


【はじめに】

私は20歳代から実に50年近くにわたり、オーディオをかなりやってきました。

『再生音楽』も『生演奏音楽』も両方です。宣伝文句や評論家の意見に惑わさ

れたりして、実に多額の出費をし続けて大量のオーディオ装置が集まった末に、

やっと今頃になって、『オーディオは、いくらやってもエンドレスであり、終点は

ない！』という悟りを開きました。『今頃アホや！』以下に述べる自虐的なことが、

今後長い未来のある若い皆さんに、少しでも参考になれば幸いです。

まずは”audio”という英単語は、本来は『音の』という意味ですが、”visual”・

『視覚の』に対する単語です。両者の複合語の”audio-visual (AV)”・『視聴覚

の』は、日本でもよく使われています。

よって”audio”の本来の意味としては、『再生音楽』も『生演奏音楽』も両方を



含みますが、日本での使い方は”audio”というと『再生音楽』のことを指すのが

一般的なようです。 下記の原稿の一部分は、すでに私のホームページに書い

てあることですので、そちらも参照してください。今後もさらに追加していきます。

【趣味全般について】

オーディオに限らず、たとえばゴルフでも釣りでも何でもそうですが、凝り性で

熱中している本人は真剣で、膨大なる手間・暇・予算を掛けてものすごいことを

しています。しかし、興味が全くない人にとっては、それは全くどうでもいいことで

あり、たとえばフォノカートリッジ1個で何十万円もするのがあるなんて、とても理

解できないようです。このような例は、趣味の世界には無数にあり、お互い様な

ので引き分けです。つまり、あくまで趣味の世界のことであり、各人が何に興味



を示そうと、何かに莫大な資金を投入しようと各自の勝手ですので、他人がそれ

についてとやかく言う資格はありませんが自虐的に自分に言っております。親友

は私に言います： 『音が良くなるという超高価なケーブルで接続して聴いてみて

も、安物との差がわからんわ。直径が3cmもあるモンスター電源ケーブルやン十

万円もするXLRケーブルなんて理解できん！無駄遣いや。あんたは頭がおかし

いのではないか。』です。茶道界でも類似のことがあり、重要文化財の『雨漏り

茶碗』の実物を東京の美術館で一緒に見た時に親友が言ったことは『こんな薄

汚い茶碗で抹茶を飲む気は全く起こらん！』でした。茶碗一面にある薄黒い斑

点は、科学的に解析すれば、実は釉薬のピンホールから染み込んだ抹茶残留

物に生えた黒カビや汚れなんです。茶人はそんなことを知らずに、これを景色と

して珍重し、重要文化財にもなっていますが、興味のない人には、こんな茶碗は、
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２種類のAC電源ケーブル
A: 通常のケーブル

B: 超ド級のモンスターケーブル

２種類のインターコネクトケーブル
C: 超安価なRCAケーブル
D: 超高価なXLRケーブル

AをBに交換したり、CをDに交換した時に、ブラインドテストで、その音
の差が明確にわかるでしょうか？ 差がわかるのは若者のみかも。



A B

AかBのどちらかの茶碗で抹茶を点てて飲ましてあげると言われたとしたら、
あなたならどちらの茶碗がいいですか。 Aと答えた人は超本格的な茶人か、そ
れとも・・・！？ 実際には、一般人がAに触れることは不可能に近いです。

(重要文化財) (私の普段用)



