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論 文 43.60.Qv

レーザ光全面読み出しによる蝋管・レコードの再生*

武 岡 成 人∗1 服 部 永 雄∗1 山 芳 男∗1

［要旨］ 近年盛んに行われているいわゆるディジタルアーカイブはアナログ再生する際に再生針などによ
り少なからず対象が破損してしまうという問題がある。また，蝋管やレコードの音溝には全面に音情報が刻
まれており，それらを利用した S/Nの改善を行ってきた。このような背景から蝋管や初期の SPレコードな
どに対し現在の技術を駆使し非接触・非破壊によってできる限りの情報を読み取り保存・再生し必要に応じ
て精巧なレプリカを作製可能な技術の確立を目指している。今回蝋管に対して全面をレーザで読み出し詳細
な 3 次元情報を得ると共に音情報の再生を行ったので報告する。また，劣化の激しい蝋管や破損した蝋管の
再生も試みたので併せて報告する。
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Generalized harmonic analysis, Cluster analysis

1. ま え が き

近年レコードやテープに記録された映像や音情報を
CD/DVD等のディジタルメディアに記録保存するい
わゆるディジタルアーカイビングが盛んに行われてい
る。これらは多くの場合アナログのレコードプレーヤ
やテープレコーダを用いて再生した信号をディジタル
収録し，必要に応じて雑音や歪の軽減処理を施しディ
ジタルメディアに記録している。
通常レコードをアナログ再生する場合には再生針は

音溝全面には接しておらず，音溝に刻まれた音情報す
べてを読み取っているわけではない。また，接触再生
である以上再生による媒体の劣化は不可避である。特
に対象が損傷の激しい貴重な文化財などに対しては，
非接触非破壊再生方法を模索する必要がある。
レーザを用いてトラッキング制御し音溝を読み取る

蝋管の再生方法については 1984年に伊福部，朝倉らに
よって報告されている [1]。本研究ではレーザを用いて
対象となる蝋管の音溝ばかりではなく全面の読み出し
を行いできる限り詳細な 3 次元形状の記録を試みた。
また，得られた 3次元形状からの音情報の抽出手法に
関して検討を加えた。経時と共に劣化していく文化財
に対し現在の技術を用いてできる限り詳細に，必要に
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応じてレプリカの作成も可能となるような情報を記述
することにより後世の段階での最善の手法で所望の情
報を抽出することが可能となるような文化財の保存手
法の確立を目指すものである。
蝋管やレコードの音溝には全体に音情報が記録され

ている。アナログ再生時に雑音の要因となる音溝上の
傷は主に再生針との接触による傷とそれ以外の様々な
要因によるものがある。前者は再生針と音溝との接触
点付近において起こり，後者は刻まれた音信号とは無
相関に音溝内の様々な場所に現れる。そこで針の接触
する点以外も含む音溝全体から音情報が抽出できれば
S/Nの改善が期待できるはずである。2000年に大石・
山岡らが円盤型レコードに複数のカートリッジを用い
て音溝の様々な接触点での再生を行い，それらの再生
音を同期加算することにより雑音の抑圧が可能である
ことを明らかにしている [2]。
ユネスコの「New technology for culture」プログ

ラムと協力し蝋管や機械吹き込みにより記録された SP

レコードなどの文化財を非接触非破壊で内容を読み取
り保存再生したり，必要に応じて精巧なレプリカの作
製を試みている [3, 4]。本論文ではレーザを用いて蝋管
や円盤型レコード全表面の 3次元情報を記録する手法
について述べ，次に得られた音溝全体の情報を用いた
音情報の抽出と一般化調和解析による雑音の抑圧，劣
化の激しい蝋管からのクラスタ分析を用いた再生，最
後に破損した蝋管からの再生について述べる。

2. 蝋管の測定

2.1 蝋 管
一般に蝋管と呼ばれる円筒型の記録媒体は音声波形が
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(a) 測定装置の外観

