
レコーディング・システムはパソコン・ベースなので、フリーズが起きてい

ないかを常に監視したり、ステージ上でトラブルが起こっていないかもチェ

ックしています。マイクが倒れてしまったり、何かしらの問題が起こった場

合は、その日のうちにアーティスト側に話をします。

--- マルチでレコーディングするメリットを教えてください

松金：ミキシングでの音作りの自由度もそうですが、最悪の場合は演奏の差

し替えも行えるということです。さすがにドラムは厳しいのですが、ボーカ

ルの歌詞の間違いを修正したり、ギターやベースの一部分を差し替えたりと

いった作業も可能です。もちろんライブ作品なので、できるだけ生演奏を使

うのが理想ですが、どうしても直したい部分は後からスタジオ・レコーディ

ングした素材と差し替える場合もあります。

--- ライブ・レコーディング時に、アーティスト側が気を付けることはありま

すか

松金：基本的にはいつものライブ通りで、あまりレコーディングを意識しな

いで演奏してもらえるようにお願いしています。当たり前ですが、実力以上

のものは出せませんので、事前にしっかりと練習をしておき、当日は等身大

の演奏をしてもらうのが一番です。スタジオでは録れないライブ感を録れる

のがライブ・レコーディングの魅力ですので、アーティスト側にはあまり意

識し過ぎないようにお話しています。とはいっても、やはりレコーディング

が入ると緊張するものですが…。そこで、例えば、全部で5曲演奏するライ

ブで3曲を録りたい場合、録りたい曲は2曲目以降でセットリストを組むとい

う工夫も有効です。1曲目で試運転して、緊張をほぐしてもらう感じですね。

また、普段のライブよりもチューニングのズレや歌詞の間違いなど、注意

できる点は気にして欲しいですね。ライブでは気にならないようなわずかな

チューニングのズレも、レコーディングでは大きな問題になるんです。例え

ば、「演奏中にチューニングのズレが気になるようになった…」という時。セ

ットリスト的には次のMCまで曲数がある場合も、急遽MCの場所を変えてチ

ューニングをしてもらえれば、次の曲からはベストなレコーディングができ

ます。それともう1点、歓声の大小は臨場感に大きく影響するので、いつも

より気合いを入れてオーディエンスを煽ってもらえると良いと思います（笑）。

◇　◆　◇

普段のライブをレコーディングして、作品に仕上げられるという意味では、

バンドマンにとって「ライブ・レコーディング」はスタジオでのレコーディ

ングよりも身近な存在な

のではないでしょうか。

次ページではレコーディ

ングした素材をどのよう

に編集し、作品に仕上げ

ていくのか、スタジオで

のミキシングの様子をレ

ポートします。

▲ベース・アンプにはShure SM58を使用 ▲スネアのボトムもShure SM57をマイキング

▲キック用にはaudio-technica ATM-25が使われた ▲エアー用に持ち込んだNEUMANN TLM 193

▲各タムにはSENNHEISER MD-421が使われた ▲今回のライブ・レコーディング・システム全景

▲ハイハットはAKGのC391Bが使われた ▲Alesis HD24、GRACE m904、Digidesign 888I/O×3

▲フロア・タムはSENNHEISER MD-421を使用 ▲機材ラックの裏面はケーブルが蔦のように…

▲スネアのトップは定番マイクのShure SM57 ▲バックアップ用に信号は2系統に分けています

▲ギター・アンプにはShure SM57が使用された

▲レコーディング中のMHSの松金氏。ライブ本番中にもシステムの管理や万が一トラブルが
起きた場合の対処など、一瞬たりとも気の抜けない緊張感の中での作業が続きます

10月26日、27日にESPミュージカルアカデミーで

行われたEffEXPO。1日目のトリを飾ったのが、快進の

ICHIGEKIのライブでした。今回は、そのライブをレコ

ーディングして、後日商品化するとのことで、会場には

レコーディング・チームがスタンバイ。当日のレコーデ

ィングを担当したのは、快進のICHIGEKIが所属する事

務所が運営する「メガハイパースタジオ」。リハーサ

ル／レコーディング・スタジオのサービスに加えて、ラ

イブの出張レコーディングも行っているそうです。「ラ

イブ・レコーディング」となると、自宅で使っている

DAWシステムやレコーディング・スタジオにあるもの

とは少し異なる機材が求められるほか、個人で本格的な

レコーディング・システムを用意するのは大変です。で

は、今回はどのようなシステムでレコーディングが行わ

れたのでしょうか。

--- 今回のレコーディング・システムについて教えてくだ

さい

松金：今日は、通常のスタジオ・レコーディングとほぼ

同様のシステムを使っています。24チャンネル仕様の

Pro Toolsを持ち込み、PAで使っているマイクのチャン

ネルをすべて貰っています。信号の流れとしては、ステ

ージ上のマイクで拾った音が一度、PA側のミキサーに

入り、HAを通った後の音を貰っています。つまり、PA

上でイコライジングなどがされていない、素の音がルー

ティングされているんです。その信号を2系統に分け、

