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１．まえがき 
日本生産性本部がまとめたレジャー白書2009（１）

を見ると、日本人の好きな余暇 20 項目（外食、国
内旅行、ドライブ、カラオケ、映画鑑賞、音楽鑑賞

ほか 14 項目）が人気順位とも呼べる予測参加人数
順に示されており、「音楽鑑賞（ＣＤ，レコード、テ

ープ、ＦＭなど）」は中くらいの10番目に位置して
いる。世の中には「オーディオを楽しむ」以外にも

様々な余暇があり、ライバル（？）が多い。 
本文では、電子情報技術産業協会（JEITA）や日
本レコード協会（RIAJ）の国内市場統計データを参
考にさせていただきながら、オーディオビジネスお

よび関連する音楽ソフトビジネスの現状と今後につ

いて考察する。 
 
２．オーディオと音楽ソフトの市場変化 
＜ホームオーディオ＞ 
図１はラジカセ、セットステレオ、単品コンポな

どのホームオーディオの国内出荷の変化を示す（２）。

これを見ると2008年には10年間のピークからラジ
カセが約 280 万台（▲67%）、セットステレオが約
220万台（▲73%）も激減している。  

 

図１ ホームオーディオの国内出荷 

 
 
 
 
 
 

オーディオの現状と今後の活性化について 
ビフレステック株式会社 
高田 寛太郎 

一方、単品コンポ（CDP、アンプ、スピーカ）は
オーディオマニアの基本アイテムだと思うが、それ

ぞれの出荷台数はずっと年 50 万台以下で推移して
いる。 

 
＜ポータブルオーディオ＞ 
図２はポータブルタイプのオーディオ機器の国内

出荷推移を示す（２）。これを見ると、1998年以降、
まずカセットタイプが激減。続いてポータブルＣＤ

の減少が続く。一方、1998年から2004年までコン
スタントに年間300万台前後の需要があったポータ
ブルＭＤも 2005年以降急減している。これに対し
て、ハードディスクやＩＣメモリーをストレージと

するデジタルポータブルオーディオが 2006年ころ
から急増した。 

図２ ポータブルオーディオの国内出荷 
 
＜カーオーディオ＞ 
図３はカーオーディオの国内出荷の変化を示す

（２）。カセット式のカーステレオはカセット式ヘッド

ホンステレオと同じように急減している。これに対

してカーCDPは2000年以降、年間600万台以上の
出荷が続いている。国内の自動車保有台数は 2009
年 6月末、乗用車が約 5800万台（３）であることを
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考慮すると、カーCDPの普及率はかなり高い。 

 

図３ カーオーディオの国内出荷 
 
ビデオ＞   

DVDレコーダ・プレーヤの国
内  

ル

 
音楽ソフト＞ 

楽ビデオの生産数量および有料配

信

年

音

楽

 
．今後のオーディオの課題 

たどっていること

が

＜

図４に示すように

出荷は2003年には500万台を突破している（２）。 
90年台中ごろから映画館で普及した5.1チャンネ
のデジタルサラウンドサウンドの映画ソフトが、

DVD 化されることで家庭でも気軽に楽しめるよう
になったことと相まって、DVD レコーダ・プレー
ヤはホームシアターの普及を後押した。2008年から
はブルーレイ・レコーダ・プレーヤ（BD）がデー
タに加わり、DVD レコーダ・プレーヤの430万台
に対してBDはその1/3の159万台であり、さらに
2009年度は 1月から 8月までの累計ですでに 155
万台（前年同期比 221％）に達しており、BDの今
後の急激な拡大が予想される。 

図４ ビデオレコーダプレーヤの国内出荷 

＜

図５はCDと音

数量の変化を、また図６はCDや音楽ビデオのパ
ッケージ生産金額と有料配信売上金額を示す（４）。 

CDは毎年生産、販売とも低下傾向にあり、2000
に対して2008年では生産数量で約36％、生産金
額で約43%減少している。その理由は、違法コピー
による正規購入の減少、音楽CDから音楽ビデオへ
のシフト、音楽配信の利用などが主なものと考えら

れる。2002年ころから音楽ビデオが加わり年々増加
の傾向にあるが、生産金額ベースでみるとCDと音
楽ビデオを合わせても減少傾向は変わらない。 
また、 2005年から統計データに加わった有料
配信を見ると、配信数は急激に伸び、配信当たり

の単価は低いが、音楽ソフト全体の生産・販売金額

減少を押しとどめているように見える。 

図５ 音楽ソフトの国内生産数量と配信数量 

図６ 音楽ソフトの国内生産金額と配信売上金額 

３

① セットステレオとラジカセ 
両者とも同じような減少曲線を

興味深い。原因としては、図７のように 1998年
からの 10 年間で、セットステレラやジカセの主た
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る購買層である小学生から 29 歳までの人口が 716
万人減少したことがあげられる（３）。 

図７ 世代ごとの人口変化 
 

ここで、現在の人口構成が変化しないと仮定する

と

し、図７で分かるように30代から60代
に

 単品コンポ 
は他と比べ 10 年間の出荷絶対数

は

ド

 デジタルオーディオプレーヤ 
低価格化の流れ

に

音楽を、電車・バス

内

④ 音楽ソフト 
少には、前述の理由に加えて若い

世

は急激に増加したが、すでに伸

び

ーレイディスクの音楽ソ

フ

．今後のオーディオへの一提言 
を中心と

し

、2008 年生まれの人が小学生になる 6 年後の
2014年には「小学生から29歳までの人口」は2894
万人となり、2008年度よりさらに 220万人減少す
る。そのため、若者向けの従来のセットステレオや

ラジカセのビジネスは今後も厳しい状況が続くもの

と思う。 
これに対

かけての人口は増加している。特に時間的、経済

的に余裕のできた中高年層が、今まで蓄えたお気に

入りのＣＤソースなどを、手軽に、ゆったりと、し

かも良い音で楽しめるようなセットステレオがもっ

と普及しても良いのではないだろうか。 
 
②

このカテゴリー

小さいがその変化は小さい。一般に単品コンポの

ユーザはオーディオに「こだわり」を持つ人が多い

と思うが、そのこだわりに答える「新しい何か」を

提供して、上昇に転ずることはできないだろうか？ 
ところで、このカテゴリーにはいわゆるハイエン

オーディオと呼ばれる高額商品が含まれる。その

価格はセットステレオの平均数万円に対して、数倍

から数十倍、製品によっては百倍以上するものもあ

る。オーディオの動向がハイエンドオーディオと携

帯オーディオに二極化することを肯定的にとらえれ

ば、ハイエンドオーディオの比率を増やすこともビ

ジネス戦略の一つになるのではないだろうか。 
 
③

フラッシュメモリーの大容量化・

乗って今後さらに進化し、小型、高機能、高性能

な新しい商品が次々に生まれることと思う。その場

合に、大容量化を従来のような圧縮による高効率化

だけでなく、ハイビットやハイサンプリングなど高

性能化にも使用して欲しい。 
現在主流のＭＰ３などの圧縮

でのヘッドホンステレオや移動中のカーステレオ

で聴く時には特に問題はないと思うが、静かな環境

下で性能の良いオーディオ機器を介してダイナミッ

クレンジの広いクラッシックやジャズなどを聴く場

合には、情報量の多いソースの音の方がより多くの

感動を与えてくれると思う。 
 
 

CD の生産の減
代の人口減も影響していると思うが、今後もその

傾向が続く中で音楽ソフトはどのように変化してゆ

くのであろうか？ 
音楽の有料配信数

が鈍る傾向も見られる。携帯電話を含む携帯デジ

タルオーディオやネット対応のセットステレオなど

との協業で新しいビジネスを創出することが今後の

課題ではないだろうか。 
また、大容量であるブル

トメディアとしての可能性などは専門の方々によ

り検討されているのだろうか？ 
 
４

オーディオの現状を眺めてみると、CD
たデジタル技術の普及拡大の流れ、記録メディア

の変化、そしてユーザニーズの多様化などが関連し

ながら生み出された結果が表れている。ホームオー

ディオ部分は減少したが、パーソナル、カー、A&V
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など様々なユーザニーズに対応し、ハード・ソフト

が相互に影響しあって、多様なライフスタイルを提

供している。 
今後のオーディオの活性化については、立場によ

っ

この中で、特にアナログ部分については、図9（５）

に

図9 ヒトにかかわる音と振動（５） 

その一環 の外観

を

害の元となるエッジは内側に組み込ま

れ

図10 試作した卵型スピーカ外観図 
 
．あとがき 

会の報告書（７）によると、「音楽に

何

ルであり、

こ

．謝辞 
るにあたり様々なコメントやアド

バ

夫

て様々に考えられると思うが、われわれは図８の

ように音の収音から再生までのプロセスを見直し、

アナログ技術とデジタル技術の高度な融合を図りた

いと考えている。 

図８ 音楽ソフトの制作と再生 
 

示すような人の聴覚や周辺環境の振動・ノイズな

どのゆらぎに着目しながら 、良い音とは何か、良い
響きはどのようにして得るか、そして静けさを妨げ

るものは何かなどについての研究を行っており、そ

の結果を前述したいくつかの課題への解答に結び付

けたいと考えている。 

として開発中の卵型スピーカ（６）

図10に示す。大きさは高さ20㎝であり、スピー
カ振動板はスピーカキャビネットと同じ曲面を形成

している。 
音響的な弊

、キャビネットによる音の反射や回折、そして従

来のコーン型スピーカが持つくぼみ効果などが無く、

またキャビネットの不要共振を大幅に低減させるこ

となどにより、心地よい音が再生できることを確認

している。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５

日本レコード協

を求めるか？」と中学生から 60 歳までの男女
1200人に質問したところ、「癒されたい：88.4％」、
「元気になりたい：82.2％」、そして「くつろぎた
い：87.8％」と答えたそうである。 
オーディオは音や音楽を伝えるツー

のような要望を叶えるための重要性が今後さら

に増して欲しいし、余暇の人気ランキングも、も

っと上昇して欲しい。 
 
６

本文をまとめ

 イスをいただいた弊社中島平太郎会長、井橋孝

社長、そしてメンバー各位に深謝する。 
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■ 寛太郎 たかだ かんたろう) 

