HAP-S1

（left）

しんでもらおう、と考えたのである。

音楽をもっと身近に、より積極的に楽

手 軽に入 手できるようになったり、大

インターネット経由で好みの音楽が
容量のストレージに数百もの音 楽をス

のがＵＳＢ ＤＡＣ＆プリメインアンプの

ここできわめて重要な役割を果たす

ＥＳシリーズではないが
最高の技術を集結し開発。
いわば「羊の皮をかぶった狼」だ

トックして、自在に呼びだせるようにな
ったり、近年、オーディオを取り巻く環
ここで見逃せないのが、使い勝手の劇
ＵＤＡ 、ＨＤＤオーディオプレーヤー

境が大きく変わろうとしている。
的な変化とともに、入手できる音源の

タブレットの画面に表示されたお目当て

あるということである。ジャンル別、ア

クォリティも飛躍 的な向上を遂 げつつ

くアピールし、共感してくれるユーザー

してスピーカーシステムのＳＳ ＨＡ１、
ＳＳ Ｈ-Ａ３の４機種である。音楽を
「聴
く」に止まらず「 感じる」楽しみを広

＆プリメインアンプのＨＡＰ Ｓ-１、そ

ーティスト別、アルバム別と、スマホや
のタイトルをタッチすると、すぐに再生
の輪を拡げていくことで、オーディオの

それも単に手軽で、簡単というだけ
でなく、その曲はＣＤの枠を大きく越

リティで再現される。 機能性と品質の

なかなか手が届かなかったレベルのクォ

案されている。これはまさにハイレゾオ

やすいゼネラルオーディオ機器として提

ィオ機器とは一線を画すもので、親しみ

設定からみても、いずれも高級オーデ

製品としてのサイズ、そして価 格の

こうという戦略だ。

迎えているのである。この局面に合わせ

機器としての基本設計は、同社のＥＳ

めの戦略の表れだが、実は、オーディオ
シリーズに代表される単品コンポーネン

ーディオの魅力を広く 知ってもらうた

プ、さらにウォークマン、ヘッドフォン、
ト担当の技術者に託されたという。

て、ソニーではＥＳグレードのＨＤＤオ

リニアＰＣＭレコーダーと、一気に８カ

人でも多くの人にこのスマートかつ高度

ディオファンのすそ野を拡げること。一

ここでソニーが最優先したのは、オー

す。これらのモデルはＥＳシリーズでは

ではない、本物の技術が必要になりま

感動を呼 び起こすには、やはり小手先

ということになりました」
。今回のハイ

技術を集結して、真っ向勝負でいこう、

ーディオの醍醐味を再認識してもらい、

ありませんが、ここは我々が持つ最高の

レゾ製品群の企画を担当した瓜谷尚大

した音楽ファイルを再生する。ＤＡＣ部、
パワーアンプ部というオーディオ機器と

に対して、ＨＡＰ Ｓ-１は自らＨＤＤ（５
００Ｇバイト）を装備して、そこに収録

さ、親しみやすさをアピールし、中身に

しての心臓部については設計を共用 化

さんがモノづくりの基本ポリシーについ

ついては細部まで徹底してこだわり、高

く異なる。

しているが、実際の使用スタイルは大き

製品形態は、す

きＤＡＣという

パワーアン プ 付

をもっといい音で楽しんでもらいたい。

机の上に１台置いて、ＰＣ内の音源

獲得する。
“羊の皮をかぶった狼”とで

PC
♪音楽データ

ても初めての試みだったという。
ではここでＵＤＡ
１とＨＡＰ Ｓ-１の詳
細 に 迫 って み よ う。

でに珍しいもの
市民 権を得てい

ではなく、広 く
るコンポー ネン
ト だけ に、ＵＤ
Ａ１の目 指 すと
ころは実に明 確

↑UDA-1は、PCとUSBケーブルでつなぎ、PC内の楽曲を
再生するシンプルなスタイルとなる。UDA-1とPC以外には、
スピーカーシステムだけで高品位なファイル再生ができる

↑HAP-S1は、スマホやタブレットでレスポンスに
すぐれた操作が可能。S1内蔵HDDの楽曲データ
を更新するたびに、そのデータベースを端末側に
連携させることで、快適な操作感を実現している

