
レコード／カセットテープ／オープンリールテープ
CD ／ストリーミング

各種音源の “THE BEATLES: ABBEY ROAD”
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いずれの音源も、アルバム “THE BEATLES: ABBEY ROAD”

の最初に収録されている曲の “COME TOGETHER” のみの

比較試聴を行い、いつものように脳波を測定して判定。



【１】 LPレコード イギリスのオリジナル盤をニューヨークで購入したもの

これはレコードジャケット史上最も話題多きものであり、
話ができすぎていますが、その解説を後にしておきまし
た。

ABBEY ROADと塀に書いてある部分を撮影中に、青い服を着た

女性が突然前を横切ったので部分的に写り込んでしまったが、
面白いからこのまま使おうとなったとのこと。
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隠しトラック Her Majesty
の説明文

SIDE 1                                                            SIDE 2



意味深なジャケットの写真
ロンドンのEMIスタジオ前のAbbey Roadの横断
歩道を渡るビートルズのメンバー4人：左から順
にGeorge Harrison, Paul McCartney, Ringo Star,
John Lennon。
Paulだけが目をつぶっているように見え、裸足
であり、左利きなのに右手にタバコを持っている。
さらにPaulだけが右足を前に出している。路上に
駐車しているフォルクスワーゲンのナンバープ
レートが『28IF』であり、これの意味するところは、
もしも彼が生きていたら次の年に28歳になる。
白い服を着ているJohnは『牧師』、黒いスーツ
姿のRingoは『葬儀屋』、目をつぶって裸足の
Paulは『死人』、デニムシャツにジーンズ姿の
Georgeは『墓堀人』と解釈され、いわゆる『ポール
死亡説』の根拠の一つとなったもの。ポールは
1966年に死亡しており、ひそかにそっくりさんと
入れ替わっているという都市伝説があった。自動
車事故でポールが死んだという噂は、1967年1月
に彼の車を巻き込んだ交通事故が起こって以降、
ロンドンで流れていた。【注】ポールは実際には死
んでいなかった。



Paul
George

レコードジャケットのフォルクスワーゲンの写真の部分の
拡大



レコードジャケットの裏面

BEATLES の S の部分
の塀にひび割れがある
が、これは当時のグルー
プ内の仲たがい状態を
表しているとのこと。

ひびの入った古い塀の
写真に BEATLES の文字
をスーパーインポーズす
のに、ご丁寧に S の文字
にまで塀のひびに合わせ
てひびを入れているのは、
ちょっとやり過ぎではない
かと思う。ここまでとことん
やると立派というか、担当
者はよほど暇なんだなあ
と思える。でも面白い。

Apple Records のリンゴの
マークが、バージョンによっ
ては右側にある。
リンゴのマークについては、
他のレコードなどにおいて
実に多くの変遷があり、ここ
には書ききれません。リンゴ
マークを見れば、色んなことが
わかります。実に奥が深いのです。



Abbey Road 以外のビートルズのアルバムなどにおいても、なんで

そこまでやるのかと驚愕する『ポール・マッカートニーの死亡を暗示す

るようなもの』がたくさんあり、どう見てもやり過ぎだと思います。たとえ

ば、ポールだけが黒いバラを胸に付けているのに他の3人は赤いバラ

とか・・・・・。さらに、レコードの特定の部分を逆回転して再生すると

『ポールは死んだ』と聞こえるとか・・・・。とにかく手の込んだことをあの

手この手で色々とやっており、なぜそこまでとことん『ポールを殺そうと

する』のか理解に苦しみます。本当にご苦労さんです。



【２】 カセットテープ

アビイ・ロード／ビートルズ 東芝EMI㈱ APPLE CASSETTE TAPE STEREO EAZX-3008
英文歌詞カード付



【３】 オープンリールテープ （５インチ)

E.M.I. RECORDS The Gramophone Company Limited, Hayes,  

Middlesex, England, Made in Great Britain  Ⓟ1969





【４】 CD

1969 Original Sound Recordings made by EMI Records Ltd. Ⓒ 1969 EMI 

Records Ltd. Digitally re-mastered Ⓒ 1987 by EMI Records Ltd.



