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音との付き合い 70 年～（その 3）ソニー時代
NH ラボ株式会社

中島 平太郎
1.

スープのさめる距離

(a) 本社 6 号館で
1971 年 6 月 1 日初出勤。NHK 時代の上司であり、ソニー常務の島茂雄氏が新設技術研究所の
骨格を作って下さった。音響事業部所属の技術者のなかから開発向きの人材を 35 名ほど抽出し、
それを 4 つの研究グループに分け、その束ね役として安田順一副長を新入り所長の補佐に指名して
くれた。-「君は当面ソニー全体を見ながら研究所の方向づけを考えればよい」-「何をやっても
よいが、社内に酒を持ち込むのは駄目」- 社是に反すると釘をさされた。NHK 時代の 5 時過ぎの
酒付会合のことかな、
「はい分かりました」とは言ったものの、何となくしまらない入社第一日目
であった。
(b) 技研の建設地
入社当時に当てられた 6 号館は五反田の本社圏にあった。当然のことながら経営トップで個性
豊かな井深、盛田、岩間の創業者群の強電界下にあり、時と処にお構いなくお声のかかる場所で
あった。仮り住まいの間はよいが、技研の新居ともなると、ここから少し離れた弱電界下の方が
開発環境として好適かと考えていた。
1 年後に私は音響事業本部長を兼務することになった。渡りに舟とばかりに事業部のある芝浦に
同居する方が管理の一元化ができると提案した。ところが折悪く、社の大方針として、すべての
開発部門は本社に集結し、経営トップおよび開発部門相互の風通しと連携のよい組織にすべし。
技研も当然その一環として、現 6 号館の改修でまかなえとのお達しがでた。
私はオーディオの性格上？事業部と技研の一体運営が肝要であること、それと五反田と芝浦とは
目と鼻の距離、数分で行き来できる事実上の本社圏であることを力説した。すったもんだの揚句
やっとの想いで認めて貰い「オーディオは芝浦」が実現するとになった。
この芝浦オーディオ村は山手線でたった二駅であるが車を使うと八ツ山橋の京急高架線の
有名な「あかずの踏切り」があり、早くて 10 分、遅れれば 30 分以上かかり、これが物理的にも
ま

精神的にも何にも勝る時間と距離 - スープの冷める“間”がトップの強電界下から逃れる理想
的な開発の場所となった。
(c) デジタルオーディオの研究開発
スープの冷める距離に移ったのが 1972 年 10 月。入社以来 1 年半デジタルオーディオの研究開始
のタイミングを図っていた私はやっとその時がきたと考えた。順序として 1 台試作から始める
こととした。
当時のソニー社内のデジタル環境は逆風の真只中にあった。デジタル機器で唯一商品化していた
カリキュレーターは撤退を決め、デジタル向けの半導体 MOS は開発中止、加えて井深大会長は
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デジタル嫌い。オーディオに数千の LSI を使ってよい音が作れる筈がない。三拍子揃ったデジ
タル逆風の中でもデジタルを進めるのか - 「今はその時期ではあるまい。暫く静観すべし」- の
声が多かった。
業界の中は日本コロムビア、日立、三菱が、海外では BBC が研究にとりかかっている。それを
見るにつけ、デジタルで先陣を切り、NHK 時代もぐってまで進めてきた私はこの分野で遅れをとる
ことは我慢できなかった。当時は研究目標のデジタル音が全く分からない手さぐり状態。やると
すれば白紙委任状 -「それはあり得ない研究環境」- もぐってしかやりようのない中での取り組み
に比べると今のソニー周辺の逆風とは雲泥の差、それでも無用の摩擦は避けようと 6 号館時代は
堪えてやらなかった。スープの冷める距離に移転してきた今の時期を逃がすわけにはゆかない。
2.

失敗続きの商い

(a) 4 チャンネルステレオ
入社 3 週目の 6 月 17 日、CBS の Dr. B. B. Bauer という偉い先生がスピーカー4 チャンネルに
SQ 方式という新らしく考案したシステムをソニー（株）が主催で講演とデモをホテルパシフィック
でやることになった。当社の音響事業部がそれを商品化する。君は技研で直接関係はないが、
ひなだん

