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高音質化の試み

　藤本　昨年秋のJASコンファレ

ンス’90特別講演「90年代のAV展

望，メディアキャリアは」において，

本日お集まりの山崎さんには「これ

からの音声符号化技術」，石田さん，

間さん，五月女さんには「ハイリゾ

リユーションディジタル化の実例」

でご講演と実演をお願いしました。

　ディジタルオーディオの更なる先

展や音質の向上に掘下げた取組みを

されている皆さんに再度お集まりい

ただいて，現状と将来についてお話

しをいただき，新春にふさわしく夢

を膨らませていただこう，またコン

ファレンスの時にディスカッション

の時間が取れなかったので延長戦の

つもりでやっていただこうというの

が本日の趣旨でございます。是非，

忌　のないご意見をのべていただく

ようお願いします。

　CDが登場してすでに8年経ちま

した。この間にいろいろな技術進歩

がありましたが，最近ではソフト制

作機器サイドでハイサンプリング，

ハイビット化なども注目されてきて

います。いずれにしてもこれからの

ハイリゾリューション・ディジタル

・オーディオの方向性といいますか

流れにつきまして一度整理してみる

のも大切ではないかと考えていま

す。山崎さんにテクノロジーからみ

たとらえ方についてお話していただ

ければと思います。

　山崎さんはコンファレンスで高速

1ビット処理についてお話をいただ

きました。今後の音域制御とか計測

分野でいろいろアプリケーションの

面で興味深いものがあると言われま

したけど，音楽録音いわゆるCDシ

ステムなどにそれを採り入れて行く

という点についてはいかがですか。

　コンファレンスにおける「これか

らの音声符号化技術」のお話しの補

足も加えてお願いします。

　山崎　現行の44.1kHzあるいは

48kHz 16bitというシステムではな

く，1bitの高速標本化システムを紹

介し音を聴いていただきました。標

本化周波数が帯域幅を決め，量子化

ビット数がダイナミックレンジを決

めると思われがちですが，実は両者

は密接な関係を持っていまして，量

子化ビット数がDレンジを決め，標

本化周波が帯域を決めるというも

のではないのです。1秒間当たり何

ビットを使うかが重要なんです。私

たちが耳で摂取しうる情報量が，1

Mbit/sなのか，500kbit/sなのか

が問題なのです。CDの場合には

1.4Mbit/s強で，個人的な意見を言

えば非常に良い値だとみています。

ただ私はこれを44.1kHzの16bitと

固定化するのではなく自由度の高い

符号化をすべきだと申し上げてきた

わけで，今回もこういう立場から実

際に音を作って発表させていただい

たのです。
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ています。すでにCDもかなり普及

していますから言い難いことです

が，コンパチビリティーをとりなが

ら，展開して行っていいのではない

でしょうか。たとえば放送側とか録

音側，またDSPなどのところで，

導入して行ったらと思います。

　藤本　先日お聴かせいただいたの

は1.5Mbit/sでしたか。

　山崎　はい，今のDATと同じビ

ットレートで1チャンネルに当り

768kbit/sで100kHzまで記録可能な

ものです。方波形レベルで言えば少

なくとも20kHzの方形波が入ります

……というものです。

　藤本　そうしますと，たとえばC

D－ROMとか，データDATを考

えればその中に入れる一つのアプロ

ーチと言えますね。

　山崎　そうですね。規格というの

は決っている以上大切なものですか

ら，この中でどれだけ性能改善がで

きるかというアプローチです。最近

よく言っていることで，間さんが提

　最近使われています　　変調は高

い標本化周波数で少ないビット数の

量子化器を帰還ループの中に設ける

ことにより，量子化雑音を高域に追

いやりディジタルフィルターで通常

の標本化周波数，量子化ビット数の

系に変換しています。高次の1bit

　　変調をするのであれば，いっそ

通常の系などにもどさずそのまま記

録処理すれば，100dB以上のDレン

ジを確保した上100kHz以上までの

記録が可能なので，とりあえず音に

して聴いていただいたのです。

　まあ最初にこんなことを申し上げ

てもいけないと思いますが，個人的

にはディジタルオーディオのフォー

マットはあまり固定しなくて，自由

度のあるものにしておきたいと考え

案しているスーパービットマッピン

グもそうですが，量子化雑音のスペ

クトラム分布を考えた符号化が大切

だと思います。そういう目でとらえ

れば，現行のCDやDATのフォー

マットのままで可聴領域で120dBで

も130dBでもDレンジが十分とれる

んです。

　今の量子化雑音の抑圧は単純なも

のですから，もう少し聴感に合った

形を入れてもいいのではないかと提

案しています。それが今のシステム

山　崎　芳　男　氏 五 月 女　弘　海　氏

高速標本化1bit方式のブロックダイヤグラムと周波数伝送特性，10kHz方形波録・再波形（山崎）
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にも適応が可能であると。

