


以下の原稿は、SACDに付属の解説文などを参考にしてまとめました。



『音匠SACD』の実例はこれで 緑色と文字や絵なしが特徴

『音匠』 は 『グリーン・カラー・レーベル・コート』とも言われています。





ディスクのピット層に記録されている音声信号の０か１のデジタル信
号をSACDプレーヤーが読み取るために、ディスクの下から照射する
赤色レーザー光の補色である緑色をディスクの上面に塗布して、その
光の散乱光や迷光を吸収して、ごくわずかでも音を良くしたり、回転制
御系をより正確にしようとするものです。その効果が出るメカニズムの
詳細については、 SACDプレーヤーの設計者など、この道のプロが専
門的に解説しており、今の時代ではネットで簡単に調べられますので
参照してください。緑色ではなくて、あらゆる波長の光を吸収すると言
われている黒色を塗布したら、緑色と比べてどうなんでしょうか？

シングル・レイヤーディスクの断面
(完全模式拡大図)

上面

下面

← 音匠層

← 反射板層

← ピット層が１面のみ

← 保護層 ハイブリッド盤は、この上にCD層があり、CD規格で曲が
入っているので、CDプレヤーでそのCD層のみ聴ける。



レコードは回転数が一定で、33.3rpm, 45rpm, 78rpmなどありますが、
SACDではトレースの線速度が一定になるように回転しており、Single
Layerのものでは、最内周で1389rpm、最外周では575rpmと、常に回
転数が連続的に変化しており、良い音のためには回転数の正確な制
御も重要になります。
なお、レコードは外周部から内周部へ向けてトレースしますが、CDや

SACDはレコードとは逆に内周部から外周部へ向けてトレースします。
ちなみに『音匠』は、ソニーが考案したものです。



ただし内容の識別や著作権保護などの文言が最外周にシニア
には読めない程非常に小さな文字でタイトルや会社名、著作権
のことなどが書いてある。



通常のレコードは、SPからLPに至るまで、音声信号は最外周から内
周へと刻まれています。ただし、厳密に言えば例外があり、フランスの
Pathé社のSPレコードの一部の製品は、内周から外周に向かって記録
されております。その珍品レコードの実物も手元にあります。

SACDやCDなどのディスク類では、全てにおいて内周から外周に向
かって音声信号が書き込まれており、最外周部分にはそれがほとんど
ないので、上級SACD盤ではアルバムタイトルなどが、シニア層には裸
眼ではとても読めない程の非常に小さな文字で書いてあります。タイト
ルが書いてないと何のディスクかわかりませんので、これは必須です。
通常のディスクのようにレーベル面に大きな文字やイラストなどが書
いてあると、照射レーザー光との関係で、ごくわずかに音に影響すると
のことで、一切書いてありません。このようなディスクのみを見ると、緑
色のカラーCD-Rかと思うことでしょう。実際にそれは有りますが。



この部分の拡大写真と
解説は次ページに

音匠SACDディスクの
表面の様子
周辺部以外には文字も絵もなし

このディスクのタイトル
“BILL EVANS AT THE MONTREUX 
JAZZ FESTIVAL”

会社名や著作権のことなどが
1mmよりも小さい文字でぎっしり
１周書いてあるがシニアは裸眼
で読めないと思います。



SACDディスク最外周下部に書かれているSACD特有のロゴなど
(それぞれの略号などは本稿中に解説あり)

SACDのロゴマークは、SACDの
４文字をデザインしたもの。

CDのロゴマークはこれ

下記のロゴマークは規約でディスクに直接表示しないといけない

S A
C D

CDフォーマットの曲も入っているハイブリッド
SACDのディスクには、このCDロゴも書いてある。





SACDディスクから音楽の信号を取り出すには、赤色レーザー光の
反射の有無で、１と０のデジタルデータに変換されるのが最初のステッ
プですが、そのピットの部分の反射板(薄膜)は、通常はアルミですが、
長期安定性などのためには、いつまでも腐食しない純プラチナなどの
貴金属が最高と言われており、その実例を次に示します。CDで、それ
が純金のものもあり、手元にあるその実例も３枚後に示します。
それがアルミでもプラチナでも金でも音に差はないと思いますが、経
年劣化による影響はありうるかも。なので、ディスクを100年とか200年
保管しても反射板が変化しないのを希望するような場合以外は、わざ
わざ貴金属にする必要はないのではと思います。なお、プラチナはア
ルミよりも反射率が低いそうで、何か問題あるかも。アルミよりもプラチ
ナや純金の方が高級感や安定感があって気分的にベターで、精神的
にはプラスであることは間違いありません。この例のように、比較試聴