並び大名として雛壇に上ってくれ。-「SQ 方式とは何ですか」-「講演を聞けば分ると思うよ」 いつの間にか未消化のまま主催者の一員となっていた。
当 時 オ ー デ ィ オ 界 で は 4-2-4 方 式 と 称 し て 4 元 オ ー デ ィ オ 信 号 の 音 圧 と 位 相 の 情 報 を
2 チャンネルの信号に圧縮して記録伝送し、再生側で 4 チャンネルの信号に合成して室の 4 つの
隅にあるスピーカーから再生する方式が従来のステレオ再生より広い音像がえられると言われ、
各社こぞって自社独自の方式を推進していた。
端的に言えば音場を広げるつけとして、前方 2 チャンネルの肝腎の音の劣化度をいかに食い
とめるかの「うしろ向き」のアルゴリズムの開発競争ではないか -「SQ も同罪」-「俺は技研で
これに巻き込まれずによかった」
忘れかけていた矢先、事業部を引き受ける破目になってみると、自動的に SQ 方式推進の
責任者になっていた。慌てて資料を読み直してみたが、もともと批判的であった本部長では何とも
しまらない話であった。幸いなことに SQ も含め 4-2-4 方式が 1 年足らずで下火になったのは
よかったが、不良在庫の山を抱えてしまった。
(b) エルカセット
「コンパクトカセットより音質が良く、オープンリールより使い勝手が良い」- エルカセット
システムの商品化が提案された。成る程これはカセットの音質に不満の音楽ファンにはよいかな。
別途技研で進めているデジタルが商品になるまでのつなぎによいかも。松下もティアックも共同
歩調で行けそう。私は CBS ソニーに出向き 20 タイトルのソフトソースの制作を依頼した。
3 社共同の発表会を行ったが、マーケットの反応は期待はずれであった。謳い文句を裏返してみる。
このエルカセット「オープンリールより音が悪く、カセットより大きくて使いづらい」。なるほどと
感心している場合ではない。同じ質のテープを大きくしたり、巻き方を変えただけでは駄目の
教訓心に沁みた。これまた不良在庫を増やして悩むことになった。
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(c) マイクロカセット
カセットの大きさの半分以下。レコーダーも手のひらに乗る。日常茶飯事の打合わせ備忘用に
最適との商品提案。音楽再生には不向きだが、ポケットに入る大きさだから使い道はあるだろう。
エルカセット同様安易に提案に乗りすぎた。

マイクロ
カセット

コンパクト
エルカセット
カセット
写真 1．カセットの揃い踏み

入社早々、失敗続きの三題噺。腰の引けたアイテムは失敗のもと。身に沁みた。
3.

念願のスピーカー工場

(a) 紙抄きの縁
甲府盆地を流れる笛吹川の清流で一掬いの水を飲む。 -「おいしい水が良い音を作る」スピーカー工場の建設をこの地に決めた。
入 社 3 年 目 の 1973 年 2 月 に 念 願 の 新 工 場 （ 株 ） オ ー デ ィ オ リ サ ー チ を 建 設 し た 。
事業目標 - ①振動板の素材開発からトランスデューサーの製造まで。②スピーカーは振動板の
最右翼・ホーレー社を凌駕する。③エレクトレットマイクの量産。この 3 つを効果的に短期に
達成するのに私は旧知のフォスター電機の篠原弘明社長に協力をお願いするつもりにしていた。
篠原さんとはフォスター創業の頃から、私の NHK 時代からスピーカーについて時の経つのも
忘れて議論していた仲であった。
そういう心安さもあって私の振動板製造工場には共同経営するくらいの気持ちで手を貸して
貰うつもりだった。しかし話が具体化するに従い、その考えの甘さに気付いた。考えてみると
フォスター電機はソニーが販売するスピーカーの相当量の製造を依頼している取引会社であり、
ソニーが新工場でスピーカーを製造するとその分発注量が減少する。うまく稼働すればするほど
取引量が減るというジレンマに陥り、商売の取引とノウハウの提供との二律背反の狭間で悩み
迷った。とは言うものの背に腹は変えられず、思い切って篠原さんにその思いをぶっつけた。
すると篠原さんから力強い言葉が返ってきた。「あなたがソニーに転職した時から今日のデバイス
工場の話は予感していた。永年の付合いじゃないですか。遠慮は無用。とことん協力しますよ」
自社で一番の知恵袋である石井常与取締役を推進担当に指名し、一時期新会社への出向も取り
計らってくれた。これで工場建設の要ができた。私は月に一度の割で甲府工場通いを始めた。
58

JAS Journal 2017 Vol.57 No. 1（1 月号）

(b) 工場の案内
工場が稼働して一年が経ったころ、岩間和夫ソニー社長から電話があった。「貴君は甲府に
行く時はうきうきして楽しそうだ。余程住み心地の良いアジトを作ったらしい。案内し給え」
私は即答した。「いずれ近いうちに報告を兼ねお越し願うつもりでした。では来週いかがですか」
「工場は 3 階建て。もの作りの順に案内します」