東京工業大学卒。

高田 (

1948年生れ。1972年  

同年ソニー㈱入社。技術研究所他で音

響・振動解析、マイク、ヘッドホン、ス

ピーカ、業務用オーディオ機器の研究開

発商品化に従事。 

2004 年よりアムトランス㈱にて音響用

書2009～不況下のレジャー 

t.jp/

書2009～不況下のレジャー 

t.jp/

抵抗器の開発。2008年よりビフレステッ

ク㈱にて開発推進担当。 

趣味はドライブと水泳。  
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1. はじめに 
北海道への旅で屈斜路湖畔の宿に、素晴しいフラ

った忘れ難い想い出がある。 

しか

っ

、

ならない程度の音量

の

こ

の

が多く、彼らが目指す世界

に、最近の傾向として超高額のハイエンド・

ーディオ層が主流となり、数千曲の楽曲をダウン

ロ

ることを実感し、課題点

した対応策 
ここで、オーディオを趣味として、または、音楽

分して

を誇りにしている人達のクラス

 

ンス料理を味わ

ここで、モーツァルトの弦楽四重奏曲が静かに演

奏され､食事を楽しませてくれたのである。素晴

た想いで、翌年、再度訪れた宿でもある。 
 常識的には､ここでの音楽は BGM として再生さ

れるのが普通であるが、音量はBGM的であっても
鑑賞に値するに充分な音質で再生されており、経営

者の音楽に対する崇愛と､オーディオ的な配慮が手

に取るように理解できる鳴らし方に感心し、思い切

って聞いてみることにした。 
 料理に合う音楽は､弦楽器を中心とした室内楽が

相応しいことから､客に邪魔に

で静かに再生するよう心掛けているとのこと。 
 再生システムを拝見すると、弦楽器が美しい英国

製の小型ブックシェルフのスピーカーに、小出力

国産プリメィン・アンプとSACDプレイヤーを接続
して手軽に演奏が出来るよう設置されていた。 
好きな音楽が昂じてオーディオに興味を持つよう

になったとのこと、オーディオに関する情報は、

地方にも小規模ながら同好会なる組織があるが、

参加をしたことが無い。現在は、オーディオ誌を参

照しながら不安を伴って自己判断で機材を選定し設

置をしていると言う。 
 別途、最近のオーディオ誌の掲載記事は、超高額

製品に重きを置いた記事

とは異にする内容の記事が氾濫し、「これがオーディ

オの世界である」が如く訴求されており、恥ずかし

くて「オーディオが趣味です」とは言えず、同好会

なる情報交換の場に顔を出す勇気もないと嘆くよう

な言葉が印象的であった。 

 
 
 
 
 
 

オーディオの活

確か

オ

ードして持ち歩くMP-3に代表される圧縮音源 
のモバイル･オーディオが流行り、市場は二極化の傾

向が強く、湖畔の宿の例のような音楽再生を求めて

いる「ミドル層」は市場構成から退化しているのが

現状では無いだろうか。 
 このミドル層は、将来のオーディオ活性化を担う

期待すべきクラスターであ

を検証して見たいと思う。 
 
2. ミドル層の増強を優先
 

鑑賞を趣味とする人達などの総称を強いて区

考察してみたい。 
 一般に数百万円余超を投入して揃えたオーディオ

機器を使用し、これ

ターまたは、音に関して揃えた機材を背景にして敢

えて理論的な議論を好んで自己主張をする人達を

「ハイエンド・オーディオ層」と呼び、自室でゆっ

くりと好きな音楽を聴きながら再生音質を常に課題

として捉え、機会を見ながら改善を考えているクラ

スターを「ミドル･オーディオ層（以下単に「ミドル

層」と呼ぶ）」と区分されているように思われる。 
 そのほか、携帯型のヘッドフォン･ステレオ（携帯

電話へのダウンロードを含めて、これを「モバイル・

オーディオ」と呼ぶことにする）で片時もヘッドフ

ォンを離さない人達や、何時かはオーディオを所有

する機会を待っている人達を「ミドル候補者層また

は意識先行派」と呼ぶことにするなど、不特定多数

の群叢が見えてくる。 
 オーディオ市場が低迷して久しい昨今、市場は「ハ

性化と課題 

編集委員 

大林 國彦 
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イエンド層」と「モバイル層」に二分化された状態

楽環境を構築す

オーディオと家電の属性差を考えてみる。 
見ると、手軽に数千曲の

楽 「CD

しており、音

質

まずは、意識先

などを愛聴して来た世代である。

驚嘆し、量販

店

関連商品に対して興味があ

応えら

潜伏化傾向  
ハイエンド・オーディオ愛好者を含めてオーディ

にあって、将来的にオーディオ文化を担うと考えら

れる「ミドル層」が欠けた市場構造となってきた。 
 ミドル層は次のミドル層を生み、次のハイエンド

層に着実に進化して来たという過去から貴重な経験

をしてきており、ミドル層を増大させ、オーディオ

の活性化を狙うには、「モバイル･オーディオ愛好者

層」を含めた全てを対象とする総花的な対応ではな

く、まずは、「意識先行派」を対象としてオーディオ･

ファンに育成することを課題として取組む方が賢明

で速い成果が期待できると思う。 
 「モバイル層」の人達は大半が現在の再生形態に

満足しており、ここから脱皮して音

る意識は期待できないと考えておくべきであるが、

流行に敏感な「モバイル層」が、ミドル層が台頭し

てくるとその影響が多大であることから将来的に期

待もできるクラスターであると考えられる。 
 
3. 意識先行派とは 

 モバイル層の需要背景を

曲をダウンロードし、何時でも、何処でも

並みの音質」と言う訴求用語に満足して、音楽が楽

しめる利便性を求めた結果である。 
彼等は圧縮音源であっても「CD 並みの音質」の
ヘッドフォンによる音楽の世界で満足

や音場感等に関する関心度が稀薄であり、ヘッド

フォンの高級機へのグレード･アップも「他人がして

いるから」であって、表面的には音質の追求が目的

としているが、実態は外観上の理由であって、音質

を追求したものではないと言う。 
 果して、彼等は流行には機敏であり、ミドル層が

増えると仲間入りする人達と考え、

行派にフォーカスして対応策を検討する方が高い効

果が期待できる。 
 近年、定年退職を迎える団塊の世代と言われる層

があり、ビートルズ

彼等は退職を機に若年代に好きであったオーディオ

を楽しみたいと考え、オーディオ誌を参照するも、

記載されているオーディオ機器は二桁位“零”が多

い超高額な製品の羅列に驚き、オーディオは遠い存

在との認知を助長することになる。 
販売店を巡るも、オーディオ･ショップではオーデ

ィオ誌に出てくる高価なものの展示に

には多くの手頃な機器が並べられているが、組合

せによる音の差異の教示を期待して店員に尋ねると

一方的に単に売らんかなの姿勢が強くて、初めての

者にとっては近寄り難い扱いで驚愕する。これでは、

オーディオへの入門はかなり困難と思える市場であ

ると考えられても止もう得ない。これらは全ての販

売店に見られるものでなくとも、多く見られる傾向

ではないであろうか。 
 オーディオ売場を訪れるユーザーは、一般家電商

品と異なり、オーディオ

って知識を得る目的がある人達であることを念頭に、

家電機器とは異なり、使う側の目線でアドヴァイス

して成立する商品であると思う。このようにして決

まった商品は、後々に必ずグレード･アップされる商

品であることも理解して対応して欲しいと思う。 
 出版に携わる関係者は、普及価格帯の良い製品を

取扱い記事にすることを考慮していただければ活性

化に寄与するし、量販店などのオーディオ機器売場

では、これを参考にして、より有能な専門知識を有

するスタッフの配置、増強を図られることを希望し

ていることは、これからオーディオで楽しもうとす

る“意識先行派”の人達の願いでもある。 
 意識先行派の群像を多くのメーカー、販売店の専

門家は理解しているとは思うが、これに充分

れていないのが実情ではなかろうか。 
 
4. オーディオを趣味にしている人の
 

オを趣味としている人は、何故か表に出るのを躊躇

されていることが多い感がする。即ち、表に出る場

所や機会の僅少が実情のようである。 
例えば、同好会なる集いの機会は、出席して情報
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交換が可能であるが、組織的に活動していない地域

