 27 名
　　　 390 ～ 300　　8名
　　　 290 ～ 200　　2名
　　　　　　　 0　　0名

 　 計　　　　529 名

（４）ランク別人数
　　  Ａランク　1000 ～ 901 点　　 86 名
　　  Ｂ　〃　　 900 ～ 701 点　　201 名
　　  Ｃ　〃　　 700 ～ 451 点　　222 名
　　  Ｄ　〃　　 450 ～ 201 点　　 20 名
　　  Ｅ　〃　　 200 点以下　　　　0名
　　  計  529 名

専門学校デジタルアーツ仙台専門学校ESPミュージカルアカデ
ミー
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 MQA社主催・技術説明会レポート

 （一社）日本音楽スタジオ協会技術委員長
 高田英男

１．主旨
ハイレゾ音源のロスレスによるデータコンパクト化MQA技術について
技術説明～音質試聴体験をする。

２．期日、会場
日時　平成 28 年 8 月 31 日（水）　14：00 ～
会場　（株）ソナ・リスニングルーム
　　　　東京都中野区弥生町 2-19-9　TEL03-5350-2621

３．参加人数
6名

４．内容
MQA技術説明＆試聴
講師　MQA社　チェアマン・CTO/Robert Stuart 氏
　　　MQA社　日本代表 /鈴木　弘明氏

５．MQA（Master Quality Authenticated）技術とは
　音質と利便性（操作性）を目指した技術。
①　時間軸（特性）管理を強化し、音質向上を図る。
　　A/D変換における時間的特性を改善し、時間軸の歪を改善。
②　データのコンパクト化を図りながら、高音質化を目指す
　　「音の折り紙」方式技術により大容量のデータのコンパクト化を図る。
　　　参考例
　　　データ転送レート
　　　MQA処理によりハイレゾ音源が平均転送レート　1.2Mbps

*CD 転送レート　1.4Mbps
③　利便性
　　MAQファイルはMQA再生環境がなくてもＣＤ以上のクオリティーで再生可能。
　　MQA再生対応機器により、ハイレゾ再生が出来る。
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６．試聴感想
高田個人的な感想
基準音源（ハイレゾ音源）をMQA処理して音質確認する。
・ 基準音質とは変化するが、デジタルデータを間引いた時の独特の音のザラツキ感
歪感などは無く、非常にアナログ的な素直な音質を感じた。
・特に中低域の量感が安定し基本音楽バランスは確保されている。
・超高域の伸び・開放感などが、基準音源と比較すると少し足りない感じがした。

７．纏め
ハイレゾリューションでの音楽制作において、容量の大きさは制作側にとっても、ハイ
レゾを楽しむお客様にとっても、厄介な問題でありMQA技術はその課題に対する一つの
技術提案である。今後特にハイレゾ音源のストリーミング配信やファイルダウンロードに
有効な技術と感じた。

お忙しい中、MQA技術説明会にご協力頂きました（株）ソナ、講師Robert Stuart 氏
鈴木　弘明氏に感謝申し上げます。
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第 13回 JAPRS認定「Pro Tools 技術認定試験」実施報告

　９月４日（日）、札幌×２、盛岡、仙台、郡山、東京×７、横浜、名古屋×２、大阪×３、
広島、博多の 10 地区 20 ヶ所の団体受験会場に分散して、「第 13 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 564 名に対して
507 名という結果となりました。また九州、広島地区は台風接近で心配されていましたが
無事に当日実施されました。
　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 69.2％、中級問題については 61.2％、
全体的な正答率は 65.2％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 605 名　欠席 98 名　受験者 507 名
　　　最低点 240 点　最高点 1,000 点（16 名）       総合平均点 649.7 点
（２）平均点詳細
　　　　初級１（Pro Tools 概要／ 120 点）：88.8 点
　　　　初級２（録音・編集／ 120 点）：80.1 点
　　　　初級３（ミキシング／ 110 点）：71.6 点
　　　　初級４（シンク・MIDI・用語集など／ 150 点）：105.9 点
　　　　◆初級計 346.4 点
　　　　中級１（Pro Tools 概要／ 120 点）：68.7 点
　　　　中級２（録音・編集／ 80 点）：53.2 点
　　　　中級３（ミキシング／ 140 点）：80.6 点
　　　　中級４（シンク・MIDI・用語集など／ 160 点）：94.7 点
　　　　◆中級計 303.3 点
（３）得点別人数
　　　1000 ～ 900　 67 名
　　　 890 ～ 800　 51 名
　　　 790 ～ 700　 80 名
　　　 690 ～ 600　102 名
　　　 590 ～ 500　 89 名
　　　 490 ～ 400　 77 名
　　　 390 ～ 300　 36 名
　　　 290 ～ 200　  5 名
　　　 200 ～ 0 名
　　　 　 計　　　507 名
（４）ランク別人数
　　　Ａランク　1000 ～ 901 点　 61 名
　　　Ｂ　〃　　 900 ～ 701 点　116 名
　　　Ｃ　〃　　 700 ～ 451 点　257 名
　　　Ｄ　〃　　 450 ～ 201 点　 73 名
　　　Ｅ　〃　　 200 点以下　　  0 名
　　　　　計 507 名

東放学園音響専門学校
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東洋化成（株）・末広工場施設見学会レポート　Vol.1

 株式会社フリーダムスタジオ
 目等　進

９月 17 日（土）に、東洋化成（株）・末広工場において、アナログレコードのカッティ
ング関連セミナー及びプレス工程の施設見学という内容による見学会が実施されました。
カッティングルームのスペースの関係で１班 10 名限定とし、午前・午後の２班による
合計 20 名の参加者により、セミナー・見学会が行われました。（参加者内訳：法人正会員
8社 9名、個人正会員 1名、賛助会員 5社 9名、レコード会社 1名）
参加者は、JR鶴見小野駅に集合し、末広工場入口で入館許可書の発行を受け、会議室へ。

高田会長の挨拶の後、レコード事業部に所属し、当日のセミナー、施設見学を担当する
以下の３氏が紹介されました。

石丸　仁氏（ディスク事業部部長代理）
手塚　和巳氏（ディスク事業部レコード課カッティングエンジニア）
萩原　直輝氏（ディスク事業部レコード営業課）

その後、カッティングルームへ移動し、手塚氏よりアナログレコードについて説明が行
われました。実際にレコード盤を手に取り、33 1/3 回転 LP レコードや 45 回転ドーナツ
盤などのレコード溝と再生するカートリッジの説明などをして頂きました。
次に、カッティングマシーンとシステムの説明です。音源に関しては、wav データ、
Analog テープ等どのような形式でも対応できるとのこと。デジタルデータに関しては、
「Pyramix」「HAPI」、テープに関しては、「TELEFUNKEN M-15」を再生器として使用
している。コンソールは、レコーディングと違い非常にシンプルな構成で、入力の切り替
え、2組の EQ、FADER等、コンパクトに構成されています。
カッティングに関して、アナログカッティング独特の「先行HEAD」に関する説明が
あり、カッティング前に信号を感知することによりレコード溝などの調整を行う。カッテ
ィングでのRIAA EQによる音圧補正の考え方、外周から内周に向かっての円速度による
カッティング音量などの問題、その対策として、Ａ面・Ｂ面の曲順などの苦労など。また、
「サ・シ・ス」などの子音のカットを行うリミッター／コンプレッサーの説明がありました。
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小休止を取った後、手塚氏により実際にラッカー盤にカッティングをして頂き、カッテ
ィング時の注意点などの説明があり、マスターとカッティング後の音質の差などを確認し
ました。ターンテーブルのインサイドフォースについての注意点や、ラッカー盤の外側に
カッティングした素材と、内側に切った素材の聴き比べなど、実際に聴き比べをすること
で音量の差や、質感の差など判り易く体感できました。
カッティングにおけるノウハウポイント。
（１） ラッカー盤にカッティングする時、音源を再生しその音源に適したピッチ幅を決

めてカットしますが、音楽を聴き込み先行ヘッドの信号を参考にカッティングマ
ンの感性で溝幅を調整し、音量感を調整しています。

（２） レコード盤は外周と内周ではカッティングの線速度が異なり、内周に行くほど線
速度が遅くなる為、周波数帯域が狭くなり音質がこもる感じになります。

（３） 内周に音量レベルの大きい音源を編成するとカッテイングが難しく、良い音に仕
上がらない事もあり、曲順の構成については内周に配列する楽曲を検討する事が
必要です。

次に萩原氏の案内で、プレス工場見学が行われ、カッティングマスター → プレスマス
ター → スタンパー のプレス過程の説明や、プレス器を前にして、アナログディスクの原
料となる塩化ビニールの固まりが、上下（Ａ面・Ｂ面）からのプレスで、レコード盤にな
るところを身近に見られました。また、バリ取りや、レーベルの接着なども自動化され、次々
と作られるレコード盤には、圧倒されました。シングル盤プレスでは、様々なカラー盤の
制作や、偏芯（レコード盤の中央のホール）のチェックなどの説明を受けました。
プレス工場の見学後、会議室に集合して、石丸氏、手塚氏によるＱ＆Ａを実施。参加者
からは、なかなか質問が出ませんでしたが、偏芯のチェックの重要性などをご説明頂き、
2011 年の東日本大震災の際に体験した様々な苦労話などをお聞きすることが出来ました。
レコード盤が再び話題になっている今、ハイレゾ音源を使った高音質レコードなど新た
なビジネスも登場しており、大変有意義で楽しいセミナーでした。
最後に、この施設見学会の開催にご協力をいただいた東洋化成（株）・末広工場の方々、
デスク事業部部長代理　石丸様・レコード課カッティングエンジニア　手塚様・レコード
営業課　萩原様に対し、この紙面をお借りして 、心よりお礼申し上げます。
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東洋化成（株）・末広工場施設見学会レポート　Vol.2

 （株）ミキサーズラボ
 ワーナーミュージック・マスタリング
 松永健司

この数年来、年々新譜発売数や生産量が増加傾向となっているアナログレコードに焦点
を当てた内容で、国内唯一のレコードプレスメーカーの東洋化成（株）・末広工場の施設
見学会が行われました。

期 日：平成 28 年９月 17 日（土）　／ 午前の部、午後の部、参加者各 10 名

当日は午後の部に参加、JR鶴見線の鶴見小野駅前からレンガ敷きの歩道を徒歩で向か
いました。CDプレス工場の規模が頭にあったせいか、建物はそれほど大きくなく少し想
定外でした。
それでは見学会の進行に添ってレポートいたします。

