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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
30 年目の節目を迎えることとなりました。
これも多くのクライアントの皆様をはじめ、関連する
各団体、協会会員各位によるご支援の賜と銘記しており
ます。
音楽制作の現場に於いて良質な音の発信を責務とする
我々は、最新の録音技術の探究を継続すると共に、最優
先課題として人材の発掘・育成が急務となっております。
労働時間法制の見直しに関する対応を含め、人材育成への構築に向け努力する所存で
す。
また、関連する４団体とともに運営委員会を組織し共催する「日本プロ音楽録音賞」
は、音楽文化の発展と音楽制作に携わる録音エンジニアの技術の向上を図ることを目
的とした顕彰制度です。時代の変化によりエンジニア業務も音楽プロデュース力を求
められるようになったなか、関係各位のご支援により本年 26 回目を迎えることとなり
ました。
本年も皆様のご支援、ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
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2018 年 JAPRS 企業説明会レポート
平成 30 年５月 12 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 18 回目となり、JAPRS の公式行事として定着しています。参加学生は、仙
台、新潟、名古屋、大阪からの学生を含めて 111 名
が参加。また、出展側からは、正会員スタジオ８社
と賛助会員３社、関連会社１社から 20 名の参加に
より実施された。
定刻 13 時より同校の渋谷校舎 ３Ａ１教室にて参
加者全員が集い、高田会長より挨拶、そして脇田貞
二専門学校委員会副委員長から今回の企業説明会
について説明された。
今回は出展企業が３つの時間
渋谷校舎 3A1 教室
帯のグループに分かれ、各グル
ープの企業が４つの教室（3A1、3A4、2A3、2A4）を使用して実施
された。
（最初の回のみ 3A1 を含む３つの教室）
先ずは参加学生を協会が指定した３つの教室に振り分け、13 時 20
分より説明会をスタート。２回目からは学生が希望する教室に移動し
高田会長
ながら、１回あたりの説明時間を 30 分とし、各社３回計９回の企業
説明会を実施した。
スタートから 5 時間半を超える企業説明会でしたが、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 18 時 40 分に９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
専門学校委員会
ます。
脇田副委員長

（株）音響ハウス

（株）エムアイティギャザリング

（株）キング関口台スタジオ （株）JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント （株）サウンドインスタジオ （株）サウンド・シティ
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（株）サウンド・シティ

（株）バーディハウス

オタリテック（株）

（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

ヒビノ（株）

出展企業は以下のとおり・・・
（株）音響ハウス

技術部 統括部長
技術部 マネージャー
経理総務部
（株）エムアイティギャザリング
代表取締役
レコーディングエンジニア
（株）キング関口台スタジオ
ブッキング マネージャー
（株）JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント
営業グループゼネラルマネージャー
エンジニアグループゼネラルマネージャー
（株）サウンドインスタジオ
技術グループ 課長
（株）サウンド・シティ
営業部 部長
オーディオ技術部 部長
（株）バーディハウス
技術グループ 課長
レコーディングエンジニア
（株）ミキサーズラボ
取締役
営業部
オタリテック（株）
営業部 部長
システム部 部長
（株）サンフォニックス
販売技術部
（株）メディア・インテグレーション 取締役
ヒビノ（株）
ヒビノ GMC 人事企画課

-3-

織田
太田
八谷
横山
金子
三木

泰光
友基
継人
武
創姿
康広

石野 憲一
山田 幹朗
河野 洋一
明地
権
中澤
智
伊藤
敦
茂古沼 良馬
中村 隆一
鐘ヶ江 宝
砂田 陽一
溝渕
匠
黒岩 広巳
岡田 詞朗
井川 郁香

Avid Pro Tools セミナーレポート
平成 30 年 5 月 28 日（月）に（株）メディア・インテグレーション ROCK ON PRO セ
ミナールームにおいて、下記概要により Avid Pro Tools 2018 に関する構成および詳細の
説明をメインテーマとする「Avid Pro Tools セミナー」を開催しました。
Ⅰ．昨年来の Pro Tools 及び周辺機器の変遷と Pro Tools 2018 の構成
及び詳細説明
講師：岡田 詞朗氏／（株）メディア・インテグレーション
Ⅱ．Pro Tools ソフトウェアでの Ver.12.8.2 でのアンビソニック・バス
Ver.2018.1 でのトラック・プリセット
Ver.2018.1 での iLok Cloud
講師：前田 洋介氏／（株）メディア・インテグレーション

岡田 詞朗 氏

NAB 2018 の前に開催された Avid Connect 2018 での Avid の最新
情報、そしてここ一年でリリースされた、Pro Tools の新機能に関し
てのご説明を行わせていただきました。
まずは、Avid Conect 2018 の模様。今年で 5 回目となる、Avid の
ユーザーミーティング、ACA=Avid Customer Assosiation と呼ばれ
前田 洋介 氏
る Avid のユーザーコミュニティーの一大イベントとして NAB Show
に合わせて毎年開催されている 2000 名を集める大きなイベント。そ
こでは、毎年、新製品の発表、これからの Avid の方針発表などが大々的に取り上げられる。
今年のテーマは、disruption= 混乱。様々
な規格、ディストリビュート方法、この
業界自体が生き残りをかけ様々な手法に
チャレンジし、光を見出そうとしている
混乱の時。Avid のユーザーはどのよう
な 未 来 を Avid と と も に 描 け る の か？
On Demand サービス、クラウドなどの
キーワードと共に、これからの変革にス
ピード感を持って対応していくという姿
勢が打ち出されています。
セミナー風景

そして、Pro Tools のここ一年での新機能紹介。バージョンのナンバリングが 2018.X
（年．月）に変わったことと、HD が Ultimate に改称されたこと、Avid 純正のサーバー
NEXIS への正式対応、トラックプリセット、MIDI の強化、ビジュアルフィードバック
の強化、プレイリストの機能強化など様々な更新を紹介させていただきました。バージョ
ンアップの方式が、年間のサポートプランの購入という方法へと変化し、約束どおりに、
完成した新機能を順次リリースしていることを再確認する場ともなりました。
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第 14 回スタジオ見学会レポート
バンダイナムコ・箱崎リバーゲートスタジオ

Vol.1

オタリテック株式会社
ゼンハイザージャパン株式会社

加藤 大成
真野 寛太

2018 年 5 月 16 日（水）、水天宮前駅徒歩 5 分にありますバンダイナムコスタジオ様の
見学会に参加させて頂きました。冒頭に設計をされた若林音響様から、次にバンダイナム
コスタジオ様よりスタジオ概要を伺いました。
実際の第一印象は一言でいえば非常に現代的かつ機能的なスタジオ
だな、と感じました。スタジオ＝大型コンソールが鎮座というイメー
ジを当初持っていましたが “バンダイナムコスタジオ” という社名や
ゲーム業界から想像しうるゲーム制作やコンテンツ作りに最適化され
た制作環境であり、良い意味で予想外でした。イメージ的にはプロジ
ェクトスタジオという印象ですが、ミキシングやヴォーカルレコーデ
ィングをメインとするスタジオよりも規模感は大きく、フォーリール
（株）バンダイナムコ
ームの併設やアフレコにも対応した環境です。お話を伺うと所謂レコ
金子 智充 氏
ーディングエンジニアだけではなく配信ビジネスのクリエーターや機
材に不慣れな新人の方もスッと制作に入っていける環境とのことでし
た。ニーズや環境変化に対応しつつ拡張性の可能性が高いスタジオだ
と思います。
スタジオはスタッフルームを挟んで 2 つあり、コントロールルーム
やブース、マシーンルームに至る設計はロビーを含めたビル全体の空
間を上手に工夫されている印象を持ちました。最小限常備されたアウ
トボード類はヴォーカルレコーディングをメインとし Pro Tools に立
（株）若林音響
ち上がっている程度です。シンプルな構成ですが共用機材として各社
室橋 又也 氏
マイク類が用意されています。思い切ってコンソールを無くし、Pro
Tools ベースにしたことやプラグインを充実させていることが昨今のスタジオワークに沿
っているように思います。面白い点は各コントロールルーム内に複数種ゲーム機が常備さ
れている点で、ゲームコンテンツの完成度を高められる環境作りがなされています。また、
各スタジオが各々ブースを併用出来るようになっていること、パッチはユーザー自身で自
由に組めることやダイレクト回線を確保し高品質重視といった用途にも対応し、急な現場
での調整にも対応できることは嬉しい点に思います。
スタジオ 1 においてはサラウンドミックス環境を備えたコントロールルームと最大 4 本

スタジオ 1

コントロールルーム

FRONT

スタジオ 1
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コントロールルーム

BACK

の マ イ ク を 使 え る ア フ レ コ ブ ー ス で す。
5.1ch 環 境 に あ り ま す が 拡 張 性 を 持 た せ
7.1ch にも対応できる設計です。スタジオ
2 はスタジオ 1 より若干コンパクトに設計
されステレオミックスに特化しているよう
です。隣のブースではヴォーカルやナレー
ションレコーディングが可能とのことでし
たが、ここ最近はずっと声優のヴォーカル
レコーディングで埋まっているようで “バ
スタジオ 1 BOOTH
ンダイナムコスタジオ” の人気ぶりが伺え
ました。
フォーリールームにおいては、実際に拝見するのは初めてでしたのでとても感動しまし
た。部屋は空間の反射特性を変化させることが可能とのことで、基本はデッドで録音しカ
ーテンで調整するようです。常備されているのはボーリングのピンからランドセル、ホー
ムセンターで扱われているような日用品から実際に使用されていた軍用の重火器類まであ
りますが、水物だけは外部スタジオを併用するようです。マイクは主に Sennheiser MKH
416 が使用されるようですが、都度判断にて Neumann M149 や U87 他も使用されるよう
です。草葉が揺れる音や足音という日常的に聞く音が、コンテンツ内ではこのようなフォ
ーリールームでレコーディングされているということ等、今回実際に現場を拝見しお話を
伺えたことは大変貴重な体験となりました。
最後になりましたが、今回のスタジオ見学に参加させて頂きましたこと、そしてバンダ
イナムコスタジオ様を通じて今後のスタジオの可能性や拡張性について見学会参加者と情
報共有の機会を頂戴出来ましたこと、本レポートを持ちまして御礼申し上げます。ありが
とうございました。

バンダイナムコ・箱崎リバーゲートスタジオ

Vol.2

日本音響エンジニアリング株式会社
音空間事業本部 重冨 千佳子
2018 年 5 月 16 日、ゲームソフトやゲーム機・モバイル PC コンテンツの開発・制作を
行うバンダイナムコスタジオ様の箱崎リバーゲートスタジオにてスタジオ見学会が開催さ
れました。
箱崎リバーゲートスタジオは、東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅から隅田川へ向かって
10 分程度歩いた、隅田川のほとり リバーゲートビルの地下にあります。スタジオ構成
としては、2 つの Control Room-Booth ス
タジオに加えてフォーリースタジオを備え
ています。
見学会のはじめにはバンダイナムコスタ
ジオのエンジニアの皆様と若林音響 若林
様よりスタジオについての紹介を頂いた
後、各スタジオの見学を行いました。
スタジオに入ってまず最初に感じたこと
は、ゲーム会社ならではのスタジオの使い
方をされているということです。スタジオ
スタジオ２ コントロールルーム FRONT
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内には家庭用のゲーム機器が常設されており、編集した音をすぐに実際の聴取環境でモニ
ターできるようになっていました。また、DAW や開発用 PC など外部からの持ち込み機
材を簡単にシステムに取り込み、録音・編集・再生作業を行うことができること。アウト
ボードは常時接続されているのではなく使いたいときに繋いで使うことなどをお話いただ
きました。
このスタジオはバンダイナムコスタジオのエンジニアの皆様はもちろん、それだけでな
く外部からのエンジニアやアーティストの方にも多く利用されているそうです。ゲーム制
作に携わる外部の作曲家の方やバンダイナムコスタジオの新入社員の方など、どんな人に
も使いやすいようなシンプルなシステム構
成になっています。
このようにシンプルなシステム構成であ
りながらも、様々な使い方ができるように
設計されていました。Studio1 と Studio2
の Booth を 1 つの Control Room へ接続し
て 録 音・ 編 集 作 業 が で き る こ と。 ま た、
Booth1 は天井が高く、広々としていて楽
器などを用いたレコーディングにも対応で
スタジオ２ BOOTH
きることなど、拡張性の高さが垣間見える
機能についてご紹介いただきました。
私はスタジオの設計・施工を行う仕事に携わりながら、かねてよりフォーリースタジオ
を見学してみたい！と思っていました。今回、初めてその機会に恵まれてバンダイナムコ
スタジオ様のフォーリースタジオを見学することができました。
スタジオの中に入ってみますと、車のボディやランドセル、ビニールテープ、わらなど
フォーリーで実際に使う、音作りを行うための様々な品物が並んでいました。車のボディ
のようなものは工場などに出向いて、今にも捨ててしまおうかとされているものをもらっ
てくるような場合もあるのだそうです。
フォーリーでのレコーディングはそのスタジオ自体の残響や室の大きさによる空間の感
じの変化をどのようにコントロールしているのか、ということについて非常に気になって
いました。スタジオの中に入った印象としては思っていたよりデッドに作られているよう
に感じました。実際にフォーリーレコーディングを行うエンジニアの方のお話を伺ったと
ころ、音録りの際はデッドに録っておき、
編集の際に後からエフェクトをかけること
によって求められる空気感を持つ音を作る
のだそうです。
また、カーテンや拡散板・吸音板などを
用いて壁や天井の反射特性を可変とし、室
内音響の観点からも手を加えて録りたい音
により近づけることもできます。
フォーリースタジオ内にはディスプレイ
とキーボードが設置されており、ワンオペ
フォーリースタジオ
でのレコーディングも可能な設備が整えら
れていました。実際、複数人でのレコーディングというのはあまり行われることはなく、
バンダイナムコスタジオでは 10 名程のエンジニアの方々がフォーリーアーティストとエ
ンジニアをどちらもこなしているのだそうです。お話を伺っていく中で何よりもこだわり
を感じたのは、フォーリースタジオの「床」です。
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フローリング、砂などが備えられており、その横には小さな水たまりを再現することが
できるように、小さな「くぼみ」もありました。
この床はスタジオの施工段階よりバンダイナムコスタジオのエンジニアの方々も現場に
訪れ、その構造からこだわりを持って作られているとお話しいただきました。スタジオ内
は基本的には浮床構造になっていますが、この足音を録るための「床」は既存の躯体に直
にコンクリートを打設したり、コンクリートスラブの厚みを変えたりすることで床内部の
共鳴音などを再現しているのだとわかりました。
これらの「床」のすぐ隣には多くの靴が並べられていました。よりリアルな足音を録る
ことができるようなこだわりを知ることができました。
私はこれまで、フォーリーにおいては画の状況をよりリアルに再現すること、画に見合
った音を録ることが求められるのだと思っていました。
ゲームのフォーリーにおいては音で印象をガラリと変えられるようなエフェクトを加え
るなど、単に「リアルさ」だけを重視するのではなく音によってゲームに色を付ける、面
白さを加えるといったことができるのだということを今回のフォーリースタジオ見学を通
して感じることができました。
今回のスタジオ見学会ではレコーディングスタジオとはまた一味違う、ゲーム開発・制
作会社ならではのスタジオのシステムやその使い勝手の良さ、こだわりなどを知ることが
できたように思います。
最後になりますが、このような機会を与えてくださり、多くの貴重なお話を頂きました
バンダイナムコスタジオの皆様に感謝申し上げるとともに、このようなスタジオ見学会を
執り行っていただいた JAPRS の皆様、ご参加の皆様に御礼申し上げます。
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第 19 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 19 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アシスタントの役割に
ついて伝える内容となっています。
また、昨年から名古屋地区でも開催することとなり、名古屋ビジュアルアーツを会場と
し、会員以外の専門学校等からの参加も募っています。
今回は、６月 10 日（日）、16 日（土）
、30 日（土）で東京地区１日２回、大阪地区１日
１回、名古屋地区１日３回開催。

