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私の現在の主要な研究は、食品・栄養・生化学・分子細胞生物学・

予防医学などを学問的なベースとし、さらにそれらに多彩な趣味をも
加味する多面的健康長寿法の開発とその応用です。すでに各種健康
食品(黒ニンニク、粉末茶)やアンチエージング化粧品各種などを開発
して市販しており、いずれも好評を博しております。これらに関連する
原稿も私のホームページ別項に掲載してありますので、ご覧ください。

今まで長年生きてきた結論として言えることは、人生で一番重要なこ
とは、間違いなく健康です。しかし健康な時には健康の本当のありが
たさはわからないものなのです。命にかかわるような重い病気になっ
て始めてわかるのですが、『あと３ヵ月の命』と宣告されてからでは、も
はや何をしても手遅れで、後の祭りとなります。日本で死亡者数がダン
トツ１位で非常に恐ろしい病気は『がん』です。年間40万人近くの人が
これで亡くなっていますし、その数は年々増加しており、２人に１人が



『がん』に罹患するのが現状です。 『がん』の主な原因は、活性酸素種

やストレスと言われています。そのメカニズムもよく知られており、私の
ホームページの別項にもそれが書いてありますので、ご覧ください。
『ストレスは万病の元』であり、健康長寿にはストレス解消が最重要

事項であると考えられますので、五感の全てに対応するストレス解消
法について、様々な研究を続けており、その一つが音楽健康法です。

これは私の２０歳代から非常に長年続けている趣味がオーディオなの
で、とてもやりやすい分野です。すなわち色々な音楽を聴いて、その時
のストレス度の判定を脳波で行い、ストレス解消に役立てる研究です。

私の願いはただ一つ『皆さんが健康で長生きされること』です。

それには『がん対策が最重要』であり、
『まず予防、次に早期発見と早期治療』をしないといけません。
『４０歳を過ぎたら年に１回は人間ドックを受診すべき』です。



自分の好きな名曲をアナログで聴く
(理想は：レコードかテープの音源を真空管アンプで)

↓
ストレス度が低下する

↓
健康増進になる



私のモットー・座右の銘は：

★

★

最後の『健康は命よりも重要！』の意味がわかりますか？
これは、健康であれば命は確実にありますが、その逆に命
があっても健康とは限らないということです。



長年にわたり、多面的健康長寿法の開発と応用の研究を続けていま
すが、音楽によるそれは、脳波で評価したところ、全般的に言えること
は、アナログ音楽が良くて、デジタル音楽は良くないということです。
すなわち、『ストレスは万病の元』と昔から言われていますが、ストレス
度の判定に脳波を活用し、α波とβ波の平均電位の比率を独自にリラッ
クス度と命名して、その値の大小でストレス度を評価してきました。

α波の平均電位
リラックス度 (RD: Relaxation Degree) = 

β波の平均電位
現在までに実測したアナログ音楽ソースは、レコードとカセットテープ
であり、その結果は、すでに私のホームページに詳細に報告してありま
す。さらに各種デジタル音楽が全般的に脳波に良くないことも同様に報
告しています。デジタル音楽とは、各種デジタル音源やデジタルアンプ
で聴く音楽などであり、これらは実測の結果、いくらやっても脳波的に良



くなく、自分自身の体感的にも好ましい音とは思えないので、デジタル
音楽は研究目的の時のみ必要最小限聴くだけで、個人的にバッミュー
ジックとか、リラックスする時には、今や決してデジタル音楽を聴くこと
はありません！特に脳波的に良くない＝健康に良くないのがデジタル
音楽を避ける最大の理由ですが、さらに音も良くないからです。
普段は、自宅でほぼ常にバックミュージック的にアナログ音楽を流して
聴いております。アナログ音楽 (特にレコードやオープンリールテープ)
は、味も素っ気もない無味乾燥・短小軽薄のデジタル音楽とは正反対
で準備や操作などが何かと面倒で厄介ですが、それがかえって趣味と
しては楽しみなのかも？ ちなみにターンテーブルでは、アジマス角、
インサイドフォースキャンセラー、ラテラルバランス、オーバーハング、
針圧、など１本のアームで総計１０か所くらいの調整部分がありますし、
カートリッジを交換すれば、負荷容量(pF)や負荷インピーダンス(KΩ)な



