


★リスナーの聴力の問題点
オーディオの世界などに対して普段から思っていることを以下に列挙します。こ

れと類似のことを、他のオーディオマニアや関係者も思っていることをよく知って

いますが、彼らには公表する機会がないとか、立場上公表はまずいとのことです

ので、筆者が代表して書く部分もあります。誰もが思っていても公には決して言

わないタブー的なことが多いかと思われますが、今回は控えめにしておきます。

７歳から75歳までの男女多数の聴力検査をしたり、イヤホンで音楽を聴いてき

た時間と聴力の関係を調べたりした結果、加齢とともに聴力は確実に大きく低下

し、シニア層では誰でも最高で８千ヘルツ程度までしか聞こえません。また、イヤ

ホンで音楽を聴きまくってきた時間が長いほど若者でも、かなりの聴力の低下が

あることがわかりました。これはイヤホンに限らず、大きな音を聞くこと全般に当

てはまります。従ってシニアのオーディオ評論家の聴力は、かなり低下している

と思われ、恐らくスピーカーで普通に聴けばは６千ヘルツ程度までしか聴こえな



いのではないでしょうか。イヤホンやヘッドホンよりもスピーカーで聴く時の聴力

は厳しいのです。その理由は、高音ほど直進性・指向性が強く、スピーカーから

出た高音は、その進行方向とほぼ直角になっている耳孔には入り込みにくいの

で、普通の音圧では聞こえないのです。オーディオ試聴会に行くと耳を劈くような、

もの凄い大きな音なのは関係あると思います。そのような難聴の人たちのする評

論を私はとても鵜呑みにすることはできません。ご本人の反論があれば、ぜひ聴

力の測定とブラインドテストをさせて欲しいです。もっとも、オーディオチェックレコ

ードやCDで簡単に自己診断が可能であり、皆さんすでにチェックしていると思い

ます。結果を知って、きっと内心がっくりのことでしょう。これは可聴上限周波数と

可聴下限音圧の測定になりますが、その他に微妙な比較試聴では、先入観をな

くすために全てブラインドテストで同じことを複数回行い、再現性を確認すること

が必須条件であり常識です。それが何であるかを知っていての評価はダメです。

もちろん言うまでもなく、単に可聴上限周波数が高いほど良いということでもな



く、それは必要条件にしか過ぎません。しかし８千ヘルツまでしか聞こえない人と

３万ヘルツまで聞こえる人がいたら、誰もが後者の方がオーディオの試聴者には

ベターだと思うでしょう。このことの他に十分条件があり、どのくらいの幅広い経

験があるかということも重要です。たとえば本場で生演奏をどのくらい頻繁に聴い

たかとか、普段からどのようなオーディオ環境にいるかなどです。

★音楽は確実に生が一番
生の音楽とレコードやCDの再生音楽・オーディオとは、似て非なるものであり、

全く別の世界のことであり、オーディオで生の音に少しでも近付けようと必死で努

力する人も多いようですが、これは、やっても無駄で無意味なことです。たとえ1億

円かけても、それぞれのホールと同じ音場、周波数特性にすることは不可能です。

たとえばジャズのライブをヴィレッジ・ヴァンガードなどで生で聴いたら、その迫力・

臨場感に圧倒されます。それと同じことを自宅でも味わえるようにしようとすること

が、いかに無意味なことであるかは、実際に現場へ行けばわかります。しかしな



がら、生の音楽を知らずしてオーディオは語れませんので、生もよく聴く必要があ

ります。そのために筆者は海外へも生演奏を聴きによく行きます。特にニューヨー

クへは長年にわたって毎年行き、ジャズ(ヴィレッジ・ヴァンガードなど)、クラシック

(ニューヨークフィル、カーネギーホール、メトロポリタンオペラハウスなど) の生演

奏を今までに何回も(30回くらい？)聴いています。何回も同じホールで聴いている

と、目を閉じればそこの情景が頭に浮かび、ライブのCDを聴いているだけでも、

実際にそこで聴いているような気分になるのは不思議です。こうして再生音楽が

頭の中で生と繋がるのです。CDを聴いても、その演奏会場の音にしてしまう人間

イコライザーとなります。 参考までに愛用の機械イコライザーを下に示します。

愛用の３機種のグラフィックイコライザーのうちの１台 (XLRコネクター入出力の業務用)