Ⅰ．「アナログレコードについて」
講師：手塚 和巳氏／ディスク事業部レコード課カッティングエンジニア

最初に見学したのは、レコードの元となるラッカー盤を作成するカッティングルームで
す。赤いソファーの奥に鎮座する、ノイマン製のカッティングマシンが印象的です。こち
らでエンジニアの手塚氏より、アナログレコードについて伺いました。
レコード世代の方々はよくご存知の事ですが、音声記録時に低音は小さく、高音は大き
くなる特性カーブのRIAA EQを通して溝を刻み、再生時には逆の特性カーブのフォノイ
コライザで元の状態に戻し増幅する、レコード録再の原理を解りやすく説明いただきまし
た。
収録時間や音量によって、先行した音声で記録する溝幅を変動させる事や、外周と内周
の線速度差による再生特性の違いが収録曲順を左右していた事など、興味深い内容ばかり
でした。

Ⅱ．「カッティング＆プレイバック」
講師：手塚 和巳氏

次に、実際にラッカー盤にカッティングをして
再生試聴を行います。素材再生機からのアナログ
音声は、調整卓で音質や音量を決め、カッティン
グアンプでRIAA EQを経て増幅し、カッターヘ
ッドに送られます。
今回はDAWでビッグバンドの音源を再生し、外周と内周に同じ音を刻み、違いを聴
き比べます。再生はカッティングマシンに備え付けのカートリッジで行います。
まず外周の再生音は素材同様のレンジ感で、本当にカートリッジで拾った音なのかと疑
う程にクリアです。そして内周ですが、シンバル等の高域の特性が落ち、音像がややぼや
けて歪み感さえある印象でした。その後のDAW再生音との切替え比較でも、外周はど
ちらが鳴っているのか判らない程の高音質で、アナログレコードのポテンシャルの高さを
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実感しました。
顕微鏡でカットした溝を覗くと、細かいギザギザの高域の振幅と、緩やかな低域のカー
ブが確認でき、隣の溝に干渉せず奇麗に並んでいました。この溝の振幅を針が拾い、ソー
ス同等の音質を再現できる事の凄さを再認識しました。

Ⅲ．「プレス見学」
担当：萩原 直輝氏／ディスク事業部レコード営業課

カッティングされたラッカー盤をもとにメッキ行程を繰り返し、ラッカー盤とは逆溝の
スタンパーが作成されます。建物の一階に降りて、最後のプレス行程を見学しました。
プレスマシンの上下にセットされたAB面のスタンパーが、高温の塩化ビニールの固ま
りを挟んで溝を整形しつつ、レーベルを同時に圧着します。LPのプレスの圧力は 100 ト
ンに及ぶそうです。そして圧着済みの盤をターンテーブルに移動し、外周にはみ出たバリ
をカッターで切り取り、最後にスピンドルに納める所までの工程を 1台のマシンが行いま
す。プレスマシンの動きはからくり仕掛けの様で、一見の価値ありです。
こちらでは、安定した再生の為に、通常の LPより 50 グラムほど重く形成した、重量
盤レコードも作成できます。

Ⅳ．「Ｑ＆Ａ」
講師：手塚 和巳氏　　　石丸 仁氏／ディスク事業部部長代理

見学中に手塚氏に伺った「カッティングしやすい音源は何か」の質問には、「アナログ
テープ素材が良い結果が出やすい」と仰っていました。テープに録音する事による自然な
コンプレッションとレンジ感が、レコードには適しているのかもしれません。アナログレ
コード全盛時代の主立ったマスターメディアですから頷けました。今では各種フォーマッ
トの音声ファイルの他、CDマスターの標準であるDDPの素材も受け入れているそうです。

カッティングからプレスまでの工程を実際に見ることができ、興味深く学べた見学会で
した。東洋化成の皆様、お忙しい中貴重な体験をさせていただき、どうもありがとうござ
いました。

手塚和巳氏 萩原直輝氏



-27-

第 28回 JAPRSゴルフコンペ

10 月 14 日（金）、昨年に続き神奈川県厚木市の大厚木カントリークラブ桜コースにお
いて、第 28 回目を迎えた JAPRS ゴルフコンペが開催された。参加者は JAPRS 法人正会
員９社 12 名、個人正会員２名、賛助会員４社５名、JAPRS 会員OB３名、関連会社等６
名 合計８組 28 名で、早朝 7：30 に全員遅刻者もなくクラブハウスの受付が完了しました。
　8：15 にクラブハウス前集合となり、コンペ幹事の（株）ソナ・萩原 一哉氏よりルー
ル等の説明の後、参加者全員の記念写真を撮影後に IN、OUTコースに分かれ、無事にコ
ンペがスタート。
　競技終了後、クラブハウス 2Fにおいてパーティーが開催され、本年度の優勝者・明地 
権氏をはじめ、各賞が参加者に手渡され、最後に清水総務委員長の挨拶が行われ、無事に
コンペ終了。

＜主な成績＞
優　勝：明地 権／サウンド・シティ GROSS 86　NET 72.8
準優勝：高橋 哲也／太陽保険 　〃 92　 〃 72.8
３　位：内沼 映二／ミキサーズラボ 　〃 96　 〃 73.2
ベストグロス賞：森 知明／莫 　〃 83
ニアピン賞：萩原 一哉×２、菊地 功、森 知明
ドラコン賞：中村 隆一、高橋 哲也、三浦 瑞生、佐藤 茂 （敬称略）

 優勝・明地権氏
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 JAS・音のサロン＆カンファレンス講演報告

　　  MIXER’ S LAB
            サウンドプロデューサー　高田英男

期日　2016 年 10 月 29 日（土）、30 日（日）
会場　秋葉原・富士ソフト アキバプラザ

講演テーマ
ハイレゾ時代における感性価値から見た音源制作～ハイレゾリファレンスディスク試聴。

内容
STEREO SOUND社音源制作、ハイレゾリファレンスディスク制作における録音制作へ
の拘り、各フォーマット＆スペック違いによる音質的特徴を紹介。
＊詳細は当日説明資料

ハイレゾリューションフォーマットによる音の表現ですが、大きく分けて二つの
ポイントに整理されます。

①　bit レンジ（分解能）の深度が深まる音の変化。（16bit ～ 32bit）

　　「音質の基本が改善される」
・低音域が太く安定したサウンド
・アコースティック楽器における音の芯がしっかり表現出来る。
・各楽器の音色が硬くなく素直な音色で表現される。
・ピアニシモに緊張感があり、余韻感が美しく表現出来る。

②　サンプリング周波数による音の変化

　　（fs44.1kHz ～ 384kHz, DSD2.8MHz ～ 11.2MHz）
　　「音の表現力が増す」
・音の歪感が減少する。
・音のリアリティー感が増す。
・音の鮮度感が増す。

物理的特性の改善

bit レンジ（分解能）の深度が深まり、更にサンプリング周波数が高くなる相乗効果にて
ハイレゾリューションならではの音の世界が表現される。
①　音の開放感が増し、広い音場空間が創れる。
②　高解像力による各楽器＆声などリアリティー感が増す。
③　 演奏しているアーティストの感情・緊張感・気・・・など音に感じ取れる世界によ
りアーティストそれぞれが目指している独自の音色創作への大きな力となる。



-29-

ハイレゾリファレンス・チェックディスクを制作して

音楽を表現する音の器が大きくなることで、アナログ的音の魅力も備えた新たな音の世
界が構築されています。アナログテープ録音ならではの独特の音の世界（音の艶とか、心
に響く音色）とか、デジタル化される事により音のニュアンスが伝わり難いとされたデジ
タルの音の世界が、技術の進化に伴いハイレゾリューションにより表現出来る時代となっ
ています。併しながら大切な事はフォーマットやスペックは音を表現する為のあくまでも
手段なのです。
音楽における良い音の定義は個人の好みの世界であり、物理的領域は音質を判断する材
料の一つです。音楽を表現する器の力が大きくなった事により音楽を楽しむ手段が増し、
更なる「音楽の魅力・オーディオの魅力」に繋がって来ると感じています。
このハイレゾリファレンス・チェックディスクが皆様の音楽を楽しむ音源の一つとなり、
録音制作～再生技術の探究に少しでも貢献出来ればと思っております。
素晴らしい音楽を提供して頂きましたTOMA & MAMI with SATOSHI の皆様に心よ
り感謝申し上げます！
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Inter BEE 2016 賛助会員社ブースツアーレポート

 株式会社メディア・インテグレーション
 岡田　詞朗

2016 年 11 月 16 日（水）から 11 月 18 日（金）の 3日間に渡り、幕張メッセ（千葉市
美浜区）にて第 52 回 2016 年国際放送機器展が開催されました。出展者数は記録を更新、
昨年の出展者数 996 社から 1.090 社（うち海外 34 カ国・地域から 593 社）に増加、1,926
小間（昨年は 1,780 小間）が展開されていました。また登録来場者数は 1965（昭和 40 年）
年のスタート以来過去最多となる 38,047 名を記録したとのことです。
今年は新たに次世代メディアとして活用が期待されるVR（バーチャルリアリティ）、
インタラクティブ、IoT（インターネット オブ シングス）、360 度映像、没入感映像、超
臨場感映像等の新しい映像表現技術や、市場が広がるライブ演出、ライブビューイング等
のエンターテインメント関連技術を出展対象に追加、「プロオーディオ部門」、「映像表現／
プロライティング部門」、「映像制作／放送関連機材部門」、「ICT／クロスメディア部門」
の 4展示部門構成での実施となりました。
そして期間中の11/17（木）に4回目となる「Inter 
BEE 2016 賛助会員社ブースツアー」を今年も行
わせて頂きました。今年は賛助会員17社が 対象で、
午前と午後の部に分けての進行（昨年同様、途中
お弁当休憩がありました！）が、10 時 30 分～ 14
時 30 分の予定範囲内で実施出来ました。4回目と
もなり、その運営と進行にある種の慣れが生まれ、
今回はとてもスムーズに実行出来たと思っており
ます。
JAPRS の正会員及び賛助会員の特に若い世代
での人的交流を目指して本ブースツアーを立ち上げたのですが、開催場所の地理的な問題
や、開催時間帯の問題などからなかなかその目標達成が難しい状況ではあります。ただ賛
助会員側は当然ながらブース付けのため、顔の見える交流は実現出来ていると思いますの
で、ブースツアーを継続することにより少しづつ目標が達成出来ることを希望し、今後も
活動を続けていきたいと思っております。
最後になりますが、ご協力頂きました事務局の方々、賛助会員各社のご担当者様、そし
てツアーに参加頂いた方々、ありがとうござました。