な

ように避けられることが多い。 
中

が

 
オーディオ不況と言われるようになって以来、オ

要不可欠の文化的領域

の嗜好や狙う音質など、ユ

ー

イ

とを

ーディオの販売は説明を重点とする手間の掛か

の不振に比例して

て

る

求要

どでは愛好者達の集う場所や機会が極めて少ない

のが実態である。 
街のオーディオ･ショップで時々見かける来客に

話かけると、逃げる

国や香港などのオーディオ･ショップでは、絶えず

ユーザが集まって盛んに情報交換をしており、偶々

居合わせた筆者も加えさせられることもあるが、我

が国の販売店頭との違いを思い知ることができる。 
販売店頭で、営業支障にならない程度に、閉塞的

傾向の人達に場所を解放して自由にオーディオ談議

行える情報交換の場を提供し、ユーザーとの交流

を図りながら、結果的に販売促進と位置づけた運営

を期待しては如何だろうか。意識先行派の人達は、

こうした情報交換の場を求めているのである。 
 
5. ユーザの家電と異なる属性を重視したい
 

ーディオ専門店や量販店のオーディオ売場、そして

専門の営業要員の配置が著しく減少し、家電商品同

様、販売最優先の販促が目立つようになり、音の再

生環境を含めた再生技術に関する説明やアドヴァイ

スの機会が減少してきた。 
 オーディオは趣味の世界を扱う領域の商品であり、

オーディオとは人の介在が必

の総称であると言う意識が必要であって、機器であ

るハードウェアだけを考えると、一般家電と同じ位

置付けの商品となることを理解しての販売活動を要

すると思うのである。 
オーディオは機器(ハード)だけの販売と異なって、
ユーザーの音楽ジャンル

ザーの感性に左右される再生品質をイメージして

機器の選択を検討しており、他人の感性とは異にす

るものである。従い、ユーザーが例えば「音が悪い」

とする評価は、他人が評価した結果とは異にしてい

ることを認識しアドヴァイスを求められている。 
「音が悪い」と言う評価を単純に認識して、聴く

部屋の音響特性の改良とか、グラフィック・イコラ

ザーを追加するとか、信号ケーブルの交換などの

機器の販売を優先し「音が良くなる」と言う提案を

見かけるが、ミドル層や、これからオーディオを楽

しもうとする意識先行派層の人達には、オーディオ

は経済的に負担が大きいと言う不安要素を高めるイ

メージが先行するだけであり、販売優先の言動は可

能な限り避けるべきで、家電の販売と大きく差異が

存在することを理解して欲しい要素である。 
 効率が悪いのは承知しているが、オーディオを志

すミドル層にオーディオの楽しさを販売するこ

一義としたユーザーの嗜好助長を育成する感覚で対

応しなければならないと思う。 
  
6. 販売店の減少に伴う課題 
 オ

る商品であるが故に、オーディオ

取扱う販売店と、試聴室などの体験の場も減少して

きた。意識先行派向けの商品を数多く展示された販

売店もあるが、ユーザー･ニーズを理解されていなが

ら販売効率の優先が求められ、可能な限り短時間で

成約させることが義務付けられ実行されている。 
しかし、手探りでオーディオに取組む意欲をもつ

意識先行派の人々にとっては、アドヴァイス無くし

コンポーネントを組む方法を難しくして、諦める

ことを選択することは避けたいと願っている。 
 20数年前では、オーディオを楽しもうとする意識
先行派の人達に適切なアドヴァイスを実行でき

「システム･コンポ」として販売店推奨組合せコンポ

が生まれ、メーカーもこれに習ってシスコンを商品

化した時代があった。これらの「シスコン派」の中

から再生品質にこだわって、感性を磨きながら、ハ

イエンド層に移行した人は少なくなかった。 
 しかし、最近の個性的で自己主張的な需要意欲が

強いユーザーを満足させるには、対話をして要

素を探りながら将来志向を考慮した組合せを提案す

ることが必要であり、力点を置くべき要素を、入力

系、増幅部系、または出力（スピーカー）系かを聞

き取り、ユーザーの目的と将来性を考慮して選択さ
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せ、ここでは完結させないシステムの組合せを提案

することも求められている。 
これは、グレードアップの機会を示唆した内容で、

グレードアップの自己喚起の余力を残す提案が面白

く

アの魅力低下 
団塊の世代の多くが定年退職を迎える昨今、若い

。最近発売された

感のあ

る

月、専門月刊誌の新譜広告

オーディオを楽しんでいる人達が好む音楽ジャン

た

常識

的

の

現在でも、システムの

調

の潤沢な

く、オーディオを楽しむ各種環境

、且つ、喜ばれるようである。 
 
7. オーディオ用コンテンツ･メディ
 

ころ楽しんでいたオーディオを再開しようと検討し

ている人が周辺に数名おり、如何にすべきか暗中模

索で自ら調査を開始していた。 
 まず、愛聴していた「カーペンターズ」を街のCD
ショップで探したが見当たらない

CDである。店頭ではJ-POPを中心にロック系の音
楽などが多量展示されているが、欲しいCDの入荷
を尋ねても明確な応えはなかったと嘆いていた。 
オーディオを楽しむにはパッケージメディアの存

在なくして成立しない重要な要素である。 
最近、ネット配信によるダウンロードが普及して

いるが、例えば、団塊の世代の人達は、重量

回転機構をもつLPを回し、静かに針を置いて流
れ出る音楽を楽しむ世代であった。即ち、再生音楽

は、自分で音造りに参加すると言う行為は、現在も

変わらない真情であり、メディアを大切に保有する

楽しみをも味わっている。オーディオを楽しむ人達

は概してパーケージメディアを重視する保守的な人

達であることが判る。 
 音楽を愛聴している、あるオーディオ・ファンの

最近の不満を聞いた。毎

を見て 20 日ごろ次月発売の新譜を発注するが、入
荷するのは翌月の 20日過ぎ（発注から 1ヵ月後）
となるのが普通であり、更に、数週間待たされるこ

ともある。発売日に入手できる方法を聞くと、発売

1ヶ月前までに購入リストの提示を求められたが、1
ヶ月前に発売情報を知る術がないと憤慨していた。 
さらに、あるレーベルは5枚纏めないと配荷しない
との決まりがあるそうで、入手にはかなりの無理が

存在している。これはソフトメーカ側の都合による

ものらしいが、メディア入手でこうした障害を改善

して、何時でも入手が可能となるのを希望していた。 
 
8. 使用するソースの音楽ジャンルと音質 
 

ルは、クラシックかジャズが定番として決められ

印象が強くするのが実態ではないだろうか。 
しかし、オーディオを好む人達の嗜好する音楽ジ

ャンルはクラシックやジャズに限定しないのが

にわかっているが、多くの音質評価に用いるソフ

トは、クラシックかジャズであるのは何故なのか。 
今、流行っているモバイル・オーディオの大部分

が J-POP やロックなどが好まれているが、それら
音楽が音質評価に使用されずジャズやクラシック

を試聴し評価されても、これからオーディオを志す

人達には判断が難しいと思われる。しかし、残念な

がら、これらのニューミュジック系の音楽には大型

のスピーカーでの再生は必要性がないように造られ

ているようで、音質的にオーディオ的ではないこと

から、評価用にジャズやクラシックを試聴用に択ん

でいるようにも思われる。 
更に、多くの年配者に愛聴されてきた歌謡曲(演歌
に属するジャンル)の音源は、
整用にLPを多用している多くの専門家を見かけ
るが、デジタル音源のCDはオーディオ的には適さ
ないことをオーディオ･ファンも経験している。即ち、

最近の録音は、モバイル・オーディオなどに用途を

絞って造られているためと解釈される。 
 業界として各種の問題があって現在に至ったこと

は充分理解できるが、パッケージ･メディア

市場配荷の促進による販売体制の再構築と併せて、

質の高い音源こそオーディオに欠くことができない

最大の必要不可欠な要素であり、改善を強く希望す

るものである。 
 オーディオが減退している要因は、単に市場経済

の影響だけではな

の縮少にも多くの課題が散見される。活性化を図る

には、これらの改革が必要ではないだろうか。 
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1. はじめに 
筆者は1957年に松下電器産業（株）（現パナソニ

して以来1994年に定年退職する
ま

研究会」に

参

オを熱心に楽しんでいた先輩の方達は大抵

の

、1970年以降に建て
ら

なことである。特に奥さんを説得する

の

きた。奥さんが映画が好きな例が意外に多くこの場

合は専用室を造ることに抵抗が無いのである。場合

あ

始 

ところで筆者がオーディオ用スピーカーの開発を

の

したとき、有名なスカイウオーカー

ラ

形

ック（株））に入社

でスピーカーとアンプの開発を担当し、さらにホ

ームTHXの開発にも携わってきた。 
その間、日本オーディオ協会の「居住空間研究委

員会」や「HDTVマルチチャンネル音声
加し、さらにホームシアターの普及をはかる業界

団体の「マルチメディアリビング推進委員会」にも

参加してホームシアターの普及のために微力ながら

協力してきた。筆者がこれらの活動に注力してきた

のは、わが国の住環境が、オーディオの普及の妨げ

になっていることを痛切に感じていたからに他なら

ない。 
筆者がスピーカーの開発をしていた1970年当時、
オーディ

場合、専用のオーディオルームを持っている例が

多かったが、筆者より若いほとんどの方はオーディ

オをやりたいが我家の住宅事情ではとても難しいと

諦めていることが多かった。 
これは筆者の一世代前の方が家を建てる場合は応

接間を造るのが普通であったが

れた住宅は LDKタイプの間取りが主流になり応
接間を造る風習は廃れてしまったためと筆者はみて

いる。応接間があればこれをオーディオルームに転

用すれば良いのでことは簡単に済むのだが LDKの
部屋では本格的にオーディオを楽しむのは不可能に

近いのだ。 
LDK が主流の場合、オーディオ専用室を造るの
はかなり大変

が難しいために諦める方が多かったが、その後ホ

ームシアターが話題になってくると事情は変わって 

 
 
 
 
 
 

によっては奥さんの方が熱心なケースもあった。 
丁度そのころ筆者はホーム THXの開発に携わっ
ていたので、ホームシアターを推進すれば兼用では

るがオーディオルームができるためホームシアタ

ーの推進に力を入れたのである。そしてその頃から

オーディオ専門店がホームシアターに力を入れてホ

ームシアター専門店になる例が増えてきた。 
 
2. 趣味でオーディオルームの研究を開

していたときに、再生する部屋が変るとスピーカー

音が驚くほど変化することを度々経験していたの

で、部屋の音響特性の重要性を非常に感じていた。

そして個人的に部屋の音について研究をしていたが、

ある出来事がキッカケになって、1980年に現在石井
式と呼ばれている、全帯域吸音、全帯域反射の部屋

を考案した。そして響きの美しい試聴室として学会

に発表したが残念ながらわが国ではほとんど評価さ

れなかった。 
しかしその後ホーム THXの協同開発のためにル
ーカス社を訪問

ンチと呼ばれている音響制作スタジオに何と筆者

の発案の理論が採用されているのを見て非常に感激

し、この理論に自信を深めた。これは AES に発表
した筆者の論文が米国のスタジオ関係のハンドブッ

クに紹介されたためであることが後で分かった。 
この当時は部屋の低域特性については全く分から

ず吸音部の厚さをどれだけにしたら良いか、部屋の

をどのようにすべきかなど幾つかの課題が残って

いた。 

多目的ルームづくり普及の提案 

石井オーディオ研究所 

石井 伸一郎 
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当時、部屋の低域特性は定在波が影響しているこ