とても汚らしくてタダでもいらんとなります。この時に私は茶道の不潔さに気付き

ました。よく考えたら抹茶茶碗などを洗剤で洗ったりしませんから。価値観の相

違で、こういったことは、どうにもなりません。まさに『蓼食う虫も好き好き』です。

オーディオの世界でも類似のことは多々あります。いい気になっているのは本人

だけなんです。たとえば名プリアンプでレジェンドになっている『マランツ ７』がそ

の一例です。これの発売当初の美音を実際に体験している人は、現在いったい

何人いますか。現在はもはや伝説になっておりますが、部品の劣化で当時の美

音は出ませんし(当時の新品の音を知らないから比較できない)、無理して程度

の良い中古を入手しても、実際に使っていると修理の連続で、安心して音楽の

みに没頭して聴いておれません。これについては、言いたいことはまだたくさん

ありますが、これ以上は言わないようにします。何を使おうと各自の勝手です。



無視したいのに完全には無視できない不思議なプリアンプの『マランツ ７』、 でもメインには使いたくない老体！



【オーディオは耳１/3、眼1/3、頭1/3！】

オーディオは、もちろん耳で聴くものですが、人間が最高に高等でエモーショナ

ルな生物であるので、装置などを見た感じやオーディオ雑誌やオーディオ評論

家の意見などが音にも大きく影響して聴こえるのです。たとえば、あらかじめメー

カーや評論家の解説を読み、さらにとても高そうな装置・ケーブル類を見ながら、

その装置で再生音楽を聴くと、とても良い音がするように思ってしまう錯覚・暗示

にかかってしまうのです。これは耳だけでなく眼も頭も使って音を聴いているから

です。もしも完全なるブラインドテストをしたら、中級品と高級品や普通のケーブ

ルと超高級ケーブルの音の区別が付かないと思います。同様に、あらかじめ『誉

め言葉ばかりしか掲載されていない専門誌』などを読んで予備知識を持って聴く

と、やはり実際よりも良い音に聴こえるものなのです。以上すなわち『オーディオ



は耳１/3、眼1/3、頭1/3！』なのです。しかし、見た目も重要で、満足感、所有欲

を満たすなどに効果があり、ひいては良い音のように感じるので、現実にはとて

も重要なのです。ただし、無理をして高価な装置を買い、経済的に後が大変に

なるようでは逆効果で気分的に聴く音にも悪く影響しますので、自分の財力に見

合った無理のない余裕のある購入計画が必要です。金額を家族に内緒にしな

いといけないようではダメです。何しろ上を見たらキリがない恐ろしい世界です。

【音を聞き分ける能力は10歳くらいが最高で、それ以降は加齢と共に

確実に徐々に低下する一方！】

実際に私が3歳から75歳までの実に多数の老若男女を被験者にして可聴周波

数上限を実測した結果、10歳くらいが最高で、誰でも数万ヘルツ以上まで、犬や



猫以上に、かなりの高音域まで聞えることがわかりました。しかし、それ以降は年

齢が上がるにつれて可聴周波数上限は低下し、20歳頃には1.8万ヘルツくらいに

なり、それ以降はだれでもどんどん低下していき、50歳では1.4万ヘルツくらいま

でしか聞こえません。その後も加齢とともにどんどん低下し、70歳では１万ヘル

ツ程度までしか聞こえません。以上はヘッドホンで聴いた場合のことで、スピー

カーからの音だと、高音になるほど直進性が強いので、もっと下の周波数までし

か聴こえません。白内障などと同様で、急に症状が悪くなるのではなくて、ン10年

かかって徐々にゆっくりと悪くなっていくので、なかなか気付かないのですが、測

定してみて初めて気づき、がっくりするのです。ただし、健康診断などで聞くオー

ジオメーターの検査音は、JIS規格があり、高音は8千ヘルツですが、60歳、70歳

代になると、この音でもまともに聞こえない例がよくあります。皆さん経験ありませ



んか。その程度の聴力なのに、『ハイレゾの音は素晴らしい』なんて言えますか？

白内障ならば水晶体の紫外線による日焼けの老化(濁り)であり、簡単な手術で

完治しますが、加齢や大きな音を聴き過ぎたことによる難聴は治療方法があり

ませんので、オーディオマニアにはとても深刻な問題です。シニア層には、すで

に時遅しですが、若者はまだ間に合いますので、十分に注意してください。大き

な音でイヤホンで音楽を聴き続けないことです。ただし、１万ヘルツより上の周

波数の音が聞えなくなっても、普通の日常生活には何ら支障はありませんので

ご心配なく。ちなみに人の声は300～700ヘルツ程度ですし、NHKの時報の『プッ・

プッ・プッ、プーン』という音の『プッ・プッ・プッ』は440ヘルツですし、最後の『プー

ン』は880ヘルツです。１万ヘルツがいかに高音であるかわかると思います。

どこでも画一的に言われている『人間の可聴周波数範囲は20から2万ヘルツ



まで』は完全に間違いであると断言できます。嘘だと思ったら実測してみてくださ

い。実際に身近にいた大学生諸君とよくこのような実験、音の聞き分けをしまし

たが、その結果は高齢者の自分と比較すると実に雲泥の差があり、愕然として

音楽好きの私としては、非常に悲しくなりました。皆さんそのような実験をしたこ

とがありますか。２万ヘルツ以上の超高音が再生できる(もちろんそれだけが特

徴ではありませんが)ハイレゾの色々なスペックの音楽を、大学生諸君は確実に

聞き分けられますが、シニア層では全く無理です。嘘だと思ったら若者と一緒に、

そのような実験をしてみてください。さらに問題なのは、大きな音で音楽を聴きま

くっている人の聴力は、さらに低下していることです。なので、50歳以上の評論

家の聴力は、とても怪しくて、音の微妙な差(特にハイレゾの各種音源の差)が本

当にわかっているのか疑問に思っています。一度ブラインドテストをさせて欲し



20歳 → 18.0KHｚ

30歳 → 16.6KHｚ

40歳 → 15.3KHｚ

50歳 → 13.9KHｚ

60歳 → 12.6KHｚ

70歳 → 11.2KHｚ

上の回帰式から計算すると年齢と可聴周波数上限の平均値は：

これらの全ては、私が実測し計算したものです。

これらの数値は、ヘッドホンで音圧を上げて聞いた場合のものであり、スピーカー
からの音では、高音になるほど直進性が強くなるので、もっと低い周波数までしか
聞えません！！
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【私が実測した結果です】