2015年大晦日から翌日の2016年元日までヴィレッジ・ヴァンガードで開催の年越し特別ジャズライブの様子をここに紹介します。

今回もシャンペンを飲みながらジャズを楽しみました

ここで買った”THE BAD PLUS”のCD

⇦ “THE BAD PLUS”の生演奏。

休憩時間には演奏者と話も
します。もう最高です。

特にジャズのライブのこのド迫力・
臨場感・一体感・雰囲気などは絶
対に生でないとダメです！アメリカ
人はジェスチャーが派手で、リズム
に合わせて体を大きく動かして聴
いています。そして新年になった
瞬間から、しばらく皆さん大騒ぎを
します。

ここへは毎年必ず行っております。
ブルーノート(NYC)やプリザベー
ション・ホール(ニューオーリンズ)

へも行ったことがあります。

演奏会場は地下にあります (ニューヨーク市内南部)

(２１時頃から １時半頃まで)

舞台側
壁面の装飾

客席はもっと左奥までびっしりとある



“THE BAD PLUS” の CD は日本でも市販されています。例えば下記のものです。
生演奏を思い浮かべながらこれらを聴いています。人間イコライザーです。



この原稿を仕上げている段階で最後に聴きに行った生演奏は、2016年9月3日(土)に三重県
名張市の『フレンチクオーター・ラブ』で開催されたジャズライブです。ピアノ：福森道華、ギター：
石川政実(お二人は夫婦です)で、福森さんは伊賀市出身で石川さんは東京都出身ですが、
本拠地はニューヨーク市で、主にニューヨーク市で活躍しておられます。色々とあり私ととても
親しく、ニューヨークへ行くと必ず彼らのコンサートへ行きますし、毎年夏に里帰りコンサートを
日本各地で開催されますが、それにも必ず行きます。今回は8月26日から9月17日まで、日本
全国各地の16カ所で公演があります。今回は、アメリカの老舗ジャズレコード会社のSummit 
RecordsからCDが発売された記念ツアー&コンサートでもあります。そのCDとは、下に写真を示
す”MICHIKA FUKUMORI  QUALITY TIME”で、なんと2017年グラミー賞にエントリーされました。
なかなかの実力者です。そのCDを次ページに示します。
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一般的なことでは、経験を積むほどベテランになり、ますますその能力に磨きが