とまでは知られていたが、定量的なことは全く分か

ら

を

ったが小さなリスニングルームの研究に模

型

ライダー製作の技術がおおいに役立った。

模

発見 

そこでこの研究成果を日本音響学会に発表すると

ってMJ誌に解説
記

比

に

提

案

2など明らかに整数倍になる比率
以

、直方体形でも全く問題が無く音的にも直

方

の比率はさまざまであ

っ

も全く評価されなかった。そこでオ

ー

なかった。したがって部屋が完成してスピーカー

を設置して音を出してみるまで、どのような低音が

再生されるのか全く見当が付かなかったのである。 
そこで 1994年に筆者は定年退職すると直ぐオー
ディオルームの未知の問題、つまり低域特性の研究

自宅で趣味として開始した。最初はパソコンでシ

ミュレーションをしようと考えたが、当時の企業や

学校で用いていた有限要素法のソフトは高価でとて

も個人で使えるものではなかった。そこでリスニン

グルームの模型を作って実験をすることにしたので

ある。 
コンサートホールの設計の際には模型実験を行う

ことがあ

実験を用いる例は全く無かった。最初は筆者のリ

スニングルームの 10分の 1模型を作って測定を行
ったが実物の特性とそっくりの特性が得られたので

いろいろな部屋の模型を作り種々の実験を行い定在

波と部屋の特性の関係をかなり明らかにすることが

出来た。 
模型の部屋の製作には、筆者のもう一つの趣味の

ラジコング

型を自作出来なかったらこれらの研究は不可能で

あったと考えている。 
 
3. 理想の部屋の形を

ともに、1997年から 2年にわた
事を掲載したが、この記事を読んだある読者から

これから造るリスニングルームの天井の高さを幾ら

にしたら良いかの質問があり、早速研究を始めた。 
そして部屋の長さを一定にして幅と高さを変化さ

せた場合、定在波のモード周波数分布が最も均一な

率として1：0.845：0.725と言う比率を見付けた。 
しかしこれだけではよく分からないので、幅と高

さを変えた場合の伝送特性を、そのとき使えるよう

なったばかりのパソコンのシミュレーションソフ

トを用いて 12 点のマイク位置について部屋の幅と
高さを少しずつ変えて合計350通りの伝送特性の検
討を行い、直方体室の縦横高さの比率とステレオ聴

取時の特性の関係を明らかにすることが出来た。こ

の研究の結果、部屋の天井の高さが伝送特性に大き

な影響を与えていることが分かったのである。 
部屋の縦横高さの比率については 1950年頃から
世界中の室内音響研究者によって多くの推奨値が

されていた。 
1990 年頃にはかなり広い範囲が推奨値として提
案されていて、1：
外は推奨比に含まれていたため、比率の問題は殆

ど重要視されなくなってしまっていた。ところが筆

者の研究によれば縦横高さの比率は部屋の低域の伝

送特性に大きな影響を与え、特に天井の高さが重要

なことを示していた。これまでも天井の高い部屋は

音が良いと言われていたが定量的に天井の高さの伝

送特性に与える影響が定量的に明らかになったので

ある。 
さらに従来の試聴室は対向面を傾斜させるなどし

ていたが

体の方が良いことが分かってきた。これは建築す

る場合遮音が容易であり部屋の容積が減らないなど

非常に重要なことである。 
現在までに筆者は 60 あまりのリスニングルーム
の設計を行い、これらの部屋

たが、その中には筆者の提案した比率1：0.845：
0.725 に近い部屋も 20 近くあったので伝送特性を
調べたところ筆者の理論が正しいことが確認できた。

そして長さに比べて天井の低いEBU規格やIEC規
格の部屋の低域特性に大きな問題があることが明ら

かになった。 
これまでの研究で得られた成果は学会にも発表し

たが、またして

ディオ専門誌に紹介したが、一部の熱心なオーデ

ィオファイルに支持されリスニングルーム設計の依

頼を受けたのが貴重な研究材料となった。これらの

オーディオファイルはアナログレコードやCDなど
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の音楽ソフトを映像無しで楽しもうという非常に熱

心な方達であり、再生音については非常に厳しく追

及している方ばかりである。これらの筆者の方法で

部屋を造った方達は、これまでの部屋に比べると格

段に音が良くなったと言って喜んでおられるので、

自信を持って筆者の方法を推奨しているところであ

る。 
これまでに完成した 60 余りの部屋については、
部屋の基本的特性と使用するスピーカーを設置して

リ

学」

（

が

～多目的ルームの提案～ 

オ協会からデジタ

ルホーム されたので、

筆

の

事を提出したが残

念

ター」と｢ホームシアターファイル｣の 2誌
で

するのが良いのか

ど

庭では小さな部

屋

スニング状態での特性を測定しているが、これに

よって好ましい聴取時のリスニング特性を知ること

ができた。そして通常の部屋でもこのリスニング特

性をグラフィック･イコライザーなどを用いて改善

すれば格段に音が良くなることが分かった。 
このように部屋のことが明らかになったとき単行

本の出版を勧められ「リスニングルームの音響

誠文堂新光社）という本に纏めることが出来た。 
リスニングルームを造られた方の中には大画面の

映像を楽しもうとスクリーンを設置された方も多い

、最近のブルーレイシステムによる高音質高画質

はまさにこれまでのAVとは一線を画するものと筆
者は受け止めている。この様な高画質高音質のソフ

トが普及してくることを考えると一般家庭でもこれ

を楽しむ為には是非専用室を造ることを推進するべ

きだと筆者は考えるようになってきた。 
 
4. 建築業界への働きかけ 

このようなときに日本オーディ

シアター委員会に参加を要請

者は喜んで参画した次第である。そこでデジタル

ホームシアター委員会の活動に合わせて当協会から

建築業界に強力に働きかけることを提案したい。 
この場合、筆者は従来の LDKスタイルに代わっ
てL+DKスタイル、つまり独立したリビングルーム
家を造ろうと働きかけることを主張したい。この

ような間取りの家が普及すれば、大画面のホームシ

アターが普及することは自然な流れになることは確

実だと考えるからである。この独立リビングの部屋

はそのままでもホームシアターにできるし、音響設

計をすればオーディオルームになり良い音を楽しむ

ことができる。そしてこの部屋はオーディオルーム

やホームシアターとしてだけでなく楽器の練習室に

もなるし、ホームパーティにも使えるし、応接間に

も使えるなど多目的に使えるので家庭生活が豊かに

なるので、21世紀に相応しい豊かな生活が送れるよ
うになると筆者は考えている。 
筆者は数年前からこの様な提案を行い、当協会に

も多目的ルームを造ろうという記

ながらこれまでのところあまり反響が無かったよ

うだ。 
現在わが国ではホームシアター関係の雑誌は「ホ

ームシア

あるが最新号のページを繰ってみると非常に豪華

な内装のホームシアターの例が数多く紹介されてい

る。10数年前と比べると格段に進歩していることが
感じられる。ただしこれらの部屋はデザイン的には

良くなっているが、音響設計的にみた場合は問題と

思われるケースが多いように思われるのでこれをど

のように啓蒙していくかが問題であろう。ピュアオ

ーディオの視点から見ると殆どの例が満足出来ない

レベルにあると考えられるが、ホームシアターの場

合は映像があるので通常のユーザーには音の点はこ

れでも充分なのかも知れない。 
これらの場合、音響的に不満を感じていないのに

あえて音響特性を良くするように

うかは今後の検討課題であろう。ただし、これら

の部屋で楽器の練習や演奏会をするとなると音響特

性を良くする必要がある。もともと殆どの楽器は大

きなホールで演奏するように作られているので通常

に演奏した場合音響処理をしていない小さな部屋で

は少しの力で演奏しても大きな音になるので弱い力

で演奏するようになってしまう。 
日本のピアニストはパワーが小さいと云われる事

が多いと聞いたがこれはわが国の家

で音響処理がまずい部屋で練習している為である
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と筆者はみている。筆者の方式の部屋ではこのよう

なことが無いので楽器の練習には最適であり、多目

的ルームには最良である。 
 
5. さいごに 

 現在のオーディオ界はアンプやスピーカーやプレ

けでなく、スピーカーケブル、機

再生音に影響

を

 
 

 
 
 
 

ヤーなどの機器だ

器間接続ケーブル、電源ケーブルまで問題にされ、

さらには屋内配線の線材からブレーカー、さらには

柱上トランスまで問題にされてマイトランス、マイ

電柱を設置する例まで現れている。 
これだけの費用を掛けるなら部屋の改装をするべ

きであると筆者は考えているが、最も

与える部屋の改装をしようとする方は非常に少な

いのが現状だ。これは部屋の改装をするには大掛か

りな工事を伴うため、ほとんどの方は最初から諦め

ているのが実情だ。なんとか部屋の音響特性の重要

性を一般の方にもアピールしたいと考えているが、

デジタルホームシアター委員会を通してこれを実現

したいと筆者は考えている。そしてこれがオーディ

オとホームシアターを普及させるために最も重要な

ことだと確信している。 

佐野氏邸オーディオルーム鳥瞰図 

 筆者プロフィール 

■ 石井 伸一郎  (いしい しんいちろう) 

1934年福島県に生まれる。 

1957年東北大学通信工学科卒業。

同年松下電器産業（株）に入社，

ピーカー

開発

スピーカーユニット，ス

システムおよびアンプの設計

を担当。またルーカス社と協同の

ホームTHXシステムの開発を 

推進。 

1994年定年退職後オーディオルー

ムの研究を行っている。 

 
 
 

筆者の作品例：佐野氏邸(浜田山）リスニングルーム 
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「いつでも、どこでも、

ことができる」。この魔法のような
．．．．．．

ことが現実のも

となって久しい。 
昔の話で恐縮だが、「いつでも、どこでも、音楽を

聴

ある。 

、回路をいじり、ス

ピ

化であろう。 

ィオで十

分

いかと危惧している。 
ら「ラジオの音楽番組を聞ながら受験勉強し

うながら
．．．

族（何を隠そう、私も一時期その

人であった）が存在した。この場合の主は音楽な

か

か
．．

とがある。「うるさ

い

。

そ

どんな音楽でも簡単に聴 になってしまったのではな

く

の

くという贅沢が適わなかった時代」に育った私に

とって、音楽を聴けるチャンスがあることはそれだ

けで胸が躍ったもので

貧乏学生にとって演奏会のチケットを購入できる

のは年に１、2度がやっと、もっぱら5球スーパー
ラジオから流れる音楽放送に夢中になった。さらに、

少しでも良い音になると聞けば

ーカーを換え、その音の変化に一喜一憂した。そ

れは、音楽の感動をより深く味わうためであった。

「音楽を聴く」これこそが究極の目的であったが、

自分で製作したアンプやスピーカーシステム、さら

にアナログプレーヤーを組み上げる頃には、オーデ

ィオ自体もまた趣味の一つとなっていった。 
幸い、私はこの趣味のオーディオを生業とし、ア

ナログ･レコードの全盛時代を謳歌し、そしてスーパ

ーオーディオCDの登場までスリルに満ちたオーデ
ィオ人生を歩んできた。 
当然、私にとってオーディオほど楽しいものはな

いと言えるのだが、世間のオーディオを見る目は大

きく変化している。何故か？それは、オーディオを

楽しむライフスタイルの変

確かに今日、部屋をオーディオで独占し、好きな

時間に音楽を楽しむ環境を作るのは難しいかもしれ

ない。単に音楽を情報として楽しむ、また移動中な

どに音楽を聴くのならばモバイル･オーデ

である。むしろ、その目的にはモバイル･オーディ

オが適しているといえるだろう。私は決してモバイ

ル･オーディオを否定するものではないが、その普及 
により、本来音楽を聴くという主の目的が、従の立 

 
 