しても差がわからないような微細な気分的なことにこだわるのが熱心な
オーディオマニアです。プラチナや純金は、高価な貴金属ですが、反射
板と言っても、なにしろ薄膜でよいので、採用してもかなり高価になると
いうようなことはなく、価格的にはあまり問題でないようです。
「プラチナＳＨＭ」は、ユニバーサルミュージックとビクター・クリエイ
ティブメディアが開発したCDプレーヤ用の高音質ディスクの新製品で、
ディスクの素材はSHM-CD（Super High Material CD）と同じく、液晶
パネルなどに使われるポリカーボネート樹脂を使っています。違いは、
レーザー光を反射する反射膜素材に、従来のアルミではなく、純プラ
チナ(Pt1000)を使用していることです。
注意点としては、プラチナは反射率が約60%とアルミよりも低いため、

CD(CD-DA)の規格である反射率70%には足りません。



純金反射板のCDの実例

“STRADIVARIUS ON GOLD CD”

純金の輝き

これはCDです





シングルレイヤー方式の採用により、音楽情報を余すところなく読
み取るのに十分なレーザー光の反射を確保しています。現在主流の
SACDレイヤーの上層部にCDレイヤーを併せ持つ2階建て構造のハイ
ブリッド型ではなく、音質を最優先して、SACD層のみを有するシングル
レイヤー型を採用したディスクのことです。しかし、このようなディスク
は、CDプレーヤーではダメで、SACD対応機でしか再生できません。
ハイブリッド盤では、同じ曲がSACDとCDフォーマットでも入っており、

CDプレーヤーしかなくても聴くことができるので重宝しますが音のクオ
リティが問題です。さらに興味深いことに、ハイブリッド盤は便利なので
よく売れているので、シングルレイヤー盤よりも製造コストが高いと思
われるのに、多売で一般的に安価になっています。しかしSACDプレー
ヤーを持っているマニアは、音質的に下位のCDプレーヤーで聴く必要
がなく、ハイブリッド盤ではなくてシングル盤を好んで買います。





SHMとはSuper High Materialの略です。これはユニバーサルミュー

ジックとJVCケンウッドが共同開発した、液晶パネル用のポリカーボ

ネート樹脂を採用した透明性／流動性に優れた素材です。透明性の

向上は信号の読み取り精度に、流動性の向上は正確なピット形成に

効果を発揮するのです。





従来からのPCM (Pulse Code Modulation)方式とは全く異なる、音声

信号の大小を1ビットのデジタルパルスの密度(濃淡)で表現する方法

です。DSDの最大の特長は、回路構成がとてもシンプルに実現できる

ことです。このようなシステムを実現したことで100kHzまでカバーするよ

うな再生可能周波数範囲と、可聴周波数帯域内での120dB以上のダイ

ナミックレンジが確保できます。

以上のような細かいことの積み重ねで、わずかかもわかりませんが、

理論的には音色が良くなります。実際にそれがどの程度わかるかは、

各自の周波数だけではない広義の聴力と装置のレベル次第でしょう。



【要するに】
以上のような個々の特徴を1つだけ採用しても、顕著な高音質化に
は繋がらないでしょうが、いくつかを同時採用することで、上級の装置を
持っていて、聴力の良い人には耳で聴いてわかるくらいの向上が可能
となるのです。しかし、たとえば真に音匠のみの効果を知ろうとするの
ならば、グリーン・カラー・レーベル・コートの有無以外は全く同一のディ
スク間で比較しないといけませんが無いでしょう。他の要因も異なって
いたら、両者の音の差が何に基づくものかわからないからです。
以上の全てを満たすSACDの実例は、次ページに示すものであり、こ
れの試聴結果は19-7-17に私のHPにアップした原稿に書いてあります
が、残念ながら他の普通のSACDと比べて、特にこのSACDの音の方が
明確により良好という結果は得られておりません。とにかくSACDの音
は、全般的に聴覚上も脳波的にも、元々トップレベルなのです。