Inter BEE 2016 賛助会員社ブースツアー参加賛助会員 17社

アビッド テクノロジー株式会社、 株式会社アユート
株式会社エムアイセブンジャパン / 株式会社シンタックスジャパン
オタリテック株式会社、 株式会社オーディオテクニカ
有限会社グルーヴ、 株式会社 サンフォニックス
株式会社静科、 スチューダー・ジャパンーブロードキャスト株式会社
ゼンハイザージャパン株式会社、 ソリッド・ステート・ロジック・ジャパン株式会社
タックシステム株式会社、 日本音響エンジニアリング株式会社
ヒビノインターサウンド株式会社、 ミックスウェーブ株式会社
株式会社メディア・インテグレーション、 メモリーテック株式会社
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第 23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 23 回目の実施にあたり、一般社団法人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、一般社団法
人演奏家権利処理合同機構MPN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、一般社団法人日本民間放送連盟、株式会社ステレオサウンドの協賛、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、プロサウンド、レコード芸

術の賛助、並びに（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、オタリテック ( 株 )、（株）ミキサーズラボ /ワー
ナーミュージック・マスタリング、ミックスウェーブ（株）、東放学園音
響専門学校の協力により「第 23 回日本プロ音楽録音賞」を実施し、平成
28 年 12 月６日（火）、目黒雅叙園３Ｆ「カシオペア」に於いて授賞式、
２Ｆ「華つどい」に於いてパーティーが開催され、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、はじめに内沼名誉会長が運営委
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 伊藤　桂氏が来賓代表として挨拶された
後、６部門計 12 作品および審査員特別賞、ベストパフォーマー賞並びに、新人賞につい
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６部門および
ベストパフォーマー賞、新人賞を対象に行われ、全 100 作品の応募から
CD部門「クラシック、ジャズ、フュージョン」：２作品、CD部門「ポッ
プス、歌謡曲」：２作品、ハイレゾリューション部門「2ch ステレオ」：２
作品、ハイレゾリューション部門「マルチ ch サラウンド」：２作品、放
送部門「2ch ステレオ」：３作品、放送部門「マルチ ch サラウンド」：１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、
更に審査員特別賞１作品、ベストパフォーマー賞１作品、新人賞２作品が選ばれました。

　今回は、各部門の最優秀作品、優秀作品および審査員特別賞、ベストパフォーマー賞、
新人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、新人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、36 頁以降に掲載
させていただきます。

内沼 映二・運営委員長

経済産業省・伊藤 桂氏

CD部門　クラシック、ジャズ、フュージョン / 応募総数：22 作品
CD部門　ポップス、歌謡曲 / 応募総数：18 作品
ハイレゾリューション部門　２ch ステレオ　ジャンルを問わず / 応募総数：22 作品
　　　　 （SACD、DVD、BD&ノンパッケージ作品）
ハイレゾリューション部門　マルチchサラウンド　ジャンルを問わず / 応募総数：８作品
　　　　 （SACD、DVD、BD&ノンパッケージ作品）
放送部門　2ch ステレオ / 応募総数：21 作品
　　　　 （ラジオ番組：ＡＭ、ＦＭ、衛星放送）（有線放送）
　　　　 （テレビ番組：地上波、衛星放送）
放送部門　マルチ chサラウンド / 応募総数：９作品
　　　　 （テレビ番組：地上波、衛星放送）
審査員特別賞
ベストパフォーマー賞
新人賞
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第 23 回日本プロ音楽録音賞
授賞式次第

１、主催者代表挨拶
　　　　　第 23 回日本プロ音楽録音賞　運営委員長
　　　　　一般社団法人日本音楽スタジオ協会　　 名誉会長　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　伊藤　桂　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
　　　　ＣＤ部門　クラシック、ジャズ、フュージョン
　　　　　一般社団法人日本オーディオ協会　　 　  会長　校條　亮治
　　　　　一般社団法人日本音楽スタジオ協会　　　 　　 会長　高田　英男
　　　　ＣＤ部門　ポップス、歌謡曲
　　　　　一般社団法人日本レコード協会　　　　　　 理事  畑　陽一郎
　　　　　日本ミキサー協会　　　　　　　　　　 理事長  吉田　　保 
　　　　ハイレゾリューション部門　2ch ステレオ
　　　　　一般社団法人日本音楽スタジオ協会　　　　 名誉会長　内沼　映二
　　　　　一般社団法人日本音楽スタジオ協会　　　　　　　　　 会長　高田　英男
　　　　ハイレゾリューション部門　マルチ ch サラウンド
　　　　　日本ミキサー協会　　　　　　　　　　　　   　　 理事長  吉田　　保　
　　　　　一般社団法人日本音楽スタジオ協会　　　　　  監事　清水　三義       
　　　　　放送部門　2ch ステレオ
　　　　　日本放送協会放送技術局制作技術センター 専任局長　熊井　秀哲
　　　　　放送部門　マルチ ch サラウンド
　　　　　日本放送協会放送技術局制作技術センター　　  専任局長　熊井　秀哲
　　　　　音響ジャーナリスト
　　　　　株式会社マクス 代表取締役　加藤　茂樹

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
　　　　　一般社団法人演奏家権利処理合同機構ＭＰＮ 副理事長　松武　秀樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事長　椎名　和夫

５、新人賞の発表及び表彰並びに審査員講評
　　　　　一般社団法人日本音楽スタジオ協会　　　　 名誉会長　内沼　映二

６、受賞者代表挨拶
　　　　ハイレゾリューション部門　マルチ ch サラウンド　最優秀賞　
　　　　　マスタリング・エンジニア
　　　　　日本コロンビア株式会社  佐藤　　洋

 　以上
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ＣＤ部門　「クラシック、ジャズ、フュージョン」
　　　　（写真は☆印の代表エンジニア）

［最優秀賞］
■作品「CUBIC MAGIC」 （SICL-10001）より「Summertime」
　　　 THREESOME  CD

発売元：株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ

☆ミキシング＆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）

〈受賞のことば〉
世界で活躍するジャズメン、マリーン、吉田

次郎、クリヤ・マコトのスーパートリオ THREESOMEのアルバム「CUBIC MAGIC」
は DSD ハイブリッド・ディスクの作品です。そして、受賞曲はその中の一曲
「Summertime」です。SONOMAを駆使した、DSD（2.8M ）２チャンネル同時録音です。
３名のアーティストはもちろん、エンジニアを含め、スタジオにいるすべてのスタッフ
がよい緊張感のなか、レコーディングが行われました。
サウンドチェックはありましたが、曲ごとのリハーサルはありません。私は、曲のサイ
ズ、各ソロのタイミング、エンディングがまったくわからないままレコーディングが始ま
りました。ヴォーカルが入る２チャンダイレクトレコーディングは、殆ど経験がなく、と
ても緊張しました。
苦労した点は、ドラム、ベースのいない編成で、リズム感、サウンドのボトムをどのよ
うにバランスをとるのか、そして、全体のダイナミクスのコントロールです。
ヴォーカルの音量をどのように調整するのか、コンプレッサーを使用しましたが、場面
ごとに調整を瞬時に行うことが難しかったです。
個性溢れる３人の演奏は素晴らしいもので、完璧なバランスとは言えませんが、生きて
いる音楽が録音できたと思いました。緊張感のあるアーティストのエネルギーが伝われば
幸いです。
この度このような賞を頂き、大変光栄に思うとともに、この作品に関わられた多くの方々
に深く感謝申し上げます。これを励みにまた精進してまいりたいと思います。

○アシスタント・エンジニア：野口　素弘
 （株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）

［優秀賞］
●作品「PANDASTIC!!～Newest Standard ～」 （COCQ-85282）より
　　　 「「スター・ウォーズ」メイン・タイトル」
　　　ぱんだウインドオーケストラ　 CD

発売元：日本コロムビア株式会社　　

☆ミキシング・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：毛利　篤　（日本コロムビア株式会社）
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○セカンド・エンジニア：今井　信介　　（日本コロムビア株式会社）

ＣＤ部門　「ポップス、歌謡曲」
　　　　（写真は☆印の代表エンジニア）

［最優秀賞］
■作品 「11.」（VICL-64486）より「Killing you」  

paris match　CD
発売元： 株式会社 JVCケンウッド・ビクターエンタテ

インメント 

☆ミキシング・エンジニア：谷田　茂　
（株式会社 JVC ケンウッド・ビクターエンタ
テインメント）

〈受賞のことば〉
この度は第 23 回日本プロ録音賞、最優秀賞にご選定頂き誠にありがとうございます。
パリスマッチの杉山洋介さん、ミズノマリさん、作詞家の古澤辰勲さんをはじめ、この作
品に関わられたミュージシャンやスタッフの方々に深く感謝の意を表します。
 今年、惜しくも 61 歳でこの世を去られた日本を代表するギタリストの松原正樹さんの超
絶にカッコいいソロがフィーチャーされたこの楽曲での受賞に私も大変興奮しておりま
す。松原さんの魂が最優秀賞に押し上げてくれたのだと思います。　
　パリスマッチの音楽は杉山さんが作り出す極上なグルーヴとミズノマリさんのクールな
ヴォーカルによって成り立っています。特に歌のメロディーラインは、一度聴けば、スッ
と体に入ってくるほど心地よく、今回の「killing you」もブラスセクションの超越プレイ
とのコラボレーションも聴き所です。ハイレゾ対応という事もあり 96kHz24bit で作業し
ました。
　配信サービスの拡大により音楽業界、特にレコード業界は大変な時代を迎えてしまいま
したが、われわれエンジニアが関わる “音を録る” プロセスは決してなくなる事はありま
せん。これからもプロとして、“プロの仕事” を提供していく姿勢を堅持し、音楽業界の
更なる発展に貢献していきたいと思います。

○マスタリング・エンジニア：川﨑　洋　　　（FLAIR MASTERING WORKS）
○レコーディング・エンジニア：杉山　洋介　（coolism productions）

［優秀賞］
●作品 「Colorful Monster」（SRCL-8964 ～ 5）より「Lady Marmalade」
　　　 Little Glee Monster　CD

発売元：Sony Music Labels Inc.