 
 
 

ワインが美味しく飲めるオーディオ 

編集

森 

場

昔か

た」とい

一

のか、受験勉強なのか判然としないが、事の重大さ？

ら受験勉強を主と考えるべきであろう。しかし、

ここでは再生音楽を聴くことが、その主たる目的の

受験勉強を加速させてくれるという付加価値を生む。

実際に成績が上がるかどうかは不明だが、少なくと

も本人は精神的にリラックスしながら受験勉強がで

きる。再生音楽＝オーディオが非常に大きな役割を

果たし、主たる勉強と同格の重要さを持ってくる。 
そこで、私は生活の中にこの音楽の持つ効用を再

認識することがオーディオの活性化につながるので

はないだろうかと考えている。 
今から十数年前になるだろうか、N放送局のK氏

．．．．．．．
ら「新築する自宅のリビングに、うるさいことは

言わないが
．．．

、ワインが美味しく飲めるホームシアタ

ーを作って欲しい」と頼まれたこ

ことは言わない」どころではない、こんな無理難

題な注文は未だかってなかった。「室内楽が上品に」

とか「お腹に響く低音を」とか言う注文（これもま

た難しいのだが）の方がまだ対処しやすい。しかし、

相手は真剣だ。お土産の上等のキャビアも既に美味

しく頂いてしまった直後の依頼だ。お断りできる状

況ではないし、頼まれたことはやるのが男だ。 
K氏は、かつて同局のモスクワ支局長も務められ、
ロシアの大巨匠故ロストロポーヴィチやゲルギエフ

などとも親交を持つ音楽ファンだ。耳も目も確かだ。

手抜きはできない。だが、当然予算という枠がある

の予算も、当時としてはとても高価だったハイビ

ジョン用のプロジェクターでほとんどが消えた。残

った予算でオーディオとなると、中級システムでの

委員 

芳久 
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組み合わせしかない。予算内でシステムの候補も絞

られてきた。問題は、どうしたらこれでワインが美

味しくなるのか？答えのないまま数日が過ぎた。 
何本かのワインを飲みながら思案しているうちに

突然名案が閃いた。なるほど、困ったときに酒は飲

んでみるものである。厳しい予算から少しだけ浮か

したお金で極上のワインを購入し、完成日にK氏ご
夫

設置して

欲

般的な家庭用システム

で

げること

で がさら

に

楽）との組み合わせにもまたこのマリアージュが成

り立つ。 
ワインは味と価格は必ずしも比例していない。オ

の世界のようにオー

デ

出来

ワインに造詣の深いマエストロは各国から「ワインの

騎士」や 「ソムリエ」の称号を贈られている 

妻と一緒に飲む。確かにワインが美味しい。作戦

は大成功！見事、注文通りのオーディオ＆ヴィジュ

アルルームの完成だ。K氏ご夫妻は大満足。 
以来、このオーディオ＆ヴィジュアルルームにお

ける音楽と映像、さらに美味しいワインのエンター

テインメントは、K氏邸を訪れた多くの著名人や芸
術家から大いに評価されているという。 

K氏邸を訪れたマエストロ・ロストロポーヴィチ
もこのオーディオ＆ヴィジュアルルームが気に入っ

た一人だった。その場に居合わせた私は、マエスト

ロから、この装置と全く同じものを自宅に

しいと真剣に頼まれた。 
マエストロもまたワインが美味しく飲める装置が 
ご所望なのだった。後年、私はサンクト･ペテルブル

グのマエストロの自宅にセッティングに伺う光栄な

機会を持つことができた。一

の組み合わせであったが、マエストロはいたく感

激され、完成祝いに一同ワインで乾杯した。その日

のワインの味は忘れることができない。 
「ワインが美味しく飲めるオーディオ」。 
どうやら、ここにオーディオ活性化のヒントが隠

されているように思える。それぞれのライフスタイ

ルに音楽を重ね合わせ、さらに楽しみを広

、オーディオの世界が、そして我々の人生

輝くのではないだろうか。 
ワインの世界では、ワインと料理の相性がぴった

りと双方を引き立てたときにマリアージュ（結婚）

と呼ぶ。ライフスタイルに合わせたオーディオ（音

ーディオもまたしかり。ワイン

ィオにも「音のソムリエ」が誕生し、適切なアド

バイスでさらに充実したライフスタイルの道案内を

する。それこそが、今オーディオ界に求められてい

るのではないだろうか。 
 

マエストロのレッスン室に設えた 
スクリーンとフロント・スピーカー 

上がったオーディオ＆ヴィジュアルルームで

SA-CDを聴くマエストロ・ロストロポーヴィチ 
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1. はじめに 
1982 年に CD が登場してアナログ音源にデジタ

レビ ・

ジュアル化が進んで家庭で再生される音源の種類

増えた。2001年の iPod出現に
る新しい音楽再生時代を迎えた。

このように音源の多様化が進み再生音楽の楽しみ

が様々になる中で、部屋の空気中を伝播した音

くことを主体とした手頃なホームオーディオシ

ないように見える。これからのホー

ム

クに達したが、

以降

円

あったのに対し、2007年には2,162億円と約60%
はDVDや薄型デ

ジタ

%に減少し、97 年には統計にも載らなかっ
たデジ

 

の音楽ソフト生産金額は 97 年 5,880 億円に対し
円とホームオーディオ同様の

、有料音楽配信売上が755億円
張している。 
生の総需要には根強いものがあっても、聴

取手段の構造が大きく変化し、ハイエンドオーディ

こ

れ

境 

ので、本来は「いつでも、どこでも、だれでも」

って進んできた。 

ル音源が加わり、96年のDVD発売、2000年のテ
放送のデジタル化（BSから）などオーディオ

ビ

が より配信音源が加

 
2007 年は 3,911 億
66 の規模に減少しわ

方 楽  楽再

を聴

ステムの元気が

オーディオの活性化について考えてみたい。 
 
２．音源と音声機器の状況 
国内のホームオーディオやポータブルオーディオ

を中心とする音声機器出荷は 1988年ごろにステレ
オセットやラジカセを中心にしてピー

は音楽再生手段が映像機器や情報機器にもひろ

がり、音声機器の市場は右肩下がりの状況が続いて

いる。 
ここ10年間のJEITA（電子情報技術産業協会）
統計を見ると音声機器出荷額が 97年に 3,663億
で

に縮小している。一方、映像機器

ルテレビの追い風で1兆353億円から1兆9175
億円と85%増である。 
ホームオーディオの主力であったステレオセット

とCD・MDプレーヤー及びレコーダー関連の出荷
額が全体に占める割合が 97年の 87%から 2007年
では 30

タルオーディオプレーヤー（DAP）が 2007
年には全体の48%を占めるに至った。この間、オー

 
 
 
 
 
 
ディオコンポーネントは 10%前後の構成比を保ち、
統計には含まれない輸入コンポーネントを加えて一

部のオーディオフアンの根強い支持が伺える。 
日本レコード協会統計によるパッケージメディア

ホームオーディ

編集委員 

藤本 正煕 

%
に伸

音

オ、ホームオーディオ、携帯オーディオに分類した

中にあって、部屋の空気中を伝播した音楽を聴く楽

しみを提供するホームオーディオならびに今まで

を支えたパッケージメディアの地盤沈下が目立ち、

音楽を再生して情緒を育み、心を癒すオーディオ復

活のためにはこれらの再活性化が課題といえる。 
 
３．ユビキタス環

 音楽再生手段が多様化（ホームAV、PC、DAP、 
携帯電話、カー）し、今までオーディオの主流であ

ったホームオーディオ機器の出荷や音楽ソフト生産

の右肩下がりが続くことによる懸念は、聴きたい音

楽を心地よい音で楽しむ機会が失われていくことで

ある。 
 音楽再生の多様化はデジタル技術と高密度記録技

術、そしてブロードバンド伝送技術をベースにした

も

のユビキタス環境に向か

 ところが、ホームオーディオやパッケージメディ

アについては、手頃なシステムや聴きたい音楽を選

ぶための情報入手や店での試聴機会が少ない、聴き

たい音源が近所の店では入手できないなどのサービ

オの活性化 
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ス低下を訴える声が聞こえてくる。 
 ネット情報の活用に慣れている人達はユビキタス

 

オーデ

でもたらされ

オーディオ委員会を

設

は、MAPIが目指すモ
バ

オーディオはモバイ

からホームまでユーザーにとってシームレスに利

検索システムと、接

続

ーと固体メモリーが補完

す

 

各種のメディアの中から音源を探す、

試

が出てくることである。特にエコロジー時

時代の恩恵を享受できるが、デジタルデバイド状態

にある人達は段々と再生音楽から疎遠になっていく。

 着うたや iTunesの配信サービスと、CDをリッピ
ングするなどのPCや携帯端末向けのネット
ィオ用ともいうべきサービスは進んでいるが、ホー

ムオーディオとの相互運用は iPod 用のドッキング
機能が目立つぐらいである。 
従来、パッケージメディアの再生が中心であった

ホームオーディオにネットオーディオ

る利便性を加えるには、圧縮音源の音質面の向上や

万人向けの接続・操作性などについての関連業界大

同的な標準化が望まれる。 
日本オーディオ協会でも本年度よりコンテンツの

モバイルとホームの相互運用・双方向利用化を新た

な普及推進テーマに取上げ、去る8月にモバイルオ
ーディオ推進協議会（MAPI）を関係諸団体と共同
で設立し、協会内には第3世代
置して新しい時代のオーディオシステム提案に向