どのセットとか色々として、ベストな状態にします。
今回はアナログ音源として、すでに報告したレコードやカセットテープ

に続いて、さらにそれらに追加として7号の市販のオープンリール音楽
テープで、4トラック19cm/sのものについて、いつもと同様な評価法で、
脳波に及ぼす影響 (リラックス度) を調べてみました。

オープンリールテープとそれを再生するデッキは、今から40年くらい
前が全盛期であったのではないかと思います。現在は、ごく一部のマ
ニアのみが使っている程度で、その新品のソフトやデッキは、今やほと
んど市販されていません。オープンリールテープは、次ページに実例を
示すように、リール直径が、３インチ、５インチ、７インチ、１０インチなど
があり、これらの中で最も音が良いとされているのは10インチの2トラッ
ク、38cm/sのテープ速度のものです。これは、かなり大げさで、非常に
マニアックなものであり、市販のソフトもデッキもかなり高価でした。



各サイズのオープンリール生テープの実例 (全て未使用保管品＝新古品)

中身

(テープ本体)

外箱

3インチ 5インチ 7インチ
10インチ

ドイツ製
(他は全て日本製)

英語では、オープンリールではなくてreel-to-reel と言います。



カセットテープ(正式にはＣカセットテープ)と７インチオープンリールテープの外観
の比較 【多数の各種ソフトを長年扱ってきた結論として、アナログ音源で一番扱いやすいのはカセットテープ
です。逆に一番面倒なのはレコードです。】



Ｃカセットテープと７インチオープンリールテープの規格などの比較

Ｃカセットテープ←前ページの写真の→ ７インチオープンリールテープ

本体の外寸 6.3x10cm  厚み0.9cm & 1.2cm       直径17.8cm, 厚み1.3cm

質量 31g                                                       276g
テープ幅 3.8mm                                                 6mm
テープ速度 4.76cm/s                                              19cm/s(高速) & 9.5cm/s(低速)
最大トラック数 4                                                            4
周波数特性 25～20kHz ±3dB (Metal) 25～33kHz ±3dB (高速)

25～17kHz ±3dB (Normal) 25～25kHz ±3dB (低速)
の場合 いずれもEEテープ使用時

↑本機はmy HPの別項に有り ↑ 後述の の場合

(上部) (下部)



こんな変なテープをTEACは商品化したことがあります。
オープンリールテープとカセットテープの合いの子です。

オー・カセ（Ocasse）という商品名で、コンパクトカセット
のリールを磁気テープごと脱着式にし、オープンリール
とリール部交換式カセットとしたもので、TEACによって
開発され、1984年2月に、オーディオ用磁気テープとし
て小型軽量化、リール・テープ単体の低価格化を売り
に商品化されたものですが、オーディオマニアのおも
ちゃにしかなりませんでした。それにしてもTEACは、
なぜこんな変なものを売り出したのでしょうか？



2トラ38 (ツートラ・サンパチと呼びます) で問題なのは、市販のソフトの
種類が極端に少なかったことです。私はン十年も前には、こんなの
を楽しんでいました。今となっては、とても懐かしい思い出です。これに

ついては、収納室の奥から取り出して久しぶりに動かして色々と実験し
て、その結果をマイホームページに後日報告しようかと思っております
が、 2トラ38は大げさ過ぎて一般性がないので、紹介してもマニアやセ

ミプロ以外の皆さんには、ほとんど参考にならない、どうでもよいことか
も。なお、当時(40年くらい前)にその市販のミュージックテープは1本が

2万円以上もしました。一般にテープは走行速度が速いほど、録音面積
が広いほど音が良いのですが、現在では2トラ38音楽を常に楽しんでい
るアマチュアは、まずいないのではないかと思います。
今回の試聴・評価に使ったのは、すべて市販のミュージックテープで
あり、7インチ2トラックステレオ、19cm/sで、使用したデッキはこのよう



