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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業

のテーマの一つとして財団法人デジタルコンテンツ協会に「ハイパーソニック

デジタル音響システムに関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書

は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 



 

 

 

 



 

 

 

序  
 

本報告書は、財団法人デジタルコンテンツ協会が、社団法人日本機械工業連合会か

ら平成１７年度事業として受託した「ハイパーソニックデジタル音響システムに関する調

査研究」の成果をまとめたものであります。 
我が国は、IT 革命の推進に向け、「e-Japan 戦略」を定め、情報通信技術の利活用の

取り組みは、情報流通の密度の高い情報のやり取りを容易にし、大幅な社会経済の変化

を生じさせ、情報と知識が付加価値の源泉となる社会に急速に移行しつつあります。この

中で、ハード、ソフト、コンテンツを同時並行的に、かつ飛躍的に発展させることが重要で

あり、情報化社会をリードする良質なデジタルコンテンツの制作、流通、利活用の推進に

より、これに係る産業の健全な発展を促し、文化の向上と快適かつ心豊かな国民生活の

実現および国際貢献への展開が必要となってきております。 
近年、可聴音とともに可聴音域を越える高周波成分を豊富に含む音が、脳を活性化

する現象が発見され、これらの研究成果が発表されております。コンテンツが人に感動を

与える主な要素として、映像と音響があり、効果音や背景音楽は、より感性を高める効果

があると広く認識されております。高周波を豊富に含む高密度の音響情報を高精細の映

像情報を組み合わせることにより、非常に高い臨場感を持つのみならず、自然に近い場を

構成できることで、人間の感性を穏和にし、また、人間本来の健康を維持・強化する環

境・空間の提供が可能となることが期待されます。 
本調査事業において、財団法人デジタルコンテンツ協会は、社団法人日本機械工業

連合会をはじめ研究機関と協力し、可聴域を超える高周波成分が人間の生理や感性に

及ぼす影響に関する既往の研究業績、これらの音を使った人間に対する効用についての

適用事例と可能性に関する調査研究を行い、人により良い音を呈示するためのデジタル

コンテンツはいかにあるべきかについての知見の基礎固めを行うことを目的に調査研究を

実施いたしました。 
本調査により、コンテンツ産業のデジタル技術基盤の現状を捕捉し、系統立ったまとめ

を行なうことにより、我が国の機械工業の発展とコンテンツ業界における新しい局面を開拓

できるばかりでなく、教育、福祉等の分野においても、新しい提案がなされることと期待して

おります。 
本調査研究の実施にあたり、ご指導・ご支援をいただいた研究機関の各位に感謝の意

を表します。 
 
平成１８年３月  
 

財団法人  デジタルコンテンツ協会  
会   長        中   村     雅   哉  

 



 

 

 

 



 

 

 

はじめに 
 
 

「人にやさしい」というフレーズが人口に膾炙するようになって久しい。そして、「人にや

さしい」というフレーズを実体化するうえで欠かすことができない、情報現象と人間の「脳」

との適合性に関する科学的なアプローチは、ようやく本格化しはじめた段階にある。その典型

的な成果のひとつが、可聴域上限を超える高周波成分によるハイパーソニック・エフェクトと

いえる。 

すなわち、近年、可聴域上限を超える高周波成分を豊富に含む非定常な音が、聴く人の脳幹、

視床、視床下部を含む基幹脳ネットワークを活性化し、それを反映したさまざまな生理、心理、

行動反応をひきおこす現象――ハイパーソニック･エフェクト――が発見され、関連する研究

成果が発表されている。高周波成分を豊富に含んだ音は、基幹脳ネットワークを活性化すると

ともに、脳波α波パワーを増大させ、自律神経系、免疫系、内分泌系の活動を適正化する。さ

らに、音をより美しく快く感じさせ、音聴取行動を促進することが報告され、注目されている。 

デジタルコンテンツが人々に感動を与えるうえで、映像とともに音響が重要な役割を果たし

ていることはいうまでもない。したがって、ハイパーソニック・エフェクトを応用し、高周波

音を豊富に含む高密度の音響情報を積極的にデジタルコンテンツに導入したり、これに高精細

の映像情報を組み合わせることによって、音響・映像が高い臨場感を実現できるのみならず、

人間に強い快感や感動を与えるデジタルコンテンツや、その制作・再生システムを実現するこ

とが期待される。 

一方、都心の生活では環境音に含まれる高周波音が著しく欠乏していることも知られはじめ

た。高周波成分を豊富に含む音をデジタルコンテンツとして生活空間のなかに再生呈示するこ

とによって、より自然に近い構造の情報をもった環境・空間を構成することができ、人間が本

来備えている自然治癒力を取り戻し、健康の維持やホメオスタシスの強化などに大きく寄与す

ることが期待される。 

本事業では、可聴域を超える高周波成分を含む音が人間の生理や感性に及ぼす影響に関する

既往の研究業績の調査と、高周波成分が人間に及ぼす効用についての事例と可能性に関する調

査研究を行い、可聴域を超える高周波音を活用した「人にやさしい」システムそしてデジタル

コンテンツはいかにあるべきかについての基礎となる知見をまとめることとした。 
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第 1 章 事業の目的 
 
1. 1 事業委員会の目的 

近年、可聴域上限を超える高周波成分を豊富に含む非定常な音が、人間の脳幹、視床、

視床下部を含む基幹脳ネットワークを活性化し、それを反映するさまざまな生理、心理、

行動反応をひきおこす現象すなわちハイパーソニック･エフェクトが発見され、関連する研

究成果が発表されている。高周波成分を豊富に含んだ音は、基幹脳ネットワークを活性化

するとともに、脳波α波パワーを増大させ、自律神経系、免疫系、内分泌系の活動を適正

化する。さらに、音をより美しく快く感じさせ、音聴取行動を促進することが報告され、

注目されている。 
デジタルコンテンツが人々に感動を与えるうえで、映像とともに音響が重要な役割を果

たしていることはいうまでもない。したがって、ハイパーソニック・エフェクトを応用し、

高周波成分を豊富に含む高密度の音響情報を積極的にデジタルコンテンツに導入したり、

これを高精細の映像情報に組み合わせることによって、音響・映像が高い臨場感を実現で

きるのみならず、人間に強い快感や感動を与えるデジタルコンテンツや、その制作・再生

システムを実現することが期待される。 
一方、都心の生活では環境音に含まれる高周波成分が著しく欠乏していることも知られ

はじめた。高周波成分を豊富に含む音をデジタルコンテンツとして生活空間のなかに再生

呈示することによって、より自然に近い構造の情報をもった環境・空間を構成することが

でき、人間が本来備えている自然治癒力を取り戻し、健康の維持やホメオスタシスの強化

などに大きく寄与することが期待される。 
そこでこの事業では、可聴域を超える高周波成分が人間の生理や感性に及ぼす影響に関

する既往の研究業績の調査と、高周波成分が人間に及ぼす効用についての事例と可能性に

関する調査研究をおこない、可聴域を超える高周波成分を活用した「人にやさしい」シス

テムやデジタルコンテンツがいかにあるべきかについての基礎的知見を得ることを目的とする。 
 
 

1. 2 事業の概要 
1.2.1 事業概要 

ハイパーソニック・エフェクトの発見は新規性の高い知見であるので、まだその全体像

が十分に社会的に周知されているとはいいがたい。そこでこの事業では、ハイパーソニッ

ク・エフェクトに関わる学術的知見やその応用事例について調査をおこなうとともに、可

聴域を超える高周波成分を録音・再生しうる情報機器について現状の把握をおこなうこと

とした。 
この観点から、まず、ハイパーソニック・エフェクトの発見に至る諸研究を整理すると

ともに、ハイパーソニック・エフェクト発見の経緯とその内容、ハイパーソニック・エフ

ェクトの発見後の社会的反応や学術領域での追試研究などについて調査する。あわせて、

ハイパーソニック・エフェクトを応用した先進的な事例について、実地調査をふくむ調査

をおこなう。さらに、ハイパーソニック・エフェクト発生を示す指標のひとつである脳波
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という生理的指標をもちいて、ハイパーソニック・エフェクトを再現する実験をおこない、

その発現状況を確認する。 
つぎに、可聴域を超える高周波成分を録音・再生することができるデジタル情報機器が、

現状、どの程度実用化されているかについて調査する。まず、スーパーオーディオ CD や

DVD オーディオなどの新たなデジタル音響規格についての概観し、次にスタジオ用音響

機材、民生用音響機材、空間演出用音響機材のそれぞれの分野について、機器の特性の実

測および文献調査等をおこなう。 

以上をふまえて、可聴域を超える高周波成分を活用したデジタルコンテンツ実現のため

の課題を検討・提言し、まとめとする。 

 
1.2.2 事業の内容 

(財)デジタルコンテンツ協会の中に、学識経験者、協会会員会社等による「ハイパーソ

ニックデジタル音響システムに関する事業委員会」を設置し、以下の項目について調査研

究事業を実施する。 

(1) 基本事項の整理 

可聴域を超える高周波成分による人間の感性・生理に対する影響に関して、ハイパー

ソニック･エフェクトをはじめとする既往の研究業績・知見、及びその効用についての応

用事例に関する調査をおこない、整理する。 

(2) 研究・開発の現状調査 

可聴域を超える高周波成分を録音・再生しうる情報機器の研究・開発の現状について、

文献調査・講演聴講・現地調査等をおこなう。 

(3) 調査結果の検討 

上記調査の結果を受けて、可聴域を超える高周波成分を活用したハイパーソニック・

エフェクトを発現させるうえでの、現在のデジタル音響システムならびにデジタルコン

テンツの課題を明らかにし、その改善のための提言をおこなう。 

(4) 事業委員会の開催 

学識経験者及び協会会員による研究委員会を設置し、調査結果の分析、関連機器及び

コンテンツの仕様に関する検討を実施する。 

 
1.2.3 事業の実施方法 

この事業の基本的考え方に基づいて、以下の方法で調査研究を実施する。 
(1) ハイパーソニック・エフェクトに関連する研究状況の調査 

 ハイパーソニック・エフェクトに関連する研究の状況について、歴史的観点を盛り込

みつつ、論文をはじめとする学術文献の調査をおこなう。 
(2) ハイパーソニック・エフェクトの応用状況の調査 
  ハイパーソニック・エフェクトの応用状況について、現在稼動中の応用事例について

は実地調査をおこない、そうでないものについては文献調査をおこなう。 
(3) ハイパーソニック・エフェクトの再現実験 

ハイパーソニック・エフェクトの発現を脳波を指標として確認する生理学的評価実験

を実施する。 
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(4) 可聴域を超える高周波成分を録音・再生しうる情報機器の現状調査 

現在、実用化されている高周波成分を録音・再生しうる情報機器について、実測、文

献調査、講演聴講などによって現状を調査する。調査結果については、スタジオ用機材、

民生用機材、空間演出用機材の領域ごとに、その課題を検討する。 

(5) まとめと報告書 
 本事業委員会は、以上に述べた調査研究をふまえて、ハイパーソニック・エフェクト

の応用の方向性について検討し、ハイパーソニックデジタル音響システムに関する調査

研究として、報告書にまとめる。 
 
 

第 2 章 事業運営体制 
 

2. 1 事業委員会の推進体制 
本事業委員会は、財団法人デジタルコンテンツ協会（略称：DCAj）における開発事業

として、事業開発政策委員会の基に事業委員会を設立し実施している。 
本事業委員会は以下に示す組織（図 2.1-1）からなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.1-1 ハイパーソニックデジタル音響システムに関する事業委員会 事業推進体制 

 
 

また､組織メンバーは、表 2.1-1 に示すように、財団法人国際科学振興財団理事・主席研

究員大橋力を委員長とし、財団法人デジタルコンテンツ協会事業開発本部先導的事業推進

部が事務局を担当し、大学、企業、財団等からなる委員で構成されている。 
 

社団法人 日本機械工業連合会 

委託 

財団法人 デジタルコンテンツ協会 

事業開発政策委員 事業管理 

事業委員会は当協会会員会社及び 
外部有識者から構成 

ハイパーソニックデジタル音響システムに関する事業委員会 
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表 2.1 -1 ハイパーソニックデジタル音響システム事業委員会 委員構成 

 
委員役職  氏 名    所属先           所属部所名・役職名               
委員長  大橋  力   (財)国際科学振興財団   理事・主席研究員                   
委員   豊島 政実  四日市大学        環境情報学部 教授                  
委員   仁科 エミ  メディア教育開発センター  研究開発部ﾒﾃﾞｨｱ活用系 助教授    
委員   本田  学   国立精神･神経センター   神経研究所 疾病研究第七部 部長     
委員   鈴木 和憲  ㈱竹中工務店 技術研究所  建設技術開発部 主任研究員          
委員   高田 英男  ビクターエンタテインメント㈱  ビクタースタジオ長                 
委員   森  俊文  ㈱ビデオテック    制作本部 本部長                   
事務局  田中 誠一  (財)デジタルコンテンツ協会  常務理事・事業開発本部 本部長      
事務局  大橋 淑郎  (財)デジタルコンテンツ協会  事業開発本部 先導的事業推進部長    
事務局  千葉 祐治  (財)デジタルコンテンツ協会  先導的事業推進部 研究主幹         
＊順不同・敬称略・所属は平成 18 年 2 月 16 日現在 
 
 
2. 2 平成１７年度の活動状況 

本年度は、合計 4 回の委員会を開催。本事業と密接に関連する、世界初のハイパーソニ

ック・エフェクト応用例の現地調査、及び、本事業に関連する有識者による教授調査をお

こなった。 
以下に、本事業委員会の活動状況について述べる。 
 

◆ 平成 17 年度 委員会活動 
(1) 第 1 回 ハイパーソニックデジタル音響システム事業委員会 

日 時  ：平成 18 年 1 月 13 日（金） 16:00～18:00 
場 所  ：国際科学振興財団東京プロジェクト室 
議事内容： 
① 委員長選任および委員自己紹介 
② 事業計画説明（事務局） 
③ 今年度事業内容審議 

再委託先、客員研究員選定 
(2) 第 2 回 ハイパーソニックデジタル音響システム事業委員会 

日 時  ：平成 18 年 2 月 16 日（木） 16:00～18:00 
場 所  ：国際科学振興財団東京プロジェクト室 
議事内容： 
① 事業内容審議 

現地調査先、講演者の選定 

② 報告書内容審議 
調査研究内容、報告書目次、執筆担当を検討 
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(3) 第 1 回 ハイパーソニックデジタル音響システム事業委員会ＷＧ（現地調査） 
日 時  ：平成 18 年 2 月 23 日（木） 13:00～15:00 
場 所  ：彦根市四番町スクエア 
調査内容： 

世界初のハイパーソニック・エフェクト応用例として現地調査をおこなった。

彦根市本町地区共同整備事業組合西村理事長よりご挨拶･ご説明を頂いた。四番町

スクエアは平成 11 年建設省「街なか再生土地区画整理事業」の対象となり、大正

ロマン漂うまち、やすらぎの空間、助け合いのまちとして平成 17 年までに旧商店

街 40 戸を新築再生。平成 14 年度からハイパーソニック・エフェクトを応用した

「脳にやさしい街づくり」への取り組みが開始され、平成 17 年 11 月から、街な

かにハイパーソニック・サウンドを流すという世界初の試みを実施し、居住者や来

訪者の好評を博している。これに対応させて、街づくりのコンセプトも「音と水と

祈りのまち」に発展した。そのシステムと実際の運用について視察およびヒアリン

グ調査した。 
(4) 第 3 回 ハイパーソニックデジタル音響システム事業委員会 

日 時  ：平成 18 年 3 月 16 日（木） 17:00～20:00 
場 所  ：国際科学振興財団東京プロジェクト室 
議事内容： 
① 講演「コンサートホール音響学 ‘06」 

（㈱竹中工務店技術研究所 日高孝之主席研究員） 
コンサートホールの音響を科学的に研究分析、残響感などの心理量と物理的数

値、残響時間などの物理法則を踏まえホール設計をおこなっている。特に残響感、

透明感、暖かさ、空間的印象、アンサンブルなどの心理的属性と音響物理量に相関

があり、この感覚を表現できることが必要。また、両耳品質指標とホール音響の主

観評価とが相関することが分った。このような科学的な背景のもと、東京オペラシ

ティコンサートホールや新国立劇場などを設計・建築、世界の３大ホールに匹敵す

る音響特性を実現している。 
② 報告書執筆内容審議 
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第 3 章 ハイパーソニック・エフェクトの発見および 
それに続く研究と応用に関する調査 

 
3. 1 はじめに 
「ハイパーソニック・エフェクト」とは、可聴域上限 20kHz を超え音としては聴こえな

い高周波成分を豊富に含む音が人間に及ぼす生理・心理・行動的にポジティブな効果に関

わるものである。この章では、このハイパーソニック・エフェクトの発見を中心に、可聴

域上限をこえる高周波成分が人間に及ぼす影響に関する研究と、その応用の歩みをたどる

ことによって、ハイパーソニック・エフェクト研究の全体像を把握した。 
そのために、まず、人間の可聴域上限に関する初期の研究から、コンパクトディスク（CD）

の登場を経て、ハイパーソニック・エフェクトの発見に至る研究の状況を、主として学術

論文によって調査した。つぎに、ハイパーソニック・エフェクトの発見以後のさまざまな

学術的・応用的動向について、実地調査と文献調査を実施した。さらに、ハイパーソニッ

ク・エフェクトの再現を、脳波を指標として計測する実験をおこない、その発現状況を確

認した。 
 
 
3. 2 ハイパーソニック・エフェクト発見に至る諸研究の整理 

人間の可聴域上限に関する初期の研究から、コンパクトディスク（CD）の登場を経て、

ハイパーソニック・エフェクトの発見に至る研究の状況を、主として学術論文によって調

査し、以下にその内容を述べる。 

 

3.2.1 周波数と人間の聴感覚との関係に関する初期の研究 
まず、人間の聴覚と空気振動の周波数との関係について、音響学においておこなわれて

きた初期の研究について概観する。 
19 世紀に「音の高低と周波数との関係が確立されてから、人間に聞こえる周波数の限界

を特定することは、興味をひく仕事になった」[1]といわれる。人間に音として聴こえる空

気振動の周波数についての 初の本格的な音響学的研究は、1830 年に、フランスのサバー

ルが、ファンと歯車とを組み合わせた装置を発音源として実験をおこない、人間の可聴周

波数帯域は 8Hz～24kHz（24000Hz）であるとの結果を発表したのが始まりとされている。

その後ゼーベック、ビオー、ヘルムホルツ、ケーニッヒらの実験によって、可聴域の下限

はおおよそ 16～32Hz であると修正された。また、これらの実験をとおして、可聴域の下

限と上限、特に上限は、測定される値に個人差が大きいこと、加齢によってその個人の可

聴域上限が低下するという特性があることが明らかにされた。ただし、20 世紀以前におこ

なわれた研究の多くは、実験音をパイプオルガンや音叉などによって発生させるほかに方

法がなく、また特に計測法に多くの限界があったため、かなりあいまいな結果しか得るこ

とができなかった。 
その後、電子技術の発展とともに、精度の高い測定がおこなわれるようになった。1903
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年、ウィーンが受話器を用いた実験によって、50Hz～16kHz という人間の可聴域を報告

し、この値は、1920 年代に米国のベル研究所からのより精密な報告がなされるまでは、一

般に評価を得ていた。1920 年代になると、可聴域に関する研究はひとつのピークを迎え、

ベル研究所を中心として複数の研究がおこなわれた。1922 年、ウェーゲルが可聴域上限を

みずからの実験によって 20kHz であると報告[2]し、さらにベル研究所で数度にわたって

追試がおこなわれ、個人差・年齢差はあるが平均的な数値として、人間の 高可聴音域は

20kHz であると提唱された。とくに音楽に関係する記録、伝送帯域に注目した研究として

はスノウの研究[3]が知られている。スノウは、オーディオで音楽を再生する際の可聴周波

数帯域と許容周波数帯域とを確立する目的で、20 種類の楽器を個別に演奏、またはオーケ

ストラで演奏し、電気的に伝送・再生する周波数の上限・下限を徐々に変化させて、被験

者が音質の変化を知覚できる限界を観察した。その結果、オーケストラでは 80Hz～8kHz
までは帯域が拡大するに従って音質が飛躍的に向上することや、特定の楽器については

15kHz の高域制限による音質変化が検知されうることが示された。こうした研究に基づい

て、ロビンソンとダッドソンは純音の音の大きさについての等間隔曲線[4]を発表している。

こうして、受話器と空気伝導とによる測定をもとに人間の可聴域の上限は 20kHz という

定説が出来上がっていった。それらは音楽、会話、音声に必要な伝送帯域の 大公約数的

な値といえる。これらの音響学的研究は、その後の電気通信・記録技術の発達と関連して、

信号伝達帯域の拡大とコスト増大との二律背反的な矛盾をどこで妥協させるか、という問

題を解決する役割を担う傾向を強める途をたどることになった。 
一方、聴覚についての生理学・解剖学的研究からも、可聴域上限へのアプローチがおこ

なわれている。聴覚器官を解剖学的に分析することによって人間の聴覚特性を解明する研

究は、ヘルムホルツの研究から本格化した。ヘルムホルツは、内耳の複数の聴覚器官がそ

れぞれ対応する周波数成分の共鳴器として働くことで音高や音色を知覚するという共鳴理

論を提唱した。これは、内耳の蝸牛基底膜の有毛細胞が、蝸牛の手前では短く奥に行くほ

ど長くなることから着想されたもので、音波の周波数に従い、それに合った固有振動数を

持つ有毛細胞が共振して振動し、対応する神経を興奮させることによって、それぞれの音

の要素を感覚するという理論である。この理論の中でヘルムホルツは、人間の可聴域の下

限と上限とについても蝸牛基底膜の構造を解剖学的に分析することで解明できるとする仮

説を示した[5]。この仮説は、1943 年、ベケーシが内耳内の基底膜の共振周波数について

の実験値を発表したことによって裏づけられた。そのなかで、理論的には内耳内基底膜の

共振周波数が 20kHz 以上にも及びうることが示唆された[6]。それにもかかわらず、人間

の可聴域上限がおよそ 20kHz であることについて彼は、中耳の機構が 20kHz より高い振

動数を能率よく伝送できず、内耳まで高周波が伝わらないためであると説明している。 
また、この中耳の伝達メカニズムについては、確かに中耳の３つの耳小骨（槌骨、砧骨、

鐙骨）が機械的なフィルターの役割を果たしており、20kHz 以上の成分は内耳に伝わらな

い。しかしこの機械的フィルターは非線形な動作をし、たとえば正弦波を入力したとする

と、信号の正のサイクルと負のサイクルの動きが異なり、高調波歪を生じるという説が登

場している。この高い周波数の高調波歪を内耳が検知することによって、音の細かな位相

の検知や音源の正確な定位が可能になるという。これによると、とくに非定常性の高い音

については、細かな位相の違いが内耳内で果たす役割は無視できないものになると考えら



 8

れる。また、中耳を介さずに内耳に機械的な振動を与えると、20kHz よりずっと高い周波

数でも音として検知できるという研究や、気導聴覚器官を介さずに人間の骨を伝わる振動

によって音を知覚するいわゆる骨導による聴感覚閾値の測定も行われている。1948 年ギャ

ブローは、16.5kHz から 120kHz の骨導音が知覚されたと報告している[7]。1991 年には

レンハートらが、内耳の機能障害により聴覚を喪失した重度の難聴者であっても、音声信

号で振幅変調した高周波音を用いると単語の識別ができたと報告[8]したことから、骨導へ

の関心が高まり、いわゆる骨導超音波補聴器が開発されるとともに、健聴者用に骨導を応

用したヘッドホンや携帯電話も実用化されている。また、骨導高周波音を聴いているとき

の脳機能計測によれば、聴覚野が反応する[9]ことから、たしかに「音」として知覚されて

おり、気導聴覚器官を介さない場合の聴感覚閾値の上限は 20kHz をはるかに上回ること

が示唆される。 
 
3.2.2 デジタル音響規格決定のための一連の研究 
その後に人間の聴覚とオーディオ再生音との関係があらためて注目されたのは、1970

年代以降、デジタル機器の開発とその規格の標準化が進められた時期である。 
デジタル・オーディオの実現が射程距離に入ってきた 1970 年代からは、新しい電気通

信・伝送の分野から、通信・伝送の効率化という要請を背景に、音声音響信号の周波数帯

域を確認する研究がおこなわれた。とくに、デジタル・オーディオのサンプリング周波数

決定に関連して、さまざまの詳細な研究が積み重ねられた。 
デジタル・オーディオの歴史は 1960 年代後半にさかのぼる。世界初のデジタル式テー

プレコーダーは、1967 年、NHK 放送技術研究所で業務用 1 インチＶＴＲを使用して開発

された。その後 1970 年代前半からは、さまざまな音響メーカーにおいて、ビデオテープ、

オーディオ用磁気テープ等にデジタル音響信号を記録する手法開発の試みが積極的におこ

なわれた。やがてこれらを、放送やソフト制作現場で使用する、あるいは民生機として使

用するために標準化が必要となり、まずは業務用機器でデジタル・オーディオの記録・再

生時における標本化周波数と量子化ビット数を統一する動きが現れた。標本化周波数、す

なわち再生周波数の上限を決定する値を上げることは、その他の性能とのバーターとなる。

すなわち、デジタル・オーディオにおける記録媒体の伝送・記録容量は一定であるため、

周波数帯域、ダイナミックレンジ、録音時間などがそれぞれ限られた伝送・記録容量を分

け合う関係にあり、標本化周波数を大きくとるとダイナミックレンジと録音時間を制限す

ることになってしまう。さらに、実際の規格を決めるにあたっては、その時業界に普及し

使用されているオーディオ・ビデオ関係機器とスムーズに接続あるいは代替できることも

大きな決定要因となる。そのため、当時は、技術者や利用者の間では、記録・再生周波数

上限は 15kHz でもよい、20kHz あれば十分であると考える者から、20kHz でも不十分で、

もっと上限を高く設定する必要があるとする者まで、互いに主張する再生周波数帯域には

相当のばらつきがあったといわれている。 
このような状況の中で、業務用デジタル・オーディオの記録・再生周波数帯域について、

何 Hz まで再生できれば十分かというそれぞれの主張を学術的に検証し、結論を出そうと、

1970 年代末から 1980 年代初頭にかけて、どの周波数まで再生する必要があるのかを検討

する実験がアメリカ､ドイツ、日本などで大規模におこなわれた。 
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それらはすべて、一対比較法という心理学的手法による実験研究である。呈示音に電気

的再生音をもちい、これを電気的な高域制限フィルターによって操作することで、一対比

較実験を構成している。そして、高域制限フィルターの制限開始周波数を変化させ、呈示

音に対する反応を心理的反応として検出する方法が用いられてきた。つまり、再生周波数

の上限を様々に変えて音を再生し、それらの音の音質の違いが判別できるかどうかを被験

者に答えさせてその成績を統計処理するという実験が、主としてレコーディング・スタジ

オや放送局でおこなわれたのである。被験者としては、一般人だけでなく、音響エンジニ

アなどを対象にしてもおこなわれた。村岡ら[10]、プレンゲら[11]、東ら[12]がそれぞれ心

理学的手法を用いた類似の実験をおこなった。その手法は、CCIR(Comite Consultatif 
International des Radiocommunications)が公式に定めた心理学的音質評価法[13]に準拠

していた。その結果、村岡らは平均で 15kHz（ 高で 20kHz）、プレンゲらは通常 15kHz
（特殊な場合は 20kHz）、東らは平均で 15kHz（ 高で 20kHz）とした。すなわち、音質

