


世の中、何かと激動の現在ですが、オーディオの分野でも変化が起
きてきています。すなわち、時代の先端を行く 味も素っ気もないハイテ
クのデジタル音楽からHuman Friendlyなアナログ音楽へのシフトです。
具体的なことを言えば、デジタル音楽のストリーミングやダウンロード
してスマホでいつでもどこでも常に音楽を聴きまくっているという状況か
ら、少しずつ抜け出し始めています。そしてレコードやカセットテープに
興味を示しつつあるようです。とても良い傾向です。なぜなら、私が以
前から言い続けていることですが、イヤホンで大きな音で音楽を聴きま
くっていると、➀確実に難聴になる、②それがデジタル音楽だとストレス
度が高まり色んな病気の原因になる、③周囲の音が聞こえにくくて交
通事故に遭遇しやすくなる、④ひったくりなどを受けやすい等々、良い
ことは全くなしです。若者にはレコードやカセットテープは、新鮮で興味
深くて珍しい音源でしょう。それに反してシニア層には、とても昔懐かし



いもので、私にも色々と思い出があります。音楽入りの大量のカセット
テープが保存してある段ボール箱を開けて見始めると色んなことが思
い出されて、なかなか終われず、キリがありません。
さらに現在の若者は知らないと思いますが、ずっと以前のパソコンの

ソフトは、カセットテープに入って市販されていましたし、外部記憶装置
としてもカセットテープが使われていたことがあります。その頃は、パソ
コンと呼ばずにマイコンと呼んでいました。マイクロコンピュータの略で
す。そのようなプログラムの入っているカセットテープをカセットデッキ
やラジカセで聞くこともできます。２進法の音がします。『ピーピーガー
ガー』というような音です。ラジカセでコンピュータのプログラムの音が
聞けるとは！ 知ってましたか？



最近カセットテープが注目を浴び始めてきて、関連の雑誌もカセットテープ特
集号が出ています。例えば、その二例は下記のようです。

➀ カセットテープ時代(2018)音楽出版社

② stereo 2019年 11月号 音楽之友社



➀ ②



今の若者は、カセットテープの実物を見たことがない人が多いのでは
ないかと思われますので、以下にその写真をお見せします。分解物も。

市販の音楽ソフトの実例
(両者のサイズを比較してください)

カセットテープ
CD



市販の生カセットテープも各種あり、
現在も市販されておりますので心配いり
ません。その実例を少しここに示します。



世間の情報では、カセットテープ音楽の人気が最近高まりつつあり、
愛好家が増えているようです。2019年11月9日(土)に大阪の大型量販
店へ調査に行ってきました。その結果、TEACのカセットテープデッキ
が２機種売っていました。３万円台と４万円台の安価なものですが。
さらに生カセットテープも各種売っており、現時点でカセットテープ音
楽を始めても機材の入手は問題ないようです。次のスライドに示す生
カセットテープ(４巻入りパック)は、その調査の際に買ってきたものです。



生カセットテープの外観からカセットの内部の様子までを以下に
お見せします。これは買ったばかりの完全新品です。

これは片面30分のカセットテープ４巻入りパックです。



パックの中身はこのような単品が４巻入っています。



カセットの４隅にある小さなネジを小型の＋
ドライバーで外すと蓋が取れます。
古いテープだと、リールとの接続が外れてい
るものがありますが、簡単に自分で直せます。

これは最も一般的な『 Cカセット』と呼ばれているもの。Cは
コンパクトの略。これよりも小さい『マイクロカセット』やもっと
大きな『エルカセット』があります。

『Cカセット』の外側のサイズは、縦65mm、横
100mm、写真の下側の厚み12mm、上側の
厚み9mm。カセットテープと言えば、通常は
これのことです。



中身のテープを引っ張り出すと
大量のテープの山となります。
このテープの幅は3.8mm、長さは
片道30分テープで約86mもあります。

きちんと巻かれているテープを引っ張り出すと



カセット音楽を再生するハイレベルの装置は、収録音楽の良い部分も
悪い部分も忠実に再生しますので、そうではないローレベルの性能の
ラジカセやウオークマンで聴く方が音がマイルドで、ハイレベルの装置
よりもかえって聴きやすい良い音のような錯覚をするというオーディオ
界の不思議な現象があります。ラジカセやウオークマンで聴くカセット
テープ音楽は、本来の音が出ていなくて、花見などに同伴用の完全な
るToy Level Musicなので、これらの音を聴いてカセットテープの音なん
てこんな程度なのかと思って本当の実力を見逃さない・見誤らないでく
ださい。その音が悪いのは、大抵はカセットテープに問題があるのでは
なくて、再生装置が低レベル過ぎるだけです。“Enthusiatic Audiophile”
用の超高性能のラジカセなんて市販されていないと思います。以下に
示すような接続ケーブルにまでこだわった私のメインのカセットテープ
デッキをはじめとする再生装置くらいになりますと、カセットテープの粗