☆ミキシング・エンジニア：村上　宣之
 （株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ）
○マスタリング・エンジニア：酒井　秀和
 （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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ハイレゾリューション部門　「2ch ステレオ」
　　　　（写真は☆印の代表エンジニア）

［最優秀賞］
■作品「Guitar Is Beautiful KW45」より「Bolero［押尾コータロー×渡辺香津美］」
　　　 渡辺　香津美　フォーマット：96kHz/24bit

発売元：株式会社ワーナーミュージック・ジャパン

配信元：e-onkyo music

☆ミキシング＆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）

〈受賞のことば〉
受賞した「ボレロ」が収録されているアルバ
ム「ギター・イズ・ビューティフル」は、2015
年にギター生活 45 周年を迎えた渡辺香津美が
【デュオ】をテーマにして弦を紡ぎながら、思いも新たにギターの魅力を提示した作品です。
参加メンバーは、リー・リトナー、マイク・スターン、Char、押尾コータロー、
SUGIZO、伊藤ゴロー、生形真一（Nothing's Carved In Stone）、三浦拓也（DEPAPEPE）、
沖仁、高田漣、井上銘、という素晴らしいギターリストたちです。
録音はスタジオのワンフロアーを使用し、香津美さん押尾さんが互いの音を聴きながら、
緊張感のあるレコーディングが行なわれました。
演奏は素晴らしく、楽器の音色と語り合うアンサンブルを大事に、そのままの素直な感
じをレコーディングするよう心がけました。
それぞれにオンマイクとオフマイクを立て、Pro Tools 96kHz24bit のマルチ同録でした。
東京に戻り、セクションごとのバランスを大事に音量、リバーヴの調整を行い
96kHz24bit でミックスを行いました。
ちょっとしたバランスで今まで２人が語り合って聴こえていたサウンドがすぐに変わっ
てしまう、シンプルなギター 2本のミックスの難しさと楽しさをこのアルバムで経験しま
した。
この受賞を励みに精進努力し、また、多くの皆様に喜んで頂けるような音（音楽）づく
りをしていきたいです。この度はありがとうございました。

［優秀賞］
●作品「Ballerina」より「Sapphire Blue」　川上　さとみ　フォーマット：96kHz/24bit

発売元・配信元：株式会社ポニーキャニオン　

☆ミキシング・エンジニア：川崎　義博
 （株式会社ポニーキャニオン）
○マスタリング・エンジニア：多田　雄太
 （株式会社ポニーキャニオン）
○アシスタント・エンジニア：小林　寛将
 （株式会社ポニーキャニオン）
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ハイレゾリューション部門　「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］
■作品「ムソルグスキー（ラヴェル編）：組曲 «展覧会の絵 »」 （COGQ-88）より
　　　 「鶏の足のうえの小屋」「キエフの大門」
　　　 アンドレア・バッティストーニ指揮 東京フィルハーモニー交響楽団　SACD　5.0ch
　　　 発売元：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）
〈受賞のことば〉
この度は、ハイレゾ部門マルチ ch サラウ
ンド「最優秀賞」に選定していただき、あ
りがとうございます。レコーディングエン
ジニアの塩澤氏と共に、常に魅力ある作品
づくりを目指し臨んでいる中で、このような形で評価して頂けたことは、とても嬉しく光
栄に思います。
この作品は、イタリアの若き俊英指揮者バッティストーニと、この 10 月より彼を首席
指揮者のポストに招いた東京フィルによる、計算し尽くされた楽器バランスと濃密な表情
付けがなされている絢爛豪華な管弦楽作品です。
今回、ライヴならではの空気感や空間性を最大限に活かすことをポイントとして、“ス
テージ上のニュアンスやバランス、ダイナミクス表現を損なわぬよう、ナチュラルさを最
も大切に” というリクエストでしたので、マスタリング作業においては、出来る限りシン
プルな機材セッティング、必要最低限の処理で、原音を大切に、音の粒立ちと距離感に注
意し、躍動感ある作品を目指しました。明るく鮮明な迫力ある演奏を、会場の広がりと共
に楽しんで頂けましたら幸いです。
最後に新たな発見、貴重な経験をさせて頂けたこの作品に携われたことを、関係者の皆
様に心から感謝申し上げます。
これからも、この栄えある賞を励みに、魅力ある音楽を一人でも多くの人に楽しんでも
らいたいという気持ちで取り組み、努力していきたいと思っております。本当にありがと
うございました。

○ミキシング・エンジニア：塩澤　利安　（日本コロムビア株式会社）
○セカンド・エンジニア：川上　真一　　（日本コロムビア株式会社）

［優秀賞］
●作品「Franz Schubert No-14 in D minor Death and the Maiden」より
　　　  「第一楽章 Allegro」　Unamas Strings Quintet
　　　 フォーマット：192kHz/24bit　5.1ch
　　　 発売元：UNAMAS LABEL
　　　 配信元：e-onkyo music 

☆ミキシング＆マスタリング・エンジニア：沢口　真生 （沢口音楽工房）
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放送部門　「2ch ステレオ」
　　　　（写真は☆印の代表エンジニア）

［最優秀賞］
■作品「第 14回東京ジャズ Vol.2」より
　　　  「CONCERTO FOR PIANO&ORCHESTRA 第 3 楽章 A NEW DAWN（新しい

夜明け） 」
　　　 ボブ・ジェームス＆東京フィルハーモニー交響楽団

日本放送協会　HDTV　stereo　2015 年 10 月 14 日放送

☆ミキシング・エンジニア：北島　正司
 （日本放送協会）
〈受賞のことば〉
この度は栄誉ある賞をいただくことにな
り、心より感謝を申し上げます。
この楽曲はBob　James さんが大船渡を

訪れ、東日本大震災の復興を願って作曲さ
れたもので、第 14 回東京ジャズで世界初
披露されました。楽器編成と演奏者を主催者側から教えていただいた段階で、コンタクト
マイクを使用して録音できないか、音響を担当されていた鳥羽さん「㈱エピキュラス」に
ご相談差し上げたところ、主催者・演奏者に協力を依頼してくださり、コンタクトマイク
を使用して録音することが可能になりました。録音に使用した回線数は 90 を越えました
が、フロアーチームは全てのマイクを確実にセッティングし、10 分という短時間で転換
してくれました。また、トラックダウンでは丁寧に細かく EDIT を施してくださったお
陰で、作品の表現力を豊かにすることができました。多くの皆さんのお力添えが今回の受
賞に繋がったと実感しております。この場をお借りして、御礼申し上げます。
今回の作品で苦労した点は、コンタクトマイクを使用して録音すると、どうしても不自
然になってしまう音色と距離感をなんとか自然に表現し、この楽曲の魅力である、ジャズ
トリオのスピード感とオーケストラのダイナミックな迫力を融合することでした。なかな
か思い通りにならず、試行錯誤を重ねながら、なんとか納得のいく作品に仕上げることが
できました。今回の受賞を糧に、今後もより良い作品づくりに尽力してまいります。本当
にありがとうございました。

○セカンド・エンジニア：満尾　智子　　　　（日本放送協会）
○フロアー・チーフ：松藤　伸也　　　　　　（日本放送協会鹿児島放送局）
○アシスタント・エンジニア：宮下　真理子　（株式会社 SCI）

［優秀賞］
●作品「音楽の日」より「大空と大地の中で」　松山　千春

株式会社TBSテレビ　HDTV　stereo　2016 年７月 16 日放送

☆ミキシング・エンジニア：相馬　敦　（株式会社TBSテックス）
○セカンド・エンジニア：森　和哉　　（株式会社TBSテレビ）

ⓒ 14th TOKYO JAZZ FESTIVAL
Photo by ⓒ岡利恵子
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●作品「KIRIN BEER″ Good Luck″ LIVE」より「Life is Beautiful」　平井　大
株式会社エフエム東京　FM　stereo　2016 年６月 25 日放送

☆ミキシング・エンジニア：秋山　拓也　（株式会社エフエム東京）

放送部門　「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］
■作品「プレミアムシアター」より
　　　 「新国立劇場公演 歌劇「沈黙」より「第 2幕 第 14 場 牢」
　　　 下野竜也：指揮　宮田慶子：演出
　　　 小餅谷哲男、黒田博、高橋薫子、東京フィルハーモニー交響楽団

日本放送協会　HDTV　5.0ch　2015 年９月 28 日放送

☆ミキシング・エンジニア：山縣　淳一　　　　
 （株式会社NHKメディアテクノロジー）
〈受賞のことば〉
NHK  BS プレミアムで放送された番組、プレ
ミアムシアター 新国立劇場 歌劇「沈黙」が、「第
23 回日本プロ音楽録音賞」最優秀賞を受賞でき
たことを、大変嬉しく思っています。今回の受賞を、制作に携わった関係者一同、大変喜
んでおります。番組制作にあたり、新国立劇場の皆様、歌手の皆様、舞台スタッフ、東京
フィルハーモニー交響楽団、その他多くの方々にご協力頂きました。この場を借りて、御
礼を申し上げたいと思います。
本番組の収録は、2015 年 6 月 27 日と 29 日に、東京渋谷の新国立劇場で行いました。
音声収録は、NHK長野局の松本氏を中心に行われました。私は主にトラックダウンを担
当しましたが、劇場での収録にも参加し、ミキサーの立場からの様々な要望や提案をしま
した。
ミキシングは、劇場の雰囲気が視聴者に伝わること、音が映像にマッチすること、日本
語の歌詞がオーケストラの響きに埋もれないこと、また FMラジオ放送用にダウンミッ
クスしてもバランスが崩れないこと、これらに特に注意して作業を進めました。
また、マルチマイクによる収音では、被りによる音の劣化に悩まされ、特に空間の狭い
オーケストラピットでは、それが顕著に現れますが、不要なマイクを徹底的にOFFする
よう、今まで以上に時間をかけてフェーダーオートメーションを書きました。またDAW
のノイズリダクションツールを活用し、会場ノイズを可能な限り取り除きました。
更に良い音質の番組制作を目指して、今後も様々な工夫と努力を重ねて行きたいと思い
ます。

○レコーディング・エンジニア：松本　靖司　（日本放送協会長野放送局）

審査員特別賞
●作品「第 28回全日本マーチングコンテスト」より
　　　 「Moonlight Serenade ～ Swing Swing Swing」　　玉名女子高等学校