の変化として検知されうる制限周波数帯域の上限に関する研究は、ほぼ一致して可聴周波

数の上限が 16kHz 以下であることを示すこととなった。 
このように、人間に音としてきこえる空気振動の周波数上限は、20kHz をこえない。ま

た、音楽を構成する要素のなかの高周波成分が音質知覚に及ぼす影響を CCIR による公定

法によって調べると、15kHz 以上の高周波成分の有無は、音質の違いとして識別されない。

このような根拠によって、国際的にオーディオ信号の周波数上限は 20kHz で十分とされ、

コンパクト・ディスクの記録・再生周波数帯域上限の決定に大きな影響を及ぼすことにな

った。当初デジタル・オーディオ信号を記録するのに業務用ＶＴＲ（ビデオ・テープ・レ

コーダ）を使用していた関係上、ビデオの水平同期周波数の整数比として 44.1kHz という

規格が、また一方、電話の多重デジタル伝送に使用されていた標本化周波数の整数比とい

う条件から 48kHz という規格が標準化され、コンパクトディスク（CD）の標本化周波数

44.1kHz（理論的に 22.05kHz まで伝送可能）や、デジタル・オーディオ・テープ（DAT）
の標本化周波数 48kHz（理論的に 24kHz まで伝送可能）という規格へと受け継がれた。 

CD が初の民生用デジタル・オーディオ・メディアとして発売された 1982 年以後、様々

な規格の民生用デジタル・オーディオ・メディアが市場に登場した。例えば、1987 年には

民生用デジタル・オーディオ・テープ（DAT）が、1989 年には録音のできる CD として

音楽用 CD-R（レコーダブル）が、1992 年にはミニ・ディスク（MD）が次々登場し、現

在も普及している。それらはいずれも可聴域の周波数をほぼ再生しうる規格となっている。

また 1990 年代には主として通信性を高めるために記録・伝送容量を小さくする目的で、

音響信号を圧縮する諸技術が登場したが、そこではさらに記録・伝送周波数帯域の上限が

低く設定されている。 
以上の経緯を経て発売された CD の音質は、音楽ソフト制作に携わる人々やオーディ

オ・マニアの全てを必ずしも満足させたわけではなかった。もちろんデジタル・オーディ

オならではのクリアな音質は歓迎された。しかしこれをそれまでのアナログ・レコード

（LP）との比較において、「硬い、耳障り、冷たい」と批判する声もあった。さらに、CD
と LP との再生周波数帯域の違いを両者の優劣と結びつけた議論も、一般消費者やオーデ

ィオ評論家のあいだでなされた。 
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3.2.3 音楽ソフト制作の現場における高周波対応機器への欲求 
すでに述べたように、人間の可聴域上限は 20kHz を超えない。また、従来の音響学領域

での正統的な見解によれば、厳密に統制された心理評価では、16kHz 以上の高周波成分の

有無は人間の感受性に影響を与えないことはすでに概観したとおりである。それにより、

CD をはじめとするデジタル・オーディオの規格は、可聴周波数帯域を若干上回る帯域幅

に設定されている。 
これに対して、商業音楽制作の現場で高品質の音響素材の制作に携わるアーティストや

技術者の間では、20kHz 以上の可聴域をこえる高周波領域をイコライジングすると音質が

かわること、とくに高周波帯域を電子的に強調することによって音に趣が加わるといった

意見が広く支持され、高周波域までカバーした特性をもつ機器が音質的に優れているとし

て積極的に開発、使用されている[14]。ところが、そうした意見をもつ人々を被験者とし

て公定法に準拠した音質評価実験をおこなっても、15kHz 以上の成分の有無は音質差とし

て検知されない[15]。それにもかかわらず、この実験結果を知りながらも高周波成分の効

果を信じて疑わないアーティストやミキサーが商業音楽の第一線では優勢で、超一流のス

タジオでは可聴域上限を１～２オクターブ以上上回る高周波域までカバーした特性をもつ

機材がよく使われて続けていた。 
つまり、高周波成分の感性的な反応については、学術側の明示的・客観的・普遍的なア

プローチと、芸術・技術領域の非明示的・主観的・個別的な認識とが、無視できない隔た

りや対立をもち、それに対する説得力のある説明も妥当性の高い仮説も成り立たないまま

推移してきたといえる。 
録音芸術に携わるアーティストやエンジニアは、音の料理人のようなもので、音質造成

に当たっての操作内容と効果との因果関係を十分明確に把握し、ある水準以上で確実に制

御できなければ、市場原理によって淘汰の対象にもならざるをえない。いいかえれば、商

業的音楽市場で活動する芸術家・技術者の内部では、感性反応という非明示的で予測困難

なプロセスが、実質的に相当程度明示的で予測可能な性質を帯びていることを意味する。

しかしそれは科学的な明示的言語的情報への変換を伴わないがゆえに、研究者によって正

統と信じられている方法で導かれた結論に一致しない場合、学術的手続きで導かれた結論

を真とする状況のまま矛盾が無視または放任されやすく、この問題についてもその傾向は

著しかった。 
 

3.2.4 ハイパーソニック・エフェクト発見の背景 
学術・技術・芸術の乖離を象徴する上記の問題に、ハイパーソニック・エフェクト発見

者である大橋 力は、レコーディング・スタジオで 1970 年代後半に直面した。大橋はこれ

まで、音楽家山城祥二として商業的レーベルの LP 9 枚、CD 14 枚を制作している。その

制作過程で大橋は、LP をカッティングする際、音としては聴こえない 50kHz 以上の帯域

をイコライジングすると、音質が微妙な、しかし決して無視できない変化を示すことを体

験した。以後、カッティング時の高周波域を強調するイコライジングを、重要な音づくり

の武器にするようになった。やがて、CD が登場するに及んで、同じアナログマスターテ

ープからつくられた LP と CD とを比べると、CD 化された作品では超高域イコライジン

グの効果が発揮されず、その面では明らかに音質が劣って聴こえたという。もちろん LP
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と CD との音質を変化させる要因のすべてを高周波の分布の差と確定することはできない。

しかし、音の料理人の職人的感覚に類する感性反応によって、その主たる原因が高周波成

分の排除に帰するという確信は、山城こと大橋にとって揺るぎないものだったという。 
さらに、この問題にアプローチするにあたり、二つのよく知られた事実が大橋の注意を

ひいたという。ひとつは、意識の上では音として認識されない超低周波振動が、人間の健

康に負の影響を与える可能性が示唆されていることである[16]。このことは、人間の生物

的感受性が、刺激に対する意識上の認識と必ずしも一致していないことを示している。も

うひとつは、熱帯雨林等で典型的に見られる自然環境音は、100kHz に及ぶ高周波成分を

きわめて豊かに含んでいるという事実である。このような環境のもとで進化してきた人類

の感覚系は、高周波成分に対する何らかの生理的感受性をもつチャンスを有していたと人

類発生学的見地から考えることができる。少なくとも、意識の上では聴こえていない高周

波音が、聴いている人の生理的状態に何らの影響も与えていないと結論を下すことは差し

控える方が安全だろう、と大橋は考えた。 
デカルト以降の近代科学は、自覚できるこころのはたらき（意識）や、誰がどこで測っ

ても同じ値を示す物体の空間的なひろがり（延長）のように、人間の知覚によってまぎれ

もなく捉えうるものに限定して対象にするという特有の態度を強めてきた。その一方で、

知覚困難なものや曖昧な構造を本質とするものを対象にできない、あるいはあえて対象か

ら排除するという限界を必然的に伴ってきた。それは、はっきりした物的証拠や因果関係

が立証されない限り、科学的認識とはしないという一見厳正な姿勢を導いている。しかし

そうした姿勢が、無色・無味・無臭で一時にかなりの量を摂取してもとりたてて影響の出

ないメチル化水銀の毒性を否定し、あの水俣病を野放しにしたことに結びついている。こ

れは、デカルト的近代科学のアプローチ法が残した負の遺産の典型例であり、意識可能な

知覚にのみ依存する西欧近代科学のアプローチの限界を浮き彫りにしたともいえる。 
以上のような考察をふまえ、高周波成分をめぐるこの複雑な問題に対して、大橋らは、

西欧近代科学の諸手法を 大限活用しつつも、その限界を強く意識して、情報環境学のパ

ラダイムのもとに入力対応型の問題解決体系を構築しつつ解明にあたることになった。 
 
 
3. 3 大橋らによるハイパーソニック・エフェクトの発見 

 
3.3.1 アプローチの特徴 
音に対するこころの反応を解明する研究を主に担ってきた音響学や聴覚心理学の枠組み

の中では、人間の可聴域上限を 20kHz とする学説を前提に、非知覚領域はあらかじめ研

究の対象から排除されているに等しい。さらに、こうした非知覚領域に関わる現象を実験

室で捉えようとするとき、言語系への依存度が高い心理学・認知科学的手法では、非知覚

あるいは曖昧さが大きく言語系との緊密な対応がとりにくい現象の解明には限界を伴いや

すい。高周波成分の効果についていえば、追い求めるほどに遠ざかる蜃気楼のように、あ

るいは量子力学における不確定性原理や観測問題のように、解決不能の状況を導いてきた。

これに対して、大橋の場合は音楽家山城と研究者大橋とが同一体内にあることから、体験

が完全に共有化されていることを決定的な出発点として、この問題について検討する契機
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がつくられた。すなわち、この情報共有化状態からすると感性上明らかに差のある高周波

成分を含む音とそれを除外した音とが、現行の聴覚心理学的実験法では差別化できず、「音

質差のないもの」という結論が導かれている状況に関して、ここで採用された実験法に対

する疑義を提起したのである。 
ここで発生した疑義を回避するひとつの対策として、大橋らは、対象者の内観にのみ依

存し、もっぱら「“こころ”に聞いてみる」従来の心理学的アプローチをいったん離れ、そ

れとはできるだけ原理の異なる手法で再接近を試みることとした。すなわち、心身の状態

を意識・無意識を問わず、直接的・定量的に把握できる生理指標により「“からだ”に聞い

てみる」アプローチを採用した。音が人間に及ぼす影響の中で意識可能な情報処理過程が

占める割合は部分にすぎず、「意識の上で差がないこと」は「両者に真に差がないこと」を

意味しない。もし脳活性の変化に関わる適切な生理的指標を選ぶことができれば、可知覚、

非知覚の両領域を評価対象にできるかもしれない。 
ただし、生理指標の変化とその主要因との相関を捉えることは容易ではない。変数とし

て仮定した入力（例：高周波成分）が、指標とする出力（例：生理指標）に対して主要因

として作用しているか否かを判断するためには、厳密に統制された実験環境と隙のない実

験モデルとが必要になる。 
感性反応に関わるこの実験では特に、医療目的で開発されてきた既存の生理指標計測法

が導く恐怖感、不快感、ストレスなどの負の感性反応が外乱要因として作用し、高周波成

分にかかわるデリケートな感性反応を埋没させてしまうことが懸念される。そこで、人間

と実験情報環境との適合性について検討し、比較的適合性が高いと考えられる脳機能計測

指標を複数選択した。これらについて大橋は、計測デバイスや計測空間の情報環境、実験

手順、データ分析手法などを検討し、改良を加え、目的適合性を高めた手法を再構築した。 
 

3.3.2 研究手法の再開発 
可聴域を超える高周波成分の影響を改めて検討するプロセスを通じて、現行のハードウ

ェアや方法論が基本的に、既存の専門分野のもつ出力機能の支配下にあることを身をもっ

て体験し、大橋らは研究手法の再構築をはかったという。すなわち、 
音源系：評価実験に用いる音源としては、常識的に見ても、高周波成分をできるだけ豊

富に含む自然音源が 適と考えられる。ところが、この研究の着想時点では、既存の音響

収録機器の中には応答周波数上限が 20kHz を超えるものがきわめて少なく、適切な録音

済み音源が存在しないばかりか、実在する環境音や楽器音に含まれる周波数帯域の上限が

どの程度であるか、厳密には計測されていないことが判明した。そこでまず、マイクロホ

ンやレコーダーなどの記録系について、機器の開発改造をおこなった。特に録音系につい

ては、山崎芳男早稲田大学教授の開発による日本オリジナルの高速標本化１ビット量子化

方式[17]を導入した。次に、開発したシステムを携えて、それまでに見られなかったさま

ざまな環境音や楽器を対象とした汎地球的かつ汎文化的なリサーチをおこなった。その結

果、100kHz にも及ぶ豊富で強力な高周波成分を含む熱帯雨林の自然環境音やインドネシ

ア・バリ島のガムラン音楽などを現地で収録し、音源として確保した。それらの音源の選

択、録音、編集にあたっては、大橋自身のもつ音のクリエイターとしてのアクティビティ

が類例のない有効性を示した。それは、音源の有する効果を事前にきわめて正確に予測で
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きる芸術家としての能力によるものと考えられる。 
伝達系：音源を再生しスピーカーを経て被験者に呈示する系においても、高周波成分を

忠実に再生できるシステムが、ほとんど存在していなかった。そこで、呈示用スピーカー

を含むシステム全体を設計・開発することによって超広帯域化をはかった。さらに、当時

こうした実験で公式的、一般的に用いられていた再生システムの回路構成が、論理的に可

聴域音と非可聴域音との間に非線形な交互作用が生じる可能性を排除できないことに注目

した。この研究を生命科学として成立させる上から見るとそのモデルやロジックには原理

的な限界がある。そこで大橋らは、音源の成分をまず特定周波数以上の高周波成分とそれ

以下の低周波成分とに分離し、それぞれを完全に独立に再生呈示するバイチャンネル再生

系[18,19](図 3.3.2-1)を開発して、フィルターの可聴域における非平坦性、回路の違いによ

る群遅延特性差、混変調歪の違いなど、伝達系で発生する問題の発生を克服した。なお、

非線形歪の発生については、こうした問題が解決した後であるが、宮坂[20]による論考が

ある。 
 

図3.3.2-1 バイチャンネル再生系[18] 
 

こうして、電気信号に含まれる高周波成分をきわめて忠実に空気振動に変換するシステ

ムを構築することができた。さらに、音源の時間的な構造を検討するために、 大エント

ロピー法を応用した分析手法を構築し、有効高周波成分がミクロな時間領域において豊か

なゆらぎ構造をもつことを見いだすとともに、音響分析で一般的に用いられる高速フーリ

エ解析（FFT）では検出されない瞬間的なパワースペクトルを検出可能にすることにより、

有効な音源の高周波のもつ瞬時の 高値が 100kHz をこえることを発見した[21]（図

3.3.2-2）。 

従来の聴覚心理実験で 

一般的に使われていた再生系 
バイチャンネル再生系 

フィルター回路の周波数応答･群遅延特
性の差などにより可聴域に違いが生じ
る可能性がある 

フィルター以後の再生系内で
非線形歪が生じ可聴域に差が
生じる可能性がある 
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受容系：音刺激を受容する被験者の一般性・非特異性を重視するあまり、評価対象の音

素材に対する親和性を考慮せず不特定多数の被験者を用いると、個人の嗜好の違いが不必

要に強調され、再生音のトータルな評価が困難に陥る危険性が少なくない。さらに高周波

成分の影響は、いわば能楽や茶道の味わいのような高次元の感性現象であるため、十分な

感性的訓練なしには的確に把握できない場合がある。そこで、呈示音素材となった音楽に

ついて演奏経験があり、原音に対して共通のイメージをもったアーティスト群を被験者の

母集団として確保した。 
 

図3.3.2-2 使用した音源 

 
3.3.3 脳波を指標にした検討 
脳活性の指標として大橋らは、まず、脳波に注目した。脳波は、脳神経系の電気活動を

包括的に反映し、過渡特性がよく、刻々と変化する脳機能を把握する上で適合性が高い。

また計測に大規模なシステムを必要とせず、被験者に及ぼす物理的・心理的な拘束度が比

較的低い。そこで、高周波成分が人間に及ぼす影響について、脳の包括的状態を反映し、

快適感とも密接な関連を有する自発脳波のα波成分を指標として検討をおこなった。 
医療目的に開発され、感性面への考慮に乏しい在来の脳波計測手法をこの研究に適合さ

せるため、情報環境制御に配慮した専用実験室を設計・構築し、細部にわたって実験環境

の快適化をはかった。拘束感の少ない脳波検出のための電極キャップを開発し、テレメト

リー（無線伝送）方式で脳波を記録した。これらにより、被験者が快適なリスニングルー

ムにいるかのように自然な条件で音を楽しむことを可能にした。 
この実験系を用い、高周波成分を豊富に含むインドネシア・バリ島のガムラン音楽（200

秒）を呈示音源として、①22kHz または 26kHz 以上の高周波成分と 22kHz または 26kHz
以下の可聴域成分が共存するフルレンジ音、②可聴域成分のみのハイカット音、③高周波

成分のみのローカット音、④環境雑音のみのベースラインの 4 条件下の脳波を連続して記

録し、α波帯域について脳電位図[22]を描き統計検定をおこなった。なお高周波成分のみ

のローカット音を音として知覚できた被験者はいなかった。 

ガムラン全曲（200 秒間）の
    平均FFTスペクトル 

被験者の位置での可聴
域再生音（全曲平均） 

被験者の位置での超高
域再生音（全曲平均） 

MEスペクトル･アレイでみた経時変化
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その結果、フルレンジ音を呈示したときには、 それ以外の呈示条件に比較して、 α波

成分の増強が統計的有意に認められた(図 3.3.3-1)。こうしたα波の増強効果は、高周波成

分のみのローカット音や可聴域成分のみのハイカット音では出現しない。この時α波のパ

ワーはフルレンジ音呈示開始から数十秒間かけて増加し、ハイカット音に切りかえたあと

約 100 秒近く活性が残留したのち減少する傾向が認められた(図 3.3.3-2)。これらにより、

高周波成分は、 可聴域成分と共存したとき快適性の指標となるα波を増強する効果をもち、

その発現と消退には、数十秒から 100 秒程度の遅れが伴うことが明らかとなった[19,23]。 
 
 
 
 
 
 
 

図3.3.3-1 可聴域をこえる高周波成分による脳波α波ポテンシャルの増大 
 
 

 

図 3.3.3-2 可聴域をこえる高周波成分の付加・除外による脳波α波 
             ポテンシャルの時間変化 
 

3.3.4 脳血流を指標とする検討 
脳波は時間分解能には優れるが、神経活動部位に関する空間的情報を与えてはくれない。

そこで、高周波成分の生理的効果の発現に関与する脳領域を、ポジトロン断層撮像法

（PET）を用いて検討した。 PET は、放射性同位元素を用いて脳の各部分の血流（局所

脳血流）を画像化する。神経細胞の活動とその部位の脳血流が並行する性質を利用して、

脳全体を対象として神経活動の程度を高い空間解像度で調べることができる反面、サイク

ロトロンを含む大規模な設備と、高度な知識と技術を具えた多数のスタッフを要する。そ

こで大橋らは、京都大学脳病態生理学講座柴崎浩教授（当時）と福井医科大学高エネルギ

ー医学研究センター米倉義晴教授（当時）のグループとの共同研究をおこなった。脳波に

よる検討と同様に、PET 測定室の環境を細部にわたり改造・快適化し、同じガムラン音楽

を先述の４条件で被験者に呈示した。 
 

ハイパーソニック・サウンド

(N=11)

可聴域のみの音（可聴音）

音なし ハイカット音フルレンジ音音なし  ハイカット音  フルレンジ音 
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図 3.3.4-1 可聴域を超える高周波成分による脳深部の血流量増大 

 

条件間の血流の差を統計的に検定し、その結果を画像として表示することのできるソフ

トウェア SPM[24] をもちいて解析統計検定し画像化した結果、フルレンジ音を呈示した

ときには、ハイカット音を呈示したときに比べて脳の深部に位置する脳幹と視床の血流が

統計的有意に増大した（図 3.3.4-1）。ただし、それらの部位は、聴覚神経系の中継点とな

っている下丘や内側膝状体とは一致しない。つまり、聴覚系に属する領域では、高周波成

分のあるかないかによって神経活動に変化は認められないことになる。こうした脳深部の

活性増大は、高周波成分のみの呈示では観察されなかった。またハイカット音を呈示した

ときには、ベースライン条件に比較して脳幹と視床の活動は有意に抑制された。さらに、

脳波と脳血流との同時計測により、脳深部の血流が、脳波α波のパワーと有意に相関して

いることが明らかとなった[23]。なおくわしく調べると、脳幹と視床ではともに、音楽の

ない暗騒音の時に較べても高周波を含む音を呈示しているときの方が活性が上昇している

一方、きわめて注目すべきことに、高周波成分を除いた音の時、音楽のない暗騒音の時よ

りもこれらの部位の活性が低下していた。 
さらに、脳全体から記録した膨大な血流データを主成分分析という手法をもちいて解析

し、呈示される音の違いに対応して互いに関連し合いながらまとまって活動する神経回路

の全体像を抽出することを試みた[25]。その結果、まず、もっとも大きな活性の変化を示

す第一主成分として側頭葉の聴覚野皮質を含む神経回路が予想どおり抽出された。その次

に大きな変化を示す第二主成分として、脳幹と視床・視床下部を中心に前頭葉眼窩部を経

由して前帯状回および前頭前野へと拡がる神経回路とともに頭頂葉楔前部が抽出されると

いう注目すべき知見が得られた（図 3.3.4-2）。前者は古典的な聴覚系神経回路に、後者は

脳の深部を拠点として大脳辺縁系や大脳皮質へと投射する情動系神経回路と生体制御を統

括する「生命脳」とに、よく対応している。 
高周波成分を含む音による活性化が見出された上部脳幹（中脳）には、モノアミン作働

性神経投射系やオピオイド作働性神経系など、広く「報酬系」と呼ばれる「快感と美の反

応」にかかわる神経ネットワークの拠点となる神経細胞集団が集中している。それらは、

快感の発生に密接に関係する他、広く情動反応一般の発生や調節に重要な役割を果たし、

それらを介して人間の行動を制御する。麻薬や覚醒剤のような精神変容性の化学物質がモ

ノアミン作働性神経系やオピオイド作働性神経系に働きかけてその効果を発揮すること、
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それが作用する中心的な部位のひとつが脳幹であることも知られている。ここで抽出され

た第二主成分のネットワークは、食や性を含むもっとも基礎的な生理的情動の座である中

脳、前帯状回を含み、ポジティブな感情の座となる大脳辺縁系、そしてもっとも高次な美

と感動の座、前頭前野が連関して活性化されており、報酬系として絶妙のプロポーション

を見せる点が注目される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.4-2 高周波成分によって活性化される基幹脳ネットワーク[25] 
 

視床下部は自律神経系の 高中枢であると同時に、内分泌系を制御する脳下垂体を直接

支配し、免疫系とも密接に連携しながら体内環境の恒常性を維持している。同時に摂食，

飲水，体温，睡眠，性行動など生存に欠かすことのできない脳の基幹的な機能を担ってい

ることから、「生命脳」と呼ばれる重要な器官である。 
このように第二主成分として描き出された神経機能ネットワークは、脳の深部にあって

その基幹的な機能を担っている領域とそれを拠点に脳内に投射されるネットワークである

という点から、「基幹脳を拠点とするネットワーク（以下、基幹脳ネットワーク）」と呼ぶ。 

このように重要な基幹脳ネットワークが聴こえない高周波成分によって活性化されると

いう知見は国際的に注目され、これを報告した大橋らの論文は、権威ある基礎脳科学論文

誌のひとつ Journal of Neurophysiology に 2000 年 6 月に掲載された[23]。この雑誌では、

毎月、インターネットで閲覧された頻度の高い論文を発表しており、それによるとこの論

文は2003年12月から2006年3月時点まで2ヵ年以上にわたってベスト5以内を維持し、

そのうち 13 ヶ月はトップに立つという、異例な関心を集めている。 
 

3.3.5 生理活性物質を指標とする検討 

基幹脳ネットワークの活性変化は、自律神経系・内分泌系・免疫系の変化としても検出

可能であると考えられる。そこで大橋らは、高周波成分を含むガムラン音楽を 40 分間く

り返し聴いた時と、そのハイカットされた音楽を同じように聴いた時との、終了後の内分

泌活性ならびに免疫活性を比較した[26]。その結果、ハイカットした可聴音の時に較べて

高周波成分を含むハイパーソニック・サウンドのときに、がん細胞に対する抵抗勢力の主

力となる NK 細胞の活性が統計的に有意に上昇するという見逃すことのできない重要な知

見が得られている。さらに生体防衛活性の強さと快適度の高さを示す唾液に含まれる免疫

グロブリンＡと、精神ストレス対処活性の強さを示すクロモグラニンＡがいずれも統計的

脳
幹･

視
床･
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有意に上昇し、ストレス指標となるアドレナリンの血中濃度が低下しており、高周波成分

が及ぼすポジティブな影響が全身に波及していることを裏付けている（図 3.3.5-1）。 

 

�

�

 
 

図 3.3.5-1 ハイパーソニック・サウンドによって高まる免疫活性・対ストレス活性 

 

3.3.6 反応の時間的非対称性をふまえた音質差検知の検討 
生理学的検討の結果から見る限り、高周波成分の有無が脳の活性に影響を及ぼすことは

明らかで、この結果はスタジオ・アーティストやエンジニアの体験と調和する。ではなぜ

それを従来の心理学的アプローチによって捉えることができないのだろうか。このいわば

蜃気楼現象を克服する手がかりとして、大橋らはフルレンジ音の呈示によってもたらされ

るα波パワーの増強が、数十秒から 100 秒程度の遅延を伴って発現し消退するという過渡

応答特性に注目した。音呈示と脳の反応との間に起こるこの大きな時間的ズレによって、

現在定式化されている心理学的評価法の、十数秒程度のフルレンジ音とハイカット音を

0.5 から１秒程度の間隔で頻繁に切り替えて呈示するという条件下では、その時呈示され

ている音に対する反応を正確に検出することができないのかもしれないと考えた。そこで

大橋らは、100 秒に及ぶ脳活性変化の時間的遅延をキャンセルできるように、その 2 倍に

当たる 200 秒の長さをもつガムラン楽曲をフルレンジ音およびハイカット音の 2 条件で呈

示し、それぞれの音刺激について音質評価をおこない、結果を分散分析によって検定した

[19]。 
 

表 3.3.6-1 高周波を含む音と除去した音に対する心理学的音質評価実験 
        高周波あり－高周波なし ｐ値 
        やわらかい－かたい  

          余韻型－アタック型 

  各楽器がつりあっている－特定の楽器がめだつ 

     耳あたりよく響く－刺激的に響く 

 ニュアンスの変化が大きい－ニュアンスの変化が小さい 

       低音がめだつ－高音がめだつ 

           厚い－薄い 

           軽い－重い 

           好き－嫌い 

      きめがこまかい－きめがあらい 

          かたい－やわらかい 

p<0.01 

p<0.01 

p<0.01 

p<0.01 

p<0.05 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 
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脳の反応のもつ時間的非対称性に注目したこの作業仮説は的中し、高周波成分を含むか

否かが、音質の差として初めて統計的有意に検出された。すなわち、フルレンジ音はハイ

カット音に比較して、より「やわらかく」「余韻」豊かに「各楽器音がつりあって」「耳あ

たりよく」響くことが統計的有意性をもって示された（表 3.3.6-1）。これは、生理学の成

果を心理学の領域へ分野の壁を超えて導き活用することが、従来難攻不落だった問題を解

決した例といえるだろう。 

 

3.3.7 行動学的手法による検討 
大橋らは、高周波成分の有無に対する人間の感受結果が、行動出力の差として発現する

かについても検討した。そのために、被験者にフルレンジ音とハイカット音の音量を自由

に調整させ、それぞれの音に対してもっとも快適と感じられる音量（聴取レベル）を調べ

た[27,28]。高周波成分を豊富に含むオルゴール演奏音を超広帯域高精度デジタル録音して

音試料を作成し、フルレンジ音とハイカット音という２条件でくり返して呈示した。実験

中に被験者が自分の好むとおりに調整した音量レベルを、積分型騒音計を用いて各試行の

等価騒音レベルとして測定した。 
その結果、フルレンジ音が呈示されるときには、ハイカット音が呈示されるときに比較

して、おおよそ１dB(LAeq)前後大きな音量になるよう、被験者が自発的に聴取レベルを設

定することが明らかとなった（図 3.3.7-1）。その際、複数の被験者が、高音域の耳あたり

のよさや高音域と低音域とのバランスを求めて聴取レベルの調整を行っていたこと、高音

域の響きに印象の違いを感じていることを報告しており、さきの音質評価実験結果とよく

対応する。すなわち、高周波成分を含む音は、その音の受容を促進させる行動を導く効果

をもつことが示された。 

 