上記の６項目全てを満たす
SACDの実例
“BILL EVANS  At  The  Montreux 

Jazz  Festival“

裏面の純プラチナ板の光沢

表面が音匠のグリーン・カラー・
レーベル



盤の上面の雰囲気が
一般的なSACDの実例

“Swan Lake, The Nutcracker, 

The Sleeping Beauty“

Wiener Philharmoniker, 

Herbert von Karajan

DECCA / Esoteric のSACD
ディスクです



【まとめ】
SACDの持つ高度な性能や潜在能力を完全に享受するには、再生装
置全体もそれに対応した高性能さが必要です。SACDプレーヤー、アン
プ、スピーカー、インターコネクトケーブルなどの全てについてです。
一つでも性能の低いのがそこに混在していると、その一番低い性能に
全体の足が引っ張られることになります。金額と性能は必ずしも比例し
ませんが、ごく微妙な差でも判別できる高性能さを追求するには、かな
りの予算が必要になります。つい軽視しやすいのがケーブルです。参
考までにそのケーブルのハイ・ローの実例を対比させて次に示します。
なるべく下記のようなハイのクラス以上のケーブルを使ってください。
装置については、今までにHPで紹介しておりますので、ここでは省略
しますが、19-7-17と19-8-2にアップロードした原稿を見てください。

オーディオは、トータルバランスが重要。一点豪華主義ではダメ。



➀以上に述べたことは、全てディスクの製造時に関することであり、
我々ユーザーとしては、どうすることもできず、SACDのディスクを購入
する時にジャケットを見て、それぞれの項目の有無を知るのみです。
これらはSACD製造時の最終的な仕上げのやり方であり、いわば画竜
点睛のようなことです。
②言うまでもなくディスク製造以前のことは、もっとはるかに重要です。
すなわち、演奏家のスキル、指揮者の実力、演奏会場の音響効果、マ
イクの性能とセッティングの仕方、ミキサー・エンジニアの能力、録音装
置の性能等、音質に大きく影響する実に多数のファクターがあります。
③さらにSACDの能力をフルに発揮するには、➀と②に加えて、リスニ
ング時の再生装置全体のレベルも非常に重要です。
ベストな音にするには、以上の全てが関係していますので、なかなか
大変です。単に『音匠』のディスクだから音が素晴らしいなんてことは、



あり得ません。それは単なる一つのファクターにしかすぎませんので。
とにかく音の良さは、音質に関係するあらゆるファクターの積み重ねの
トータルの結果として決まりますので、完璧を目指すのは大変です。
実は、この原稿は、HPなどに未公開のSACD再生システムで、色々な
名曲を順次聴きながら書いています。シニアの耳でも、確かにSACDは
実に素晴らしい音がします。特に音の延び、透明感、ダイナミックレン
ジなどが凄いです。ちょうど今たまたま聴いているのは、この３枚上の
スライドに示しているチャイコフスキーの三大バレエ組曲のSACDです
が、音楽に聴き惚れていて執筆速度が低下するのが難点です。



上級RCAケーブル (左：１本のみ撮影)と最安価なRCAケーブル(右)



プロ用XLRケーブルの一例
可能な限り機器間の接続にXLRケーブルを使用しています。

装置がハイレベルかどうかの見分け方の一つが、このXLR接続が可能かどうかです。



スピーカーケーブルの例
外側は上級品で内側は最安価品(コネクターは別売)

ケーブルの直径： 約2cm
もっと太いのもありますが、
あまり太いと使いにくいです。



電気抵抗が最小と言われている銀線のスピーカーケーブルの一例



SACDの有するハイレベルなスペックをフルに演出できる高性能な
オーディオ装置は、なんとかして予算を捻出すれば、誰でも設置可能で
すが、どうにもならないのがリスナーの広義の聴力です。特に可聴周波
数上限は、加齢とともに確実に低下するし、若者でもイヤホンで大きな
音で音楽を連日・長年聴きまくっていると、そのトータル時間に応じて可
聴周波数上限は確実に低下します。このような難聴は、今の医学でも
治療が不可能だそうなので、もはやどうにもなりません。いくら悔やんで
も後の祭りとなり、折角のSACDなどの超高性能スペックの何割かが体
験できないのです。プロのドラマーやオーディオ評論家なども連日のよ
うに長年にわたり大きな音で音楽を聴きまくっているのであれば、可聴
周波数上限は普通の人よりもかなり低いはずです。
大学生(主に18～22歳)を被験者にして、オーディオに関する色々な
実験をしてきましたが、彼らの能力はシニア層の私と比べてかなりの差