パルプの叩解（3 階）

ラミネートドームの製造（2 階）

ボイスコイル巻線（2 階）

アッセンブリライン（1 階）

写真 2．スピーカー工場のひとこま
「3 階はコーン紙のパルプ素材に楮（コウゾ）、三椏（ミツマタ）、麻などを加えてビーターに
入れ、細かく繊維状に叩解する工程です。笛吹川から引いたタンクに貯めた水は四季によって温度
が変わります。加えて紙の繊維を砕く叩解の過程で温度が上がる為、温度による叩解の進み方の
コントロールに腐心しました」
「2 階は抄紙し、プレスしてコーン紙に仕上げる工程です。コーンの中心部と周辺とで紙を
抄き分けます。加えて適当な内部損失を与えるなどプレス工程は今なお検討中です。光ディスク
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では気泡は禁物ですが、コーン紙ではわざわざ適量の気泡を入れて振動によるロスを確保する
必要があり、プレスのかけ方が重要でここに注力しています」
「1 階は防湿加工などコーン紙の最終工程で、スピーカーユニットの組み立ても行います。
コーン紙とボイスコイルの組み立てでコーン紙の表面（裏面でなく）にコイルを接着するのが
コツです。裏面からつけると音がこもることが分かりました」
「この一年間でやっと売れるコーン紙が作れるようになりました。次のステップで新しい素材の
開発をすすめます。バクテリアセルローズ、直鎖高分子ポリスチレン、マイカなどを取り上げて
います。全帯域用、低音用、高音用など用途別に振動板材料の比弾性率 E/ρと内部損失 tanδの
周波数依存―特に高音用―に着目して新材料開発の指針としています」
最後に社長室に案内した。山梨県で五指に数えられるおいしいワインとコーン紙の温度調整に
使う笛吹川の名水で作ったウイスキーの水割りとで私のアジトの案内を締めくくった。
社長：
「貴君がいそいそと甲府通いをするわけは分かった。そのうちまた来るよ。ところでこれだけの
道楽仕事を楽しんで飯は食えるのか」
私：
「同じ振動板ですが、エレクトレットマイクの製造もやっており、当分これで食いつなぎます」
社長：
「コンペチターは？ それとの差別化は？」
私：
「アメリカのホーレーというコーン紙専門工場です。彼らは生粋のコーン紙 OEM 工場です。
この甲府工場将来はシステムオリエンテッドのコーン紙で特長を出すつもりです」
社長：
「この種の工場ソニー内でもユニークすぎる。理解できない人も多いと思う」
私：
「蓄えたノウハウは工場の中だけでなく技術者集団で作る『コーンプロジェクト』に温存します」
1982 年、岩間社長が急逝された。半年後私はアイワ（株）に転出した。最後に社長が危惧された
「社内で理解できない人たち」の目線にこの工場の行く末を
心配し た。 その 予感 は 早々に 的中 した 。そ れ から僅 か
1 年半後に転売された。
その転売のことソニー担当副社長が伝えにアイワに来た。
業績も良く成長し始めたこの時期に「なぜ、どうして」と
矢継ぎ早の質問に対する答えは「トップの指示」の繰り返しに
終始した。私は悲しみと怒りをどこにぶつけたらいいのか。
それにも増して献身的に手助けしてくれたフォスターの篠原
社長に会わす顔がなかった。篠原さんとの間にはコーン紙と
・

・

いうものではなく、かけがえのない友情が残るだけとなった。
(c) 新工場からだす最初のスピーカー
「プレステージ・3 ウェイ・スピーカー」- ソニーに入社
して最初の野心作、どうしても成功させたいフロアタイプ
のスピーカーシステム SS-G7 - 12.8 万円 - 考えられる
すべての技術を投入した作品。（写真 3）
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①

投入した技術、期待したい効果



北欧産針葉樹クラフトパルプに炭素繊維混抄（E/ρの改善）



バランスドライブ（ドライブ点を振動系の中心点にして安定な振動を）（図 1）



振動板形状最適化（有限要素法ソフト NASTRAN 使用）（図 2）



3 つのスピーカーの縦一列。ドライブ点のインライン化（音源位置を揃え、クロスオーバー
付近のつながりをスムーズに）（図 3）



スピーカー取付けの前面板にヒダをつけキャビネットの異常共振抑圧分散（写真 4）

図 1．バランスドライブスピーカー

図 3．プラムインライン

図 2．NASTRAN を用いたバランス
ドライブスピーカーの振動解析
写真 4．バッフル板

②

出荷前に全数エージング



目的：スピーカーシステムの音質安定化



方法：音楽音を記録した LP レコードを用い、連続 24 時間再生
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③


特殊の PR：広告らしくない（当時）雑誌広告
スピーカー関連のエッセイを SS-G7 スピーカーと私の写真だけ見開き。10 ヶ月連続（価格
とか特長などの記述なし）