図 3.3.7-1 可聴域をこえる高周波成分による行動的影響 
 
3.3.8 古典的聴覚メカニズムを超える二次元知覚モデル 
以上のような検討により、人の可聴域上限を超える高周波成分は、可聴域成分と共存す

ることにより、基幹脳ネットワークを活性化し、それを反映して脳波α波を増強し、内分

泌系・免疫系の活性を適正化するとともに、可聴域の音をより美しく、興趣豊かに感受さ

せる心理的効果をもち、さらに、聴取者の音刺激受容行動を促進させることが明らかにな

った。これらを総称して大橋らは「ハイパーソニック・エフェクト」と名づけた。 
ハイパーソニック・エフェクトは高周波成分単独では惹起されず、可聴域音と共存する

ときにのみ発生する。その効果の発現と消退には遅延を伴う。また、古典的聴覚系に含ま
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れない脳深部器官の活性が増大する。この実験結果全体を従来の聴覚生理学や音響工学の

知識によって説明することはほとんど不可能のように見受けられる。そこで、大橋らはさ

まざまな分野の手法を総合して見いだされたハイパーソニック・エフェクトの機構を説明

するにふさわしく、単一分野の解釈に過剰に依存せず、直面する問題に適応するよう多元

的な知識構造を再構成し、あらためて考察をおこなった。それにより、空気振動に対する

人間の反応は二次元の構造をもつという新しい仮説に基づく二次元知覚モデルを構成する

ことができ、この特異な現象を大きな矛盾なく説明することに成功した[29,30]。 
 

 

 

図 3.3.8-1 二次元知覚モデル 
 
すなわち、このモデルを構成する第一の次元は、可聴帯域 20Hz～20kHz の空気振動成

分に対する反応である。この成分は古典的な聴覚神経系で処理され、「メッセージ・キャリ

ア」として作用しているものと考えられる。第二の次元は、おそらく 20kHz 付近を下限

とし、上限は 50kHz 以上 100kHz 周辺に及ぶかもしれない非可聴域の高周波振動成分で

ある。この成分は何らかの経路で中枢神経系に伝達され、大脳辺縁系や脳幹といった情動

系神経回路によって処理されることにより、情報入力に対する人間の感受性を快感の誘起

または負の刺激の緩和の方向に変調させる「モジュレータ」の機能をもつと大橋らは考え

た（図 3.3.8-1）。 
脳幹や大脳辺縁系には、快感の発生に重要な役割を果たすモノアミン系やオピオイド系

の神経回路が高密度に分布している。音質評価実験の結果は、これらの部位の活性化が音

知覚に対してポジティブな情動作用を引き起こしたという解釈を可能にする。またモノア

ミン及びオピオイドペプチド作動性神経回路では、神経伝達物質のシナプス間隙からの消

去が再吸収や自然流出などによる上、第二メッセンジャーによるカスケード増幅を伴うた
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め、その滞在と作用の時間が長引き、入力信号の累積的な効果が顕著な時間的残留を導く

ことによって、長い遅延を伴う過渡応答をもちやすい。こうした生理学的知見は、高周波

成分によるα波の増強作用が顕著な遅延と残留を示した事実とよく調和する。 
一方、高周波成分だけが単独で呈示された場合にはハイパーソニック・エフェクトは発

生しない。これはモジュレータ回路が単純に高周波成分によって活性化されるのではなく、

可聴域音との相互作用によって機能することによると考えられる。その背景として、大橋

らは、さきの PET 実験において、血流が脳波β波活性と有意な正の相関を示す脳内領域

があり、それは、音楽が聴こえないローカット音やベースライン条件下では前頭葉運動前

野を中心とする領域に限られるのに対して、連続性の信号構造をもち、音楽として聴こえ

るハイカット音、フルレンジ音の条件下では、これに頭頂葉楔前部が加わることを見いだ

している[31]。これらのことから、音楽のように時間的に連続な構造をもった音情報が脳

に入力されている時、脳内情報処理のモードが変化し、高周波成分によるモジュレータ作

用を脳深部に伝達する回路のゲートが開かれて、そこに高周波成分の作用が及ぶことによ

りハイパーソニック・エフェクトが導かれると考えた。 
この二次元知覚モデルによって、現在までに見いだされた実験事実のすべてを、矛盾な

く包括的に説明することができる。 
 

3.3.9 二次元知覚モデルの実在に関する検証 
上記の二次元知覚モデルの実在性を検証するにあたり、 大のハードルは、可聴域上限

を超えた空気振動の高周波成分がどのようにして生体に受容されるか、その入口の部分の

メカニズムの解明である。大橋らは、ハイパーソニック・エフェクトが古典的な気導聴覚

系のみの反応として説明可能か、あるいは未知の振動受容系を含む生体システムの関与を

考慮する必要があるかについて検討を試みた。そのために、バイチャンネル・システムの

原理に基づくイヤフォーンを開発し、①可聴音と高周波のどちらもスピーカーから呈示す

る条件、②どちらもイヤフォーンから耳に呈示する条件、③可聴音はイヤフォーンから耳

に、高周波はスピーカーから耳以外の全身に呈示する条件、そして④可聴音をイヤフォー

ンから、高周波をスピーカーから呈示するが超高周波が体表面に到達するのを遮音材で妨

げる条件、という４つの実験条件を設定した。そして、４つの実験条件で、可聴音と高周

波の両方を含む場合と、可聴音のみを呈示する場合とのそれぞれについて、脳波α波を指

標とする生理実験と、 適音量調整法による行動実験をおこなって、結果を比較した。そ

の結果、脳波実験と行動実験とは、きわめて整合性の高い結果を示した。高周波と可聴音

の両方をスピーカーから呈示した場合には、これまでの報告どおりハイパーソニック･エフ

ェクトが発現していることが確認された。しかし、両方をイヤフォーンから呈示した場合

には、高周波のありなしで脳波も 適聴取音量も変化せず、ハイパーソニック・エフェク

トは発現しなかった。しかし可聴音をイヤフォーンから、高周波をスピーカーから全身に

呈示した場合には、非常に高い統計的有意性のもとにハイパーソニック・エフェクトが発

現した。一方、スピーカーから呈示された高周波を遮音材で遮ると、ハイパーソニック・

エフェクトの発現は顕著に抑制された。つまり、高周波が耳に選択的に呈示されたのでは

ハイパーソニック・エフェクトは発現せず、逆に高周波が全身の体表面組織に到達するよ

うに呈示されたときにのみハイパーソニック・エフェクトが発現することが、二つの指標
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において示された。このことは、高周波成分の受容が、耳を介した気導聴覚系ではなく、

体表面に存在するなんらかの未知の振動受容メカニズムによっておこなわれるという通念

を覆す事実を実証的に示す画期的なものである。 
大橋らは、2006 年冒頭に、この困難な課題について大きな前進を果たすことができ、そ

の成果を脳科学領域全般をカバーする世界 大規模の学術論文誌のひとつ Brain 
Research 誌に、「ハイパーソニック・エフェクトの発現にかかわる気導聴覚系以外の生体

システムの関与について」という題名の論文として発表した[32]。 
 
 
3. 4 ハイパーソニック・エフェクトの追試・応用に関する調査 
 
3.4.1 ハイパーソニック・エフェクトに対する社会の反応と追試研究 
ハイパーソニック・エフェクトは、これまでの音響学や聴覚生理学の枠組みで捉えるこ

とがきわめて困難な性格をいくつも含んでいる。まず、人間には音としてまったく聴こえ

ない高周波空気振動を含む音が、それを含まない音よりも快く美しく感じられる。そして

そのとき脳波α波のパワーが増強され、しかも、それらの反応はすべて時間的な遅延や残

留を伴う。さらに、そうした効果は高周波成分単独では発生せず、可聴域の音と共存する

時にだけ現れ出てくる。この時、並行して、脳の深部の脳幹と視床に属する聴覚に関係の

ない領域の活性が高まる一方で、聴覚に直接かかわる神経領域には特に変化が認められな

い。このような現象はいまだかつて報告されたこともなく、音響学や聴覚生理学を含むこ

れまでの学問の中にそれを合理的に説明できる知識も理論もない状態だった。 
このように新規性の高い成果であったため、大橋らの研究は、その発表の当初から学術

的・社会的に大きな注目を集めた。たとえば、1984 年に日本音響学会聴覚研究会で行われ

たハイパーソニック・エフェクトに関連する 初の報告[18]は、社団法人日本オーディオ

協会による『オーディオ 10 年の歩み』において、「1980 年代半ばから、高域制限による

音質変化の検知に関する研究も行われ、現在、次世代フォーマットを検討する際に、サン

プリング周波数を高く設定する論拠のひとつとなっている」[33]としていちはやく紹介さ

れている。 
1999 年以降、次章に述べるように、可聴域上限を超える周波数成分を再生できるスーパ

ーオーディオ CD（SACD）や DVD オーディオが実用化され、日本を皮切りに欧米各国で

も次々と市場に登場することとなった。学術界でも音響や電気通信・伝送などの関連諸学

会で、「可聴域上限を超える周波数成分の効果」を検討するために研究会や特別セッション

をひらく動きが見られた。 
たとえば、1999 年 11 月に、日本音響学会の調査研究委員会兼電子情報通信学会第 2 種

研究会として、「ハイデフィニションオーディオ研究会」が設立された。この研究会は、恒

常的に専門分野ごとに開催される第 1 種研究会に対して、期限つきで自由な形式で開催さ

れる研究会で、ワークショップ・勉強会・若手向シンポジウム等を行う目的で学会員有志

によって開催されるという趣旨のものである。 
2000 年 3 月には、日本音響学会 2000 年度春季研究発表講演会において、「新世代オー

ディオ技術」というタイトルで特別セッションが設定された。特別セッションとは、学術
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的あるいは社会的に関心の高い時宜を得たテーマについて行われるものである。同様の趣

旨の特別セッションは、日本音響学会 2005 年度秋季研究発表講演会でも開催された。 
2000 年 2 月には、欧米を拠点とする、歴史ある音響技術関連団体オーディオ・エンジニ

アリング・ソサイエティ（AES）において、この問題に関するテクニカル・コミッティ

（Technical Committee on High-resolution Audio）が発足し、関連する研究発表やワー

クショップなどが開催された。 
さらに、2000 年６月に米国生理学会神経部門公式学術誌 Journal of Neurophysiology

に掲載された大橋らの論文は、すでに述べたように、異例なほどの国際的注目を集めてい

る。研究の進展速度が極度に速い脳神経科学関係領域では、印刷された学術雑誌が手許に

届くのを待っていては競争に乗り遅れるので、大半の論文はインターネット経由でダウン

ロードして閲覧される。Journal of Neurophysiology では、こうしてインターネット経由

で閲覧された全掲載論文の中で閲覧数が多かった論文ベスト 50 を毎月、集計して発表し

ている[34]。大橋らのハイパーソニック・エフェクト論文は、2003 年 12 月以来現在に至

るまで、毎月５位以内にランキングされ続けている。通常は、 新号に掲載された論文が

ランキングの上位 30 程度を占めており、このように発表 5 年以上後を経た論文が上位に

ランクされること自体、きわめてまれなケースといえる（表 3.4.1-1）。 
 

表 3.4.1-1 Journal of Neurophysiology における大橋論文のインターネット閲覧ランク 
2003 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

順位 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 3 位 

2004 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

順位 2 位 2 位 3 位 1 位 2 位 1 位 2 位 1 位 1 位 1 位 1 位 1 位 

2005 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

順位 2 位 1 位 1 位 1 位 1 位 4 位 5 位 2 位 3 位 4 位 2 位 1 位 

2006 1 月 2 月 3 月          

順位 1 位 2 位 2 位          

 
この異例な関心の背景として、知覚圏外の空気振動が人間に多様な影響を及ぼすという

新規性の高い知見に対する基礎研究側からの関心があることは、想像に難くない。しかし

それ以上に、ハイパーソニック・エフェクトによって活性化される基幹脳ネットワークが

心と体を総合的に制御する重要な部位であり、美しさ快さを感じさせる＜報酬系＞ととも

に、自律神経系・内分泌系・免疫系などを制御する＜生体制御系＞が含まれていることが

大きく関わっているのではないかと考えられる。 
以上のような大橋らのハイパーソニック・エフェクトに関連する研究は、朝日新聞、日

本経済新聞、毎日新聞などの日刊紙の科学欄で積極的に取り上げられ、各種オーディオ雑

誌などによっても紹介された。さらに、NHK などのＴＶ番組によっても一般に知られる
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ところになっていった。 
こうした状況をも反映し、ハイパーソニック・エフェクトに関する知見は、一般社会に

も相当の速度をもって浸透していったといえる。たとえば、音響映像設備領域での年鑑と

しての地位を確立している『音響映像設備マニュアル』（リットーミュージック）では、可

聴域をこえる高周波成分に対する社会的な認識の動向をよく反映していると考えられる記

事を掲載している。例えば、1989 年に刊行された同書 ’90 年版[35]では、その「基礎音響

理論」の項目のなかに、「人間の耳に聞こえる――つまり音として認識出来る可聴周波数帯

域 20Hz～20,000Hz（20kHz)」であることを記述する一方、「 近の研究では、過渡的な

音の認識の際は、50kHｚくらいまでの音の成分も聞こえている」との記載を行い、可聴

域をこえる高周波成分への注目を促している。同書の記載は、年度を追うごとにハイパー

ソニック・エフェクトの動向についての鋭い反応を示し、何回かにわたってその内容につ

いて大幅な加筆がなされている。1994/95 年版[36]では、「約 20kHz 以上の音波は常識的

な音としては聴こえないが、全く人間に影響がないわけではなく、何らかの生理的な影響

があるともいわれている。音として感知できないくらい高い音波は超音波というが、

50kHz くらいまでの周波数は、音の構成要素として何らかの影響があるらしいことも分か

っている」として、高周波成分の生理的効果について触れている。SACD や DVD オーデ

ィオの登場が視野に入ってきた 1998 年版[37]では「超音波領域が人間にもなんらかの影

響を及ぼしているのではないかと、盛んに研究されている」との加筆がなされるとともに、

CD の規格について、「可聴範囲からすれば妥当な範囲だが、自然界にある音や、生楽器な

どの倍音成分のレンジから考えると、20Hz～20kHz という規格でよかったのかという声

も、 近多く聞かれるようになってきている。当時は技術的レベル、コストの問題からも

20Hz～20kHz が限界であり、その後、技術は大幅に進歩し、音響の研究も進んだため、

新しい規格が求められるのも当然だろう」と踏み込んだ記述がみられる。2001 年度[38]
には、CD の規格について「これは人間の可聴範囲からすれば妥当だが、自然界にある音

や、生楽器などの倍音成分のレンジを考えると、とても狭い」として、現在に至っている(表
3.4.1-2)。 

 
表 3.4.1-2 『音響映像設備マニュアル』にみる人間の可聴域に対する記述の変化 
発行年度 「基礎音響理論」の章における人間の可聴域に関する記述 

1990 年版 「音の高さ」の項に記述 
「人間の耳に聞こえる－つまり音として認識出来る可聴周波数帯域

20Hz～20,000Hz（20kHz)。」 
「 近の研究では、過渡的な音の認識の際は、50kHz くらいまでの音の

成分も聞こえていることがわかっている。」 
1992/93 年版 同上 

1994/95 年版 可聴周波数帯域は同上 
「約 20kHz 以上の音波は常識的な音としては聴こえないが、全く人間に

影響がないわけではなく、何らかの生理的な影響があるともいわれて

いる。音として感知できないくらい高い音波は超音波というが、50kHz
くらいまでの周波数は、音の構成要素として何らかの影響があるらし

いことも分かっている。」 
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1996/97 年版 同上 

1998 年版 
 
 

「周波数」の項に記述 
可聴周波数帯域は同上 
「直接頭骸骨に振動を与えると、人間も 50k～100kHz くらいまで感覚

的に理解できるといわれるが、この超音波領域が人間にもなんらかの

影響を及ぼしているのではないかと、盛んに研究されている。」 
CD の規格について加筆して言及。 
「可聴範囲からすれば妥当な範囲だが、自然界にある音や、生楽器など

の倍音成分のレンジから考えると、20Hz～20kHz という規格でよか

ったのかという声も、 近多く聞かれるようになってきている。当時

は技術的レベル、コストの問題からも 20Hz～20kHz が限界であり、

その後、技術は大幅に進歩し、音響の研究も進んだため、新しい規格

が求められるのも当然だろう。」 
1999 年版 同上 

2000 年版 同上 

2001 年版 2000 版とほぼ同じ 
CD の規格について「これは人間の可聴範囲からすれば妥当だが、自然

界にある音や、生楽器などの倍音成分のレンジを考えると、とても狭い」 
2002 年版 同上 

2003 年版 同上 
 

2004 年版 同上 

 

2005 年版 同上 

 

2006 年版 同上 

 

 
こうした業界での反応と比べると、学術領域での反応はやや消極的とみえなくもない。

その理由として、ハイパーソニック・エフェクトについての追試研究をおこなううえで幾

多の困難が作用していたことは否定できないだろう。実験に必要不可欠な高周波成分を豊

富に含む実験用音源が稀少であること、高周波成分を損なうことなく収録・編集・再生す

ることができる機器類がきわめて限られていること、本来医療目的で開発された脳活性計

測手法を研究目的にあわせて換骨奪胎した手法開発をおこなう必要があったことなど、多

くの困難な問題に大橋らが直面し独自に解決してきたことは先にみたとおりである。こう

した多くの課題は、大橋らが音源、実験システム、手法などを積極的に公開していたとは

いえ[39]、それでも他の研究課題に比べると追試のハードルが高かった可能性は高い。 
このような状況のなかで、ハイパーソニック・エフェクトに関するいくつかの追試研究

が、NHK 放送技術研究所、産業技術総合研究所、日本大学などを中心としておこなわれ

た。興味深いことに、大橋らが見出したハイパーソニック・エフェクト発現における時間

的遅延や残留効果（ハイパーソニック・エフェクト発現を反映する脳波α波が顕著な増強
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を示すまでに 10 秒以上、高周波音呈示後も脳波α波増強効果の残留は 100 秒程度に及ぶ）

を考慮して長時間の音呈示を採用した研究においては、大橋らの研究結果と整合性の高い

結果が得られている[40, 41]。一方、そうした時間的非対称性よりも伝統的な音響学におい

て確立されてきた短期記憶を重視する実験手続きを優先し、残留効果の影響を排除できな

いような短い長さの音試料をもちいたり、高周波を含む音と含まない音とを被験者に任意

に切り替えさせるような高周波成分の残留効果の制御が困難な実験構成では、高周波成分

の共存による影響は検出されにくいという結果が出ている[42, 43]。 
一方、ハイパーソニック・エフェクトの重要な一翼を担う音質差の発生を否定し、ある

いは音質差があるにしてもその原因が高周波振動そのものの影響ではなく、可聴周波数領

域に発生する現象として説明可能であるとするいくつかの知見や理論が公表された。例え

ば、宮坂[20]は、実験系の非線形性によって可聴域内に発生する歪の差が音質差を引き起

こしているのではないかという立場から、そうした非線形歪が発生する可能性のある系を

４つに整理している。ここでいう第１の系とは音源収録時の系（マイクロホンからレコー

ダーまで）、第２の系は実験装置系（レコーダー出力からスピーカーまで、フィルターなど

も含む）、第３の系は伝播系（スピーカー出口から耳の入り口まで）、第４の系は聴覚系を

さしている。このうち第１の音源収録時の系については、マイクロホンおよびヘッドアン

プ出力までを音源とみなせば問題がないものの、第 2 の音を再生呈示する装置系、および

第 3 のスピーカーから鼓膜までの空気伝播系において線形性が保証された状態で実験を行

ったとしたら、果たして「20kHz 以上の成分が聴知覚に寄与していると言えるであろうか」

という疑問を宮坂は示している。 
実は、第２の実験装置系、つまりレコーダー出力からスピーカーまでの再生装置におけ

る非線形性の影響については、たしかに当時の正統的標準的仕様として採用されていた再

生回路では、高周波成分を含む電子音声信号をそのまま増幅し再生するか（オールパス）、

一旦ローパスフィルターを通過させて高域制限をおこなったのち増幅し再生するか（ロー

パス）を二者択一的に選ぶ構成となっていた。この回路構成で、オールパス／ローパス間

で音質が検知された場合には、その原因が問題とする高周波数成分のあり・なしの差によ

るのか、フィルターの平坦性の限界による可聴域内の周波数応答の凹凸によるのか、群遅

延の差によるのか、あるいはスピーカーを含む再生系内で発生する可聴域内での非線形歪

の差によるのかを区別できない。ところが、こうした限界を解決するために大橋らは、も

とになる電子音声信号をまずふたつに分岐させ、それぞれをローパスフィルターおよびハ

イパスフィルターを通過させて低域成分と高域成分とに分離し、スイッチでオン・オフ可

能にしたうえで、おのおのを独立した別個の回路で増幅した後に独立した別個のスピーカ

ーから再生するバイチャンネル・システムを 1984 年に開発し[44]、以後、一貫してこれ

を用いている。つまり、大橋らのハイパーソニック・エフェクト研究においては、第２の

実験装置系の非線形性はその研究の初期段階から十分に考慮されており、すでに解決済み

のものだった。 
それに対して、宮坂の指摘する第３、第４の系の問題は、その検証がきわめて困難であ

るため、2006 年に世界 大規模の脳科学研究論文誌 Brain Research 誌に採録された大橋

らの論文[32]によって、ようやく解決をみることとなった。大橋らは、これまで未決着だ

ったスピーカーから耳の入り口までの空気伝播系（第３の系）について、可聴音と高周波
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の空気中での相互作用がもっとも発生しやすいと考えられる条件、すなわち、同じイヤフ

ォーンを使って両方を一緒に呈示した条件では、ハイパーソニック・エフェクトは発現し

なかった。その一方で、可聴音をイヤフォーン、高周波をスピーカーから呈示するという

独特の条件の下でハイパーソニック・エフェクトが発現した。ここで用いられた挿入型の

イヤフォーンは肉厚が 2 ミリ強の筐体をもっており、スピーカーから呈示された高周波が

この筐体を透過して耳道に侵入し可聴音と相互作用を引き起こす可能性はほとんど考えら

れないので、空気伝播系において非線形歪が発生する余地がない。ところが、この条件下

でハイパーソニック・エフェクトが明瞭に発現していることは、空気伝播系で発生するか

も知れない非線形歪とハイパーソニック・エフェクトの発現とが無関係であることを支持

する。 
さらに、既知の聴覚系（第４の系）における非線形歪の発生についても、その仮説にと

って理想的な実験条件といえる両方をイヤフォーンから直接耳に呈示する条件下でハイパ

ーソニック・エフェクトは発現せず、それとは対立的に、可聴音を耳に選択的に呈示し、

高周波を耳以外の全身に呈示したときにハイパーソニック・エフェクトが発現した。この

ことによって、気導聴覚系の中にハイパーソニック・エフェクトの発現メカニズムが存在

する可能性を主張することは、甚だ難しくなった。 
以上から、今後、20kHz 以上の高周波空気振動の受容メカニズムを検討するにあたって

は、その直接の受容体が神経系の端末であるか否かを問わず、体表面組織に存在するなん

らかの未知の振動受容メカニズムの存在を視野に入れる必要があることが示された。この

ことは、ハイパーソニック・エフェクトの実在可能性に対してわずかに残留していたかも

しれない疑義を払拭するとともに、その研究と応用のひろがりを気導聴覚系に限定する先

入観から解放し次のフェイズに進める画期的な知見であると考えられる。 
 

3.4.2 ハイパーソニック・エフェクトの応用に関する調査 
後に述べる 1999 年に発表された SACD や DVD オーディオ、その制作のために使用さ

れる広帯域の周波数特性を有する音響機器類も、広義のハイパーソニック・エフェクトの

応用事例といえる。その内容は次章で述べることとし、この節では、大橋らの参画によっ

て直接的にハイパーソニック・エフェクトの応用をはかったこれまでの応用実例について

調査した結果を述べる。 
 

3.4.2.1 リラクセーション環境シミュレーター『快眠スタジオα』 
1989 年 10 月から設置・公開されたリラクセーション環境シミュレーター『快眠スタジ

オα』（東京）は、ハイパーソニック・エフェクト応用の歴史的な先駆例といえるだろう。

これは、熱帯雨林型の音構造をもつ音楽とビデオ映像、室内視覚環境、香りなどの相乗効

果によって、ストレスフリー状態を発生させ、快眠に誘導するというコンセプトの屋内シ

ミュレーターで、大橋がその総合設計にあたり、寝具メーカーである株式会社ロフテーの

ショールーム内に設置された。目的に合わせて設計され内装されたスタジオ内に、視覚的

には１／ｆゆらぎ構造をもつ壁面や間接照明の中にビデオ映像が流され、空気は温湿度と

ともに芳香性化学物質の導入と制御によって森林環境に近いものとなっている。そして超

高性能の再生装置から脳の働きをストレスフリー状態に導く 50kHz をこえるハイパーソ
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ニック・サウンド（バリ島のガムラン音楽、ブルガリアの民族唱法による女声合唱などを

高速標本化１ビット方式によって現地録音した素材をオリジナルに編集した）を流し、こ

れを聴く人は、特別に設計された少し傾斜のある椅子にゆったりと寝そべり、ビデオ映像

を眺めながら音を聴く。このシステムは、不特定多数の人々を快眠に導き、多くの利用者

が「よく眠った」「リラックした」と体験を述べている。都市のオフィスで働く人びとに短

時間の間に深く快い睡眠を提供するというこのシミュレーターは、マスコミにも紹介され

て話題を呼んだ。 

 

 

図 3.4.2-1 リラクセーション環境シミュレーター『快眠スタジオα』 

 

 

3.4.2.2 国際花と緑の博覧会の野外パビリオン『アレフ』とランドスケープオペラ『ガイア』 

1990 年には、大規模な祝祭空間での快感誘起にハイパーソニック・エフェクトを応用し

た事例として、「国際花と緑の博覧会」（EXPO '90）の野外パビリオンとして出展された巨

大な水のオブジェ『アレフ』と、博覧会催事としておこなわれた大規模なイベント・ラン

ドスケープオペラ『ガイア』が注目される[45]。 
水のオブジェ『アレフ』とは、株式会社クボタとセゾングループによって合同出展され

た巨大な噴水である。花博会場にある巨大な人工池の中に、複雑に構成された巨大な水演

出システムと、オリジナル音楽、光演出を同期させてコンピューターで制御する異色の野

外パビリオンとして注目された。この水演出システムは、基幹脳の活性を高めるハイパー

ソニック・サウンドの必須の要素であるゆらぎに満ちた高周波の発生装置として、絶大な

威力を発揮した。たとえば、荒々しく水を噴き上げる巨大な水柱を形成し、そこから流下

する大量の水は飛沫とともに激しい落下音を轟かせる。これをもっとも観客に肉薄した地

点に並立させ、稼働・停止と水量とをアレンジすることで、強力なハイパーソニック・サ

ウンドのシャワーが観客を包み込むように設計された。また、長さ約 40 メートル、高さ

2.3 メートルの瀑布が対面する構造の裂水装置は、その間に「モーゼの道」のような溝状

通路を形成し、ここを通過する人びとは、落下音によるすさまじいハイパーソニック・サ

ウンドの包囲攻撃を浴びる。これらの自然音と、熱帯雨林で録音した環境音、ガムランや

ジェゴグといった民族楽器音、電子楽器群そして声を素材にオリジナルに作曲された音楽

『翠星交響楽』[46]の６チャンネルマルチトラックサウンドの融合体が、多くの観衆に強

烈なハイパーソニック・エフェクトを誘起する作用を発揮する。この表現戦略は観客を誘
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引するうえで卓越した効果を発揮し、EXPO '90 全パビリオン中 大数の観客 760 万人を

動員して成功を収めた。ハイパーソニック・エフェクトによって基幹脳を活性化するうえ

で、発音源としての水の活用はもっとも効果的な方法のひとつといえる。ただし、水音単

独の活用ではその効果は環境の快適性の向上という範囲を大きくこえることはない。それ

に対して、音楽を含む他の音のオブジェを始め、光演出などのマクロな時間的変容を含む

感性情報の総合的な演出の中に水の運動とその発する音とを顕著なレベルで組み込んで構

成すると、情報環境は劇変し、祝祭化あるいは祝祭性トランス化などを効果的に射程に収

めることが、この『アレフ』の成功によって裏付けられた。 
 

 

