
H I GH 
QUALITY

RECORD



最近はレコードが、リバイバルというか少しブームになってきました。

これからレコードを趣味にして、将来はちょっと凝ってみようかなと思っ

ているレコード入門者の方は、まずは私のホームページの中にある『レ

コード音楽を楽しもう』を読んで参考にしてください。さらにその上の中

級者の方は、以下の原稿を参考にしてください。中級者になれば、それ

よりも上の上級者や超上級者へは、独学で容易に進級できます。

何事にも上には上があり、頂上は凄いです。例えば日本のレコードプ

レーヤーで、超高価なものの実例としては、㈱ステラの自社ブランドとし

てのTechDAS(テクダス)のAir Force One Premiumで、アームレスで

９７０万円します。ドイツ製では２１００万円もするのがあります。こんな

のと比べれば以下に示すものは本当に全く大したことはなく、金額的に

は桁違いです。しかし、金額よりも音の良さが最も重要ですが。



私はレコード音楽のことも趣味で色々と研究しておりますので、多機

種を所有し、比較検討などを頻繁に行ったり音楽を楽しんでおります。

通常の30cm LPレコードは、33.3回転であり、その材質は塩化ビ

ニールでできており、手元にあるものを実際に何枚か実測した結果、

その重量は全て110～120g台でした。さらに、最外周部の厚みは、ノ

ギスで測定したところ2.0mmでした。

それに対して、近年の高音質・重量級30cm LPレコードは180gを歌

い文句にしているだけあって、実測しても180g台であり、最外周部の

厚みは2.5mmでした。持つと少し重く感じますし安心感があります。

レコード盤が厚い・重いとどのようなメリットがあるのかといえば、盤

が反りにくいので、反りによる波うち低周波ノイズが避けられて、再生

音がよりクリアになるのです。それならばなぜ全てが一律に180gなの



かは、現時点では不明です。180gに固執する理由はどこにあるのか？

250gや300gならもっと良いようにも思えるが、なぜ重量盤はほぼ一律

に180gという中途半端な数値なのか？ 120gを180gにしたところで五

十歩百歩ですし、こんなチマチマしたことをせずに、思い切って300gくら

いにしたらどうでしょうか。これだと何か問題がありますか。たとえレコー

ド盤をもっと厚く・重くしても材質の塩化ビニールの値段はそれ程大した

ことはないと思うし、何が問題なのか？輸送費？ 上記のように、レコー

ドプレーヤーだけでも一千万円もするのがあるくらい贅沢な趣味の世界

のことですし、レコード盤にも究極のクオリィーを求めてもよいでは。

通常の30cm LPレコードの回転数は33.3回転であり、最外周から最

内周まで、ぎっしりと音の信号が収録されている。しかし、回転数(針が

溝をトレースする線速度)が大きいほど音が良いので、特別高音質盤の



回転数は30cm LPでも45回転であり、しかも最外周からレーベル直前

の最内周まで、びっしりと満杯には収録されておらず、半分くらいまで

のみとなっている贅沢なレコードもかなりあります。レコードは回転数が

一定であるので最内周に近付く程、線速度が遅くなり、再生音のクオリ

ティが低下するので、内周には入れてないのです。これに関しては、私

のホームページに2017年8月29日にアップロードした原稿の『レコードと

CD どちらの音が良いか』を参照して下さい。

超特製レコードは、30cmのLPレコードなのに例えば以下のようです：

★45回転

★180～200g (223gという中途半端な重さのものも例外的にある)

★盤面の最外周から内周へ半分くらいしか収録されていない

★特別製法 (例：76cm/sマスターテープから半速カッティングなど)



通常盤30cm LP 特別高音質盤30cm LP

約120g
33.3回転

約180g～200g
45回転
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Myコレクションの中から簡単に見つかった高音質レコードの実例を