毎月のエッセイの内容（スピーカーを叩く、聴く、置く、作る、覗く、など）

写真 5．雑誌広告
④

出荷



音の評価はそこそこ良かったかな？



高価格のため、むしろイメージアップに役立ったか？

(d) APM スピーカー


導入の目的：ピストン振動帯域の拡大



APM 振動板：低音用は一辺 28 ㎝正方形振動板で
2.6KHz まで平坦特性。ハニカム振動板を振動の節
（4 点）駆動によって実現。これをベースに同種
振動板１点駆動ユニット 3 ケ（中音、高音、超高音）
を組み合わせて、全帯域をピストン振動で再生する
4 ウェイ・スピーカーシステムを開発商品化

写真 6．ハニカム平板スピーカー
ソニー AMP-8
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写真 7． 平板型ウーファ（4 点駆動）

図 4．ハニカム振動板

ハニカム振動板の剪断性 G/ρc はコーン紙の弾性率と比べ 500～1000 倍で狙った通りの剛性で
あるが、tanδという損失分が足りない。制動層を入れる必要性がある。分割振動帯域に近く
なるとハニカムコアで囲まれる 6 角状微小空間の集合体の異常振動を抑えるアルミニウムスキンの
貼り方、ボイスコイルの駆動点の問題など普通の抄紙コーンの製法そのものの技法が当然のように
必要となった。叩解過程がないだけであとはコーン製造のインフラなしには、航空機の剛体には
使えてもスピーカーの振動板にはなり得なかったろう。
(e) エレクトレット・コンデンサマイクロホン - 振動板工場のドル箱商品


成極電圧不要のコンデンサマイク - 必要な直流高圧（48～120V）からの解放 - 動電型、
圧電型などほかの変換方式マイクと同じ手軽さ。



高分子有機化合物の一種 - エレクトレット化したフィルムを固定極に貼る - これが最終
形態 - 小型、軽量、安価、操作性にすぐれプロ用から民生用まで。

図 5．エレクトレットマイクロホン
プラスチックの一種とは言え特殊材料。当時デュポン製のものが最適。値段もそこそこだが
1 ロット 500Kg の商品。マイク振動板 1 個当たり数 cm2 の薄膜。相当多量に作っても 100 年分は
まかなえる量。置き場所や製造は振動板工場にあるが、1 ロット 100 年分在庫をもって購入すべきか
迷うところ。清水の舞台から飛び降りたつもりで買ったのが幸いしてのドル箱。オーディオ村の
財源が幸いした一幕。
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4.

PCM プロセッサー

(a) そのシステムは
手っ取り早くデジタル音を聴けるシステムを作りたい。そのためにはすでに商品化されている
ビデオテープレコーダー（VTR）をそっくりそのまま記録用に利用するに限る。メカも回路も
デジタル信号にお誂え向きにできていて手間が省ける。オーディオ信号とビデオ信号の橋渡しは
デジタルの標本化周波数 44.1KHz（NTSC の場合は 44.056KHz）とビデオの水平同期信号
15.625KHz をつなぎ役にする。
その時のオーディオ信号処理回路を PCM プロセッサーと呼んでいる。

図 6．

初のデジタル記録再生機

PCM プロセッサー

1976 年のオーディオフェアにこの方式で作ったプロトタイプを出展した。大変な賛辞をいただき、
それから 1 年かけて業務用として（Umatic VTR と PCM-1600）
、民生用として（β-max VCR＋
PCM-1）として 1977 年 9 月商品発表にこぎつけた。
(b) PCM-1 で全世界に向けデジタル音を届けます


記録再生周波数の上限は 20KHz、ダイナミックレン 85dB、ワウフラッタゼロ、記録再生時間
60 分のステレオ機です。



販売価格は 48 万円。100 台の限定販売です。



始めて試みに出す商品ですから想定外のトラブルがあるかもしれません。その時はご容赦のほど
お願いします。



回路は生煮えの部分もありましょう。中身はいじらずそのままお使い下さい。
（封印のない
ものは責任を負いかねます）
言葉は丁寧だが、
「現金正価。多少の不備には文句を言うな。中味は見るな」-「これじゃまるで

売ってつかわすじゃないか」
-「そういうな。10 年かけてやっと辿りついた代物だ。ゆるせよ」
(c) 発売してみて


予想以上の反響 - 音楽ファンだけでなく、音作りの人達、大学の研究室など
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クレームも - アンプからブーンという誘導音（防磁対策が必要）
、時折グシュという雑音発生
（エラー訂正回路が必要）



借り物の悲哀 - 組み合わせる VCR（βmax や VHS）の再生時間の競争、スロー、スチール
などビデオ特有のフューチャ競争のため VCR の商品寿命が短く、モデルチェンジごとに
対応が必要（自前の記録再生機が必要）