けての作業に取り組み始めているが、この成果に期

待したい。来る11月13日(金)～15日(日)に秋葉原
地区で開催される「オーディオ＆ホームシアター展

in AKIBA 2009」（音展）で
イルとホームの相互運用・双方向利用の姿が展示

されるようで楽しみである。 
 
４．第3世代オーディオ 

LP・EPレコードやコンパクトカセット、FM放
送を主要な音源としたアナログ時代を第1世代、こ
れに CD やMD のデジタル音源が加わったアナロ
グ・デジタル混在時代を第2世代とすると、今やこ
れらに配信音源が加わりアナログ・デジタル・配信

時代の第3世代に突入したといえる。各世代のイメ
ージを次ページに示す。 
これからの第3世代のホーム
ル

用でき、かつ電子化された音源

と操作が容易なプラグアンドプレイ ( PnP) 環境
で音源や再生機器を使いこなせるように整備するこ

とである。 
アナログ時代にはパッケージメディアとFM放送
を音源としてカセットレコーダーが活躍したが、第

3 世代では、先ずはパッケージメディアと配信を音
源としてディスクレコーダ

る使い勝手の良いシステムづくりが鍵となる。放

送とブロードバンド配信のシームレス化が進む中で、

パッケージメディア、放送、配信からもたらされる

音源を簡単なセレクターで仕分け、オーディオ信号

に復調するビットストリーム再生機としての機能が

基本である。

最近のデジタルテレビを使用している方は体感さ

れていると思うが、ビジュアルの世界では電子番組

表（EPG）やHDD、DVD、ブルーレイディスクを
組み合わせてユーザーが手軽にプログラムを選び記

録・編集・保存ができるようにプラグアンドプレイ 
( PnP) 環境による利便化が一段と進んでおり、
i-LINKやHDMIで簡単に接続でき、リモコンで簡
単に操作できる。一方、ホームオーディオでは CD
音源は手軽に再生できるが、配信音源やデジタル放

送音源を含めた

聴する、入手する、簡単な操作で再生や記録・保

存ができるという万人向けの環境の整備は未熟とい

える。 
 コンテンツプロバイダーが限られた放送番組表の

ように簡単ではないが、音楽音源情報の電子化と購

入に至る道筋の整備が進むことを期待したい。 
オーディオ・ビジュアルシステムではマルチチャ

ンネル・サラウンドへの対応である。映像の 3D化
が進んでいるが、現行のデジタルハイビジョン画像

でもサラウンド･サウンドによって臨場感が高まる。 
願わくは、デジタルテレビを購入すればアドオン

なしでサラウンド･サウンドが楽しめる省電力タイ

プの商品

代にふさわしい小電力で駆動できる小型で音場再生

に向いたスピーカーを望みたい。 
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携帯オーディオの隆盛でイヤフォンやヘッドフォ

ン

ラル再生の応用

が

簡単にライブラリーが 
れる、家庭、カー車内、アウトドア、どこでもシ 

音で音楽が楽しめる、ユーザーの増

加

各世代オーディオのイメージ 

デジタルオーディオ

オーディオビジュアル

高能率符号化・圧縮

高転送レート・高音質

シームレス運用 携帯・カー・ホームの相互運用

プラグ＆プレイ環境 ITデバイドの解消

ワイヤレス接続 Bluetooth　等

ージ

ラル再生の応用

が

 

簡単にライブラリーが 
れる、家庭、カー車内、アウトドア、どこでもシ 

音で音楽が楽しめる、ユーザーの増

加

各世代オーディオのイメージ 

デジタルオーディオ

オーディオビジュアル

高能率符号化・圧縮

高転送レート・高音質

シームレス運用 携帯・カー・ホームの相互運用

プラグ＆プレイ環境 ITデバイドの解消

ワイヤレス接続 Bluetooth　等

ージ

での聴取者が増え、これらの音質の向上も著しい

が、心地よい音で楽しむという点ではスピーカーか

らの音に室内の間接音が加わった音楽を聴くオーデ

ィオ再生本道の聴き方を大切にしたい。 
聴くオーデ

ィオ再生本道の聴き方を大切にしたい。 
室内で心置きなく音楽を楽しむ環境づくりは大き

な課題であるが、本号では石井伸一郎さんがこの点

にふれられるのでご覧いただきたい。 
 スピーカー聴取において、リスナーの両耳に対し

て最適の音場をつくるトランスオー

室内で心置きなく音楽を楽しむ環境づくりは大き

な課題であるが、本号では石井伸一郎さんがこの点

にふれられるのでご覧いただきたい。 
 スピーカー聴取において、リスナーの両耳に対し

て最適の音場をつくるトランスオー

進むことも願っている。 

区分 　　　 　　　要件 イメ

進むことも願っている。 

区分 　　　 　　　要件 イメ

５．むすび 

アナログオーディオ

５．むすび 

アナログオーディオ

音楽を聴く機会が増える、聴いてみたい音楽が簡 
単に探せる、その音源が容易に購入できる、自分の 
ニーズにあったストレージで

音楽を聴く機会が増える、聴いてみたい音楽が簡 
単に探せる、その音源が容易に購入できる、自分の 
ニーズにあったストレージで

作作

ームレスに良いームレスに良い

に従い音楽とオーディオ機器が充実し市場が活性に従い音楽とオーディオ機器が充実し市場が活性

化する。ソフト業界とハード業界が力を合わせ、ビ化する。ソフト業界とハード業界が力を合わせ、ビ

ジュアルシステムに遅れをとらないオーディオシスジュアルシステムに遅れをとらないオーディオシス

テムに進化することによって、以上のような好循環テムに進化することによって、以上のような好循環

が生まれることを望むものである。 

図 備考

が生まれることを望むものである。 

図 備考
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1. ドイツのヘッドフォン専門メーカー 
「ウルトラゾーン」 

当然のことながら、音と音楽を愛する皆さまに

とって、聴覚はとても大切な感覚です。 
騒音や爆音に曝される機会が多々ある現代、自ら

の耳を難聴から守る必要性は益々高まっているとい

えるでしょう。聴覚細胞は一度ダメージを受けたら

再生が難しいことはよく知られています。 
ウルトラゾーンでは、音を聴く道具を開発製造

しているメーカーとして、製品の安全性は最も重

要な課題であると考えております。聴覚を酷使す

るプロフェッショナルをユーザーとして想定し、

ヘッドフォンは長時間の使用でも疲れにくく耳に

優しくなければならない、というのが彼らの開発

理念となっております。 
ウルトラゾーンの特許技術である「S-Logic」テ
クノロジーや、「ULE」機構はまさにその理念を
具現化するために生まれました。すべての製品に

投入されているこれらの技術については後述した

いと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創始者／CTO フロリアン・クーニッグ 

 

 
 
 
 
 
 

新しいコンセプトを提案するヘッドフォン「edition8」 
株式会社タイムロード 

黒木 弘子 

ミュンヘンから車で1時間程南下したシュタルン
ベルク湖のほとりに本社を置くウルトラゾーン社は、

1991年に現CTOフロリアン・クーニッグにより創
立されました。第1号機は「HFI-100」という手作
りのオーバーヘッド型モデル。この1本だけで会社
は 10 年間続きました。クーニッグは電磁波や頭部
伝達関数の研究を専門とし、「S-Logic」「ULE」
の開発者でもあります。 

HFI-100のユーザーとなり、その技術に高い関心
を持ったマイケル・ウィルバーグが2000年にCEO
に着任。それ以後、株式組織体制となり、独自技術

を活かしたヘッドフォン開発と国際市場進出を本格

化して現在に至っています。 
 
2. まったく新しいコンセプトを提案する
ヘッドフォン「edition8」 

今回機会を得てここにご紹介する「edition8」(エ
ディション・エイト)は、ウルトラゾーンeditionシ
リーズの第 3弾モデルで、2009年 5月末に発売さ
れました。開発コンセプトは「ハイエンド・サウン

ドを携帯する」というもの。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

edition8 
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いま、ヘッドフォン・リスニングは再生環境に対

する妥協案、代替案としての地位を返上し、趣味と

して追及するに足るオーディオの一スタイルとして

確立されてきているのではないでしょうか。 
オーディオ専門店や量販店のヘッドフォンコーナ

ーには数々の個性溢れる製品が並び、価格帯のワイ

ドレンジ化が進んでいます。これは紛れもなく趣味

の対象として奥行きが深くなっている証拠であり、

複数のヘッドフォンを音楽やシーンに合わせて使い

こなすユーザーが増えている状況もその裏付けとい

えます。 
edition8は、プロフェッショナル向けヘッドフォ
ン開発を主軸としてきたウルトラゾーンが、「解像

度の高いモニタリング・ヘッドフォン」という役割

を一歩進め、音楽をより楽しむため、また楽しむ機

会をより増やすための道具としてどうあるべきかを

追求した製品です。 
ですので、ホームユースで全く妥協なくお使いい

ただけると共に、PDAP(ポータブルデジタルオーデ
ィオプレイヤー）と組合せてもそのポテンシャルを

最大限に引き出すような性能を持たせることが肝要

でした。 
 
3.  edition8開発の背景 
まず、幸いにも editionシリーズの第 1弾、第 2
弾ともに音質については非常に高い評価をいただ

いていましたので、それらをedition8の音決めのレ
ファレンスに据えることができました。 
しかし、装着感や外観上の意匠については多くの

課題を抱えていたため、コスト的には大きな投資に

なるのを承知で全く新たにゼロから開発すること

を選択しました。                         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