図 3.4.2-2 水の造形『アレフ』の高周波を発生させる巨大水柱と裂水装置 

 

 

この水の造形『アレフ』とその制御を兼ねたオリジナル音楽『翠星交響楽』を基礎に、

祝祭性の感性反応を不特定多数の群衆レベルで実現することを計ったものとして、国際花

と緑の博覧会 大のイベントとして実施されたランドスケープオペラ『ガイア』の例があ

る。広大な EXPO '90 会場の中心部分数ヘクタールを舞台と客席とが融合した表現空間と

して再構築し、約 1500 人が出演するライブパフォーマンスである。レーザーを含む光演

出、花火・爆薬などの特殊効果音を融合し、上演時間約２時間を要するスペクタクルであ

る。音はプリレコーディングされた音楽と環境音、ライブ音楽、水演出システムの発生す

るゆらぎと高周波に富んだ水音、特効音で構成された。テーマは、『ガイア』のタイトルが

象徴するように、地球という天体の誕生から人類の導く自然と文明との相剋、地球環境の

破壊そして人類の覚醒と地球への讃歌を描くものだった。その観客は EXPO '90 特別イベ

ント中 大の観客を動員し、ハイパーソニック・エフェクトの応用による環境情報の祝祭

化効果を実証した。 
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図 3.4.2-3 ランドスケープオペラ『ガイア』 

 

 

3.4.2.3 美術館展示空間におけるヒーリングアート『天然曼陀羅』 

1999 年には、東京ステーション・ギャラリーで催された視覚刺激が主役となる美術展『バ

リ島現代画家の巨星 マデ・ウィアンタ展』において、インドネシア・バリ島を代表する

作家マデ・ウィアンタと大橋とのコラボレーションにより癒しと安らぎの音環境を構築し

た『天然曼陀羅』という作品が発表された[47]。これは、展示室１室全体を使い、そこに

展示された芳香性の天然素材を多用した超高密度・高複雑性の複数の環境アート（絵画と

オブジェ）に、熱帯雨林の環境音の超広帯域録音物を中心にさまざまな音楽や音をかすか

に交錯させた大橋によるハイパーソニック・サウンドを再生した。コンピューター制御に

より、音と同期した光演出がなされ、照度の空間分布とその変容、ハイライト・エリアの

空間移動、色温度の時間変化がほどこされた。これらを統合した演出によって、癒しと安

らぎを生理と感性の両面で実現することを照準している。このねらいは的中して、美術作

品を鑑賞する人びとをこの展示室に強く誘引した。動態計測データによると、この展示室

あたりの鑑賞者の滞留時間が、他の展示室の約 3 倍に達していたことがわかった。 
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図 3.4.2-4 『バリ島現代画家の巨星 マデ・ウィアンタ展』チラシ 

 

 

3.4.2.4 『ソニー・メディアージュ・アトリウム』 

総合的な商業ビルの中核となる巨大なアトリウムの音環境を造成した東京・お台場の『ソ

ニー・メディアージュ・アトリウム』では、2000 年 4 月から 2 年間にわたって、ハイパ

ーソニック・サウンドスペースが展開された。このアトリウムは、各種のエンタテインメ

ント施設とシネマコンプレックスとを融合させた複合施設「ソニー・メディアージュ」の

中心部にあり、その空間規模は、床面積約 700 平方メートル、高さ約 40 メートルで、６

層分の吹き抜けを中心とする内装のデザイン水準はきわめて高い。この空間はメディアー

ジュへの来客の送迎と滞留の拠点となる。そこで、この空間のコンセプトにあわせたハイ

パーソニック・サウンド空間を展開し、シンボル機能にあわせてハイパーソニック・エフ

ェクトを発揮させて多様な嗜好をもつ不特定多数の来場者に意識、無意識の両面から働き

かけることをめざした。こうして快適と快感の印象を形成することで、新設のこの施設へ

の客の招致を計ることが構想された。 
そのために、3.072MHz サンプリング１ビット量子化による超広帯域録音による 3 種類

の音源が制作された。それは、複数の熱帯雨林の環境音に中欧および東欧の現実音を加え

て編集した環境音、東方教会の典礼合唱、およびアナログ処理で合成された電子音の 3 種

類である。これらはそれぞれステレオ（2 チャンネル）で構成され、2 チャンネルステレ

オ×3 系統の 6 チャンネルの複雑な立体音場が設計された。 
これを再生するハードウェアとしては、4 系統 118 台の超広帯域スピーカーシステムが
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設置された。スピーカーシステムは、ひとつひとつについて個別の信号ミキシングがほど

こされ、通路、エスカレーター、休憩用ベンチなどあらゆる箇所で全方位性のステレオイ

メージが享受でき、リアリティを高める効果を発揮した。 
このシステムは、電子回路やスピーカーはもとより、ケーブルなどの部材までよく吟味

されたものが使われ、ソフトウェアのもつ超高密度、複雑性、変容性をかなり高い水準で

実際の空気振動に変換していた。そのため、すくなからぬ人びとにとって、その音空間は

かつて体験したことのない美しく快いリアリティを感じさせていたという。なお、この商

業施設は開設年度の来場者目標を六百万人と設定したが、実際の来場者は一千万人をこえ

目標を大きく上廻っている。その背景のひとつとして、この音環境の構築はすくなからぬ

貢献を果たしたと推定される。 
 

 

図 3.4.2-5 『ソニー・メディアージュ・アトリウム』 

 
3.4.2.5 彦根四番町スクエアにおける「脳にやさしい街づくり」 
滋賀県彦根市の四番町スクエアでは、ハイパーソニック・エフェクトを応用して市街地

の音環境を改善・創造することを目的とする「脳にやさしい街づくり」が現在進められて

おり、すでに各方面から多くの注目を集めている。 
この地域は、かつては「彦根の台所」とよばれるほどの活況を呈する市場商店街だった。

ところが近年は空洞化が進行してシャッターを下ろした店舗や駐車場が目立つようになり、

商業地としてたちゆかないことが懸念されるようになった。その対策として再開発計画事

業が一度は計画されたが、諸般の事情によってそれが頓挫したのち、1996 年からは地元主

導で街づくりの新しい方向が模索された。そして 1998 年に建設省（当時）が創設した「街

中再生土地区画整理事業」をいちはやく活用して、大規模な土地区画整理事業と、それに

基づく新しい街づくりが計画された。 
この地域は、彦根城やそれに続く「夢京橋キャッスルロード」といった集客力のある観

光資源に隣接しているという特質を活かし、地域内外からの集客による新しい商業集積を

目指している。そのために、建築物のデザインコンセプトとして「大正ロマン」を標榜し
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てスタートした。2005 年 11 月に「街びらき」の行事がおこなわれ、集客施設の竣工にと

もなうグランドオープンを 2006 年 5 月に予定している。現在では街づくりのコンセプト

はさらに進化し、「音と水と祈りの街」「脳にやさしい音の街づくり」という内容が加わっ

ている。つまり、ハイパーソニック・サウンド、水流を活用した修景施設と、歴史ある寺

社という文化資源とを融合させて人々をひきつけようという街づくりコンセプトが掲げら

れている。 
この四番町スクエアの街づくりにおいて重要な役割を果たしているハイパーソニック・

エフェクトの応用は、大橋らの「脳にやさしい街づくり」グランドデザイン[30]の応用に

基づいている。大橋らは、熱帯雨林環境音と市街地環境音とを高忠実度で記録して、その

信号構造を比較分析した。その結果、熱帯雨林環境音の平均周波数上限は、市街地環境音

の平均周波数上限約 10kHz を一桁上廻る 100kHz 以上にまで達することを見出した。さ

らに、熱帯雨林環境音は超高密度、複雑性、変容性が著しいのと対照的に、市街地環境音

は低密度、単純性、単調性が甚だしいことを明らかにした。都市環境音のこうした周波数

構造上の特徴は、まさにハイパーソニック・エフェクトの対極にあるものといえる。そこ

で、実効性が高度に期待できる現実的な対応策として、大橋らは、人類遺伝子のゆりかご

といわれる自然性の高い熱帯雨林環境音を高忠実度で記録し、適切に加工を加えた後、そ

れを電子的手段によって都市空間に付加・再生することによって、市街地環境音の補完を

行うことを構想した。そしてその有効性を確認するために、ハイパーソニック・サウンド

を高忠実度、高臨場感で再生するフル・サラウンド再生システムを開発して実験室に設置

し、市街地環境音の録音物を再生したときと、これに熱帯雨林環境音の録音物を付加して

再生したときとで、どのような生理的心理的影響が被験者に生じるかを検討した。その結

果、熱帯雨林環境音を市街地環境音に付加して再生した時、市街地環境音だけを再生した

時とくらべて、ストレスフリーの指標であり脳幹・視床・視床下部を含む脳基幹部の活性

と高い相関関係にある脳波α波が、統計的有意に増大することが見出された。また、ガン

の一次防御効果やウィルス感染防止効果をもつ血液中のＮＫ細胞活性をはじめ、免疫グロ

ブリン類の活性も上昇した。それに対して、ストレスの指標であるアドレナリン濃度は低

下した。これらの生理的効果はすべて統計的有意性を示した。さらに、同時に行った質問

紙調査法による主観的印象評価実験により、熱帯雨林環境音の付加によって環境の快適性

が全般的に高まるとともに、心身の全体的状態の改善効果を示唆する結果が得られた[48]。
以上の結果はいずれも、基幹脳の活性上昇を反映する現象であり、熱帯雨林環境音による

市街地環境音の補完によってハイパーソニック・エフェクトが効果的に導かれたことを示

している。 
四番町スクエアの街づくりは、ここで有効性が確認された手法を応用しておこなわれて

いる。まず、基幹脳活性化効果が確認され、街の雰囲気やそこでおこなわれる人々の活動

とも調和した音響ソフトウェアがオリジナルに設計・創作され、DSD 方式でディスクに記

録された。この信号の発信拠点は、地元の要請により、メインストリートに面した観光案

内所を含む地域の多目的中核施設の１階正面に設置された。「音」という不可視の現象を街

づくりのコンセプトとするうえでは、来訪者や住民の視覚に訴えるわかりやすい展示機能

をもった設備が不可欠であり、そのためにはこの発信拠点は格好のものとなりうるからで

ある。そこでこの発信拠点は、脳にやさしい街づくりのシンボル機能、この事業の意義、
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目的、効果等をわかりやすく紹介するパネルや模型等の展示機能、街に流れているハイパ

ーソニック・サウンドの体験機能、将来的にはその設備を利用したハイパーソニック・サ

ウンドの編集・発信機能などをあわせもつガラス張りのオープンスタジオ「ハイパーソニ

ック・サウンド・ギャラリー」として設計・施工された[49]。発信拠点で再生されたハイ

パーソニック・サウンド信号は、光ファイバーによって「パティオ」と呼ばれる地区の中

心広場に送られる。そして、パティオ近傍に設けられた中継地点で電気信号に変換され、

パティオに設置された 35 台の超広帯域音響発信装置から再生される。 
この事業の一部は、大橋を研究代表者とする文部科学省産学官連携イノベーション創出

事業費補助金(独創的革新技術開発研究提案公募制度)としておこなわれた。 
「脳にやさしい街づくり」と、中心市街地活性化法を活用した区画整理事業と地域活性

化計画とを融合した四番町スクエアの新しい街づくり計画は、自治体、街づくり関係者、

マスコミなどに注目され、毎週のように見学者が訪れ、新聞、テレビなどにも紹介されて

いる。また、パティオやハイパーソニック・サウンド・ギャラリーは、連日、多くの来場

者でにぎわっており、「雰囲気がよくなった」「リラックスした」「ここにゆっくり居たい

と感じた」「こういう雰囲気のなかで買い物をしたい」など、好評を得ている。 
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図 3.4.2-6 『彦根四番町スクエア』の実装計画 
 

 
図 3.4.2-7 『彦根四番町スクエア』パティオに実装された超広帯域音響振動発信装置 
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図 3.4.2-8 『彦根四番町スクエア』サウンドギャラリー写真 
 
 
 

 
 

図 3.4.2-9 『彦根四番町スクエア』サウンドギャラリー平面図[49] 
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3. 5 ハイパーソニック・エフェクトの脳波を指標とする検証実験 
 
3.5.1 検証実験の目的 
すでに述べたように、大橋らが発見したハイパーソニック・エフェクト（可聴域上限を

超える高周波成分を豊富に含む非定常な音が、聴く人の脳幹、視床、視床下部を含む基幹

脳を活性化し、それを反映したさまざまな生理、心理、行動反応をひきおこす現象）は、

デジタルコンテンツの規格に大きな影響を及ぼし、SACD や DVD オーディオなどハイデ

ィフィニション・デジタルオーディオ・メディアの開発の契機となっている。今後のデジ

タルコンテンツの将来の方向性や評価を展望する上で、このハイパーソニック・エフェク

トという現象そのものについて詳しく実体を把握することは重要である。そこで、ハイパ

ーソニック・エフェクトのもつ多様な効果のうち、脳活性の総合的な指標であり、しかも

デジタルコンテンツの評価への応用可能性が高い「脳波」を指標として選択し、ハイパー

ソニック・エフェクトの再現性を確認するとともに、より詳細にその実体を把握するため

の検証実験を行った。 
 

3.5.2 検証実験の方法 
(1) 音素材 

実験用の音素材には、ハイパーソニック・エフェクト発現に実績のあるものを使用する

必要がある。そこで、今回は、大橋らが実験に用いたものと同じガムラン音楽を用いた。

ガムランは、インドネシアを中心に分布する青銅製打楽器をおもな要素にした伝統的アン

サンブルである。その楽曲は、インドネシア・バリ島の約 200 秒間の伝統的な “ガンバ

ン･クタ”という器楽曲である。録音には、高速標本化１bit 量子化方式による超広帯域録

音システムが使用されている。 
この音楽に含まれている周波数成分の分布を調べるため、レコーダーから出力される電

気信号を計測し FFT 分析を行った｡その結果､瞬間的には 100kHz を上回る高周波成分が

豊富に含まれていた。全曲 200 秒間を平均すると､50kHz に及ぶ高周波成分を豊富に含む

パワースペクトルが得られた（図 3.5.2-1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.5.2-1 実験に用いたガムラン音楽の全曲平均のパワースペクトル（電気信号） 
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(2) 音呈示装置 
呈示系は、大橋らが開発し実験に用いているバイチャンネル再生系[19,23]をできるだけ

忠実に再現した。それは、前節にのべたように、ハイパーソニック・エフェクトに関連す

る実験においては非線形歪の発生など再生系の問題を排除することが、実験の信頼性を保

障する上できわめて重要である。大橋が開発したバイチャンネル再生系は、そうした問題

を排除した厳密な実験が可能な原理をもつ実験系である。 
バイチャンネル再生系では、音源の成分をまず特定周波数以上の高周波成分とそれ以下

の低周波数成分とに分離し、それぞれを完全に独立して再生呈示する（図 3.5.2-2）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.2-2 バイチャンネル再生系 
 
この実験においては、音源の成分について、ローパスフィルターを用いて 22kHz 以上の

高周波をカットした成分（LFC）（図 3.5.2-3）と、ハイパスフィルターを用いて 22kHz
以下の可聴域をカットした高周波成分（HFC）（図 3.5.2-4）とに分離した。 
 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.5.2-3 22kHz 以上をカットした可聴域成分（LFC） 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.5.2-4 22kHz 以下をカットした高周波成分（HFC） 
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次に、スイッチを ON／OFF することにより、可聴域成分 LFC のみを ON にした場合

の音条件を高周波除外音（High cut sound = HCS）（図 3.5.2-5）、可聴域成分 LFC と高周

波成分 HFC を両方とも ON にした場合の音条件を高周波共存音（Full range sound = 
FRS）（図 3.5.2-6）とした。図 3.5.2-5 および図 3.5.2-6 は、被験者位置に設置したマイク

ロホンＢ＆Ｋ4135 で計測した再生音のパワースペクトルを示している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.2-5 被験者位置で計測した高周波除外音（High cut sound = HCS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.5.2-6 被験者位置で計測した高周波共存音（Full range sound = FRS） 

 

(3) 実験環境 
実験環境についても、大橋らの実験を参考にして注意深く構築した。 
通常の脳波検査室は、病院や研究施設の内部の閉ざされた密室として存在することが多

い。また音響実験室は高度な遮音性を必要とするために、視覚的にも外部から完全に遮蔽

された快適性に欠ける密閉空間として設定されることが多かった。さらに、計測装置と被

験者が所在する計測空間とが同一空間内に設定されると、ものものしい機器が被験者の視

野に入り、 初からストレスや不安、恐怖感といったマイナスの反応を招きやすい構造に

なっている場合が少なくない。しかしこうした環境では、美や快といった報酬反応が高度

に抑制されるとともに、仮にそれが発生したとしても、それ以上に高いネガティブな感情・

感性反応がノイズとして作用し、それに埋もれて計測困難になってしまう危険性がある。 
そこで、実験環境には自然光と外の景色が被験者の視界に入るように設定し、室内各所

に環境絵画や観葉植物などを配置した。さらに、実験機器のすべてを視野外におくと同時

に、ケーブル類も床下に納めるなどの工夫をし、リビングルームで音を聴いている時にで

きるだけ近い快適な実験環境を実現するように工夫した。 
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(4) 被験者 
健常な男性 5 名、女性 8 名、計 13 名（年齢 19 才～42 才）の大学生または大学卒の社

会人を被験者とした。 
(5) 実験手順 
音資料としたガムランの楽曲の全曲（200 秒間）を、4 回くりかえして再生・呈示した。

このとき、被験者に告知せずに、高周波共存音と高周波除外音とをきりかえ、それぞれの

条件の音を 2 回ずつ呈示した。曲間にインターバルを約 40 秒間はさんだ。呈示順序は、

１人の被験者内で、前半と後半の順を逆にした。例えば、前半で高周波共存音→高周波除

外音の順に呈示したとすると、後半では高周波除外音→高周波共存音の順に呈示した。ま

た、被験者間でもカウンターバランスをとった。実験中、被験者には椅子に腰掛けて開眼

状態で音楽を聴くよう指示した。 
 

3.5.3 脳波の導出および分析方法 
(1) 脳波を指標にする意義 
大橋らがハイパーソニック・エフェクトの指標として用いているさまざまな指標のうち、

この実験では脳波を指標として選択した。大橋らは、ハイパーソニック・エフェクトの指

標として、脳内血流量を放射性同位元素をトレーサーとして断層画像化する方法（PET=
ポジトロン断層撮像法）、シナプス放電の包括的な情報を脳の表面電位から推定する方法

（EEG=脳波計測）、脳内神経伝達物質をはじめとする神経活性物質の代謝状態を血液中の

関連物質の濃度やその変化を指標として推定する方法、質問紙をもちいた音質評価法によ

り被験者の主観的印象を調べる方法、被験者に 適な音量を調整させる行動学的手法など、

多岐にわたる手法を開発し、有用な知見をもたらしている。 
この中で、脳波を利用する方法は、直接的に被験者の生理状態を反映し、しかも簡便で

安価な手法といえる。被験者への負担も小さい。ただし、脳の全体的な状態を鋭敏に反映

する脳波は、時間解像度には優れているが、脳波の変化が生じたときに脳内のどの部位が

活性化あるいは活性低下しているか、といった空間的な情報を与えてはくれない。これは、

実験によってえられた脳波データの解釈に小さくない制約をもたらす。 
この限界を補う大きな武器として注目されるのが、人間の可聴域上限（20kHz）をこえ

る高密度音響によって、脳深部に位置するいわゆる基幹脳の領域血流量が特異的に高めら

れるとともに、その活性と脳波α波ポテンシャルの増減との間に相関を示す[23]という知

見である。基幹脳とは、脳幹、視床などを含む脳深部にあって、生命活動の基盤を担うと

ともに感性や情動を支配する心身のかなめとなる重要な部位である。大橋らは、脳内の活

性部位についての空間情報が得られる計測手法である PET と、脳波計測とを同時に行う

ことによって、基幹脳の領域血流量とα波ポテンシャルとの間に高い相関関係があること

を見出した。このことは、脳波α波ポテンシャルを指標として、基幹脳活性の変化を推算

することを可能にする。PET をはじめとする脳イメージングの諸手法は、莫大な計測経費

を要するうえに、被験者への負担や実験条件の制約なども無視できないものがあるため、

脳波を代替指標として活用できる利点ははかりしれない。 
そこで今回の実験においては、被験者の脳波を計測・分析し、α波ポテンシャルの挙動

を調べることによって、ハイパーソニック・エフェクトを検証することとした。 
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(2) 脳波計測システム 
従来の脳波計測システムは、もともと医療を目的として開発されたため、計測にともな

う快適性の阻害はほとんど無視されていたに等しい。しかし、ハイパーソニック・エフェ

クトを評価する場合、計測行為に由来する負の影響が呈示刺激による反応を上回っては意

味がない。そこで、大橋らが実験にもちいているテレメトリシステムをもとにして、さら

に工夫を施し、脳波計測にともなう被験者のストレスを極力低減させるようにした。 
まず、脳波を導出する手段として、測定箇所にあらかじめ電極が縫いつけてある電極付

きキャップを使用し、ケーブルを整理して１本の頑丈なマルチケーブルにまとめた。これ

によって、電極装着に要する時間を 大でも５分以内に収めることが可能となり、電極装

着にともなう被験者の疲労やストレスを低減することができた。また、脳波データは、テ

レメトリシステムによって無線伝送し、実験室内に設置したアンテナを介して、別室に用

意したハードディスクに記録した。無線で脳波送信を行うことにより、被験者の行動の自

由を高度に確保し、拘束感を大幅に低減させることができた。 
このシステムを用いて、国際 10-20 法にしたがって各被験者の頭皮上に設置した 12 電

極 (Fp1, Fp2, F7, Fz, F8, C3, C4, T5, Pz, T6, O1, O2)から、両耳朶電極を基準として脳電

位を計測した。 
(3) 脳波分析 
ハードディスクに記録した脳波データを、独自に開発したソフトウェアによって分析し

た。分析のフローは以下の通りである。 
まず、得られた時系列データを、デジタルフィルタを用いて自動的にノイズの１次除去

を行う。デジタルフィルタで 4Hz 未満、および 30Hz よりも高い周波数帯域をカットして

やることにより、眼球ノイズや筋電ノイズの主要なものを除去することができる。 
次に、脳波の生データとフィルタリング後の時間波形を並べて観察することによりα波

の発生状態を確認する。 
次に、フィルタリング後の時系列データを、１秒間のオーバーラップをもたせて、２秒

ごとに FFT スペクトルを計算する。これを頭皮上の各計測点ごとに行う。２秒ごとの全電

極の FFT スペクトルを表示して、脳波α波の特徴的ピークが明瞭に存在するかどうかを確

認する。 
次に、8～13Hz のα帯域の平均パワーの平方根を算出し、各電極におけるα波の等価ポ

テンシャルを求める。12 電極のα波ポテンシャルの値から、頭皮上 2565 ポイントの点に

内挿または外挿を行い、その電位分布を色分けして示す等電位図を描く。この画像を Brain 
Electrical Activity Map (BEAM)とよぶ。BEAM を表示することにより、脳波データの空

間配置を視察する。 
次に、後頭部 5 ポイントのデータを平均し、後頭部α波ポテンシャル平均値を算出する。

こうしてえられた後頭部α波ポテンシャル平均値について、統計検定を行い、統計的有意

性を検討する。 
 

3.5.4 結果 
(1) 時間変化 
まず高周波成分が脳波α波に及ぼす影響について、その時間的変化を調べた。被験者ご
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とに、高周波共存音呈示中と高周波除外音呈示中のα波ポテンシャルを 60 秒ごとに平均

し、時間的変化を調べた。1 人あたり高周波共存音、高周波除外音とも各 2 回ずつ呈示し

ているため、2 回の加算平均を求めた。代表的な 2 名の被験者のグラフを示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.4-1 被験者 A の脳波α波の時間変化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.5.4-2 被験者 B の脳波α波の時間変化 

 
被験者 A の脳波α波の変化を見ると、音呈示を開始して 初の 60 秒間平均は、高周波

共存音呈示時と高周波除外音呈示時のα波ポテンシャルは接近した値を示したが、60 秒後

以降は両者の差が大きく開いた。高周波共存音聴取中は、60 秒後以降にα波ポテンシャル

大きく増大しそのまま高い値を維持し続けた。一方、高周波除外音聴取中は、時間経過に

伴ってα波ポテンシャルが減少していた。 
被験者 B の脳波α波の変化を見ると、やはり音呈示開始 60 秒後以降にα波ポテンシャ
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ルの差が大きく開いた。高周波共存音聴取中は、特に 120 秒後以降にα波ポテンシャルが

大きく増大した｡ 
次に、被験者全 13 名で平均した値を 60 秒ごとに平均しプロットした。 
この結果、高周波共存音呈示時には、音呈示開始 60 秒後以降に増大し高い値をそのま

ま維持する傾向が認められた。一方、高周波除外音聴取中は、時間経過に伴ってα波ポテ

ンシャルが減少する傾向が認められた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.4-3 全被験者平均時間変化グラフ 

 

 

(2) BEAM 
そこで、全曲 200 秒間のうち後半 100 秒間の平均値をもとめ、BEAM（Brain Electrical 

Activity Map）を描いた。1 人あたり高周波共存音、高周波除外音とも各 2 回ずつ呈示し

ているため、2 回の加算平均を求めた。代表的な被験者 2 人の BEAM を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.5.4-4 被験者 A の後半 100 秒間平均の BEAM 
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図 3.5.4-5 被験者 B の後半 100 秒間平均の BEAM 
 
被験者 A は、高周波除外音呈示時はα波の存在が認められなかったが、高周波共存音呈

示時は、後頭部を中心に明瞭にα波が出現していたことが示されている。 
被験者 B は、高周波除外音呈示時もα波が出現しているが、高周波共存音呈示時には、

後頭部を中心にα波のパワーが明らかに増大していたことが示されている。 
さらに全 13 名の被験者を平均した BEAM を示す。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.4-6 全被験者平均の後半 100 秒間平均の BEAM 

 

この結果、平均的な傾向としても、高周波共存音（FRS）を聴いているときの方が、高

周波除外音（HCS）を聴いているときに比べて、脳波α波が増大しているといえる。 
(3) 統計検定 

つぎに、統計的検討を行った。 
まず、全曲 200 秒間にわたって、被験者ごとに、後頭部 5 電極のα波ポテンシャルの平

均値をもとめた。被験者によるα波の強さのばらつきが結果に影響しないように、被験者

内で全実験を通してのα波ポテンシャルの平均値が 1 になるように標準化を行った。 
13 名の被験者の、後頭部α波ポテンシャルを標準化した値について、高周波共存音呈示
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p < 0.05 
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時の値と高周波除外音呈示時の値とを対応のあるｔ検定によって統計検定を行った。 
その結果、高周波除外音呈示時よりも高周波共存音呈示時の方が、α波ポテンシャルが

大きい傾向は認められるものの、p = 0.068 となり、有意性は認められなかった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.4-7 全曲 200 秒間の後頭 5 電極平均のバーグラフ 

 

次に、後半 100 秒間について、同様の手順で、統計検定を行った。この結果、p = 0.027
となり、5％の有意水準で差が認められた。すなわち、高周波除外音呈示時よりも、高周

波共存音呈示時の方が、α波のポテンシャルが有意に高いという結果が得られた。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.4-8 後半 100 秒間の後頭 5 電極平均のバーグラフ 

 

3.5.5 考察 
(1) ハイパーソニック・エフェクトの再現性 
この実験は、脳波α波を指標としてハイパーソニック・エフェクトの再現を確認するた

めの検証実験としておこなわれた。 
高周波成分を豊富に含む音を聴いている時の方が、高周波成分をカットした音を聴いて

いる時よりも、α波ポテンシャルが増大していることが、統計的有意性をもって示された。 
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この実験の評価指標は脳波のみであったが、この実験結果は、大橋らの結果と高度に整