いです。それ故に『オーディオ評論家の定年は50歳！』と私は常に言っておりま

す。それ以上で実際に音楽を聴いて、正しく論評することはとても不可能です。

新製品の評価をする時などでは、前もってメーカーから提示されるスペックや特

徴などをよく読み頭で理解してから試聴して感想文を書くので、まさにメーカーの

望むような良いことばかりが書けるのです。しかも音の評価としては何を言って

いるのか意味不明の文学的な表現が多くあります。たとえば、最新の『管球王

国』Vol.88に実際に書いてあったアンプの評価の見出しですが、『鮮度と凝集力

に満ちた音を押し出す』とありますが、これを読んでも、いったい具体的にどんな

音が出るアンプなのかさっぱりわかりません。彼は文学者・詩人なんですねー。

このような例は、他の人や他の本でも頻繁に見掛けます。それに対して、装置の

内部を見て回路について解説してあるのは、本当にアンプの回路についてよく



知っている専門家でないと書けませんので尊敬します。文学的表現は不要です！

さらに問題点の実例を書きますと、DDターンテーブル(レコードプレーヤー)の先

駆者である現パナソニックが1970年代に発売したSP-10は、当時世界的に有名

になりました。その後改良を重ねて、つい先日その第４代目が出ました。その型

番はSP-10Rで、定価は80万円です。これに対してオーディオ評論家はベタ褒め

ですが、それならばそれ以前のモデルは、あまり良くなかったのかとなります。こ

れに限らず、常にこのようなことが起こっています。『新製品・改良品の良いことし

か言わないオーディオ評論家！ そんな評論を信じて、新製品や改良型が出る

たびに買い続けていてはいけない！』でも、そうしてもらわないとメーカーは潰れ

ますし、製品の弱点や悪口を言ったら、オーディオ評論家としての仕事が明日か

らなくなります！ メーカーお抱えの評論家は大勢います。



DDドライブは、モーターの振動が直接ターンテーブルに伝わり、カートリッジが

それを拾って音に影響するので、ベルトドライブの方がベターで高級であると当

初から言われているのに、DDドライブの元祖的テクニクスの意地からか、あくま

でもDDドライブに固執し、モーターを改良してモーターからの振動・コギングを無

視できるようにしたようです。よほどの安物でない限り、ある程度以上のものなら

ば、DD式でもベルト式でも、その差がブラインドテストで明確にわかることはない

と思います。こんなことばかりに神経を使っているのは、オーディオマニアではよ

くあるでしょうが、本来の音楽愛好家ではありません。私も以前はそうでしたが、

今やそんなマニアックで些細なことはどうでもいいやと思うようになりました。それ

よりも重要なのはソフトと生演奏のことです。要するに現在では、人間の耳では

判別できない程度の些細なオーバースペックの世界での改良なので、そんなこ



とに常に過敏になっていても意味がないのです。しかし、趣味とはそんなもので

しょうか。測定器の性能も向上し、各装置の物理的特性は容易に微細に測定で

できるようになったので、人間の耳ではとても判別できない、ごくごくわずかな数

値での向上のことを言っている例が実に多くあります。たとえばハイハイレゾの

サンプリング周波数とか。一番劣っているのは自分の聴力なのに、『自分の耳で

は判別できないオーバースペックの領域での何かのスペックの向上に、なぜそ