実施内容
①セミナーで使用するレコーディングスタジオの説明
②アシスタントエンジニアからのアドバイス（セッティングやその他準備に対する考え方、
心構え）
③ミックスダウン作業に向けての準備（モニタースピーカの大切さなど）
④ミックスダウン・デモ（アシスタントエンジニアとのやり取りや音創りに対する考え方
などの説明）
⑤ラフミックス→ファイナルミックス→マスタリング音源の比較試聴体験
東京地区会場（６月 10 日（日）於：サウンドインスタジオ Bst）
参加者：６校 20 名
エンジニア：高田 英男 氏
アシスタントエンジニア：稲垣 杏理 氏
サポート：塚本 晃妃 氏
大阪地区会場（６月 10 日（土）於：スタジオグルーヴ Ast）
参加者：３校 17 名
エンジニア：岡 雅幸 氏
アシスタントエンジニア：金子 拓人 氏、阪本 真優 氏
名古屋地区会場（６月 30 日（土）於：名古屋ビジュアルアーツ Pixy Studio）
参加者：４校 48 名
エンジニア：高田 英男 氏
アシスタントエンジニア：稲垣 杏理 氏
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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 10 日（日）
１回目 11：30 ～ 13：45
２回目 14：30 ～ 16：45

サウンドインスタジオ

Bst

大阪会場：スタジオグルーヴ Ast
６月 16 日（土）
１回目 14：00 ～ 16：15

スタジオグルーヴ

Ast

名古屋会場：名古屋ビジュアルアーツ
Pixy Studio
６月 30 日（土）
１回目 10：30 ～ 12：45
２回目 13：30 ～ 15：45
３回目 16：00 ～ 18：15

名古屋ビジュアルアーツ Pixy Studio
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平成 30 年度通常総会＆懇親会レポート
＜通常総会＞
６月８日（金）
、JAPRS は港区元赤坂の明治記念館１Ｆ「相生の間」において、平成
30 年度通常総会を開催し、平成 29 年度の事業報告書（案）
、収支決算報告書（案）
、平成
30 年度事業計画書（案）及び収支予算書（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、佐藤専務理事が定足数の確認を行い、書面表決書を含む 33 名の出席数を確
認（定足数）
、総会の開会を宣言した。
続いて高田会長が議長に当たり、議事録署名人として副会長の三浦
瑞生氏、監事の清水 三義氏の両名が選出された。
次に内藤事務局次長より第１号議案「平成 29 年度事業報告書（案）」
及び佐藤専務理事より「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。
続いて内藤事務局次長より第２号議案「平成 30 年度事業計画書
（案）」及び佐藤専務理事より「収支予算書（案）」について説明が行
高田会長
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た後、最後に議長である高田会長が
閉会を宣し解散した。

通常総会

＜懇親会＞

通常総会終了後、18：30 より明治記念館１Ｆ「末広の間」において、
正会員、準会員、賛助会員及び招待者を含む 62 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、高田会長の挨拶に続き、
エイベックス・エンタテインメント（株）
新役員の紹介が行われた後、７月から準会員とな
國原 知樹 氏
るエイベックス・エンタテインメント（株）スタ
ジオ管理ユニット ユニットリーダーの國原 知樹氏が壇上で挨拶さ
れ、続いて経済産業省 商務情報政策局 コンテンツ産業課 課長補佐
小栗 和行氏により来賓代表として挨拶が述べられた。
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経済産業省 小栗 和行 氏

続いて乾杯となり、恒例により本年から法人正会員として新たに入会された（株）JVC
ケンウッド・ビクターエンタテインメント ビクタースタジオ長 君塚 範男氏により乾杯の
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。

（株）JVC ケンウッド・ビクター
エンタテインメント
君塚 範男 氏

新役員

懇親会
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清水委員長

第 15 回スタジオ見学会レポート
Studio Tanta

Vol.1
株式会社ソナ
高山恵梨

2018 年 6 月 12 日、晴天のこの日、注目のスタジオ Studio Tanta 様にて実施された第
15 回スタジオ見学会に参加させて頂きました。音楽スタジオ専用の建築物が少なくなっ
ている昨今、新築での計画ということもあり、様々な方面から注目されているスタジオの
見学会だったため、参加前から非常に楽しみに
させて頂いておりました。
建物に入り、エントランスホールで一番初め
に目に飛び込んでくるのが上品な螺旋階段で
した。その螺旋階段と、さりげないスケルトン
のエレベーターがとてもコンパクトに納まっ
ているエントランスホールは、高級感漂うセレ
モニー会場のような雰囲気でした。
見学会が始まると、ミックスウェーブ株式会
社 齊加様、ヒビノ株式会社 藤原様、日本音響
エントランス
エンジニアリング株式会社 崎山様をはじめ、
関係者の方々が各部屋を一緒に回りながら丁寧に説明をして下さいました。そしてスタジ
オ各所の素晴らしい納まりから、Studio Tanta 様のスタジオ開設へ向けた強い思いが伝
わってきました。
見学会は B2F の Studio-C から始まり、3F の Studio-A、5F の Studio-B という順番で
回らせて頂きました。
・Studio-C
広いスペースに高い天井のこの部屋は、主にリハーサルスタジオと
して利用されるとのことでした。そしてモーションキャプチャーとし
ても使えるよう複数台のカメラが用意されており、多目的な用途とし
て利用できるような工夫が随所に見受けられました。
室内音響としては、多目的用途に対応できるような音場となってい
ました。壁の構造や材料の種類、配置など、拡散に関しても細やかな
日本音響エンジニアリング（株）
配慮がされていました。
崎山 安洋 氏
こちらは B1F と吹き抜け構造になっていて、階段を上がってスタ
ジオの外に出るとパウダールーム等の楽屋が設けられていました。そ
ちらのレイアウトも無駄がなく、スペースを有効活用されているよう
に思えました。
・Studio-A
こちらの Main Booth は、設計コンセプトとして「景観はクラシッ
クな雰囲気を出しつつ、自然を使ったイメージ」とのご説明がありま
した。天井吊りの拡散体が葉の形をしていたり、実際に琉球石灰岩や
ミックスウェーブ
（株）
齊加 和博 氏
木等の自然素材が使われていたりしていて、コンセプト通りの造りに
なっていました。
更に楽器の音をより良く響かせられるよう傾きを持たせた壁や、各所の納まりには目を
見張るものがありました。建具や音響材料の取り付け部分も勉強になりました。
Control Room の後壁には日本音響エンジニアリング様の AGS が配置されており、「自
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然」をコンセプトとした Main Booth と意匠的な繋がりも感じられました。
建物の構造のお話も伺うことができ、上下階の低域の遮音性能を高めるため、空気層を
挟む二重スラブを採用されていて、外壁も厚さが充分にあるコンクリートを選定されてい
るとのことでした。
・Studio-B
こちらの Main Booth はリズム録りがメイン
とのことでしたが、アフレコにも対応できるよ
うに一部壁のくぼみがカウンターになってお
り、そこにマイクが置けるような工夫がされて
いました。ドラム背面の傾きの付いた壁は、音
響的に有益な反射音が作り出されているよう
でした。
スタジオ横の専用ラウンジは代々木公園の
広大な緑を見渡すことができ、2 フロア分の天
Studio- Ｂ スタジオ側
井高が作り出す開放感も相まって、とても贅沢
感のある空間でした。この空間のデザインや構造もかなりこだわり抜いたというお話も伺
いました。
どのスタジオも意匠・建築音響・建物構造・
設備設計のすべてにおいて、見学会の中で
様々な発見が尽きず、非常に充実感のある時
間を過ごすことができました。
構想 5 年と伺いましたが、すべてがスタジ
オとそこで過ごす皆様の為を考え抜かれた構
造やレイアウトになっており、説明を聞きな
がらひとつひとつに頷いてしまう程でした。
このような貴重な機会を頂きました Studio
Tanta 様をはじめ、関係者の皆様、JAPRS
Studio- Ｂ 調整室
の皆様に深く御礼申し上げます。
以上

第 15 回スタジオ見学会レポート

Vol.2

専門学校 ESP エンタテインメント東京
井良沢 元治
場所は、渋谷区富ヶ谷になります。皆さん良
く知っている、原宿から代々木公園の坂を下り
代々木公園交番前交差点の右側に、地上７階・
地下３階の円形の新築ビルが見えます。2F の
フレンチレストラン以外は全部が音楽専用ビ
ルとしてオープンしました。
躯体の設計コンセプトからライブホール・レ
コーディングスタジオとして完成するまで構
想５年で、この時代には、うらやましい限りで
す。
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Studio- Ｃ

今回・内覧した順番でレポートして行きます。
○ B2F 多機能リハーサルスタジオ Studio- C
123 ㎡（80 坪 ） メ イ ン フ ロ ア の SR シ ス テ ム は SD10
DiGiCo フ ル シ ス テ ム で、DiGiCo SD10 2 台 が リ ン ク し
Master Slave も自由に構築できます。
SD RACK のインプットモジュールは 32bit AD で、SR シ
ステムとしては光伝送され、高解像度で SN 比のよい作業環
境 が 得 ら れ、 フ ラ イ ン グ ス ピ ー カ ー が CODA ViRAY
SYSTEM で歪の少ない、クリアで伸びのある音量感だと思
われます。
照明は固定バトンと昇降式八角形トラスに、LED ムービ
ング・スポット・アッパーホリゾントライトの AYRTON 製
品 34 台でまとめられています。ライティングコンソールは
Studio- Ｃ
AVOLITES ARENA で基本的な照明は揃っています。電源
図はホームページからダウンロードできます。
持込み機材については後日確認した所、事前連絡によりＯＫでした。
（但し、量の制限
有り）
木が中心のナチュラルな響きにこだわった
壁面が、気持ちを落着かせてくれます。
フローリング材はタモ使用。
鏡の存在も気になりません。B1F（室内階段
の上）にリハスタ専用楽屋もあり、ゲネプロ
するには素晴らしい環境です。3 階 Ast とリン
クしているので、大きなレコーディングスタ
ジオとして使用出来るそうです。
バランスの良い Steinway&Sons B-211 が備
えられているので、アコースティックな編成
や Jazz のライブ録音にフィットしそうです。

Studio- Ｃ

上部

電源については使いやすくカスタマイズされ、上の階のスタジオとグランドを 2 系統に
することであらゆる環境を考え、グランドを落したり、断ち切ったりできるようにし、C
種グランド回線 10Ω 以下のものを使い、より安定性と使いやすさを向上させているそう
です。
モニター卓ラック電源は壁コンからカムロ
ックにて接続し、１対のケーブルで 100A を伝
送し、ラック内すべてに電源を供給して。接
続の安全性と使い勝手を重視しています。
別にモーションキャプチャーのシステムも
有り、使い方が無限大に広がります。
○ 2F エントランス（2F はフレンチレストラ
ン）
綺麗で、
エレガントです。美味しそうな予感。
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Studio-A スタジオ側