(あら)や問題点がとてもよくわかりますが、ラジカセではそんなソフトの
ことより、スピーカーとかのハード自身の欠点ばかりが目立ちます。
市販の音楽入りのカセットテープの多くには実に素晴らしい音が収録
されており、カセットテープ音楽をハイレベルのカセットテープ音楽再生
システムで聴くと実にいい音がしており、ラジカセやウオークマンなどの
音とは雲泥の差で、別世界・別次元ことで、驚かれると思います。
カセットテープ音楽がリバイバルしてきて、現在話題になりつつあるの
は、理解できます。デジタル音楽、特にストリーミングやダウンロード音
楽に飽きてきた若者が、レコードやカセットテープの音楽に、まだ少数
ですが方向転換し始めてきたのは理解できます。これは日本だけでは
なくて、世界的な現象のようです。『シニア層には昔懐かし』で、 『ヤング
層にはデジタルに飽きて物珍しさ』で受けているのでしょう。ストリーミン
グやダウンロード音楽では、物質としての形がありませんが、レコード



やカセットテープだと、眼で見て手で触ることのできる現実の物(ぶつ)が
あり、有形の実体に安心します。物としての存在感も重要です。
ずっと以前には、FMラジオの番組で、よく名曲を流しており、その番組
表をあらかじめ調べて、欲しい曲をカセットテープに録音していました。
その番組表や音楽に関する記事が掲載された『FMfan』とか『FMレコパ
ル』といったタイトルの雑誌を毎号買って、必死で調べたのが、とても懐
かしいです。このようにラジオの番組を録音することを、なぜか当時『エ
アチェック』と呼んでいました。こうして、録音は無料なので (ただしテー
プ代は必要)、手当たり次第に録音しまくり、その結果として録音済みの
カセットテープが大量に山のように溜まり、置き場所に困ったことを覚え
ています。このようにして２～３年もすると好きな曲、欲しい曲のほとん
どをカセットテープに録音して持っているということになりました。その後
はFM放送だけでなく、Music Birdという24ビット衛星デジタル音楽放送と



契約を結び、パラボラアンテナを立てて聴いていました。カセットテープ
は、デッキの録音ボタンを押すだけで、とても簡単に録音できるのが最
大のメリットかも。しかし、そのテープには、Ａ面とＡ面があり、うまく録音
しないと音楽の途中で途切れてしまったりしますし、録音してあるテー
プのたとえば３曲目を聴こうとしても、CDのように瞬時にしてそれができ
ない欠点があります。でもそんなに慌てずにスローライフで、のんびりし
ないといけませんねー。 【注】オートリバースでA面・B面の自動反転やカウンターから
頭出しが容易にできる機種もありました。



今回の試聴に使用した業務用(プロ用)高性能カセットテープデッキ

貫禄のTASCAM 122MK III

業務用らしく3モーター・DDドライブ・3ヘッド・XLR入出力・
ドルビーB/C・ピッチコントロール±12％・ラックマウント仕様・8.4kg



本機はプロ用３ヘッド、３モーター、ダイレクトドライブのカセットデッキで、一般
的な家庭用デッキと比較すると、驚くほどのハイクオリティです。３ヘッド機なので
録音をしながら、テープに記録された音をリアルタイムで再生チェック・調整出来
ます。モーターもダイレクトドライブですので常に安定して動作します。通常のベ
ルトドライブですと、ベルトの経年劣化による故障が必ず発生します。全米最大
のカセットテープメーカーNational Audio Companyや世界各国のスタジオ・現場

などでも愛用されている名機で、最高の音質や信頼性が求められるプロの現場
で、カセットテープ個々の性能を最大限まで引き出してくれます。

近年市販されているカセットデッキは、このクラスのデッキと比べるとおもちゃの
ような物です。家庭用と比べるとコストの掛け方が違いますので、長期に渡り安
定で、ベストなコンディションを保ってくれます。