UDA-1の接続イメージ

ＰＣ内に収 録した楽

♪音楽データ

も言おうか、こうした手法はソニーとし

級オーディオ機器に通じるクォリティを

て説明してくれた。外観では使いやす

な操 作性と、ハイレゾ音源ならではの

順次市場に送り出している。
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リアリティを体感してもらうことで、オ

「ハイレゾオーディオとして、新たな

テゴリー、 機種を用意し、 月末より、

ーディオ プレーヤーと プリメインアン

両面で、オーディオは大きな変革期を

えて、我々オーディオファンが欲しても、

楽しみを新たなフェイズへと展開してい

が始まるというスマートさ。

1

↑HAP-S1の接続イメージ。S1を
L ANケーブル、あるいはWi-Fi経
由でネットワークにつなぎ、PC内
に 保 存され た 楽 曲をS1内 蔵 の
HDDに転送してから再生する流
れとなる

で、
分かりやすい。

スピーカーへ
UDA-1
USB
PC
♪音楽データ

スピーカーへ
HAP-S1

Wi-Fi
ルーター LAN
or
Wi-Fi
Wi-Fi
スマホ or
タブレット
（操作用）

曲を高音質で再現す

HAP Music Transferで自動転送

LAN
or
Wi-Fi

る再 生 す るＵＤＡ１

HAP-S1の接続イメージ
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↑アプリ内の環境設定で、デバイスの選
択と、DSDデコードモードと再生モード
が選べる。RAM展開モードは、再生ファ
イルを一度PC上のメモリーに展開して高
音質を狙う再生モードだ
↑UDA-1用無料ソフトの「Hi-Res Audio
Player」は、基本的な再生に的を絞った
使いやすいアプリ。192kHz/32ビットの
PCMと5.6MHzのDSD再生に対応する
（後者はWindows系のみ）

↑曲名やアーティスト、アルバム名のほか、
ファイル形式とサンプリングレートなどの
情 報も表 示される。この2枚の画 面は、
iOSのスマートフォン用画面をキャプチャ
ーしたもの
↑HAP-S1は、無 料 の 純 正 操 作 アプリ
「HDD Audio Player」でコントロールで
きる。アンドロイドならびにiOSのスマート
フォン、タブレットのヴァージョンをそれ
ぞれ用意している

スタジオマスターグレードの音源が、自宅のオーディオシステムで楽しめる。我々オーディオファン

にとって夢のような時代の到来であり、オーディオの歴史からしても大きなエポックである。この秋、
してもらい、オーディオの楽しさや醍醐味を再認識して欲しいと、メッセージを送った。いまソニー

HAP-S1

ソニーは「Hi-Res AUDIO」製品のラインナップを一気に拡充させ、この感動を多くの人に体験

（right）

藤原陽祐

UDA-1

録音現場の気配と空気の
色濃い描写に思わず息を呑む
SONY Hi-Res Audio Series

のオーディオが大きく一歩、動き出した。

UDA-1

●問合せ先：ソニーマーケティング㈱買い物相談窓口70120-777-886

SONY Hi-Res Audio Series

↑デジタル音声およびアナログ音声入力を2系統ずつ装備。ライン出力も備えているので、単体HDDオーディオプ
レーヤーとしても活用できる。スピーカー端子は、バナナプラグ接続に対応している

曲を聴くというのは一緒だが、こちらは

ＨＡＰ Ｓ-１もいったんＰＣ内にダウ
ンロード（もしくはリッピング）した楽

トレスフリーで、いい音を提供したいと

ますが、我々としてはもっと手軽に、ス

クプレーヤーは数 多く製品化されてい

「すでにＤＬＮＡベースのネットワー

本体内に音源を持ち、それを再生する

能性を模索していく中で、最終的に目

いう思いが強くありました。色々な可

的をきわめるには、音源（ＨＤＤ）も、

状態を常時、把握していくことが

プレーヤー機能まで備える。これはまっ

きのミュージックサーバー”とも言える

プレーヤー機能も本体内に持って、その

りました」
。今回のハイレゾ製品群

ベストのカタチだという回 答に至

の開発に、企画の段階から深く関

わってきた西之園裕治さんのコメ

確かにネットワーク上にあるＮ

ントである。

す る ネットワーク プレーヤーは、

ＡＳの音源にアクセスして、再生

ドルが高く、ネットワ

るが、現段階ではハー

識が必要になるなど、

ークの構築も一定の知

ら えるよ う な 状 況 と

万人に、広く使っても

は言えない。

プレーヤーとして完結

その 点、ＨＡＰ Ｓ１はＨＤＤオーディオ

することで、再生フォ

高感度のオーディオファンを中心
に着実に浸透しつつあ

→様々なパーツがぎっしりと詰まった内部。
HDDは2.5インチ型で、筐体右側に横向き
に立てるような状態で厳重なシールドが施さ
れながら固定されている。このサイズのアン
プにしては異例なほど大きなサイズのEIコア
型電源トランスにも注目