Studio-A 調整室

Studio-A 調整室前側

この日は、食事を体験していないので、今後の食レポＳＮＳを参考に期待してください。
○ 3F 4F Studio- A
API Legacy AXS 48ch Pro Tools HDX3 MTRX I/O（48in48out）
STEINWAY ＆ SONS D-274 コンサートグランド
Rhodes（Suitcase73）. HAMOND BC-3.
天井高 3.8 ｍ ラージは Geroge L Augspurger AUGS2X15TRAD（TAD ﾀﾞﾌﾞﾙｳｰﾌｧ）
フローリング材はヨーロピアン・オーク使用。
6/4/2/2/ 編成の入る天井高 6 ｍのメインスタジオに、各用途を良く考えた響きを持つ 4
つのブース + １という構成で、多種多様なジャンルにも、問題なくより良い音楽が録れ
るスタジオです。
スタジオの壁は、沖縄産琉球石炭石を使用しています。私は石屋では無いですが、表面
仕上げを割肌・ビシャン・切肌にし表情をうまく工夫しています。
広域の拡散性が良く柔らかい反射音になるそうです。
もう 1 つ、業界歴の長い人達にとっては一口坂スタジオを思い出す壁がありました。
材はチークや千年杉ではなく硬いブビンガを使用しています。
ベースギターやスピーカ台で使用する固く質量のある材質で木質系の自然な反射音であ
りながら、固くしまった反射音となる点が選択理由です。ウッドブロック状にして音の拡
散性も高めています。ラウンジスペースは代々木公園独り占めですね。
○ 5F Studio- B
API 1608EX-32ch.
ProTools. HDX3 MTRX I/O（32in32out）
天 井 高 3.5 ｍ、 ラ ー ジ は 同 等 の も の で、
Geroge L Augspurger の（TAD シングルウ
ーファ）です。5.1 も対応しています。Ast
より、小ぶりのスタジオで、メインスタジオ
は天井高が 5.3 ｍあり、アフレコからバンド
までどんな作業にも向いたフットワークの良
Studio- Ｂ スタジオ側
い手頃で使いやすい感じがします。
フローリング材はアカシア使用。ここのラウンジスペースも代々木公園独り占めですね。
5F ラウンジに展示してあるヴィンテージ機材、wurlitzer 200a/mini moog/Sequential
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Circuits Prophet-5 Drum set or Ludwig Snr etc..
レンタルが可能かどうか後日確認した所、事前連絡によりＯＫとのことでした。
アメリカのスタジオみたいで楽しみです。
各スタジオの反射音の方向感や響きについては、測定結果と主観評価をもとに吸音材と
反射材の調整をしているそうです。
スタジオＡ ラージスピーカは、
Geroge L Augspurger AUGS2X15TRAD（古くはスタジオグリーンバード Ast の設計
者でもある）に直接コンタクトを取りカスタマイズされた、
6422 オリジナルモデルである。
構成は
Low Driver： TAD 1601B（16” /400 ㎜）×2
（B スタは、シングルウーファ）
High Driver： RADIAN
Horn：Original Wood Horn
Processar：LAKE LM26
Power Amprifire：BRISTON ７B ＋ BRISTON ４B
TAD 世代として、今回はじっくり聞く時間がなくて少々残念でしたが、限られた時間
で聞いた感想としては Good な方向性でした。

ロビー

ロビー

＜日本のトップクラススタジオの完成見学会を終えて＞
音楽専用の新築建物がどの様な構造なのかを、数々の歴代スタジオを造られている日本
音響・ヒビノさんに詳しく聞いてみました。
遮音性能を重視した躯体設計で、構造的には剛構造の鉄筋コンクリート（RC 構造）を
基本とした複合構造となっていて、スタジオはほぼワンフロアに配置されていますので、
外部騒音に対しては、街宣車などが通っても、レコーディングに支障のない遮音構造（鉄
筋コンクリートの固定遮音層壁に、浮遮音層壁）とし、スタジオの上下間については、上
下間の低域の遮音量を確保するために、なんと、2 重構造のコンクリートスラブとなって
います。スタジオと上部のスタジオ間にもう 1 階を挟んでいる構造だそうです。暗騒音レ
ベルが下がることで S/N が良くなりますが、逆に上階のコツコツ音も聴こえやすくなり
ますので、同時に（特に低域 63Hz 以下の）遮音性能も上げる必要があります。
この 2 点を両立することで、S/N の良い、ハイレゾにも対応できる音環境が実現でき
ます。この遮音構造は、５F レセプションラウンジの壁や、外観のデザインにも躯体美と
して表現されています。（ヴィンテージ楽器の置いてあった後ろです。
）
スタジオ空調システムは非常に良く天井・ブース上部からサプライし、視覚的に見えな
い場所でリターンして NC 値 15 以下の設定で可聴限界レベルに近いため、録音作業中で
もストレスを感じないでしょう。
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なぜＡＰＩなのか、
室内音響的にスタジオの生音（楽器の生音）を生かせるコンソールとしてＡＰＩは、温
かみがあり抜けの良い音質、SN の良さ、ヘッドルームが広く歪にくいので選ばれたそう
です。私も現存する真のアナログコンソールとしては Class A のフルディスクリート回路
で、皆さんご存知のパーツ JENSEN / 2520 OpAmp のＡＰＩだと思います。
この Studio Tanta のように、マーケティング的にも、新しいコンソールの選択にＡ
ＰＩの波が来ている気がします。
最後に、貴重な時間をお付き合いして頂いた Studio
座いました。
そして説明担当の方々ありがとうございました。
・スタジオ概要説明
齊加 博和氏／ミックスウェーブ株式会社
藤原 哲郎氏／ヒビノ株式会社
・音響設計説明
崎山 安洋氏／日本音響エンジニアリング
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Tanta の皆さん、ありがとう御

第 17 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８日（日）
、札幌 ×２、仙台 ×２、郡山、新潟、東京 ×８、名古屋 ×３、大阪 ×３、
広島の８地区 21 ヶ所の団体受験会場に分散して実施された「第 17 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 589 名に対し、欠席者 78 名を除く
当日の受験者数 511 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
専門学校キャットミュージックカレッジ
専門学校ミューズモード音楽院
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 708.2 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 589 名 欠席 78 名 受験者 511 名
最低点 210 点 最高点 1000 点（20 名） 平均点 708.2 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 74.7% 平均点 187 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 65.0% 平均点 163 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 73.3% 平均点 183 点
（３）得点別人数
1000 ～ 900
101 名
890 ～ 800
73 名
790 ～ 700
82 名
690 ～ 600
109 名
590 ～ 500
88 名
490 ～ 400
40 名
390 ～ 300
16 名
290 ～ 200
2名
0
0名
計
511 名
（４）ランク別人数
Ａランク 1000 ～ 901 点 92 名
Ｂ 〃
900 ～ 701 点 151 名
Ｃ 〃
700 ～ 451 点 232 名
Ｄ 〃
450 ～ 201 点 36 名
Ｅ 〃
200 点以下
0名
計 511 名
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第２回中華圏セミナー
JAPRS 渉外委員会では「新たなスタジオユーザーの開拓」を目的
として、平成 30 年３月６日（火）第１回中華圏セミナー「中国の音
楽産業について」を開催しました。
さらに２回目として「中国のレコーディング、スタジオ業界」をテ
ーマとしたセミナーを平成 30 年８月 10 日（金）に下記の概要にて開
催しました
司会：相川 洋一 氏

会場：東京ウィメンズプラザ 視聴覚室
講師：粟野 敬三氏 / 北京在住 サウンドプロデューサー＆レコーデ
ィングエンジニア
Ⅰ部：
「中国の音楽録音スタジオについて」
・中国レコーディングスタジオの市場規模、音楽スタジオの分
類、発展経緯と現況
・中国レコーディングスタジオレポート
広田委員長
Ⅱ部：
「粟野敬三氏 × 高田英男氏（JAPRS 会長）
トークセッション」
・中国の音楽産業について ・中国の音楽録音スタジオ事情
・中華圏を巻き込んで音楽産業を活性化するためには
・
【質疑応答】
【講師プロフィール】
1971 年 兵庫県姫路市出身
1991 年 ビクタースタジオ入社
1997 年 ビクターのレーベルがあった中国に出張で訪れ、中華料理
と人々のパワーに魅される。
1999 年 ビクタースタジオ退職、独立して北京移住。その後、中国
音楽市場における黎明期、発展期、停滞期、変革期を中国
粟野 敬三 氏
アーティストと共に経験し、現在に至る。来年、中国在住
20 周年を迎える。最近は、エンジニア以外に、日中間の音楽制作コーディネートや、日
本のメーカーの音楽関連製品（マイクやヘッドフォンなど）の輸入販売、音楽市場に関す
る中国政府へのコンサル等にも従事。
セミナー報告

一般社団法人

日本音楽スタジオ協会 会長
高田英男
第 2 回中華圏セミナー開催テーマにつきましては、渉外委員会の皆
様から JAPRS にとって大変関心度の高い中国スタジオビジネスの現状
とし、講師については実際に中国（北京）で活躍しているエンジニア
プロデューサーの粟野氏で進めたいなど、事前に詳細なセミナー計画
を纏めて頂きました。講師の粟野さんには現地中国のスタジオを実際
に訪問し、リアルな中国スタジオビジネスの現状をレポートして頂き、
JAPRS 加盟スタジオの皆様には沢山の現地情報が伝わり、大変充実し
高田会長
たセミナーとなりました。詳細内容は粟野氏プレゼン資料を参考にし
て頂きたいと思いますが、セミナーで粟野さんがお話しされたポイントを記載致します。
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①「中国音楽ビジネス規模」
2016 年度 5 兆 2 千億円 前年比 7.79％増、音楽教育及びカラオケなどとの産業連動
やモバイルカラオケアプリなど新たなビジネスモデルが立ち上がる。
・音楽教育市場 1 兆 2100 億円
・カラオケ市場 １兆 3900 億円
・デジタル音楽 8469 億円
・コンサート
2560 億円
・CD/DVD パッケージ売上 177 億円
＊ 2016 年度、中国卸価格ベースでの音楽売上は音楽配信 96％、パッケージ 4％であり、
音楽配信の売上割合は世界一。
②「粟野氏プレゼンポイントの一部ご紹介」
・2000 年以降民営スタジオが登場し、その多くはレコーディングエンジニアが自分の仕
事をする為にスタジオを持つ。
＊現状レコーディングエンジニア所有スタジオは 1,000 を下らない。
・北京には 3,000 ほどのスタジオがある。（プライベートスタジオ除く）
・音楽プロダクション・レコード会社所有のスタジオではアナログ機材（ビンテージ含む）
が多く使われており稼働率が大変高く、撮影出来る対応が大変重要である。
・エンジニアのレコーディング技術はスタジオに就職してから学び、現状アシスタントエ
ンジニア無しでは業務対応が出来なくなっている。
・エンジニア教育では 5 年前に中国電媒大学にエンジニア育成教室が出来、年間 10 人の
生徒育成をしているが、市場ニーズに追いつかない。
＊エンジニア教育ビジネスは日本にチャンスあり。
・エンジニア所有スタジオで特徴的な事は、スタジオありきで仕事が入るのでは無くエン
ジニアありきで仕事が入る！
・クライアントは基本レコーディングエンジニアに付き、その固定顧客の紹介により仕事
が広がっていく。
・スタジオビジネスの肝は人間関係である！
講師の粟野さんには中国スタジオビジネレポートを通して、スタジオビジネスにおける
本質的な課題を最認識させて頂きインバウンド需要が増す今、中国国内スタジオビジネス
の現状レポートにより、日本のスタジオ業界への新たなビジネスチャンスをご提案頂くセ
ミナーとなりました。
誌面をお借り致しまして心よりお礼を申し上げます。

Ⅱ部 トークセッション
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第 15 回 JAPRS 認定「Pro Tools 技術認定試験」実施報告
９月９日（日）
、札幌 ×２、仙台 ×２、新潟、小山、東京 ×７、横浜、名古屋 ×２、
大阪 ×３、広島、博多の 10 地区 21 ヶ所の団体受験会場に分散して、
「第 15 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 523 名に
対して 582 名という結果となりました。
また、今回の試験につい
ては、昨年と同様に受験者
個々の Pro Tools に関する
知識をより明確に把握する
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」
経専音楽放送芸術専門学校
専門学校代々木アニメーション学院
「ミキシング」
「 シ ン ク・
MIDI・ファイル管理など」に区分された出題としたが、初級問題の正答率は 67.5％、中
級問題については 55.2％、全体的な正答率は 61.4％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 673 名 欠席 91 名 受験者 582 名
最低点 210 点 最高点 1,000 点（16 名）
総合平均点 608.1 点
（２）平均点詳細
初級１（Pro Tools 概要／ 100 点）
：76.7 点
初級２（録音・編集／ 110 点）
：76.5 点
初級３（ミキシング／ 130 点）
：86.1 点
初級４（シンク・MIDI・ファイル管理など／ 160 点）
：92.7 点
◆初級計 332.0 点
中級１（Pro Tools 概要／ 130 点）
：78.1 点
中級２（録音・編集／ 130 点）
：73.9 点
中級３（ミキシング／ 100 点）
：54.9 点
中級４（シンク・MIDI・ファイル管理など／ 140 点）
：69.2 点
◆中級計 276.1 点
（３）得点別人数
1000 ～ 900
97 名
890 ～ 800
62 名
790 ～ 700
54 名
690 ～ 600
58 名
590 ～ 500
74 名
490 ～ 400
113 名
390 ～ 300
92 名
290 ～ 200
32 名
200 ～
0名
計
582 名
（４）ランク別人数
Ａランク 1000 ～ 901 点 89 名
Ｂ 〃
900 ～ 701 点 118 名
Ｃ 〃
700 ～ 451 点 181 名
Ｄ 〃
450 ～ 201 点 194 名
Ｅ 〃
200 点以下
0名
計 582 名
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「デジタル伝送技術」勉強会実施報告
放送関連業界において IP 伝送技術を使った効率的な中継等技術の研究が進んでいるな
か、
音楽レコーディング業界においては多くの録音スタジオがアナログ卓中心で構築され、
デジタル伝送技術との関わり合いが少ないのが現状です。しかしながら、ホールでのライ
ブ録音をはじめ、デジタル伝送技術を使った音楽制作の可能性も見えはじめています。
そこで技術委員会では、基礎的なデジタル伝送技術を学び、今後のスタジオビジネス～
録音業務展開に生かすことを目的とした「デジタル伝送技術」勉強会を、「RAVENNA」
/「DiGiGrid」編、「MADI」/「DANTE」編の２回に分けて開催しました。（会場：東京
ウィメンズプラザ視聴覚室）
IP ネットワークを使った音声伝送に関する関
心は高く多くの参加をいただき、各講師からの
基礎的な説明やシステムの実例紹介から、各フ
ォーマットの特徴や関係性が見え、各参加者の
頭のなかにデジタル伝送の概要がイメージ出来
る勉強会となりました。
今回は基礎編という内容でしたが、今後はよ
司会：岡田 詞朗 氏
高田委員長
り踏み込んだ勉強会開催を検討しています。
◆第１回「デジタル伝送技術」勉強会（「RAVENNA」/「DiGiGrid」編）
平成 30 年９月 20 日（木）
Ⅰ部：
「デジタル伝送技術基礎講座」
（1）IP ネットワーク（RAVENNA）の基礎理論
講師：オタリテック株式会社
/ 営業部第一課 課長 柳 秀和氏
（2）DiGiGrid の基礎理論
講師：株式会社メディア・インテグレーション
/MI 事業部 General Manager 山口 哲氏
オタリテック（株）
Ⅱ部：
「実例によるシステムの紹介」
柳 秀和 氏
（1）IP ネットワーク（RAVENNA）を利用した実例紹介
講師：オタリテック株式会社
/ 営業部第一課 課長 柳 秀和氏
（2）DiGiGrid を使用した録音システムの実例紹介
講師：株式会社メディア・インテグレーション
/MI 事業部 General Manager 山口 哲氏
（株）メディア・インテグレーション
山口 哲 氏
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（株）
シンタックスジャパン
三橋 武 氏