片方をPro Tools、もう1系統をバックアップとして使

用しているAlesisのHD24というハードウェアのハード

ディスク・レコーダーでレコーディングしていくという

システムです。どちらも今回は16bit/44.1kHzで録っ

ています。

今日持ってきたPro Toolsのシステムはだいぶ古くて、

もう10年くらい使っています。どうしてこのシステム

なのかというと、今まで一度もトラブルが起こっていな

いという安心感があるからです。新しいモデルの方が音

質面では優れているのですが、ライブという性質上、安

全性を重視して選んでいます。もちろん今後、ノートパ

ソコンをはじめ、コンパクトな環境でも安定して使える

システムがあれば、導入を検討したいと思っています。

--- 具体的なチャンネル構成を教えてください

松金：まず、ドラムはキック、スネア（表／裏）、ハイ

ハット、トップ・シンバルと各タムで、加えてベース、

ギター、コーラス、メイン・ボーカルという構成です。

これがステージ上に立っているマイクになります。それ

に加えて、2本のマイクをエアー用として持ち込んでい

るので、合計で18チャンネルの構成になっています。

今回はPAさん側ですべてのキットにマイクを立てても

らえるということでしたが、足りないチャンネルには自

分たちで持ち込んだマイクを立てる場合もあるんです。

特に小さな会場では、ドラムのトップ・シンバルにマイ

クを立てないようなケースもあります。ライブでは音量

的には問題がなくても、レコーディングとなるとその音

だけ拾えないことになるので、絶対に必要なんです。

--- PAからパラレルで信号を貰えない場合は、どのよう

にするのですか

松金：スプリッターが常設されてない会場や、貰えるチ

ャンネル数が限られている場合は、PAの卓に入る前に

マルチ・ボックスから直接、信号を引っ張ってきます。

ライブのレコーディングでは、使うか使わないかは別と

して、とりあえずすべてのマイクの音を録っておくとい

うのが基本です。

--- ライブ・レコーディングをする上で最も注意している

ことは何ですか

松金：やはりトラブルですね。スタジオ・レコーディン

グなら万が一、録音ができていなくても、最悪もう一度、

演奏してもらうことができますが、ライブではそうはい

きません。「録れていないということは許されない…失

敗は許されない」という考え方で臨んでいます。また、

今日は録音だけですが、撮影が入る場合もあります。

「映像は録れているけど、音はない…」ということはあ

り得ませんからね。それを防ぐために、Pro Toolsのシ

ステムとは別でハードディスク・レコーダーを用意する

ダブル・システムを採用しています。万が一、どちらか

にトラブルが起こった場合でも、もう一方がバックアッ

プとして働いてくれるんです。

--- ライブ・レコーディングをするにあたり、PAエンジニ

アや会場とはどのような打ち合わせが行われるんですか

松金：主に機材面の確認ですね。まず、「当日のステー

ジでどのようなマイキングがされるのか」を確認します。

先ほどもありましたが、会場によってはすべての楽器にマ

イクを立てないケースもあるので、当日のマイク・レイア

ウトを聞いて、足りないものは自分たちで用意します。次

に「会場のPA卓の出力系統がどうなっているのか」を確

認します。各チャンネルの信号がダイレクトで貰えるのか

どうかによって、システムも変わってくるんです。

--- ライブ前の仕込みや、レコーディング中にはどのよう

な作業が行われるのでしょうか

松金：まず、事前にレコーディングで使用するシステム

を実際に立ち上げて、トラブルなくレコーディングがで

きるのかをチェックします。ここでトラブルが見つかっ

た場合はメンテナンスを行い、万全な状態でライブ会場

に持ち込みます。本番中は主にシステムの監視ですね。

バンドマンにとって何よりも身近な「ライブ」。その様子

を「良い音で記録したい」という希望は、多くのバンド

マンが持っていることでしょう。ここでは、先日行われ

た本誌主催のエフェクターの祭典「EffEXPO」でトリを

飾ったバンド、快進のICHIGEKIがライブ・レコーディン

グを行うということで、その一連の流れを2回にわたって

レポートしていきます。今回はレコーディングを担当し

たエンジニアの松金昭治氏に、ライブ当日のレコーディ

ング風景や機材のセットアップについて伺いました。

ライブ・レコーディングに密着！

ライブ・レコーディングに使われた
マイクや機材を激写！

協力：Mega Hyper Sound URL ：www.mhs.ms、Web Rock Magazine BEEAST URL：www.beeast69.com

レコーディング編

ライブ・パフォーマンスに定評のある純和製ロックバン
ド、快進のICHIGEKIがエフェクターの祭典「EffEXPO」
にてライブ・レコーディングを敢行。当日のレコーディ
ングからミキシングまでの模様を誌上レポート！ライブ
音源は後日リリース予定！（取材：DiGiRECO編集部）
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を書いて聴感上のバランスを整えるという下準備をしま

