


平成の時代にこの研究を開始し

令和の時代に中締めした

二つの元号にまたがる壮大な

大河研究の成果の発表です！？





以前からも類似の同様なデータが出ていたが、今回も、とてもクリア
なデータが出て、再現性は十分であると思い、今回の原稿のタイトルを
最初のページに示したものに変更した。

すなわち、レコードとCDを比較するとレコードの方がリラックス度が高
く、アナログ音楽はデジタル音楽よりも快適に感じるということが、脳波
を測定することによって明らかになった。真空管アンプとデジタルアンプ
の比較でも同様。これらのことは今回初めて分かったことではなく、か
なり以前からそのようなデータが得られており、ついにこのへんで確定
することになった。脳波を測定しなくても皆が体感していたことであろう。

『ストレスは万病の元！』と言われており、ストレスは各種病気の最大
の原因であるとのことで、リラックス度(RD)が上昇することをなるべく多
くやり、逆にそれが低下するようなことはしないように努力することは、
健康長寿には必須の要件であろう。 『人生、健康が一番』であるから。



脳波を測定して評価した結果は以下のようであり、先に結論・まとめを。
私のホームページの別項に関連原稿がいくつかありますので、それらも参照してください。

脳波についても私のホームページに詳しく解説してあります。

健康長寿の観点から、『ストレスは万病の元』ということで、健康長寿のためには、脳波の
リラックス度を高める(α波を増やしβ波を減らす)ことをなるべく多くするようにして、逆のこと
はなるべくしないようにすべきなので、オーディオに関しては、今回のデータと過去のデータか
ら、脳波で判定すると一般に以下のことが言えよう。

★アナログ音楽はとても良いので、どんどん聴くべき。

★デジタル音楽はかなり悪いので、なるべく聴かないように。

★ソフトとしては、レコードはCDよりも、はるかに良い。

★真空管アンプは、デジタルアンプよりも、はるかに良い。



Mister Kelly’sは、1950～1970年にかけてシカゴの北ラッシュ通り1028番地で、
レストラン&ナイト・クラブとして営業していました。ジャズファンなら誰でも知って
いる名盤 « SARAH  VAUGHAN  AT  MISTER  KELLY’S » が生まれたのが、
このライブハウスであり、それは1957年8月に、ここで録音されたものです。

サラ・ヴォーンはもちろんのこと、メル・トーメ、カーメン・マクレエなどのボーカリ
スト達が活躍し、バーバラ・ストライザンドもここの出身というぐらい、後にビッグ
アーティストとなった新人達の登竜門として名を馳せていました。

【補足】現在、大阪にあるMister Kelly’sは、
今は無きこのシカゴのMister Kelly’sから
店名を受け継いだものだそうです。

参考までに2019-4-25に私のホームページに
アップロードした大阪のMister Kelly’sでのRico 
Yuzenのコンサートの様子を掲載した原稿を参照
してください。 1970年までシカゴにあったMister Kelly’sの建物



今回比較試聴した LP(左) と CD(右) のジャケットの表紙
« SARAH  VAUGHAN  AT  MISTER  KELLY’S »



サラ・ヴォーンのプロフィール
(この文章は http://www.t-walkers.com-Sarah%20Vaughan.pdf から借用)



Saragh Vaughan



SARAH  VAUGHAN  AT  MISTER  KELLY’S の音源について
(この文章は http://www.t-walkers.com-Sarah%20Vaughan.pdf から借用)

多くの名演を生み出したシカゴのクラブ「ミスター・ケリーズ」での臨場感溢れる

1957年のライヴ音源。司会の声にサラの笑い声、観衆のざわめき、そして、最高

のヴォーカル。ジャズが活気に満ち溢れていた時代のアット・ホームな会場の様

子が目に浮かぶ。お気に入りはエラのお株を奪う様な見事なスキャットを披露す

る「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」。茶目っ気たっぷりのサラの魅力も際立つ最高のライ

ヴ・アルバム。



SARAH  VAUGHAN  AT  MISTER  KELLY’S のLPレコード
1957年8月録音



SARAH  VAUGHAN  AT  
MISTER  KELLY’S のCD

1957年8月録音



Complete Version CDに収録されている全曲目一覧

Rec. Live at Mister Kelly’s Chicago, August 6, 7, 8, 1957

1. September In The Rain 
2. Willow Weep For Me 
3. Just One Of Those Things 
4. Be Anything But Darling Be Mine 
5. Thou Swell (レコードもCDも以上の5曲を試聴)
6. Stairway To The Stars 
7. Honeysuckle Rose 
8. Just A Gigolo 
9. How High The Moon 
10. Dream - (bonus track) 
11. I‘m Gonna Sit Right Down And Write Myself A 