こんなパロディCDまであります。ビートルズのメンバーが逆方向へ歩いています。

表紙の原画全体を単に左右反転したものでは
なくて、人物の向きのみが通常版の反対になっ
ています。

CD原本の表紙をよく見ると、ポールの左手首
には腕時計がはまっているようです。見えませ
んが右手には、やはりタバコを持っているので
しょうか。

CD2枚組



【５】 Down Loaded Streaming Music

Remastered  2016/02/29 配信開始

“Abbey Road” のアルバムを写真のようにスマホにダウン

ロードし、DENONのインナーイヤー ステレオヘッドホン AH-

C50MAで試聴した。

このやり方のみ今までに公表していない方法であるが、これ

以外のレコード、オープンリールテープ、カセットテープ、CDに

関しては、すでに何回か公表しているいつもの装置と方法で

比較試聴・脳波測定を行った。それぞれの詳細については、

私のホームページの各項を参照されたい。



音源 ΔRD

Stream -0.14

CD -0.05
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各種音源の“THE BEATLES: ABBEY ROAD”の比較試聴結果の脳波
いずれもアルバムの中の最初の曲: “COME TOGETHER”のみを試聴した結果であり、

各３回行った結果の平均値をグラフに示している。

マイナスの値

プラスの値



今回各種音源で同一曲を比較試聴した結果 脳波的に最良はこれ
カートリッジは Ortophon SPU-Aを使用

いつも思うことですが、レコードと真空管アンプとフロア型大型スピーカーの組合せは最高です。



今回各種音源で同一曲を比較試聴した結果 脳波的に最悪はこれ
ただし、以下に示すようにすると、この脳波に悪い音質が大幅に改善されます。

このようにしてデジタル音楽を聴きまくって
いると、脳波的に悪いので、知らず知らずの
うちにストレスが蓄積して万病の元となります。
さらに大きな音で聴きまくっていると気付か
ないうちに次第に難聴になり、治療不可とな
るので要注意！ こんなことをしていなくても、
普通に生活しているだけでも、シニア層にな
ると８千ヘルツでも聞こえない人が大半です
ので、耳がよく聞こえなくなるのは、特にオー
ディオマニアには深刻なことです。
このような音楽の聴き方は止めましょう。
人生、健康第一です！健康が最も重要です。

ストリーミング音楽をスマホに
ダウンロードしてイヤホンで聴くと↓



そこで、スマホからの音声出力信号(イヤホン出力)を、下左に示す超小型の乾電池駆動式の
ポータブル真空管アンプ(KORG社のNu:Tektを自分で製作・高音質化改造)に通してみました。



ΔRD

Nu:Tekt 無し -0.14

Nu:Tekt 通過音 0.2
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上記のように、脳波的にかなり悪い完全デジタル音楽 (Streraming -> Downloaded in Cellular 
Phone)でも、超小型の乾電池駆動式ポータブル真空管アンプ (Nu:Tekt) の高音質化改造品を
通すだけで、脳波的にかなり良い音に変化することがわかります。左側の棒グラフ(-0.14)が右
側のように変化しました(0.2)。脳波の快適度の差ΔRD値で0.34の増大です。



Streaming 音楽をスマホにダウンロードしてイヤホンで聴くと、完全
デジタル音であるために独特の無味乾燥した味気ないHuman-friendly
でない、なんとも言えない好ましくない音がしますが、その音楽信号を
超小型の乾電池駆動式ポータブル真空管アンプに通すと、音質が改
善されてアナログ様の音になります。このアンプについては、私のホー
ムページに20-2-4と20-2-13に解説をアップロードしてありますので参
照してください。これはキットを購入して自分で組み立てて、さらに高音
質化の特別の改造をしたものです。このアンプは、人に好ましくないデ
ジタル音楽をHuman-friendlyなものに変換する効力があるので Digital 
Music Humanizer (略称DMH) と私は呼んでおります。この特殊な真空
管アンプは、自宅外で (飛行機の中とかも含めて) 音楽を聴く時や研
究用などに愛用しております。次のページにその実例を示しておりま
す。