たくの新コンセプトであり、
“アンプ付

存在なのである。

↑左右独立型の広帯域パワーアンプブロッ
ク。コンデンサーは、6800μF容量のブロ
ックタイプで、スリーブ（外皮）の長さまで
試聴によって決められているカスタム仕様。
その他の抵抗やコンデンサーもヒアリングを
繰り返して採用が決定されている

必 要 性 が な く な り、

ないガラスエポキシ基板を採用したり、

●型式：HDD内蔵オーディオプレーヤー＋
プリメインアンプ●アンプ出力：40W×2●
内蔵HDD容量：500Gバイト●対応ファイ
ル： WAV、AIFF、FLAC、ALAC、DSF、
DSDIFF ATRAC、ATRAC Advanced
Lossless、MP3、AAC、WMA●対応サン
プリングレート/量子化ビット数：〜192kHz
/24ビット（PCM）
、
〜5.6MHz/1ビット（DS
D）●接続端子：デジタル音声入力2系統（同
軸×1、
光×1）アナログ音声入力2系統（RCA
×2）
、ア ナ ログ 音 声 出 力1系 統（RCA）
、
USBタイプA端子1系統（外付けHDD専用）
、
LAN端子1系統（無線LAN対応）
、他●寸法
/質量：W265×H88×D304mm/約5.8k g
●消費電力：約70W

ーマットにとらわれる

心配もありません」と加えた。

HAP-S1

オープン価格（実勢価格8万円前後）

クォリティに対する管

わめて大きい」と断言する。そして「Ｈ
強度が高く、エネルギーの伝送ロスも少

理も徹 底できる。さらに今回はＰＣに
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信号切替えに半導体スイッチではなく、