合しており、ハイパーソニック・エフェクトの再現性が裏付けられた。 
(2) ハイパーソニック・エフェクトの時間特性 

脳波α波ポテンシャルの時間的変化を検討したところ、ハイパーソニック・エフェクト

の発現には数十秒の時間的遅れがある可能性が示唆された。また、統計的検討結果におい

ても、全曲 200 秒間の平均値で検討すると、5％の有意水準にとどかなかった一方で、大

橋らの分析方法と同様に後半 100 秒間の平均値を求めて検討すると、高い統計的有意性を

示した。 
大橋らは、ハイパーソニック・エフェクトの発現には、時間的な遅延と残留が見られる

と指摘している[19,23]。今回の実験でもこの傾向が裏付けられた。このように時間的非対

称性が認められる理由として、ハイパーソニック・エフェクトは、神経伝達物質としてモ

ノアミン類あるいはオピオイドペプチド類が作動する神経系と密接な関連のもとにある可

能性が示唆されている。 
 
 
3. 6 おわりに 

この章では、まず、周波数と人間の聴感覚との関係に関する初期の研究やデジタル音響

規格決定のための一連の研究を概観するとともに、音楽ソフト制作の現場における高周波

対応機器への欲求など、ハイパーソニック・エフェクト発見にいたる諸研究やその背景状

況を調査・整理した。つぎに、大橋らが、発見したハイパーソニック・エフェクトについ

て、そのアプローチ法や研究手法の特徴をふまえて、脳波、脳血流、生理活性物質、音質

差検知、行動反応など、その多様な側面についての知見を概観した。そして、ハイパーソ

ニック・エフェクトを説明するモデルや、社会的な反応、追試研究、そしてその応用実例

を調査し、その応用の有効性を確認した。さらに、脳波α波を指標としてハイパーソニッ

ク・エフェクトの発現を確認する実験をおこない、その詳細な発現状況を観察した。今回

の再現実験でもちいた指標は脳波のみであったが、さきに述べたように、脳波α波ポテン

シャルの増減と基幹脳の領域血流量との間には高度な相関が認められることが示されてい

る。 

以上の検討により、ハイパーソニック・エフェクトの全体像を歴史的な観点に立って整

理・把握するとともに、その再現性について確認することができた。 
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第 4 章 ハイパーソニック・デジタル音響機器の 
開発状況に関する調査 

 
 
4. 1 はじめに      

前章で述べたように、ある種の楽器音や自然性の高い環境音には、人間の可聴域上限

20kHz を超え、時には 100kHz をこえる高周波成分を豊富に含むものが少なからず存在し

ている。そして、こうした高周波成分を豊富に含む非定常な音は、聴く人の脳幹・視床・

視床下部を含む基幹脳を活性化するとともに、それを反映して、脳波α波ポテンシャルを

高め、自律神経系・内分泌系・免疫系の活動を適正化し、音をより快く美しく感受させ、

音に対する親和行動を導くなど、心身の状態を総合的に改善向上するハイパーソニック・

エフェクトを導く。とりわけ、ハイパーソニック・エフェクトが、心と体を総合的に制御

する重要な部位である基幹脳を活性化する効果を含んでいることは、その応用を検討する

うえで重要といえる。なぜなら、生活環境の都市化と密接に関連した生活習慣病、精神・

行動障害、発達障害など深刻な現代の病理の多くが基幹脳の活性低下と深いかかわりをも

つことが、医学領域において相次いで報告されているからである。 
ハイパーソニック・エフェクトを導く音、すなわちハイパーソニック・サウンドの構造

上の特徴は[1]、まず 20kHz をこえる高周波成分を豊富に含むことにある。大橋らが収集

して実験に用いてきた音源の周波数上限は、瞬間的には 100kHz を大幅に超える場合があ

る。同時に、そうした高周波成分は、数ミリ秒またはそれ以下のミクロな時間領域で変化

する知覚できない非定常構造を伴い、これを定常的なランダムノイズで置き換えても、同

様な効果はえられない。したがって、ハイパーソニック・デジタル音響機器は、このよう

な振動をもつ音素材をできるだけ忠実に録音・編集し、マスタリングしたうえで、安定性

の高い媒体に記録してコンテンツを制作できる特性を備えている必要がある。さらに、こ

うしたコンテンツに記録された情報をできるだけ忠実に空気振動に変換して、聴取者に伝

達可能にしなければならない。 
そこで、こうした条件を満たしうる機材の開発状況について、現状を調査することにし

た。まず、こうした機材の開発に大きな影響を及ぼしているスーパーオーディオ CD
（SACD）や DVD オーディオ規格の登場とその背景について概観する。その後に、パッ

ケージソフトウェア（コンテンツ）を制作するためのプロフェッショナルスタジオ用機材、

それらをユーザーが楽しむための民生用オーディオ機材、そして大規模な空間でのＰＡを

中心とする劇場空間演出用機材類という３つのカテゴリーにわけて、その現状を概観する。 
 

 

4. 2 スーパーオーディオ CD、DVD オーディオ規格の登場 
 
4.2.1 次世代ディジタルオーディオ実現への“望ましい条件”(ＡＤＡ懇話会)  
日本オーディオ協会では、「10 年に１桁増」といわれる記録・伝送メディアの高密度化

の進展に対応し、21 世紀に必要となるであろう次世代オーディオシステムのあるべき姿を
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求めて、1995 年に ADA(Advanced Digital Audio)懇話会を設立した。同会はソフト、ハ

ードおよび利用者の立場から検討を重ね、1996 年 4 月に次世代のデジタル・オーディオ

実現での“望ましい条件”を発表した[2]。それによると、従来と大きく異なる点として、

周波数帯域の上限を 100kHz、ダイナミック・レンジはデジタル信号領域で 144dB 以上（～

20kHz）、120dB 以上（～100kHz）、アナログ信号領域では 120dB 以上（～20kHz）、信

号記録方式は原則として非圧縮マルチチャンネルへの拡張性を確保し、収録時間は音声 80
分程度といった望ましい条件が提唱されている。 
このような条件が提唱された背景として、記録技術の大幅な進展に伴い大容量のディス

クが出現したこと、半導体レーザ技術等の進展によって記録密度の高密度化がさらに期待

されること、CD 対応のディジタルマスタ仕様では再生時にそれ以上のグレードアップが

期待できないこと、蓄積されてきた貴重なアナログ・デジタル音源資産を最大現尊重し継

承する必要があること、新たな権利保護手段が確立される必要があることなどがあげられ

ている。同じく、『収録対象の音源には現行 CD の仕様を大幅に超えるものが存在するこ

と」「多くのユーザが現行の CD の品質に満足している反面、更なる高品質化を望むユーザ

も少なくないこと」「音の品質に関する人間の聴感特性や評価には個人差が大きく、研究上

も、聴感に関する諸特性を決めるまでには至っていない」というハイパーソニック・エフ

ェクトに遠まわしに言及したと解釈可能な記述もあるが、ハイパーソニック・エフェクト、

とりわけその生理的な側面については言及されていない。 
 

4.2.2 次世代オーディオへの課題と提言（ＡＡ懇話会） 

この“望ましい条件”をベースにして、それを具現化するオーディオの基盤はいかにあ

るべきか、提案された記録フォーマットの具体像の設定、ならびに世界的にも話題になっ

ていたマルチ・チャンネル・オーディオ・システムのあるべき姿などを検討するために、

1996 年 10 月に AA(Advanced Audio)懇話会が日本オーディオ協会において発足し、1998
年 12 月に提言を発表した[3]。 
この提言では、パッケージソフト、放送、AV 機器、ソフト制作、技術、販売、権利保

護など広範なテーマについて、現状の把握と今後にむけての提案がなされている。そのな

かで、再生周波数上限 100kHz を実現しうる次世代オーディオのデジタルフォーマット案

として、ふたつの案が提案された。その第一は、64fs サンプリング（サンプリング周波数

44.1kHz、つまり 64×44.1kHz＝2822.4kHz）、1bit 量子化による「ビットストリーム方

式」であり、第二は 192kHz(96kHz も可)サンプリング、24bit 量子化による「マルチビッ

ト方式」である。前者のビットストリーム方式は SACD の、後者は DVD オーディオのフ

ォーマットとして後に実現した。 
しかし、この提案文書には、こうした新しいフォーマットによって供給可能となる高周

波成分が人間の心理や生理に及ぼす影響についての科学的な言及は見られず、この面から

新フォーマットの必要性・有効性を支持する根拠は示されていなかった。 
これらをうけて、1999 年に、オーディオ技術領域で、SACD と DVD オーディオという

次世代デジタル・オーディオ・フォーマットが提案されたとされている。SACD は 100kHz、
DVD オーディオは 96kHz に及ぶ周波数応答特性が規格上可能となっている。 
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4.2.3 スーパーオーディオ CD 規格 
スーパーオーディオ CD(SACD)は、1999 年に、ソニーとフィリップスにより規格化さ

れた。直径 12cm の DVD ディスクを担体とし、ステレオ(2ch)とマルチチャンネル(最大

5.1ch)をサポートしている。オーディオデータはCDやDVDで利用されているリニアPCM
方式を用いず、ダイレクト・ストリーム・デジタル(Direct Stream Digital, DSD)という方

式を用いて、ΔΣ変調されたデジタルデータを記録する。再生もこのデジタルデータをロー

パスフィルタに通すのみというシンプルな機構で行われ、100kHz 以上の再生帯域が規格

上可能となっている。 
スーパーオーディオ CD に採用された DSD 方式は、従来の Pulse Code Modulation 

(PCM)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

表現する方式である（図 4.2.3-1）。DSD の最大の特長は、回路構成がとてもシンプルに実

現できることにある。最近のデジタルレコーディングでは、アナログ信号をデジタル信号

に変換するところに、オーバーサンプリング A/D コンバーターが使われている（図 4.2.3-2）。
このA/Dコンバーターの多くは最初の部分ではアナログ信号が 1ビットのデジタル信号に

変換される。CD などに記録する為には、更にデシメーション処理を行って PCM 信号を

生成しなければならない。 従来の PCM 方式では、その直後に、マルチビットの PCM 信

号に変換するための間引き処理が行われる。同様に、再生時にも PCM 方式では、補間デ

ータの作成がデジタル・フィルターで行われ、DA コンバーターによっては更に 1 ビット

信号に戻すデルタ・シグマ（ΔΣ）モジュレーターを通す。これに対して DSD 方式では、

A/D 変換された 1 ビットの信号を記録する。再生も極端に言えばアナログローパスフィル

ターを通すだけのシンプルなシステムによっておこなうことができる。このようなシステ

ムを実現したことにより、100kHz をカバーする再生周波数範囲と可聴帯域内 120dB 以上

のダイナミックレンジを確保し、「原音」にきわめて近い録音・再生を実現したとされてい

る。また、SACD では、DST と呼ばれる可逆圧縮技術によって、１枚のディスクに２チャ

ンネルのステレオと６チャンネルまでのマルチチャンネルのコンテンツを収録することが

できる。また、SACD に設けられている CD レイヤーに記録された信号は、従来の PCM
方式による CD プレーヤーで再生することができる。 
ハイパーソニック・エフェクトの発現という観点から見ると、この SACD 規格は、

2.8224MHz というサンプリング周波数を設定し、原理的には 100kHz 以上の帯域への対

応可能性を留保している点において、その可能性・実用性が期待できるものとなっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-1 DSD の波形[4] 
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図 4.2.3-2 スーパーオーディオ CD と現規格 CD の録音・再生経緯の違い[4] 
 

4.2.4 DVD オーディオの規格 
DVD オーディオは、1999 年に DVD Forum によって正式に承認された DVD の規格の

ひとつであり、DVD にオーディオデータを収録するための規格である。サンプリング周

波数は 192kHz または 96kHz、量子化ビット数 24 ビットとし、マルチチャンネルステレ

オに対応する。基本となるサンプリング周波数 48kHz は CD とほぼ同じ値となっている。

つまりこの規格では、2 チャンネルステレオの場合は、最大で 96kHz の再生帯域が理論上

可能となる。 
図 4.2.4-1 は、CD と DVD オーディオの情報量の違いを示している。２チャンネルの場

合、リニア PCM 方式により理論上 96kHz まで均一な特性を得ることができるとされてい

る。量子化ビット数については、16bit は CD と同じ値で、約 96db のダイナミックレンジ

（最も大きな音と最も小さな音の比）が得られる。DVD オーディオでは、加えて 20bit（理

論ダイナミックレンジ 120dB）、24bit（同 144dB）をサポートし、より確かな音の情報を

表現できるとしている。 
なお、サンプリング周波数と量子化ビット数を向上させると、当然ながらデータ量が増

大する。DVD オーディオでは、増えたデータ量をロスなく圧縮するロスレス符号化方式

MLP（Packed PCM とも呼ぶ）などもサポートし、収録効率も向上させている。 
ただし、DVD オーディオ規格におけるサンプリング周波数は最大でも 192kHz である

ため、96kHz 以上の空気振動を記録・再生することができず、ハイパーソニック・エフェ

クトに要する 100kHz 以上という周波数帯域の記録再生が不可能な規格となっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 4.2.4-1 DVD オーディオと CD との情報量の違い[5] 
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表 4.2.4-1 CD、SACD、DVD オーディオフォーマットの比較 
 

SACD DVD オーディオ CD 

ディスクの 
直径 12cm 12cm 12cm 

ディスクの 
厚さ 1.2mm 1.2mm 1.2mm 

オーディオ・コ

ーディングの

方式 

ダイレクト・ストリ

ーム・デジタル方式 リニア PCM 方式 リニア PCM 方式 

サンプリング

周波数 
2822.4kHz 

(2.8224MHz) 

44.1kHz,48kHz, 
88.2kHz,96kHz, 

192.1kHz 
44.1kHz 

ハイパーソニ

ック・サウンド

の媒体として

の適合性 
原理的に適合 適合性が低い 原理的に不適合 

マルチチャン

ネル対応 最大６チャンネル 最大６チャンネル 
２チャンネル 
（ステレオ） 

画像収録再生 なし 静止画・動画対応 なし 
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4. 3 ハイパーソニック・サウンド対応スタジオ用機材の調査 
 
4.3.1 概況 
日本レコード協会による統計資料「日本のレコード産業 2005」[6]によれば、わが国の

音楽ソフト総生産数量は 1998 年に、総生産金額は 1997 年にピークを記録して以来、とも

に低下を続けている（図 4.3.1-1、図 4.3.1-2）。音楽ビデオ（音楽 DVD）やインターネッ

トを介した音楽配信事業が伸長を続けているのに対して、CD をはじめとする主に音楽を

記録したパッケージメディアの活性は、下げ幅は徐々に緩やかになり下げ止まりを期待さ

せつつあるものの、その長期にわたる低下傾向は否めない。 
 

図 4.3.1-1 音楽ソフト総生産数量[6] 

図 4.3.1-2 音楽ソフト総生産金額[6] 
 
こうした傾向に対して危機感を抱く音楽関係者は多い。その背景には、人々のライフス

タイルやエンタテイメントに対する嗜好の全般的な多様化にともなう消費行動の変化、携

帯電話や DVD の浸透、インターネットを介した音楽配信サービスや半導体プレーヤーの

登場などが指摘されている。さらに、CD の登場によって、アナログレコードに比べてオ
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ーディオ装置が安価になり手軽にオーディオを楽しむことが可能になった反面、オーディ

オ装置や音そのものに対するユーザーの価値観やこだわりを変化させ、オーディオ市場の

縮退を導き、オーディオ文化の衰退をもたらしている懸念も否定できない。 

一方、コンピュータやネットワークなどの発展によって、音楽制作やその内容そのもの

が劇的な変容をとげたことによる影響も見逃せない。いまや、コンピュータの発達や周辺

のハードウェア、ソフトウェアの発展によって、コンピュータを用いて音楽制作する手法

が高度化し、かつては考えられなかったほど音楽制作上の自由度や利便性、効率性が向上

した。さらに、そうしたシステムが安価に供給されることにより、かつては最高級のレコ

ーディングスタジオでなければできなかったレベルとそれほど変わらない水準での音楽制

作を、だれでもどこでも実現できるようになってきた。そうして創られた作品は、すでに

市場にも登場している。このようなコンピュータを用いた音楽制作において音はデジタル

化されるため、デジタル化の方式やそのスペック（標本化周波数、量子化ビット数）が音

質を決定的に規定する。さらに、ネットワーク技術の発達によって一般化したインターネ

ットによる音楽配信や、ｉPod に代表されるそのプレーヤーの普及は必然的に音声圧縮と、

さらに場合によっては帯域制限すらともなっている。音声圧縮には多くの利点がある一方、

圧縮にともなう音質の劣化は避けがたい。 
このような状況のなかでも、可聴域上限をこえる高周波成分を含む音響の収録・編集は

いまだ容易ではないため、研究機関やレコーディングスタジオなどの専用施設でなければ

対応不可能な側面をもっている。そのため、ハイパーソニック・サウンドへの対応によっ

て高付加価値のオーディオコンテンツを世に送り出すことによって、ふたたびプロフェッ

ショナルな音創りの拠点を活性化し、ひいてはオーディオ市場の活性化に結びつく可能性

をもつものとして業界からは期待されている。 
しかし、以下に述べるように、ハイパーソニック・エフェクトを導きうる音源を、その

特性を損なうことなく供給するための機材については、現状では多くの限界が存在してい

ることは否定できない。以下に代表的な機材について、その状況を概観する。 
 

4.3.2 マイクロホン 
シンセサイザーや電子楽器のように直接的に電気信号を出力するものを除き、人間の声

や生楽器の音など自然界に存在する空気振動はすべて、マイクロホンによって電気信号に

変換される。したがって、ハイパーソニック・サウンドの実現においては、まずその入り

口となるマイクロホンの周波数特性が重要になる。 
マイクロホンに関わる基本的な技術そのものは、ここ数十年、制作プロセスのデジタル

化に匹敵するような劇的な変化はみられず、一種の成熟状態に入っていると考えられる。

マイクロホンにはその動作原理の違いから、ムービング・コイル型ダイナミック・マイク

ロホン、リボン(ベロシティ)型ダイナミック・マイクロホン、コンデンサー・マイクロホ

ン、エレクトレット型コンデンサー・マイクロホンなどがある。現在、流通しているマイ

クロホンの多くのものは、周波数特性の上限を 20kHz としているものがほとんどである。 

その動作原理からみると、高周波帯域の特性が相対的に良好なマイクロホンは、コンデ

ンサー・マイクロホンである。たとえば、音響測定器メーカーとして絶大な信頼を得てい

るデンマークの Bruel & Kjaer 社（以下 B&K と略す）によって開発された音楽録音用の
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コンデンサー・マイクロホン 4007（現在は、B&K 社から独立したマイクロホン・メーカ

ーDPA Microphone 社が継承）は、1983 年に発売されて以来、現在も高級なスタンダード・

マイクロホンのひとつとしての定評を確立している。このマイクロホンの特徴は、20kHz
をこえ 40kHz まで伸びている平坦な周波数特性にある（図 4.3.2-1）。このほかにも、

SCHOEPS社や SENNHEISER社など、老舗のマイクロホン・メーカーの製品にも、40kHz
ないし 50kHz の周波数特性をもつマイクロホンが存在しており、SACD や DVD オーディ

オの音源収録用に使用されている。また、リボン・マイクロホンにも近年開発されたすぐ

れた製品がいくつも発表されており、なかには高周波帯域の特性が比較的良好なものも存

在している。 
 

 
図 4.3.2-1 B&K 4007 の周波数特性 

 
しかし、さきに述べたように、ハイパーソニック・エフェクトの発現を十分に期待でき

る音源を確保するためには、マイクロホンには 100kHz に及ぶ周波数特性が必要と考えら

れる。こうした周波数特性を有するマイクロホンは、きわめて少ない。現状では、計測用

マイクロホンとしては、B&K 社のコンデンサー・マイクロホン 4939(4135 の後継機種)、
同じく 4138 などが存在し、研究用音源の確保に使用されている（図 4.3.2-2）。ただし音

響測定用のマイクロホンは一般に、スタジオ用マイクロホンと比べて空気環境等に鋭敏で、

取り扱いに細心の注意を要する上に、ノイズレベルが高く、音楽の収音に適しているとは

いえないため、その運用には多大な困難を伴っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.2-2 B&K 4939 の周波数特性 
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音楽録音用マイクロホンとしては、三研マイクロホン株式会社が NHK 放送技術研究所

と共同して、2004 年に 100kHz までの収音を可能にした音楽録音用としては世界初のコ

ンデンサー・マイクロホン CO-100K を発表し、2005 年に発売して注目されている(図
4.3.2-3)。なお同社によれば、このマイクロホンは性能の改善・高度化の途上にあり、い

ずれ次モデルを発表する予定とのことである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.2-3 超広帯域マイクロホン SANKEN CO-100k の周波数特性 

 

 

4.3.3 ＡＤ／ＤＡコンバーター 

記録した電気信号のアナログ／デジタル変換を担当する AD／DA コンバーターは、デジ

タル・オーディオにおいてその音質を左右するきわめて重要な役割を果たしている。AD
／DA コンバーターには、レコーダーに内臓されているタイプ、単体で機能する外付けタ

イプ（アウトボード・タイプ）、システムに必要に応じて組み込むプラグイン・モジュール・

タイプやスロット・イン・タイプがあり、目的や音質の嗜好に応じて使い分けられている。 
AD／DA コンバーターの信号処理方式としては、現状で圧倒的多数を占めるのは PCM

方式のものである。そのサンプリング周波数は、主に 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、
96 kHz、176.4kHz、192kHz、量子化ビット数は 16bit、20bit、24bit などである。その

なかにあって、2004 年後半に登場した英国 dCS 社の AD／DA コンバーターdCS 905 およ

び dCS 955 は、PCM 方式でのサンプリング周波数として 352.8kHz および 384kHz とい

う極めて高いサンプリング設定を可能にして注目されている。高額の機種のなかには、複

数の標本化周波数や量子化ビット数が選択可能となっているものもある。しかし、192kHz
以下のサンプリング周波数では、100kHz 以上の空気振動を AD／DA 変換することができ

ず、ハイパーソニック・エフェクトの発現を導く音源の確保に限界がある点には注意を要

する。 
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もうひとつの信号処理方式である DSD 方式は、SACD で用いられているものと基本的

に同じ信号処理方式であり、サンプリング周波数は 2.8224MHz、量子化ビット数は１bit
である。外付けタイプの AD／DA コンバーターを生産しているメーカーは数少なく、1998
年に世界で初めて業務用の DSD 方式の AD／DA コンバーターを発売した dCS 社、同じ

く世界初の業務用 DSD レコーダーを発売した GENEX 社などから発売されている程度で

ある。 
参考として、プロオーディオ領域で有数の代理店であるヒビノ株式会社が毎年発行して

いる総合カタログ『HIBINO AV&IT PRICE LIST 2005/2006』掲載の AD／DA コンバ

ーターを抜粋すると、以下のとおりである（表 4.3.3-1）。 
 

表 4.3.3-1 AD／DA コンバーターの例[7] 

メーカー 機材名 型番 
標準価格 
(税込） 

サンプリング周波数（対応可
能周波数はその約 1/2） 

Accuphase A/D ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ 
DIGITAL PRO 
AD-2402 945,000 44.1/48/88.2/96kHz 

  D/A ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ 
DIGITAL PRO 
DA-9601 714,000 44.1/48/88.2/96kHz 

APOGEE 
DIGITAL Rosetta ｼﾘｰｽﾞ Rosetta 200 414,750 192kHz 

  Rosetta ｼﾘｰｽﾞ Rosetta 800-96 619,500 96kHz 

  Rosetta ｼﾘｰｽﾞ Rosetta 800-192 826,350 192kHz 

  16X ｼﾘｰｽﾞ AD-16X 722,400 192kHz 

  16X ｼﾘｰｽﾞ DA-16X 722,400 192kHz 

  Mini ｼﾘｰｽﾞ MINI-ME-USB 309,750 96kHz 

  Mini ｼﾘｰｽﾞ MINI-ME 267,750 96kHz 

  Mini ｼﾘｰｽﾞ MINI-DAC-USB 273,000 192kHz 

  Mini ｼﾘｰｽﾞ MINI-DAC 231,000 192kHz 

  TRAK2 TRAK２ 771,750 96kHz 

ART 
A/D-D/A ｺﾝﾊﾞｰ
ﾀｰ DI/O 41,790 44.1～96kHz 

dCS 
AD コンバータ
ー dCS905 1,680,000 

32/44.1/48/88.2/96/176.4/19
2/352.8/384kHz,DSD 対応 

  
DA コンバータ
ー dCS955 1,680,000 

32/44.1/48/88.2/96/176.4/19
2/352.8/384kHz,DSD 対応 
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FOSTEX 
AD コンバータ
ー AC2496 84,000 96kHz 

GENEX 
AD コンバータ
ー GXA8 921,900 

44.1kHz～192kHz, 
DSD 対応 

  
DA コンバータ
ー GXD8 825,300 

44.1kHz～192kHz, 
DSD 対応 

GPS 
24 ﾋﾞｯﾄ DA ｺﾝ
ﾊﾞｰﾀｰ DAC-24 101,850 30～50ｋＨｚ 

LAKE 
PEOPLE ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｯｻｰ F44J 384,300 96kHz 

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｯｻｰ ADD-ON ADC 220,500 96kHz 

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｯｻｰ F45J 522,900 96kHz 

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｯｻｰ F46 270,900 96kHz 

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｯｻｰ ADD-ON DAC 151,200 96kHz 

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｯｻｰ F48 342,300 96kHz 

lucid AD ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ AD9624 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ 96kHz 

  DA ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ DA9624 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ 96kHz 
Lynx Studio 
Technology 

A/D D/A ｺﾝﾊﾞｰ
ﾀｰ AURORA 8 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ 192kHz 

  
A/D D/A ｺﾝﾊﾞｰ
ﾀｰ AURORA 16 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ 192kHz 

M-AUDIO D/A ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ Super DAC 2496 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ 96kHz 

NVISION 

4000 ｼﾘｰｽﾞ-ｵｰ
ﾃﾞｨｵｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾛｾ
ｯｻ DA4030 264,600 28～96kHz 

  

4000 ｼﾘｰｽﾞ-ｵｰ
ﾃﾞｨｵｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾛｾ
ｯｻ DA4040 211,050 28～96kHz 

RAMSA AD ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ WZ-AD96M 420,000 96kHz 

  AD ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ WZ-AD96 367,500 96kHz 

  DA ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ WZ-DA96 367,500 96kHz 
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図 4.3.3-1 dCS 社の AD コンバーターの特性 
 

ただし、DSD 方式の AD／DA コンバーターも原理的には 100kHz をこえる周波数帯域

に対応しているとはいえ、必ずしも 100kHz まで平坦な特性が実現しているとはいいがた

い。たとえば、定評ある AD コンバーターのひとつである dCS 955 においては、DSD モ

ードにおいて平坦な特性が保障されているのは 55kHz までであり、100kHz で－12dＢの

減衰がみられる（図 4.3.3-1）。これでは、時として 100kHz を上回る高周波成分を記録す

る上で十分とはいえない。 
そこで大橋らは、200kHz までほぼ平坦な特性を実現した AD／DA コンバーターを独自

に開発して、使用している[8]。 
また、高速標本化１ビット量子化方式において卓越した業績をもつ山崎芳男早稲田大学

教授を中心とする１ビットオーディオコンソーシアムにおいて、高速 1bit AD／DA コン

バーターが開発され、研究に使用されている[9]。 

 
4.3.4 レコーダー類 
スタジオで使用されるレコーダーは、かつてはアナログにせよデジタルにせよ、テープ

を媒体とするテープ・レコーダーが主流だった。それらのアナログレコーダーのなかには、

50kHz をこえる周波数帯域まで記録・再生可能なものも存在し、いまやそうした往年の銘

機で記録されたアナログテープは大変な価値をもつものとして珍重されている。現在、ス

タジオで用いられているレコーダーのほとんどは、そうしたわずかの例外を除いて、デジ
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タル・レコーダーとなっている。そうしたデジタル・レコーダーにおいて近年、急速に普