何枚か以下に示します。実際にこれらの特製レコードを聴くと、全般

的に色んな点で非常に良い音がします。たとえば周波数レンジ、ダイ

ナミックレンジ、音の厚み、生々しさなどにおいてです。なので、手間

暇かけて真剣にレコードを制作すれば、高価になりますが、非常に

素晴らしい最高の音源となります。ちなみに、下に示した石川さゆり

のレコードは、45回転２枚組でわずか８曲入りで14040円(税込)です。

以下に紹介する30cm LPレコードは、特に記載のない限り、基本

的に33.3回転のものであり、盤面全面に音楽が収録されている１枚

ものですが、中には200gのもの、45回転のもの、盤面の半分くらいし

か収録されていないもの、２枚組などもあり、これらの場合には、原

則としてそのレコードの写真の下にそのことを書いておきました。



このように丁寧に作られた高音質のレコードを、そこそこ以上のレ

コード再生装置 (システム) で聴くと、レコードの凄さを実感します。本

当に素晴らしい音がしますので、レコード音楽初級の皆さんもぜひ体

験してみてください。レコードの音も実にピンからキリまであり、聴くに

堪えないようなもの (特に昔のもの) もあり、格差がとても大きい分野

です。CDでも同様なので、両者のどちらが良いか一概に言えません。

以下に示す高音質30cm LPレコードは、ほんの一例だと思ってくだ

さい。これらの例のような高音質レコードの性能をフルに発揮するた

めには、フォノカートリッジからスピーカーに至るまで、レコードの性

能に見合った装置でないと本来の良い音が出ません。装置やパーツ

の一点豪華主義でも一点劣悪部ありでもダメです。やはりオーディオ

は、トータルバランスが重要です。さらにリスニングルームも重要。



45回転 200g 2枚組で各片面の外周に３曲のみ 45回転2枚組で各片面の外周に２曲のみ

片面に４曲ずつ ２枚組



マスター・プレス 45回転オリジナル・マスターレコーディング (限定番号入り)

同内容のデジタル音源のダウンロード可能キー付き



レコード制作時の音声信号通過全回路が真空管式

オリジナルマスターテープ使用



ダイレクト・プレーティング 45回転



1951年録音の古いレコードですが200gの重量盤です。フルト

ベングラー64歳の時のもので、演奏も録音も最高の出来栄え。
レーベルは旧デザインの初発チューリップ柄盤です。

このレコードに添付
されている録音特性
の図



このシリーズは他にも何枚かあります

PCMデジタル録音のレコードは他にもたくさんあります



上記と次頁の２枚は特別高品質材料を使用した超高音質レコードで、その重要な特徴としては：
①比類なき超広大な周波数レンジ（１０Ｈｚ～３５ｋＨｚ以上）
②素晴らしいトランジェント特性（卓越した解像度）
③迫真のエネルギー感（瞬発力のある圧倒的な迫力）
④低歪率（清澄な透明感、混濁の無い音質）
⑤アナログの精密度（キメ細かい、なめらかな肌ざわり）
⑥グラフィックイコライザー、フィルタ、リミッターを通さないダイレクト録音工程
⑦テープとカッティングマシンの速度を1/2にするハーフスピードカッティング
⑧カッティングアンプに真空管アンプを使用