初めてアナログ音源に触れられる若年層の方々もカセットテープってこんなに
音が良かったんだと思われることでしょう。最近は、国内・外のアーティストも、カ
セットテープで新譜を発売するアーティストも多いので、形が残らない音楽配信よ
りも、音質も優れていて形が残るアナログ音源が今見直されているのでしょう。



このデッキはデザインもオシャレでとても人気があります。VUメーターとアルミ

削り出しのシルバーメッキのダイヤルがいかにも高級機の雰囲気を漂わせてい
ます。刻々と変わるVUメーターの動きを見ているだけでも楽しいものです。
このクラスのカセットデッキになると、ドルビーB/Cやピッチコントロールも±12％

付いていますのであらゆるシチュエーションで使用できます。

【以上は、このカセットデッキの日本語の解説文より転載。英文のマニュアルも付
属しています。】



銀線のXLRケーブルでパワーアンプへ
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私は業務用のXLR(キャノン)ケーブルが大好きで、可能な限り、この端子が付
いているオーディオ機器を買ってきました。そしてそのケーブルもたくさん所有し
ております。銀線のもあります。その一部を次に示します。この他に6本あります
が、現在のところ機器の接続中ですので、ラックの裏に回って取り外すのが面倒
なので、それらの撮影は止めておきます。 XLR(キャノン)ケーブルは、ローノイズ、
ロックが掛かり安全・確実で、さすがにプロ用です。ロック解除爪を押さない限り、
たとえケーブルを強い力で引っ張っても抜くことはできません。私はRCAケーブ
ルはあまり使いません。



これはオシロスコープのプローブで片方はBCNです。







銀線のスピーカーケーブルで
TANNOY GRF MEMORYへ

銀線のXLRケーブルで
カセットデッキと接続

マッキントッシュ MC-275 パワーアンプ

AC 100V



TEACの担当者から入手したこの業

務用テストテープに収録されている
1kHzの基準周波数の正弦波を再生し
た結果を次ページに示します。

解説書

カセットのテストテープ



カセット・テストテープに入っている1kHzの正弦波を再生した時のオシログラフ
レコードの時と同様にきれいなサインカーブが得られた。ガタガタの波形のCDとは大差あり。
このようなきれいな波形が再現されることが音や脳波に非常に重要なことと思われる。



このシステムで得られる音質の特徴は、デジタル音とは真逆で、何の
違和感もなく、とても自然に耳から脳へ音楽が伝わることです。Human-
friendlyで、人に優しい、聴いていても疲れない、楽しい、癒される、など。

これらはアナログ音楽に共通の特徴・長所であり、このような素晴らしい、
人に優しい音を体験すると、もはやデジタル音楽は聴けません。感覚的
にわかりやすくたとえるとカシミアのショールを触っているみたいですが、
デジタル音楽は砂を触っているようで、滑らかさや柔軟性に欠けます。

今回と今までに得られた結果から、いよいよ今後は本当にデジタル音
楽とは決別してアナログ音楽に専念します。すなわちレコードとテープ
の音源に限定です。しかもアンプは真空管アンプで。テープは今回はカ
セットテープですが、今後は２トラ１９や２トラ３８もやります。かなり以前
にそれらをよくやっていたので、ハードもソフトも手元にあり、やろうと思
えばいつでもやれます。ただし、２トラ３８は、オープンリールテープ



デッキも大掛かりであり、市販のオリジナルソフトも１本何万円もして大
変ですし市販のソフトの種類もわずかしかないのが大きな問題点です。

レコードは、いっそうのことエジソンのシリンダーレコードをやってみる
と面白いかも。そのシリンダーレコードも手元にたくさんあります。ただし
収録時間は、１本わずか２分です。この音を実際に生で聴いたことのあ
る人は、何人いますかねー。やることが、次々といくらでもあり超多忙な
毎日となります。皆さんにも簡単にやれることが望ましいのですが・・・・。

Good-by Digital and Welcome Analog! Analog Music is Eternal for me.