及しつつあるのが、ディスク・メディアを使用するレコーダーである。ディスク・レコー

ダーに使用されている記録用メディアのうち、マルチトラック・レコーダーに使用されて

いる容量の大きいものとしては、ハード・ディスク、光磁気ディスク、Jaz ディスク、コ

ンパクトフラッシュなどがある。これらはもともとコンピューター用のデータ記録媒体と

して、ランダムアクセスを前提に作られたものである。そうしたディスク・レコーダーの

多くは、AD／DA コンバーターと同様、信号処理方式は PCM 方式を採用している。その

サンプリング周波数は、44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz などである。 
また、最近のスタジオでは、コンピュータ制御によるデジタル・オーディオ・ワークス

テーション、いわゆる DAW が多用されている。大規模な DAW では、レコーダー、エデ

ィター、ミキサー、エフェクターなど、これまでそれぞれ別個の機材が担ってきた機能を

一体化した複雑なシステムが構成される。その代表格である DIGIDESIGN 社の

ProToolsHD は、一種のデファクトスタンダードとなりつつある。ProTools の信号処理方

式は PCM 方式で、最大 192kHz までのオーディオデータまでしか扱えないものとなって

いる。 
DSD 方式に対応した市販されている専用レコーダーは、GENEX 社の 48ch ディスクレ

コーダーGX9048、TASCAM 社ステレオマスターレコーダーDV-RA1000 など、きわめて

わずかである。そのため、大橋らは、大容量の記憶媒体を利用したレコーダーをオリジナ

ルに開発して使用している[8]。また、高速標本化１ビット量子化方式において卓越した業

績をもつ山崎芳男早稲田大学教授を中心とする１ビットオーディオコンソーシアムにおい

ても、高速 1bit 方式による収録システムが開発されている[9]。 
また、録音専用機ではないが、DSD 方式の録音・再生機構を内蔵したパーソナルコンピ

ュータ（SONY VAIO）が販売されており、今後の展開が注目される。 
 

4.3.5 ミキシングコンソール 
ミキシング・コンソールはスタジオでの音楽制作作業の要となるシステムであり、アナ

ログ・マルチトラックレコーダーが使用され始めた1970年代から飛躍的に進歩してきた。

大きく分類すると、音声も制御もアナログ信号でおこなうアナログ・コンソール、制御部

分にコンピュータを導入したデジタル・コントロールド・アナログ・コンソール、そして

音声信号をもデジタル化して処理するデジタル・コンソールが並存しているのが現状とい

える。ただし、デジタル・コンソールにおける信号処理方式はもっぱら PCM 方式であり、

そのサンプリング周波数は多くは 48kHz もしくは 44.1Hz に設定されている。最近になっ

て 96kHz、192kHz 対応の機種も登場してきた。しかしいずれにせよ現状では、ハイパー

ソニック・サウンド編集用としては適合性に問題がある。 
アナログ・コンソールの最上位機種としては AMEK 社の 9098i のように、100kHz 以上

の帯域までほぼ平坦なモジュールで構成されたコンソールが注目される。また、最近は、

ALLEN&HEATH 社、MACKIE 社、BEHRINGER 社などに、100kHz を越える帯域まで

かなり平坦な特性を有するものが登場してきている。 
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4.3.6 エフェクター類 
スタジオにおける音づくりにおいて重要な役割を果たすエフェクター類には、エコー(残

響)を加えて空間的な効果を与えるディレイやリバーブ、レベルやダイナミクスの制御をお

こなうコンプレッサー、周波数成分の増減によって音質を変化させるイコライザーなど、

それぞれ固有の効果を音に与える多様な機材が発達してきた。それぞれのエフェクターに

アナログ方式のものとデジタル方式のものがあり、対応する周波数帯域も個別性が高い。

デジタルエフェクターの信号処理方式は PCM 方式で、Lexicon 社のデジタルリバーブ

Model 960、Eventide社のハーモナイザーH8000などの定評のあるエフェクターが 96kHz
サンプリングを実現しているのが注目されている。現状ではデジタルエフェクターは、ハ

イパーソニック・サウンドの編集においては限界が大きいといわざるをえない。 
 
 

4. 4 ハイパーソニック・サウンド対応民生用音響機材の調査  
 

4.4.1 調査の目的 
SACD および DVD オーディオというふたつの規格の成立によって、一般ユーザーが入

手できる音源である市販のパッケージソフトに、可聴域を越える高周波成分を記録するこ

とが原理的に可能になった。このことは、ハイパーソニック・エフェクトを誰もが享受で

きる状況をつくるうえで、画期的なことといえる。しかし前節でみたように、パッケージ

ソフト制作のための装置類には、残念ながら、対応しうる周波数帯域に少なからぬ限界が

あることが見出された。そこで、この節では、実際にユーザーの手元で、SACD の再生が、

ハイパーソニック・サウンドの再生という観点から見てどのように実現されているかにつ

いて検討することにした。そのために、プレーヤー、パッケージソフト、スーパーツイー

ター、スピーカーについて調査をおこなうことにした。 
 
4.4.2 ＳＡＣＤプレーヤー 

SACD プレーヤーの再生周波数特性を把握するために、まず３機種の SACD プレーヤー

で同一のディスクを再生し、そのアナログ出力について高速フーリエ変換（FFT）によっ

て周波数分析をおこない、結果を比較することにした（図 4.4.2-1）。その際に使用したデ

ィスクは、広帯域ホワイトノイズ(－26dB)を記録した研究用の SACD シグナルディスク

（Authentic signal disk for hypersonic effect ver.1.0, Action Research）である。 
まず、大橋らが開発しオーセンティックなハイパーソニック・サウンド再生システムと

して公開している HSCD－10（Action Research 社）の特性を計測した。カタログによる

同機の再生周波数範囲は 2Hz～100kHz 以上、周波数特性は 100kHz で－6dB となってい

る。実測の結果、50kHz まで±1dB、100kHz で約－3dB と、カタログを上回るきわめて

良好な周波数特性を示した。 
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図 4.4.2-1 3 台の SACD プレーヤーの周波数特性 
 
第２に、SACD 規格を提唱した SONY の普及価格帯の SACD プレーヤー代表として、

SCD-XB9 の周波数特性を、同じ方法で計測した。カタログによる同機の再生周波数範囲

は 2Hz～100kHz で、周波数特性は 2Hz～50kHz で－3dB となっている。計測の結果、

40kHz まで±1dB のほぼ平坦な特性を示したが、40kHz 以上の帯域ではおよそ－18dB/oct
の減衰特性を示し、100kHz でおよそ－30dB もの減衰を示した。 
第３に、高級 SACD-DVD コンパチブル機の代表として、LUXMAN 社の DU-10 の周波

数特性を、同じ方法で計測した。カタログによる同機の周波数特性は、DC～40kHz であ

る。DSD モード（SACD モード）では、20kHz で既に－3dB 減衰しており、約 15kHz
以上ではおよそ－12dB/octの減衰特性を示し、100kHzでおよそ－22dBも減衰している。 
次に、その他の３機種について、Stereophile 誌[10]が実測し Web 上で公表している

100kHz 帯域の周波数特性データを採用し、比較検討に用いた。Stereophile 誌はアメリカ

で発行されている高級オーディオを扱う月刊誌で、その影響力、発行部数とも大きく、世

界的に最も権威のある雑誌と言われている。同誌では、編集長の John Atkinson 氏自らが

科学的な実測を行い、レビューアーの署名付の主観的批評と並行して計測結果を発表する

レビュー形態をとっており、同誌としての標準的なテスト手法が確立されている。そこで、

実測がかなわない機種の特性の参考値として採用が可能であると判断した。 

まず、SONY のマルチチャンネル対応 SACD プレーヤーの現行機種最高級品である

SCD-XA9000ES の周波数特性図を引用する。カタログによる同機の再生周波数範囲は

2Hz～100kHz、周波数特性は 2Hz～50kHz で－3dB となっている。特性図によると、

20kHz まで±0.5dB、50kHz で－3dB であり、50kHz 以上は急峻な減衰特性を示した（図

4.4.2-2）。 
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図 4.4.2-2 SONY 社の SCD-XA9000ES の周波数特性[10] 

 
次に、SACD 規格を提唱した Philips グループの最初の SACD プレーヤーである

Marantz SA-1 の周波数特性図を引用する。カタログによる同機の再生周波数範囲は 2Hz
～100kHz、周波数特性は 2Hz～50kHz で－3dB となっている。この機種は、減衰特性が

スタンダードとカスタムで変更することができる。特性図によると、カスタムモードの方

が可聴域をこえる高周波について良好な再生特性を示した。それでもカスタムモードでは

20kHz まで±1dB、45kHz で－3dB の減衰を示し、100kHz で－16dB 減衰する特性を示

した（図 4.4.2-3）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.2-3 Marantz 社の SA-1 の周波数特性[10] 
 

最後に、SACD 専用プレーヤーではないが、高級ユニバーサルプレーヤーの代表として、

Esoteric 社の DV-50 の特性図を引用する。同機は、DVD ビデオ、DVD オーディオ、SACD、

CD、CD-R、CD-RW、ビデオ CD、DVD-RW、MP3 ファイルの再生が可能である。カタ

ログによると、同機の SACD再生時の周波数特性は 5Hz～80kHzで－3dBとなっている。

特性図によると、20kHz まで±0.5dB、62kHz で－3dB の減衰を示し、50kHz 以上は急

峻な減衰特性を示した（図 4.4.2-4）。 
 



 66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.2-4 Esoteric 社の DV-50 の周波数特性[10] 
 
以上のように、仕様上 100kHz までの再生可能性を有する SACD プレーヤーについて、

実際に再生周波数特性を計測・調査したところ、実際にそうした仕様をみたす再生帯域を

実現していたのは、大橋らが開発に当たり 100kHz まで平坦な再生特性を有していた

Action Research 社の 1 機種のみだった。 
その他の一般民生用のプレーヤーは全て、およそ 50kHz 以上にハイカットフィルタが挿

入されて帯域制限されていることを反映する特性を示した。それにもかかわらずカタログ

には、再生周波数帯域についてそうした実態を比較的正確に記述している場合と、そうで

ない場合とに分かれている。 
 

4.4.3 コンテンツ 
SACD プレーヤーの再生周波数特性に、機種によっては相当の限界があることがあきら

かになった。それでは、そこで再生されるコンテンツとしての SACD はどのような状況に

あるのだろうか。 
このことを検討するために、SACD コンテンツ 4 点、参考として DVD オーディオコン

テンツ 4 点をランダムに選び、前節の検討で 100kHz までほぼ平坦な再生特性が確認され

ている SACD プレーヤーAction Research 社 HSCD-10 と、DVD オーディオが再生可能

なプレーヤーLUXMAN社DU-10で再生し、再生アナログ出力の周波数をそれぞれ 2分間、

高速フーリエ変換（FFT）で分析した。なお、ディスク A はチェロ演奏、ディスク B はマ

リンバ演奏、ディスク C はオーケストラ演奏、ディスク D はインドネシアバリ島のガムラ

ンの演奏を収録したものである。 
その結果、ディスク D を除く 4 点のディスクのうち 3 点において、56kHz 周辺に量子

化雑音とみられるノイズのピークが観察された(図 4.4.3-1)。こうした高周波帯域における

量子化雑音は、音としては聴こえない。しかし、こうした高度に人工的なノイズの存在が

人間にマイナスの生理的影響を及ぼさないかどうかは不明であり、安全性の観点から十分

な吟味が必要と考えられる。また、そのうちの 2 点のディスク（ディスク A、B）の再生

出力には、20kHz をこえる高周波成分がほとんど見出されなかった。なお、高周波領域に

量子化雑音がなく、時間平均にして 50kHz をこえる高周波成分を含んでいたディスク D
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は、録音およびマスタリングに際して独自の AD コンバーターを使用している大橋らが制

作したハイパーソニック SACD（H-SACD）である（Action Research ARHS9002）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.3-1 SACD からの再生電気信号の周波数スペクトル例 
 

次に、3 点の DVD オーディオディスクについて、同様の周波数スペクトルを分析した。

ディスク E は器楽アンサンブル、ディスク F はパイプオルガンの演奏、ディスク G はオ

ーケストラの演奏である。これに、SACD として最も高周波成分が豊富だったディスク D
のデータを重ねて表示した（図 4.4.3-2）。DVD オーディオには、SACD にみられたような

量子化雑音のピークは見出されなかったが、そのうちの 2 枚のディスク（ディスク E、F）
には 20kHz 以上の高周波成分はほとんど含まれていなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4.4.3-2 DVD オーディオからの再生電気信号の周波数スペクトル例 

 
以上の結果からみると、SACD、DVD オーディオいずれにおいても、実際に供給されて

いるパッケージソフトにおいて、その仕様が十二分に活かされているとは限らないことが

明らかになった。それらのパッケージソフトの音源として 48kHz または 44.1kHz サンプ

リングで記録されたデジタル・マスターが使用されている場合には、20kHz 以上の成分が
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そもそも記録されていないのでこうした限界は生じやすいことは考慮する必要がある。ま

た、日本音響学会において、SACD や DVD オーディオコンテンツに、大量の量子化雑音

が分布していたり、帯域は伸びていても不要な特定周波数成分が混在していたり、明らか

に 20kHz でカットオフされているなど、パッケージソフトの品質管理に多くの課題があ

ることが指摘されている[11]。 
また、ここで見出されたように 50kHz をこえる帯域にきわめて大きな人工的なエネルギ

ーが存在するならば、過大入力によってアンプやスピーカーなどの後続の機器類が破損さ

れるおそれがあるとみなければならない。前節で見出された SACD プレーヤーにおける

50kHz 以上の帯域制限は、そうしたパッケージソフトの特性を考慮した安全対策である可

能性も否定できないと考えられる。 
 

4.4.4 スーパーツイーター 
既存の民生用オーディオシステムの再生周波数帯域を高周波帯域にまで広げる最も手軽

な方法のひとつは、高周波帯域再生用のスーパーツイーターをシステムに導入することと

いえる。スーパーツイーターについては、その周波数特性図がメーカーによって公開され

ているものは少ない。そこで、いくつかのスーパーツイーターについて、ホワイトノイズ

を入力し、再生出力を計測用マイクロホン B&K 4135 で収録し、高速フーリエ分析（FFT）
によって周波数特性を実測した。カタログによると、スーパーツイーターA の再生周波数

帯域は 15kHz～100kHz、スーパーツイーターB は同じく 2kHz～100kHz、スーパーツイ

ーターC は同じく 5kHz～120kHz となっている。スーパーツイーターD は、大橋らの試

作によるオリジナル品である（図 4.4.4-1）。 

 
図 4.4.4-1 ４種類のスーパーツイーターの周波数特性の比較 

 
スーパーツイーターD は、100kHz までほぼ平坦なすぐれた周波数特性を示していた。

それに対して、同じ方法・条件で計測したスーパーツイーターA の周波数特性は平坦では
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なく、いくつものディップがみられるうえ、60kHz 以降は大幅に周波数特性が減衰してい

る。スーパーツイーターB、C は 70kHz まではほぼ平坦であるが、これをこえると急に特

性が低下している。 
以上のように、スーパーツイーターには、カタログ上に「～100kHz」という再生周波

数特性が記述されていても、それは 100kHz まで平坦であることを意味しているとは限ら

ず、機種によって周波数再生特性の相違がきわめて大きいことが見出された。100kHz に

達する高周波成分を再生可能にするうえで、スーパーツイーターの導入は基本的には効果

はあるものの、機種によってその効果にはかなりの違いがあると考えなければならないこ

とが示された。 
 
4.4.5 スピーカー 

SACD や DVD オーディオの普及によって、民生用スピーカーの再生周波数のレンジは

確実に拡がったといわれ、事実、高周波成分の再生にすぐれたスーパーツイーターを搭載

したマルチウェイ・スピーカー・システムはごく最近、少なからず登場している。しかし

これまでの検討によって、カタログに記載されている周波数特性は、実測値と必ずしも整

合しない場合があることが見出された。また、スピーカーの再生周波数特性図がメーカー

によって公開されている例は極めてすくない。 
そこで、まず、100kHz をこえる高周波の再生を重視して設計されている２種類の３ウ

ェイ・スピーカーを例として、実測をおこなうことにした。カタログによるとスピーカー

A の再生周波数帯域 30Hz～200kHz であり、スピーカーB は大橋らが 150kHz に達する周

波数再生を目的として研究用に開発したものである。両者にホワイトノイズを入力し、ス

ーパーツイーター軸上 1m の位置においた計測用マイクロホン B&K 4135 をもちいて、そ

の再生出力を収録し、100kHz までの周波数パワースペクトルを高速フーリエ変換（FFT）
によって分析した（図 4.4.5-1）。 

 
その結果、200kHz までの再生周波数帯域を仕様に掲げるスピーカーA では、50kHz で

－15dB、100kHz で－30dB という大きな減衰が見られた。それに対してスピーカーB で

は、同じく 100kHz で－10dB の減衰だった。ここからみて、スピーカーにおいても、カ
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図 4.4.5-1 ２種類の高周波対応３ウェイ・スピーカーの再生周波数特性 
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タログスペックとしての再生周波数特性は、そこで表示されている帯域上限まで平坦な特

性を有することを意味しているとは限らないことが見出された。 
こうしたスピーカーの実際の特性についての関心は社会的にも高く、ハイエンドの民生

音響機器を扱う雑誌「季刊ステレオサウンド」において、複数機種を同条件で高周波成分

までを計測対象として含めて計測するという画期的な特集が 2005 年夏、秋号の２号にわ

たって組まれた。こうした本格的で大規模なスピーカーの試聴・計測企画は、同誌として

は四半世紀ぶりだという。ここでは、民生用スピーカー35 機種を対象に、可聴周波数帯域

以上の高周波成分が 100kHz まで計測され、その特性図が掲載されている。 
通常のスピーカーはツイーターの正面に近い、ある特定の方向における音響特性がもっ

とも良くなるように設計されており、それを基準軸とよぶ。基準軸上周波数特性はスピー

カーのもっとも基本的で重要な特性であり、平坦であることが求められる。また高周波成

分の特性とは、主として高周波成分の再生をうけもつツイーターの特性であるといえる。

今回のステレオサウンド誌の高周波成分計測は、ツイーター軸上 50cm 地点の特性を

10kHz から 100kHz まで計測したものである。そこから周波数特性をよみとり、10kHz
から 100kHz までの間に超高周波音が減衰する度合いにしたがって５群に分類をおこなっ

た。ツイーターの特性としては 100kHz まで平坦であることがもっとも望ましく、ハイパ

ーソニック・サウンドを再生する条件といえる。分類の基準は、以下のとおりである。 
A 群：100kHz までほぼ平坦(10kHz 以上 100kHz 以下±6dB/oct) 
B 群：50kHz 付近まで平坦(10kHz 以上 100kHz 以下±6dB/oct)。100kHz で可聴域平

均音圧から 10～30dB 減衰 
C 群：30-50kHz から高域側が減衰､100kHz で可聴域平均音圧から 30～50dB 減衰。 
D 群：共振性のピークやディップ(10dB 以上)があり平坦でない。100kHz で可聴域平均

音圧から 10～50dB 減衰。 
E 群：20kHz 付近（可聴域）から高域減衰が始まっている。 

 
また誌面上での専門家による音色の試聴結果のなかから特徴的な意見を抽出し、周波数

特性や型式との関係についてのコメントをまとめた（表 4.4.5-1）。 
 

表 4.4.5-1 民生用スピーカー35 機種の特性一覧 

No ブランド
名 機種名 価格 

（ペア） 
ツイータ
ーの型式

群
ツイーター 
周波数特性 試聴キーワード 

1 KEF KHT900
0ACE 

¥265,200 1.9cmドー
ム型同軸 

D 共振性ピーク有
(32kHzに約20dB)。
40kHz以上約
-24dB/octで減衰。 

明るく暖かい。低域
の見通しがよく軽快。
芯が弱く詰まり気味。

2 ハーベス HL 
Compact
7 ES2 

¥290,000 2.5cmドー
ム型 

D 共振性ピーク有
(26kHz 付近に約
12dB)。40kHz から
100kHz にかけて約
35dB 減衰。 

深みがあり暖かくウェ
ット。親しみと落ち着
きがある。 
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3 B&W 805S ¥330,000 2.5cmドー
ム型 

D 共振性ピーク有
(32kHzに約20dB)。
40kHz以上約
-24dB/octで減衰。 

高解像度で俊敏、音
離れがよく広大で緻
密。濃厚さや陰影は
物足りない。 

4 ｵｰﾃﾞｨｵ・
ﾌｨｼﾞｯｸ 

Brilon 2 ¥380,000 1.9cmﾘﾝｸﾞﾗ
ｼﾞｴｰﾀｰ型 

A 100kHzまでほぼ平
坦。 

ﾃﾞﾘｶｼｰに富みﾆｭｱﾝ
ｽを含んだ端正で丁
寧な描写。音離れの
よい拡がり。 

5 タオック FC3000 ¥380,000 2.8cmドー
ム型 

C 30kHzから100kHzに
かけて約50dB減衰。

タイトで締まった質
感、音像が明確。柔
軟さや響きは稀薄で
刺激的。 

6 ビクター SX-L77 ¥570,000 2.5cmドー
ム型 

D 共振性ディップ有
(40kHzに約18dB)。
70kHzから100kHzに
かけて約20dB減衰。

神経の行き届いた磨
かれた音。清潔で爽
やか。艶やかで芳
醇。 

7 ATC SCM35 ¥600,000 2.5cmドー
ム型 

C 30kHzから100kHzに
かけて約34dB減衰。

濃厚でコクと粘り、陰
影感に富む。誠実。
やや切れが悪い。 

8 ｱｺｰｽﾃｨｯｸ
ｱｰﾂ 

Proline 
MSI Mk2 

¥680,000 2.5cmドー
ム型 

C 30kHz以上約
-24dB/octで減衰。共振
性ディップ有(36kHz
付近に約14dB)。 

ドンシャリ型。高域は
刺激的、低音は良
質。カリッと鮮明。 

9 ﾃｨｰﾙ CS2.4 
AW 

¥760,000 2.5cmドー
ム型同軸 

D 共振性ピーク有
(26kHzから38kHzに
約15dB)。40kHz以上
約-36dB/octで減衰。

スケール感大きく安
定感ある。粒立ち良
く鮮やかで爽快。シ
ャープ。 

10 ｱｺｰｽﾃｨｯｸ
ｴﾅｼﾞｰ 

AE3 
MkII 

¥880,000 3.2cmﾘﾝｸﾞﾗ
ｼﾞｴｰﾀｰ型 

B 50kHz付近まで平坦。
100kHzで可聴域平均
音圧から10dB減衰。

中・高域の反応に優
れ洗練され落ち着い
た雰囲気。低域はも
たつき気味。 

11 ダリ Helicon 
800 

¥960,000 リボン型 D 15kHz以上約-6dB/oct
で減衰。共振性ディッ
プ有(24kHzに可聴域
平均から約32dB、
58kHzに約26dB)。 

緻密でコクのある陰
影、厚みと濃密な
艶。ウェットで肉感
的。雄大。 

12 エラック FS607X-
JET 

¥1,100,000 ジェット型
同軸 

C 40kHz以上約
-10dB/octで減衰。共振
性ディップ有(74kHz
付近に約18dB)。 

解像度高く洗練。爽
やかで快適な拡が
り。透徹な空気感。 

13 クォード ESL988(
Vintage) 

¥1,100,000 なし（1ｳｪｲ
1ｽﾋﾟｰｶｰ)ﾌﾙ
ﾚﾝｼﾞ：ｴﾚｸﾄ
ｽﾀﾃｨｯｸ型 

E 20kHz付近から50ｋ
Hzまで約-24dB/octで
減衰。50ｋHz以上は
ほぼ平坦。 

しなやかな繊細さ、
芳醇さ。リアルな描写
と美しい余韻。厚み
はいまひとつ。 

14 ｳｴｽﾄﾚｲｸ･
ｵｰﾃﾞｨｵ 

Lc265.1V
F 

¥1,100,000 2.5cmドー
ム型同軸 

E 20kHz付近から
100kHzにかけて約
40dB減衰。共振性デ
ィップ有(26kHz付近
に約12dB)。 

特有の凄味。暖かみ
のある音調。引き締
まりすぎてゆとり感不
足。 

15 ｿﾅｽ･ﾌｧﾍﾞ
ｰﾙ 

Cremona ¥1,140,000 2.5cmﾘﾝｸﾞﾗ
ｼﾞｴｰﾀｰ型 

B 50kHz付近まで平坦。
100kHzで可聴域平均
音圧から16dB減衰。

楽しく品がよく、優雅
で美しい。艶やかで
きめ細かくウェットで
鮮度感良い。 
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16 ピエガ C3 LTD 
HE 

¥1,150,000 リボン型同
軸 

A 100kHzまでほぼ平
坦。 

中・高域はﾃﾞﾘｶｼｰに
富み繊細なタッチ、
低音との一体感が不
足。瑞々しく鮮やか
な音色。 

17 ALRジョ
ーダン 

Note 9 ¥1,250,000 2.5cmドー
ム型 

C 40kHz以上約
-22dB/octで減衰。 

低音が強靱、圧倒的
な安定感とスケール
感。重厚で心地よい
量感。 

18 JBL 4338 ¥1,300,000 2.5cmｺﾝﾌﾟﾚ
ｯｼｮﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞ
ｰ+ﾊﾞｲﾗｼﾞｱﾙ
ﾎｰﾝ型 

C 40kHz以上約
-42dB/octで減衰。共振
性ディップ有(55kHz
に約18dB、72kHz付近
に約12dB)。 

懐かしい音、説得力
ある濃厚で彫り深い
音像。 

19 リン Akurate 
242 

¥1,400,000 2.5cmドー
ム型/ｽｰﾊﾟｰ
ﾂｲｰﾀｰ1.3cm
ﾄﾞｰﾑ型 

C 40kHz以上約
-24dB/octで減衰。 

暖かくマイルドでウェ
ット。磨きあげた上品
な音。つながりは絶
妙で縦割りは苦手。

20 タンノイ Yorkmins
ter/TK 

¥1,700,000 ホーン型同
軸 

E 16kHz以上約
-22dB/octで減衰。共振
性ディップ有(22kHz
付近に約18dB)。 

古風な佇まいで優
雅。味わい深く、抑
制の効いたスケール
感。 

21 JMラボ Alto 
Utopia 
Be 

¥2,000,000 2.5cm逆ド
ーム型 

C 35kHz付近から
100kHzにかけて約
44dB減衰。共振性デ
ィップ有(54kHz付近
に約22dB)。 

高い完成度。広大な
音場と自然なバラン
ス。奥深さ、透明感、
鮮やかな解像力。 

22 アバンギ
ャルド 

Uno ¥2,000,000 ドーム型ﾄﾞ
ﾗｲﾊﾞｰ+ｽﾌｪﾘ
ｶﾙ･ﾎｰﾝ 

E 18kHz以上約
-18dB/octで減衰。共振
性ディップ有(22kHz
付近に約18dB)。 

乾いた音色、輪郭が
鮮明で透明、清々し
い。低音が今ひと
つ。 

23 ｳｨﾙｿﾝ･ﾍﾞ
ﾈｯｼｭ 

ACT1 
Evolution 

¥2,300,000 2.5cmソフ
トドーム型

C 30kHz以上約
-20dB/octで減衰。 

音抜け、音離れよ
い。暖かくウェットで
マイルド。気迫には
欠ける。 

24 ｵｰﾃﾞｨｵﾏｼ
ｰﾅ 

The 
Ultimate 
Monitor 

¥2,300,000
 (ｾｯﾄ)