なテープを再生できる機種でAKAI GX-77 W (Woody Model) です。この
デッキは、小型でありながらマニアックで性能もデザインも非常に良く、
当時は人気モデルでした。特筆すべき点は、このデッキには２個のヘッ
ドハウジングがあり、その中に、消去・録音・再生の各ヘッドが格納され
ていることで、通常のフォワード録再の他にテープのリバース録再も可
能となり、非常に便利で、リバース再生にセットすれば、センシングテー
プの貼り付けてある箇所に表(おもて)面再生テープが来たら、センサー
が働き、わずか0.4秒で瞬時に自動的にリバースで裏面テープ再生とな
ります。テープの始め付近と終り付近に導電性センシングテープを貼り
付けておけば、停止ボタンを押すまで、センシングテープの間を無限に
連続再生するので、お気に入りのテープをバックミュー
ジック的に連続してエンドレスに聴くのに最適で、テープ
を裏返す手間が省けます。 本体前面右端下部にある手動でテープ走行

方式・方向を決めるスイッチ



今回使用したオープンリールテープデッキ AKAI GX-77 W (Woody Model)



この機種の製造・販売元の赤井電機㈱は、赤井三郎氏によって1946
年に設立された会社で、当時は特にマニアックなテープレコーダーの市
販で有名でしたが、時代の流れでこの会社は今はもうないと思います。
日本のメーカーでは、AKAIの他にSONY、 DENON 、TEAC、OTARI、
などが当時マニアックな高級機を市販しており、その中にはマニアの憧
れの機種がいくつかあって、今思い出すととても懐かしいです。
上述のように、オープンリールテープにも色々なサイズのものがあり
ますが、その中で最も普及しているのは、今回取り上げる7インチだと
思いますし、市販ソフトの種類も最多でしょう。リールのサイズが同じで
も、それに巻いてあるテープの長さは、実にまちまちです。 7インチテー
プは、ポピュラー、クラシック、ジャズなどの分野の曲が中心で、演歌や
歌謡曲は、ほとんどありません。演歌や歌謡曲が必要ならば、カセット
テープや８トラックテープに大量にありますので心配いりませんが。



AKAI GX-77の規格表 (マニュアルからの転載)



AKAI GX-77のユニークなテープパス (赤い矢印はフォワード方向時のもの)

この図の中央に示すLOADING ROLLERが装備されており
複雑なテープのローディングが容易に自動的にできる。

ヘッドハウジングが2個あり、それぞれに各種ヘッドが
入っているのが特徴

リバース方向用ヘッドハウジング フォワード方向用ヘッドハウジング
【注】このページと次のページの図は、本機に付属の取説

の図を借用し、赤い矢印を私が追加したものです。



テープのオートローディング機構の使い方

① LOADING ROLLER ボタンを押してROLLERを
DOWNにする。

② テープを赤い矢印のようにセットする。

③ LOADING ROLLER ボタンを押してROLLERをUPにすると
ROLLERがテープを押し上げて自動的にテープが走行位
置・ヘッド部へ移動するので、テープのローディングがとて
も簡単。しかし、テープの端を巻き取りリールのスリットへ
入れるのが相変わらず面倒なのは何ら変わらない。

