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テレビ放送がすべてデジタル化され、高画質のハイビジョン映像が一般的になった。ハイビ
ジョン映像をそのまま記録・保存するために、記録機器も従来のDVD/HDDレコーダーに代
わり、さらに記録容量の大きなブルーレイディスク（BD）を使用でき、BDソフトも再生でき
るBD/HDDレコーダーが現在主流となっている。この章では、BD/HDDレコーダーを中心
にデジタルディスクレコーダーおよび各種の記録用ディスクについて説明する。

● 4.1 BD/HDDレコーダー
BD/HDDレコーダーに使われるブルーレイディスクは、CDやDVDと同じ直径 12cmで、

DVDの約 5倍以上の記録容量をもち、片面 1層で 25GB、片面 2層で 50GBの記録容量が
ある。ブルーレイは記録密度を高めるため、DVDの赤色レーザー（波長：650nm）に対し、
より波長の短い青紫色レーザー（波長：405nm）を使用している。

1. ディスクの種類
（1）BD-R（Blu-ray Disc Recordable）
ブルーレイディスクの規格のうちBD-R は、DVDのDVD-R/＋Rに相当する追記型ディス
クである。記録層の素材には、色素素材（有機色素）と、金属素材を用いたものがある。記録
層に色素素材を用いたものは、データを記録する際、レーザー光の当たった部分を化学物理変
化させ、変化した部分とそうでない部分の光反射率の差を利用してデータを読み取る。表面は
0.1mmのカバー層（ポリカーボネート基板）で覆われている。記録層が1層の25GB（BD-R）
と 2層の 50GB（BD-RDL）の 2種類がある。
また、BD-R LTH（LTH：Low to High）と呼ばれる有機色素を使ったディスクもある。レー
ザー光の当たった部分が低い反射率から高い反射率に変わることから、Low to High といわ
れている。このディスクは、記録素材に色素材料を使用しており、LTHタイプに対応した機
器で使用することができる。
（2）BD-RE（Blu-ray Disc Rewritable）
BD-RE は、記録型ブルーレイディスクの書き換え可能ディスクで、DVDのDVD-RW/ 
＋RW、DVD-RAMに相当する。記録層には相変化膜を使用し、相変化記録方式で記録する。
記録層が 1層の 25GB（BD-RE）と 2層の 50GB（BD-REDL）の 2種類がある。
（3）BDXL規格（3層および4層）
2010 年 4月、ブルーレイディスクの容量を拡大する仕様「BDXL」がブルーレイディスク

アソシエーション（BDA）により規格化された。
BDXLは 3層と4層の2種類があり、3層タイプは追記型のBD-R XLと書き換え型BD-RE 

XL があり、記憶容量は 100GB、4層タイプは追記型BD-R XL の記憶容量が 128GBのもの
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がある。
なお、記録、再生には、BDXLに対応

したBD/HDDレコーダーなどの機器が必
要である。BDXL対応機器は、従来の
BD-R や BD-RE も使うことができる。

2. 各ディスクの記録層
ブルーレイディスクの厚さはCDやDVD

と同じ 1.2mmだが、記録層の位置が異な
る。CDの記録層は、レーベル面に近い
0.1mmの位置にある。CD-R などでレー
ベル面に書くとき「先のとがったペンを使わないように」と注意書きがあるのはこのためであ
る。DVDは真ん中の 0.6mm。ブルーレイディスクは、レーザー光が当たる盤面側 0.1mmの
位置に記録層がある。これは、ディスクの傾きや反りに対して、記録層がレンズに近いほうが、
書き込みや読み出しエラーが少なくなるからである。

3. 記録方式
（1）BDMV方式（Blu-ray Disc Movie）
DVDのDVD-Video 方式に相当する方式である。コンテンツに応じたメニュー画面を盛り
込むことができるため、映画や音楽ライブ映像など市販用の映像コンテンツに用いられてい
る。
（2）BDAV方式（Blu-ray Disc Audio/Visual）
BD-R、BD-RE などの書き込み式ブルーレイディスクで利用される方式。主に録画用とし
て用いられ、DVDのDVD-VR方式に相当する。BDでは、DVDで必要であったファイナラ
イズは不要である。