など至れり尽くせりのハイエスト・スペックの超高音質ＬＰレコードです。次頁の上２枚も同様。



45回転 半速カッティング デジタルマスターテープ

前頁のハイエスト・スペックの超高音質レコードと同シリーズ 同左。以上の他にも同シリーズのが何枚かあり。



2017年10月20日付けで新発売の高音質レコード

45回転



レコードで音楽を聴く時の音声信号の流れ

レコード → フォノカートリッジ → MC昇圧トランス ※ →

フォノイコライザー → アンプ → スピーカー

※ MMカートリッジの場合は不要

最近の普及型の初級レコードプレーヤーの多くは、フォノイコライザー

を内蔵しています。昔のアンプにはフォノカートリッジからの出力を直接

入力できるPHONO端子が標準で付いており、そのようなアンプにはフォ

ノイコライザーが内蔵されていました。 次の写真参照



ずっと以前に常用していた上級コントロールアンプ。
なんとPHONO入力が３つもある！今でも健在。
これとペアのＡ級パワーアンプはM4。

アップ で見ると
↓



フォノカートリッジ
大きく分けるとMC型とMM型があります。一般的には、前者は繊細な

音がするとのことで、弦をはじめとするクラシック音楽に向くとされてい

ますが、昇圧トランスが必要です。後者はダイナミックでパンチがある

とのことでジャズやロックに向くとされています。必ずしもそんなことを

気にせずに、自分好みの音が出るカートリッジを選んで使えばよいの

です。ただし、オーディオショップで各種スピーカーの比較試聴は通常

容易ですが、フォノカートリッジでそれをやっている店はないように思い

ます。試聴できないのが残念ですし、オーディオ評論家の意見はメー

カーと裏で繋がっていることが多く、鵜呑みにしない方がベターです。

それならば、どうすればよいのでしょうか。授業料と思って色々と投資し

てください。 フォノカートリッジの実例をいくつか次に示します。



紫檀製のフォノカートリッジ・スタンド
に立てている各種カートリッジの例

フォノカートリッジ・キーパーに保存している
各種カートリッジの例

カートリッジをいくつ交換して音を比べても、全て違う音がする。百個あれば百通りの音が出る。いったいどれが真の音か？

答えは、全て真の音ではない！ なにしろ再生音楽とは、この程度のもの。カートリッジやスピーカーによる音の違いを楽しむ
のがオーディオの世界。とにかく生と再生音楽は全く別物で異次元の世界！大金を投資し経験を積むと身に染みて、そのこ
とがよくわかり、悟りの境地に到達する。そして生を聴きたくなる。今度の年末年始もニューヨークで生の音楽三昧に浸ります。



しかし現代のハイレゾ・デジタルアンプにはPHONO入力はなく、
その代りにUSBや光や同軸の入力があり、時代の変遷がよくわかる。

しかし、何と言っても生のパイプオルガンの音は最高！ なので次へ ↓



ドイツ・ベルリンの大聖堂の外観と内部のパイプオルガン
(2017年8月撮影)



ベルリン大聖堂(Berliner Dom)で入手したそこのパイプオルガンのCD



ドイツ・ハイデルベルクの聖霊教会の外観と内部のパイプオルガン
(2017年8月撮影)



ハイデルベルクの聖霊教会(Heiliggeistkirche)で入手したそこのパイプオルガンのCD



ヨーロッパの古い大きな教会で生で聴くパイプオルガンは、トータル

でみて、やはり音楽として最高で、特にバッハの曲は素晴らしいです。

CDなどで聴いて、家庭でもなんとかして生のパイプオルガンの音に近

付けようなんて絶対に無理で無駄な馬鹿げた努力をしなくてもよいの

で、パイプオルガンの曲は生と再生音楽を完全に分離でき、レコードや

CDを余計なことを考えずに安心して再生音楽として、きっぱり割り切っ

て聴けるのが特徴で利点。パイプオルガンの生の音を家庭で再現する

のは、絶対に無理です。(注：欧米では単にオルガンと呼んでいます。)

パイプオルガンのスケールの大きな音楽を教会で聴いていると、些

細なことでくよくよしたりストレスを溜めているのが馬鹿げていると思え

てきます。やはり私には、生のパイプオルガンは最高で究極の音です。

こんなに迫力のあるスケールの大きな楽器は、他にありません。



最近は、このようなUSBフラッシュメモリに入れたデジタル音源 (ハイレゾ) も各種市販されており、パソコンと繋
いで聴きます。これは12曲入っていて10,584円します。しかし、超クリアな音とはいえ、レコードに比べたら、この
形態は全く味も素っ気もありません！ こんなのを持つ喜び、集める喜び、魅力など全くありません。まさにパソコ
ンのデータという感じしかしません。やはりレコードと比べたら、物 (ぶつ) としては問題外です。これなら、イン
ターネットでダウンロードするほうがマシです。 USBフラッシュメモリ自体や包装の代金も必要ありませんし。



ついでにパソコン用のUSBフラッシュメモリの内部構造を知りたくて見てみました。
皆さん見たことありますか？

比較・参考のために、コンピュータの内部などにある半導体メモリ素子の一種のEPROM
(Erasable Programmable Read Only Memory)の実物の写真を次に示します。中央の丸い
部分の奥にデータが書き込まれており、その内容を消去するには、この窓から紫外線を
照射します。一般にIC類は静電気に弱いので、このように黒い導電性のスポンジに刺し
て保管しております。

外観

そ
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内
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この約百年間における音楽媒体の驚異的な進歩

エジソンのシリンダーレコード
(1900年頃のもので2分間のみ収録)

生の音楽には程遠い音であるが歴史的に
は貴重な遺産

12曲入り最新の市販媒体のUSBメモリ
(長時間にわたる収録が可能)

これで飛躍的に簡便になったのは間違いな
いが、音楽のメディアとしては全く魅力がなく、
こんなのを集めても面白味がない。

これは２コマ前のスライドで示したものと同じです

約
百
年
後



(３本のシリコンチューブによる)

現在最もよく使用しているベルトドライブ式レコードプレーヤー
(本体：ドイツ製 / カートリッジ２個：デンマーク製 / トーンアーム２本：イギリス製)

DCコントローラー (回転数制御)