Audinate Japan
川北 敏樹 氏

◆第２回「デジタル伝送技術」勉強会（
「MADI」/「DANTE」編）
平成 30 年 10 月９日（火）
Ⅰ部：「デジタル伝送技術基礎講座」
（1）MADI の基礎理論
講師：株式会社シンタックスジャパン / 三橋 武氏
（2）DANTE の基礎理論
講師：Audinate Japan Regional Solution Sales Manager
/ 川北 敏樹氏
Ⅱ部：「実例によるシステムの紹介」
（1）MADI を使用した録音システムの実例紹介
講師：株式会社シンタックスジャパ
ン / 三橋 武氏
（2）DANTE を使用した録音システムの
実例紹介
講師：株式会社メディア・インテグ
レーション
/Support Section Leader 岡田 裕一氏
（株）メディア・インテグレーション
岡田 裕一 氏

東京ウィメンズプラザ視聴覚室
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賛助会員交流会
8 月 1 日（水）、
「南国ダイニング」に於いて、賛助会員 15 社 22 名、法人正会員 6 社 6 名、
個人正会員 3 名、事務局 2 名の計 33 名の参加者により賛助会員交流会が実施された。
今回は賛助会員だけではなく、レコード会社系含め正会員社からの参加も募り、賛助会
員からの正会員スタジオ各社に対する積極的なアプローチと、各社の機材やシステムに関
する詳細な会話が随所に見受けられ、幅広く交流が図れる会となった。
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第 30 回 JAPRS ゴルフコンペ
10 月 19 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 30 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８社 12 名、個人正会員３名、賛助会員４社４名、JAPRS 会員 OB ３名、関連会社等
11 名 合計９組 33 名で、早朝 8：00 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。
8：45 にクラブハウス前集合となり、コンペ幹事の稲葉建設（株）・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・久保
田 耕司氏をはじめ、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。

優勝・久保田 耕司

氏

クラブハウス・パーティー会場

＜主な成績＞
優 勝：久保田 耕司／個人会員
準優勝：伊藤
猛／バーディハウス
３ 位：中村 隆一／ミキサーズラボ
ベストグロス賞：萩原 一哉／稲葉建設
ニアピン賞：髙城 賢、藤井 政直、萩原 一哉、北村 勝敏
ドラコン賞：相川 洋一、佐藤 茂、町田 幸紀、伊藤 猛

スタート前の集合写真
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清水委員長

GROSS 102 NET 72.0
〃
92
〃 72.8
〃 107
〃 73.4
GROSS 79（OUT 42, IN 37）
（敬称略）

Inter BEE 2018 賛助会員社ブースツアーレポート
（株）メディア・インテグレーション
岡田 詞朗
2018 年 11 月 14 日（水）から 11 月 16 日（金）の 3 日間に渡り、幕張メッセ（千葉市
美浜区）にて一般社団法人電子情報技術産業協会主催の Inter BEE 2018 が開催されまし
た。
Inter BEE では近年「超スマート社会「Society 5.0」の実現に向け、メディア総合イベ
ントへと加速」と銘打ち、
「コンテンツ」を中核に位置づけ、
「つくる（制作）
」「おくる（伝
送）
」「うける（体験）」の要素を網羅した「メディア総合イベント」への発展を目指し、
2018 年はその取り組みの更なる加速を目標としていました。
具体的には全般的に 4K・8K の衛星放送と関連して、イマーシブ・オーディオを展示の
メインにされている出展社が本年は多く見受けられました。結果的には今年も記録を更新
し、
過去最多となる出展者数 1,152 社・団体（2017 年は 1,139）
、出展小間数 2,054 小間（2017
年は 1,983）、登録来場者数も過去最多 40,839 名（2017 年は 38,083）となりました。実際、
幕張メッセ自体を HALL.1 から HALL.8 までの全てを使用、出展者へのインタビューでも
活気ある雰囲気が実際に体感出来たとの声を複数聞くことが出来ました。
そして今年も、11 月 15 日（木）に 6 回目となる「Inter BEE 2018 賛助会員社ブース
ツアー」を行わせて頂きました。今年は 20 名を超える多くの参加者、且つ対象の賛助企
業も 20 社とこれまでで最多となりました。
Inter BEE 2018 賛助会員社ブースツアー参加賛助会員 20 社
１．株式会社アコースティックフィールド
２．伊藤忠ケーブルシステム株式会社
３．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
４．オタリテック株式会社
５．株式会社オーディオテクニカ
６．有限会社グルーヴ
７．株式会社サンフォニックス
８．株式会社ジェネレックジャパン
９．株式会社静科
10．スチューダー・ジャパン－ブロードキャスト株式会社
11．株式会社ズーム
12．ゼンハイザージャパン株式会社
13．ソリッド・ステート・ロジック・ジャパン株式会社
14．タックシステム株式会社
15．株式会社トライテック
16．日本音響エンジニアリング株式会社
17．ヒビノインターサウンド株式会社
18．ミックスウェーブ株式会社
19．株式会社メディア・インテグレーション
20．メモリーテック株式会社
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また、ここ数年顕著なのですが、進行も非常にスムーズに行われ、短い時間ではありま
すが効率良く各社ブースにて新製品群の説明が実施されたと思います。実際賛助企業ブー
スは HALL.1 ～ HALL.8 に渡って点在しているのですが、その距離感をあまり感じる事な
く、進行できたのでは無いかとも思っております。
賛助委員会としては来年度も本「Inter BEE 賛助会員社ブースツアー」を実施予定です
が、特に参加された方々へのインタビューや実際の進行方向も含め、今後の展開に関し改
善と新しいアイデアの注入を行い、更に質の高いツアーを目指して行きたいと思います。
最後になりますが、ご協力頂きました事務局の方々、賛助企業各社のご担当者様、そし
てツアーに参加頂いた方々、ありがとうござました。
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JAPRS 技術セミナー「アナログ・レコードの基礎とカッティング」
技術委員会では、下記の概要により、年々タイトル数・生産量共に増加しているアナロ
グ・レコードに関して理解を深めるために、１回目として「アナログ・レコードの基礎と
カッティング」をテーマとする技術セミナーを開催した。
２回目として、実際にカッティングを行なう実技編の開催を予定
している。
なお今回の試聴のため一般社団法人日本オーディオ協会 事務局長
照井 和彦氏の協力により、下記のアナログプレーヤおよび SACD プ
レーヤが提供された。
・アナログプレーヤ DENON DP-100M
ワーナーミュージック・
カートリッジ
DS Audio DS002（光電式）
マスタリング
・SACD プレーヤ
SONY SCD-1
司会進行：菊地 功 氏
Ⅰ部：
（1）
「アナログレコードの基礎」（座学）
＜歴史＞
・エジソンのフォノグラフ
・機械式から電気式吹き込みへ
・ベルリナーのグラモフォン ・電気蓄音機
＜レコードの種類＞
・現在の主流レコード
ワーナーミュージック・
かつてのレコード SP 4 チャンネルレコードなども紹介
マスタリング
講師：北村 勝敏 氏
＜再生原理＞
・溝の形状
45-45 方式 V-L 方式 ／ モノ ステレオ ／ CD-4
・カートリッジ MC MM MI その他 ／ 発電原理
・RIAA
RIAA イコライザーが必要な理由
・CD-4 再生の仕組み なぜ 1 本の溝に 4 チャンネンル記録できるのか
＜特性＞
・周波数特性 ・S/N 比
・D レンジ
・CD との比較
（2）質疑応答
Ⅱ部：
「アナログ・レコード試聴」
Ｍ１ Laidback/ 井筒香奈江「Songbird」
① マスター音源再生（192kHz/24bit）
② ＣＤ再生
③ アナログレコード再生
Ｍ２ BIG BAND STAGE 角田健一ビッグバンド
「タキシード・ジャンクション」
高田 委員長
① ＣＤ音源再生
② アナログレコード再生
Ｍ３ 竹内まりや「駅」
① アナログレコード再生 1987 年盤
②
〃
2017 年リマスター盤

（一社）
日本オーディオ協会
事務局長 照井 和彦 氏
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アナログプレーヤ DENON DP-100M
カートリッジ DS Audio DS002（光電式）

SACD プレーヤ SONY SCD-1

「アナログ・レコードの基礎とカッティング」に参加して
キング関口台スタジオ
吉越 晋治
このような有意義な機会を設けていただけた事、北村様・照井様・スタジオ協会のみな
さまに感謝感激でございます！
Ⅰ部の座学は、予定時間に収まらないほどの盛況ぶりでした。
「これでは時間が足りないのでは？」などと心の中で思っていたりもしましたが、そこ
は懇親会にて補習授業を受けさせていただきました（笑）
Ⅱ部の試聴会では、同一楽曲を用いたハイレゾ音源・CD 音源・レコード音源による聴
き比べが興味深いものでした。三者三様、いずれも良い所があり、バランス・リヴァーブ
感が違って聴こえたように感じました。
思い起こせば、我が家に CD プレーヤーなる物が購入されたのが高校生の頃・・・それ
以来、レコードとは冷え切った関係となってしまいました。
また、キングレコードで言えば、CD の普及による自社レコードプレス工場の閉鎖、そ
して、2004 年を最後にカッティングルームの閉鎖、と聞いております。一度消えてしま
った明りを灯す事は難しいですね・・・
これはレコード製造に限った事では無いですが、先人の方々が残してくれた技術・知識・
記録を継承する事、これも我ら現役エンジニアの務めである事をあらためて痛感いたしま
した。
重ね重ねになりますが、今回のセミナーを開催していただき、誠にありがとうございま
した。

セミナー風景

アナログレコート試聴風景
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第 25 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 25 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、特定非営利活動法人日本レコーディングエンジニア協会、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 NPO 法人ミュージックソムリエ協会、
（株）レーベルゲート /mora、オンキヨー（株）/e-onkyo music、（株）ソニー・ミュージ
ックコミュニケーションズ、（株）JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント、（株）
サウンドインスタジオ、（株）ジェネレックジャパン、
（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 25 回日本プロ音楽録音賞」を実施し、
平成 30 年 12 月６日（木）、
ホテル雅叙園東京４Ｆ「孔雀」に於いて授賞式、４Ｆ「飛鳥」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、６部門計 12 作
品およびベストパフォーマー賞並びにニュー・プロミネントマスター
賞について表彰が行われました。
内沼運営委員長
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、ニュー・プロミネントマスター賞を対象に行われ、全 134 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「クラシック、ジャズ、フュージョン」
：
２作品、ハイレゾリューション部門「ポップス、歌謡曲」：２作品、放送部門「2ch ステ
レオ」：２作品、放送部門「マルチ ch サラウンド」
：２作品がそれぞれ優秀作品としてノ
ミネートされ、その中から各部門１作品が最優秀作品として選定され、更にベストパフォ
ーマー賞１作品、ニュー・プロミネントマスター賞２作品が選ばれました。
CD 部門 クラシック、ジャズ、フュージョン / 応募総数：21 作品
CD 部門 ポップス、歌謡曲 / 応募総数：48 作品
ハイレゾリューション部門 クラシック、ジャズ、フュージョン / 応募総数：30 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 ポップス、歌謡曲 / 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：22 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：５作品
（テレビ番組：地上波、衛星放送）
ベストパフォーマー賞
ニュー・プロミネントマスター賞

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、ニュー・プロミ
ネントマスター賞を紹介するとともに、最優秀作品として表彰された代表エンジニアの
方々およびベストパフォーマー賞のアーティスト、ニュー・プロミネントマスター賞の代
表エンジニアに依頼し、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、51 頁以降に掲載させていただきます。
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第 25 回日本プロ音楽録音賞
授賞式次第
１、主催者代表挨拶

第 25 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
コンテンツ産業課

係長

大澤

恒介 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
一般社団法人日本音楽スタジオ協会
会長
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
特定非営利活動法人日本レコーディングエンジニア協会
副理事長
ハイレゾリューション部門 クラシック、ジャズ、フュージョン
一般社団法人日本音楽スタジオ協会
名誉会長
ハイレゾリューション部門 ポップス、歌謡曲
特定非営利活動法人日本レコーディングエンジニア協会
副理事長
一般社団法人日本音楽スタジオ協会
会長
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
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
音響ジャーナリスト
株式会社マクス
代表取締役