4. 3D再生 （Blu-ray 3D）
ブルーレイディスクにより家庭内で高精細の 3Dコンテンツを楽しめるように、「Blu-ray 

3D」規格が制定されている。圧縮技術は、MPEG4 AVC/H.264 を拡張したMPEG4 MVC
（Multiview Video Coding）が採用されている。Blu-ray 3D規格で収録されているブルーレ
イディスク（ソフト）を Blu-ray 3D規格に対応した BDレコーダーや BDプレーヤーで再生
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することにより 3Dのコンテンツを 3D対応テレビなどで楽しむこ
とができる。3D対応でないBDレコーダーやBDプレーヤーで3D
ソフトを再生した場合は、2Dの再生となる。
Blu-ray 3D規格のブルーレイディスク（ソフト）、BDレコーダー
やBDプレーヤーなどには、Blu-ray 3Dのロゴが表示されている。

5. 録画時間
（1）DRモードでハイビジョンの録画
放送画質のままで画質の劣化がなく録画できるDRモードなどでは、MPEG2の圧縮技術を

用いた放送信号を変換せずにそのまま録画している。1層 25GBの BDディスクには、BSデ
ジタル放送（転送レート約 24Mbps）で約 2時間 10分、地上デジタル放送（転送レート約
17Mbps）で約 3時間の番組が録画でき、2層 50GBディスクにはこの倍の時間の録画ができ
る。また、HDDへの録画時間は、使用しているHDDの容量にほぼ比例すると考えてよい。
（2）長時間録画モード
現在発売されているBD/HDDレコーダーは、MPEG4 AVC/H.264 の圧縮技術を用いて、
ハイビジョン番組の録画も、大きく画質を劣化することなく、DRモードの 2倍から 10倍程
度の録画ができる長時間録画モードを搭載している。
録画時間が長くなるモードほど、圧縮率が高く画質が劣化するので、画質と録画時間の優先

度に応じて設定できるようになっている。長時間録画のモードの呼び方は、「HX・HLモード」
「SR・LRモード」など各社により違うので、各メーカーの製品に関するWEBサイトや取扱
説明書などで確認が必要である。
また、長時間録画モードの場合、マルチ音声や字幕データは、録画における制限が決まって

いたり、録画時に選択して設定するなど機種により対応が異なるので、注意が必要である。

6. HDDの基本構造
HDDは、図4-3のようにプラッターと呼ばれる磁気ディスクが毎分数千～1万回転し、磁
気ヘッドでデータの読み書きをする。プラッターは記録容量などに応じて数枚が組み合わされ
て使われる（プラッター 1枚の両面に 1個ずつの磁気ヘッドが搭載され、記録を行う）。ハー
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今やインターネットで検索すれば、大概の情報を入手できる便利な時代になりました。一方
で、情報が氾濫し多数の情報から必要なものや真実のものを抽出することに腐心することもし
ばしばです。また、人と人とのコミュニケーションも SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）で簡単に済ませてしまう形態へと変化しています。そんな時代変化のなかで、『（人
と人とが）心をかよわせること』はますます重要となっており、企業活動においてもこの視点
は、大きな差別化ポイントになっています。この章で述べる「CS（顧客満足）活動」とは、ま
さに「お客様と心をかよわせる活動」を意味しており、インターネットの利便性だけを活用し
て家電製品を売り抜けるような販売手法が台頭するなか、ますます、この「CS活動」の重要
性が増しています。この章では、CS活動のあり方を正しく理解していただくために、「経営の
視点でのCS（マクロの視点）」と「店舗・従業員の視点でのCS（ミクロの視点）」の2つの視
点で解説しています。

● 1.1 「CS（顧客満足）」って何だろう？
1. 「CS（顧客満足）」って何だろう？
（1）「お客様第一」というかけ声から「CS活動」へと変化
Customer Satisfaction の頭文字をとった「CS（顧客満足）」という言葉が社会的に定着し
ています。日本でこの言葉や概念が使われ始めたのは、1980 年代の終わりごろです。それ以
前にも「お客様第一」といった言葉はありましたが、それを実現するための具体的な指標や行
動は標準化されず、精神論で終わっているケースがほとんどでした。これに対し、現在普及し
ているCS活動は、具体的な指標を設定して具体的な行動（アクション）を標準化することで、
売上などの経営目標の達成を目指す、という経営ツールとしての性質を有しており、ビジネス
において不可欠のものとなっています。経営ツールとしての推進例については後述しますが、
「現代的CSのツボ」として、まず、次の①～④を理解してください。
①CSとは、単なる“かけ声”ではなく、具体的な「指標」と「標準化された行動基準」を
備えた経営ツールである。
②お客様の欲求は、“価格”だけではない。多様化する個別ニーズを的確に捉え、「お勧めし
た商品の満足度」、「購入・使用後のフォローの満足度」、「不具合発生時等の対応に対する
満足度」など、トータルな観点での「満足度の最大化」が重要。