　藤本　そこで五月女さんにお聞き

しますが，そういうレコーディング

システムをお考えになっておられま

すか。

　五月女　ハイリゾリューションデ

ィジタル化の例としまして，私ども

は20bit 8ch収録システムを発表さ

せていただきましたが，それとは別

に，山崎先生の発表の中で同じ機器

を用いて，20倍サンプリング1bit

符号化の音の録音再生のデモを行い

ました。これは便宜的に作ったシス

テムで，ディジタルデータ的に捉え

ればそういうことができるはずだ

と，記録と再生を行ったものです。

このような方式の実用性は，将来は

わかりませんけれど，現在は研究テ

ーマとして取り組んでいるというこ

とです。

　藤本　五月女さんにはコンファレ

ンスで「20bit 8ch収録」と題して

講演と実演をお願いしました。私の

印象では，20bitマルチチャンネル

録音もさることながら，90年代の展

望でみますと，デスクトップタイプ

のシステムをまとめられたというの

が，大きな意義あることだと思いま

した。

　五月女　私どもでは楽器の製造販

売や音楽活動を支援していますの

で，アマチュアの方々を含めて，大

きなスタジオでなく，個人レベルで

良い録音ができ，それをベースにし

た音楽の広まりという環境を作って

行きたいと考えているわけです。デ

スクトップ形というあの程度のサイ

ズでマルチチャンネルレコーダーが

まとまれば，そういう環境も広がる

のではということですね。最近はト

ーンジェネレーターとか，サンプリ

ングの音源とか，またMIDI規格

の広がりで，演奏者が演奏のテクニ

ックを持たなくても音楽的に演奏が

できる環境になってきました。これ

が音楽制作活動の大きな力になって

きています。

ハイビット，ハイサンプリング

　藤本　石田さんにはコンファレン

スで「96kHzハイサンプリングの収

録」と題して講演と実演をいただき

ました。当日のお話しでミュージシ

ャンや制作関係者の評価を聞いてい

ますと，ハイサンプリングやハイビ

ットで収録したものについて，良く

なったという点の共通性があるよう

に感じたのですが，どうですか。

　石田　両方とも繊細な音の情報を

従来以上に豊富に再現しようという

試みですから，結果として良くなる

のは当然ではないかと思います。

　私どもはプロ用ディジタル録音機

の立場で音楽制作のお手伝いをさせ

て頂いていますが，つねに目指して

いますのはプロの方々に十分満足し

て頂ける高いグレードの品質を如何

に実現するかということです。

　6年程前，将来にも十分通用しう

るPD方式マスター録音機として

Ⅹ－86シリーズを計画しましたが，

その時，欧米の主要放送局，レコー

ディングスタジオの方々のご意見を

伺いました。主として欧州では20

bit化がよいと，逆に米国ではハイ

サンプリング化がよいと意見が分か

れたのが興味深いことでした。

　そこでⅩ－86シリーズでは，その

両方に対応できるように規格を作

り，4年前から製品販売を開始して

います。

　先日のJASコンファレンスで実

演しましたⅩ－86HSは96kHzハイ

サンプリングモードと，20bitハイ

ビットモードの両方に対応してい

ます。ただ20bit品質を満足する

A/D，D/A変換器をみてみると，

司会・藤　本　正　熙　氏

 20bit 8ch収
 録システム
 DMR8の外
 観（ヤマハ）



JAS Journal　’91・1月号

なかなか良い物が見つからないため

に20bit変換器としては今の所内蔵

していません。近い内に内蔵する計

画を進めていますが，ユーザーの中

には，AES/EBUインタフェースを

使用して外部ユニットの形で20bit

A/D，D/A変換器ボックスを付け

ている方もおられます。

　先日，お聴きになったように，ハ

イサンプリングもハイビットも，ど

ちらもよいところが出ていますの

で，夢としてはその両方を同時に実

現した録音機の音を聴いてみたいも

のです。

　私どもの使用感として，プロオー

ディオでは，常にすぐれたもので音

楽を捉えておきたいという思いがあ

ります。こうしたことが背景にあっ

て初めて，優れた，民生用のソフト

が制作できるようになるのではない

でしょうか。

　藤本　間さん，今のお話はいかが

ですか。間さんにコンファレンスで

講演と実演をいただいたのは「20bit

収録とCD制作」でしたが。

　間　ソフト会社の立場で言います

と，将来の音源の蓄積という面もあ

りますが，現在のCDの音も良くし

て行かなければならないという使命

もあると思います。先日お話したこ

とでは，私の知るかぎりではfsコ

ンバーターで音の良い物が存在しな

いので，これを逃がれるためには，

44.1kHzかその2倍かという値にな

る。またきっかけの一つは，ソニー

クラシカルという会社の出発点にも

当たりましたので，音の良いレコー

ダーの開発要求も出てきました。

　これらが一つになって，ソニーの

協力をいただいていますが，ハイビ

ット化が生まれ，実験してみますと

かなり元の音に近づくというか，良

くなることがわかり，優先して開発

したのです。

　同時にこの音を良い状態でユーザ

ーの方にお届けするにはどうするか

も研究して行ったわけです。先はど

山崎さんも言われていましたが，C

Dの規格に縛られた中で良い状態を

作るにはどうするかをやったわけで

す。それがコンファレンスでご紹介

したスーパービットマッピングとい

うものです。