かかりますが、オーディオの世界ではそうではなくて全く逆であり、微妙な音の違

いを判別したり高度な評価するには、試聴が多いほど、また年齢が高いほど耳の

劣化・老化が進んでいてダメなのです。このことがオーディオ評論家のウイークポ

イントなのです。しかし自分の不利益になるので絶対に自分からは決して自分の

聴力の衰えについては言いませんが、皆さん同じで暗黙の了解です。正確でま

ともな音楽の試聴の評論をするには、４５歳くらいで定年にしないといけません。

五味康祐（1921.12.20 ～ 1980. 4.1）は小説家としてもオーディオ・クラシック音

楽評論でも著名で、当時超高価なタンノイのオートグラフ使いとして、この世界で

は非常に有名で誰でも知ってます。メインシステムは、EMT930st→C22→MC275

→Autographです。彼は晩年には難聴に悩み、補聴器を付けて音楽を聴いていま

した。どの程度の難聴かはわかりませんが、誰でも加齢とともに耳が悪くなります。

５９歳で亡くなっているので、普通の一般的な人の寿命として考えれば早死にで

ごみ やすすけ



すが、オーディオの聴力年齢としては５０歳を超えたら確実に高齢者です。補聴

器の会社に直接聞いたところ、補聴器の周波数特性は非公開ですが、上限は

日常生活には十分な1万ヘルツ以下だそうです。なので、補聴器を付けて音楽を

聴けば2万ヘルツくらいまでの高音域がより聴こえやすくなるのではないかと思

いましたが、そんなことは全くなく、音楽用ではないことがわかり残念です。

五味康祐は第28回芥川賞を受賞しているれっきとした小説家であり、文学的

なボキャブラリーも非常に豊富でしょうが、ある時のスピーカーの評価では、『え

え音や』と『あまりええことない』の２つだけの単純なものだったというエピソード

があります。その他の場合に各種装置の評価については、かなり厳しいことを、

よくズバリ書いておられます。彼の本職は著名な小説家であり、オーディオ評論

で得た収入で生活していないので、自由にモノが言えるわけです。本来は、こう

あるべきですが、オーディオ評論で生活している人たちに、そのようなことを望む

のはとても無理であり、言ってることを鵜呑みにしてはいけない理由なのです。



五味康祐は、とある理由から、オーディオを本格的にやりたくなり、その資金稼

ぎのために売れる小説を頑張って書くになったそうです。そのことは、下記の本

に書いてあります。そして当時の最高級の装置を各種揃えました。

彼が書いた名著『オーディオ巡礼』(ステレオサウンド社発行1980年7月版)に書

いてあることの一部を原文のまま紹介しますと、『オーディオ技術でまだナマの

音はとうてい再生し得ない。しょせんはらしさを出すにとどまる。Ａの楽器をそれ

らしく出すにとどめるか、全体のハーモニィをえらぶか、それを選択するのは教

養だろう。・・・・・』 また 『プログラム・ソースとしてのディスクが、そもそもマランツ

やジムランやシュアーで鳴らせば、常によくきこえるレコードばかりとは限らない。

甚しい場合は、５、６万円程度で売られている安物の器機で鳴らすほうが、音の

まとまりのよいものがある。優秀な装置で鳴らせば鳴らすほど、演奏の欠陥を露

呈してしまうレコードだってあるだろう。われわれは、常に音楽をたのしむために

いい音を求めているのに、かんじんの音が(または演奏が)よごれてきこえるので



は何のための高級装置かわかるまい。だいたい、レコードというものに、つねに

実は最良の音が録音されているとは限らない。むろん最終的に考えられている

のはナマの音だが、冷静に判断すればすぐ分かることだ。百人もの人間が楽器

を鳴らす交響曲を、それがナマのままにレコーディングされたと仮定して、どんな

大きなスピーカーだって、そのまま再現できるわけはない。あの細い針先で、そ

のフォルテを拾おうというのもどだい無理な話である。また、より高忠実度の再生

度を念願するにせよ、音の発源体となるのがせいぜい15インチ程度のスピーカ

ーであってみれば、これまた多くを望むほうが無理だろう。結局、どこかで処理さ

れた、あるいは取捨選択された音を、生らしく聴くことで我々は我慢しなければな

らない。しかもナマそのままに刻まれたレコードなどあるわけがないとなれば、つ

づまるところ、耳にこころよい適度の臨場感をともなった、いかにもナマを彷彿さ

せる音をもってよしとするしかないだろう。言ってみれば、かって感激して聴いて

いた音、現実には求められないかもしれないが記憶の中で浄化された素晴らし



い音、そういう音の理想像に我が家の音を近づけようと悪戦苦闘する－ここに

オーディオ・マニアの業(ごう)のようなものがあると私は思っている。・・・・・』

以上の茶色で書いた五味康祐の生の意見に全面的に賛成です。

この本は、ハードのことも書いてありますが、ソフト(レコード)について詳しく専

門的に書いてあり、なかなか奥の深いレベルの高い専門書です。商業主義に満

ち溢れたオーディオ月刊誌や季刊誌をいつも見ている(読んでいるのではない)