(b) レーザ読み取りの様子

図–1 測定装置

深さ方向の縦振動として螺旋状に記録されている。広く
普及したエジソン社のシリンダレコードは直径 56 mm，
長さ 105 mm程度で収録時間は主に 2分と 4分用の 2

種類がある（ただし筒の両端の内径は異なる）。2分用
は 1888年の創業時から製造され主成分は蝋である。4

分用は 1908年から製造され，後にプラスチック等比較
的頑丈な素材でも作られるようになった。音溝のピッ
チはそれぞれ約 188 µm，94 µm である。音溝の深さ
は録音条件により大きく異なるが，今回測定した 2分
用の蝋管は最大で 270 µm，4分用は最大 180 µm程度
であった。また，回転数はそれぞれ毎分約 144 回転，
160回転である [5]。

2.2 測 定 装 置
自作した測定装置は図–1 に示すようにレーザを用

いた測距計，回転ステージ，1軸ステージを使用した。
蝋管や円盤レコードを回転ステージ上に置き，1軸ス
テージに固定したレーザヘッドを直線移動させること
によって蝋管やレコードの全表面の深さ情報を読み取
り 3次元情報を得ている。システム図を図–2に示す。

図–2 測定装置システム図

図–3 超音波洗浄

レーザ変位計にはスポット径 35 × 20 µmの赤色半
導体レーザのキーエンス社製 LC2440 を用いて PSD

（Position Sensitive Detector）センサによって深さを
分解能 0.2 µmで読み出している。読み出し点は 1周回
につき 76,800点，約 2.3 µmごと，軸方向には 10 µm

ごととした。蝋管の本来の使用回転数を考慮すると 2

分用で約 184 kHz，4分用で約 205 kHzの標本化周波
数に相当し，内容を読み取るに十分である。また，特
に劣化の激しい蝋管以外は測定前に図–3に示すような
超音波洗浄（出力 600 W，周波数 26～100 kHz）を施
している。

2 分用，4 分用の蝋管それぞれを読み取った結果の
一部を図–4に示す。各蝋管の外観，表面の 3次元情報
の一部を示している。3次元情報に関してはその高低
情報を濃淡で表しており，A–A′，B–B′，C–C′ での各
断面図を示している。

4分用の蝋管には 2分用の約 2倍のピッチで音溝が
刻まれていることや，リプロデューサの改良により音
溝が比較的浅く刻まれていることなど蝋管に刻まれた
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(a) 収録時間 2 分の蝋管 (b) 収録時間 4 分の蝋管

図–4 測定結果

傷も含めた表面の 3次元情報を読み取ることができる。

3. 再 生 方 法

前述のように蝋管は縦振動で音情報が記録されてい
る。よってレーザ測距による非接触再生においては音
溝の位置を特定することが重要になる。以下に読み取っ
た形状から音溝を特定する手法，クラスタ分析を導入
した音溝の特定手法について述べる。また，音溝全面

の情報，一般化調和解析それぞれを用いた S/Nの改善
について述べる。

3.1 音溝の位置の特定
保存状態の良好な蝋管に対しては得られた 3次元情

報から比較的容易に音溝の位置を特定することができ
る。音溝の位置特定の際に傷などにより局所的に深く
なっている個所と音溝を区別する必要がある。
刻まれた音溝に対して傷の量が十分に少ないと仮定
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図–5 音溝の位置推定結果

図–6 劣化の激しい蝋管の表面

すると，音溝を横切る方向に対して溝ピッチごとに最
も深い個所とその周辺の形状を蝋管全体で求め平均す
ることにより蝋管の溝の平均的な形状を特定すること
ができる。それらに対して相関の高い個所を結んで音
溝の位置を推定した。その結果を図–5に示す。細く線
状に示されているのが推定結果で，ほぼ音溝の中心を
なぞっている。