　これは量子化ノイズの分布を変え

てという狙いのもので，山崎さんが

言われているとおりなんですが，そ

ういうものを採用したわけです。私

たちはユーザーの手に渡る状態で可

能なかぎり良い物を，という目的で

すので，ハイサンプリングとは別れ

たのではないかと思います。

　藤本　音の評価の基準というのは

ミキサー出力の音と比較してどうか

ということのようですね。

　間　はい。ミキサー出力をスピー

カーに接いで出た音と，A/D，D/

Aを通して出た音がどこまで近づい

ているかということですね。

　藤本　石田さんも間さんと同じよ

うな評価基準なんでしょうか。

　石田　昔から言われていますよう

に，録音機も含めてオーディオ機器

の目標はスピーカーコードといいま

すが，無色な“ハリガネ”に限りな

く近づくというのが理想です。伝送

系で色が付かない，つまり，ミュー

ジシャンやミキサーの方々か録音現

場で生で聴かれている音に限りなく

近い音が再現できるかどうかが，や

はり重要な評価基準と考えていま

す。もう一方の面では物理特性があ

ります。

　ハイサンプリング機の開発では，

さまざまな楽器の音の帯域をもう一

度レビューしましたが，とくにピア

ノやバイオリンなどは20kHz以上の

成分が相当多く出ています。従来の

正弦波による聴感テストでは，一応

20kHz程度が可聴域とされています

が，楽音のような複雑なスペクトラ

ムを対象としたものが，どのように

感覚としてとらえられているかは明

確にされていません。

　プロ用ディジタル録音機として

は，このような楽音の成分を位相特

性も含めて余す所なく，余裕をもっ

て収録したいと考えて，サンプリン

グ周波数を従来の2倍に上げたわけ

です。

間　　孝　次　氏

石　田　禎　宣　氏
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　実際にこのハイサンプリング機と

これに相応しい広帯域モニタスピー

カー2S－3003を組合せて注意深く

録音した所，ミュージシャンやミキ

サーの方々から，これまでに聴いた

ことのない生々しい音であるとの高

い評価を頂くことができました。

　先日，雑誌「プロサウンド」の10

月号にも録音エンジニアの諸鍛冶辰

也氏が同じような体験談を書かれて

いました。やはり物理特性と聴感の

両方でせめるのがよいと思います。

　藤本　山崎さんはディジタルオー

ディオの初期の頃から研究され言及

されていますが，ディジタルオーデ

ィオで音が変るか，変らないかとい

うポイントのところへ行くと思うの

ですが，どうでしょうか。

　山崎　今のお話で言えば，私が提

案した高い周波数の標本化で，量子

化は1bitという系では波形は問題

なく通ります。ただこれで高速漂本

化が良いと言うのではありません。

またバイオリンの成分に高い周波数

が入っているからというのではなく

人の耳がどこまで聴こえるかという

ことが問題です。年齢的な面もあり

ますが20kHz以上を聴ける大人はほ

とんどいないわけで，上手なフィル

ターで切ってもよいと考えていま

す。20kHz以上の成分があるから切

ってはいけないということにはなら

ない。

　私は目的を考えれば，44.1kHzや

32kHzのサンプリングで十分だと考

えています。ただこの決定を誰がす

るのか，ということはとても重要だ

と思います。しかもできるだけ最後

にすべきで，本来はユーザーのとこ

ろで行うべきだと思っています。そ

ういう観点で最初の段階では情報の

欠落はなくすべきだと思います。

　またサンプリング周波数を2倍に

するということは，単位時間当りの

ビット消費量を2倍にしますから，

その努力と効果という観点に立って

判断すべきです。端的に言えば同じ

ビット使用量でどれだけ改善できる

かということです。

　もちろん　　変換が絶対的なもの

ということではないのですが，例え

ば　　変調で計算してみると，20k

Hzの帯域で100dBのダイナミックレ

ンジを得るには，1bit量子化で理

論的には，1次では112MHz，2次

では6.7MHz，3次では2MHz，4次

では1.1MHzそして5次にすれば713

kHz，すなわち713kbit/sになって，

DAT1チャンネルの768kbit/s（48

kHz×16bit）の数字より少ないビッ

ト使用量で，伝送・記録できるとい

うことです。もっとうまい量子化雑

音の制御方法をみつければ，同じビ

ット使用量でも，改善できるという

ことになるわけです。

　もちろんやっとお聴かせできる状

態になったばかりの現段階でシステ

ムをすぐに置き換えろとはいいませ

んが，われわれは評価の方法として

は，何度システムの系を通して繰り

返してみたときに，誰れでも聴き分

けられるレベルになるには何回かと

いうふうに捉えます。その時にこの

高速サンプリング1bitは割合い耐

える能力を持っています。

　間　先はど言い忘れているんです

が，今のように将来に向けた録音シ

ステムがあるというのもすばらしい

ですが，現在の限られたシステムで

考えますと，16bitの物を作るのに

16bitで録音して，あとでデイジタ

　　20bit収録によるCD（CBSソニ
　 ー製・日本オオーディオ協会発売）

ハイサンプリ
ング，ハイビ
ット対応PC
M録音機 X-
86SHの外観
（三菱）
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ルコンソールでミキシング処理など