れほど真剣になるのか！しかし、それがオーディオマニアの本質なのかも！』

資金と置き場所に十分な余裕がある人は別格ですので、高価なのをどんどん買

い続けて、耳だけではなく眼(見た目)でもオーディオを存分に楽しんでください。

オーディオは、近所迷惑のことを気にしながら、音量を絞って聴いていたのでは

本来の音楽の迫力が出ませんし十分に楽しめません。



【オーディオ装置の金額と音の良さには直接の関係はない！】

もちろん超安物で再生音に歪があるとかノイズが出るとかいうのは問題外です

が、普通に音が出ている中級品以上であれば、装置の金額と音の良さには、ほ

とんど関係ありません。なぜなら、人によって音質の好みが違いますので、中級

品であってもその音が一番好きということがあるからです。『各自に音の好みが

あり、万人に対する絶対的な良い音はない！ 良い音とは自分独自で決めるこ

とであり、各人各様なので他人の言うこと、他人の好みは、そのまま自分に当て

はまるとは限らない！』 それと日本の住宅事情の深刻な問題があり、特別の人

(たとえば青山高原の山の中にポツンとあるタンノイ博物館とか、防音工事がして

ある本格的なリスニングルームがある家とか)以外は、音量を上げ過ぎないよう

に隣近所に常に神経を使いながら音楽を聴いているので、音楽に没頭できませ



んし、アンプの出力がハイパワー過ぎても『宝の持ち廃れ』となります。住宅事情

や時代の流れで、今や大型のオーディオ装置は流行りません。デジタル音楽を

小型の装置でイヤホンやヘッドホンで聴く若者が多いようです。主流はポータブ

ル型です。これならいくら音量を上げても近所迷惑にならず(電車の中とかは別)、

音楽に没頭できる長所がありますが、深刻な欠点としては、大音量でイヤホンで

聴いていると、治療できない不可逆的な難聴になることです (上述の図参照)。

【『再生音楽』と『生演奏音楽』とは全く別物であり永遠にイコールには

ならないので、それをしようと頑張っても無駄なだけ！ 止めましょう】

ソフトとしてレコードやCDを使う限り、これらは最初から生の音をミキサーらが、

音をいじりまくって、より迫力のある鮮明な人工的な音の製品にしてしまっている



ので、たとえレコードやCDに入っている音を忠実にそのまま再生できたとしても、

決して生の原音と同じにはならない。しかも、【メディアに入っている加工されま

くった音楽を元の生の音楽に戻す方法はない！】 色々と聴いてみてわかること

は、生で聴くよりもメディアに入っている音は、各音の粒立ちがよいし、迫力が出

るように加工されているようです。ぜひ生演奏を聴いているのと同様な音にした

ければ、ダミーヘッドの両耳に挿入されている２本のマイクで音を拾い(非常に高

価ですがそのような装置は市販されていて確か百万円くらいもする)、２トラ３パチ

でテープに録音し、それを再生することです。これが普通の人が通常できる生の

音に一番近い方法だと思います。しかし、本格的な有名人のコンサートでは、や

りたくても許可が下りません。アマチュアバンドで気楽にやっているコンサートくら

いのみで可能なので、あまり意味がありません。要するに、生の音に少しでも近



ヘッド背面にある端子群

ダミーヘッドの両耳の中に
マイクを内蔵し、人間が実際
に音を聴く場合を模している

NEUMANN / KU100 ダミーヘッド・バイノーラル・ステレオマイク (定価： 約百万円)