当凝った設計であり、採算がとれるのかど
うか、
心配になるくらいの仕上がりだ（藤原）

SS-HA3

オープン価格
（実勢価格4万円前後、ペア）
●寸法/質量：W150×H231×D232mm/約3.1kg

パワーアンプは両モデルともにＬＲ独

その素材といい、形状といい、確かに相

取り込まれた楽曲を自 動 的にＨＤＤへ

当、杉山雅紀さん）
。

質の高いリレースイッチを使ったり、あ

保するため。内側にはブレースを配置して
共振をおさえています」
（スピーカー設計担

立型の広帯域仕様のＡＢ級アンプ。社

の剛性を高めながら、求められる容積を確

ＡＰ Ｓ-１では大型のカラー液晶に楽曲
の情報が表示できますので、その横の

し出し材を使っていますが、これは箱として

と 転 送 し て く れ る“ 自 動 転 送ア プリ

重の樹脂を使っています。そしてキャビネッ
ト本体（背中部分）についてはアルミの押

るいは電 源回 路のＥＩコアのトランス

面の加工は木材系の材料では難しく、高比

内的には、デジタル増幅のＳマスターで

カット形状はディフラクション（回折効果）
を抑えるためのものですが、この微妙な曲

ジョグダイヤルとエンターボタンでお目

に、上面にもスーパートゥイーターを搭載す
るという手法をとっています。バッフル面の

も、リーケージフラックスを抑えた鉄損

SS-HA1

オープン価格
（実勢価格7万円前後、ペア）
●寸法/質量：W185×H312×D312mm/約4.8kg

行こうという意見もあったようだが、今

ら左右、上方向にも指向性を拡大するため

当ての曲を呼び出して、素早く再生す

「まず前面のユニットで広帯域再生が可
能なスピーカーシステムを完成させ、そこか

『 HAP Music Transfer
』
”が用意され、
ハイレゾ音源を楽しむためのユーザーの

天板についても、
面取りすることにした。

の少ないコア材を選別したタイプを採

ドをプロペラ形状に大胆にカットし、さらに

うこともあって、ハイレゾ再生でも実績

バッフル面での回折を徹底して排除するこ
とが不可欠。そこでトゥイーター脇、両サイ

回はＤＳＤも含めて、様々な音源を扱

だが、この持ち味を最大限に引き出すには、

作も、データベースだけコピーしてアプ

ハイレゾの再生では、細やかな空間表現、
ニュアンスの描写が大きな魅力となるわけ

ることが可能です。またスマホからの操

用したり、このクラスのモデルでは考え

なスピーカーシステムを目指したという。

瓜 谷 さんは「スマート な 操 作 性 と、

られないような贅 沢な部品をふんだん

リビングを良質な響きで満たしてくれるよう

負担、労力を大幅に軽減している。

「 電 源、アンプ、ＤＡＣ部の基 板に、

はなく、広いサービスエリアでしっかりと感
じられること。高い分解能を確保しながら、

のあるアナログアンプに決まったという。

再生し、しかもその持ち味がピンポイントで

すし、ネットワーク上からノイズが入る

Speaker System

リで管理しているので、サクサク動きま

スピーカーの開発において、今回設計陣
に求められたのは、ハイレゾ音源をきちんと

高品質のサウンドを追求していく上で、

ハイレゾの響きを部屋のどこでも感じたい
広指向性スーパートゥイーター搭載スピーカーも登場

音源を本体内に持つことのメリットはき

Column

HDD Audio Player ＋ Integrated Amplifier
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●取材に協力いただいた方々

UDA-1

●型式：USB DAC＋プリメインアンプ●
アンプ出力：23W×2●対応サンプリング
レート/量子化ビット数：〜192kHz/32ビ
ット（PCM）
、〜5.6MHz/1ビット（DSD）
●接続端子：デジタル音声入力4系統（同
軸×1、光×1、USBタイプA、USBタイプ
B）
、アナログ音声入力1系統（RCA）
、ア
ナログ音声出力1系統（RCA）
、他●寸法
/質量：W225×H74×D262mm/約4k g
●消費電力：約40W