筆者には、五味康祐の著書などの商業主義とは無関係の本は、読むとホッとし

ます。宣伝だらけの民放と皆無のNHKのテレビ番組の関係に似た面があります。

★ハイレゾについて
さて話は変わりますが、サンプリング周波数や量子化ビット数の違いが完璧に

判別できて百パーセント正解の人なんて、たとえ耳の良い若者でもいません。そ

のような試聴も少ししたことがあります。つまり耳だけでは判別できないが、ブラ

インドテストでなければ、事実を知っているので、耳ではなく頭で気分的に判別

できているように思っているだけのことなのです。



『176.4kHz/24bit と176.4kHz/32bit』の差や『176.4kHz/32bit と192kHz/32bit』

の差がブラインドで常に百パーセント判別できる人がいるとは決して思いません。

こんなのは人間の耳、特にシニア層には完全にオーバースペックです。普通に

バックミュージック的に聴き流すには、従来からのCDスペック(44.1kHz/16bit)で

十分です。より高い数値を望むのは気分だけ、精神的満足のためだけです。ちな

みにハイレゾが出る前に、CDの音は実に悪いなあと思ったことがありますか？！

筆者はハイレゾの研究をかなりしてホームページにも原稿を書きましたが、正

直言ってあまり明確な差がわからないので、今や普段にはわざわざハイレゾを

聴くことはしません。ハイレゾは筆者にとって今や研究用オンリーです。現在オー

ディオ業界も厳しく、大衆的オーディオメーカーの次の生き延びる道として、ハイ

レゾを利用しようとうまく宣伝し、オーディオ評論家と組んでブームを作ろうとして

いるのは明白ですが、その戦略に乗せられて、きっと素晴らしいものだと思い込

んでいるだけです。それほど凄いものではなく、革命的新アイデアではありませ



ん。ハイレゾは、大学生くらいの年齢層には耳が良いので意味があるかと思い

ますが、聴力も劣りパソコンも弱いシニア層には向きません。今後ハイレゾはあ

まり発展しないと断言します。作られたブームは、定石どおりに、やがて去ります。

最近は手軽にいつでもどこでも聴けるためか、特に若者で音楽をイヤホンで聴

くことが流行していますが、それをすると聴力の低下が著しいので、なるべく止め

た方がよく、スピーカーで聴く方がベターです。しかし、スピーカーでも大音量で聴

くと同じことが起きますので、あまり大きな音は出さない方がベターですが、普通

の日本の住宅事情では心配しなくても、隣に迷惑になりますので、難聴になるほ

どの大音量で自宅のスピーカーで音楽を聴くことができる例は非常に少ないでし

ょうから、あまり心配いりませんが。イヤホンだと鼓膜が痛いほどの大音量で聴い

ても、最近の高性能イヤホンは音漏れの心配もなく、近くの人にほとんど迷惑

をかけないので、逆にとても心配です。以前のイヤホンは、近くにいると『シャカシ

ャカ』という高音のみが漏れてきて、電車の中などではとても迷惑でしたが、最近



はそのようなことはなくなりました。筆者の調査研究では、若者でも大音量でイヤ

ホンで音楽を聴き続けると、確実に難聴が早く進行することが判明しています。そ

の実測結果に関しては、筆者のホームページの別項を参照してください。

筆者の周辺にいくらでもいる耳が非常に良くてハイレゾに向くと思われる大学

生諸君にハイレゾの話をしても、ごく一部の男子学生以外は興味を示しません。

特に女子学生は、サンプリング周波数や量子化ビット数なんかどうでもよく、通

常の音源をスマホで聴いたり、普通のCDをミニコンポで楽しむことで十分に満足

しています。こうして音楽を純粋に楽しんでおり、とてもうらやましい限りです。そ

れに反して、筆者を含む中高年のオーディオマニアの一部は、サンプリング周波

数や量子化ビット数の違いを聴き分けようと、必死に耳を傾けて聴いていますが、

こんなのは音楽(音を楽しむ)ではなくて音析(単なる音の分析・聴力検査)に過ぎ

ず、実に空しいことです。微少差がわからないのに、わざわざ必死になってハイ