をすることを考えますと，余裕度が

少なくて少しでもボリュームを上げ

ると，下位ビットがダメージを受け

てしまいます。この辺，私が20bit

に傾いた理由でもあるのです。

　名人が録音しても，その後の音の

整形は欠かせませんから，ここでの

余裕が必要になるわけです。下位ビ

ットのダメージははとんどの人が音

の差として判かるというところがあ

ります。

収録側のフレキシピリティ

　藤本　五月女さんもレベルコント

ロールレスというかフェーダーコン

トロールレスのお話をされていまし

たですね。

　五月女　そうですね。私も録音を

手がけたことがありすが，レコー

ダーのDレンジが狭いために弱音の

レベルを上げたくなりますね。かと

いって大きな音ではレベルを下げな

くてはならない。ということでフェ

ーダーの操作を10dB位，上げたり下

げたり曲の間でやらなくてはならな

いというのが従来だったのではない

かと思います。理想的にはこのよう

なコントロールはない方がよいと思

いフェーダーコントロールレスとい

うことを言ったのですが，レコーダ

ーのDレンジが少なくとも120dB位

いの広さが必要ですね。

16bitのCDが作られた時点では，

評価の対象がアナログレコーダーの

Dレンジではなかったかと思うので

す。従来のLPレコードの質とCD

がどうなのかということ。当時はそ

れで十分だったんだと思います。そ

れから進歩して，今やレコーダーの

ことでなくて，アナログの系とディ

ジタルのレコーダーを通した系の違

いになってきているのが大きな変化

だと思います。比較の対象が無茶苦

茶なんです。またハリガネとA/D，

D/Aを通しての比較ですからね。

以前はA/D，D/Aのところはアナ

ログレコーダーと比べてずっと良く

なったということだったんです。

　私ども20bitの録音機を開発して

それに合うA/D，D/A変換器を考

えていますが，最終的な目標はなに

かというとA/D，D/Aを通しても

アナログのノイズが，けっきょく聞

こえてくるとういことかと思いま

す。おそらく130dB位ないとこうい

うふうにならないと思いますが，数

年経つとこうなるんでしょうね。

　藤本　いずれにしても，プログラ

ム制作側はフレキシビリティーがあ

るというのが一つのキーでしょう

ね。そういう方向にまだまだこれか

ら持って行けるというところです

か。

　山崎　制作者側だったら120dB以

上を求めて，A/Dコンバーターを

数限りなく使ってもいいわけです

し。MCカートリッジや高周波のヘ

ッドアンプのようにパラに素子を使

ってDレンジを上げるということは

考えられます。それにつれてレコー

ダーの能力が高くなっていなければ

なりませんが，とにかく入れ物はで

きるだけ大きい方がいいに決ってい

ます。

　レコーダーメーカーにお願いした

いのは，ハード側は何ビットだ何キ

ロヘルツが良いと決めるのではな

く，限界につねに挑戦しておいてい

ただいて，パラメーターの選択はソ

フトエンジニアにまかせていただい

た方がよいと考えます。ユーザーに

渡るところは不変であっても，制作

過程では様々な符号化方式の選択を

ソフトエンジニアが行うべきではな

いでしょうか。

　間　私たちアナログの時代は，ス

テューダーであれ，MCIであれ，

テープの幅さえ合っていれば，ハー

ドに融通性がありました。しかしデ

ィジタルになって，ハードの制約が

あって窮屈になりました。互換性が

とれないということで，でも先日の

JASコンファレンスでの試では，

今のディジタルをのり越えたもっと

フレキシビリティーのある　式がで

きる可能があるということで，大変

嬉しく思いました。ハード屋さんに

はぜひそれを実現してはしいと思い

ます。それに将来メディアが変って

も，最大限の情報を持った内容で保

存できているなんて夢のような話で

すね。

　編　現場からの声が，そのように

伝わらないと，ハード屋さんもうっ

かり忘れているということがありま

すからね。

　間　というか，アナログで育って

いる技術屋さんが多いので，ディジ

タルの制約には日頃から気になって

いることが多いんですね。

　藤本　ハード屋さんの側で石田さ

んいかがですか。

　石田　今のお話しはよく理解でき

ます。現場の声は常に尊重したいと

考えています。ただ規格化の初期の

ころに，すでにサンプリング周波数

とか量子化ビット数を2大パラメー

タとして決めて行ったいきさつがあ

ります。

　その範囲の延長上で互換性をとり

ながら，さらに情報量を多く確保し

たいとの考えから，ハイサンプリン
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グやハイビットが出てきたのだと思