小川
高田
畑

理子
英男
陽一郎

森元

浩二

内沼

映二

森元 浩二
高田 英男
服部

康夫

服部

康夫

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

５、ニュー・プロミネントマスター賞の発表及び表彰
並びに審査員講評
一般社団法人日本音楽スタジオ協会

６、受賞者代表挨拶

放送部門 マルチ ch サラウンド
ミキシング・エンジニア
長野朝日放送株式会社

副理事長 松武 秀樹
理事長 椎名 和夫

名誉会長

内沼

映二

岩井

和久

最優秀賞

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「ショスタコーヴィチ：交響曲第10 番＆第11番《1905 年》
（
」COCQ-85383～4）
より
「ショスタコーヴィチ：交響曲第 11 番ト短調作品 103《1905 年》より第 4 楽章」
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮 読売日本交響楽団 CD
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：毛利 篤
（日本コロムビア株式会社）
〈受賞のことば〉
この度はご選定いただきまして、誠にありが
とうございます。
「現役最高齢の指揮者」とも言われたスクロヴ
ァチェフスキが、深い信頼で結ばれた読響と共に、得意のレパートリー曲を年齢も感じさ
せないほどに鋭くかつ強烈に表現しています。当初は記録用として 2009 年に録音されま
した。2017 年の指揮者ご逝去により商品化されることとなり、この度あらためてミック
スとマスタリングを行なっています。
この作品は全体的に重々しい色を持っており、ミックスを最初に聴いた際には、ソリッ
ドな低音域の質感が全体の雰囲気を形創り、この作品が持つ重苦しい歴史への鎮魂や警鐘
といったテーマとの調和を感じました。
マスタリングでは、作品が持つ音の方向性を重視しました。重苦しい中にも、鋭さや輝
かしさといった様々な音色が作品全体として感じられる音創りを心がけました。既に理想
的状態でミックスされていましたので、マスタリングではできる限りシンプルに、ミック
ス音源の良さを失わないようなイコライザ処理を施しました。
今回の受賞にあたり、いつも理想的状態でレコーディング・ミキシングをしていただい
ている塩澤さん、プロデューサーの中里さん、アシスタントの小野寺さんをはじめ、この
作品にかかわったすべての皆さんに感謝するとともに、スクロヴァチェフスキさんのご冥
福をお祈り申し上げます。
○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）

［優秀賞］
●作品「テレマン：小室内楽曲集（６つのパルティータ）」（CMCD28355）より
「パルティータ第 1 番 変ロ長調 ＴＷＶ 41：B1 Con Affetto」
トーマス・インデアミューレ、クラウディオ・プリツィ CD
発売元：株式会社カメラータ・トウキョウ

☆レコーディング＆マスタリング・エンジニア：高島 靖久
（株式会社カメラータ・トウキョウ）
○エディティング・エンジニア：久保田 大気（株式会社カメラータ・トウキョウ）
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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「Juice」（VICL-64926）より「Keepin'」
iri CD
発売元：Colourful Records

☆ミキシング・エンジニア：柏井 日向
（株式会社 Bigfish）
〈受賞のことば〉
この度は名誉ある賞を頂きありがとうござい
ます。
皆様ご存知の通り REC&MIX のクオリティーは素晴らしいアーティストと演者あって
の事です。トラックプロデューサーの MORI 君、いつも僕に仕事を任せてくれるスタッ
フの皆様に感謝致します。
そして iri ちゃん !! 彼女のスモーキーでうっとりする声、ソウルフルな歌声とラップ
で曲を彩るスキル。
類まれなリリックセンスとソングライティング。その全てにいつも驚かされています。
アルバムには受賞曲以外にも素晴らしい曲が散りばめられておりますので、一人でも多
くの人々に聞いて頂き、彼女が日本音楽界のメインストリームを席巻する日が来ればこの
上ない幸せです。またマスタリングは多くの仕事でコラボレーションしいてるバーニー・
グランドマン山崎 翼さんです。20Hz から 20kHz まで趣味が合う彼女にも大きな感謝を
したいと思います。
○マスタリング・エンジニア：山崎 翼
（バーニー・グランドマン・マスタリング・スタジオ）
［優秀賞］
●作品「GOODBYE」
（ADT-008）より「三日月の夜」
MAMALAID RAG CD
発売元：アルデンテ エンタープライズ

☆レコーディング＆ミキシング・エンジニア：田中 拡邦
（アルデンテ エンタープライズ）
○マスタリング＆ Additional ミキシング・エンジニア：田中 三一
（STUDIO ATLIO）
〇レコーディング・エンジニア：平野 栄二（有限会社スタジオハピネス）

-52-

ハイレゾリューション部門 「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「Touch of Contra Bass」より「Sonata
for Strings NO-1 in G-Major Andante」
UNAMAS Strings Quartet
フォーマット：192kHz/24bit 5.0ch
発売元：有限会社沢口音楽工房 UNAMAS レーベル
配信元：e-onkyo music、mora

☆ミキシング＆マスタリング・エンジニア：
沢口 真生（有限会社沢口音楽工房）
〈受賞のことば〉
本アルバムは、日頃サポート楽器として活躍するコントラ・バスを主役にした楽曲で構
成しコントラ・バスの魅力をアピールする意図で
１ Gran Duo Concertante by Giovanni Bottesini
２ Sonata for Strings NO1 in G Major by Rossini Gioacchino Antonio
３ Theme from Schindler’ s List by John Williams
の３つの楽曲から構成しそれぞれメンバー数も配置も異なりレコーディング時は３方式
のマイキングを設定しなおすという大変さもありましたが、受賞いたしましたロッシーニ
の Sonata Andante は、とても優雅でピアニシモの美しさが気にいりエントリーした曲で
す。休符部分の静寂さは、これまで積み重ねてきた様々なノイズ対策が実を結んだものと、
スタッフ一同受賞を喜びたいと思います。
３タイプのマイキングメインは UNAMAS 流 7.1+4 と Decca Tree そしてシンドラーの
リストは Cb ソロなので Mini Decca Tree と３方式でレコーディングしています。
また今回は Immersive Surround のキーとなるハイト CH のマイクをこれまでで最も距
離を遠くした大賀ホール２階席中央に設置し、豊かな空間再現を行いました。
毎回 Something New の取り組みをしていることを今回も評価していただきました審査
員の皆様にも感謝申し上げます。
○システム・エンジニア：三橋
○システム・エンジニア：宮下

武（株式会社シンタックスジャパン）
清孝（株式会社 JION（慈音）
）

［優秀賞］
●作品「飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ コンサート 2017」より
「モーツァルト：フルート協奏曲 ニ長調 K.314 第一楽章」
飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ フルート： 斎藤 和志
フォーマット：192kHz/24bit 5.0ch
発売元：飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ実行委員会
配信元：e-onkyo music、mora

☆ミキシング＆マスタリング・エンジニア：長江 和哉（名古屋芸術大学）
○レコーディング・エンジニア：島田 裕文
○アシスタント・エンジニア：村上 健太（株式会社東海サウンド）
-53-

ハイレゾリューション部門 「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「私は幸せ」より「いくじなし」
柴田 淳
フォーマット：96kHz/24bit 2ch

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
配信元：e-onkyo music、mora

☆ミキシング・エンジニア：工藤

雅史（“Zapp”）

〈受賞のことば〉
この度、最優秀賞を賜わり心から御礼申し上げます。
また柴田さんをはじめアレンジャーの坂本さんやミュージシャンの方々、マスタリング
の内田さん、そして制作に携わった関係者の皆様には感謝の気持ちで一杯です。
今後も精進し音楽を楽しみながら頑張って行こうと思っております。
本当にありがとうございました。
☆マスタリング・エンジニア：内田 孝弘
（株式会社 JVC ケンウッド・ビクターエンタテイント）
〈受賞のことば〉
この度は、最優秀賞に選定いただきまして誠にありがとうございま
す。
「いくじなし」はアルバム「私は幸せ」に収録されていますが、手順としてはまず CD
をマスタリングしてそれからハイレゾのマスタリングを行いました。
アルバムほぼ全曲を手がけたエンジニアの工藤さんのミックスが大変素晴らしく、CD
のマスタリングの時もわずかに全体の音量感や質感の調整で済みました。
特に「いくじなし」については柴田さん本人から「ミックスを気に入っているので、で
きればこのまま入れて欲しい」というオーダーがありましたので、いわゆるマスタリング
プロセッサーは一切使用せずダウンコンバートのみでそのまま収録しました。
ハイレゾに関しては、ミックスマスターが 96kHz24bit でしたので、マスタリング
DAW にそのまま貼り付けマスターを作成しました。
何もしてない私が賞をいただくのは大変心苦しいのですが、柴田さん、工藤さん、アレ
ンジャーの坂本さん、関わったミュージシャンの方々、この作品に関わった全てのスタッ
フの代表という気持ちです。これを励みに今後とも良い作品に関われるよう努力していき
たいです。
［優秀賞］
●作品「EARLY TIMES ～ 38年目の昴～」より「モーニング・コール」
谷村 新司
フォーマット：96kHz/24bit 2ch
発売元：ユニバーサル ミュージック合同会社
配信元：e-onkyo music、mora
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☆ミキシング・エンジニア：三浦 瑞生（株式会社ミキサーズラボ）
○マスタリング・エンジニア：藤野 成喜（ユニバーサル ミュージック合同会社）
○アシスタント・エンジニア：後藤 真太郎（株式会社東海サウンド）
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「The Covers」より「紅い花」
鈴木 雅之
日本放送協会

HDTV stereo

2017 年 9 月 29 日放送

☆ミキシング・エンジニア：
柳谷 智章（日本放送協会）
〈受賞のことば〉
この度は最優秀賞に選定していただき誠にありがとうございます。
「The Covers」とい
うこの番組のコンセプトは、日本の名曲を次世代へ歌い継ぐこと。ジャンルや世代を超え
たアーティスト達が、影響を受けた曲や、思い出深い一曲を魅力的なアレンジでカバーし
ています。
今回の「紅い花」のカバーは、ちあきなおみさんの原曲が持つ魅力が、鈴木雅之さんの
グルーヴによってまた新たな名曲としてアップデートされた素晴らしいカバーソングで
す。私が目指したサウンドはその鈴木雅之さんの表現する歌心と、バックを固める名だた
るミュージシャンたちの一流の演奏を余すことなく視聴者に届けること、そして私自身が
収録の際に感じた鳥肌の立つような緊張感と高揚感をテレビを通して伝えることです。
そのことが評価され大変光栄に思うとともに、今後も一層研鑽を積み、視聴者の心に響
くサウンドがつくれるエンジニアを目指していきます。
○セカンド・エンジニア：青山 真之（株式会社 NHK メディアテクノロジー）
○フロア・チーフ：日下 南（株式会社千代田ビデオ）
［優秀賞］
●作品「A-Studio」より「かぐや姫」
水曜日のカンパネラ／編曲：斎藤
TBS HDTV stereo 2018 年 6 月 22 日放送

ネコ

☆ミキシング・エンジニア：浜崎 健（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）
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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「2017 セイジ・オザワ 松本 フェスティバル
オーケストラコンサート」より
「ベートーヴェン レオノーレ序曲第３番」
小澤征爾指揮
サイトウ・キネン・オーケストラ

長野朝日放送株式会社 HDTV 5.0ch 2017 年 12 月 23 日放送

☆ミキシング・エンジニア：岩井

和久

（長野朝日放送株式会社）

〈受賞のことば〉
この度は、「第 25 回日本プロ音楽録音賞」 放送部門 マルチ ch サ
ラウンド最優秀賞に選定していただきまして、審査員の方々はじめ、
スタッフの皆様に感謝いたします。
DPA の無指向性マイク 7 本からなるメイン・マイクとミレニア HA・Horus24D の組み
合わせで収録しました。補助マイクの使用も極力抑えた後処理無しの現場での一発録りで
す。この作品は、収録と同時に全国１０ヶ所でサラウンドでのパブリックビューイングが
あり、いつもとは違う緊張感・集中力で臨めたことが良い結果に繋がったと思います。
収録は放送クオリティーを超える「96kHz 24bit」サラウンドで収録しました。そして、
演奏家のパフォーマンスの素晴らしさが良い結果を生んだ最大の要因です。
今回の受賞に恥じないよう「映像に負けないテレビの良い音」を追求していきたいと思
います。
ありがとうございました。
○セカンド・エンジニア：都鳥
○セカンド・エンジニア：長野

真（長野朝日放送株式会社）
健（株式会社ＳＣＩ）

［優秀賞］
●作品「プレミアムシアター／藤原歌劇団公演 歌劇「ナヴァラの娘」
「道化師」」より
歌劇「道化師」より「フィナーレ」
作曲・台本：ルッジェーロ・レオンカヴァルロ
指揮：柴田真郁 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
笛田博昭、砂川涼子、牧野正人、所谷直生、森口賢二、藤原歌劇団合唱部
日本放送協会 HDTV 5.0ch 2018 年 3 月 12 日放送

☆ミキシング・エンジニア：矢嶌 諭（株式会社ネオテック）
○セカンド・エンジニア：ヨハン 一郎 ベーマー
（株式会社 NHK メディアテクノロジー）
○アシスタント・エンジニア：野田 麻奈美
（株式会社 NHK メディアテクノロジー）
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ベストパフォーマー賞
■作品

飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ
コンサート 2017」より
「モーツァルト：フルート協奏曲 ニ長調 K.314
第一楽章」
飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ
発売元：飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ実行委員会