す。例えば、ボーカルはモニターなどのかぶりが多いの

で、コンプレッサーは軽く叩く程度しか使えません。音

量を書いていくのは地味な作業ではありますが、ライブ

作品の場合は最も大切な行程です。

--- 各パートにはどのような処理を行うのですか

松金：まずはドラムのタムやコーラスの無音部分をカッ

トします。それから、低音の回り込みが多いので、ほと

んどのトラックにロー・カットの処理をしています。聴

感上で判断していくのでカットする帯域は毎回違うので

すが、今回の場合、シンバルは680Hz以下をカットして

います。これよりも下の帯域にかぶり込みなどの不要な

音を感じたので、バッサリとカットしました。同じよう

に、エアーのマイクも300Hz以下をカットしています。

--- ミキシングという作業を行う上で、スタジオ・レコー

ディングとライブ・レコーディングに考え方の違いはあ

るのでしょうか

松金：一般的なスタジオ・レコーディングでは、各楽器

にパンチを与えるためにコンプレッサーを多用すること

もあると思いますが、ライブ盤の場合はあまり作られた

音像になり過ぎないように注意しています。

--- 具体的にはどのような処理を行うのですか

松金：例えば、コンプレッサーで潰すのではなく、「歪み」

で潰すというような感じですね。コンプレッサーで潰すと

パンチ感は出せますが、どうしてもライブとは異なる、ス

タジオ盤っぽくなることにつながってしまうんです。そこ

で、ローファイやサチュレーションなどの歪みを使うこと

で、音量を抑えつつ、パンチを出していきます。この手法

はマスター・トラックでもよく使っています。

--- プロジェクトを拝見すると、使っているエフェクトも

かなり少ないですよね

松金：なるべく素材の音を活かしたミックスを心がけて

いるので、使用しているエフェクトはかなり少ないと思い

ます。トラックによってはロー・カットしているだけとい

う場合もありますね。EQが中心であり、必要に応じてサ

チュレーターやリミッターなどを最小限かけています。

--- ライブ・レコーディングが終わり、持ち帰った素材に

どのような編集を行うのですか

松金：まずはトラブルがないかを確認して、バックアッ

プを取っておきます。それが終わったらノー・エフェクト

の、何も処理がされていない状態で一度書き出しをして、

メンバーに渡します。それを聴いてもらった上で、テイク

の差し替えを行うかどうかの打ち合わせをします。

--- 今回は差し替え作業が行われたのでしょうか

松金：快進のICHIGEKIの場合、普段はほとんど差し替

え作業を行わないのですが、今回は2点の差し替えを行

っています。1つ目はベースです。ライブ中にメンバー

とぶつかってチューニングがズレてしまったので、気に

なる部分だけを差し替えています。もう1点はコーラス

で、ピッチが甘い箇所が一部ありました。できるだけラ

イブのテイクを使うというのが前提になるのですが、商

品になることを考えた時に、差し替えることでもっと良

くなると感じたからです。もちろんピッチ修正で直すこ

ともできますが、ライブとしてのニュアンスを重視した

かったので、録り直しを選びました。「差し替え」とい

っても数小節だけで、他のパートに関してはライブの演

奏をそのまま使っています。

--- その後はどのような作業を行うのですか

松金：送ったデータを確認してもらっている間に、作業

を進めていきます。ライブということもあり、スタジ

オ・レコーディングに比べるとどうしても音量にバラつ

きが生じてしまうので、ボリュームにオートメーション

--- ベースとコーラスを差し替えたほかに、特別な処理は

行いましたか

松金：トリガーを使って、バス・ドラムの音を差し替え

ています。今回はライブ会場のドラム・セットを使って

いたので、いつもの快進のICHIGEKIのドラム・サウン

ドとは少し違うものでした。そこで、バス・ドラムのト

ラックをトリガーし、快進のICHIGEKIのサウンドに差

し替えています。ワンマン・ライブなどで自分のセット

を持ち込める場合は録りの段階で出したい音が出せます