Letter 
12. It’s Got To Be Love 
13. Alone 
14. If This Isn‘t Love 
15. Embraceable You 
16. Luckiy In Love 
17. Dancing In The Dark 
18. Poor Butterfly 
19. Sometime’s I‘m Happy 
20. I Cover The Waterfront 

Complete VersionのCDのジャケットに記載されている
内蔵全20曲の曲目リスト



今回のレコードとCDの比較試聴システム

レコードプレーヤーMC昇圧トランス
(入出力はパラレル接続)

CDプレーヤー

管球式フォノ イコライザーアンプ

パワーアンプ

スピーカー

音
を
聴
い
て
脳
波
で
評
価



★カートリッジ： ortofon MC30

★トーンアーム： SME 3009 S2 improved

★レコードプレーヤー： LUXMAN PD-171A

★昇圧トランス： ortofon ST-90

★フォノイコライザーアンプ： TRIODE TRV-EQ3SE

これのMM入力端子に昇圧トランスからの出力を入力した

★CDプレーヤー： DENON DCD-αS1 

★パワーアンプ： 特製WE300Bシングル

★スピーカー： TANNOY GRF Memory



今回さらに追加比較のために、CDをハイレゾ用デジタルアンプでも
聴き、その時の脳波の測定も行った。下記に示すような全てTEACの
システムで。

★CDプレーヤー： CD-H750

★デジタルパワーアンプ： AX-501 (ハイレゾ用)

★スピーカー： コアキシャル２ウェイ S-300NEO

次ページの実物写真参照



追加で今回の試聴に使用したハイレゾ・デジタルシステム
(写真ではオーディオのガラクタ色々の余計な部分を消してあります)

当初はこれをハイレゾの研究用によく使用したが、脳に良くないのでその後は全く使用せず没。
いくつかのハイレゾシステムを持っており、ハイレゾを研究すればするほど問題点だらけで

あることがわかったので、私はハイレゾが嫌いになり、もはや聴こうとは思いません。

このモニタには再生周波数の
分布がリアルタイムに表示さ
れている



曲番号 CD & 300B   Record & 300B  CD & Digital

#1           0.10               0.39               - 0.05

#2           0.10               0.61               - 0.05

#3           0.27               0.48               - 0.14

#4           0.16               0.56               - 0.29

#5           0.24               0.30               - 0.13

曲を聴く前と聴いている時の脳波のリラックス度(RD)の差

【注】リラックス度Relaxation Degree = α波の平均電位／β波の平均電位で、リラックス度、ストレス度を示す指標。
この値がプラスであれば、音楽を聴いてリラックス度が増したことになり、逆にマイナスであればその音楽を聴いて
リラックス度が低下・ストレスが高まったことになる。『ストレスは万病の元！』なので、マイナスは健康に悪いので要注意！

【以上の今回の全測定結果のまとめ】
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CDとレコードとアンプによるRD値の違いのグラフ

■CDを300Bアンプで ■レコードを300Bアンプで ■CDをデジタルアンプで

曲#1 曲#2 曲#3 曲#4 曲#5

この組み合わせのみ音楽を聴くと全て脳波が悪くなる



【まとめ】 上記の各データの平均値とそれのグラフ化

CD &     Record      CD &
300B      & 300B Hi Reso

Average    0.174      0.478       - 0.132
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このグラフを見ればよくわかるが、三者
の差は歴然としており、レコードと真空管
アンプの組合せは脳波的に最高である
との結果が得られ、ストレス解消に良い。