これで集音すれば人間が実際に聴いているような雰囲気に一番近く録音できる。生演奏に少し
でも近づいた再生音楽にしたければ、先ず最初の音を拾う段階をこのようなので録音しないとダメ。
通常は各楽器にオンマイクのマルチマイク録音がされていて、さらにそれぞれのパートの音をミキ
サーの好みのようにミックスダウンしてからレコードやCDに入れるので、生演奏を客席で聴いてい
る音とはほど遠い音になっている。それでも生で聴く音が再生音楽で再現できると思いますか？！



付けようと必死になっても最初から全く不可能であり、再生音楽では、どっちみち

最初から不可逆的に加工された音楽なので、元に戻そうなんて考えるのではな

くて、自分好みの音にテーラーメイドで作り上げることです。生の音楽をほとんど

聴いたことがないのであれば、なおさらです。そのためには、特定の周波数領域

を強めたり弱めたりできるオーディオイコライザーの活用もその一例ですが、一番

の問題点は、生演奏と同じくらいの大音量が家庭では出せないということです。

【レコードとCDとどちらの方が音が良いかを議論するのも無意味！】

すでに別項にも詳しく書きましたように、レコードにもCDにも、ピンからキリまで

あり、それぞれ高音質の特製版から安価な普及版まで実に色々とあります。確

かにレコードもCDも高音質特製版は、とても良い音がします。レコードとCDで確



実に違うのは次の点です。レコードに収録されている音は低音域も高音域もカッ

トされずに原音のまま入っています。ただし、レコードは盤をカットする都合上、低

音域を弱めて入れてあり、再生の時に元に戻す、いわゆるRIAAイコライザー処

理をします。もちろんアナログです。CDは言うまでもなくデジタル音で収録されて

おり、規格で２万ヘルツ以上が100%完全にカットされています。しかし、それだ

からレコードの方が音が良いとは言えません。どうせ聴こえません！音の良否は、

そんな単純なことによるものではなく、様々な要因の複合的な結果なのです。

さらに評価が困難なのは、各自の音の好みが異なるので、一概に音の良否を

言えないことです。すなわち、十人十色ではなくて、『十人十音』なのです。

とにかく音の評価は難しいです。脳波計で測定してみて、どのような音が各人

に快適に感じるかの実験もしたことがありますが、解析がますますややこしくなり



45回転 200g 2枚組で各片面の外周に３曲のみ 45回転2枚組で各片面の外周に２曲のみ

ここに示した30cm LPは、回転数が通常の33.3rpmではなくて45rpmであり、曲も外周近くに
しか入っていないという超高音質盤レコードです。針でグルーブをトレースする時の線速度が
大きいほど音質が良いので、回転数を早くして、しかも外周付近しか曲が入っていません。内
周に行くほど線速度が遅くなるからです。最近はレコードブームになってきて、このような特別
の高音質盤レコードがたくさん市販されておりますが、私はこのようなのを何枚も収集しており
ます。このクラスのレコードは、入っている曲数が少なくて、１枚が何千円もします。私のホー
ムページの別項に、このような超高音質のレコード盤のことが詳細に紹介してありますので、
参照してください。こんなレコードと比べたら、普通のCDは音質で負けます。