株式会社スカイ・エー　HDTV　5.1ch　2016 年１月４日放送
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☆ミキシング・エンジニア：神田　雅之　（朝日放送株式会社）
〈受賞のことば〉
放送コンテンツの中でマイナーな存在の吹奏
楽。その中でも高校生が演奏するマーチングコ
ンテストが審査員特別賞に選ばれたこと、驚き
とともに大変光栄に思います。
私たちが関わる全日本マーチングコンテスト
の収録、MA作業は 2011 年、CS チャンネル・
スカイAでの放送開始に合わせて始まりました。演奏者が前後左右に動いていく様子を
テレビの前の方々が音を聞きながら素直に感じられるように、また 5.1ch 放送なのでサラ
ウンド環境をお持ちの方にも満足いただける音作りを目指してきました。
マイキングは毎年悩みながら決定するのですが、2015 年は下記の通りとしました。

それぞれのマイクには素晴らしい音が入ってくるのでMIX作業は楽しく行うことがで
きました。が・・・現場音の忠実な再現に重きを置く制作意図、テレビ放送向けのダイナ
ミクス管理、音声マンとしての個人的思い、の３つが交錯して生まれたのがこの番組の音
です。
受賞作品となった玉名女子高校は演奏順が最初でした。番組内でも最初の演奏演技とな
るため、彼女らの若さ溢れるダイナミックかつ繊細な音を視聴者に感じてもらい、全国大
会の緊張感やレベルの高さを伝えたい、という思いが今回の結果につながったと思います。
マーチングというマイナー作品にも耳を傾けていただいた審査員皆様の柔軟な審査に心
より感謝するとともに、今後より一層良い音が届けられるよう努力します。
本当にありがとうございました。

株式会社大阪城ホール
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○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：清水　俊孝　（株式会社アイネックス）

ベストパフォーマー賞
■作品「” calling”」より「春よ、来い 」　吉田　美奈子　　CD

発売元：株式会社ラ・ラ・ルー・プロダクションズ　

アーティスト：吉田　美奈子
〈受賞のことば〉
第 23 回日本プロ音楽録音賞・ベストパフォーマー
CD「calling」から「春よ、来い」受賞への感謝！
　この度は、思い掛けない賞を頂戴して、驚いてい
るやら気恥ずかしいやらで、兎に角、感謝の気持ち
いっぱいで居ります。但し、私の実兄である吉田保
も審査員と知り、裏取引を疑う輩もきっといるのでは？との懸念も致しますが…（笑）と
もあれ、「歌手」としての受賞に、何よりも喜んでいるのは確かです。
　理由は、長年、言ってみれば水面ギリギリの場所でバタ足をしながら、音楽家としてこ
の業界に生息して居ります私は、現在、数十本に及ぶツアーを毎年恒例で行い、一心に「歌
う」と云う行為、その表現の重要さ、何よりも「歌手」としてその美しい楽曲を、あらゆ
るスキルや感性を以ってカバーさせて頂く時、その作家自身の、一番大切にすべき「思い」
を可能な限り正しく理解し、最上級の敬意を表し、その楽曲をご自身にももっと好きにな
って頂ける様な納得の歌唱を、と常に心掛けているからです。（因みに、この楽曲を作ら
れた松任谷由実さんには、当然ながら直々に歌唱の許諾を頂戴しています。）
　世間は、カバーCD流行りである事から、単に、流行の歌だから、とプロと称される歌
手が、素人以下と思える粗雑な歌唱でもリリース出来てしまう状況に辟易していたところ
でしたので、こうして、この思いを伝えられる場所までも頂戴出来たのは、私自身へも、
今後も慢心せず精進する様に、と音楽の神様が導いてくださったのだと感じられ、とても
嬉しい出来事となりました。ありがとうございます、謹んでお受け致します！
 吉田　美奈子
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新人賞
■作品「ストラト」（KSCL2725）より「ストラト」　NICO Touches the Walls　CD

発売元：Sony Music Labels Inc.

☆ミキシング・エンジニア：米山 雄大
（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〉
この度は、第 23 回日本プロ音楽録音賞の新人賞に
選出して頂き、大変光栄です。
本作品は、NICO Touches the Walls のシングル「ス
トラト」に収録されています。
本作のRec&Mix を担当させて頂きました。
この賞がいただけたのは、バンドのメンバー、プロデューサー、ディレクター、スタッ
フのおかげだと思っています。
来年は優秀賞が受賞出来るよう、精進していきたいと思います。

■作品「Call me」より「Misty feat.Takana Miyamoto」 
　　　 Ryu Miho　フォーマット：DSD 11.2MHz/1bit

発売元：キングレコード株式会社

配信元：e-onkyo music 

☆ミキシング・エンジニア： 慎　秀範
（DCG合同会社）　

〈受賞のことば〉
この度はこのような過分な賞を頂きましてとて
も光栄です。
以前からレコーディングに参加している Ryu 
Miho さんの作品で、今回もミュージシャンの出
音とプロデューサーのビジョンと、アーティスト
の世界観に寄り添って録音する事が出来たので、この仕事をご評価頂きとても嬉しいです。
新人賞という事で初心を忘れずにこれからも精進してまいります、皆様お仕事くださ
い！

審査委員会

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・Ｄ・Ｅ 審査委員： 内沼　映二、川澄　伸一、北川　照明、椎名　和夫、

塩澤　利安、清水　三義、髙城　　賢、高田　英男、
増田　　晋、松尾　順二、松武　秀樹、三浦　瑞生、
森元　浩二、吉田　　保、脇田　貞二、渡辺　昭人

部門Ｆ 審査委員： 加藤　茂樹、石野　和男、亀川　　徹、清水　幸男、
高橋　正勝、深田　　晃

 （以上 50 音順）
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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ミキシン
グ・エンジニア、マスタリング・エンジニア及び審査員特別賞、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、新人賞についてはミキシング・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、ＣＤ部門、ハイレゾリューション部門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。

受賞者集合写真
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第 23回日本プロ音楽録音賞 審査委員講評

＜CD部門　クラシック、ジャズ、フュージョン＞

CD部門「クラシック、ジャズ・フュージョン」について講評
させて頂きます。
今年度応募総数は22作品であり、昨年度と同数の応募数でした。
受賞されました作品について講評をさせて頂きます。

●優秀賞
作品「PANDASTIC!! ～ Newest Standard ～」より
楽曲「スター・ウォーズ」メイン・タイトル
ぱんだウインドオーケストラ
ミキシング・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：毛利　篤　日本コロムビア（株）
セカンド・エンジニア：今井　信介　　日本コロムビア（株）
発売元　日本コロムビア（株）

　塩澤さん、毛利さんコンビは日本プロ音楽録音賞受賞者としては常連で御座いまして、
今年度受賞により４年連続での受賞となりました。

録音 2015 年９月　ウェスタ川越ホールでのレコーディングです。
録音システム
１．Pro Tools HDX 96kHz/32bit float マルチレコーディング
２． メインマイクを中心にピックアップマイクを補助的に使用し、メインマイクとピッ
クアップマイクの時間軸を揃え、位相管理する。

３．録音卓は使用せずに、マイクアンプからダイレクトに Pro Tools A/D に入力。
〈塩澤さんエンジニアコメント〉
　ぱんだウインドオーケストラ（2011 年に結成された東京芸大卒のオーケストラ集団）
であり、メジャーでのファーストアルバムですので、吹奏楽ならではのパワフルなエネル
ギー＆パッションが伝わるサウンド創りを目指しました。

映画（映像）で体感した感動が、ぱんだオーケストラにより見事に表現された作品です。
オーケストラの魅力であるダイナミックレンジの広いサウンドにより、音にドラマを感じ、
音楽表現における音の力を感じました。
You Tube でリハーサル風景を見ましたが、清々しい緊張感ある演奏が、塩澤さんの録
音技術と感性により、迫力あるダイナミックな音として伝わった感じが致しました。

●最優秀賞
作品「CUBIC MAGIC」より
楽曲「Summertime」　
アーティスト　 THREESOME　ヴォーカル：マリーン、ピアノ：クリヤ・マコト、

ギター：吉田　次郎

（一社）日本音楽スタジオ協会
会長　高田 英男
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ミキシング・マスタリング エンジニア：鈴木　浩二
（株）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 ：野口　素弘
（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ

発売元：（株）ソニー・ミュージックエンタテインメント

鈴木浩二さんは今年度受賞により５年連続の受賞で御座います。

2015 年 10 月 Sony Music Studios Tokyo 録音
録音システム
SONOMAによるDSD2.8MHz/1bit　２チャンネルダイレクト録音

〈鈴木さんコメント〉
ヴォーカルが入る２チャンネルダイレクト録音は、殆ど経験が無く緊張した。更にドラ
ム・ベースのいない編成なので、リズム感やサウンドのボトムを如何に音として表現する
のか、緊張感あるアーティストのエネルギーが伝わる音創りを目指した。

自然な音創りを基本に、音楽の情景が音として心に伝わる究極のアコースティックサウ
ンドと感じました。
１． ベースがいない編成ですが、ピアノの低弦の力強さとギターの低音域により充分な
ボトム感を表現。

２． シンプルな楽器編成の為、ピアノ、ギターそれぞれの繊細且つパワー感あふれるグ
ルーブ感が伝わる音創り。

３． DSDダイレクト録音により、音の鮮度が素晴らしくDSD録音の特徴である音の深
みが表現されている。

４． ヴォーカル（マリーン）の唄表情が見事に音として伝わり、エンジニア鈴木さんに
より、３人でのTHREESOME アコースティックサウンドの凄さが伝わってくる。

纏め
日本プロ音楽録音賞受賞の常連の鈴木さん・塩澤さんは、音楽を伝える音創りの核たる
部分を、長年の経験による技術力と感性、更に音楽に向き合う真 な姿勢がアーティスト
の皆様の信頼に繋がり、よりクリエイティブなサウンド創りを進められていると感じてい
ます。レコーディングエンジニアが目指す一つの目標となるエンジニアの姿勢を感じまし
た。

最後になりましたが、受賞されました皆様、本当におめでとうございました。
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＜CD部門　ポップス、歌謡曲＞

CD部門　応募作品 18 作品より
●優秀賞
・作品　「Colorful Monster」（SRCL-8964 ～５）より
「Lady Marmalade」　Little Glee Monster
Sony Music Labels Inc. より発売  CD
ミキシング・ エンジニア：村上　宣之