テープ供給
リール

テープ巻取り
リール

本体前面右寄り下部にある押ボタン



テープ走行方向 → Forward用ヘッドで再生

← テープ走行方向 Reverse用ヘッドで再生

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

L Channel音声

L Channel音声

R Channel音声

R Channel音声

None

None

None

None

4 Track 2 Channel Stereo Tape Format (Tape Width: 1/4 inch)
テープ長は色々あり標準的なもので1800ft (549m)

Forward用
ヘッド

Reverse用
ヘッド



オーディオ用磁気録音テープの材質

ポリエステルのベース(外側)の上に磁性体(接着の役割を果たすバインダーと

呼ばれる樹脂に金属の磁性粉を練り込んだもの)が塗布されています(内側面)。

ベースは通常は透明の薄いポリエステルのテープです。ポリエステルは最も

強度に優れ、化学的にも安定しています。テープの色は磁性体の色の茶または

黒で、厚みは6μmから50μmまで様々です。

ただし、古いテープの中には、磁性体が所々ベーステープから剥がれ落ちて

いるものがあり、使い物になりませんので要注意です！ 次ページの写真を参

照してください。このテープは、任意の箇所を軽く触っただけでも磁性体が剥がれ

落ちます。この市販のミュージックテープは、いったいどうなっているのでしょうね。



この実例のように、古い欠陥テープには、随所を軽く触るだけで簡単にいくら
でも磁性体がボロボロ剥がれ落ちてきて使い物にならないものがありますので、
中古品を購入される時や扱うような場合には十分にご注意ください。こんな欠陥
テープを走行させると、ヘッド付近などが磁性体の破片だらけになります。



録音ヘッド(2Tr)       再生ヘッド(2Tr)

消去ヘッド 再生ヘッド(4Tr)

2トラ38オープンリールテープデッキ DENON DH710の例

一般的なオープンリールテープデッキのヘッドハウジングは
１個で、その中に消去・録音・再生の各ヘッドが入っているのみ。

通常のオープンリールテープデッキの形体はこのようなもの (これは上級機)

ヘッド部

赤い矢印はテープパス (通常のデッキは
このようにとてもシンプル)



オープンリールテープに特有のアクセサリー類の紹介

綿棒付きヘッドクリーナー液 と
ピンチローラークリーナー液 スプライシングテープ (テープ編集用)

センシングテープ (反転位置に貼る) ホールドダウンテープ (テープの端を固定)リーダーテープ (テープの両端に付ける)

テープエンドクランパー
(テープの端を固定)

ドイツ製



リーダーテープ

スプライシングテープ

センシングテープ

音楽録音部位 (磁気テープ)

実際は他の部位に対してこの部分の比率は非常に大きい

各種テープを貼り付けた磁気録音テープの模式図 (左右対称)

ホールドダウンテープ

テープエンドクランパーの使用例
(テープの端が浮き上がってブラブラするのを防止)



イヤホンやヘッドホンで聴くのはダメ

今回の7号オープンリールテープ音源の試聴・評価方法の概略

市販の各種7号オープンリールテープ音源

↓
AKAI GX-77 W オープンリールテープデッキで再生

↓
(McIntosh C22 Stereo Preamplifier : 今回は使わず)

↓

McIntosh MC275 Stereo Power Amplifier
↓

Tannoy GRF Memory Speaker
↓

試聴しながら閉眼で脳波測定
↓

脳波のパターンから従来の方法でRD値を計算
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結果

なぜかこれのみマイナスの値 これはゼロの値

今までに非常に多数のアナログ音楽とデジタル音楽で、とても面倒な脳波の測定を行ってきたが、一部の例外を除き(There 

are no rules without exceptions.)、全般的にアナログ音楽は脳波的に良く (このようなグラフで大多数がプラスの値となる)、デ

ジタル音楽は良くない (このようなグラフで大多数がマイナスの値となる) ことがわかっている。今回もそうであり、予想どおり

の結果が得られた。いつも類似の結果が出るので、今後はできる限り多くのアナログの名曲を聴くことのみに没頭したい。

これらの音源の実物の写真を
次ページ以降に列挙します。

曲名 ΔRD

禁じられた遊び 0.1

ムーンリバー -0.02

モア 0.01

ライムライト 0

ララのテーマ 0.26

ロシアより愛をこめて 0.02

慕情 0.14

魅惑のワルツ 0.42

スイッチト・オン・バッハ 0.02

宮沢明子 0.25

オスカーピーターソン 0.07

サウンドオブミュージック 0.27
-0.05
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オープンリールテープ音源もたくさん手元にありますが、今回は以下に示すものを試聴













【参考資料】 市販の5インチと10インチのオープンリールテープ音楽ソフトの例

5インチテープ
ABBEY ROAD
THE BEATLES

(英国製)
10インチテープ Beethoven Sinfonie Nr.6 F-dur op.68 Pastorale 
Herbert Blomstedt Dirigent  Staatskapelle Dresden  (ドイツ製)

1969年の貴重なヴィンテージ物
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