(d) 独逸語で怒られる
盛田会長からの電話。「カラヤン（Herbert von Karajan）を我が家のディナーに招待した。
君もホスト役で出てくれ。ついてはおもてなしになにか趣向はないか」- 私「ならばできたての
PCM-1 のサウンドデモをしましょう。3 ヶ月前、ザルツブルグでカラヤンが指揮したオーケストラの
練習風景を録音したデジタル音をお聴きいただくのはどうでしょう」-「それはグッドアイディアだ」
PCM-1 からのデジタル音を聴いた瞬間、ゲストの顔つきが変わった。外人の激怒した顔を始めて
見た。すごい剣幕の独逸語？らしい怒声（内容は全く分からなかった）が飛んできた。それまでは
穏やかな英語だったのに。- 一瞬静まった険悪な空気が流れた。数分後 - いやもっと長い時間
だったかな - 静まった部屋に PCM の音だけが流れていた。
みょう

たえ

彼は眼前にある 妙 な機械から、今まで聴いたことのない音色の妙 なる再生音に驚きを隠さな
かった。聴き入っていた指揮者は試みとは言え承知なしに録音した私の行き過ぎを苦笑で容認する
とともにこのシステム一式を購入してくれた。-「Dr. N、- このシステムをディスクでやってくれ。
その時は俺が PR にひと肌脱ぐよ。
」- 後にも先にも、始めて怒鳴られたドイツ語の怒声と穏やかな
英語の励ましの言葉に冷や汗が流れた。
(e) 規格化の提案を受けて
M 社の S 氏が来訪され、PCM プロセッサーの規格統一の提案があった。私はいずれ近い中に
その必要性はあるだろうと予想していたが、やっと漕ぎつけた商品化の段階では時期尚早と思ったが
いつか来る道、しぶしぶ OK したが、氏はならば PCM-1 の販売は中止してくれとの申し入れ。
-「それは違うでしょう。この PCM の音、みんなでやっと楽しめるようになり、新しい風を送り
始めたばかり。規格化するからやめろはないでしょう。どうしてもと言われるなら規格化は皆さんで
おやり下さい。売り捌いたら参加させていただきますから」
翌朝盛田会長から電話があった。-「君の言い分は分かるが、βmax VHS のビデオ戦争中でもある。
少し折れてオーディオで舵を先取りのチャンスにしてはどうか」-「分かりました。しかし PCM-1
とは別の話ですよね」
(f) 規格化論争の中で
図 7 の A 案（エラー訂正重視の 14 ビット信号）か B 案（音質重視の 16 ビットの信号）かで
意見が分かれた。信頼性をとるか音質をとるか。VCR の水平走査信号 1 本に組み込まれた 128 本の
ビットの割り振り、つまり系の性格の差の議論であって、是非善悪のはっきりしない、したがって
落としどころのない不毛の議論のように感じられた。しかも A 案支持は VHS グループの 6 社、
B 案支持はβmax グループの 6 社。ビデオ業界のβ—VHS 戦争の飛び火を感ずる状況であった。
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図 7．VCR 1H 中の主信号のフォーマット
デジタルオーディオをどう展開するかに専念している私にとって何も彼も不本意な規格論争から
早めの撤退を決意した。A 案をコアとし、B 案をオプションとする図 7（c）の譲歩案で収束した。
(g) LSI 化の試み
当時の半導体の集積度から、PCM プロセッサーの LSI 化は 3 チップを必要とした。録音部分、
再生部分およびエラー訂正部分の 3 つを同じ B 案グループの三洋電機、東芝、ソニーで分担する
ことにした。
ソニーは録音部分を受持ったが、そのベースとなる MOS 半導体の開発ラインがやっと稼働した
ばかりで、自社で責任をもって試作する自信はなかった。岩間社長の学友だった日電の大内専務
に開発をお願いすることにした。翌日社長に開発受諾の報告に及んだ。社長は、君の需要予測は
80 万個といったらしいな。1 桁さばを読んだ積りだろうが、大内君は「もう一桁足りんがまあ
いいや」と言っていたぜ。半導体業界の数量の概念はそんなに大きなものか。改めて今後の
デジタルの取り組み方の参考になった。
出来上がった 3 つの LSI チップの組み合わせで PCM プロセッサーの LSI 化はうまく機能した。
しかし、3 つのチップのインターフェースで苦労した。各社のチップをそのままつなげばよいと
いうことにはならず、そのマッチングに苦労した。将来ディスクの場合には 3 チップを 1 社で
作り上げることが信頼性や価格の点から必須であることを痛感した。
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(h) お門違いの役職
社長から電話。-「頼みたいことがある。今晩小川軒で会おう。水割り飲んで待っていてくれ。
先週君のアジトで飲んだワインうまかった。ところで突然だが、半導体事業部の開発部を兼務で
担当してもらいたい。月に 2～3 回で良いから厚木に行ってくれ」-「社長、それはお門違い。
れっき