CDをハイレゾアンプで聴くと、脳波は
かなり悪くなった。すなわち、この組合せ
で音楽を聴くとストレスが増大するので、
健康に悪い！聴かない方がベター。

CD & 300B Record & 300B

CD & Hi Reso



脳波計を使わずに、従来からの普通の試聴評価法である『耳で聴い
てその感想を述べるだけ』であれば、 『一般にデジタル音楽はアナログ
音楽に比べて、音が無味乾燥でカサカサしており、深遠な味わいがな
い。』と言えます。それに対してアナログ音楽は、その逆のことが言え、
『よく熟成された上等のワインのように、なんとも言えないまろやかで深
い味わい・奥行き感がある。』となります。たとえば、WE300Bのアンプで
タンノイのフロア型スピーカーを鳴らすと、何とも言えない奥深い味わい
や前後の音の広がりもわかります。上に示したハイレゾシステムセット
の音とは雲泥の差です。ハイレゾは、装置のサイズも音も、まさに『短
小軽薄』で現代的です。脳波のことを考えると決して薦められません。

デジタル音楽をいくつか聴いて、その悪い順を付けるとか、アナログ
音楽を聴いて良い順を付けるとかは、サンプル数が５以上もあれば、も
はや耳で聴くだけで客観的に毎回正しく順位を付けるのは無理です。



ハイレゾ音楽は、出始めた頃から疑問視しておりましたが、次第に問
題点が次々と明らかになり、私は止めました。それに関する原稿を書こ
うかなと思っていますが、『なぜ悪いのか』を公表しても、ネガティブ原
稿で面白くないです。その多くは、マニアなら知っているようなことです。

すでに私のホームページにオシロスコープの波形の写真も掲載して
ありますが、ファンクションジェネレーターで、一定周波数のサインカー
ブを発生させてD級アンプに入力し、その出力波形を観察したら、もとの
サインカーブが大きく歪んで変な形の矩形波のようになっているのがわ
かりました。音を聴いているだけなら、そんなにおかしいとは思いませ
んが、この波形の大きな変化・歪には驚きました。このこともデジタル音
楽がダメな理由の一つかと思います。アナログアンプでは問題なし。

とにかく健康長寿の観点から、まだまだ先がある若者よ、ハイレゾを
イヤホンで毎日・長時間・長年聴きまくるのは最悪であるという警告を
発しておきます。聴くのを止めても聴力低下などは元には戻らない。



上記のようにして得られた実測データは、もちろん一切何の手心も
加えておらず、ありのままの生データであるが、それにしても非常にク
リアカットの結果になっており、あまりにもよく出来ている。しかし、現
在までに類似の比較試聴は、ソフトを代え、装置を代えて何回も行っ
ているが、毎回同様な類似の結果が出ており、一般化できると思う。
これらの結果が信じられない人は、ぜひ追試験をやってみてください。

従来から一般的に言われてきたこととして、レコードはCDよりも良い
音がするとか、真空管アンプはソリッドステートアンプよりも良い音が
するなどというオーディオの世界での『風評』的なLegendは、私によっ
て科学的に証明されたと思う。ただし、すでにMy HPで公表しているが
テレフンケンの♢マーク付きのECC83真空管の良さは、脳波的には証
明できず、比較試聴した全29種類中で20位という予想に反した惨め
な結果が出ている。ちなみにその一位は、東芝のHiFi管であった。



音楽を聴いて、その時の脳波を測定し、そのリラックス度(Relaxation 
Degree = α波の平均電位／β波の平均電位)の値の大小を比較する
ことによって、各音楽・音源の快適さ・良さを評価をすることの主な利点
や長所などを、以下に列挙します。Relaxation Degreeは、略してRDと
表記します。

➀リラックス度(RD)が高いということは、ストレス解消に効果が高いとい
うことで、健康長寿法の検索や開発に役立つ。なにしろ『ストレスは万
病の元』だから。とにかく人生で何よりも『健康』が一番なのだ！！

②音楽を聴いた感想を述べる、あるいは記述するという方法は、一般
に最もよく行われているが、これだと主観が入り、外的要因や世間の
評判に大きく影響を受け、客観的・中立的・公平・公正な評価ができ
ない。たとえば、オーディオ評論家がオーディオ雑誌などに書いてい



る意見や装置の値段、世間の評判、たとえばテレフンケンの♢マーク
付きの真空管ECC83やプリアンプのマランツ７は最高の音がするな
どの風評に引っ張られて、自分の意見・感想に大いに影響する。古
いものは個体差が大きくて、一概に良いとか悪いとかは言えない。さ
らに各人の好みもあり、一般化することは不可能であるが、風評を信
じて、良いと思い込んで楽しんでいる人は幸せな人でうらやましい。