があることを痛感しました。私には聴こえないものでも彼らにはよく聴
こえているし、音に関する感性に差があり過ぎるので、いつもがっくり
しています。もはや彼らとは住んでいる音の世界が違うのです。若者と
シニア層では、異次元の別の音の世界があるのです。私の聴力が同
年代の他の人と比べて劣っているということはありません、念のため。
難聴は、ある日突然に起こるのではなくて、加齢とともに徐々に少し
ずつ聴力が低下してくるので気付きにくいのですが、徐々にゆっくりと
悪化していくのは、白内障と同様です。ただし、白内障ならば簡単な手
術で完全に治療できますが、加齢難聴は全く治療不可能なので、オー
ディオマニアには非常に困った、全員が罹患する不治の難病です。
シニア層の年代になっても、SACDの秘めたる高性能のスペックをフ
ルに楽しみたいと思う若者は、イヤホンやヘッドホンで大きな音で音楽
を聴かないように今から注意しないといけません。



【参考資料】

参考までに私が自分で実際に測定した『年齢と可聴上限周

波数の関係』と『大学生がイヤホンで音楽を聴いてきた時間と

可聴上限周波数の関係』の結果を次に示します。

これらは、私のホームページに14-4-24と16-5-11にアップ

ロードしたものと同じですので、詳細についてはそれらをご覧

ください。





自分は、もうシニア層で、どうせ１万ヘルツ以上なんて全く聴こえない
のだから、オーディオ装置も安物でいいや！と思う人もいるでしょうが、
それは違います。実際に色々と実験を重ねた結果、たとえ１万ヘルツ
以上が聴こえない人でも、グラフィックイコライザーなどで１万ヘルツ以
上をカットした音楽を聴くと、カットしてないものと比較して、音の厚み感
などが違います。さらに関連して、スピーカーの再生可能上限周波数
が２万ヘルツでも、それ以上の音がが入っているSACDの音は、とても
良いと感じます。自分の耳では聞こえないし、スピーカーも再生してい
ないのに体は感じているようです。これは不思議な現象です。もちろん、
単に周波数だけの問題ではないのでしょうが。この点も研究する価値
があります。やることがいっぱいで、毎日が退屈どころか多忙で大変
です。でも好きなことなので、苦痛ではなく楽しみでもあります。しかし、
少し前の29種類・58本の12AX7の聴き比べ実験は、とても大変でした。



現代の大多数の若者のように、イヤホンで大きな音量で音楽を聞きまくってい

ると、難聴になると言われておりますが、実際にそうなのかを確かめるための手

始めに、以下のような実測を行ってみました。

その結果の要点を先に言いますと、予想をはるかに上回る信じられないほど

非常にきれいなデータが得られました。やはり、イヤホンで大きな音で音楽を聞

きまくっていると、難聴になるようです。以下は、その結果です。

★被験者：私の教養教育科目の2016年度前期の講義を受講している全学部か

らの157名の中から、本研究に協力してくれた学生で、調査票の回答の記述内

容が不明確な何人かを除いた総数65人です。記述内容が不明確とは、たとえ

ば『雨の日だけ聞く』とか『何年聞いているのかよくわからない』などです。



質問の回答内容が明確な65人の内訳は、教養教育科目の受講生なので、

年齢がほぼ18歳から21歳までで、そのほとんどが18歳と19歳であり、平均年齢

は18.6歳です。男女の内訳は、男性23人、女性42人です。

★質問事項：➀イヤホンで１日平均何時間音楽を聞きますか？ ②それを何年

続けていますか？ この回答で、最短は今まで全くイヤホンでは聞いていない学

生が6人おります。逆に最長は、毎日8.5時間聞くことを、すでに5.5年聞き続けて

いる学生が１人おりますが、この学生は本当にすごく聞いていますねー。

★データの集計方法：【１日に聞く平均時間(hr)×聞き続けてきた年数×365＝

今まで聞いてきた総時間(hr) 】に対して【可聴上限周波数】をプロットした分散図

にして集計結果を次ページに示します。
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イヤホンで音楽を聞く時間と可聴上限周波数の関係

結果のまとめの重要な図

今まで聞いてきた総時間が
長いほど、可聴上限周波数が
予想以上にみごとに低くなって
おり、全ての実測値をそのまま
グラフ化してみて、とても驚いて
いる。異常値のない、こんなに
クリアな結果が得られるとは、
とても信じられない！