レゾをやる必要はないのです！もっとも、何をしようと各自の勝手で自由ですが。



若者は耳は非常に良いのですが、予算不足でハイレベルのシステムは買えま

せん。逆にシニア層は耳は悪いのですが、お金を持っているのでハイレベルの

システムを買えますが宝の持ち腐れとなり、世の中なかなか、ままなりません。

非常に問題があるのは、某S社がオランダの某P社と作ったCDの規格では、人

間の耳は２万ヘルツ以上は聞こえないので、CDに入れる音の上限は２万ヘルツ

までとして、それ以上は市販のCDでは完全にカットされております。しかし、ハイ

レゾ時代になり、 ２万ヘルツ以上も音楽の雰囲気を出すには重要とか言い出し

て、そのようなことに今や非常に力を入れているのは、大きな矛盾であり、首尾

一貫していません。さらに今後いずれは、やはり２万ヘルツ以上の再生を無理し

てやらなくてもよいと、また振り出しに戻るのでは。しかし意地でも戻さないと思い

ます。さらに問題なのは軽薄短小の時代にふさわしく、イヤホンで聴くポータブル

オーディオを推進していることです。これでは、若者の聴力低下の進行速度が増

大し、若者の難聴者がますます増加して非常に困ったことであり、要注意です。



★良い音とはどのような音なのか？
これはオーディオの世界での重要なテーマの一つです。もちろん音が歪むとか

ノイズが出るとか、高(低)音が十分出ないとかは問題外で、普通に満足に音が

出ていてのことですが。３００万円のアンプは３０万円のアンプより１０倍良い音

がするとは言えないでしょうし、音が何倍良いとかデジタル化して数値で言うこと

はとても無理で、気分でファジーに言っているだけです。結局各自の好みの音が

出るアンプが良い音のアンプなのでしょう。値段は関係ないと思いますが、一般

に高いほど良い音がすると思い込む傾向があり、メーカーには嬉しいことでしょう

が、良い音とはどんな音ですか？完全にブラインドテストをして、はたして価格差

がどの程度わかるかを試してみたいです。とにかく先入観なし、あらかじめ何も知

らせない状態で機器を見せずに比較試聴会をしてみたいです。そんな会は今ま

で皆無だと思います。オーディオは耳半分・眼半分です。実際の音だけでなく、見

えているものや予備知識の影響が非常に大きく、客観性の少ない多分に気分的



なものです。ただし筆者はパイプオルガン曲の再生に凝っており、ゆったりとした

重低音の再生には大型のスピーカーが必須です。ブックシェルフ型などの小型の

ものはダメです。スピーカーとフォノカートリッジは、それぞれ確実に音質が異なり、

自分好みのものを選ぶのはとても簡単で、アンプ選びよりもはるかに楽です。

オーディオ製品を買う場合には、①オーディオ評論家の評価をあまり参考にし

ないほうがベター、②自分の耳で実際に聴き比べて良い音だと思ったものを複数

選ぶ、③その中からルックスと予算で最終決定をするのがベストでしょう。こうす

れば自分で選び決めたことなので失望も少ないですが、オーディオ誌の評価だけ

を鵜呑みにして他薦のみで選ぶと、ほぼ失敗します。

もっとも、たとえば最新のSS誌(創刊50周年記念号)に掲載されているようなハイ

レベルの商品の場合は、ほとんどの各コンポがン百万円もする非常に高価なも

のばかりで、そう簡単には買えませんが。一般の人が無理してこんな高価なもの

を買うと後がなにかと大変です。ご注意を！



『オーディオは耳半分・眼半分』の簡単な実例
ここに２種類のRCAケーブルの実例を示します。左側は非常に安価な普及品ですが、右側は高級品で左側

の数十倍もの値段がします。もっとはるかに高価なケーブルもあります。理論的には右側のケーブルの方が良い
音がするはずですが、ブラインドテストでは普通の人には両者の差はわかりません。しかし眼で見ていると気分
的に右側の方が良い音がするように思い、安心し満足するのです。これが正にオーディオの世界の思い込みの
一例であり、このようなことはオーディオの世界の全てに当てはまります。ただし、フォノケーブルはS/N比にお
いて差があります。