（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
マスタリング ・エンジニア：酒井　秀和

（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ　　　　

この作品の原曲は 1970 年代の黒人女性３人組の曲で歌唱力の必要な曲であるが、アレ
ンジ・演奏ともに素晴らしい２枚組CDの１曲としての作品となっている。レコーディン
グに関してはすべて生録音。Pro Tools 録音、オペレーションを最大限駆使した作品とな
っていて、これは村上さんの高い技術力を証明している。きっと使用されたDAWもこ
こまで使用してくれたことを幸せであると思っているに違いない。特に唄のバランスは絶
妙で、ボリュームの上げ下げをしている故、コンプレッサーを感じさせない。また唄に対
してのコーラスバランスも文句のつけどころのない出来上がりとなっており、時間をかけ
てミックスをされたのがひしひしと感じられた。優秀作品として正に原曲を上回る出来上
がりは最新技術の勝利であろう。今はある意味幸せの時代である。それを上手に駆使し演
出するのがエンジニアの役割であり、結果良い音楽が完成するのだから。
村上さん、酒井さん優秀賞受賞おめでとうございます。

☆最優秀賞
・作品　「11.」（VICL-64486）より「Killing you」　paris match
（株）JVCケンウッド・ビクターエンタテインメントより発売  CD
ミキシング・エンジニア：谷田　茂（株）JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
マスタリング・エンジニア：川﨑　洋　FLAIR MASTERING WORKS

paris match はロングライフのグループで正にタイトルに相応しい 11 枚目のアルバム
である。この作品は打ち込み、生録音のミックスで、現在作品の代表的なものとなってい
てアレンジャーが録音しミキシング・エンジニアがミックスした作品となっている。打ち
込みのドラム音源の良さが際立っていて快いサウンドが出来上がっているのはミキシン
グ・エンジニアが最終的に音色を変え完成させた事が大きいように考えられる。CDのレ
ベルは最早限界の域に達している。我々のジャッジはマイキングをも含めた部分で音色を
作るという部分をも含まれる事もあるが最早何が生録音かまでは解らなくなって来ている
のは事実でミキシング技術、演出での判断でジャッジしなくてはいけなくなってきたのは
どこか寂しい気分であるのは審査委員全体の気持であるかもしれない。さておき、この作
品はリズムセクション、ブラスセクションのミキシングの気持よさ、その上にヴォーカル
が乗っておりアース・ウィンド・アンド・ファイヤーをも上回るサウンドとなっている。
何とも言えない快いサウンドである。マスタリングも音圧ともに最高レベルであって、し
かも無理のない音となっているのは嬉しい。
谷田さん、川崎さん、最優秀賞受賞おめでとうございます。

日本ミキサー協会
理事長　吉田 保
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＜ハイレゾリューション部門　２chステレオ＞

 （一社）日本音楽スタジオ協会
 会長　高田英男

今年度応募作品数ですが、e-onkyo music 様の推薦及び自薦を併せて 22 作品の応募が
ありました。（ノンパッケージ 21、パッケージ１）
音楽ジャンルはクラシック、ジャズ、が中心で御座いまして昨年よりポップス系が少な
い応募状況でした。デジタルフォーマット/スペックで御座いますがPCM-96kHz/24bit（８
作品）192kHz/24bit（４作品）48kHz/24bit（１作品）
DSD2.8MHz/1bit（４作品）11.2MHz/1bit（５作品）です。
録音されるプログラム内容に合わせ、DSD11.2M ～ PCM48/24 まで、それぞれ上手に
選択して録音制作をしている印象を持ちました。

受賞されました作品の講評
●優秀賞
作品「Ballerina」より
楽曲「Sapphire Blue」
アーティスト：川上　さとみ　96kHz/24bit
ミキシングエンジニア：川崎　義博　　（株）ポニーキャニオン
マスタリングエンジニア：多田　雄太　（株）ポニーキャニオン
アシスタントエンジニア：小林　寛将　（株）ポニーキャニオン
発売元：（株）ポニーキャニオン

録音
2015 年５月　Yoyogi Studio　　　
〈川崎さんエンジニアコメント〉
ピアニスト川上さんのスピリチュアルなピアノ演奏をステレオイメージの中に幅と高さ
を表現する音場空間を表現。
ピアノの弦から 15cm位にセットしたオンマイク、少し離したミドルマイク、＆アンビ
エントマイクの６本のマイキングにてピアノサウンドを創る。

第一印象として音の情景が伝わる素晴らしい録音と感じました。
頭のピアノの音一つで、透明感と心地よい緊張感が伝わる川上さとみさんのピアノの世
界が創られ、素直な音色で少し控えめなドラム・ベースのバランスにより、川上さとみさ
んのピアノサウンドがより引き立つ音創りと感じました。

●最優秀賞
作品「Guitar Is Beautiful KW45」より
楽曲「Bolero 押尾コータロー×渡辺　香津美」
アーティスト：渡辺　香津美　96kHz/24bit
ミキシング＆マスタリング エンジニア：鈴木　浩二

（株）ソニーミュージックコミュニケーションズ
発売元：（株）ワーナーミュージック・ジャパン
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鈴木さんは CD部門（クラシック、ジャズ、フュージョン）の最優秀賞と合わせての、
ダブル受賞で御座います。

このアルバムは全てギターのデュオ作品であり、制作コンセプトとしてお互いブースに
入って演奏する事では無く、一つの音響空間にてお互い良い緊張感の中で演奏する。

〈鈴木さんエンジニアコメント〉
お互いの楽器の音色と語り合うアンサンブルを大切に、演奏されたそのままの素直な音
の感じで、録音する事を心掛けました。

この作品は軽井沢のスタジオにて録音、押尾さん愛用のギター（グレーベン）、香津美
さんは（マーチン）のギターを使用。
試聴の第一印象として香津美さんギターと押尾さんギターが一体化し、繊細且つダイナ
ミックなギターサウンドである。
オンマイクとオフマイクを上手く使い、お互いのサウンドを融合させながらそれぞれの
音表情が伝わる素晴らしい録音と感じました。
又、ハイレゾリューションならではの音の緊張感の中に、アーティストの気（感情）ま
でも、音として体感出来る世界を感じました。

纏め
ハイレゾリューションフォーマットによる音楽制作は、エンジニアの技術力・感性によ
り、アーティストそれぞれが独自に創作している音色の個性も含めて、音楽感動を伝える
大きな力があります。
受賞されましたエンジニアの皆様の技術力・音創りへの感性など、今後若い世代に繋が
り、音楽創造のサイクルがより充実した音の世界に繋がる事を願い、講評とさせて頂きま
す。

最後になりましたが受賞されました皆様、本当におめでとうございました。

＜ハイレゾリューション部門　マルチ chサラウンド＞

スタジオ協会清水でございます。
ハイレゾリューション部門：マルチ ch サラウンドの作品につき
まして講評させて頂きます。
まず、今年度の応募数ですが、 SACDのパッケージ作品が４作
品、96kHz/24bit 又は、192kHz/24bit のノンパッケージ作品が４
作品合計８作品の応募が有りました。
因に昨年は７作品の応募でした。
楽曲のジャンルは、クラシック系が６作品、ジャズ系が２作品で、
フルオケ＋合唱の大編成のものからピアノソロまで、どの作品も
こだわりの有る作品でした。

さて、優秀賞に選ばれました沢口音楽工房代表、沢口真生さん （一社）日本音楽スタジオ協会
監事　清水 三義
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の応募作品
シューベルト： 弦楽四重奏曲 14 番ニ短調「死と乙女」 より「第一楽章 Allegro」
演奏：Unamas Strings Quintet    
フォーマット：192kHz/24bit  5.1ch サラウンド 　ノンパッケージの作品です。
ミキシング＆マスタリング・エンジニア：ご本人（沢口　真生）　

沢口さんは、UNAMASというレーベルを主宰され、ご自身で企画制作、エンジニアも
マスタリングもされ、独自のハイレゾ・サラウンド作品を創られています。
昨年はバッハの「フーガの技法」で、受賞されており、弦楽四重奏にコントラバスを加
えた編成で繊細な弦の響きとリアルな音像を特徴とした、素晴らしい作品でした。

今回の作品はシューベルトの名曲と言われている弦楽四重奏曲です。
録音では弦楽四重奏のビオラパートをチェロに代え、さらに、コントラバスを加えた 
クインテット編成としています。
聴いて思う事は、弦カルテットにはない重厚感、暗い色調のアンサンブルの心地よさ、
そして、クリアーな音楽空間でしょうか。昨年の「フーガの技法」同様、クインテットの
生き生きとした動き、迫力、余韻の美しさ、それらが一体となった音楽空間を感じました。

録音には、デジタルマイクを始めとした、最新の録音機材が使用され、今回は、それら
の機材に大容量のバッテリーから電源を供給し、ノイズの排除と共に解像度の優れた音質
を担保したそうです。
これら作品に対する新しい試みは、沢口さんの音に対する探求心や音楽への情熱が感じ
られます。そのような熱い思いから生まれた素晴らしい作品でした。
２年連続の受賞おめでとうございます。

それでは最優秀賞作品です。
日本コロムビア株式会社　佐藤　洋さんからの応募曲
ムソルグスキー ( ラヴェル編曲 )：組曲《展覧会の絵》より
「鶏の足のうえの小屋」「キエフの大門」
演奏はアンドレア・バッティストーニ指揮　東京フィルハーモニー交響楽団
SACD 5.0ch サラウンド作品です。
マスタリング・エンジニア　佐藤　洋
ミキシング・エンジニア　　塩澤利安
セカンド・エンジニア　　　川上真一

アンドレア・バッティストーニ指揮の作品は日本コロムビアの毛利篤さんが昨年、一昨
年と受賞され、今回の佐藤洋さんでこの部門３年連続の受賞となります。

一昨年受賞されたレスピーギの交響曲《ローマの祭り》では、猛獣の咆哮のようなブラ
スとオーケストラと一体となったサントリーホールの響きがとても印象的でした。
また、昨年受賞されたヴェルディの歌劇《運命の力》序曲はイタリア ジェノバにある
カルロ・フェリーチェ歌劇場での録音で、楽器の定位が良好で、バランスの良さ、作品と
しての完成度の高さが評価されました。
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今回の受賞曲「鶏の足のうえの小屋」を聴きますと印象的なティンパニーと弦楽器の力
強いモチーフから始まります。 何かが起こりそうな怪しい雰囲気に包まれます。
クリヤーで自然な音質ですし、会場で聴いているような空間を感じます。また、音の解
像度も良く、定位もしっかりしているので、オーケストラの音の動きが大変良く分かり、
魔女バーバ・ヤーガの不思議な世界が広がります。