アルミ切削により成形されたヘッドバンドとスライダー  
（ヘアライン仕上げのアルミに社名ロゴが刻印されている） 
 
細部の構造や仕様については弊社URLに詳細が
ありますのでここでは割愛いたしますが、素材に拘

り、切削加工や皮の縫製など手作業によらなければ

成し得ない作りこみを施し、コンセプトに合致した

製品として高い完成度を実現しております。特に装

着感については、深々としたイヤパッドにエチオピ

アン・シープスキンをカバーリングすることで、適

度な側圧と遮音性を確保し、快適で長時間の使用で

も疲れにくいものとなっています。         
開発過程で最も苦心したのは、やはり、最終段階

での音決めでした。新開発の 40mm チタンドライ
バーを採用し、トリプル・バスチューブコントロー

ル機構を搭載することで低域の量感は十分。それだ

けに中高域とのバランス調整に心を砕き取り組む

必要がありました。イヤカップという小さなチェン

バーの中では、コンマ1ミリの違いが大きな音質変
化をもたらします。このような場合、レファレンス

を持つ事は非常に大切なことです。 
 
 
 
 
 
 
 
   
トリプル・バスチューブコントロール機構 
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歴代モデルとの音質比較、テスト信号だけではな

く様々な分野の音楽による試聴、プロフェッショナ

ル・エンジニアやエンジニア以外の人間による試聴、

バーンインによる変化の確認等々。定量的仕様があ

る程度決まったら、最後は人間の耳頼みなのです。 
私は、このプロセスの各段階に関わることができ

ましたが、目標となる「音」がイメージとして明確

化されていることがいかに大事であるかを改めて

学びました。 
途中、意見が割れて収拾がつかないのではないか

と思うこともありましたが、住む国が異なり、文化

が異なり、好みが異なっても、目標が共有され、結

果が質的に一定のレベルに達した時は、不思議と異

論は消え、達成感すら感じることができることを知

りました。 
このようにして誕生したedition8が、多くの方々
の耳に触れ、音楽を楽しむ機会を増やすことにつな

がれば冥利に尽きるという思いです。 
 
4. S-Logic Plus 
さて、以下、ウルトラゾーンの基幹技術、

「S-Logic」と「ULE」について簡単にご説明させ
ていただきます。 
長年のリサーチと実績の積み重ねによって完成

したS-Logicナチュラル・サラウンドサウンド・シ
ステムは、ヘッドフォンでありながら自然な音の響

きと定位感を実現します。 
一般的にヘッドフォンのドライバーは鼓膜にダ

イレクトに相対する位置に装備されています。ウル

トラゾーンのヘッドフォンでは耳へのインパクト

を十分に計算し、スピーカードライバーをセンター

から意図的にオフセットした位置に組み込んでい

ます。発信された音は外耳にいったん反射して鼓膜

に到達します。 
人間は一人ひとりが全く異なる個性的な外耳を

持っており、それがその人の「聴こえ」を決定づけ

ていますので、それを正しく反映した形で脳に伝え

るように作られているのがS-Logicという技術です。 

 
 
 
 
 
 

再生音定位のイメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘッドバンドにはS-Logicのロゴが刻まれている 

 
edtion8 に採用されている「S-Logic Plus」は、

S-Logic のエンハンス技術で、最大限の三次元サウ
ンドを実現する特殊チューニングです。  
イヤカップの形状がもたらす音響的特性への影

響についての研究を重ね、それを的確にコントロー

ルすることで音の分離と定位、そして距離感をこれ

まで以上に明瞭に再現することを可能にしました。  
 
5. ULE (Ultra Low Emission)テクノロジー    
プロフェッショナル向けに製品を開発する際、毎

日何時間もヘッドフォンを使用するヘビーユーザ

ーを想定しなければなりません。ユーザーの健康は

メーカーにとって重要な課題です。耳に対してほぼ

直接スピーカーを当てるヘッドフォンからは電磁

波が放射されていますが、強い電磁波が人体にどん

な影響を与えるのか不安視する声があることは無

視できません。ウルトラゾーンでは、電磁波を低減

するために特殊金属「ミューメタル」を採用し、電

磁波を 98%までシールドする機構を開発しました。
これが「ULE」テクノロジーです。 
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■ 黒木 弘子 (くろき ひろこ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
モデルPRO2500のミューメタルシールド 

 
 ミューメタルは第二次世界大戦中のドイツで、外

敵のレーダーに探知されないよう潜水艦の外壁に

貼り巡らす特殊素材として誕生しました。 
ミューメタルが空気より5万倍から8万倍電磁波
を通しやすい性質をもっていることに着目し、シー

ルド素材として活用することで、電磁波は耳方向に

貫通せず、進行方向を曲げてミューメタル内部を通

過して減衰していきます。  
この技術には音質と両立させることの難しさが

ありますが、安全性重視という姿勢の前には妥協は

許されません。しかし、難しいからこそウルトラゾ

ーンの独自技術として確立されたのだ、といえます。 
 
末筆となりましたが、今回の機会を与えてくださ

いました方々に深く感謝するとともに、今後のオー

ディオ文化の振興を祈念しつつ筆を置かせていた

だきます。 
 
ウルトラゾーン社 edition8 紹介のURL 

http://www.timelord.co.jp/ULTRASONE/edition8.html 

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
    

筆者プロフィール 

           
広告代理店勤務を経て、1988年

株式会社タイムロードを設立。

業務用音響機器の輸入販売を始

める。 

現在同社代表取締役。 

音の神秘に魅かれ、音楽大好き人

間をこよなく愛している。 
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まえがき 
付表44-01に1937年から1956年（昭和12年～
昭和 31年）にかけてNHKが導入した磁気録音機
を一覧表にまとめてみた (2、152、276) 。 
このうち、今回はテープ編集機、エコーマシン、 
アナウンス・マシン、コールサイン・マシンなど、 
戦後NHKで使われた特殊テープ録音機（1951-1956
年）数例を紹介する。 
 
1．テープ編集機 (297、298)                       
当時、NHK の録音放送のほとんど全部を占めて
いた円盤式録音に代わって、テープ式磁気録音が急

速にその使用を拡大してきた。これはテープ式の操

作が容易、安定性、音質、長時間の連続再生が可能

等によるものと思われるが、テープ補給の充実に伴

い、テープ自体を切断編集して再生することが多く

なった。 
円盤式であると、編集用の黄色鉛筆等で盤にマー

クし、再生の際、適宜ピックアップしてかけており、

またテープ式も初期には長時間連続プログラム以外

の、外出して収録した短時間ものなどは、円盤に複

製して再生していたため、音質の低下があり、さら

に円盤に収録した短時間番組放送中に連続して取替

え再生による誤操作の危険もあり、テープによる編

集プログラムの連続再生ということは当然進むべき

方向でもあった。 
 当時、トンチ教室、話の泉などテープによる編集

プログラムの再生が行われ、好結果が得られていた

が、現実の問題として、円盤に比べて編集が困難で

あり、テープ上で切断、接着箇所を捜すことは容易

でなかった。これを簡単、確実に行うことを目的と 

 
 
 
 
 
 

「テープ録音機物語」 

 その44 戦後の日本（9） 
― 放送用特殊テープ録音機―  

阿部
あ べ

 美
よし

春
はる

 

 
して設計されたのが、ST-105型テープ編集機である 
（写真44-1、昭和27年=1952年電音製）。最初に2 
台製作され、NHKの東京と大阪に配備された。 
図 44-1 で動作を説明すると、左のリールが未編
集のテープで、右側のリールは編集完了のテープを

巻取るリールが上下についている。不要の分まで巻

取ろうという発想は、当時、貴重品であったテープ

の存在を物語っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
写真44-1 テープ編集機 (1953年) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図44-1 テープ編集機正面図 
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ユニークな点は編集位置を探る機構である。視聴

の状態で収録されたテープを視聴中、編集箇所がで

てきたときは速度切替ノッブを“切り”の位置におく
と、テープはリレー、ブレーキによりほとんど瞬間

的に停止する。 
この時、速度切替キーを切替えると（7.5 または

15 ｲﾝﾁ/秒）、扇形アームは反時計方向に回転すると
同時に、視聴用ヘッドは扇形アームの一端に取付け

られた再生ヘッドに切り替えられ、再生増幅器入力

に接続される。扇形アームは、モーターからウォー

ムギアにより規定回転に減速され、アイドラーゴム

によって駆動されている。            
 テープの一端はピンチローラーとキャプスタンの 
圧着により固定され（このとき、キャプスタンの回 
転は停止している）、一端は被編集リールが弱い逆転

状態でテンションを与えているので、扇形アームで

テープが上方の押し上げられたときは時計方向にテ

ープを送り出すが、扇形アームが下方に位置したと

きは反時計方向に巻き取り、扇形アームの回転につ

れて正転、逆転して、テープを適当に引張る作用を

する。このとき扇形アームと同軸上にあるクリック

発生用ピースを付けたアームのピースとヘッド位置

が重なったとき、ヘッド上の磁界が変化してポトン

というクリック音が出るから、クリック音で希望切

断箇所がでるようアームを移動すれば、ピースの位

置が即ち切断箇所になる。 
 このとき、扇形アームは自動的にモーターによっ 
て回転しているが、編集ボタンを押すと、そのまま

の動作状態で扇形アームの駆動アイドラがリレーに

よって離れ、扇形アームの回転は停止するから、手

動で正転逆転させることができ、規定回転の走査速

度によらずに任意の速度で前後に走査できる。 
このようにして切断箇所が発見されたら、速度切

替キーを“切り”にし、接着台左端のブレーキOFF
スイッチを倒すと、リールに掛けられたブレーキが

全部はずれ、リ－ルがフリーになるから、テープを

接着台上に引張り切断接着する。 

 
テープの必要部分と不必要部分は編集リール

No.1およびNo.2に適宜巻き分ける。編集リールの
回転は編集リール切替スイッチによって切替えられ

る。 
 

2．エコーマシン（276、299） 
放送番組に山彦の効果をつくろうと、時間遅れ（タ

イムディレイ）信号の利用を考えたのがはじまりで

ある。当初は、録音盤にカッティングした信号を遅

らせて再生する方法をとったが、ラジオドラマ“山

彦”(1948年＝昭和23年放送)では初めてNHK技
研で試作した鋼線録音機を使用して放送した。その

後、テープ録音機が実用化されるようになって、写

真 44-2 にみられるような残響と反響を付加するエ
ンドレス・テープ式のエコーマシンが開発された。

（1952年＝昭和27年、東通工製）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真44-2 エコーマシン (1953年) 
 