最近のベルトドライブ式レコードプレーヤー
トーンアームはイギリス製



往年の名器で以前によく使っていたダイレクトドライブ式レコードプレーヤー



78回転 SPレコード専用にしている最近のダイレクトドライブ式レコードプレーヤー
(内部を改造してカートリッジからの出力をZONOTONEケーブルでXLRに出力)



SPレコードの本来の聴き方はこの写真のような蓄音機で聴くことでしょう。
音は良くありませんが、SPレコードでないと聴けない音源があります。
動力は手巻きのゼンマイですし電気は全く不要な省エネマシンです。

特にラッパ付きはインテリアとしても絵になるデザインです。
しかし現実にはほとんど使っておらず単なる飾りですが。
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MC昇圧トランス
フォノカートリッジは、大別するとMC型とMM型に分類されます。前者

はMoving Coilの略で、後者はMoving Magnetの略です。大まかに言え

ば、前者は繊細な音を、後者は骨太の音の再生に適しているとされて

いますので、前者はクラシック音楽ファンが、後者はジャズやロックの

ファンが好むとされています。発電のメカニズムの理由から、MC型の

出力電圧は平均0.3mVくらいであり、MM型では平均5mVくらいと、10

倍以上の差があります。それをアンプで増幅する場合には、MC型の

電圧は低すぎるので、昇圧トランスで10倍くらい増幅しないといけませ

ん。ノイズをなるべく低くするために、アンプ (特に真空管は厳しい) で

はなくてトランスで昇圧するのが一般的です。よく使っているMC昇圧ト

ランスの実例を次に示します。



古くから使っているMC昇圧トランス



私の名前入り特注の最新のMC昇圧トランス



新型MC昇圧トランス

以下の全てにおけるケーブルコネクターは、
RCAよりもXLRが好きなので、可能な限りXLR
で接続しています。『XLR ⇔ RCA変換ケーブル』
もあります。



フォノイコライザー
レコードをカッティングする際に、そのままでは高音は振幅が小さく、

低音は振幅が大きいので、それらの逆の特性を与えて、ほぼ似たよ

うな振幅にしてカッティングします。再生する時には、それを元に戻さ

ないと高音が強調されて低音が減衰した不自然な音になりますので。

それを元に戻す装置をフォノイコライザーといいます。最も有名なのは

RIAAカーブと呼ばれているアメリカレコード協会(Recording Industry

Association of America, 略称：RIAA)の規格ですが、他にもいくつか

あります。次ページにそのRIAA周波数補正カーブを示します。

フォノイコライザーは、LPレコードのみならず、SPレコードでも音声信

号を電気的に処理して音出しする場合には必要です。

よく使っているフォノイコライザーの実例を以下に示します。



RIAA (Recording Industry Association of America) 規格の周波数変換カーブ
上の図の赤い線がレコードに記録するときの周波数特性カーブで、原音の低音部を弱め、

高音部を強めてレコード盤に収録する。再生するときは、逆に青い線のように補正して平坦
なものにして原音に戻す。従ってこれはレコード再生には必須の過程である。

最終的に上記のRIAA規格に統一されたが、それまでにはいくつかの独自の規格があった。
各規格の比較の詳細は → cafe.mis.ous.ac.jp/sawami/ＬＰイコライザーカーブ.pdf など参照。

アメリカレコード協会



XLR入出力端子付きフォノイコライザーアンプ



SPレコード専用特製フォノイコライザー
(これのイコライジングカーブは次ページに示します)



SPレコード用イコライジングカーブ (前ページの機種)



真空管フォノイコライザーアンプ



真空管フォノイコライザーアンプ



Pro-Ject社製 フォノイコライザー (音楽の都オーストリアのウィーンにある会社の製品)



マッキントッシュの新製品のフォノイコライザー MP100
USB端子が付いているのは、いかにも現在の新製品らしい。

前面のツマミを回すだけで色んな設定ができるのは、カートリッジを色々と交換する者には、とても便利。
背面や底面の小さな多数のディップスイッチで表をみながら設定するのはとても面倒で嫌。

これは超品薄で日本の代理店のエレクトリにたまたま在庫が1台のみあったのを急遽取り寄せて購入した。
大阪で最大の店Ｙや大阪の高級オーディオ専門店Kなどへ買いに行っても、どの店も在庫はしないらしく、