★CDの規格などについて
開発された当初からの普通のCDは、サンプリング周波数が44.1kHzで量子化

ビット数が16ビットです。サンプリング周波数が44.1kHzとは、1秒間に44100回

のスピードでアナログ波形をサンプリングしてデジタル化することであり（アナロ

グ波形の縦方向切り）、量子化ビット数が16ビットとは、16ビット、すなわち16ビッ

トの精度（2の16乗ステップ）でアナログ波形を読み取ってデジタル化するという

こと（アナログ波形の横方向切り）です。たとえば、ハイレゾでは192kHz、24ビット

は普通の分解能ですが、CDと比較すると、サンプリング周波数では192÷44.1

＝4.35倍、量子化ビットでは224 ÷ 216 ＝ 256倍なので、両者を掛け合わせると

1113.6となり、計算上ではCDの音よりも約1114倍もキメ細かい音がハイレゾで

は再生できて、原音により近いということになります。しかしこれは単なる計算上

のことだけであり、実際に人間が聴いてみて、1114倍も音が良いとか1114倍も

自然に近い音に感じることは絶対にあり得ません。ブラインドテストでない場合、



予備的に事実を知っているために、たいていは単に気分的に音が良いように思

っているだけです。特に耳の悪いシニア層では、確実で正確な判別は無理です。

そこで以下にハイレゾに関する非常に重要なことを述べます。すなわち、理論

的にはサンプリング周波数と量子化ビット数が大きいほど原音のアナログ音に

近くなるということであり、必死に両者の数値を上げようとし、上げるほど音が良

くなっていくと主観的に判定していることが多々ありますが、実際にブラインドテ

ストでは違いはわかりません。いずれにしろ理論的にはサンプリング周波数と

量子化ビット数を大きくするほど原音に近くなることは間違いありませんが、そ

れならば原音のままの状態、すなわちA/D & D/A変換などせずにアナログのま

まであれば、サンプリング周波数と量子化ビット数が両方とも無限大なので、これ

以上の大きな数値はなく、究極の音源となります。つまりハイレゾの音は分解能

で絶対にアナログ音には勝てないということになります。レコード音楽を楽しむ理

由の一つがこれなのです。さらには2トラ38のオープンリールも同様です。なので



サンプリング周波数と量子化ビット数の数値の大小で一喜一憂しているなんて

全く馬鹿げています。レコードもテープも両者が無限大ですよ！ ただ、デジタル

はデーターの長期間(百年単位とか)の保存やコピーを何回繰り返しても音質が

劣化しないという、アナログにはとても勝てない業界向きの長所があります。

★オーディオ評論家の意味不明の表現

オーディオ評論家の評論の各項目の小タイトルの文言などは、意味不明でそ

の音が全く想像できません。そのような実例は無数にありますが、一例として筆

者が毎号購読しているマニアックでハイレベルな季刊のオーディオ雑誌の最新

号から、その実例を紹介します。これは各社の５極管EL34/6CA7の音の違いを

書いた評価結果の一口タイトルの部分ですが、これを見ても各社の製品の比較

が全くわかりません。例えば★JJエクトロニック社：音楽の細部までバランスよく

豊麗に描く。★エレクトロ・ハーモニックス社：聴くほどに身体に染み入るリアルな



再現。★タングソル社：バランスの良い気品の漂う演奏を聴かせる。★グルーブ

チューブ社：一段と瑞々しい響きで説得力がある。★テレフンケン社：空間情報の

表現が巧みな音楽再現。★ムラード社：デフォルメされた表現がリアリティを増

す。(←何を言っているのか特に不明。歪が大きいということか？)。★GE社：プレ

ーヤー同士の意思の疎通が見えるよう。などなど、このような例はいくらでもあり

ますが、これらはこの分野では一般的なことであり、いったい何を言っているのか

意味不明で、どんな音なのか全く想像もできませんし、こんなタイトルを見ても何

の役にも立ちません。抽象的・文学的表現で読者を煙にまいているだけであり、

見たら余計に混乱します。文章表現と実際のその音があまりにも乖離しているの

です。もう少し直接的でわかりやすい表現ができないのですかねー。嫌ならそん

な本を買うなって言われそうですが、どの本も同様なので仕方ありません。

★オーディオ評論家と業界の特別の関係



双方の生活がかかっているからでしょうが、ある評論家と特定のメーカーが裏

で完全に繋がっていて、常にあるメーカーの製品ばかりを褒めまくっているくせに、

その改良型が出たら、『前製品の欠点の全てが改良された素晴らしい製品に生

まれ変わった。』などと初めて前製品の欠点を言うのは非常に問題があり、それ

なら初期モデルの時に言えとなります。先日もそのような評論を実際にオーディオ

誌で見て呆れ返りました。しかし、このようなことは、よくあることです。いわゆる

オーディオ業界とオーディオ評論家の癒着、『商品提供・よいしょ体質』です。良い

ことしか言わない、褒めることしかしないのです。こういうことは確実にあり、オー

ディオ評論家の言うことを鵜呑みにしてはいけません。製品の欠点を指摘したり、

悪く言う人がいたら本物ですが、以後の収入がなくなりますので、まずいません。

本来ならば、どこのメーカーとも無関係で、ユーザーの立場に立って、良い点も悪