私は、半導体はズブの素人です。しかも厚木には 暦 としたユニークすぎる本部長がいるでは
ありませんか」
「いや、あれは儲かっているバイポーラボケにかかっていて新しいことに手を出さない。開発
たむろ

部の中には昭明（青木）や誠一（渡辺）など活きの良い技術者が 1 ダースほど 屯 している。彼ら
に MOS の開発ラインを作らせたい。デジタルの MOS だぜ。手を貸してもよかろう」
お門違いの役職を引き受ける破目になった。正面を入った左手の 1 号館にある岩間さんの執務室
を譲り受けた。窓から見える丹沢山系の中にある大山の雄姿に双眼鏡をあて、登山者の人数を
数えてから仕事にとりかかり、帰りは薄明りの巨像をみながら通勤を楽しむことになった。
着任して半年後、屯していた人達の手によって MOS 新設ラインの着工を迎えた。CD の最初の
商品には間に合わなかったが 1980 年代の後半には貴重な収益源となった。それにも増して良い
収穫は屯していた 1 ダースの人達との交流で、ソニー退職後から今日まで続いている。
5.

光ディスクへの道

(a) テープからディスクへ
1977 年 10 月、オーディオフェアは光学記録ディスクの展示が大きな話題となった。三菱電機、
ティアック、東電化のグループ、ソニーグループ、日立、コロムビアのグループが揃って 30cm の
ディスクに 1～2 時間のデジタルオーディオを競演した。PCM プロセッサーでテープのデジタル化
を経験した多くの方がディスクで競演された展示を見て、オーディオの本命であるレコードが
デジタルに置き換るのを身近に感じた。オーディオ界のデジタル化は予想を先取りして大きく
流れ始めた。
変わる。大きく変わる。速く変わる。チャンス到来。
① 到達予想のターゲット - 来年のフェアに 1 桁以上の高密度記録の光ディスクプロトタイプ
展示。ビデオディスクは参考にするが「オーディオ専用」に徹する。
信号面がディスク内面にあり、読み出しはディスクに非接触で取り出せる「光ディスク」。
信号の高密度化を徹底して追求し「超小型化」をはかる。
② ソフト制作システムのデジタル化 - ディスクの成型までのトータルシステムを CBS ソニーで。
デジタル化に必要な機材一式とディスク制作のレーザーカッティング装置はプロトタイプを
技研で先行開発。
デジタルでプレスした試作ディスクのソニーへの提供。
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写真 8．ソフト制作用デジタル機器 - CBS ソニーさん、どうぞよろしく
③ DAD 懇談会の設置 - 内外 35 社が参加表明
業界の規格統一は先行展示した 3 社の代表、三菱、ソニー、日立で幹事役を引き受ける。
統一規格は 2 年で終結を目標とする。
④ オーディオ部門の対応 - ディスクへの転換を加速
デジタルオーディオ部を新設。試作から商品化まで。
技研内に 3H グループを新設。土井利忠氏をグループ長にデジタル研究を統合（3H とはテープ、
レコード、音声放送の 3 つのオーディオソフトすべてがデジタル化の対象とする、の意）
⑤ 社内の対応 - デジタル化の流れに鈍感
ディスク開発部。光ディスクの実用はアナログよりデジタル先行。ビデオのデジタル化は
オーディオデジタルの 15 年先。―それでもアナログビデオに固執しますか？
CBS ソニー。アナログとデジタルのひととカネの二重投資の難しさは理解できるが、時の
流れを先取りしてほしい。
開発推進室、経営資源の傾斜配分が必須。
「社長!!『デジタル』『ディスク』のキーワード。『頭の AD 変換』推進のチャンスです」
⑥ 1 週間後の岩間人事。- 私の仕事が増えただけ。
ディスク開発部の兼務担当。開発推進室長兼務。-「CBS ソニー社長とはうまくやってくれ」
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(b) どこと組むか
① PCM プロセッサー標準の教訓をふまえて
最高技術レベルをもったできるだけ少人数で進めないとまとまらない
全世界を網羅し傘下にオーディオソフト会社を持っていること
この 2 つの条件を満たす「オーディオ専用光ディスク」を想定すると組む相手は限られてくる
- それはフィリップス
光式アナログビデオディスクの開発会社であり、傘下のソフト会社ポリグラムを持っている。
② ソニーとフィリップスとが組むとすれば
オーディオソフトの業界でポリグラムと CBS ソニーを合わせると 55～58％。
過半数を持てる。
フィリップスのディスク技術とソニーのデジタル技術。この 2 つの組合せで光ディスクシステム
が完成する。問題はその裏腹。- 両社の技術格差が大きすぎる。優位に立つフィリップスの
ディスク、ソニーのデジタルそれぞれに議論ができるか - それは宿命。乗り越える工夫が必要。
2 社に限定して標準化原案を作るとして、フィリップスではカセット以来親交の会社との関係、
さば