アーティスト：飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ
〈受賞のことば〉
この度は、日本プロ音楽録音賞 ベストパフォーマー賞をいただくこととなり、感謝と
御礼を申し上げます。
飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラは、“指揮者がいない” こと
が特徴のひとつです。メンバーからの絶大な信頼を集めるコンサ
ートマスターの荒井英治氏が全体を統率するものの、毎回、一人
ひとりが感性を研ぎ澄まし、阿吽の呼吸で一体感ある音色を奏で
ます。
本作品は第 12 回コンサート（2017.3.20）を収録したものです。
当日は、木の温もりあふれる飛騨芸術堂において、イタリアのク
レモナと飛騨の合作である「飛騨春慶弦楽器」もヴィルトーゾ（匠）
の手によって演奏され、まさに “飛騨の匠” の地たるに相応しいコンサートとなりました。
この素晴らしきコンサートを余すことなく収録していただいた長江和哉氏はじめ島田裕
文氏と村上健太氏のレコーディングチームの皆様に深く感謝するとともに、飛騨で奏でら
れたあの演奏が配信という形で全国、全世界の皆様に届くことを思うと大きな喜びでもあ
ります。
最後になりましたが、配信の機会を作っていただいたナクソス・ジャパン様、演奏者、
サポーター、実行委員、そして飛騨の音楽ファン、飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラに
関わる全ての皆様に感謝申し上げます。今回の栄誉を励みとし、さらなる飛躍に向けて関
係者一同精進してまいりたいと存じます。この度は誠にありがとうございました。
飛騨・世界生活文化センター 三嶋 信
ニュー・プロミネントマスター賞
■作品「キシカンミシカン（既視感未視感」
（PECF-3196）より
「Break These Chain」
ヘクとパスカル CD
発売元：SPACE SHOWER MUSIC

☆ミキシング・エンジニア：庄子 淳
（株式会社キング関口台スタジオ）
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〈受賞のことば〉
今回の表彰の栄誉を授けられましたのも、この作品にエンジニアとして関わらせて頂け
た皆様方のご支援とご指導のおかげと存じ、深く感謝いたしておるところです。
今後とも良い作品をつくれるように励んでまいる所存であります。
■作品「KID 65 ～奇跡のかけら」（KICS-3528）
より 「Julia」木戸 やすひろ CD
発売元：キングレコード株式会社

☆ミキシング＆マスタリング・エンジニア：
岩崎 元是（フリーランス）
〈受賞のことば〉
この度は過分な賞を賜り大変光栄に思います。
私は専門職のエンジニアではありませんが、ミュージシャンとして、また作・編曲家と
して多くのプロフェッショナルなエンジニアの方々とスタジオで御一緒する機会に恵まれ
てきました。その時の驚き、感動、憧れは自身でエンジニアリングをするようになった今
日でも鮮烈な記憶として残っており、制作時における情熱の源となっています。
音楽制作を取り巻く環境が大きく変わり、専門分野がボーダレス化したのは、デジタル
技術の進化などポジティブな理由だけではありません。市場の縮小に伴う低予算化などネ
ガティブな要素も大きく関わっていると思いますが、それぞれの立場でベストを尽くし、
少しでも良い作品をリスナーに届けたいと思う気持ちはエンジニアも音楽家も何ら変わる
ものではないと思います。
これからも日々勉強し、挑戦し続ける「音楽人」でありたいと思っています。
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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、高橋 邦明
ＣＤ部門および
審査委員 ：内沼 映二、岡部
潔、川澄 伸一、椎名 和夫、
ハイレゾリューション部門
塩澤 利安、清水 三義、高田 英男、高橋 邦明、
松尾 順二、松武 秀樹、三浦 瑞生、森元 浩二、
脇田 貞二、渡辺 昭人
放送部門
審査委員 ：加藤 茂樹、亀川
徹、芝本 孝幸、清水 幸男、
鈴木孝十郎、高橋 正勝、深田
晃
（以上 50 音順）
今回の顕彰内容については、各部門の最優秀作品と優秀作品の制作に携わったミキシン
グ・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、ニュー・プロミネントマスター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 25 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 21 作品であり、昨年度から 4 作品減の応募
数でした。
では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「テレマン：小室内楽曲集（6 つのパルティータ）」より
楽曲「パルティータ第 1 番変ロ長調 TWV 41：B1 Con Affetto」
トーマス・インデアミューレ、クラウディオ・プリツィ

（一社）日本音楽スタジオ協会
会長 高田 英男

レコーディング・エンジニア：高島 靖久 （株）カメラータ・トウキョウ
エディテイング・エンジニア：久保田大気 （株）カメラータ・トウキョウ
発売元 （株）カメラータ・トウキョウ
録音：2011 年 12 月 イタリア 聖クローチェ美術館
176.4kHz/24bit ダイレクト 2CH 録音マスターより、JVC
による CD 制作です。

K2 レーザーカッテイング

SCHOEPS CMC-52SU 無指向性マイク×２、ワンポイントレコーディング
楽器編成 トーマス・インデアミューレ （オーボエ）
、クラウディオ・プリツィ（チェ
ンバロ、パイプオルガン）です。教会ならではの大変美しい音場空間をパイプオルガンの
柔らかな響きで包み込み、繊細なチェンバロの響きと共に、優しく美しいオーボエによる
繊細で心地よいアコーステックサウンドです。
ワンポイント録音はエンジニア自身の音楽に対する理解力・求めるサウンドイメージの
明確化など、録音システムとしては大変シンプルな手法ですがエンジニアの感性と技術が
究極に求められる録音です。カメラータ・トウキョウのプロデューサーである井坂 紘氏
とエンジニア高島さんの名コンビから生まれた作品です。
CD 解説文 プロデューサー・ノート 井坂 紘
この作品はオーボエで演奏すると初心者でも楽しめるが、名演奏家の実力を見せつける
腕の見せ所も有り、作曲家 テレマンらしい、簡明でユーモアを交えた楽しい演奏です。
クラヴィオルガンの通奏低音に多彩な音色と変化を加える事で、より楽しく聴かせること
に成功している。
●最優秀賞
作品「ショスタコーヴィチ：交響曲第 10 番＆ 11 番≪ 1905 年≫」より
楽曲「ショスタコーヴィチ：交響曲第 11 番ト短調作品 103 ≪ 1905 年≫より第 4 楽章」
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スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮
マスタリング・エンジニア：毛利 篤
ミキシング・エンジニア：塩澤 安利
発売元：日本コロムビア（株）
録音：2009 年 9 月

サントリーホール

読売日本交響楽団
日本コロムビア（株）
日本コロムビア（株）

ライブ録音

UHQCD 制作

冒頭の迫力あるテインパニー、美しいトランペットの音色、弦を弓で弾くリアルなスト
リングスサウンドに驚愕、一瞬で音の凄さを体感致します。
塩澤さん録音（ホール録音）音質的特徴と思いますが、
リアルでクリアーな録音により、
通常では埋もれてしまう楽器までもが、明確に表現されおり、演奏終了後の拍手の音でラ
イブ録音と分かるくらい、超高解像力でのオーケストラサウンドとなっています。
指揮者：スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ氏は今年 2 月 93 歳で亡くなりましたが、
この録音は 2017 年レコード芸術のアカデミー賞 特別部門（歴史的録音）に選定されて
おります。
マスタリング・エンジニア：毛利 篤さんコメント一部ご紹介致します。
鋭さとスピード感溢れる作品の魅力を伝えられる音創りを心掛けました。
マスタリングシステムは自社開発ツールを使用した、デジタルマスタリングです。
＊録音～マスタリングまで、日本コロムビアの高い技術力の素晴らしさを感じます。
纏め
今年度 CD 部門クラシック・ジャズ・フュージョンでは、上位 5 作品までがクラシック
録音作品でありました。又、多数のプロ音楽録音賞経験のある塩澤さん・毛利さん・高島
さんなど長年の経験と実績のあるエンジニアが受賞されております。昨年もお伝え致しま
したが、是非次世代のエンジニアの皆様への技術の伝承をお願いするとともに、現状の
CD メディアの高音質化の素晴らしさを改めて感じました。
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＞

日本レコーディングエンジニア協会の森元です。今年の CD 部
門：ポップス、歌謡曲の応募数は 48 作品でした。その中から選
ばれた優秀賞、最優秀賞を紹介させていただきます。
優秀賞の MAMALAID RAG の「三日月の夜」
。MAMALAID
RAG は 2002 年にメジャーデビューしたアーティストで、デビュ
ー時は４人でしたが、現在は田中 拡邦さん一人となっています。
そう、今回レコーディング＆ミキシング・エンジニアで賞を取ら
れた田中 拡邦さんです。田中さんは、以前はレコーディングエン
ジニアに依頼していたそうですが、あるきっかけから自分がやっ
たほうが作品イメージに近くできると感じ、数年前からご自分で
特定非営利活動法人
録音からミックスまでされているそうです。今回の曲は、60 ～ 日本レコーディングエンジニア協会
副理事長 森元 浩二
70 年代の録音手法を模倣していて、機材も田中（拡）さん所有の
ビンテージマイク、HA などを駆使し、リズム録音時は田中（拡）さんご自身も演奏され
る為、スタジオハピネスの平野 栄二さんの協力で録音されたそうです。リズム録音後は
データを田中（拡）さんのアトリエに持ち込み、ダビング作業、ミックス作業と田中（拡）
さんお一人で進めたそうです。
ミックスが出来上がってマスタリングの STUDIO ATLIO 田中 三一さんのところに持
ち込んだところ、ミックスを修正したほうがいいという話になり、その場でミックスを修
正して、出来上がったミックスを田中（拡）さんのアトリエに持ち帰り、音楽的な修正を
した後に再度マスタリングに持ち込み仕上げたそうです。その際に使用した DAW は
Studio One で、バウンスせずに DAW でミックスセッションを走らせながらマスタリン
グしたそうです。
最優秀賞 iri の「keepin'」。イリさんは 2016 年デビューの女性ソロアーティストです。
この曲はトラックプロデューサーの MORI さんが作成したトラックに、スタジオでボー
カルをダビングして、ミックスしたとのことです。ミキシング・エンジニアの柏井さんは、
現在「ビッグフィッシュ・サウンド」という立派なスタジオをお持ちですが、この曲の制
作時にはまだなく、柏井さんが作業場と呼んでいる部屋でミックスをして、それを
aLIVE RECORDING STUDIO に持ち込み最終的な詰め作業をやり、仕上げたそうです。
その際にはスタジオのジェネレックのラージモニター 1035 を主に使って作業をしたそう
です。マスタリングはバーニー・グランドマン・マスタリング・スタジオの山崎 翼さん
です。柏井さんのマスターレベルは小さめで、それを山崎さんが CD レベルまで上げてい
るそうです。この曲はミュージックソムリエ協会からの推薦作品です。
今回選定された作品は時代を代表する２曲だなと思いました。MAMALAID RAG はア
ーティスト本人が録音に深く関わり作り上げた曲。iri さんはプロのアレンジャー、エン
ジニアによって作り上げられた曲。今は機材が進歩して、誰でも同じクオリティーの機材
による作業がスタジオに入らなくても出来る時代になりました。しかし、MAMALAID
RAG ではレコーディング・エンジニアの平野 栄二さん、マスタリング・エンジニアの田
中 三一さんが深く関わり、iri さんもミックス・エンジニアの柏井さんとマスタリング・
エンジニアの山崎さんというプロがタッグを組んで仕上げた作品。かなり違う道筋で制作
された曲ですが、どちらも素晴らしい音楽になっています。
受賞おめでとうございます。
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＜ハイレゾリューション部門

クラシック、ジャズ、フュージョン＞

今年度よりハイレゾリューション部門の審査・顕彰の区分です
が、音楽ジャンル問わずから CD 部門同様に音楽ジャンル別とし、
「クラシック、ジャズ、フュージョン」と「ポップス、歌謡曲」
に区分致しました。
又、今年度から 2CH ステレオとマルチサラウンド作品を区分
せずに審査・顕彰致しました。今年度「クラシック、ジャズ、フ
ュージョン」の応募作品数ですが、e-onkyo music 様、mora 様の
推薦及び、自薦を併せて 30 作品の応募があり、（ノンパッケージ
29、パッケージ 1）で御座います。デジタルフォーマット / スペッ
クでは PCM-96kHz/24bit（7 作品）192kHz/24bit（14 作品）352.8 （一社）日本音楽スタジオ協会
会長 高田 英男
kHz/24bit（1 作品）DSD2.8MHz/1bit（1 作品）DSD11.2MHz/
1bit（７作品）です。
昨年度と比較致しますとハイスペックでの録音が多く、特に PCM192kHz/24bit が 14
作品、DSD11.2MHz/1bit が 7 作品など特徴的でした。
受賞されました作品の講評
●優秀賞
作品「飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ コンサート 2017」より
楽曲「モーツァルト：フルート協奏曲 二長調 K.314 第一楽章」
アーティスト：飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ 192kHz/24bit 5.0ch
ミキシング＆マスタリングエンジニア：長江 和哉
名古屋芸術大学
レコーディング・エンジニア：島田 裕文
アシスタント・エンジニア：村上 健太
（株）東海サウンド
発売元：飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ実行委員会
配信元：e-onkyo music mora
録音：2017 年 3 月岐阜県高山市飛騨・世界生活文化センター飛騨芸術堂
録音システム：RME+MADI システム、DAW：MAGIX Sequoia13
長江氏コメント
飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラのストリングス編成は 5･4･3･2･2 最小限の編成
の為、各パートへのスポットマイクでバランスを創る事では無く、バトンでの吊りマイク
（無指向性 DPA4006×２）を使い、ホールトーンを上手く合わせて録音する事が最大のポ
イントであった。
試聴感想としては素直な音色感・美しく広がる音場空間・フルートとオーケストラの絶
妙なバランスなど、メインマイクの位置はここだよね！完璧なメインマイク位置決定され
る匠の世界です。
フロントとサラウンドの音場空間の繋がりも美しく、ホール録音におけるサラウンド録
音の王道的音創りであり、飛騨芸術堂の音響空間を完全に把握されているエンジニア力を
感じます。
尚、長江さんは第 21 回プロ録（2CH パッケージ部門）で飛騨高山ヴィルトーゾオーケ
ストラでの最優秀賞を受賞されていまして、今回で 2 回目の受賞となりました。
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●最優秀賞
作品「Touch of Contra Bass」より
楽曲「Sonata for Strings NO-1 in G-Major Andante」
UNAMAS Strings Quartet 192kHz/24bit 5.0ch
ミキシングエンジニア：沢口 真生
システムエンジニア：三橋 武
システムエンジニア：宮下 清孝