います。

　効率が良くないという話しがでま

したが，それは多少しかたがないの

かも知れません。

　何度もお話しましたが，プロ用の

収録機器では，十分余裕をとって，

できるだけ多くの情報量を入れてい

くという考えがあります。

　民生用蓄積メディアという考えに

立てばまた多少変る方向があるでし

ょう。

　他のシステムとの互換性について

は，例えばハイサンプリングのもの

を従来ハードに合せるために，1対

2のディジタルフィルターやコンバ

ータを使ったり，またアナログに変

換して再度ディジタル化を行うなど

という手法があり，この面での改善

も進んできています。

　ところでCDでは44.1kHz，16bit

という規格がある中で，可聴域のノ

イズスペクトラムを下げてDレンジ

の改善を行うなどの方法が大きな成

果を上げつつあります。

　今後も規格の範囲内で最新技術に

より，性能の改善が進むものと思い

ます。

　一方では，次世代の新しい入れ物

として，プロ用のレベルにせまる，

例えばJASコンファレンスでもと

り上げられたスーパーCDというも

のを考えてもよいのではないでしょ

うか，技術の進歩は常にこのように

追いつ追われつで進んでいくものと

思います。

スーパービットマッピング

　藤本　スーパーCDについては後

ほどふれていただくとして，その前

に，下位ビットの死んだか死なない

かという話に戻りまして，家庭に流

通しているメディアは標準化を守り

ながらというのが前提だと思うので

す。そこで，20bitを16bitへどう押

し込むかになると思うのですが，ス

ーパービットマッピングはどういう

手法のものですか。

　間　実際にはソニーの技術者が音

響学会で発表していますので，それ

を参考にしていただきたいと思いま

す。ここでは山崎さんに説明してい

ただいた方が適当かと思います。

　山崎　私が説明するのも失礼に当

たると思いますが，ご指名を受けま

したので簡単にご紹介します。これ

は余裕ある入れ物から制約ある入れ

物へ移し変えるときに，量子化雑音

の分布を人間の聴感の特性を利用し

て耳の感度の良いところは抑え，逆

に感度の低いところは少し増やして

も良いというように量子化雑音の分

布を制御する方式です。ただこれは

なにもCDの制作でだけではなく

て，DATのA/Dコンバーター部

やDATからDATのダビング時に

も使うことができます。量子化雑音

の分布を上手に分散させるという方

式だといえましょう。

　ソニーはまず20bitで録ったもの

を16bitに落すのにスーパービット

マッピングと名づけたのだと思いま

す。いいネーミングですね。

　間　この場合には20bitというよ

り，16bit以上の録音というのが前

提になっています。

　山崎　入れ物は現行のCDであっ

ても，元の質を上げることによって

まだまだ色々な工夫ができるはずで

すよね。ダイナミックレンジが16

bitだと100dBと一義的に決められ

てしまうと考えるのは間違いです。

これはトータルの量子化雑音であっ

て，分布がどうなっているのか，ま

たその分布も自由に作れるのだとい

うことを折り込んで考えないといけ

ないところです。

　私は単にビット数を多くするだけ

でなく，標本化周波数を含めてソフ

ト側ではできるだけ自由度の大きい

後に可能性を残す録音を行うべきと

考えています。そんな考えで我々は

最近はJASコンファレンスで見て

いただいた1bit高速標本化で専ら

録音をしているわけです。

　これはれっきとしたディジタル信

号ですが，そのままアナログアンプ

につないでも先日お聴きいただいた

ように立派な音が出ます。そのうえ

現行のディジタルオーディオフォー

マットへの変換も容易です。そうい

う意味で自由度の大きい符号の例と

いえるのではないでしょうか。

　それはともかくとして，ディジタ

ルオーディオが実用化されて10年弱

ですが，ようやく入れ物側の改善が

始まり，ソフト屋さんとハード屋さ

んの議論の場が生れてきたんだと思

います。また先日JASコンファレ

ンスでお聴かせしましたハイサンプ

リング1ビットのものについても，

ディジタルであってもアナログっぽ

いものがあるということをお見せし

たかったものなんです。

　藤本　つまり家庭にとどけるキャ

リアそのものは今のままでも，入れ

方の工夫でまだまだ改善できるとこ

ろが多いということですか。

　山崎　そうです。

　間　それはこの間も紹介したこと

があるんですが，この頃になってL

PがCDよりもよいという声が高ま

ってきているということがありま
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す。これはレコード屋さんに行かれ