が、どうしても複数のバンドが演奏するようなイベント

の場合はそうはいきません。録った音を本来のバンド・

サウンドに近づけるのが理想ですが、使わざるを得ずに

使っている…というのが正直なところですね。

--- 具体的にはどんなツールを使われているんですか

松金：いろいろなプラグインがありますが、使い慣れて

いることと、検出精度の良さからMASSEYのDRTという

プラグインを使っています。これを使ってMIDIデータに

変換して、音源を鳴らしていきます。快進のICHIGEKIの

場合、いつものキック音色をレコーディングした素材をプ

リセットしてありますが、例えば、初めて担当させていた

だくバンドさんの場合は目指すサウンドに応じて選んでい

くことになります。素材によっては、完全に差し替えるの

ではなく元の音と混ぜて使う場合もあります。

--- 最終的なチェックはどのように行われるのですか

松金：ある程度のバランスが取れたらメンバーに確認し

▲マルチでレコーディングされているので、後から自由に音の差し
替えが可能です

▲ドラムのキックをトリガーして、他の音（音源など）に差し替え
ることもできます

▲かけるエフェクトは必要最小限。ライブならではの自然な音作りが行われています

「レコーディング編」に続いて、「ミキシング編」をお送り

します。今回はスタジオでのテイク差し替えやミキシング

など、ハンディー・レコーダーを使った簡易的なレコーデ

ィングではなかなか得られないようなメリットが多く登

場。実際にはどこまで直せるのか、どのようにして作品へ

と仕上げていくのかをエンジニアの松金氏に、そして、ラ

イブ・レコーディングの魅力について、ミキシングに立ち

会った快進のICHIGEKIのメンバーに伺いました。

▲ライブ当日と同じ機材を使うことで、一部分の差し替えでも音色
に違和感を感じることはありません

てもらい、最終的に詰めていく…という流れです。

--- ちなみに、ライブ・レコーディングをお願いした場合、

どこまでの修正が可能なのでしょうか。また、どのくら

いの予算がかかりますか

松金：修正に関してはドラム以外、特に声系はおおむね

録り直すことが可能です。ただ、場合によってはライブ

ならではのピッチの甘さやザラつきのあるテイクの方が

マッチすることもあります。差し替えたからといって、

必ずしも良くなるとは断言できない部分もあるんです。

費用ですが、収録代とは別にミックス代を1曲5,000

円とさせていただいています。ライブ・レコーディング

の場合は、1つ音色が決まってしまえば他の曲も音量バ

ランスを取っていくだけで済むことが多いので、1日で

10曲程度が目安だと思います。録り直し等の部分は、

別途スタジオ料金をいただいています。

--- ライブ・レコーディングの魅力は何だと思いますか

松金：バンドが持っているリズム感やピッチ感などをそ

のまま残せる「普段の練習の成果」として、等身大のバ

ンドのサウンドを録れるということでしょうか。時間を

かけてしっかりと音が作れる、スタジオ・レコーディン

グで作品を作りたい…というバンドさんは少なくないで

すが、ライブでお客さんからお金を貰ってパフォーマン

スをしている以上、演奏に関してはバンドで自信を持っ

ているはずです。そのライブの模様をスタジオ盤のよう

にレコーディングして作品という形で発表できるという

のは、バンドの等身大をさらけ出すという意味でも有益

なものだと考えています。

続いて、実際にライブ・レコーディングを行った、快

進のICHIGEKIに話を伺いました。

--- 今回のレコーディングはいかがでしたか

久雄（Gt）：僕たちはこれまでも松金さんとライブ・レ

コーディングをしてきましたが、その中でも今回はトラ

ブル続きでした。途中で音が消えたり、チューニングが

狂ったり…。

潤（Ba）：ある意味、今までのライブ・レコーディン

グの中で一番最悪でした（笑）。いつもはほとんど修正

をしないんです。できるだけライブ会場の空気を活かし

たいですし、アーティストとしては修正をすればするほ

ど、音の魂が削られてしまうと感じているので…。ライ

ブ・レコーディングの企画としては面白いものを見せる