（有）沢口音楽工房
（株）シンタックスジャパン
（株）JION（慈音）

発売元：
（有）沢口音楽工房 UNAMAS レーベル
配信元：e-onkyo music mora
録音：2017 年 12 月 軽井沢大賀ホール録音
録音機材：RME+MADI システム DAW：Pyramix & Squoia
特徴機材：NEUMANN KM133D デジタルマイク、
POWER YIILE3( パワーイレ・スリー ) 室内用可搬型蓄電、仮想アースボックス、
沢口さんコメント（PROSOUND 誌 12 月号）
UNAMAS レーベル制作コンセプト①アート、②テクノロジー、③エンジニアリング、
の 3 点。
①アート：低音域を重視したアルバム制作、今回はコントラバスをフューチャーする。
②テクノロジー：各楽曲でマイキングを変えるノウハウを持ち、受賞曲はフロント配置の
Decca Tree 方式。
③エンジニアリング：デジタルマイク・アナログマイク使い分け、録音機材のバッテリー
ドライブ、仮想アースボックスによるノイズ対策。
イマーシブサラウンド空間を、音楽によってどの様に構築して行くかのノウハウが出来
たとの事。
試聴感想
リアル・クリアー・心地良い静寂による緊張感など、UNAMAS レーベルの音への拘り
により、2018 年のサラウンド録音技術を象徴したサラウンド作品と感じました。サラウ
ンド録音において、センタースピーカーの使い方は難しいと思っていますが、コントラバ
スの直接音をバランス良く配置し、更にバックサラウンド LR によりバイオリンやコント
ラバスの低域の量感が自然な響きと共に、補強される音創りとなっています。
尚、沢口さんはサラウンド作品では第 22 回～今年度第 25 回まで 4 年連続での受賞とな
りました。
纏め
今年度ハイレゾ部門「クラシック・ジャズ・フュージョン」の受賞作品は 2 作品共に、
サラウンド作品が受賞されました。2CH ステレオサウンドの作品を比較し、サラウンド
録音は直接音と間接音を分けた音場表現が可能であり、更に現在はハイトチャンネルサラ
ウンド録音など、イマーシブオーディオ（没入感）への録音技術への探究が進み、サラウ
ンドサウンドが持つ音楽表現の力の深さを、改めて感じた次第です。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御座いました。
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＜ハイレゾリューション部門

ポップス、歌謡曲＞
（一社）日本音楽スタジオ協会
会長 高田英男

今年度、
「ポップス、歌謡曲」の応募作品数ですが、e-onkyo music 様、mora 様の推薦
及び、自薦を併せて 8 作品（2CH ステレオ 7 作品、サラウンド作品が 1 作品）の応募が
あり、
（ノンパッケージ 7、パッケージ 1）で御座います。
デジタルフォーマット / スペックでは PCM-44.1kHz/24bit（1 作品） 48kHz/24bit（1
作品） 96kHz/24bit（4 作品） 192kHz/32bit（1 作品） DVD-video（1 作品）でした。
受賞されました作品の講評
●優秀賞
作品：
「EARLY TIMES ～ 38 年目の昴～」より
楽曲：
「モーニング・コール」
アーティスト：谷村 新司
96kHz/24bit 2ch
発売元：ユニバーサル ミュージック合同会社
配信元：e-onkyo music mora
ミキシング・エンジニア ：三浦
マスタリング・エンジニア：藤野
アシスタント・エンジニア：後藤

瑞生
成喜
真太郎

（株）ミキサーズラボ
ユニバーサル ミュージック合同会社
（株）ミキサーズラボ

圧倒的に谷村さんの「唄の力」に引き込まれ、歌詞（ストーリー）が切なく心に伝わる
作品に仕上がっている作品です。各楽器の音色感・バランス感覚も何かを特別に誇張する
事もなく、大変素直な音創りの中に、歌（言葉）が伝わる絶妙のバランスであり、正に王
道の音創りであると感じました。
エンジニア三浦さんのコメントを一部ご紹介
今年 70 歳古希を迎えられる谷村さんのセルフカバーアルバムの中の 1 曲、20 年弱のお
付合いになりますが、何よりも驚く事はその歌声です。
今回の録音では谷村さんの歌声の魅力を伝える為に、色々トライ致しました。
ヴォーカルマイクとして SONY C-800G と HA は AMEK9098 との事です。
アルバムジャケットの中にヴォーカルマイクに写真が掲載されていまして、谷村さんの
声質への拘りの強さと、それに答えて行くエンジニア感性・技術力の凄さを感じた次第で
す。
●最優秀賞
作品：
「私は幸せ」より
楽曲：
「いくじなし」
アーティスト：柴田 淳
96kHz/24bit 2ch
発売元：
（株）JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント
配信元： e-onkyo music、mora
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ミキシング・エンジニア：工藤 雅史 “Zapp”
マスタリング・エンジニア：内田 孝弘
（株）JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント
録音機材
NEUMANN M-269, NEVE1073, GML-8900
クリアー・リアル・心地良いドライサウンドであり、今の時代を象徴したポップスサウ
ンド創りと感じました。柴田淳さんの歌声の存在感があり、ヴォーカル録音機材としてノ
イマン M-269 真空管式コンデンサーマイクとニーブ 1073 ヘッドアンプの組合せでイメー
ジされる音創りは、中高域が少し張り出る感じを持っていましたが、自然な音色感の中に
唄の表情が繊細且つリアルに表現されております。柔らかく甘いギターサウンドと唄声の
絡みが心地良く、更に少しドライなストリングスサウンドの拡がりが奥行き感を創り出し
ております。唄・アレンジ・演奏・サウンド創りが一体となり楽曲の魅力が伝わってくる
音創りと感じました。
マスタリング・エンジニア内田さんは昨年度 CD ポップス部門で最優秀賞を受賞してい
まして 2 年連続での最優秀賞で御座います。
内田さんコメントとして何もしないで……、何もしない方が良いとの判断力は実は大変
勇気ある判断で御座いまして、内田さんの音楽（音創り）への深さを感じます。尚、エン
ジニア工藤さんは初めての受賞となりました。
纏め
今年度受賞されました作品に共通して感じる事は、圧倒的な歌声の魅力がハイレゾフォ
ーマットの大きな器の中で、より心に響く音創りがされた作品であると感じました。
又、今年度からハイレゾリューション部門も音楽ジャンルベルに区分し、審査・顕彰を
行いましたが、ハイレゾリューション部門で応募される作品はクラシック・ジャズ・フュ
ージョンの作品が多く、残念ながらポップス部門は少ないのが現状で御座います。
ポップス・ロック含めて新録音につきましては、ハイレゾリューションフォーマットで
録音していますので、是非来年度は多くのポップス・歌謡曲の作品を応募して頂けます様
にお願い申し上げまして、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、本当におめでとう御座いました。
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＜放送部門

2ch ステレオ／マルチ ch サラウンド＞

本部門の応募総数は、2ch ステレオ部門が 22 作品（テレビ 15
作品、AM 局を含むラジオ７作品）
、マルチ ch サラウンド部門が
５作品という割合になっている。
2ch 作品に応募が集中していること、そのうちラジオ番組から
の作品が７局と、2ch 部門の全体の約３分の１を占めているのが
特徴といえる。マルチ ch サラウンド作品が全５作品というのは
少し淋しくもあるが、これらは現在の各局の編成方針を反映して
いるといえなくもない。4K、8K テレビとの関係でみれば、マル
音響ジャーナリスト
（株）マクス 代表取締役
チ ch 音響との関わりは研究を重ねるテーマとし、無限の領域か
加藤 茂樹
も知れないし、AM ラジオ局と 2ch の関わりは災害時利用の条件
下に生まれた FM 波の利用が可能な AM 局の誕生などの影響が無視できないのかも知れ
ない。そうした環境下で放送における高音質を追及した作品が少なくないという現象も理
解できるところである。
他のメディアもそうだが、収音から伝送系、メディア特性、更には聴取環境まで考慮し
て仕上げられた今回の作品ひとつひとつに託されたメッセージに、録音技術の奥の深さを
感ずるところである。
録音から再生まで、中間での音質の影響はデジタル時代の進化とともに質は変化したと
考えるが、こうした中でも、録音、音作りの段階で優れた作品を仕上げられたものは十分
に超えることのできるものであると確信する。また 2ch 部門の多くは J-POP 系のスタジオ・
ライブ作品、ラジオの作品は地域密着という感じの地元アーティストの出演番組が中心。
マルチ ch サラウンドはクラシックのオーケストラやオペラなど、それぞれの分野でメデ
ィアの住み分けたようなところも見えてくる。
2ch ステレオ・最優秀賞
「紅い花」鈴木 雅之（日本放送協会 HDTV）
この曲は、現在なお高い人気を誇る「ちあきなおみ」のラスト・レコーディング（1991
年作品）だったと記憶している。同曲をブルース風な歌唱を得意とする鈴木雅之がスタジ
オ・ライブという型式で歌ったものだが、鈴木の歌唱を深みのある音場表現で扱いながら、
現代版の「紅い花」としてアピールしている。音場としてのスタジオのライブ感とリズム・
セクションのくすんだ音色と押し出しがヴォーカルを包み、ギター、オルガンの扱いが現
代風で心地よい。画面の配置を見る限りかぶりは巧みに避けられていると思うが、その声
質に似合ったリズム楽器の重厚な音像が作品に深さを与えている。心に残る好録音と言え
る。
2ch ステレオ・優秀賞
「かぐや姫」水曜日のカンパネラ（TBS HDTV）
この作品の持つ幻想性は、単に画面に隠されたブルーのライティングのマジックではな
く、巧まざる色彩感と中心となるヴォーカルの神秘的なイメージ作りとにかかっている。
“ブルー” と衣装の白さのコントラストとサウンドがつかず離れずの交錯をしながら、ス
テージが進行する。資料によれば、この作品が挿入されたのは深夜のトークバラエティで
あるとのこと。この意表を衝いた演出がわかるようなシーンがあると、この超大編成の不
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思議サウンドが更に別の意味を持つことがわかったかも知れない。
透明感のあるヴォーカルと、オーケストラの遠近感がことさらアピールされたこの幻想
性、ノンビブラートに近いヴォーカルとの通常の臨場感の明瞭度で表現されるオーケスト
ラ……その大胆なバランスが不思議な雰囲気を作っている。
マルチ ch サラウンド・最優秀賞
「ベートーヴェン：レオノーレ序曲第３番」
小澤征爾 指揮 サイトウ・キネン・オーケストラ（長野朝日放送 HDTV）5.0ch
ベートーヴェンのオペラ “レオノーレ” のリニューアル・・・といったような目的で、
同２番を書き直したとされるが、今回の特徴的なホルンのアンサンブル、木管の主要パー
トなどの重要な楽器に補助マイクを設定してティンパニーの音像の明瞭化を狙い、補助マ
イクとともにフロントに５本、リアに２本メイン・マイクを設置したところに、録音スタ
ッフの原曲の理解度と音楽的な構成へのアプローチの的確さがうかがえる。
クラシックオーケストラの収録といってもアプローチの方法は様々な考え方があるわけ
だが、本作での効果は絶妙なところがあり、サラウンドのオーケストラ収録の王道を往く
ものといってよいだろう。無指向性マイクがメインに採用され、音場情報の表現に優れ、
個々の楽器のディテールを損なうことなく、重層的にスケール感を作り出しているところ
も注目したい。ピアニシモのパートの表現にリアのマイクが十分に活用され隠し味となっ
て、サラウンドの表現の味わいを深めている。
マルチ ch サラウンド・優秀賞
藤原歌劇団公演：歌劇「道化師」より「フィナーレ」
（日本放送協会 HDTV）5.0ch
収録という立場からみると、この新イタリア楽派の時代の代表曲のひとつ、
「道化師」
は難易度の高い素材である。この分野のオペラは人々の日常生活のヴァイタリティや激情
のおもむく様を舞台上に表現しようとするものであり、台詞ともいうべき歌詞の進行やそ
れぞれ声部を受け持つ出演者の歌唱を音楽的にかつストーリーの進行を観客に提示するた
めに、極めて高い明瞭度とオペラの大編成のオーケストラのディテールとエネルギーを限
りなく忠実に表現しなくてはならない。
この作品の収録担当者は「東京文化会館のＳ席の音の再現」をコンセプトに準備し、見
事なまでにリアリティーを再現させている。まして本作品は劇中劇を内包して複雑なスト
ーリーで、それらを含めて再現することとオペラの知識と経験に支えられた技術が要求さ
れるところ、歌唱のディテールとステージ上における位置情報も無理がなく、イタリア・
オペラの世界をスペクタルに描いてみせる。バウンダリー・マイクと超指向性マイクを組
み合わせて、自然な空間の中に「道化師」の世界を作り出した。ピット内のオーケストラ
の自然な響きの美しさも素晴らしく、サラウンド（5ch）の似合う空間表現はまさに東京
文化会館のＳ席の趣がある。
後記
今回はラジオ局の 2ch 作品で気になる作品があった。それは NHK 長崎局が制作した作
品。宮崎の民謡「シャンシャン馬道中唄」は婚礼の日の宮参り、華やいだ気持ちと一抹の
不安が入り交じった馬上の花嫁の気持ちを鈴の音に託して、唄と三味線や鳴り物、笛で味
わい深く聞かせるが、審査員メンバーの一人から、花嫁の心理描写を情感豊かに、もう少
し取り扱いを考えるともっとよかった、という意見があった。
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また山梨放送の「武州の四季」は自然音と楽器音などによる音響構成。いわゆる環境音
楽の範疇だろうが、自然音の収録技術と音楽とのミックスに可能性を感ずる。コンセプト
とされる「ナチュラル・クワイエット」という概念は静けさを収録する、ないしは静けさ
を表現する音を採るという観点から、オーディオや技術者や音楽家が憧れるひとつのテー
マでもあると思う。なお一層のご研鑽を……
音響美学的立場で見ても新たな局面を期待させるところの多い今回の放送部門であっ
た。
＜ベストパフォーマー賞＞
ベストパフォーマー賞受賞、おめでとうございます。
「飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ」は、ハイレゾの方でも
受賞されておりまして、今回ダブル受賞ということになります。
モーツァルトのコンツェルトということもあるかも知れません
が、とても楽しく演奏されている感じがして、躍動感であります
とか、繊細さでありますとか、録音の良さもさることながら、そ
ういう演者のメンタリティみたいなところがダイレクトに伝わっ
てきたように感じます。