この作品は、バッティストーニが首席客演指揮者として東京フィルを指揮した、東京オ
ペラシティでの録音で、東京フィルの生き生きとした、大胆で繊細な演奏を見事に捉えて
います。そして、ライブ録音の良さを生かした佐藤さん、塩澤さんの技術が光る素晴らし
い作品です。同時に、今回の東京オペラシティ、昨年のジェノバの歌劇場、一昨年のサン
トリーホールと、録音条件の異なる状況の作品で、３年連続の受賞という、常に良質な録
音作品を生み出す技術力にも大変感心いたしました。　
３年連続の最優秀賞おめでとうございます。　

＜放送部門　2chステレオ／マルチ chサラウンド＞

　28 年度の日本プロ音楽録音賞・放送部門には全 30 作品の応募
があり、例年にも増して多彩なコンテストとなった。
　内訳は、2ch ステレオ部門　全 19 局　内 TV番組 16、ラジオ
番組５（AM2、FM3）、マルチ ch サラウンド部門が９局であった。
　2ch とマルチ ch サラウンドの応募数の差が大きいので、審査
委員会で討議の結果、2ch 部門では入賞を３作品とし、マルチ ch
サラウンド部門は本賞の入賞を１作品とし審査員特別賞を１作品
追加することとした。

　審査員の中から、全般的にクラシックオーケストラ等でソロないし重要パートの聴感バ
ランスを強調する傾向が目立つがあまり好ましくないとの意見が出た。私見だがいろいろ
な考え方があり、TVの番組の視聴環境を考えた時にある程度必然性があるとも言えない
かとも思う。マイクの本数が増大する最近の収録だとどうしてもミキサーとして少しレベ
ルを上げたいと思うこともあれば、映像の方では重要楽器をクローズアップしたりした時
にはその楽器のラウドネスレベルはある程度ほしいこともあろうかと思う。このあたりは
放送番組のおかれる立場では程度問題で許されるのではないかとも思う。

　今回入賞作の多くはこのあたりを上手に処理しているところも見られ、この問題は時間
をかけて検討する必要もあろうかと思う。

　今回の入賞作５作のうち、生放送とクレジットされたものが２作品あった。生放送にお
ける独特な雰囲気も素敵だが、音響スタッフの創意工夫でスムーズに進行してゆく様子が
好ましい。今回の 2ch 作品の２作、いろいろな意味で現代の音楽番組の目指すべき古く
て新しいひとつの方向の様にも見える。

2ch 優秀賞　エフエム東京
Life is Beautiful ／平井　大

音響ジャーナリスト
( 株 ) マクス 代表取締役

加藤 茂樹
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スタジオライブの形式で小編成グループとVoをきかせる生放送。
目の前で展開される演奏を超至近で聴くライブハウスの迫力がエキサイティングに迫っ
て来る。デッドな感じの楽器音がすごい。
会場内は、大音量の客席用 PAとステージモニターの音響が充満している状況がよくわ
かるが、同時にステージで演奏されるVoと小編成グループが超至近でセットされたマイ
クによる集音で個々の粒立ちを持ち、はじける様な尖鋭な音像で聴き手に伝わる。鮮烈な
色彩感とスピード感が素晴らしい。
生放送でここまでの迫力と上質な音楽空間を作り出すには、レギュラー番組で培った技
術と勘が物を言う。
このテンションの高さは感動的だ！！

2ch 優秀賞　TBS TV
大空と大地の中で /松山　千春　ほか

今年で６年目を迎える大型音楽番組「音楽の日」の１シーン “つなぐ” をキーワードに
大規模災害に見舞われた５地区東北３県と熊本県、計４県とスタジオを中継で “つなぐ”
５元生放送。
屋外も含む中継先は、主として大編成コーラス（一部楽器も含む）にスタジオは 50 名
に及ぶオーケストラと松山千春のVoが中心になる。これらを生放送として完成した音声
プログラムにまとめた技術力を賞賛したい。特に中継先の演奏を伝送系を介して送る場合
のディレイや位相関係の調整は神経を使うこととなる。特に中継先が多いので問題点も多
かったと思う。
全員の演奏が重なり合ったフィナーレのスケール感は圧倒的。
生放送の迫力ここに極まる！！
オープニングに於る新生 石教会の津波の被害を受けながら力強く ったピアノのやや
鋭く硬質なサウンドが感動的だった。

2ch 最優秀賞　NHK
Concerto For Piano&Orchestra「New Dawn」
Bob James と東京フィル

東日本大震災からの復興を願ってBob James 氏（P）が作曲、第 14 回東京ジャズで初
披露となった壮大な作品。ライブ会場で 90 回線も使用したマイク回線と主としてコンタ
クトマイクの多用で収録された。
コンタクトマイクの使用はジャズ・ポピュラーでは日常的だが、ここでもジャズトリオ
としての存在感が見事に浮上する。
オーケストラはスケール感のある臨場感と程よいディテールを持って過不足のないバラ
ンスでこのコラボレーションを表現した。
コンタクトマイクを使うと遠近感やスケール感に於いてまとまりにくいことがあるの
は、よく経験するところだが、MIX時の処理で無理のない臨場感を得ている。
PAとの共同作業もありセッティングの時間も長くとれなかったとのことだが、このま
とまりは見事だ。
アンビエンスの表現については更なる工夫と冒険がほしいところ。

マルチ ch サラウンド審査員特別賞　朝日放送
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Moonlight Serenade ～ Swing Swing Swing
玉名女子高等学校　マーチングコンテスト

Swing 時代の名曲をオリジナルアレンジのエッセンスでマーチングバンドが演奏。大
編成ブラスバンドのパートが大型アリーナ（大阪城ホール）をところ狭しと演奏しながら
行進する。
これをオーディオ的に固定マイクで録音するのは経験上かなり困難だと思える。
ところが、この作品はサラウンドという位置関係の表現とアンサンブルのメロディとハ
ーモニーを巧みにとらえる。往年のジャズの名曲がイメージ通りのサウンドとして空間に
再現され、時として鋭く切り取って聞かせるソロ・パートのリアルさも絶妙だ。審査にあ
たった各局のエンジニア諸氏にとっても、この会場でこの明瞭度・音色はサプライズであ
った。
後日アリーナにおけるマイクのセット図と註釈をみて、その考え方を理解し納得した。
各種パターンのコンデンサーマイクを多数セットして対応したものと拝察した。
これはコンデンサーマイクの使用法としてある種の応用編ともいえる。
Moonlight Serenade のアレンジできわめつけとなるCl（クラリネット）ソロのフィー
チャーが素晴らしい。
この収音のアイディアと更なる可能性を評価し、審査員特別賞に輝いた。

マルチ ch サラウンド最優秀賞　NHKメディアテクノロジー（5ch）
新国立劇場公演　歌劇「沈黙」
下野竜也指揮　東京フィルほか

劇場での収録は制約が多い。今回の収録の成功は音声スタッフの豊かな経験とその他ス
テージスタッフとの緊密な協力関係の上に成り立っている。
音声担当者が持つこの楽曲の表現に最もふさわしい音についてのイメージ・トレーニン
グの上に会場の関係で使えなかったワイヤレスを排して採用したのがバウンダリー・マイ
クを多用した収音だった。
ステージ上の人物（歌唱）の位置を的確に把握してバウンダリーの位置を決め込んで明
瞭度の高い音でとらえ、歌詞のディテールをはっきり伝えたこと、せまいオーケストラ・
ピットの中で分離のよい楽器音とスケール感をマイクアレンジで実現したところが素晴ら
しかった。
こうした中で雑音、ノイズのリダクションにこだわった音作りでクリアーな全体サウン
ドを作り出している。
キリシタン弾圧を題材にした文学作品をモチーフとした、重厚で陰鬱な空間の存在をサ
ラウンド音場として表現し、5ch マルチという場を充分に生かしている。ステージ上の人
物の遠近感と位置感を描き切っているところも注目した。音楽的完成度は、サラウンド・
オペラとでもいうべき領域か。
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＜ベストパフォーマー賞＞
ＭＰＮの椎名でございます。
　まずは吉田美奈子さん、ベストパフォーマー賞受賞おめでとう
ございます。プロ録音賞の中にベストパフォーマー賞を設けてい
ただきまして、今まで様々な方々に賞を贈って参りましたが、今
回まさにベストパフォーマー賞にぴったりな方にこの賞を贈るこ
とができたことを本当にうれしく、また光栄に思っています。
　パフォーマンスということを考えてみますと、テクニックとか
技術とか、そういった様々な要素があると思いますが、何と言っ
てもとどのつまりは、フィジカルに根差した説得力というものに
尽きるのではないか、と思っておりまして、その意味で、美奈子
さんは、デビューしてから一貫して、他の追随を許さない独自の世界を築いてきておられ
るという風に思います。今回エントリーされた「春よ、来い」という曲も、吉田さん自身
の楽曲ではなくて、松任谷由実さんの楽曲でありますけれど、その中に吉田さん独自の世
界というものがしっかりと提示されているように思います。
　僕たちが中学、高校時代を過ごした、いわゆる 1960 年代、ここでまず、フォークブー
ムというのがありました。それまでの日本のポップスというものが、いうなれば舶来の音
楽であったわけですけれど、ここで初めて自分の言葉で音楽を創り出すような環境ができ
てきた。それから 1970 年代にかけては、これは釈迦に説法ですけれど、レコーディング
技術の飛躍的な発達に伴って、様々な音楽的な選択肢の幅というものがどんどん拡がって
いった。その時代をニューミュージックとかいう言い方をしていたりしましたが、そこか
ら日本の音楽は、力強く発展していくことになります。美奈子さんは、トリオ・レコード
からのデビューに始まって、ちょうど時代を共にした、「ぱっぴいえんど」とか「ティン・
パン・アレー」とか、そういったミュージシャンの方々の活躍する土壌が出来上がってい
く中で、吉田さんのソロアーティストとしての活動もどんどん充実していくんですけれど、
そういう流れの中で、そういった個々のミュージシャンを結び付けていくハブというか、
触媒のような位置づけの役割を果たされてきたということも、すごく大きなことだったん
ではないかと思います。
曲を書いたり、詩を書いたり、音楽を制作したり、歌を歌ったり、またプロデュースを
したりと、そうしたことの全てが有機的に融合する形で吉田さんの中にあると思います。
僕も僭越ながら同じミュージシャンの端くれとして、同じ時代を過ごせたことを心から光
栄に思っております。
　とても不思議なことがあるのですが、通常僕らがシンガーの方のバックをする場合とい
うのは、ある種そのシンガーの方の世界がいったん完結していて、それをしずしずと支え
ていくというようなことが多いわけですけれど、吉田さんの場合はまったく違っておりま
して、吉田さんはミュージシャンと常に同じ土俵の上にいて、同じ空気を吸いながら、イ
ンプロビゼーションも含めて絶えず対話をしながらパフォーマンスをしていくという、そ
ういった面があります。先程も申し上げたフィジカルな説得力というところにも通じると
思うんですが、そんな資質を備えた、数少ない、限られたシンガーのうちのお一人である
といって間違いないと思います。
　昨今の音楽業界をめぐる厳しい状況の中で、一定のテンションを保って活動を継続され
ているご努力というものは並大抵のことではないと思いますし、本当に頭が下がる思いで
す。そのことに深い敬意を表するとともに、今後のますますのご活躍を期待して、この賞
を贈りたいと思います。吉田美奈子さん、本日は本当におめでとうございます。