2.8cmソフ
トドーム型

C 35kHz以上約
-24dB/octで減衰。共振
性ディップ有(68kHz
付近に約12dB)。 

精密でリアルな描
写、立体的な音場。
低音が不足気味で
安定感に欠ける。 

25 YGｱｺｰｽﾃｨ
ｸｽ 

Anat 
Referenc
e Main 
Module 

¥2,300,000 2.5cmﾘﾝｸﾞﾗ
ｼﾞｴｰﾀｰ型 

B 50kHz付近まで平坦。
100kHzで可聴域平均
音圧から12dB減衰。

無駄のない透徹な
音。色彩感豊かで緻
密。明快な定位感。
肉感はやや稀薄。 

26 マジコ Mini ¥2,800,000 2.5cmﾘﾝｸﾞﾗ
ｼﾞｴｰﾀｰ型 

B 50kHz付近まで平坦。
100kHzで可聴域平均
音圧から14dB減衰。

クリアーな低音、軽や
かで心地よい。暖か
く瑞々しく穏やか。品
位が高く、愉しい。 

27 B&W 800D ¥3,000,000 2.5cmハー
ドドーム型
(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾄﾞ
ｰﾑﾞﾂｲｰﾀｰ) 

B 100kHzで可聴域平均
音圧から10dB減衰。

上品で暖かみがあり
繊細。気配も聴かせ
る緻密さで表情豊
か。自然で低音も厚
み。 



 73

28 JBL Project 
K2 
S9800SE 

¥3,300,000 2.5cmｺﾝﾌﾟﾚ
ｯｼｮﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞ
ｰ+ﾎｰﾝ型 

D 共振性ディップ有
(60kHz付近に約
30dB)。50kHzから
100kHzにかけて約
10dB減衰。 

濃厚な音像描写で
艶やかでウェット、実
在感に優れる。官能
的な鳴り。躍動的。 

29 ｳｨﾙｿﾝｵｰ
ﾃﾞｨｵ 

System 7 ¥3,600,000 2.5cm逆ハ
ードドーム
型 

E 20kHz以上約
-20dB/octで減衰。 

鮮明な音像と広大な
音場。重厚で機敏な
低域。澄み切った
音。刺激性強く少々
神経質。 

30 ｼﾞｬｰﾏﾝ･ﾌ
ｨｼﾞｸｽ 

The 
Carbon II 

¥3,900,000 DDD型 E 20kHz以上約
-14dB/octで減衰。 

音場が広く華やか。
質感は硬め。品良く
誇張のないリアルさ。
濃密な印象は稀薄。

31 フォステ
クス 

RS2+NW
3 

¥4,400,000 2cmハード
ドーム型(ﾏ
ｸﾞﾈｼｳﾑ製) 

D 共振性ディップ有
(28kHz付近に約
18dB、48kHz付近に約
20dB)。100kHzで可聴
域平均音圧から22dB
減衰。 

端正で精密感の高
い、タッチも表す鮮
明で丁寧な音。品良
くクール。生真面目
すぎる感も。 

32 ｿﾅｽ･ﾌｧﾍﾞ
ｰﾙ 

Stradivari 
Homage 

¥5,000,000 3.3cmﾘﾝｸﾞﾗ
ｼﾞｴｰﾀｰ型 

B 50kHz付近まで平坦。
100kHzで可聴域平均
音圧から10dB減衰。

飛びきりの色艶の魅
惑的な豊かな響き。
実に楽しい。しっとり
とした感触、粘り、温
もり。 

33 ｳｴｽﾄﾚｲｸ･
ｵｰﾃﾞｨｵ 

Tower 12 ¥5,140,000 5cmｺﾝﾌﾟﾚｯ
ｼｮﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
+ﾎｰﾝ型 

E 16kHz以上約
-16dB/octで減衰。共振
性ピーク有(40kHz付
近に約28dB)。 

直球勝負の爽快感。
ｴﾈﾙｷﾞｯｼｭで安定
感・迫力満点。しな
やかさや繊細な表情
にやや欠ける。 

34 アヴァロ
ン 

Diamoｎ
d 

¥5,200,000 2cm逆ハー
ドドーム型
（ﾋﾟｭｱﾀﾞｲｱ
ﾓﾝﾄﾞﾂｲｰﾀｰ)

B 60kHz付近まで平坦。
100kHzで可聴域平均
音圧から14dB減衰。

品位と官能美を持つ
精細で豊かな表現
力。しなやかで深み
があり肉感的。見事
な拡がり。思慮深い
音。 

35 ﾙｰﾒﾝﾎﾜｲﾄ White 
Light 

¥6,790,000 2.5cm逆ハ
ードドーム
型 

D 共振性ディップ有
(70kHz付近に約
16dB、90kHz付近に約
14dB)。40kHzから
100kHzにかけて約
16dB減衰。 

圧倒的な解像力と精
確な描写。立体的な
音場。瑞々しく夢の
ような美しさと心地よ
さ。 
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今回対象となった全 35 機種（265,200 円～6,790,000 円）の中でハイパーソニック･サ

ウンドの再生に使用可能である 100kHzまでほぼ平坦な特性を有するA群のスピーカーは、

わずかに２機種という結果となった。そのデータを引用する（図 4.4.5-2、図 4.4.5-3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 図 4.4.5-2 A 群の例（No.4 オーディオフィジクス Brilon2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.5-3 A 群の例（No.16 ピエガ C3 LTD HE） 
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B 群に分類されたのは８機種である。50kHz 付近まで平坦(10kHz 以上 100kHz 以下±

6dB/oct)で、100kHz で可聴域平均音圧から 10～30dB 減衰している典型例を引用する（図

4.4.5-4）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 4.4.5-4 B 群の例（No.34 アヴァロン Diamond） 
 
 

C 群に分類されたのは 10 機種である。30-50kHz から高域側が減衰し 100kHz で可聴域

平均音圧から 30～50dB 減衰している典型例を引用する（図 4.4.5-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.5-5 C 群の例（No.18 JBL 4338） 
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D 群に分類されたのは 9 機種である。共振性のピークやディップ(10dB 以上)があり平坦

でなく、100kHz で可聴域平均音圧から 10～50dB 減衰している典型例を引用する（図

4.4.5-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.5-6 D 群の例（No.31 フォステクス RS2 NW3） 
 

 

E 群に分類されたのは 6 機種である。20kHz 付近（可聴域）から高域減衰が始まってい

る典型例を引用する（図 4.4.5-7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.4.5-7 E 群の例（No.33 ウェストレイク Tower12）
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ハイパーソニック・エフェクト発見・公表以前の状況から考えると、最新のスピーカーの

高周波領域の再生特性は確かにかなり良好になってきているといえる。しかし、それでも

30～40kHz で減衰するものが多く、良好な特性をもつものでも 50kHz で減衰してしまう。

残念ながら 100kHz 超の豊かな高周波成分を再生するには、大橋らが研究用に開発したも

の以外には十分な性能をもつものは 2 点しか見出せなかった。 
また、高周波成分の再生特性の差異は、少なくともこの調査から見る限り、価格に直接

的にかかわっているとは考えにくく、それよりはツイーターの型式との対応によって異な

ることがうかがわれる。この 35 機種のなかで一番多く採用されていたドーム型ツイータ

ーを搭載するスピーカーは、C～D 群に分類されるものが多く、高周波領域の再生特性は

比較的乏しい。それに対して、新しいタイプのリングラジエーター型ツイーターを搭載す

るものは B 群に多く、比較的良好な特性を示している。これは今後のツイーター開発のう

えで、興味深いデータといえる。 
以上から、民生用スピーカーのうちハイパーソニック･サウンドに対応しうる性能を有し

ているものはごく僅かであり、今後の開発に期待せざるをえない。 
 
 
4. 5 ハイパーソニック・サウンド対応空間演出用音響機材の調査 
 
4.5.1 電気音響設備の概況 
電気音響設備の発展の歴史は、1920 年代に米国 Western Electric 社によるスタジオと

劇場におけるトーキーシステムの製造・施工に端を発する。それを引き継ぐかたちで、Altec 
Lansing が 1950 年代に映画・放送用の設備を開発し、これが技術上の標準機となった。

以降、米国をはじめ、各国でさまざまな音響技術が開発され、今日に至っている。 
日本における電気音響設備は、放送サービスに係わる技術と密接に関連しながら発達し

てきた経緯があり、NHK が重要な役割を果たしてきた。1930～40 年代には、マイクロホ

ン、録音・再生機、スピーカーなど、主要な電気音響システムが実用化され、普及してい

った。1970 年代には、デジタル信号処理技術を駆使した PCM 技術が実用化され、FM ス

テレオ放送の品質の向上に寄与した。以降は、音響信号のデジタル信号処理技術の発展が

技術革新の主体となった。1980 年代に CD が実用化されたことにより、デジタル信号処理

技術は急速に発展し、また身近なものになってきた。1999 年には SCAD プレーヤーが、

2000 年には DVD オーディオプレーヤーが発売された。これらの音響技術は忠実に信号を

再生することをめざし、いわゆる「HiFi」の方向に向かっていた。一方、これら HiFi と
は全く別の方向に進んでいる技術があることも看過できない。それは、1990 年代後半にお

ける携帯電話の普及や、ミニディスク(MD)、ⅰPod などの音響信号圧縮メディアの普及、

さらに、今後増加が予想される VOD、インターネット放送などの MPEG 技術に代表され

る音響信号のデジタル圧縮技術である。これらは前出の HiFi とは対照的に、少ない情報

量で如何に遜色なく信号を再生することができるかという点に技術開発の主眼が置かれて

いる。 
わが国における空間演出用の電気音響設備、すなわち、ホール・劇場などの電気音響設

備は、前述の放送設備に関わる技術を適用するかたちで発展してきている。今日、肉声で
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の会話の伝達が良好に出来る小空間を除いて、電気音響設備が用いられていない建築空間

（会議室、教室、体育館、講堂、宴会場、多目的ホール、教会、ドーム、劇場、コンサー

トホール）は皆無であるといっても過言でない。これらの空間において電気音響設備を設

置する目的は、聴衆に対して話し手の音声を明瞭に届けることにあり、したがってその設

備は「拡声設備」と呼ばれている。放送サービスと異なる点は、話し手と聞き手（聴衆）

とが同一の空間にいる場合があること、聴衆がスピーカーから離れた位置にいることであ

る。このため、拡声設備には、以下に示す項目が技術的に要求されている。 
１）ハウリングが起こりにくく動作が安定していること 
２）十分な音圧レベルで高品質の拡声音を場内に均一に供給すること 
そして、１）、２）の結果として、 
３）満足できる明瞭度を確保する、ことである。 
ここには、ハイパーソニック・エフェクトを生じさせる 20kHz をこえる高周波成分の再

生技術についての配慮はうかがわれない。そこで以下の項では、20kHz 以上の高周波成分

を含むハイパーソニック・サウンドを再生するという観点から、現状の電気音響設備につ

いての考察を試みた。 
 

4.5.2 電気音響設備の伝送周波数特性の推奨規準 
これまでの建築設備における拡声設備の計画・設計においては主として上記１）～３）

が、そして、スピーカーや電力増幅器の技術開発においては大音量の確保と伝達品質の向

上が、それぞれ中心的課題であった。それらの性能を評価するための音響物理指標は、次

の５項目である。 
ａ）拡声時の最大音圧レベル、ｂ）定常状態の伝送周波数特性、ｃ）定常状態の音圧レ

ベル分布、ｄ）安全拡声利得、ｅ）残留ノイズ 
これらの音響物理指標は、1971 年に彰国社から出版された日本建築学会／編「多目的ホ

ールの電気音響設備推奨基準」に推奨値が述べられている。ここで、「ｂ」定常状態の伝送

周波数特性」について着目すると、前述の日本建築学会規準の他にも、NHK（当時）の永

田氏らが提唱している規準、ALTEC 社などスピーカーメーカーが示す基準など、いくつ

かの規準が存在している。これらの規準はあくまでも調整の目安であり、最終的には現場

の状況に合わせて聴感的に決められるものである。また、拡声設備ではないが、映画館に

おける音響伝送性能の仕様としては、Lucas Film による「THX」という仕様が存在して

いる。映画館などが「THX 対応」と明記するためには、電気音響設備の特性だけでなく、

残響時間や暗騒音レベルなどの建築音響特性を含む音響物理特性がその仕様を満足するこ

とが条件となっている。 
以下に代表例として、日本建築学会基準、及び THX 仕様について詳述する。 

 

(1) 日本建築学会／編「多目的ホールの電気音響設備推奨基準」 

これは、主として多目的ホールに適用する電気音響設備について、ホールの使用目的に

ふさわしい適正な設備規模の一例と音響品質の標準を定め、推奨したものである。この規

準の目的は、多目的ホールにおける電気音響設備の適正規模と推奨性能を明らかにし、良

好な音質と安定した動作を得ると同時に、効率的な運用ができるようにすることをめざす
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ものである。  
「Ⅰ－１多目的ホールの電気音響設備推奨規準」の「５．電気音響機器の推奨性能」に

は、以下の５項目について記述がある。 
5.1 音声調整卓、5.2 電力増幅架、5.3 マイクロホン装置、5.4 スピーカシステム、 

5.5 録音再生機、 

5.1、5.2 については、「伝送周波数 50～12000Hz の間で、次の性能を有するもの」とあ

り、8000Hz 以上については高調波歪率についてのみ記述がある。5.3 については、「総合

周波数特性；ＢＴＳ１級以上」、5.4 については、単体のスピーカーについて「高音限界周

波数；8000Hz 以上」、プロセニアムスピーカーについて「再生帯域；50～12000Hz」とあ

る。5.5 については、「再生周波数特性；標準再生系に対して BTS5314 に示す許容範囲、

録音周波数特性；基準録音レベルより 10dB 低い信号に対して BTS5314 に示す許容範囲

内」との記述があり、高音域の特性については、12000Hz もしくは 8000Hz までが記述さ

れている。 
また、「Ⅱ－１電気音響設備の特性測定方法および調整要綱」の「５．解説」、「5.1 スピ

ーカの伝送周波数特性とハウリング周波数特性の判定について」の中には、「スピーカの伝

送周波数特性としては、音質や明瞭度の点から、客席において 200Hz から 8000Hz まで

の周波数レスポンスの偏差が 10dB 以内であることが望ましい」との記述があり、無響室

において図 4.5.2-1 に示すような特性の範囲に入るようなスピーカーシステムであれば、

上のような条件を満足することができると記述されている。ここには、8000Hz 以上の帯

域についての記述は掲載されていない。参考として、図 4.5.2-2 に NHK 規準と ALTEC 社

規準を示す。 
 

 

 

図 4.5.2-1 拡声設備に適した出力音圧周波数特性 
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図 4.5.2-2 伝送周波数の調整目標値（上；NHK、下；ALTEC 社） 

 

 

(2) THX 仕様 
米国 LucusFilm が定めた規準であり、映画館における電気音響設備だけでなく、遮音性

能、暗騒音レベル、残響時間といった建築音響の性能に関しても定めている。電気音響に

関しては主として、低音域の不足や、高音圧時に生じる低域成分の歪などの低音域の問題

点を解決することを目的としている。ISO2969curve と呼ばれる再生周波数特性曲線

（2kHz まで平坦で、12.5kHz まで 1 オクターブ毎に－3dB；通称 ISO の X カーブと呼ば

れている）が、劇場における音声トラック、再生音圧レベルならびに再生周波数における

国際的な基準として採用されており、THX はこの基準に準拠したものである。最近新しく

つくられた日本の映画館、特に Virgin Cinema など海外資本によるシネマコンプレックス

は、THX 準拠を謳うところが多い。THX 仕様では、再生周波数については 16kHz までし

か記述は無く、これ以上の周波数に関する規準は示されていない。 
 
 

 

 

 

 

 

図 4.5.2-3 ISO2969 の Xcurve 
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4.5.3 高周波音域における電気音響設備の技術的問題 
国内・海外を含むほぼ全てのホール・講堂等における電気音響設備は、20kHz 以上の周

波数に対応していない。この理由の根本は、人間の可聴周波数の上限が 20kHz 以下であ

ることに起因しており、ほとんどの機材が 20kHz 以下で仕様を満足するように作られて

いるからである。その他に以下の理由が考えられる。 
１）空気吸収減音 

高周波成分は空気中の減衰が大きいことが知られている。周波数 10kHz の音波は 1m
あたり約 0.1dB しか減衰しないのに対して、50kHz の音波は 1m あたり約 1.8dB、

100kHz の音波は 1m あたり 3.5dB 減衰する。このため、仮に、50kHz までの音響

信号を再生することを試みた場合、聴取者に到達するようにするためには、高周波音

用のスピーカーは、聴取者から約 5ｍ以内に配置することが要求される。また、高周

波音を放射しうるスピーカーは、狭指向性であることが多い。このため、広い空間に

おいて高周波音を拡声するためには、多数のツイーターを分散配置する必要があるた

め、大掛かりな設備となり、多くのコストを要する。 
 

図 4.5.3-1 音源からの距離と音の減衰量との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.3-2 市販ツイーターの指向性例 

（最も内側の線が 100kHz、指向性は±約 20°） 
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２）発振の抑制 

高音域では、スピーカー～マイクロホン間のフィードバックによって生じるハウリン

グ以外にも、回路上発振現象が起こりやすい。特に、天井スピーカーなどで用いられ

るハイインピーダンススピーカーは発振しやすいため、出力系にローパスフィルタを

かけて高音域を放射しないようにしている。 

３）デジタル機器のサンプリング周波数 

最近でこそ、民生機器や業務用の録音・再生機器はいわゆる 9624(サンプリング周波

数 96kHz、量子化ビット数 24bit)が増えてきたが、基本的には、4816(サンプリング

周波数 48kHz、量子化ビット数 16bit)もしくはサンプリング周波数 44.1kHz の機材

がほとんどである。4816 は、原理的に 24kHz 以上の音声を再生することは不可能で

ある。 
４）明瞭度の問題 

高音域まで再生すると、さ行の子音（さ、し、す、せ、そ）が聞き取りづらくなり、

明瞭度が低下するために、ローパスフィルタをかける場合がある。 

５）放送設備の仕様 

わが国の電気音響設備の発展は放送サービスの要請に応える形で発展してきたこと

は前述した通りである。放送局は定められた電波の周波数帯域幅で電波を送出するこ

とが要求されるため、音響信号の周波数帯域を制限する必要がある。このため放送系

の出力アンプには、あらかじめ、出力トランスを経由させたり、ローパスフィルタが

かけられているものもある。 

 

4.5.4 国内における電気音響設備の現状 
国内には大小あわせて 3000 件以上のホールがあると言われている。このうち、全国ホ

ール名鑑には 1500 件あまりのホール（平成８年度版）が掲載されている。その音響設備

のリストを見る限りでは、20kHz 以上の高周波成分に対応をしている設備は１件も見当た

らない。 
国内における電気音響設備の現状を調べるため、電気音響設備メーカー、電気音響施工

業者へのヒアリングを行った。以下に、ヒアリング結果を示す。 
１）某大手電気音響設備メーカー 

高周波成分(20kHz 以上)対応実績は 0 件。 

高音域で発振しないように、マイクライン、スピーカーラインにローパスフィルター

をかけている（特にハイインピーダンス用スピーカー）。出力トランスを使用すると、

ある程度高音域が落ちる。積極的に高音域を持ち上げるようなことはしていない。 

２）某大手電気音響設備施工業者 

ホール、講堂等、施工実績約 500 件のうち、高周波成分(20kHz 以上)対応実績は 0
件。スーパーツイーターを納入したところもあるが、8kHz 以上の周波数への対応で

あり、再生周波数の上限は 20kHz 以下。明瞭度の問題を解決するために、ローパス

フィルタをかけている。 
３）某準大手音響設備施工業者 

学校関係の受注が多い。高周波成分(20kHz 以上)対応実績は 0 件。 
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高周波領域に関しては規準値が存在していない。 
   

4.5.5 音響設備機器の周波数特性の調査 
電気音響設備に使用する個々の機器に関して、その周波数特性の調査を実施した。特に、

音の入り口であるマイクロホン、出口であるスピーカーの特性は重要である。以下に、詳

細を述べる。 
 

4.5.5.1 マイクロホン 
電気音響設備で使用されるマイクロホンは、主に拡声のためのアナウンス音の収音や音

楽の収音に使用される。ホールで主に使用されるマイクロホンとしては、SHURE SM-58、
SENHEISER MD-441U（以上、ムービング・コイル型）、SONY C-38B、AKG C-451EB、

NEUMANN U-87i（以上、コンデンサー型）などがあり、その他に、ワイヤレスマイクロ

ホン（SENHEISER、SONY、RAMSA など）がよく使われている。これらの出力電圧特

性（カタログ特性）の一例を図 4.5.5-1 に示す。いずれの特性も、20kHz 以上においては

出力電圧が下がる傾向にあり、使用周波数範囲の上限を 20kHz までとしているものがほ

とんどである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
前節でも述べたように、20kHz 以上の高周波成分を収音できるマイクロホンとしては、

B&K社の 4135/4939、4138が存在する。これらの出力電圧特性（測定値）の一例を図 4.5.5-2
に示す。ただし、これは、音響測定用のマイクロホンであり、S/N が非常に悪く、拡声や

音楽の収音の使用には不向きとされている。 
高周波成分まで収音できるマイクロホンは、振動膜の共振周波数を高くしなければなら

ず、そのため、振動膜をかなり小さくする必要があり、結果として、十分な感度が得られ

なくなる。コンデンサー・マイクロホンの主な雑音は、信号回路の抵抗部分の熱雑音であ

り、これは、マイクロホンの大きさと無関係に一定レベルであることから、高周波用のマ

イクロホンは S/N が低下する。㈱サンケンは NHK と共同して、SACD、DVD オーディオ

時代に対応したマイクロホンとして、100kHz まで収音可能なコンデンサー・マイクロホ

ンを開発した。回折効果を積極的に利用した新しいマイクロホン設計手法を開発し、2005
年秋から販売を開始している（図 4.5.5-3）。 

図 4.5.5-1 マイクロホンの出力電圧特性 

（左；SHURE SM-58、右；NEUMANN U87i） 
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4.5.5.2 ミキシング・コンソール 
(1) アナログミキサー 

ホール等で使われるアナログ調整卓、サブミキサーには、国内外のさまざまなメーカー

の機種が存在しているが、通常の多目的ホール・公会堂等に整備されているものについて

は国内電気音響設備メーカーのものが大半を占めている（RAMSA、WR-X シリーズ、JVC 
PS-M シリーズ、YAMAHA PM シリーズ、HYFAX ターネード Mk II、TOA TX-300 シリ

ーズ、JRC、TAMURA など）。まれに、海外メーカー（メイン卓として STUDER、サブ

卓として Sound Craft など）のミキサーが使用されている。いずれも、カタログスペック

上の周波数特性の上限は 20kHz である。ただし、実際の周波数特性は、さらに上の周波

数帯域まで伸びているものもある。実際にコンパクトミキサーについて測定した結果は、

100kHz までほぼ平坦な周波数特性を示した（図 4.5.5-4）。 
 

 

 

 

 

 

図 4.5.5-2 測定用マイクロホン B&K 4135 の出力電圧特性 

図 4.5.5-3 超広帯域マイクロホン CO-100k の出力電圧特性 
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図 4.5.5-4 コンパクトミキサーの出力特性（いずれも BALANCE IN - MAIN OUT） 
         左；SOUNDCRAFT SPRIT12、右；MACKIE 1202 
 

(2) デジタルミキサー 

デジタルミキサーの AD／DA 及び内部のデジタル信号処理におけるサンプリング周波

数は、現状では 48kHz もしくは 44.1kHz のものがほとんどであり、これらは原理的に

20kHz 以下の周波数しか出力できない。以下に、国内メーカーの主なデジタルミキサーの

仕様（サンプリング周波数）を示す。 
・YAMAHA DM シリーズ及び O2R（いずれも V2 バージョンからはサンプリン

グ周波数 96kHz 対応）、O3D（サンプリング周波数 44.1/48kHz） 
・TOA デジタルコンソール ix シリーズ 
・HYFAX EXPERT（サンプリング周波数 48kHz） 
・RAMSA WR-D01、WR-D40（サンプリング周波数 48kHz） 

 
4.5.5.3 エフェクター 
ホール等の電気音響設備で使われるエフェクターとしては、コンプレッサー／リミッタ

ー、パラメトリックイコライザー、ディレイ、リバーブなどがある。最近ではデジタル機

器が増えてきているが、サンプリング周波数 48kHz のものが大半を占める。 
(1) アナログ機器 

国内では、RAMSA、YAMAHA、JVC、HYFAX、TOA、Roland などの各メーカーから、

コンプレッサー／リミッター、パラメトリックイコライザーなど各種機器が製造・販売さ

れている。いずれも、カタログスペック上の上限周波数特性は 20kHz 以下である。 
海外メーカーでは、KLARK-TEKNIK、BSS、TCElectronic、XTA、BEHRINGER な

どがあるが、これらについても、カタログスペック上の周波数特性の上限は 20kHz 以下

である。 

(2) デジタル機器 

国内では、RAMSA WZ シリーズ（サンプリング周波数 48kHz、量子化ビット数 24bit）、
YAMAHA SPX2000、REV500（同 44.1kHz、20bit）、TOA DP シリーズ（同 48kHz、24bit）、
海外では dBX DriveRack シリーズ（同 48kHz、24bit）、KLARK-TEKNIK DN9 シリー

ズ（同 48kHz、24bit）など、大半の機器のサンプリング周波数は 48kHz であり、周波数

特性の上限は 20kHz 以下である。 
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4.5.5.4 パワーアンプ 
(1) アナログアンプ 

カタログスペック上の周波数特は、国内・海外メーカーともに大半が 20kHz 以下と記載

されている。実際の物理特性はさらに上の周波数帯域まで伸びており、いくつかの市販の

業務用パワーアンプについて実際に測定した結果では 100kHz までほぼ平坦な特性だった。

ただし、某メーカーの技術担当者の話では、高音域の周波数では、THD(歪率)が大きくな

るため性能保証できない場合があること、並びに、可聴域を超える周波数帯域に信号が入

力された場合に人間の耳では聞こえないことから、過大入力に気付かないことによってス

ピーカーを破損させてしまうことを避けるために、といった理由で、再生周波数帯域を

20kHz 以下に制限しているということであった。 
(2) デジタルアンプ 

近年、変換効率が 80～90%と非常に優れたデジタルアンプが普及しつつある。 
必要な再生帯域よりも十分に高いサンプリング周波数（数百 kHz～数 MHz）で PWM

変調(パルス幅変調)もしくは PDM 変調（１ビット ΔΣ方式によるパルス幅変調）を行った

1 ビットのデジタル信号をアンプの最終段で定電圧スイッチングを行う、いわゆる D クラ

ス方式が各種検討され、製品化されている。 
周波数特性はメーカーによって異なるが、周波数帯域の上限は約 50～60kHz となって

いるものが多い。それは原理的に発生するデジタル変調ノイズが避けられず、１ビット ΔΣ
方式のノイズシェープをはじめとする各種のフィードバック回路によって AD 変換にとも

なう量子化ノイズをどこかの帯域に持っていく必要があるため、高周波域に設けたノイズ

シェープエリアにノイズを押し込んでいると推測される。そのため、いずれのデジタルア

ンプも、周波数帯域の上限付近からローパスフィルタを入れて、高音域に押し上げた量子

化ノイズをカットしている。 
 

4.5.5.5 スピーカー 
国内、海外メーカーともに、多種・多様のスピーカーを提供しているが、ホール等の電

気音響設備用のスピーカーで 20kHz 以上の帯域を再生できることをスペック上謳ってい

るものはほとんどみられない。 4.5.1 で述べたように、これらの設備用のスピーカーは、

「十分な音圧レベルで高品質の拡声音を場内に均一に供給し、満足できる明瞭度を確保す

る」ことを目的としており、20kHz 以上の高周波音が音声や音楽の明瞭度の向上に寄与す

るとは考えにくいためである。さらに言えば、4.5.3 で述べたように、高周波成分は空気中

で減衰しやすいために、ホールのような大きな空間においては、均一なレベルでの呈示を

実現することが難しいことも関与していると考えられる。 
 
 
4. 6 おわりに 
スタジオ用音響機材、民生用音響機材、空間演出用音響機材のいずれの領域においても、

時として 100kHz をこえる高周波成分を含むハイパーソニック・サウンドの記録や再生に

は著しい限界を有する機材がほとんどをしめていることが見出された。  
スタジオ用音響機材については、SACD や DVD オーディオの仕様を活かしきることが
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できる音楽制作用の機器類はほとんど実用化されておらず、そこでつくられたコンテンツ