③お客様の多くがインターネットにより各種情報を取得できる高度情報社会にあって、あり
きたりの知識・スキルでは満足してもらえない。より高い専門性の発揮が求められている。
とりわけ、視覚的に認識しやすい“価格”に偏重しがちなお客様の指向に対し、各商品が
もつ本来機能（付加価値）を的確に説明し、お客様の潜在的ニーズ（より安全・快適で、
より楽しく、より経済的な家電ライフを実現したい）に“気づき”を与えることが何より
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も大切である。そのことが“ひと”としての信頼関係を構築し、お客様をリピーター化す
る秘訣である（価格だけの関係は、より安価な価格設定をする競争相手が出るとすぐに崩
壊してしまう）。
④ますます進展する高齢化社会にあって、アナログ時代に生活した方々に現行のデジタル商
品を理解し、使いこなしていただくためには、より高度な「お客様視線」と「商品知識」
および「説明スキル」が必要となる。
インターネットを通じて、誰もが同じように、多くの情報やデータを入手できる時代になり
ました。そのインターネットの能力をうまく活用した販売やサービスを推進することは重要な
ことです。一方、インターネットの簡便さだけを利用した新手の販売手法が台頭しています。
これは、商品に関する知識が不足するお客様に対して、安全上必要な説明や多様な付加価値、
さらには使いこなしのポイントなどの説明を省略し、あたかも「価格がすべて」といった誤っ
た認識をお客様に与えて、売り抜ける手法です。確かに、価格はお客様が商品購入を判断され
る重要な要素である場合が多いのですが、価格に偏重するあまり、それぞれの家電がもってい
るさまざまな価値を享受する機会を喪失させていることを強く認識する必要があります。お客
様が自分の欲していることをすべて語っていただけるとは限りません。販売担当者から話を聞
いて、はじめて潜在している欲求に気づくことも多いのです。今、そこまで踏み込んだCS活
動が強く求められており、まさに、CSの差が企業（店）の業績の差となる時代だといっても
過言ではありません。

● 1.2 CS の視点とお客様からの評価
CS（顧客満足）を得るためには、各お客様の顕在的・潜在的欲求をトータルな観点で最大

化する必要があることは前項で述べました。それでは、トータルな観点とはどのようなものか
について考えてみましょう。その視点（CSの指標）は事業の種類やポジション、あるいは社
会環境などによって変わる性質があることは前述のとおりですが、ここでは、家電製品を購入
されるお客様の一般的な視点で考えてみます。
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91.2 CSの視点とお客様からの評価

1. 家電製品購入における多様なCSの視点
図1-1から分かるとおり、お客様が家電製品を購入する際の欲求は、多岐にわたっていま

す。

①性能（基本性能がしっかりしている）
②性能（生活を豊かにしてくれる付加価値がある）
③価格（価格が適正であり、想定予算内である）
④操作性・デザイン（使いやすい設計、色・形が好みである）
⑤品質・安全性（故障が少なく長持ちする、安全配慮がされている）
⑥経済性（省エネ性に優れている）
⑦環境性（環境に配慮した素材やガスが使用されている）
⑧購入の利便性・迅速性・確実性（購入の手続きが簡便で、配達が早く、設置・接続が確実
である）

⑨アフターサービス（故障したときもきっちりとケアしてくれる）
⑩購入先の信頼性（販売元の企業やスタッフの専門性や人間性が信頼できる）
以上のように、お客様自身が意識しているかどうかは別として、多様な欲求が存在している

ことが普通です。つまり、売り手の企業やその従業員は、多角的な観点で「評価」されている
ということを認識しなければなりません。

2. お客様によるCS評価
お客様のニーズ（欲求）が人によって異なることは、いうまでもありません。図1-2のA
さんの場合、値段が高くても高性能で、高品質の製品を求めています。このようなお客様に対
して、図1-3のような低価格（値引き）を提案しても全く満足してもらえません。