3.2 クラスタ分析の導入
初期の 2分用の蝋管は蝋を主成分としており非常に
劣化しやすい。加えてそれらは製造されてから 100年
近く経過し変質，破損したものが多い。図–6に劣化の
激しい蝋管を読み取った結果を示す。変質，腐食が非
常に進んでおり，音溝を目視確認することすら困難で
ある。このような読み取り結果からクラスタ分析を用
いて音溝の位置を推測する手法について述べる。
クラスタ分析とは外的基準なしに分類を行うデータ

解析法である。今回用いた K-平均法（K-means）は
データをユークリッド距離の 2乗を非類似度として予
め指定された数のクラスタに分類する。分類手順を以
下に示す [6]。

1) 初期クラスタを作成し，中心 v1 · · · , vc を計算
する。

2) すべての xk，k = 1, · · · , n について 3) を繰り
返す。

3) xk ∈ Gq のとき，次式を計算する。

vr = arg min
1≤j≤c

‖xk − vj‖2 (1)

r �= q ならば，次式により vr, vq, Gr, Gq を更新

(a) クラスタ分析結果（クラスタ数 6）

(b) クラスタ分析結果（クラスタ数 2）

図–7 クラスタ分析結果

する。

vr =
|Gr|

|Gr| + 1
vr +

xk

|Gr| + 1
(2)

vq =
|Gq|

|Gq| − 1
vq − xk

|Gq| − 1
(3)

Gr = Gr ∪ {xk} (4)

Gq = Gq − {xk} (5)

4) すべての xk，k = 1, · · · , nについてクラスタの
移動がなくなるまで 2)を繰り返す。

図–6の各成分に関して 50× 50 µm四方の情報を要
素としクラスタ分析を行った。音溝を意識することな
く各成分を六つのグループに分類し色分けした様子を
図–7(a) に，それらを更に二つのグループに分類した
様子を図–7(b) に示す。溝状になった個所が抜き出さ
れている。
以上のように外的基準を必要とせず音波形の含まれ

た 3次元情報を抜き出すことができることから，我々
はこの手法を応用して本来収音を目的としていない絵
画や書の筆跡から作製時の周囲の音情報の抽出を試み
ている。

3.3 一般化調和解析を用いた雑音の抑圧
一般化調和解析は 1933年に N. Wienerにより提案

された周波数解析手法の一つである。観測区間内で原
信号から残差が最小となる正弦波を逐次抽出し，その
残差成分に対し同様の処理を繰り返す [7]。非周期的信
号に対し窓の影響を受けることなく細かい周波数成分
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図–8 音溝壁面の様子とその平均

(a) 非接触再生音

(b) 針再生音

図–9 再生された音波形の比較

まで解析可能である。更に定常的でない信号の解析が
可能であり，大きな成分から逐次処理していく特徴は
今回の対象のように欠落や湾曲などの影響を受けた音
信号の雑音の抑圧には有効である。窓の影響を受けず
に前後の予測が可能であり欠落部の再生音の補間にも
有効である。
得られた音溝の位置より，音溝の底部を加算平均し一

般化調和解析を用いて音情報を抽出する。図–8に 3.1

節で求めた音溝の中心より 10 µm間隔の壁面の様子を
細線で，それらの平均を太線で示す。音溝各位置に含
まれる細かい傷に起因する雑音が平均化することによ
り軽減されている。音溝周辺の 3次元情報各点の間を
sync関数と Blackman 窓を用いて 128点補間し，溝
の底部分 300点を平均して音信号を得た。また，それ
らに対して一般化調和解析を行い 300の周波数成分を
抽出した。再合成した音波形を図–9(a)に示す。また，
通常のプレーヤによる再生音の音波形を図–9(b) に示
す。同一の内容が読み取られている様子が分かる。ま
た，レーザ読み取りにより再生された音波形のスペク
トルを図–10(a)に，通常のプレーヤによる再生音のス
ペクトルを図–10(b)に示す。レーザ読み取りではホー
ンや再生針等の特性の影響を受けない。その結果通常
のプレーヤによる再生法では強調されることのなかっ