（一社）演奏家権利処理合同機構
MPN

理事長　椎名 和夫
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＜新人賞＞
米山　雄大
CD　ポップス、歌謡曲部門からの
アーティストNICO Touches the Walls
タイトル『ストラト』の講評です。

米山　雄大さんが応募用紙に述べている事に、『空気感とパワ
ー感を失わないように、そしてメンバーの顔が見え、疾走感のあ
るミックスになったと思います。』

実際スピード感ある、アコースティック・ロック・サウンドで、
中域にエネルギーを集約させ、ロック・サウンド独特な歪感をう
まくミックスに生かした迫力のある疾走感のあるミックスになっています。
若者らしいサウンド創りが審査員から好評いただいた要素と思います。

次に、ハイレゾ 2ch の、
作品　「Call me」より「Misty feat. Takana Miyamoto」 Ryu Miho
フォーマット： DSD 11.2MHz/1bit
ミキシング・エンジニア：慎　秀範　DCG合同会社

先程とは、打って変わって、大人の音楽です。

” 東京の溜息” とも称されるウィスパーヴォイスが魅力のハイレゾ・クイーンで
ある Ryu Miho さんのアルバムで、配信開始時、e-onkyo music のダウンロード数が 1位
になったアルバムです。
”東京の溜息”とも称されるウィスパーヴォイスが、DSD11.2Mフォーマットと相まって、
特にボーカルは、口の動きが見えるほど、リアルで空気感が感じられる作品です。
おそらく、CDフォーマットでは微妙なリップ音がノイズとして表現されてしまうこと
が多いのですが、さすがDSD 11.2MHz/1bit の特徴を生かした収録方法と相まって、高品
位なハイレゾリューション・サウンドに仕上がっています。

（一社）日本音楽スタジオ協会
名誉会長　内沼 映二
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「音の日のつどいパーティー」レポート

平成 28 年 12 月６日（火）「音の日」記念イベントとして、18：00 より目黒雅叙園 2Ｆ「華
つどい」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、一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPNの共催によ
り、第 23 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」および「学生の制作する音楽録音作品コンテス
ト」関係者が参加した「音の日のつどいパーティー」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。

日本プロ音楽録音賞授賞式の司会に続
き、進行役は増田 みのり氏が務め、最初
に一般社団法人日本音楽スタジオ協会・内
沼 映二名誉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 伊藤 桂氏が挨拶された後、
音の日実行委員長の森 芳久氏より、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。
平成 28 年度 第 21 回「音の匠」は、長

年にわたる「音 製作」の研究を通し、音楽業界は勿論のこと医療機器業界等への「音 」
の広範な応用を提案され、その高精度化と
多用途化に向け大いなる努力と洞察を深め
られた、本田 泰（ほんだ ゆたか）氏が「音
の匠」として顕彰されました。
　続いて、「学生の制作する音楽録音作品
コンテスト」の受賞者が紹介された後、第
23回日本プロ音楽録音賞に於いて表彰され
た各部門の受賞者を代表して、最優秀賞に
選定された代表エンジニア６名、ベストパ
フォーマー賞１名および新人賞２名が紹介
された後、エンジニアを代表して、日本コ
ロムビア（株）佐藤 洋氏が挨拶を述べら
れた。

ＣＤ部門「クラシック、ジャズ、フュージョン」
　　　　鈴木 浩二 氏　　（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
ＣＤ部門「ポップス、歌謡曲」
　　　　谷田　 茂 氏　　（株）JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
ハイレゾリューション部門「2ch ステレオ」
　　　　鈴木 浩二 氏　　（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
ハイレゾリューション部門「マルチ ch サラウンド」
　　　佐藤　 洋 氏　　日本コロムビア（株）

内沼名誉会長 経済産業省 文化情報関連産業課
課長補佐 伊藤 桂 氏

「音の日」実行委員長
森 芳久氏

「音の匠」受賞者
本田 泰氏
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放送部門「2ch ステレオ」
　　　北島　正司　　日本放送協会
放送部門「マルチ ch サラウンド」
　　　 山縣　淳一　氏　　（株）NHKメディア

テクノロジー
審査員特別賞
　　　神田　雅之　氏　　朝日放送（株）
ベストパフォーマー賞
　　　吉田　美奈子　氏
新人賞
　　　米山　雄大　氏　　（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
　　　慎　　秀範　氏　　 DCG( 同 )

佐藤　洋氏挨拶の後、一般社団法人日本オーディオ協会 会長の
校條 亮治氏による乾杯の発声が行われ、歓談タイムとなる。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。最後に中締めの時間となり、
一般社団法人演奏家権利処理合同機構
MPN 理事長 椎名 和夫氏より、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
23 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。

（一社）日本オーディオ協会
校條 亮治会長

（一社）演奏家権利処理合同機構MPN
椎名 和夫 理事長
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会 員 動 向

１．会員数（平成 29 年１月１日現在）
　　　正会員（法人）　　23 法人　　　　　準会員　　　　　　 ２法人　　　　　
　　　正会員（個人）　　15 人
　　　賛助会員Ⅰ　　　 44 法人　　　　　賛助会員Ⅱ　　　　 ２法人

２．入会
　①賛助会員
　　○株式会社 ステラ 平成 28 年７月１日
　
３．退会
　①正会員
　　○株式会社 フリーダムスタジオ 平成 28 年 12 月 31 日
　②個人正会員
　　○宮田　洋一 平成 28 年５月 31 日
　　○清水　邦彦 平成 28 年８月 31 日
＊名誉会員・淺見 啓明様は、当協会の設立当初より多大な貢献をされてきましたが、
　平成 28 年８月 12 日に御逝去されました。（享年 85 歳）

４．法人・会員代表者および住所変更、その他　
　①賛助会員
　　○会員代表者変更
　　（旧）西本　寛
　　（新）細谷　逸人（キャリアサポートセンター室長）2017/1/21 ～　　　

５．その他
　　○新担当者
　 　経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課
　 　　伊藤　桂（課長補佐）
　　　 小林　龍（係長）
　　　 松木　ゆりか（係長）
　　○代表理事変更
　　 一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会
　　 （旧）水嶋　繁光
　　 （新）東原　敏昭（（株）日立製作所代表執行役執行役社長兼CEO）
　　○会長変更
　　 一般社団法人 日本映画テレビ技術協会
　　 （旧）村瀬　治男
　　 （新）武田　信二（（株）TBSテレビ代表取締役社長）
　　○団体名変更
　　（旧）一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作者連盟
　　（新）一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会
　　○事務局長変更
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　　　一般社団法人 日本音楽出版社協会
　　　（旧）工藤　陽一
　　　（新）生沼　士郎
　　○理事長変更
　　　一般社団法人 日本音楽制作者連盟
　　　（旧）大石　征裕
　　　（新）門池　三則
　　○会長変更
　　　一般社団法人 日本映像ソフト協会
　　　（旧）桐畑　敏春
　　　（新）島谷　能成
　　○会長、理事長変更
　　　一般社団法人日本音楽著作権協会
　　　会長
　　　（旧）都倉　俊一
　　　（新）いで　はく
　　　理事長
　　　（旧）菅原　瑞夫
　　　（新）浅石　道夫
　　○理事長変更
　　　日本舞台音響事業協同組合
　　　（旧）三浦　傅
　　　（新）西澤　勝之
　　○事務局長変更
　　　日本音楽家ユニオン
　　　（旧）土屋　学
　　　（新）青谷　充子
　　○事務局長変更
　　　一般社団法人日本作詩家協会
　　　（旧）さいとう　大三
　　　（新）高畠　じゅん子
　　○会長変更
　　　日本現代音楽協会
　　　（旧）坪能　克裕
　　　（新）福士　則夫
　　○理事長変更
　　　公益社団法人日本演奏連盟
　　　（旧）岡村　正
　　　（新）堤　剛
　　○団体名、住所、事務局長変更
　　　一般社団法人日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ
　　　代表理事 松武　秀樹
　　　事務局長 日高　重美
　　　〒 160-0023 渋谷区初台 1-34-14 初台 TNビル 3F
　　　TEL:03-5302-0371 FAX:03-5302-0372
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　　○移転
　　　・日本クラウン株式会社
　　　〒 141-8573 品川区北品川 6-5-27 御殿山ﾋﾞﾙ 3F 03-6432-5440
　　　マスタリングスタジオ 2017 年春移転予定
　　　・株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ
　　　〒 141-8573 品川区北品川 6-5-27 御殿山ﾋﾞﾙ 4F 03-6432-5400
　　　・クラウン徳間ミュージック販売株式会社
　　　〒 141-8573 品川区北品川 6-5-27 御殿山ﾋﾞﾙ 4F 03-6432-5477



♪　　編　　集　　後　　記　　♪

プロ録のパーティーでは、音叉は楽器の調律だけでなく、人間にも効果の有る事を知りました。胃は
110Hz、肺は220Hz、脳は315.80Hzだそうです。315.80Hzの音叉で、脳の調律が必要と思うこの頃
です。

Smith

皆様、新年明けましておめでとうございます。年々、体力が落ちていることを感じますので、今年は頭も含
めて鍛え直すように頑張ります。

hair ken short

昨年はオリンピックで日本のメダルラッシュでした。東京オリンピックまで３年半。アッという間に開催年にな
るでしょう。何か一つぐらいは、観に行きたいと思います。

yakiton

明けましておめでとうございます。新たな気持ちで少しずつでも前進して行けたらと思います。本年も宜しく
お願い申し上げます。

mm
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委 員 長　清水　三義（青葉台スタジオ）

委　　員　佐藤　賢一（事務局）

　 〃 　　山本　薫　（　〃　）

　 〃 　　伊東　真奈美（　〃　）
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