てLPがこ急速に少なくなっているこ

とからLP派の人が声高に言われて

いることから出ていると思います

が，まずソフト側から言うと，こう

いう人達に満足できるCDを作りた

いということもあります。スーパー

ビットマッピングの原動力はそんな

ところにもあります。

　藤本　これはきわめて重要な話で

すが，ディジタルになったから良い

んだという，そんな時代はすでに通

り越していて，いま間さんがおっし

ゃったように，―一人でも満足さ

れないお客さんがいる限り良くする

努力をつづける―というところに

きているということですね。そうい

う意味で同感です。

　間　それに先はど山崎さんがおっ

しゃった，最終の人々に判断をゆだ

ねるべきだというのは正にその通り

で，残念ながらまだ満足してもらえ

ていないということです。これはハ

ードの問題かソフトの問題かわかり

ませんけれど，ソフト側も日夜努力

をしているということです。

スーパーCD

　藤本　これまでは入れ方のことが

出てきていますが，その入れ物につ

いて何かございますか。先ほどスー

パーCDが出てきましたが。

　石田　先日，JASコンファレン

スで聴いていただいた音源について

ですが，ミュージシャンの方にも好

評でぜひCDにして欲しいという方

が多いのです。そこでスーパーCD

という入れ物が浮んでくると思うん

ですが，あの音源は96kHzのハイサ

ンプリングで収録しており，編集を

経てマスターの段階まで高い周波数

でハイグレードで保存されているわ

けです。それだったら最終のCDの

段階も44.1kHz，16bitの枠に入れ

ないでスーパーCDが存在するなら

その入れ物に入れてもと思うわけで

すね。一つは4倍密度記録のCDが

生れてきていますようにビットレー

トに余裕が出てくるんだったら，音

質面に寄与する形でという方向があ

ると思います。もちろんその4倍密

度を長時間化やマルチチャンネル化

という方向で使う手もあると思いま

す。そんな方向で将来考えてもいい

ではないでしょうか。ハイサンプリ

ングやハイビット化のマスター録音

機の意義もそれで相当出てくるとい

う気がします。

　藤本　五月女さん，この点はいか

がでしょうか。

　五月女　個人的な考えでは，現在

のCDシステムは安易に変えるべき

ではないと思います。DAコンバー

ターでのハード側の改善とか，録音

側のハイサンプリングかハイビット

か知りませんが，改善もまだまだ続

きますので，十分良くなる可能性が

あります。すでに音楽を聴くという

か楽しむには十分なレベルにきてい

ますので，満足している人が多いの

ではないでしょうか。

　一部のマニアの方といいますか先

ほどのLPに比べていろいろおっし

ゃる方については，別の専用システ

ムを考えるということがあるのでは

ないでしょうか。それがスーパーC

Dなのか光磁気ディスクなのか，ま

だいろいろメディアが考えられると

思います。またハイサンプリングで

161bitというものが考えられる一方

で，それならマルチチャンネル化と

いうことも出てくると思います。

　音楽を楽しむという面で方法がい

ろいろ出てくる可能性は否定できま

せんし，また判定も難しくなると思

います。これはCDのフォーマット

を決めた以上に，じっくりと練り上

げる必要があるのではないでしょう

か。

　石田　いま五月女さんが言われま

したように入れ物が大きくなれば，

マルチメディアが考えられるように

なります。いろいろなバリエーショ

ンが増えるということですね。

　間　この間から，カラヤンのベー

トーヴェン・シリーズをやっている

のですが，これからのことを考える

と映像がついていないと大変になる

という気がしましたね。それもNT

SCを越えた映像が欲しい気がしま

した。そして音もLDは44.1kHz，

左より藤本正熙（司会），山崎芳男，間　孝次の諸氏
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16bitのディジタルですが，今度音