(a) 非接触再生音

(b) 針再生音

図–10 非接触による再生音と針再生音のスペクトルの比較

図–11 破損した蝋管の外観

た帯域の音情報が再生されている様子が分かる。

4. 破損した蝋管からの再生

4.1 破損面の結合
本章では破損してしまった蝋管やレコードからの信

号の復元・再生について検討する。図–11に破損した
蝋管の外観を示す。図–12に示すように個々の破片を
回転軸に貼り付けこれまでと同じ装置により 3次元読
み取りを行った。溝に直交する方向の周波数成分から
溝の存在する範囲を求めると共に，3.1 節で示した手
法により音溝の位置を推定した。結果を図–13に示す。
推定された音溝の端点の座標から測定時の回転方向の
観測誤差を求め，音溝の傾きを一定にすることにより
補正する。それぞれの破片における音溝の端点の位置
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図–12 破損した蝋管の測定

図–13 破損した蝋管の溝のトレース結果

関係同士の相関を取ることにより接していたと思われ
る破片とその位置を推定した。実験では 9個に分かれ
た破片から結合点を一意に決定することができた。

4.2 欠落部の補間
図–11に示した破片の他に粉状になった残骸があり
結合面には欠落部分がある。そこで，音波形として再
現するにはそれらを補間する必要がある。そこで一般
化調和解析を用いた欠落区間の予測を行った。得られ
た音情報のうち断面を挟む両観測区間に対し一般化調
和解析を行い両区間内の同一周波数・同一振幅の成分
を抽出し，それら周波数成分の内振幅の大きな 10 成
分の位相差から信号の欠落区間の長さを予測した。
予測された欠落区間に対して両観測区間で得られた

周波数成分を元に予測し両側からの線形重み付けによ
り補間した。
音溝方向全面に処理を施すことによって 3次元形状

の欠落部を補間できる。結合が予測された音溝同士の
様子を図–14(a)に示す。これらを計算機上で結合し欠
落部を補間したものを図–14(b)に示す。白線で挟まれ
た区間が補間された 3次元形状である。このような手
法を用いることによって計算機内に破損前の 3次元形

図–14 3 次元形状の復元結果

図–15 波形の補間結果

状を再構築することができる。
また，再構築された 3次元形状から音情報を抽出し
たところ聴感上は破損前の音情報と同様の内容が確認
できた。再生波形の一部の様子を図–15に示す。縦線
にはさまれた区間が距離を予測し，補間された区間で
ある。

5. む す び

蝋管全面をレーザ光を用いて非接触非破壊で読み取
ることによりできる限り “ありのまま” 保存する手法
について論じた。
収録された音情報の再生方法を検討した。非接触非

破壊で全面を読み出し，再生針で傷つけられていない
部分を含む音溝全体の情報を利用することにより，通
常再生針では音の確認が困難な蝋管からも内容を聞き
取ることができることを明らかにした。また，蝋管全
面の細部にわたる 3次元形状を計算機上で構築するこ
とができた。各破片の形状の特徴を用いることにより
破損した蝋管・レコードからも再生音が得られること
を明らかにした。
劣化の激しい蝋管に対してはクラスタ分析の導入に

より音溝の位置を推定した。外的な基準を与えること
なく特徴抽出を行えるという点から録音を意図してい
ない絵画や筆跡等からの音情報の抽出等今後様々な応
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用が期待される。
一方劣化の激しい蝋管に多く見られ，超音波洗浄では
拭い去ることのできないカビや素材の変形による S/N

の低下が見られた。隆起部での元波形の予測のみでな
く洗浄方法の改善や透過性のある測定機なども検討し
ている。また，試作した装置では蝋管 1本全面を読み
取るのに約 3日間かかってしまうなどの課題を残して
いるが後世にできる限りの情報を残すという目的は少
なからず達成できたのではないかと考えている。
今後は得られた 3 次元情報からのレプリカの作製，

音溝壁面の場所による形状の違いを利用した収録時の
空間情報の読み取りや実時間での再生装置の開発など
に取り組んでいく所存である。
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