ソニーは DAD 懇談会幹事会社との関係 - それぞれにうまく捌けるか。
③ フィリップスのデモンストレーション
1979 年 3 月フィリップスはデモ機を持って当社を訪れた。
そのデモ機とは：
机の上にはプレーヤー（幅 22cm、高さ 7cm、奥行 16cm）
再生時間 60 分、830nm 赤外半導体レーザー搭載
ディスク外形 11.5cm
机の下にはプレーヤーの 5 倍程度の大きさのケースにぎっしり詰まった半導体の山 - 聴いた音はそこそこだが机上だけ見ると、正に光ディスクの将来を彷彿させる代物。見ると
聞くとでは迫力が違う。
ソニーのトップの決断は早かった。ソニーとフィリップスとの共同開発締結は数週間後。
実施は 8 月末に第 1 回目をフィリップス本社で行った。
(c) フィリップスとの共同開発
① 14／16 ビット論争
PCM プロセッサーの時と同じビット論争。その時は 14 ビットで譲歩したが。今回は内容が違う。
我ら 16 ビットは 98dB のダイナミックレンジ。彼ら 14 ビットは 86dB。質を落として代わりに
再生時間を 15％増やせ、カーオーディオに最適システムとなろう。冗談じゃない。背伸びしても
もっと欲しいビット数。デジタル開発の当初からの目的に反する。今回は利用技術論争。内容は
異なるが性格は同じ、果てしない議論が続く。
アイントフォーヘンのホテルに宿泊していた早朝、突然の電話で目がさめた。盛田会長の声が
響く。
「君は頑固に 16 ビットにこだわっているらしい。いい加減 14 ビットで妥協したらどうだ。
そのため信号処理の議論もストップいるそうじゃないか」-「14 ビットではカーステレオはともかく、
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忠実なオーディオ再生ではダイナミックレンジが 14 ビット 86dB では足りません。デジタルでは
その性格上 20dB アップが必要です。それにもう一つ。会長、将来データ記録では 8 ビットの
倍数が必須ですよね。」
「君の言い分は理解した。16 ビットで行こう。それにしても向こうは大フィリップスの社長の
説得。なにか良い知恵はないか」-「会長、カラヤンを使ったらどうでしょう。」- 勘の鋭い会長
-「分かった、それでゆこう。俺にまかせておけ。」その後、カラヤンをどう使ってチンマー社長
と話されたか知るよしもないが、次の日の共同開発ではすんなり 16 ビットで話が進んだ。
② ディスクとピックアップのせめぎあい
ディスクのそり、ピックアップの垂直線から
のはずれ、これがシステムの安定性と量産性の
鍵である。特に非接触を考えるとそのよしあし
は致命的と言える。両者の重なる実験結果から
そりとはずれを合わせて 1.2°の偏差以内が
必要なのは分かった。問題はその配分。
そりはレコード制作会社、プラスチックの
成形に。はずれは電気部品会社のレーザー取付
精度。会社も作り方も異なる。そりとはずれの

図 8．そりとはずれ

偏差配分 - それに正しい理論的な解はあり得ない。目をつむって 0.6°づつの配分しか策は
なかった。それから 5 年後、レコードの製造もピックアップの製造も量産歩留まりが期待以上に
良いのを見てこれでよかったのかなと胸を撫でおろした。
③ 本命の信号処理の論争


系の安定性に関して変調方式、再生音の質に関してエラー訂正システムにしぼって討議。



最初に予想した通り、フィリップスはディスクシステムで、ソニーはデジタルシステムで
優位格差があり過ぎで討議がかみ合わない。3 ヶ月休戦しその間、核になる技術者を優位側
に出向させ格差是正に徹する。



システムの評価項目は変調方式で最小反転間隔、直流成分の大きさなど 10 項目以上。エラー
訂正でバーストエラーやランダムエラーの訂正など 7～8 項目がシステム改善の評価項目。
両方式とも改善度が進むにつれて「もぐらたたき」の様相。つまり、ある項目の改善がある
項目の改悪につながるなど次第に評価の評価が必要になってきた。ということは系の改善が
その時点でかなり高い水準にきたこと。それ以上をなかなか望めなくなってきた。- そろそろ
幕引きの時期にさしかかったかとの認識を持つようになった。