【補足】現在では、テレフンケンの♢マーク付きの真空管ECC83は、最高に良い音
がすると言われているが、当初は実測の結果、ローノイズで評判であったものが、
その後誰が言いだしたのか、いつの間にか音質まで最高に良いと変わって来たも
のであり、ブラインドテストや実測をしてみればわかるが、そんなに大した真空管
ではない。風評イメージ先行です。私には東芝の12AX7 HiFi管の方が上です。

もしもマランツ７が世界一良い音がするプリアンプで、これ以上のも
のを設計・製造するのが不可能であるのならば、1958(9)年に発売開
始したのに、わずか7年後の1965年に製造中止になるのはおかしい。



色々と事情があるでしょうが、そんなに素晴らしい世界一の最高に凄
い唯一無二のプリアンプであるのならば、現在まで製造・販売を継続
すべきです。それ程に良いものにしては寿命が短かすぎます。もっと
も、その後2回ほど復刻版が出ましたが。とにかく趣味道楽の極めの
領域ですし、世界のEnthusiastic Audiophileの中にはとてもRichな人
が多いので、特級品ならば特別に高価であっても売れます。しかし、
絶対的でいつまでも唯一無二で世界一というオーディオ製品はあり
得ません。時代によって評価は変化し、製品は進化するのです。

➂実際の比較試聴で、ごくわずかの差しかない場合に、優劣・甲乙を
付けづらくて、その差をうまく表現できずとも、RD値での比較であれ
ば超微小の差でも単なる数値の比較なので、比較するサンプル数が
たとえ百個あろうと、千個あろうとも、それらがいかに微小の差であっ
ても主観を入れずに自動的にとても簡単に順位付けが可能。実体験



で経験しているが、ほとんど差のないものを何回も聴き比べている
と、混乱してきてますますわからなくなってきて、どうしようもなくなる。

しかしRD法は、客観的に定量的評価ができるが、このことはこの方
法の最大の長所である。他の通常の方法では、単に非常に良い音、
やや良い音、普通の音、やや悪い音、悪い音などのような大まかな
分類しか無理であり、非常に良い音をさらに細かく10段階に分類なん
てとても不可能。しかし、脳波のRDであれば、さらにそれを1000段階
に細分することも容易に自動的にできて、主観が全く入らない。ただ
し脳波の測定がやや面倒であるが、これは慣れれば何ら問題ない。

④先日、真空管アンプ前段の12AX7 (ECC83) 29種類の音の比較をし
て順位を付けて18-12-8にHPにアップしたが、RD値での順位付け
は、その数値の大きい順に並べるだけなので、主観が入らず自動
的・機械的にできてとても簡単。これがもしも比較試聴した感想だけ

http://www.hiroshi-t.com/CDTUBE6.pdf


で順位を付けるとしたら、29種類もの多数の真空管では、全順位を
付けるのは不可能。ドングリの背比べ的で順位が付け難く、さらに
各自の好みの問題もあり、人によって結果が異なるなど、何かと大
変です。そのためか、評論家の意見は、音の評価としては意味不明
の文学的なものが頻繁に見受けられ、そのような表現をいくら読ん
でも、何の参考にもなりません。たとえば、その実例としての見出し
ですが、『曖昧さのない音像で中域を輪郭明瞭に描写。清潔で、純
度を追求して練った音造りが鮮明』(管球王国 Vol.91, p.32, 2019年1
月発売、ステレオサウンド社発行より)とは、具体的にどんな音がす
るのか、これを見て想像できますか？ これに類したことは、オー
ディオ雑誌にはいつも無数にありますが無視してます。とにかく、大
多数はメーカーと裏で直結しているお抱えのオーディオ評論家なの
で製品の良いことしか言わずに、しかも意味不明のことをいくら言っ



ていようと、またその他のオーディオマニアなどの意見がどうであれ、
自分の一番好みの音を自分で実際に聴いて見つけるのが最も重要。
経験の浅い人ほど他人の意見に惑わされ、迷います。逆にベテラン
だと、一家言があり、他人が何を言ってもほとんど聞き入れません。

➄ユーザーが信頼できる完璧なオーディオ評論がやれるのは、下記の
要件を満たした人です。プロでなければ、該当者はいくらでもいます。
★どのメーカーとも裏で繋がっていなくて、製品の良い点のみならず、