ことができたと思いますが、複雑な心境ですね。

久雄：大事なライブ作品なので、明らかに聴かせられな

いトラブルが起きた時でも、自然にかつカッコ良く修正

することができるというのは大きなメリットですし、今

回は助けられました。

--- ハンディー・レコーダーで録るのとは、どのような違

いがありますか

潤：単純に音が良いですよね。僕らもハンディー・レコ

ーダーでライブを録音しますが、あまり音の分離感はな

いですからね…。

久雄：後ろで聴いているような、お客さんが聴いている

音という感じですよね。

潤：それだと、曲の雰囲気はわかっても、輪郭や細かい

部分まではわからないんです。

久雄：ライブ・レコーディングをするということは、そ

れを作品にしたいということだと思います。最近はハンデ

ィー・レコーダーの品質も上がっているので、録るには録

れますが、やはりデモ・テープとスタジオ・レコーディン

グのような違いがあります。耳元で臨場感のあるサウンド

を再現したいのであれば、しっかりとした環境で録った方

が演奏する側も、聴く側も、録る側も後悔しないものが作

れると思います。

--- ライブ・レコーディングの魅力を教えてください

潤：スタジオ・レコーディングはアーティスト（制作側）

だけで作り上げるものですが、ライブ・レコーディング

というのは演奏しているバンドだけではなく、オーディ

エンスも含め、みんなで作っている作品だと思います。

全員で作ったものを1つの「作品」に仕上げられる…。

これが一番の魅力ではないでしょうか。それから、どう

してもスタジオ・レコーディングを基準にすると「ライ

ブ盤ってどうなの?」と考えてしまいがちですが、そこ

まで大きな違いはありません。むしろバンドの力量があ

ればライブ・レコーディングの方がバンドが持っている

エネルギーを収録できますね。

久雄：実際に生演奏しているものを録ってもらうという

のは大事なことですよね。普段の練習でもレコーディン

グすることはあると思いますが、しっかりとしたレコー

ディングを行うことで、より鮮明にわかると思います。

潤：ライブ・テイクはスタジオ・テイクよりも修正が利

かないというイメージがあると思いますが、決してそん

なことはないんです。むしろライブ・テイクの方が誤魔

化せる部分もありますし…。

久雄：また、コスト面でもスタジオで録るよりも優れて

いると思います。スタジオで5～6曲録ろうとすると、

絶対に1日では終わりません。自分たちの演奏を高品質

で閉じ込める…。これがライブ盤としての価値につなが

ると考えています。

潤：スタジオで録った方が音質はクリアかもしれません

が、音のエネルギーという面ではライブで録った音には

勝てません。そういう部分を大切にしているアーティス

トは、ぜひライブ・レコーディングに挑戦してもらいた

いですね。

▲ギターの久雄氏（左）、エンジニアの松金氏（中央）、ベースの潤氏（右）

▲ライブではどうしてもピッチが甘くなりがち。必要に応じてテイ
クを差し替えることも可能です

持ち帰ったデータの下準備

ライブならではのミキシング手法

パラ録りならではのメリット

ライブ・レコーディングの魅力

ライブ・レコーディングを終えて
～アーティストの意見～

快進のICHIGEKI http://k-ichigeki.com

自ら「Band of EDO Style'」と
謳った純和製ロックバンド。結
成以来、年間100本以上のライ
ブをほぼ毎年展開して培われた、
高い演奏力と圧倒的なライブ・
パフォーマンスは必見。その類
まれなるライブ力を武器に、都
内のみならず全国で討ち入り
（ライブ）を行っている。2013
年6月、2枚組の2ndフル・アル
バム『其の四』をリリースした。

MOIC-0003/4 2,500円

ミキシング編

▲ベース・パートのチューニングのズレが気になる部分だけをリアルタイムで修正していきます

今回のライブ音源の処理前とミックス後の音源を、

聴き比べてみよう！　http://www.mhs.ms
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