Mr. Bögels（フィリップスの開発責任者）次の東京の会合で幕を引こう。いろいろあろうが
成果は山分けでいこうよ。
The contribution to modulation as well as error correction
from Sony and Philips is equal.
H. Nakajima,
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これがコンパクトディスク共同開発のフィナーレとなった。予期したことだが、それを聞いた
技術者の突き上げはひどかった。聞くところではフィリップ側も同じ雰囲気であった由。
それは夜まで続いた。幕引きに打上げを用意した八芳園の宴会はぎこちないスタートとなった。
宴たけなわの頃やっと平常に戻った。

写真 9．引き分けの後で
ちなみに、最終合意したコンパクトディスク CD の基本量は：
標本化周波数
信号処理

44.1KHz、量子化数

変調方式

16 ビット、再生時間 60 分、ディスク径 12 ㎝φ

EFM(Eight to Fourteen Modulation)

エラー訂正

CIRC (Cross Interleave Read-Solomon Code)

(d) CD の商品化
① ソニー、フィリップスの共同システムプロモーション


欧州で、ザルツブルグの講演会場で（1981 年 4 月）
H. カラヤンみずから、システム
の紹介 - CD 第 1 声

写真 10．ザルツブルグ
劇場の舞台裏
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米国で、ニューヨークヒルトンホテルで（1981 年 6 月）
盛田会長演説の講壇の下に置かれた LSI になる前の数万の半導体からでる熱の発散にも
ぐりこんだ技術者がうちわで扇ぐ哀れな姿



わが国で、オーディオフェアの各社のブースで（1981 年 10 月）
CD プレーヤーのプロトタイプが、ディスクが縦か横か交錯する中で

② 商品発表

1982 年 10 月 21 日 - それ以前の抜け駆け禁止

システムのキーを握るディスクとピックアップ以外は新規部品（レンズ、レーザー、LSI、DA
など）といえども外注に依存した。
ディスクは CBS ソニー大井川工場
で、ピックはソニー傘下のサウンド
システム工場で、両社の融合はソニー
オーディオで作り上げた。部品揃え
1 万台、営業からの発注１千台、
見切り生産 3 千台。何ともちぐはぐ
の夢をのせて発売日を迎えた。

写真 11．最初の CD システム

CDP-101

③ 井深名誉会長に商品第 1 号を贈呈
スープの冷める距離を経て会長室に参上。井深さんはわがことのようによろこんでくれた。
ソニー入社以来初めてほめられたかな。しかし、それはアイワ（株）に転職する挨拶の日でもあった。
岩間社長は CD 商品化の 3 ヶ月前に逝去された。後ろ盾をなくした私は CD の成果を味わう間も
なく転職することにした。いずれ遅かれ早かれ開発者の辿る決まりの道であったろう。井深さん
は「君は学者肌かと思っていたが案外俗っぽいところがある。開発も経営もやり方は同じ。要は
“ひと”じゃよ。アイワでもう一花咲かせたらよい」
④ 余勢を駆りて
1984 年私のあとをついで大曾根幸三事業部長は
CD の究極の一つの形である小型プレーヤーを商品化
してくれた。有名な“D-50”がそれである。これを
契機に CD は大きく前進した。1987 年にはアナログ
LP レコードとの世代交代がなされた。それに引き
ずられて岩間さんに巻いていただいたキーになる
部品、LSI、半導体レーザー、レンズなどの部品も
日の目を見ることになった。
写真 12．よくぞ詰めこんだ
D-50 (1984 年)
72

JAS Journal 2017 Vol.57 No. 1（1 月号）

(e) よい音を求めて
入社して 10 年 - 1970 年代はまさにアナログ全盛の時代であった。わが本業はその推進と旗振りに
注力したこと - その集約がプレステージで代表される図 6-6 である。芝浦オーディオ村の繁栄に
努力された事業部長はじめ「村民」の絶大な協力に感謝の意を表することをお許し戴きたい。

写真 13．アナログ揃い踏み
よい音の本道である信号の忠実な増幅、変換、処理へのアプローチは確実に進んだ。それと並行
して NHK 時代からすすめてきた信号処理のデジタル化はやっとのこと CD 商品化までこぎつけた。
今後余勢を借りてテープや音声放送のデジタル化も指呼の中にあるであろう。これらのデジタル
ま

技術がよい音の追及にどれだけプラスできるかはまさに今後の展開に俟つところであろう。
言わずもがな、よい音の追及はデジタルで終わることはない。デジタルに目鼻のついた現在、
次の旗をたてる時期にきたのではなかろうか。
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