（一社）演奏家権利処理合同機構 MPN
理事長 椎名 和夫

聞くところによりますと、指揮者を置かない形で演奏なさっているということで、絶対
君主としての指揮者がいる下で演奏するという形ではなく、お互いのやり取りの中で演奏
されているという、そのあたりによるものではないかなあというふうに感じました。
また、飛騨高山に縁のある方々が集まって 2005 年に結成されたそうで、昨今のシンフ
ォニーオーケストラを取り巻く現状の厳しさということを考えますと、もう 10 何年も続
けられているという事自体が非常に素晴らしいことではないかと思います。
東名阪を始め各地にオーケストラがあって、というのはとうの昔の話でございまして、
事業仕訳がどうしたというような文脈の中で、文化に関する部分がどんどん削られていっ
てしまう現実があって、いまどのオーケストラも苦境に直面しているということも聞いて
おります。そういう中で、新しいオーケストラの形として非常に貴重な試みになっている
のではないかというふうに思います。
指揮者を置かないということで結局はコンサートマスターの方を中心にアイコンタクト
とか、まあそういったところでやられているのだと思いますが、それはひょっとして僕ら
ポップスの手法に似たところもあるのかなあ、というふうにも思いました。
またホームページを拝見しますと、音源配信をされたりと、新しいことにも意欲的に挑
戦されているようですが、是非この形で、これからの日本のクラシック音楽シーンを引っ
張っていく役割を果たして行っていただければと思います。
本日は本当におめでとうございました。
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＜ニュー・プロミネントマスター賞＞
アルバム「キシカンミシカン（既視感未視感）
」より
「Break These Chain」
アーティスト ヘクとパスカル
ミキシング・エンジニア：庄子 淳 （株）キング関口台スタジオ
庄子さんの応募コメントに、「アーティストの意図を反映させ
る音創りを心掛けた。」とありますが、まさに特徴あるヴォーカ
ルが瑞々しく表現され、聴く人が引き込まれて行く細やかなニュ （一社）日本音楽スタジオ協会
名誉会長 内沼 映二
アンスのボーカル・サウンドの創りが素晴らしい作品と思います。
また、全体のサウンド創りで一番感じたことがあります。お聴
きのように、この作品は低域の柱であるベースや、ドラムスがありません。低域楽器がな
いと大方、薄っぺらな音になりがちですが、それを感じさせないサウンド創りは素晴らし
いと思います。
ふと、昔、先輩からベースがない時はピアノの左手、つまり、低音域が非常に重要な役
目になると習ったことを思い出しましたが、このプロミネント・マスター賞の目的である、
感性豊かなエンジニアを選ぶにマッチした作品と思います。
これからも素敵な作品創りに精進してください。
アルバム「KID 65 ～奇跡のかけら」より「Julia」
アーティスト 木戸 やすひろ
ミキシング＆マスタリング・エンジニア：岩崎 元是
実は、この作品を選出した後に知った事なのですが、岩崎さんの本来の本業はエンジニ
アではなく作・編曲家、ギタリストであった事。それと、岩崎さんのお兄さんは、同じく
作編曲家である岩崎 文紀さんである事を知りまして二度びっくりした次第です。
お兄さんの文紀さんとは以前 ZOO の「チュウチュウ・トレイン」などで大変お世話に
なった方で、最近はお会いしてなかったのでよろしくお伝え下さい。
さて、作品ですが、木戸さんとは、コーラスで何十回、何百回もレコーディングしたの
ですが、木戸さんのソロ・ボーカルはあまり聴いていなかったのです。
毎週土曜日の午前に、TV 朝日の番組『食彩の王国』のテーマ曲を、
奥様の『広谷 純子』
さんと歌っているのは毎週聴いているのですが、ソロになるとやはり良い声をしています
ね。岩崎さんは木戸さんの良い所を表現されています。
サウンド面では、岩崎さんがコメントされている、
「80 年代のオーソドックスなサウン
ドを現在のしっかりした低音の共存を目指した。
」と言ってますように、どっしりした低
域の土台は、安定感、安心感を与えるものと思います。
また、ボーカルとリズム・セクションそして、コーラス、ブラス、ストリングスが見事
に融和している綿密なミックスは、フィル・スペクターの『オール・オブ・サウンド』を
感じさせるつくりです。流石にアレンジャーだなと感じると同時に、独自の感性、技術に
は脱帽です。POP ミュージックの良いお手本になるのでないかと思います。我々エンジ
ニアもうかうかしていられないと感じます。
時代の変化も感じたプロ録でした。
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「音の日のつどいパーティー」レポート
平成 30 年 12 月６日（木）「音の日」記念イベントとして、18：00 よりホテル雅叙園東
京４Ｆ「飛鳥」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、特定非営利活
動法人日本レコーディングエンジニア協会、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 25 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オーディオ協会・会
長 小川 理子氏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 コンテンツ
産業課係長 大澤 恒介氏が挨拶された後、
一般社団法人 日本オーディオ協会・事務
局長 照井 和彦氏より、
本年度の「音の匠」
経済産業省 コンテンツ産業課
（一社）日本オーディオ協会
として顕彰された内容が以下の通り紹介
係長 大澤 恒介氏
小川 理子会長
された。
平成 30 年度 第 23 回「音の匠」は、現在世界でわずか 2 社しか存在しないラッカー盤
製造会社であるパブリックレコード（株）の奥田 憲一氏を始めとするアナログレコード
の製造や再生機器に携わる 13 名が「音の匠」として顕彰された。
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 25 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７名、ベストパフォーマー賞１組およびニュー・プロミネン
トマスター賞２名が紹介された後、エンジニアを代表して、長野
朝日放送（株）岩井 和久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」
（一社）日本オーディオ協会
毛利 篤 氏
日本コロムビア（株）
照井 和彦 事務局長
ＣＤ部門「ポップス、歌謡曲」
柏井 日向 氏
（株）Bigfish
ハイレゾリューション部門「クラシック、ジャズ、フュージョン」
沢口 真生 氏
（有）沢口音楽工房
ハイレゾリューション部門「ポップス、歌謡曲」
工藤 雅史 氏
“Zapp”
内田 孝弘 氏
（株）JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント
放送部門「2ch ステレオ」
柳谷 智章 氏
日本放送協会
放送部門「マルチ ch サラウンド」
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岩井 和久
氏
長野朝日放送（株）
ベストパフォーマー賞
飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ
ニュー・プロミネントマスター賞
庄子 淳
氏
（株）キング関口台スタジオ
岩崎 元是 氏
フリーランス

「音の匠」受賞者

（一社）日本レコード協会
理事・畑 陽一郎 氏

第 25 回日本プロ音楽録音賞受賞者

岩井 和久氏挨拶の後、一般社団法人日
本レコード協会 理事 畑 陽一郎氏による
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、一般社団法人日本音
楽スタジオ協会 名誉会長 内沼 映二氏よ
り、参加者に対して御礼の挨拶が述べら
れた。

内沼名誉会長

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 25 回目を無事に終了することが出来ました。有難うございました。
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会
会

員

動

員

動

向

向

１．会員数（平成 31 年１月１日現在）
正会員（法人）
22 法人
正会員（個人）
16 人
賛助会員Ⅰ
46 法人

準会員

３法人

賛助会員Ⅱ

２法人

２．入会
①個人正会員
〇中澤 祥三
②準会員
〇エイベックス・エンタテインメント株式会社
③賛助会員
〇株式会社アコースティックフィールド
３．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
株式会社青葉台スタジオ
（旧）清水 三義（取締役会長）
（新）高橋 孝典（代表取締役社長）
○法人名変更
（旧）株式会社アバコクリエイティブスタジオ
（新）株式会社アバコスタジオ
○法人代表者・会員代表者変更
株式会社音響ハウス
・法人代表者
（旧）広岡 淳利（代表取締役会長）
（新）高根 護康（代表取締役社長）
・会員代表者
（旧）吉川 浩司
（新）高根 護康（代表取締役社長）
○法人代表者変更
株式会社サウンドインスタジオ
（旧）花房 秀治（代表取締役社長）
（新）安岡 喜郎（代表取締役社長）
○法人代表者変更
株式会社東急文化村
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平成 30 年４月１日
平成 30 年７月 1 日
平成 30 年 10 月１日

（旧）西村
（新）中野

友伸（代表取締役社長）
哲夫（代表取締役社長）

○法人代表者・会員代表者変更
ヴァストミュージックエージェンシー株式会社
・法人代表者
（旧）大崎 志朗
（新）大崎 敦子（代表取締役）
・会員代表者
（旧）大崎 志朗
（新）今井 友美子（取締役 レコーディング事業部長）
○スタジオ移転
メモリーテック株式会社 MTC マスタリング
〒 107-0052 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル 10 階
メモリーテック株式会社 本社内
②賛助会員Ⅰ
○会員代表者変更
株式会社ジェネレックジャパン
（旧）村井 幹司
（新）町田 幸紀（B2B セールスディレクター）
○事務所拡張
株式会社ズーム
・〒 101-0062 千代田区神田駿河台 4-4-1 PMO 御茶ノ水
TEL&FAX 変更なし、本社住所変更なし
○法人代表者変更・会員代表者変更
ゼンハイザージャパン株式会社
・法人代表者
（旧）久保 省三
（新）宮脇 精一（代表取締役）
・会員代表者
（旧）堂田 淳
（新）真野 寛太（プロオーディオ営業部）
○法人代表者・会員代表者変更
株式会社ソナ
・法人代表者
（旧）垰 康美
（新）浅賀 達也（代表取締役）
・会員代表者
（旧）萩原 一哉
（新）浅賀 達也（代表取締役）
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○法人代表者変更
株式会社トライテック
（旧）斎木 正已
（新）山本 隆彦（代表取締役）
○法人名変更
国際アート＆デザイン大学校
（旧）学校法人 新潟総合学院
（新）学校法人 国際総合学園
○法人名変更
・ビジュアルアーツ専門学校
（旧）学校法人 大阪安達学園
（新）学校法人 Adachi 学園
・専門学校名古屋ビジュアルアーツ
（旧）学校法人 名古屋安達学園
（新）学校法人 Adachi 学園
４．その他
〇経済産業省商務情報政策局 コンテンツ産業課
（新）高木 美香（課長）
（新）中本 緑吾（課長補佐）
（新）大澤 恒介（係長）
（新）渡邉 佳苗（係員）
〇団体名称変更
（旧）一般財団法人 音楽産業・文化振興財団（PROMIC）
（新）一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団（JMCE）
○会長変更
一般社団法人 音楽電子事業協会
（旧）長谷川 豊
（新）伊藤 公保
○理事長変更・住所変更
一般社団法人 全日本テレビ番組製作社連盟
（旧）倉内
均
（新）福浦 与一
〒 105-0014 東京都港区芝 2-5-7 芝 JI ビル 6 階
電話・FAX 番号は変更なし
○事務局担当者変更
東京音楽事業者連盟
（旧）本間 次郎（事務局長）
（新）高畑 恵子（事務局員）
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○代表者変更
dts Japan 株式会社
代表取締役 ジョン・キングスリー・アレン
日本オフィス代表 山本 千里（ゼネラル・マネージャー）
○会社統合
株式会社日本アイデックス
株式会社ハウコム
テンプスタッフ・ライフサポート株式会社
（新会社）パーソルワークスデザイン株式会社
○会長変更
一般社団法人 日本映画テレビ技術協会
（旧）武田 信二
（新）迫本 淳一
○事務局移転
協同組合 日本映画・テレビ録音協会
（新住所）〒 157-8561 東京都世田谷区成城 1-4-1
東宝スタジオ ポストプロダクションセンター 2
TEL： 03-6741-9685 FAX： 03-6741-9686

3F

○会長変更
一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会
（旧）長榮 周作
（新）柵山 正樹
○会長変更
一般社団法人 日本オーディオ協会
（旧）校條 亮治
（新）小川 理子
○住所変更
ユニバーサル ミュージック合同会社
ユニバーサル ミュージック &EMI アーティスツ合同会社
ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社
株式会社オフィスオーガスタ
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-5-8 神宮前ビルディング
TEL： 03-4586-2300（代表）
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「Queenの映画ボヘミアン・ラプソディ」
公開から動員数240万人超、
支えているのは
「若い人、
女性、
普
段映画館に来ない人」
この人達が音楽の素晴らしさを再認識、
来年に向けて良い話です。
Smith
本年はJAPRSが社団法人化以来、
30周年目という節目の年となります。
会員の皆様にとりましても、
良き一年となることを願っております。
hair ken short
昨年は事務局にニシキヘビが突如現れました。
金色に輝くその姿を何か良い事の到来の兆しと信じ、
本
年も進んで行きたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
pesonai
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

佐藤

賢一（事務局）

〃

内藤

重利（

〃

伊東

真奈美（

員

〃

）
〃

）
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