ましたが、現段階でもある程度のことは言えるようです。今後さらに検

討します。

【同じレコードでも、カートリッジを変えれば全て明確に違う音がするし、

いずれの音源でもスピーカーを変えれば全て明確に違う音がする！➝

だから再生音楽とは実にいい加減なものである！】

しかし、その無限の組み合わせと無限の音の違いを楽しむのがオーディオマニ

アのする遊びなのかも。生音楽ではない単なるバーチャル音楽の世界での遊覧

です！これでは『音の違いを比較しているだけで、音楽に没頭していない』のです。



【まとめ】

以上の多くは、私自身のことであり、後悔先に立たずで、オーディオの世界でも

実に長年にわたり無駄をしまくった結果の反省文でもあります。たとえば、同じよ

うなアンプやスピーカーなども、家中にゴロゴロころがっています。もったいない！

特に若い皆さん、私のような無駄をなるべく無くすようにして、予算を有効に使っ

て有意義なオーディオ生活をしてください。ハードは、そこそこまでにして、ソフトに

もっと力を入れてください。すでにハイクラスのレコードプレーヤーを複数持ってい

るのに、話のタネに上記のような魅力のない新製品を買い足すとかは、もうしたく

ありません。それを買うくらいなら、先日ほとんど買いそうになったTRANSROTOR

などを買います。レコードプレーヤーは、完璧を期すには、モーターの振動がター

ンテーブルに伝わらないようにすることはもちろんのこと(ダイレクトドライブで苦労



Technics  SL-1000R (160万円) TRANSROTOR  APOLLON  TMD
見た目が局用みたいで 3 Motors (270万円)

マニアにはシンプル過ぎて面白くない これならマニアックで欲しいです

両者ともトーンアームやカートリッジなどのオプションによってさらに値段は上がります



しなくてもベルトドライブなら簡単にできる)、さらに床や設置台などからの振動が

ターンテーブルに伝わらないように磁力や空気力で浮かして、筐体からアイソ

レートすることが必要なのです。スピーカーの音とのハウリング防止も大切です。

皆さん、ハードよりも、これからはもっとソフトに力を入れて、生演奏を聴きに海

外へも積極的に行きましょう 。『XX町文化会館』で演歌も結構ですが。

本場でのジャズやクラシック音楽の生演奏は迫力や感動が全然違いますから。

もっとも、自宅でもジャズのライブハウスくらいの音量で再生できるのであれば、

同等の迫力(音量)は自宅でも出せますが、一般の家ではとても無理でしょう。

生演奏は、すごい音量ですし、しかも本物の有名アーティスト・演奏家が目の

前に実際にいて演奏しているのです。さらにジャズのライブハウスとかの小さい

ホールでしたら、休憩時間や演奏終了後に直接話したり、会場で販売している



CDにサインしてもらうことも可能です。

たとえばニューヨーク (ブルーノートやヴィレッジヴァンガードなど) やニューオリ

ンズ (プリザベーションホールなど) でジャズを聴くとか、欧米の有名なコンサート

ホール (実にたくさんあります) でクラシック音楽を聴くとかなどです。私はこれら

のホールで実際に何回か生演奏を聴いたことがありますし、奏者と話したり、そ

こで買ったCDにサインをしてもらったことも何回かあります。そしてついにニュー

ヨークのヴィレッジヴァンガードの年越しライブに毎年来ていたマイケル・ホワイト

には顔を覚えてもらいました。

引き続き今後も各地へ生演奏を聴きに行きます。



夕方のブルーノート・ニューヨーク
(開演前に撮影)

夜のカーネギーホール (開演前に撮影)

このホールには、あることで特別の感慨があります。



ヴィレッジヴァンガードの年越しライブで

マイケル・ホワイトのジャズ・カルテットの

リーダーの彼と休憩時間に話をしてて、

サインしてもらったCD。当日、会場で購入。

正式には”Dr Michael White – New

Orleans Jazz Quartet”というグループ。

名前にDr. Michael Whiteと書いてあり、

Dr.とは何か聞いたところ、スペイン語の研

究でドクター(博士号)を取ったそうで、ジャ

ズの演奏の傍ら、ルイジアナ大学でスペイ

ン語を教えているという偉い人です。

毎年、話をしていたので、ついに私の顔

と名前を覚えてくれました。とても温厚で、

素晴らしい性格の人です。もちろんクラリ

ネットの演奏も完璧です。

ケ
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側
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