デジタル音楽は脳に良くないのですが、この超小型の真空管アナログアンプを通すと改善されます。これは良い
音がしますが、さらに音を良くするための改造を行いました。

スマホに多数ダウンロードしてある曲を、成田発ニューヨーク行直行便(NH10)の座席で、超
小型の乾電池駆動式の真空管アンプNu:Tektを通して聴いているところ (2019年12月19日)。



スマホとNu:Tektを入れて運ぶのにぴったりサイズ
の面白ハンドバッグを、今年の1月8日にニューヨーク
のブティックで偶然見つけました。カメラも趣味ですし、
すぐに購入して、スマホとNu:Tektを入れました。
サイズは19x12x5.5cmで、ビニール製です。カメラの
キヤノンの製品ではないようです。日本ではこんな
のを見たことがなく、とても気に入っております。

スマホ

Nu:Tekt

イ
ヤ
ホ
ン



スマホからのイヤホン出力を真空管アンプのNu:Tektに通すとΔRDが非常に良
くなることがわかったので、それならばデジタルアンプを通すとどうなるかを追加
実験で調べてみた。デジタルアンプは、Power Analog Microelectronics (PAM)
社, Santa Clara, California のICステレオアンプモジュール PAM8403によるシンプ
ルなD級ICアンプボードを自分でアセンブルしEvaluation Board としたもの↓。

そのD級ICアンプボードの心臓部のアップの写真

これは単三乾電池３本で駆動する超小型のポータブルアンプ
であり、屋外でも使えますが、わざわざスマホのイヤホン端子
と接続してこのようなデジタルアンプで音楽を聴く人は皆無だと
思います。
今回は単なるデジタルアンプの研究用として使用したのみで
あり、普段は決してこのようなアンプで音楽を聴きません。



米国PAM社が公表しているPAM8403に関する解説の一部 (2/11)
文字などが小さくて見にくい場合には、可能ならばピンチアウト (タッチして指を広げること) をして拡大して見てください。
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今回は研究なので我慢して聴きまし
たが、普段ならとても聴きたくない音
でした。

Down-loaded Streaming Music を真空管アンプNu:Tektやデジタルアンプを
通した時の脳波のΔRDの比較



結 論

総合的に見て、やはりデジタル音楽はダメで、アナログ音楽は最高。

アナログ音楽でも、特にレコードを真空管アンプで聴くのがベスト。



実験動物の白ネズミ (ラットやマウス) にデジタル音楽とアナログ音楽

を別々に連続して２群に長期間聴かせて、病気の発生や寿命などに差

があるかどうかについて調べてみたいです。以前はラットやマウスで健

康に関係する動物実験をよくやっていましたが、感想としては、動物実

験は手間暇・予算などが多く必要で大変です。

【参考資料】 以前に行った動物実験の一例

ヘアレスマウスに紫外線を照射し、皮膚がん (扁平上皮がん) 発症

の様子を調べ、その防止法を検討した時の実験結果の一例です。

この詳細などについては、私のホームページの別項、『研究に関する

ページ』の中にある 『紫外線の功罪と紫外線対策』をご覧ください。

半田ゴテも持ちますがメスも持ちます。



WANTED

２トラ３８のオープンリールテープに収録されているEMIオリジナルの

“THE BEATLES: ABBEY ROAD”をお持ちの方がおられましたら、譲っ

ていただけませんか。今回の比較試聴の音源に追加したいのでよろし

く。美品であれば、相場としては７万円くらいはすると思います。しかし、

市販されなかった可能性がありますが、もしもそうであれば、いくら探し

ても無駄ですねー。CDやレコードなどから２トラ３８テープにコピーした

複製品はダメです。そんなのなら自分でもすぐに作れます。



終り