の規格を作るんだったら，先ほど山

崎さんが言われていますように，ぜ

ひフレキシビリティーを持たせたも

のにしていただきたいと思いました

ですね。

　といいますのはLPの場合には，

片面10数分から40数分まで録音でき

ましてバラエティーに富んでいて，

カッティングレベルに自由度が高か

ったですね。良い物も短い物も自在

で，短い物はクオリティーの指向が

とれたんです。そういう意味でソフ

ト屋から見れば入れ物は自由にして

ほしいという気が強いですね。

　藤本　それについては，中嶋平太

郎さんが，コンファレンスの基調講

演「'90年代への期待」の中で言わ

れていますが，AV混在，あるいは

AVCのアプリケーションが進んで

行く中にあって，どうハード，ソフ

ト，そしてユーザーがコンセンサス

をとって行くのかが重要な課題であ

るということを言われていました。

これは十分大きな夢を見ながらも，

与えられた大きさの入れ物の中で十

分なコンセンサスをとることが必要

だということではないでしょうか。

　山崎　五月女さんが言われました

ように，今のCDシステムを含めて

でき上がっているシステムは生かし

て行くべきだと思います。どうして

もフォーマットを変えるのであれ

ば，少なくとも，100倍（笑）位良く

なっていないといけないと思いま

す。たとえば　の大きさになると

か，10倍音が良くなるということが

必要だと思います。

　96kHzの16bitを入れるとか，48

kHzの20bitを入れるとかでユーザ

ーを含めたフォーマットを変えると

いうのはおかしいと思っています。

その程度であれば，与えられている

フォーマットの中でより良い技術を

考えて行くべきだと思います。44.1

kHz，16bitのシステムは多くの人

に十分楽しめる内容を備えていると

も言えるからです。

　これから考えなければいけない新

しいシステムとこうのは間さんも言

われているように，絵と音のそろっ

たAVだと思います。よく猫人間と

犬人間と言いますが，入ってくる情

報を目でより多くとらえるか耳でと

らえるかの違いです。おそらく人は

目からも耳からもほぼ同じ情報量を

捉えていて，その量とも1Mbit/s程

度以下のレベルだと思うんです。で

そのビットマッピングというかアロ

ケーションはエンドユーザーにゆだ

ねられるべきです。たとえばハイビ

ジョンに映像がなったとしても，ユ

ーザーが一部拡大して，大仏さん

のひたいのシワを見たいといって，

見たとしてもそれでは情報量が不足

しているんです。そういう意味でイ

ンタラクティブ的な情報ツールにし

ておいて，欲しい情報は音であれ，

映像であれ伝送方式を含めてユーザ

ーが選択できるようにしておくべき

だと思います。限りある伝送上の情

報量はそうして使うのがよいでしょ

う。そうしないと100倍変ったこと

にならないと思います。（笑）

　映像の方はディジタル化がそれに

当たるということでしょうし，また

半導体レコーダーがもうすぐ見えて

くるでしょう。そういう意味で音も

画ももっと押し込む高能率符号化デ

ータ圧縮が重要な技術になるでしょ

う。

　ところで一般に符号化の能率を上

げると変復調に時間がかかり遅延が

生じます。電話や放送では，この遅

延は大きな問題になりますが，パッ

ケージメディアに許されているおも

しろいところは，復調である程度遅

延が生じても時間がかかってもよい

ということなんです。ここのメリッ

トを今のシステムは生かしていない

じゃないかと思いますね。

　いずれにしても技術というのは専

門家をなくす方向に進むべきもので

す。以前ならプロフェッショナルで

ないと使えない物が今や一般の方が

使えるというのが当り前になってい

る世の中ですから。

マルチメディアデータベース

藤本　そうですね。90年代を考え

る上でとても重要なことだと思いま

左より五月女弘海，石田禎宣の諸氏



JAS Journal　’91・1月号

す。

　山崎　そこでプロの方はますます

専門化としての仕事をやっていただ

ければよいんです。

　それにいまテープレコーダー，V

TR，フロッピディスクとメディア

別に使われているレコーダーは一人

一生1メモリになるのではないかと

思います。画であれ音であれ文字で