10．購入先の信頼性
    （人間性・専門性）

1．性能（基本性能）

6．経済性（エコ）

9．アフターサービス 3．価格

2．性能（ポテンシャル）

8．購入の利便性・
迅速性・確実性

4．操作性・デザイン

7．環境性 5．品質・安全性
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図1-1 お客様が家電製品を購入する際の欲求
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1-1 お客様が家電お客様
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食品の温め方には「伝導加熱」と「誘電加熱」がある。「伝導加熱」はガスコンロなどの熱
源により鍋やフライパンを温めると、その熱が食品の表面から内部へと徐々に伝わり加熱され
る。これに対して電子レンジは、食品にマイクロ波（電波）を照射し、食品内部の水分子を振
動させ、分子と分子の摩擦熱により食品全体を発熱させる「誘電加熱」を用いた調理器具であ
る。

● 10.1 加熱の原理
1. 摩擦熱
食品を構成する水の分子はプラスとマイナスの電荷をもっていて、個々の分子のプラスとマ

イナスはさまざまな方向を向いている。また、マグネトロンから放射されるマイクロ波は、周
期的に極性（プラス・マイナス）が反転するので、食品にマイクロ波が照射されると、水の分
子もマイクロ波の極性に合わせプラスとマイナスの反転を繰り返すため、各分子が衝突し合い
摩擦熱を発生する。電子レンジでは 2450MHz のマイクロ波を使用しており、食品の水の分

10章 電子レンジ

図10-1 加熱の違い

図10-2 摩擦熱
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ロンから放射されンから放射さ

イクロ波が照射さクロ波が照射
返すため、各分子が各分子
用しており、食品しており

分子

0-1 加熱
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子は、（2450MHz と同じ）1秒間に 24億 5000 万回の運動を起こし、その摩擦熱で食品が発
熱する。

2. 電波の性質
（1）吸収
電波は、食品の水分に作用して熱に変わる。水分の多い食
品ほど、電波を吸収しやすい。

（2）透過
電波は、陶磁器やガラスなどを透過するため、食品のみを
直接加熱する。

（3）反射
金属類は電波を反射するため、金属の容器に入れた食品は
電波が届かず加熱できない。

● 10.2 種類と機能
電子レンジには、食品の加熱のみを行う単機能レンジと、レンジ加熱にグリル加熱、オーブ
ン加熱、スチーム加熱、過熱水蒸気加熱などの機能を付加した複合レンジがある。

食品は発熱する

陶器などは熱せられない

金属類は反射する

表10-1 レンジの種類と機能

磁器や磁器や
る。る。

反射するため、金反射するため、
きない。ない

能レンジと、レン能レンジと、レ
を付加した複合レ加した複合

機能能
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● 10.3 加熱の種類
1. レンジ加熱
電子レンジは、マイクロ波を発振するマグネトロンと、マグネトロンに高い電圧を供給する
高圧回路、マグネトロンから放射されたマイクロ波を庫内に導く導波管などにより構成されて
いる。
食品温度を検知する赤外線センサーや、食品の量を検知する重量センサーを組み合わせ、加

熱時間や出力を加減させる自動コース（加熱・調理）機能をもった機種もある。

（1）加熱ムラの防止
庫内にはマイクロ波の強いところと弱いところができるため、加熱ムラが発生する。これを
防止するため、次のようなしくみで加熱を行っている。
① ターンテーブル式
食品をターンテーブルで回転させて、マイクロ波を照射する。

② テーブルレス式
マイクロ波を回転アンテナやスタラーファンによって撹拌して食品に照射する。

庫内全体の温度分布を測定する赤外線センサと、マイクロ波の照射位置をコントロールでき
るアンテナにより、（冷凍ごはんと冷蔵おかずなど）温度の違う 2品を見分けて同時に温める
機能を有する製品もある。
（2）出力の可変方法
① レンジ加熱の「強」と「弱」
（図10-4）
レンジ加熱には「強」と「弱」

がある。「強」加熱ではマグネ
トロンから放射するマイクロ波
を連続放射して食品を加熱して
いるが、「弱」加熱では、弱い
マイクロ波が放射されるのでは
なく、「強」加熱時のマイクロ
波を間欠的に放射し平均すると

図10-3 電子レンジの構造（例）

図10-4 レンジ加熱「強」「弱」

いところ
行っている。

ロ波を照射す

撹拌して食品
波の照射位置をコの照射位置を

2品を見分けて同分けて

図10-3 電子図10-3 電