欠点も包み隠さず全て公表すること。ただし、これをするとプロは食
べていけなくなるので、決してしない！ このことが最大の問題点。

★年齢が50歳以下のこと。これ以上になると加齢による聴力低下で
音の評価に支障が出る。長年にわたり聴力が徐々に低下している
ので本人はそれに気付いていないが、聴力測定してびっくりする。
ちなみに、50歳以上になると、スピーカーから出る１万Hz以上の音



が聞こえない。イヤホン・ヘッドホンならもう少しだけ上まで聴こえる。
★楽譜が読めること。これは音楽をよく理解するために必須。
★少なくともピアノなどの楽器が演奏できること。同上
★海外を含む有名なコンサートホールで著名な音楽家の生演奏を何

回も聴いていること。やはり本物を生で頻繁に聴かないといけない。
★アンプなどの回路図が理解できること。特に真空管の回路は容易。
★自宅にハイレベルの基準オーディオシステムがあり、それでいつで

も比較試聴できること。メーカーからの貸与品や供与品では忖度が
起こるので中立・公正な評論ができずダメ。自費で独自に購入すべ
き。

★『暮らしの手帳』のように、色々なオーディオ商品の良いことも悪い
ことも、ありのままズバリ書いてある、ユーザーの見方に立つオー
ディオ評論誌があってもよいように思うが、永続は厳しいでしょうね。



★適当に褒めるだけなら、誰でもできます。資格も学歴も必要ありま
せん。やはり上記の要件を満たした人に、良い点も悪い点も全て
包み隠さずにきちんと公表して、中立公正に評価して欲しいのです
が、彼らにも生活がかかっているので、悪い点を全て公表するの
は無理でしょうね。会社の宣伝マンと思えばよく、良いことしか言わ
ない評価の部分は無視して、性能のスペックなどの客観的な紹介
の部分などを見ればよいので、それが新製品だと大いに参考にな
ります。たとえば最新のanalogという雑誌(Vol.63, p.94-97, 2019)を
見ていたら、スイスのハイエンドメーカーsolutionのアンプの紹介が
あり、そのプリアンプの型番は725で、フォノMCモジュールを追加し
て510万円、それとペアになるパワーアンプ(701型)はモノラル2台
で1500万円、以上の総計が2010万円もします。この程度の値段の
装置は、ハイエンドオーディオの世界では決して珍しくありません。



⑥脳波で評価する各種ストレス解消法の開発については、私は長年
にわたり各種領域での経験があり、音楽の領域においても、とても
容易にいつでも、やりたい時にすぐにやれる状態になっています。

⑦すでに音楽の領域でも、かなりの実験をしているが、デジタルより
もアナログの方が脳には快適という結果が全般的に出ており、この
HPの別項にもいくつか報告している。今回はレコードとCDで同一ア
ルバムに収録されている同じ曲の比較試聴実験の脳波による評価
を行った。さらに予定外の追加でアンプによる違いも調べた。

⑧現在まで実に長年にわたって音の客観的・定量的・科学的判定法
を模索し続けているが、上記のRD法以上に良い、音の微細な違い
まで定量的ならびに客観的に評価できる方法がまだ見つかってい
ない。しかし、今後それがそう簡単に見つかるとは思えない。



★アナログ音楽はなぜ脳波的にとても良いのか？

★デジタル音楽はなぜ脳波的にかなり悪いのか？

以下は、上記と同じこと(重複)であるが：

★レコードはCDよりもなぜ脳波的にとても良いのか？

★真空管アンプはデジタルアンプよりもなぜ脳波的にとても良いのか？

上記の実験結果から以下の疑問が出る：

単に音楽を良い音で聴くということのみではなく、ストレスの増減に
よる健康の増進や悪化に関係することなので、全ての人にとって非常
に重要なことであり、単なる音楽の趣味の世界のことではなく、健康の
維持や増進に直結する生き方そのものの非常に大切なことである。

これらの疑問点は、今後の重要な研究テーマの一つとなるでしょう。



最終結論： やはりレコードを真空管アンプで再生するのは最高です

モーターへのパワーサプライと
回転数制御器 (DC 24V駆動)

ortofon SPUカートリッジ２種
& SMEトーンアーム２種装備



お疲れさまでした。一服どうぞ。休憩してください。 奈良絵が描いてある奈良の赤膚焼茶碗
で大塩昭山作です。知人の紹介で窯元まで買いに行って、作者から直接購入した茶碗です。