ディオ信号を通して、可変抵 抗でレベ

で、音色が変わってきますが、色々な組

セパレーター、電解液のそれぞれの違い
機を中心に電圧の変化により、ボリュウ

メージが大きい。そこでソニーでは高級

てもパターンが長くなり、Ｓ／Ｎへのダ

ルを変えていたが、この方式ではどうし

合せで試聴を重ね、最後は外側のスリ
制御できる方式を開発し、採用してい

ムの角度を検出して、電子ボリュウムで

電解コンデンサーは、陽極箔、陰極箔、

に使っています。

チューニングしていきました。オーディ
るが、今回、このシステムをそのまま導

ーブの色、材質、長さまで検証しながら、
オの信号系、電源系、部品の選定、定

リメインアンプとしては後発になります

「特にＵＤＡ１は、ＵＳＢ ＤＡＣ＆プ
ので、競 合するモデルと同じでは説 得

入したのだ。

やっていることをひと通り、すべてやっ

数の管理、パターンのひきまわし、グラ

ています」
。回路設計のまとめ役、西之
力がありません。音質で妥協せず、デザ

ウンドの構造、振動対策と、
“ＥＳ”で

園さんが話す表情は、やり切ったという
倒するという 気 持ちで、仕上げていき

イン、価 格対満足 度でもライバルを圧
ました」（佐々木伸治さん）
。
ＵＳＢ ＤＡＣ

そしてロック・トゥ・ロックが３００

充実感からか、晴れやかだ。
度のメカニカルボリュウムもこのクラス
の戦国時代とも言える激戦の市場、
そこ

音を聴かせるというよりも、演奏してい

ちょっと大袈裟かもしれないが、いい

今 回 ばかりは我々、

ースが多いのですが、

大 き く 左 右 す るケ

最 終 的 な カタチ を

ザ イ ナ ーの 意 向 が

ーカーになると、デ

「このクラスのスピ

としてＳＳ Ｈ-Ａ１、
ＳＳ Ｈ-Ａ３の２モ
デルが用 意された。

スピーカーシステム

音 として 表 現 す る

そ して 最 終 的 な

た。

準 備 は 万 全、と 見

に打って出るための

のモデルとしては異 例だ。従 来はオー

ソニーがハイレゾ再生に
真っ向から取り組んだ
本気のサウンドに驚く

な表現力。気張ることなく、
しなやかに、

る空間をそのまま持ち込んだかのよう

ハイレゾ音源を中心に、ＨＡＰ Ｓ-１と
ＳＳ Ｈ-Ａ１の組合せで、実際のサウン
ドを聴かせてもらったが、その表情は緻

り組んだ本気モデルということで、オー

ソニーがハイレゾ再生に真っ向から取

しい。音の粒子がギュッと凝縮され、フ

しにしても、品位が高く、表現が瑞々

で、ＵＤＡ１とＨＡＰ Ｓ-１の話題が取
り上げられることが少なくないという。

ディオファンが集 う ネット上のサイト

しているかのようでもあった。

なイメージはハイレゾ再 生の本 質を表

密でしなやかだ。ヴァイオリンの繊 細

まるで空間が演奏して、歌っているよう

ウーファー、トゥイーターともにカスタ

な響きにしても、ベースの低音の張り出

た２層構造としている。トゥイーター、

ワッと解き放される感じが実に新鮮で、

そこで目に留まったのが、ビスの色の話。

再 生でも特別なカラリングの少ないソ

清々しい気分になった。

発の現場はそうとう混乱しました。特

アー形状など、とにかくナーバスで、開

ユニットの位置関係や、その外側のフレ

聴しながら、仕上げていったわけですが、

鮮度の高さ、情報量もさることながら、

アノのタッチといい、圧倒的とも言える

いい、指の動きまで感じられるようなピ

ら『 SO WHAT
』のＤＳＤ再生。トラン
ペットの繊細な響きといい、息づかいと

デイビス「カインド・オブ・ブルー」か

なかでも印象に残ったのが、マイルス・

“ＥＳ”のモノづくりの思想が、ネジ

がいいネジを使っただけのこと」
。

さん曰く、
「それは試聴重ねた結果、音

処理だが、ＨＡＰ Ｓ-１は黒とシルバー
のまま。ソニーもここまでコストを気に

ベース部分のビスがＵＤＡ１は銅メッキ

ー形状を見直したり、最後の最後まで、

を微調整したり、ユニット周囲のフレア

な拡がりを表現するために、再生帯域

空気が鮮明に感じとれるほどだった。

タジオで演奏している彼らの様子が見

っぽさに、思わず息をのんだ。まるでス

目の前にフワッと描き出される空間の生

ウハウなのかもしれない。

以来培ってきた、アナログ的な技術、ノ

で支えているのは、実は、ソニーが創業

……。ハイレゾの豊かな表現 力を根 底

１本の選別に至るまで浸透しているとは

カットアンドトライで追い込んでいきま

V&S事業部サウンド開発部
アコースティックマネージャー
杉山雅紀さん
（SS-HA1、SS-HA3開発リーダー）

えるくらいの生々しさで、その場の気配、

するとは……という内 容だが、西之園

す天板のトゥイーターについては、自然

にサービスエリアを拡 げる役 割を果た

「最終的には実際にハイレゾ音源を試

フトドームタイプに決めたという。

スーパートゥイーターは、ワイドレンジ

ある。両モデルに採用されたユニットは

維の複 合材で、表面とベース材を分け

クラシック、ジャズ、ヴォーカルと、

↑筐体は、HAP-S1よりもさらにコンパクトになっており、内部には各回路が
ぎっしりと詰まっている。ただし電源トランス（写真左下）の大きさからも分
かる通り、アンプ回路の根源となる電源は充実している

ム品。ウーファーの振動板はマイカと繊

め役、杉山雅紀さんの正直なコメントで

たという感じです」
。スピーカーのまと

ったら、必然的にこのカタチに落ち着い

わっていません。求める音を追求してい

設計が考えたデザインからほとんど変

オープン価格（実勢価格5万円前後）

した」
（杉山さん）

V&S事業部サウンド2部
エレクトリカルマネージャー
佐々木伸治さん
（UDA-1開発リーダー）

HiVi 104
105 HiVi

↑HAP-S1と比較してひとまわり小さなサイズに、DSD対応USB DAC＋プリメイン
アンプ機能を凝縮。スピーカー端子の下には、SS-HA3との連携時に有効なプリセ
ット・イコライザースイッチを備えている
ホームエンタテインメント ＆
サウンド事業本部
V&S事業部サウンド2部
エレクトリカルマネージャー
西之園裕治さん
（HAP-S1、UDA-1 ハード設計
および音質担当）

USB D/A Converter ＋ Integrated Amplifier
ホームエンタテインメント＆
サウンド事業本部
商品企画部門 Sound商品企画部
プロダクトマネージャー
瓜谷尚大さん
（HAP-S1/UDA-1/SS-HA1/
SS-HA3企画担当）
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