デジタル・ダメは、ハイレゾが出てきた時に予感がしていて、ハイレゾ
をけなしていましたが、こんなのダメだと思った通りに的中しました。ハ
イレゾなんかやる気がしませんし、デジタル音楽全般にダメです。



私の本職は実は『健康長寿法の研究と開発』です。ところが『ストレス
は万病の元』であると以前から国際的によく知られています。日本で最
も多くの人の死亡原因になっている『がん』もストレスが深く関係してい
ます。そこでずっと以前から研究に脳波計を導入して、いかにすればス
トレスが低下するか、すなわちα波が増加しβ波が低下するかについて、

音楽でも色々と実験を重ねてきました。その結果、アナログ音楽はスト
レスが低下するがデジタル音楽は逆で、ストレスが増加することが確実
になりました。これらには再現性があります。もちろん何事にも多少の例
外はありますが、一般的に・全般的にということです。アナログ音楽の音
の波形が滑らかで、デジタル音楽の波形が階段状(ジャギー)でガタガタ
であることに関係していると思います。いくらがんばってもこのガタガタ
は、その程度を少なくすることはできますが、デジタルなので、完全に無
くすことは不可能です。いくらサンプリング周波数を上げてもです。



現時点では、アナログ音楽を長年聴き続けた人とデジタル音楽を長

年聴き続けた人の平均寿命を比較したデータは無いように思いますが、
そのような研究をすれば、きっとデジタル音楽を長年聴き続けた人の平
均寿命は短いという結果が得られるはずです。しかし、イヤホンでデジ
タル音楽を聴いた年月の長さと難聴の程度には深い関係があることは、
非常に多数の被験者の実測で、すでに明らかになっています。これは
私がやった実験で、ホームページにデータを掲載してありますので参照
してください。予想以上にきれいなデータが得られています。特に健康と
の関係において、デジタル音楽はなるべく避けるべきでしょう。それは分
かっていても、商業主義の罠にはまって止められないのです。タバコと
全く類似の現象です。トランプの政策も同様です。よくないとわかってい
ても、関連の会社が儲からないことはやらないのです。たとえ地球規模
で大災害が起こっても、皆さんの健康を害しても。これは大問題です！



とても手軽に聴けるとは言え、わざわざデジタル音楽を聴いて病気に
なったり、早死にになったりはしたくありませんので、今後はデジタル音

楽とはお別れです。本当のことを言うと、私はハイレゾが出てきた当初
から肌が合わずに嫌いでした。あんな音のどこが良いのか理解できま
せん。オーディオ評論家たちは裏でメーカーと直結しているので、決して
悪いことは言いませんが、そのために善良で素朴な国民の皆さんは、
そのまま信じ込んでいるのです。目覚めてください。冷静に真剣に判断
してください。もちろんハイレゾ以外にもデジタル音楽はあります。

現代の新しい推理小説のネタが浮かびました。殺してやりたい奴に、
何かうまい方法でデジタル音楽を朝から晩まで３年くらい聴かせ続けて、
それが元でがんになり死ぬようにするのです。完全犯罪になるかも。新
しい病名は『デジタル音楽誘発性全身がん！』。冗談抜きにして、今後
現実のものになるかも。時代の流れとともに新たな病気が出るのです。



たとえば、花粉症とかエイズとかは昔はありませんでした。また、これほ
ど医療が進歩し、各人も健康に注意しているにもかかわらず、現在の日
本の死因のダントツ一位が、『がん』で、年間に37万人以上が亡くなって
いますが、その患者数も死亡者数も年々増加しています。新しい発がん

原因が出現してくるのもその理由です。たとえば、プラスチックを燃やし
た時に発生する『ダイオキシン』は、史上最強の発がん物質です。プラ
スチックの便利さの裏に、こんな問題があるのです。デジタル音楽も、そ
れに類した面があり、今後要注意です。

現代の新しい推理小説のネタが浮かびました。殺してやりたい奴に、
何かうまい方法でデジタル音楽を朝から晩まで３年くらい聴かせ続けて、
それが元でがんになり死ぬようにするのです。完全犯罪になるかも。新
しい病名は『デジタル音楽誘発性全身がん！』。冗談抜きにして、今後
現実のものになるかも。時代の流れとともに新たな病気が出るのです。



以上は、カセット音楽を聴くための私のメインシステムに関してでした。

次ページ以降は、そのサブシステムについてです。



ここから後は、私のカセットテープ音楽再生用のサブシステムに関し
てです。このような原稿を書いている時などにバックミュージック的に気

楽にカセットテープ音楽を聴き流すのによく使っています。それでも各
装置間は銀線のケーブルで接続していますし、アンプの真空管もスピー
カーも、かの有名なドイツの名門『テレフンケン』製です。なぜか日本人
は私も含めてドイツの工業製品が大好きで、例えばオーディオ(真空管)
なら『テレフンケン』、車なら『ベンツ』かな。
『テレフンケン』と書いてあるロゴを見ながら音楽を聴くと、なぜか良い
音がしているような錯覚に陥るのは不思議な現象です。ECC83の底面
のダイヤマークは、よく見えるように横に付けて欲しいですねー。こんな
どうでもよいことにこだわるのがオーディオマニアなんです。しかしなが
ら、ECC83は世間で騒いでいる程のことはありません。単なる気分の問
題だけ。