い点も率直に包み隠さずにありのまま厳しく評論・評価をすべきであり、ユーザー



は欠点を知りたいのですが、それを公表すると以後は彼らに仕事が来ないので

仕方ありません。『暮しの手帖』のような、ユーザー・フレンドリーでユーザーの立

場に立った厳しい評価をするような上質のオーディオ専門誌の出現が必要です。

入門者用・大衆用のユーザー・フレンドリーなのは、すでにあるようですが。

インターネットで『オーディオ評論家』を検索してみてください。非常に厳しい意

見が大量に出てきます。ユーザーの皆さんの思いは同じのようです。

★時間的な問題

新譜ディスクの評論を毎月書いている評論家もいますが、時間的に見て、その

全てについて、各ディスク内の全曲をじっくりと聴いているとはとても思えません。

所々流し聴きならできるでしょうが。芥川賞や直木賞などの選考委員にも同様の

ことが言えますが、彼らはどのようにして無数にある新刊書からベストワンを選

んでいるのでしょうか？ 時間的に全てを読むのは絶対に無理だと思いますが、



何か特別のやり方があるのでしょうね。こんなことは、どうでもいいことですが。

★オーディオはやればやるだけ訳のわからない世界

とにかくオーディオの世界は、５０年もやってきていても、やればやるだけますま

すよくわからない独特の不思議で不可解なものであり、宗教的な面や妄信的な

面や思いこみが多分にあり、特定のことを信じ込む幸せな趣味なのです。たとえ

ば、徹底的に非常に多数のモデルを比較試聴した結果ではないのに『石はダメ

で真空管に限る』と言い張るとか、『ハイレゾはすばらしい』とか、十分にブライン

ドテストで比較で試聴したことがないのに決め付けて主張するとかです。

★オーディオを生の音に限りなく近付けようとするのは無駄な努力

大鑑巨砲的な物凄いシステムでなくても、安価なミニコンポでもいいのです。３

万円のミニコンポでも１千万円のハイエンドコンポでも本人が満足しておれば、そ

れでいいんです。どっちみち、どんな装置であろうと、たとえ1億円(もっと上もある

が)投資したとしても、絶対に生と同じ音は出せない人工的な音ばかりです。何し



ろ最初のソフト制作の段階で、すでに人工的に加工されまくっていて、生の音と

は異なる音になっているので、もはや後で原音に戻すことはできず、どうすること

もできませんし、それぞれの実際の演奏会場の周波数特性、音場再現、雰囲気

などを家庭で同じように再現することなど絶対にできませんので、生と再生は完

全に分けて考えないといけません。生と再生は、たとえば、グランドキャニオンへ

行って実際にそこの生の景色を見るのと、それと同じ景色をビデオで見るのと同

様の関係にあります。

ただし、音楽は、生が一番に決まっていますが、生を聴く機会は非常に限られて

おり、何かとなかなか大変ですが、再生音楽であれば、いつでも、どこでも歩きな

がらでも聴きたい時に誰の演奏でも自由に超安価に聴けるという最大のメリットが

あります。このメリットは、生では絶対に無理ですので、再生音楽は安泰です。

ただ、再生音楽は、どうせ再生音楽で、いくら頑張っても生と同じ音や臨場感を

出すのは無理だから、高価な装置でなくてもいいと割り切って考えるか、いえいえ



がんばって少しでも生に近くしようと、次々と投資して大金を使い、あげくの果て

にこれ以上やっても無理だとわかって、予算もなくなって悟りを開いて止めるかで

す。オーディオは、最後は家の問題になります。すなわち、本格的にやろうとする

と広い部屋と防音設備が必要になります。たとえばジャズのライブを聴けばわか

りますが、生はもの凄い音量で、ベースやドラムスの音が下腹に響き、床も少し

振動しています。これが生の音なんです。さらに上があって、ヨーロッパなどの大

きな古い教会で聴くパイプオルガンの音や雰囲気・臨場感などを家庭で再現する

のは絶対に不可能です。ただし、たとえばヴァイオリン、フルート、クラリネットなど

のような小型楽器のソロミュージック程度であれば、自宅でも生と区別が付かな

いくらいの音で再生が可能かと思います。パイプオルガンとは全く違います。

★完全なブラインドテストをすれば差がわからないことが多い

非常に長年にわたって、多数の老若男女を被験者として、オーディオのことでも

科学的に研究を続けてきましたが、色んなことで完全なるブラインドテストをすれ



ば、差がわからないことが多いということです。オーディオは、正にイメージ、暗示、

思い込みのエンドレスの世界です。無駄な予算を投資しないためにも、自分自身

の耳で冷静に判断し判定しましょう！決して宣伝文句を鵜呑みにしないように！

★オーディオは国家財政を助ける

ついに年間４０兆円を超えた日本の膨大な医療費の節減にも、ストレス解消は

大いに貢献しますので、音楽を聴いて癒されるのは、国家財政にとっても個人の

健康や医療費の出費にとっても非常に良いことなのです。実は筆者の本職の領

域の一部なのですが、正に『ストレスは万病の元！』、『病は気から！』ですから。

とにかく他人のことや評論などは気にせず、各自のやり方で音楽を存分に楽し

んでください。装置は何を買っても終点はなく、どうせ五十歩百歩ですから、安価

なものでも気にせずに。音楽を聴くことは、自分の健康増進・疾病予防に役立ち、

国家の医療費節減にも役立つ非常に素晴らしいトップクラスの趣味ですから。