代理店からその都度取り寄せとなるが、代理店に在庫がなければ、1ヶ月以上待ちは常識らしい。



【前ページのMP100の背面】
マッキントッシュ フォノイコライザー MP100の後部での結線の様子



マッキントッシュのフォノイコライザープリアンプのMP100は、同一メーカーの
真空管パワーアンプMC275と接続してよく使います。スピーカーは、JBLやアル

テックなどとよく接続していますが、これらの組み合わせは一定しておらず、その
時の気分などに合わせて、適宜色んな組み合わせをして、音色の違いをチェック
したりして楽しんでおります。

このMC275パーアンプは、重量が30kg強もあり、とても重くて下手に持ち上げ

ると、ぎっくり腰になりそうです。以前にとても重い装置を持ち上げて、重症のぎっ
くり腰になったことがあり、しばらくの間動けずとても大変でしたので、このアンプ
はキャスターを付けた専用台を自作して乗せてあり、家の中での移動に利用して
います。日曜大工も趣味の一つです。このように台車に乗せてあると移動がとて
も楽です。何しろマッキントッシュ独自のバイファイラー巻きの出力トランス２個と
電源トランス１個が搭載されており、これらは大きな鉄の塊のようなものなので、
このアンプは非常に重いのです。その代わりに特有の音色で音が良くてパワー
があります。真空管アンプで75W+75Wは、家庭用としては大出力です。



自作の専用台車に乗せてあり移動が非常に楽な
かなり重いマッキントッシュの真空管パワーアンプ
MC275



そして、特にレコードを聴く場合は、少しでもより良い音で音楽を楽しむために、
ACラインからのノイズを阻止するために、壁のコンセントに直結したクリーン電源
装置から100Vを取り、オーディオケーブルは、純銀線を基本とする各種ケーブル
で、XLRケーブルやノイズフィルター付きのインターコネクトRCAケーブル、スピー

カーケーブルを使うなど、色々と工夫をしています。一つずつの単品では、ほとん
どわからない程度でしょうが、全てをそれらにすると、微妙な音の差がわかるよう
になります。さらにケーブル類をはじめ、各種装置の見た目も重要です。見ただけ
で、いかにも良い音がしそうな各種ケーブル類や装置がありますので、それらを使
えば気分的にも違ってくるという、プラシーボ効果が大きいです。聴覚のみでなく
視覚も大いに関係する、とてもデリケートな趣味がオーディオなのです。

ただし、いくら頑張ったところでオーディオには限界があり、欧米の一流ホールで
聴く生の名演奏にはとても勝てません。会員になっているコンサートホールもあり
ます。雰囲気、臨場感、迫力などで、再生音楽と生演奏とは大差があります。ただ
し、聴きたい時に聴きたい演奏が聴けるのは生は絶対に無理で、再生音楽の独
壇場です。故人の演奏も同じで、もはや生では聴けませんので再生音楽が必要。



ノイズフィルター付きRCAケーブル

ク
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フォノイコライザーの代わりにグラフィックイコライザーで音の高低な

どの補正をすることも可能で、これならば非常にきめ細かく自分の好き

なように任意の所定の周波数の高音域を弱めたり、低音域を強めたり、

自由に思いのままに微細に補正することができます。ただし、その量は

最大でも±12dB程度の補正しかできませんので、フォノイコライザーと

しては必ずしも十分な補正量とは言えませんが、リスニングルームの

音場補正には重宝します。

その装置の実例２機種を以下に示します。合計３機種(自宅で２機種)

を、フォノイコライザーとは別の目的の音場補正に使っています。



グラフィックイコライザー その１ (自宅用)
入出力端子はXLR。 音場補正用に時々使用。



グラフィックイコライザー その２ (大学での研究用)
入出力端子はXLR。 周波数と癒しの関係などの研究に使用している。



以上のパーツや装置は、レコード音楽再生に直接関係するものばか

りですが、この後にアンプとスピーカーを接続する必要があります。

レコード音楽専用のアンプやスピーカーは存在しませんので、今まで

使ってきたものなどで、そこそこ以上のレベルの装置に接続して、高音

質レコードの素晴らしい音を聴いてみてください。きっと虜になります。

高音質レコードは、中古のみならず新譜も順次市販されています。

たとえば上記の高音質レコードの紹介で最後に示した写真の『チャイ

コフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 アンネ・ゾフィー・ム

ター(V) カラヤン指揮 ベルリンフィル』は、少し前に予約して2017年

10月19日に自宅に届いたばかりの出来立ての新譜で6160円です。

レコード音楽の奥は実に深いものがあり、いくら追及しても終点には

到達できません。 『レコードは永遠です！』 “Vinyl is eternal !”