３ヘッド／クローズドループ ダブルキャプスタン式カセットテープデッキ

(カセットテープ音楽再生用サブシステムデッキ)



このシステムだと重低音は無理ですが高音域の音がクリアで素晴らし く、
ヴァイオリンやトランペットの音がとてもリアルです。

この写真を撮影した時のパワー管はＦＵ３２でしたが、その後６２５２に変更。

スピーカーの裏面には♢マークは付いてませんが (？！) TELEFUNKEN製
のお洒落なフルレンジスピーカーです。



TELEFUNKEN
6252
QQE 03/20



前ページの写真のドイツTELEFUNKEN社

の双四極真空管６２５２の規格表の転載
(全11ページ中の1ページでドイツ語表記
に英文併記)
このような解説文を読む時、大学でドイツ語を勉強してい

て、よかったといつも思います。TELEFUNKENとBACHの文
献で特に役に立ちます。



6252を終段に使ったアンプ
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以上は、カセットテープ音楽再生用のサブシステムの紹介でした。

以下に、カセットテープ音楽再生用のメインシステムで、市販の各種
ミュージックカセットテープ10本を試聴し、脳波で判定した結果を示し
ます。



いつもの方法で脳波でその快適度を判定した結果の要点を示します。
何しろ市販のカセットテープ音楽は、その昔にとても凝っていたので
色んなジャンルのものが実に大量にあり、今回どれを選んで試聴すれ
ばよいのか、とても困りましたが、とりあえずまずはその第一回目とし
て、全くアットランダムに無作為に10本を選び、その音楽を聴いて脳波
を測定してみることにしました。その結果をエクセルでグラフ化したもの
のを次ページに示します。全てのカセット音楽において、聴く直前よりも
聴いている時の方が脳波的に良くなっていることがわかりました。やは

りいつものことながら、アナログ音楽の癒し効果は凄いですねー。デジ
タル音楽では、このようにはなりません。ほとんどの場合に脳波が悪く
なります。しかもかなり。しつこくいつも言ってますが、デジタル音楽はス
トレス度が高まり、『ストレスは万病の元』で、健康に悪いのです。だか
らデジタル音楽は健康に悪いのです。



カセット ΔRD

C1 0.09

C2 0.25

C3 0.25

C4 0.26

C5 0.39

C6 0.6

C7 0.26

C8 0.22

C9 0.16

C10 0.07
0
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0.4
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
試聴カセット番号

ΔRD

これらのC1からC10までの市販のミュージックカセットテープが具体的に

どのようなものであるのかを、次ページ以降に実物の写真で示します。この
番号は、単にピックアップした順番です。



音楽カセット番号 C１

写真の中の細かい文字が読みにくい場合に
は、タッチパネルで拡大(ピンチアウト)して読ん
でください。



音楽カセット番号 C２



音楽カセット番号 C３



音楽カセット番号 C４



音楽カセット番号 C５



音楽カセット番号 C６

今回全くアットランダムに無作為に10本を選び、
脳波を測定した結果、最もストレス解消の効果
が高かったのはこの音楽カセットでした。



音楽カセット番号 C７



音楽カセット番号 C８



音楽カセット番号 C９



音楽カセット番号 C１０



以上の様に、古くからあるアナログ音源の一つである『ミュージック
カセットテープ』にも、試聴した全てにおいて聴くとリラックス度が高まる
という脳波測定結果が今回得られ、やはりアナログ音楽の素晴らしさ
が又しても証明されました。筆者が若い頃には、カセットテープ全盛で、
一般に広く普及していました。その後はデジタル化の波に押されて次第
に衰退して行きましたが、現在はリバイバルの動きが出てきました。シ
ニア層には昔懐かしい懐古趣味で、若者にはデジタルに飽きてきて物
珍しさや好奇心などから人気になっているのでしょうか。カセットテープ
音楽は、これからまだまだ当分は伸び続けることでしょう。
アナログ音源で操作が最も簡単なのは間違いなくカセットテープです。
逆に最も面倒で厄介なのはレコードです。レコードは、聴く前に多くのや
るべきことがあります。面白いことに、知人の家では、目を離したすき
に、猫がターンテーブルの上に乗って回っていたとのこと。



終り