あれディジタル化された信号がその

中に蓄積されてしまうんです。それ

にどう使いやすくインデックスをつ

けたりアクセスさせるかが問題で，

何に記録するかということより，本

質的には記録させたいと思うソフト

の中味だと思うんです。要するに手

に入れたい情報が簡単に引き出せる

かというところです。

　藤本　いま山崎さんが言われたこ

とは，今後のマルチメディアをどう

捉えて残すかという重要なところを

ついていると思いますが，限りなく

ストレージはデータベース化してお

いて，そこにはあらゆるものが入る

という状態にあって，あとで有効に

使えるということでしょうね。

　言葉が悪いですけど，ゴミ箱のよ

うにどんどんデータが入っちゃう，

それが必要なときに「アレ　どうし

た」でスッと出てくるというデータ

ベースでしょうかね。そういうこと

では規格化も見方を変えなければい

けないでしょうね。

　山崎　そういう面でとらえれば今

やなんでもできるんですよ。逆に言

えば技術に押しまくられて何してい

いかわからない状態とでもいえるん

です。

　藤本　今の標準化のやり方は物理

フォーマットがあって，それに合せ

て変調して効率よく納める，いわゆ

るチャンネルコーディングのような

フォーマットがあって，その上に絵

や音の情報をどうコーディングする

かというとり決めがあるわけです。

これが全部一致するように規格化を

考えるわけですね。今後は少なくと

も物理フォーマットだけはとか，チ

ャンネルコーディングだけは合せよ

うとか，そういうことが必要という

ことですね。いわゆる階層ごとの標

準化ができていないといけない，そ

うしないとフレキシビリティーがと

れないですね。

　石田　蓄積メデイアではなかなか

そうなっていないですが，通信の方

はたとえばパケット交換などや，C

D－ROMやCD－Ⅰなどもそういう

考えに立っていますね。ユーザー側

のフリーフォーマット化とでもいい

ますか。

　山崎　個人的に考えれば，今のよ

うに多くの人にテープやディスクと

いう形でバラまかれる分散したソフ

トという形態が本当かどうかと思え

るんです。将来的にはソフトを一括

してマスストレージに登録しておい

て，欲しい人がそれにアクセスして

データとして取り出すということに

なると思うんです。使う側ばかりで

なく作る側も直接このストレージに

記録する，要するに流通における中

間段を省くわけです。

　結局どこに何が入っているかとい

うメモと何を聴きたいか見たいかで

取り出せるようになっていればよい

はずです。その時にソフトに対して

課金ができればよいのではと思いま

す。ディジタルデータであればこれ

が可能ですし，複雑なハードシステ

ムや流通機構もいりませんから，先

進国と発展途上国の格差も少くなる

はずです。

　藤本　今日のところをまとめてみ

ますと，ハイリゾリューションディ

ジタル化は差し当ってディジタルオ

ーディオの質を高める上で，ますま

すこれからも追求され，少しでもデ

ィジタル嫌いの人もなくすという方

向になって行くということ，それに

符号化におけるフレキシビリティー

と言ったらいいんでしょうか，そう

いった増え方ができるんではないか

ということ，それがすぐ今どこに生

かして行けるかはともかくとして，

ソフト側にもう少しフレキシビリテ

ィーを持ったやり方ができるんじゃ

ないかということでした。

　それからディジタルオーディオ10

年でディジタルオーディオソフトを

作る制作側と，メディアのマッチン

グがとれる時代になってきたという

こと，これはディジタルオーディオ

の音を良くして行くという面で，非

常に希望が持て，とても重要なこと

だということです。それにディジタ

ルオーディオの評価基準も変りつつ

あり，よりシビアーになってきてい

ること，それに映像も音もこれから

は一つでディジタルデータ処理にな

っていく，通信，データベースも含

めて音楽をどう残すか，このアーチ

ストから何をひき出すかを考える時

代という未来へとつながる話があり

ました。

　長時間貴重な時間をいただき，ご

意見をいただきましたことに御礼を

述べまして，今日は締めくくりたい

と思います。どうも大変ありがとう

どざいました。