スタジオ効果用として自然に存在する残響ならび

に反響を人工的に付けることは自然の多元性を一元

性で表現する無理もあって、極力類似させたものを

つくることになる。しかし、プログラムの内容によ

って、その用途や使用方法を研究すれば、改善の余

地は十分にあった。 
テープによるタイムディレイ信号処理はテープエ

コーと呼ばれ、マルチヘッドのエコーマシンによる 
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特殊効果的な残響付加に用いられた。1950年代に流
行した大編成オーケストラによるムード音楽のミク 
シングには弦の演奏にテープエコーとエコールーム

の残響付加を組み合わせた豊かな響きの表現の手法

が多く用いられた。 
 本装置は一種の磁気録音再生機で、録音テープを 
エンドレスとし、テープに沿い、消去、録音、再生

ヘッドを並べ、録音、再生ヘッドの関係位置を、規

定範囲で任意の位置に調整でき、かつテープ速度は

7.5ｲﾝﾁ/秒、15 ｲﾝﾁ/秒の両用にしてある。そこで各
ヘッドの関係位置により、再生音に時間差を付け、

反響効果を得ることができる。特に残響感を付ける

ために、再生ヘッドの列中に着脱可能な録音ヘッド

を設け、フィードバック録音を行い、残響効果を発

生できるようになっている。 
 図44-2に回路系統図、図44-3に機構部のヘッド、
テープの装着状態を示す。テープ録音機に使われる

テープリールはなく、テンションアームによって弱

い張力が与えられる。テープは合計10個の磁気ヘ
ッドを通り、かつヘッドの磁極片ではフェルト・パ

ッドの圧力により、テープのおどりを防止されるた

め、キャプスタン・トルクは通常の録音機より大き

くしてある。そのため、回転ムラは普通の状態で

0.6~0.8%は存在する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図44-2 エコーマシン回路系統図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図44-3 エコーマシン正面図 
 
本機を反響（山彦）効果として使用するには再生

音のタイミングを考えなくてはならない。まず録音

ヘッドから第1番目の再生ヘッドまでの時間を記す
と下表のようで、また各ヘッドの調整位置は図44-3
の中に示している通りである。 
 
第1録音ヘッド（上）対第1再生ヘッドまでの時間 
  15ｲﾝﾁ/秒  約0.6~3.6秒 
  7.5ｲﾝﾁ/秒  約1.2秒~7,2秒 
第2録音ヘッド（下）対第１再生ヘッドまでの時間 

15 ｲﾝﾁ/秒  約0.07~0.5秒 
  7.5ｲﾝﾁ/秒  約0.14秒~1.0秒 
 
表から、調整位置により最大約7秒から最少0.07
秒の時間差を得ることができる。各再生ヘッドは規

定されたレール上で、No.1からNo.6までの時間差
は7.5ｲﾝﾁ/秒で最大約3秒、15ｲﾝﾁ/秒で最大約1.5
秒で、この範囲内でNo.1~No.6の各ヘッドの時間差
は可変できるが、最少時間は0.07秒である。 
残響付加の場合には、再生音ピックアップ・ヘッ

ドの出力はエコー付加が遮断される録音増幅器入力

に入り、次の再生ヘッドは再生増幅器へは遮断され

るから、録音ヘッド対残響再生ヘッド出力の最少時

間は約0.14秒になる。残響としてのタイミング（約 
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0.14秒）はやや大きいから、場合によってはピック
アップ用ヘッドも再生送りにして使用するのもよい。 
また、エンドレス・テープはテープの劣化が早い

ので、時間間隔が同じで繰り返すエコーの場合は録

音ヘッドと再生ヘッドの行路差を利用し、キャプス

タン径を変えるなどしてテープ速度を調整する方法

が用いられた。 
 
３．コールサイン・マシン (300) 

オペレーターの少ない中継放送局（NHK53局）
に1956年3月から写真44-3のようなコールサイン
自動送出装置が使われようになった。 
 時計と継電器の作用によって、毎時間、第1放送
は 59分 34秒にスタートし、35秒にアナウンス開
始、45秒までにアナウンスを終わる。第2放送は毎
時間29分34秒にスタートするのが標準になってい
る。 
 初期のコールサイン・マシンは、録音体に耐久力

の優れたアメリカのブッシュ社の磁気バンドなどを

使用していたが（写真 44-4、不二音響製）、新型で
は普通のテープ録音機で録音したテープが使用でき

るようになった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真44-3 コールサイン・マシン(1956年) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
写真44-4 コールサイン・マシン(1954年) 

 
4．番組遅延装置 (152,301) 

エンドレス・テープを使用し、マガジンに収容し、

再生音を一定時間遅らすもので、相撲、野球などス

ポーツ放送の録音に使用した（写真 44-5、昭和 26
年＝1951年、電音、写真は後年、ティアックで再現
したもの））。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真44-5 番組遅延マシン（1951年） 
 
 当時、立会時間の制限のなかった相撲放送や野球

の場合は、たとえばホームランがいつ打たれるかわ

からない突発的な現象の録音は、もともと録音機を

常時動作させていないと取れないが、これでは長時

間の録音を必要とし、再生時は長時間テープの中か

ら目的の部分を探しだすのに時間と手間を要する。 
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現象が起こってから録音機を動作させればよいが、

突発的な現象が起こってから、1～2秒後のものしか
とれないことになるので、現象が起きる寸前の録音

ができないことになる。 
 そこで、信号をいつも 30 秒程度遅らせて、録音
機に供給すればよいことになる。この遅延はエンド

レス録音再生機でつくることができる。録音ヘッド

によって信号がエンドレス・テープに録音され、信

号はエンドレス・テープが一周した後に再生ヘッド

から再生され、出力にでてくることになる。録音さ

れた信号はそのすぐ後に消去されて、再び新しい信

号が録音されるので、無限に長いテープを使って、

録音、再生していることと同じである。 
この遅延装置の出力は、当時は円盤録音機に接続

され、収録された円盤が放送に使われた。 
 
５．長時間録音機 
放送番組の記録用として昭和31年（1956年、東
通工）に製作されたものである。テープ速度は

1.9cm/s、ダブル・トラックで、第1、第2放送を１
台で同時に 10 時間連続録音できる。起動、停止と
も時計制御式である。 
 
６．ステレオ録音機 
当時、まだステレオという言葉が一般的でなかっ

た頃、実験放送の必要から２チャネル、２トラック

のテープ録音機が用意された。写真 44-6 は従来の
ST 型テープ録音機を２チャネルに改造したもので
（東通工製）、当初の名称は「二重トラック」録音機

とよばれた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真44-6 ステレオ式テープ録音機 (1956年) 
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付表44-01 NHKが導入した磁気録音機  (1937-1956) 
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9月度理事会・第79回運営会議報告 

 
 

 
 
 
平成21年9月2日に9月度理事会・運営会議が
理事 24 名の出席のもと日本オーディオ協会会議室
で開催されました。 
 

9月度理事会議事 
（第1号議案）新会員の承認を求める件 
平成21年6月10日理事会以降、平成21年9月

1 日現在までの間に入会申し込みがあった法人賛助
会員1社と個人正会員1名の入会が承認されました。 
 
（法人賛助会員） 
株式会社ダイマジック  
代表者 ：代表取締役 浜田晴夫 
所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3番地  

富士ソフト秋葉原ビル12F 

設立  ：1999年6月3日 
事業内容：音響機器、DSP関連の開発、設計、 

       コンサルティング 
 
（個人正会員） 1名 
 

第79回運営会議議事 
１．オーディオ＆ホームシアターin AKIBAに 
ついて 
新展示会「オーディオ＆ホームシアターin 

AKIBA2009」（アキバ音展）の開催概要が 8月 27
日に報道発表されましたが、その内容について報告

されました。 
音展は 11 月 13 日から 15 日に東京・秋葉原の

UDXビル、富士ソフトビルを中心に開催されます。
さらに周囲の商店街の協力を得て初の回遊型のイベ

ントを計画し、約4万人の参加を見込んでいます。 

 J A S  I n f o r m a t i o n 
 
 
 
 
 
２．モバイルオーディオ推進協議会と第三世代 
オーディオ普及委員会活動について 
「いつでも、どこでも、簡単に、良質な音楽を楽

しめる環境」作りを目指し、日本オーディオ協会、

日本レコード協会、モバイルコンテンツフォーラム

(MCF)、モバイルコンピューティング推進コンソー
シアム（MCPC）の4団体に協力団体として自動車
用ソフトウエア関連の JASPARを加えた 5団体で
モバイルオーディオ推進協議会（MAPI）が設立さ
れたことが報告されました。 
携帯電話や DAP（デジタルオーディオプレーヤ
ー）に蓄えられた音楽をヘッドホンだけでなく、ま

ずはBluetoothを利用して家庭や車内の様々なオー
ディオ機器でよい音で楽しんでいただくための環境

整備を関係団体が協力して行なっていく活動を始め

ます。 
日本オーディオ協会は配信時代の音楽を良い音で

楽しむための環境整備を目指した第三世代オーディ

オ普及委員会を発足させ、当委員会を通じてMAPI
に協力していきます。 
 
３．デジタルホームシアター普及委員会活動に 
ついて 
デジタル放送やブルーレイディスク等の新しいメ

ディアが加わることでさらなる伸張が期待されるホ

ームシアター市場において、日本の住宅事情にあっ

た室内音響のための環境整備や、システムの使い勝

手の改善を目指したガイドライン作りを行なうため、

会員企業や学識者によるデジタルホームシアター普

及委員会が発足したことが報告されました。 
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４．事業・財政・組織検討委員会報告 
 昨年12月に施行された公益法人制度改革に伴い、
これからの協会運営の方向付けについての検討がな

されました。 
現在の社団法人という名称は昨年 12 月から正式
には特例民法法人と言う名称に変更されており、今

後5年以内に一般社団法人又は公益社団法人に移行
する必要があります。この移行に伴い定款の変更、

会員制度や会費制度の変更等、協会運営についての

検討がなされています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協会の主要事業として A&V フェスタ(音展)を推
進していく上で 50％以上の公益事業を義務付けて
いる公益社団法人化が可能か、より自由な協会活動

が可能な一般社団法人となるかを慎重に検討してい

きます。これらについては総会での決議事項ですの

で事業・財政・組織検討委員会、理事会・運営会議

で検討を行なっていきます。 
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