【注】20000Hz以上は測定できな
いシステムでの測定結果です。



【考察】

予想をはるかに上回る非常にきれいな結果が得られました。もちろん都合の

悪いデータを採用しないなどといった操作は全く行っておりません。

やはり予想どおりに、イヤホンで音楽を聞いた総時間と可聴上限周波数は、

完全に反比例しております。被験者のほとんどは大学１年生で、年齢的にも

ほぼ同じであるにもかかわらず、可聴上限周波数が最も高い学生は19900Hz

であるのに反して、それが最も低いのは14000Hzで、その差はなんと5900Hzも

あります。わずか18歳で、すでにこんなに大差があり、このままのリスニング生

活を続けていって、中高年になったら、いったいどうなるのでしょうか？！ 最近

WHOもイヤホンで大きな音で音楽を聴くことに警告を発しています。難聴防止！



今回の結果を知る以前から、私はイヤホンやヘッドホンで音楽を聞くと、耳の

自己防衛のために次第に難聴になるし、音像の定位も頭の中になってしまっ

て非常におかしいので、止めましょうと折に触れて言い続けてきましたが、や

はりそのとおりの実測結果が出ました。さらに、今後もこの続きの研究をしま

すが、被験者の範囲を広げても同様の結果が得られることでしょう。

今回は、若者がイヤホンで音楽を聞くことによる若年性の難聴ですが、イヤ

ホンで全く音楽などを聞かなくても、加齢とともに自然に高音難聴になり、老人

でなくとも加齢による自然の難聴を『老人性難聴』と言います。なので、若年か

らすでに難聴になっている上記の学生諸君は、シニア層になったら、聴力はさ

らに大きく低下していて、音楽鑑賞にはかなりの支障が出るでしょうし、日常生



活にも影響があるようになる可能性があります。シニア層では、スピーカーで普

通に音楽を聞く場合、多くの方はとても信じられないでしょうが１万Hzくらいまで

しか高音は聞こえません。このような若年とシニアの難聴は、突然に起こるもの

ではなく、年数をかけて徐々に進行しますので、人間ドックなどで聴力検査をし

ない限り、よほどひどくならないと自分では気付きません。白内障と同様です。

高音性難聴になってしまったら、もはや治すことはできませんので、予防するし

かありません。白内障なら簡単に治療できますが。

少なくとも言えることは、２万Hz以上の音が入っている音源は音が良く、CDは

規格で２万Hz以上の音が完全にカットされているので音が良くないというような

単純なことではあり得ません。その理由はまだ完全には解明されていません。



★音楽が好きな人ほど耳が悪い！

音楽が大好きな人は、常に聴いていたいので、家でスピーカーで聴く以外にも、

外で歩きながらイヤホンでとか、いつでもどこでも聴いていたいものです。しかも

大きな音で。それを続けると次第に聴力が低下し、さらにもっと大きな音で聴きま

すので、さらに聴力が低下するという悪循環に陥り、音楽好きほど耳が悪いとい

う皮肉なことになっています。なので、毎日・年中音楽を大きな音で聴き続けてい

るようなオーディオ評論家やプロのジャズ・ドラマーなどでシニア層の人は、きっと

かなりの難聴になっているはずです。私も所有している、人間ドックなどで使う聴

力計(オージオメータ)の最高音はJIS規格で8000Hzですが、この音でも聞こえな

いのではないでしょうか。それに反して10歳くらいの子供の聴力は凄くて、私の実



測では、犬や猫なみに、一般に数万ヘルツの音まで聞こえますが、普通に生活し

ているだけでも、なぜかその後急激にそれが全員低下し、成人になると２万ヘル

ツ以下になってしまいますが、その理由は不明です。それがなぜなのか非常に

興味があります。



【最後に】
SACDは、スペックの上では、CDやレコードと比べて明らかに上位に

あり、名実共に抜群の性能を有する素晴らしいソフトですが、取扱方法

はCDと全く同様で、とても簡単です。ただしSACDフォーマットの曲は、

CDプレーヤーでは再生できず、SACDプレーヤーが必要となります。

CDとは一味違うSACDの最高に素晴らしい音をお楽しみ下さい。そし

てストレスを低減・解消し、健康増進、疾病予防、健康長寿に役立てて

ください。何しろ人生で健康が第一ですから。

SACDソフトの種類と数をもっと増やし、今後ますます発展することを

祈っています。