を再生する民生用音響機器についても、同様の限界があった。一方、わずかではあるが、

100kHz をこえる高周波成分の記録・加工・再生において十分な性能をもつ機材も開発さ

れていることがわかった。 
劇場をはじめとする空間演出においても、ハイパーソニック・サウンドへの対応はほと

んどなされておらず、現在製造・販売されている業務用の音響設備機器を用いてハイパー

ソニック・エフェクトを発生させうる空間演出が可能な電気音響設備を構成することは、

大変困難であることも明らかになった。 
このことは、ハイパーソニック・エフェクトの応用において、その実現のために必要な

機材は開発の途上にあり、将来的にはきわめて大きな未開拓の市場が存在していることを

意味していると考えられる。 
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第 5 章 ハイパーソニック・エフェクト応用上の課題に関する検討 
 
 
5. 1 はじめに      
すでに述べたように、ハイパーソニック･エフェクトとは、人間の可聴域上限を超える高

周波成分を豊富に含む音が、脳幹や視床など脳の基幹部とそれに発する神経ネットワーク

（基幹脳ネットワーク）を活性化し、これに導かれた快適性の指標脳波α波の増強、スト

レス性ホルモンの減少、免疫活性の増大、音のいっそう美しく快い受容の誘導、そして音

をより大きな音量で聴く行動の誘起など、いずれも統計的有意性を示す応答から構成され

た高度に複合的、有機的な効果を総称するものである。ハイパーソニック・エフェクトは、

従来の音響学や感覚生理学の延長線上に捉えることが難しく、高度に細分化した現在の知

的枠組みに納まらない有機的な広領域性・学際性をもっており、いくつもの発想面や技術

面でのブレイクスルーに支えられて実現したものだった。日本オリジナルのこの発見は、

「聴覚系の守備範囲を外れた高周波成分が音の知覚と心身の活性に統計的有意性をもって

顕著な影響を及ぼす」というこれまで類例を見ない現象であり、その発現メカニズムの解

明は人間の未知の情報受容系の発見につながる可能性を有するものとして、国際的にも大

きな学術的注目を集めている。 
デジタルコンテンツ産業にとっては、ハイパーソニック・エフェクトの応用可能性は、

きわめて大きな意義をもっている。ハイパーソニック・サウンドが誘発する基幹脳ネット

ワークの活動がもたらす脳の報酬系の総合的な活性化は、デジタルコンテンツにこれまで

にない魅力をあたえ、新しい芸術表現の展開を促すことが期待される。さらに、基幹脳ネ

ットワークの活動がもたらす自律神経系、免疫系、内分泌系など生体制御系の強力な活性

化は、生活習慣病、発達障害、精神・行動の異常の防御につながり、すでに医療健康分野

や都市再生分野で注目を浴びている。このことは、ハイパーソニック・エフェクトを発現

させるデジタルコンテンツには、これまでにない新たな社会的機能と効果が期待され、デ

ジタルコンテンツが娯楽のための一種の嗜好品としての副次的な存在から、心身の健康の

ための必須の存在へと発展していく契機をもたらす。それによって、デジタルコンテンツ

に新しい市場が生まれ、長期にわたる音楽産業の低落傾向に歯止めをかける起爆剤となる

ことも期待される。そして、この効果を応用した都市再生の試みである「脳にやさしい街

づくり」の実装実験が文部科学省補助金で実現し、軌道に乗っている。また、薬物療法へ

の依存がいきづまりを見せている現代医学の領域に、この効果を突破口にして「情報医療」

という新しい領域を開拓しようというアプローチが国立研究機関ですでにはじまるなど、

その本格的な応用が各方面で開始されている。 
そうした新たなデジタルコンテンツの制作と享受を実現するためには、音素材の収集、

編集からパッケージ化に至るコンテンツ制作領域、ホール・劇場でのライブ公演での空間

演出用の音響設備領域が、いずれも刷新されることになる。加えて、家庭用のオーディオ

システムやポータブルプレイヤーをはじめとする民生用機器類、ひいてはオーディオ・ビ

ジュアルに関わるすべての情報機器や家電においても、世代交代が導かれるだろう。これ

らの流れは、ハイパーソニック・エフェクトがもたらす基幹脳活性化に基づく現代病抑止
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効果によって強力に後押しされ、そこに生じる技術的経済的な波及効果ははかりしれない。

そのために重要な役割をはたす学術的知見や技術について、現在のわが国の学術界・産業

界はともに世界の最先端にあり、デジタルコンテンツについてのスタンダードを構築しう

る活性を有していることは、今後の展望として大変幸いなことと考えられる。 
そうした大きなプラスの効果が期待される一方、ハイパーソニック・エフェクトの発見

と同時に見出された現状のデジタルコンテンツが内包しているマイナスの影響、つまり「人

間には音として知覚できない超高周波成分を信号処理過程などで高度に除外し、知覚でき

る周波数範囲に限定したメディアの音が基幹脳ネットワークの活性低下を導く恐れがあ

る」という現象を看過することはできない。よく知られている通り、現行の CD、MD、

MP3、BS および地上波デジタル放送用音声規格はいずれも、音として知覚できる周波数

帯域成分についてのみ伝達可能にするものとなっている。必然的にこれらの規格によって

供給されるデジタルコンテンツは、可聴域上限を十分に超える周波数成分をほとんど含ま

ないうえ、人類が進化の途上でおそらく遭遇したことがないであろうほど急峻な高域遮断

傾斜をもつものとなっている。大橋らが実験した範囲では、このような信号構造をもつ音

楽や環境音に触れているときの人間の脳では、音楽などが存在しない暗騒音条件下にある

時よりも基幹脳の活性が低下していることが、複数の直接的・間接的指標上で統計的有意

性をもって観測されている。大橋らは、いたずらに社会的な不安や動揺をかき立てること

がないように、これまで、そうした実験事実については特に客観的かつ冷静に報告する姿

勢を貫いてきた。しかし 2006 年に、「ハイパーソニック・エフェクトを発現させる超高周

波空気振動は、耳からではなく体表面から受容される」ことを厳密に実証した大橋らの審

査付論文が、権威ある学術誌 Brain Research に掲載された。この論文によって、ハイパ

ーソニック・エフェクトをこれまでの気道聴覚系についての知見の範囲内で無理やり説明

しようとしたために生じた誤った認識や、わずかに残留していたかもしれないこの現象の

実在に対する疑義も過去のものとなった。つまり、この調査研究でも整理したように、現

状では、ハイパーソニック・エフェクトと総称される生理・心理・行動にわたる複合的な

効果の発現について、ほとんど疑問の余地のない多くの支持材料が出揃うに至ったと判断

される。 

このような状況において、ある種の現行デジタルコンテンツが、ユーザーの心身の健康

に対してマイナスの影響をもたらす可能性を示唆するという知見を軽視ないし無視し、こ

れにかかわる医学生理学的な検討や技術的、社会的な対応を怠ることは、最近の科学技術

倫理の観点からは許されざる域に入ろうとしていることは重要である。それは将来的に、

たとえば水俣病をはじめとする公害問題や薬害エイズ問題などに匹敵する大きな問題に発

展する危険性をはらんでいるからである。これらの問題はいずれも、それまで知られてい

なかった何らかの要因によって人体にマイナスの影響が生じているにもかかわらず、その

メカニズムや因果関係の全容が当時の科学の手では解明されつくしていないことを理由に

して必要な対応を怠ることによって、被害を深刻化させてきた。しかしながら、広く国民

の心身の健康に悪影響を及ぼす危険性があることを知りながら 100%の因果性が証明され

ていないことを理由に放置するという態度は、企業の利益追求のために予見される健康被

害の可能性を隠蔽したとの倫理的に最悪の解釈を成立ならしめ、社会的に厳しい断罪を受

けることは歴史が証明している。こうした問題については、デジタルコンテンツ協会とし
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て率先して適任者を中心とする本格的な研究体制を直ちに構築するとともに、関連する領

域や諸団体、企業などにも、可及的速やかに注意喚起をするなどのしかるべき対応をとる

ことが必要である。他分野における過去の経験は、それが問題の深刻化を未然に防いだり、

被害を最小化するうえで必須であることを教えている。特に、デジタルコンテンツが人々

の生活に深く浸透し、現代社会の情報環境の重要な一翼を担っている現状では、すでに一

刻の猶予も許されない状況になっているかもしれない。こうした製造物や技術に対する倫

理をめぐる現代の社会環境の変化に乗り遅れることなく、学術界と産業界とが緊密に連携

し、共通の問題意識にたって一日も早く本格的な取組みを開始する必要がある状況に至っ

ていると考えられる。ハイパーソニック・エフェクトの発見者である大橋らは、そうした

観点から警鐘を鳴らしている。 
以上の観点にたって、この調査研究で明らかになったデジタル音響システムおよびデジ

タルコンテンツについて、その課題を整理する。 
       
 
5. 2 ハイパーソニック・サウンド対応音響システムの課題 
5.2.1 デジタルメディア規格の課題 

すでにみてきたように、ハイパーソニック・エフェクトを導く音、すなわちハイパーソ

ニック・サウンドの構造上の特徴は、20kHz をこえ、瞬間的には 100kHz を大幅に超える

高周波成分を豊富に含むことにある。同時に、そうした高周波成分は、数ミリ秒またはそ

れ以下のミクロな時間領域で変化する知覚できない非定常構造を伴い、これを定常的なラ

ンダムノイズで置き換えても、同様な効果はえられない。したがって、ハイパーソニック・

デジタル音響システムは、このような高周波成分を含む音素材をできるだけ忠実に録音・

編集し、安定性の高い媒体に記録してコンテンツを制作し、これをできるだけ忠実に空気

振動に変換してユーザーに伝達可能にする必要がある。 
デジタルコンテンツの音声規格についてこの点から検討すると、原理的に 100kHz 以上

の周波数領域まで記録可能な SACD 規格は、ハイパーソニック・デジタル音響システムの

基礎となる規格として一定の有効性を有している。ただし大橋らは、現状の SACD 規格で

のサンプリング周波数（2.8224MHz）に対して、さらにそれを高めたシステムを使用して

その有効性を確認している。したがって、現在の SACD 規格については、さらに高度化の

可能性を検討することが必要だろう。 
それに対して、DVD オーディオ規格は、その記録再生可能周波数の上限は 96kHz にと

どまっているという大きな限界を有している。 
こうしたデジタル音響システムの基礎をなす規格の検討において、これまでは、「ユー

ザーの心身の健康」という観点が考慮された形跡は認められない。しかし、デジタル情報

と人間の脳との適合、不適合について新たな知見が蓄積されはじめた現在、それを無視す

ることはもはや倫理的に許されないのはさきに述べたとおりである。最新の知見を踏まえ

たデジタルメディア規格の見直しとその改善・高度化は、「人にやさしいメディア」を実現

する基盤として重要かつ緊急の課題と考えられる。かつてわが国から SACD や DVD オー

ディオの規格策定に大きな影響を及ぼす提言がなされたという歴史的事実は、こうした規

格策定におけるわが国の発言権を大きなものにしており、規格の刷新にむけた新しい情報
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がわが国から発信される必然性を裏付けていると考えられる。 
 

5.2.2 ハイパーソニック・サウンド対応スタジオ用機材の課題 
SACD や DVD オーディオなどのデジタルコンテンツを制作するうえで必要なスタジオ

用音響機材についてみると、ハイパーソニック・エフェクトを導きうる音源を、その特性

を損なうことなく取り扱ううえで多くの限界が存在していることが見出された。 
マイクロホンについては、100kHz 以上の帯域まで周波数特性が及んでいるものはきわ

めて少なく、新たなマイクロホンの開発が必要といえる。ただし、ごく一部の在来のマイ

クロホンのなかに 50kHz 以上の帯域におよぶ高周波帯域の特性が比較的良好なものも存

在しているので、当面の措置として、そうしたマイクロホンの高周波特性の確認と活用を

検討することは有効と考えられる。 
記録された電気信号のアナログ／デジタル変換を担当する AD／DA コンバーターにつ

いては、現状で圧倒的多数を占めているＰＣＭ方式のコンバーターにおいて、352.8kHz
および 384kHz という高いサンプリング周波数の設定を可能にしている機種が登場してい

ることは注目される。こうしたサンプリング周波数ならば、100kHz をこえる高周波成分

の変換が原理的に可能である。また、現状で使われているもうひとつの信号処理方式であ

る DSD 方式のコンバーターは、市販品はすべて SACD の規格とあわせてサンプリング周

波数が 2.8224MHz に設定されている。しかし、高速標本化１ビット量子化方式の権威で

ある山崎を含む一部の研究者たちは、研究用のコンバーターとしてそれを上回る性能を有

する機材を開発しており、それらの早期の実用化が望まれる。 
レコーダーについても、AD／DA コンバーターと同様の課題が存在している。それらの

課題が解決され、スタジオの音楽制作の中心となりつつあるデジタル・オーディオ・ワー

クステーション(DAW)に反映され、生理学・医学的吟味検証と結びつくとき、スタジオに

おけるコンテンツ制作を一新する大きな影響力が発揮されることが予想される。 
ミキシング・コンソールについては、100kHz を越える帯域までかなり平坦な特性を有

するアナログ・コンソールがすでに存在していることが注目される。その価格帯は、きわ

めて高価なものから安価なものまで幅広く、高周波帯域の特性がすぐれたコンソールが比

較的早期に普及していく可能性は高いと期待される。 
スタジオでの音づくりにおいて重要な役割を果たすデジタル・エフェクター類には、100 

kHz を越える帯域に対応しうる機材は現時点では見出されず、ハイパーソニック・サウン

ドの編集においては限界が大きいといわざるをえない。今後の開発が期待される。 
 

5.2.3 ハイパーソニック・サウンド対応民生用音響機材の課題 
こうして制作されたデジタルコンテンツをユーザーが聴取するためのシステムについて

も、現状では多くの課題が存在していることが見出された。 
プレーヤーについては、仕様上 100kHz までの再生可能性を有する SACD プレーヤーに

ついて実際に再生周波数特性を計測・調査したところ、調査対象とした市販の代表的なプ

レーヤーの中で実際にそうした仕様をみたす再生周波数帯域を実現していたものは見出さ

れなかった。唯一、大橋らが主として研究目的のために開発したプレーヤーのみが、

100kHz まで平坦な特性を実現していた。民生用のプレーヤーの多くは、およそ 50kHz 以
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上にハイカットフィルターが挿入されて帯域制限されていることを反映する特性を示した。

それにもかかわらずカタログには、再生周波数帯域についてそうした実態を比較的正確に

記述している場合と、そうでない場合とに分かれていたことには注意を要する。 
現有の民生用オーディオシステムの再生周波数帯域を高周波帯域にまで広げる最も手

軽な方法のひとつは、高周波帯域再生用のスーパーツイーターをシステムに導入すること

といえる。そこでスーパーツイーターについて複数の機種について周波数特性を計測した

ところ、カタログ上に「～100kHz」という再生周波数特性が記述されていても、それは

100kHz まで平坦であることを意味しているとは限らず、機種によって周波数再生特性の

減衰が著しいことが見出された。100kHz に達する豊富な高周波成分を再生可能にするう

えで、スーパーツイーターの導入は基本的には効果はあるものの、機種によってその効果

にはかなりの違いがあると考えなければならないことが示された。 
高周波成分の再生にすぐれたスーパーツイーターを搭載したマルチウェイ・スピーカ

ー・システムはごく最近、少なからず登場していることは積極的に評価できる。ただし、

スピーカーの再生周波数の特性を実測に基づいて調査してみると、高周波領域での減衰が

著しくないものはきわめて稀であった。カタログスペックとしての再生周波数特性は、そ

こで表示されている帯域上限まで平坦な特性を有することを意味しているとは限らないこ

とが見出された。一方、スピーカー・システムのなかには、100kHz までほぼ平坦な特性

を有するものも見出された。スピーカー・システムの選択にあたっては、音質の嗜好、外

観や大きさ、価格など多くの選択要因があり、それぞれのユーザー固有の目的や嗜好に応

じて機種の選択がおこなわれている。今後は、それらの諸要因に加えて、可聴域を超える

帯域の周波数特性が重要な選択要因になると予想される。そのために、必要な情報が十分

に公開され、ユーザーの選択要因として機能しうるようになることが課題といえるだろう。 
 
5.2.4 ハイパーソニック・サウンド対応空間演出用音響機材の課題 

わが国における空間演出用の電気音響設備、すなわち、ホール・劇場などの電気音響設

備は、放送設備に関わる技術を適用するかたちで発展した「拡声設備」としての性格が強

い。拡声設備には、ハウリングが起こりにくく動作が安定していること、十分な音圧レベ

ルで高品質の拡声音を場内に均一に供給すること、満足できる明瞭度を確保することなど

が主として要請され、ハイパーソニック・エフェクトを生じさせる高周波成分の再生につ

いての配慮は現在のところまったくうかがわれない。また、ホール等で使用されているデ

ジタル音響機材には、前項に示したスタジオ用音響機材の課題と同種の課題が存在してお

り、可聴域上限をこえる高周波成分への対応にはきわめて大きな限界があった。したがっ

て、現在製造・販売されている業務用の音響設備機器を用いてハイパーソニック・エフェ

クトを発生させうる空間演出が可能な電気音響設備を構成することについては、現状のま

までは、その実現はきわめて困難といえる。しかし、視点を変えて見るならば、このこと

は、ハイパーソニック・エフェクトを空間演出に応用するという課題設定自体がきわめて

先進的であり、きわめて大きな未開拓の市場が存在していることを意味し、積極的な展望

を導くものといえる。 
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5. 3 ハイパーソニック・サウンド対応音響コンテンツの課題 
SACD や参考としての DVD オーディオについて、そのコンテンツに含まれている周波

数成分を分析した。その結果、多くの SACD コンテンツには、50kHz を越える帯域に量

子化雑音とみられるノイズのピークが観察された。こうした高周波帯域における量子化雑

音は、音としては聴こえない。しかし、高度に人工的なノイズの存在が人間にマイナスの

生理的影響を及ぼさないかどうかはいまだ不明であり、安全性の観点から十分な吟味をお

こなうことが緊急に必要と考えられる。SACD プレーヤーにおいておよそ 50kHz 以上の

帯域が制限されている特性を示したのは、このコンテンツに含まれているノイズを低減さ

せて後続する機器類を保護するためであると考えられる。 
また、SACD や DVD オーディオコンテンツのなかには、20kHz をこえる高周波成分が

ほとんど記録されていないものもかなり見出された。 
したがって、SACD、DVD オーディオいずれにおいても、実際に供給されているデジタ

ルコンテンツにおいて、その規格における仕様が十二分に活かされているとは限らないこ

とが明らかになった。 
これらのデジタルコンテンツの音源として 48kHz または 44.1kHz サンプリングで記録

されたデジタル・マスターが使用されていた場合には、20kHz 以上の成分がそもそも記録

されていないので、こうした限界は生じやすい。それに対して、実際に 100kHz をこえる

高周波成分を豊富に含んでいたコンテンツは、たとえば大橋らの制作したコンテンツのよ

うに、録音段階からマスタリングのすべての工程において、使用する機材や制作方法を高

度に吟味することによって実現したものだった。したがって、今後、ハイパーソニック・

エフェクト発現に十分に留意しつつ、SACD や DVD オーディオ制作を目的として新たに

収録されたコンテンツが増えるにしたがって、高周波成分を豊富に含むコンテンツが増え

てくることが期待される。 
なお、現在の音楽スタジオには、48kHz サンプリングで制作されてしまった貴重な音楽

演奏を記録したデジタル・マスターテープが膨大に蓄積されている。これらは、次世代に

受け継ぐべきかけがえのない文化遺産であるが、ハイパーソニック・エフェクト対応が標

準化されるであろう将来においては、その価値が大幅に減殺されてしまうという問題があ

る。一方、デジタル機器がスタジオに普及する以前に制作された膨大なアナログ・マスタ

ーテープには、20kHz を大幅に超える高周波成分が豊富に含まれているコンテンツが相当

に存在しているはずである。ただしこれらは、制作時点からかなりの時間が経過し、テー

プの品質劣化や、再生装置の喪失など、貴重な音資源がみすみす再生不能となる危機に瀕

している。ハイパーソニック・サウンドとして大きな価値をもつこれらのアナログの音資

源をいかに有効に活用するかについても、本格的な対応が急がれる状況といえる。 
 
5. 4 おわりに    
スタジオ用音響機材、民生用音響機材、空間演出用音響機材、そしてコンテンツそれ自

体についても、現状では、ハイパーソニック・サウンドへの対応には大きな限界が存在し

ていることが明らかになった。一方、そうした限界を克服し、100kHz をこえる高周波成

分の記録・加工・再生において十分な性能をもつ機材やそれによって制作されたコンテン

ツが、ハイパーソニック・エフェクトの発見者である大橋らの手によって実現しているこ
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とも確認された。このことは、ハイパーソニック・デジタル音響機器の実現が、その相当

部分が、すでに原理的には射程距離に入っていることを示唆している。したがって、ハイ

パーソニック・エフェクトの内容と意義が十分に社会に周知され、それが消費者のニーズ

となるとともに、コンテンツ製造者の責任として産業界的に認識されることによって、ハ

イパーソニック・サウンド対応デジタル音響システムの発達と普及は、急速に進展してい

くと予測される。それによって、音響産業諸分野のハードからソフト、あるいは、上流か

ら下流に及ぶ全般的な再構築が生じ、巨大な経済効果が発生することが期待される。 
そのためには、デジタルコンテンツ業界自体が、ハイパーソニック・エフェクトの応用

と現状のデジタルコンテンツが内包する問題点の克服にむけて、積極的な検討を主導的に

進めることが重要といえる。とりわけ、マイナスの影響が懸念される問題に対しては、当

事者が率先してその問題の克服に誠実に取り組むことが、科学技術倫理上、強く要請され

ているからである。そのため、日本が世界を圧倒的に先導する実績と機会を握っている現

在のハイパーソニック・エフェクト研究チームに対して、予算措置をはじめとする国際的

に有効なレベルの強力な支援体制を築き、大規模で継続的な調査研究の実施をはかること

が緊急に必要と考えられる。とくにそうした研究では、デジタルコンテンツが人間に及ぼ

す影響についての臨床研究を含む医学的な検討や、わが国の先端的な情報技術を駆使した

デジタル情報機器についての開発などは優先性の高い課題として推進する必要がある。こ

うした取組みは、デジタルコンテンツ産業をさらに活性化させ、わが国のデジタルコンテ

ンツ産業が国際的に優位な位置を占めていくうえできわめて重要な戦略となりうるという

展望をともなっている。 
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第 6 章 むすび 
 
 
この事業は、デジタルコンテンツが人々に感動を与えるうえで映像とともに重要な役割

を果たしている音響について、情報現象と人間の脳との適合性に関する最近の知見を導入

して本格的に検討し、人々に強い快感や感動を与えるデジタルコンテンツや、その制作・

再生システムを実現するうえで有効な知見を提供することをめざしておこなわれた。その

なかで、近年、わが国で発見されたハイパーソニック・エフェクト、すなわち、人間の可

聴域上限(20kHz)を超える高周波成分を豊富に含む非定常な音が、人間の脳幹、視床、視

床下部を含む基幹脳ネットワークを活性化し、それを反映するさまざまな生理、心理、行

動反応をひきおこす現象に注目した。デジタルコンテンツによってハイパーソニック・エ

フェクトの発現が可能になれば、芸術表現における可能性が飛躍に増大するとともに、デ

ジタルコンテンツが人々の健康に貢献するという大きな社会的意義が実現し、それに伴う

デジタルコンテンツ関連産業の活性化が期待されるなど、多大な効果が期待されるからで

ある。 
そこで事業委員会では、まず、ハイパーソニック・エフェクト発見に至る諸研究を整理

するとともに、可聴域を超える高周波成分が人間の生理や感性に及ぼす影響に関する既往

の研究業績の調査と、ハイパーソニック・エフェクトのもつさまざまな側面について調査

をおこなった。また、ハイパーソニック・エフェクトの追試・応用状況について調査をお

こなうとともに、脳波を指標としてハイパーソニック・エフェクトの再現を確認した。こ

れによって、ハイパーソニック・エフェクト発見の必然性が明らかなるとともに、その実

在性が確認された。その効果の内容は、脳幹や視床など脳の基幹部とそれに発する神経ネ

ットワークを活性化し、これに導かれた快適性の指標脳波α波の増強、ストレス性ホルモ

ンの減少、免疫活性の増大、音のいっそう美しく快い受容の誘導、そして音をより大きな

音量で聴く行動の誘起などであり、デジタルコンテンツの魅力・訴求力を増大させるうえ

で効果的であるばかりでなく、心身の健康にとってポジティブな効果をもつことが示され

た。 

一方、こうした可聴域上限を十分に超える周波数成分をほとんど含まないような信号構

造をもつ音楽や環境音に触れているときの人間の脳では、音楽などが存在しない暗騒音条

件下にある時よりも基幹脳の活性が低下していることが、複数の直接的・間接的指標上で

統計的有意性をもって観測されていることも明らかになった。いうまでもなく、SACD や

DVD オーディオを除く現行のデジタルコンテンツの音声規格の大半は、音として知覚で

きる周波数帯域成分についてのみ伝達可能としたものとなっている。現状の音声規格がも

っているこうしたマイナス影響の可能性についても、デジタルコンテンツの安全性の観点

から改めて検討をおこない、本格的かつ緊急な対応を開始する必要性があることが見出さ

れた。 
以上のような観点から、ハイパーソニック・エフェクトを発現させるデジタルコンテン

ツを実現するために必要なデジタル音響機器について、現状の調査をおこなった。具体的

には、マイクロホン・AD／DA コンバーター・レコーダー・ミキシングコンソール・エフ
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ェクター類などのスタジオ用機材、プレーヤー・スーパーツイーター・スピーカーなどの

民生用音響機材とパッケージで供給されるデジタルコンテンツ、そしてそれらを総合した

ホールや劇場等の空間演出用音響機材について、その周波数特性に注目した調査をおこな

った。これまでの研究において、ハイパーソニック・エフェクトを発現させる音は、瞬間

的には 100kHz をこえる豊富な高周波成分を含んでいることが示されている。そこで

100kHz という周波数帯域をひとつの指標として調査した結果、100kHz 以上の周波数成

分に十分な水準で対応している機材やコンテンツはきわめて少なく、ハイパーソニック・

エフェクトへの対応には大きな課題が存在していることが見出された。一方、100kHz を

こえる高周波成分の記録・加工・再生においてすぐれた性能をもつ機器やそれによって制

作されたコンテンツが、ハイパーソニック・エフェクトの発見者である大橋らの手によっ

て実現していることがわかった。このことは、ハイパーソニック・デジタル音響機器の実

現が、技術的には射程距離に入っていることを示している。今後、ハイパーソニック・エ

フェクトの内容と意義が十分に社会に周知され、それが消費者のニーズとして顕在化する

とともに、高周波成分を欠落させた音声規格への緊急の対応がコンテンツ製造者の責任と

して産業界的に認識されることによって、ハイパーソニック・サウンド対応デジタル音響

システムの発達と普及は、急速に進展していくと予測される。 

ハイパーソニック・エフェクトがもたらしつつある新しい潮流は、「音」に関わる学術・

技術・芸術および産業の既存の枠組みを超えて、雄大な展望を拓きつつある。そうした中

で、デジタルコンテンツ産業はその中心的な応用の舞台であり、多くの人々がハイパーソ

ニック・エフェクトを享受できる状況をつくりだすうえできわめて重要な位置をしめてい

る。可聴域を超える高周波成分を活用することは、「人にやさしい」システムそしてデジタ

ルコンテンツを実現するうえで確実性の高い方策のひとつである。同時に、可聴域上限を

こえる高周波成分を含まない多くのデジタルコンテンツがもっている健康面におよぼす負

の効果についてのしかるべき対応を、時期を失することなくおこなうことも、デジタルコ

ンテンツ産業の健全な発展のために不可欠といえる。 

わが国のデジタルコンテンツ産業のさらなる活性化のために、日本原産のこの知見の活

用はきわめて有効かつ重要であり、一刻も早く強力な支援体制を築くべきであることをあ

らためて強調しておきたい。 
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