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レコードとCDの
同一アルバムの一例



お知らせ
私は非常に多面的な分野で様々な研究を行っており、一見すると支離滅裂の

ように思われるかもわかりませんが、実はあらゆる面から疾病予防、健康長寿

に役立つ方法、術を検索しているのです。『ストレスは万病の元』と言いますが、

まさにそのとおりであり、いかにしてストレスを回避したり低減するかが最も重

要になります。『人生、健康第一』であり、私のモットーの『健康が全てではない。

しかし健康がなければ全てはない。』のです。そのために、脳波のα波を増や

し、β波を減らす方法を、ずっと以前から色々と探しています。脳波で測定し評

価することの最大の特徴は、非常に掴みどころのないストレスなるものを客観

的にきちんと数値化できるので、わずかの差でも順位付けができることです。

以下に示す研究結果も、まさに上記のような目的で行っており、単なるオー

ディオファンが音楽を楽しむためだけのことではありません。何を聴くと健康に

良いか・悪いかをぜひ知りたいのです。そして得られた結果をなるべく活用する

ようにして、健康増進に資するようにしたいと思っています。



The purpose of listning music is 
not only for my pleasure but also for my health.

今回は、LPレコードとCDで全く同一のアルバムを聴き比べてみるこ
とにしました。手元にあって、すぐに見つかったのは次ページにリスト
アップした６組ですが、その他にもあることは確実です。なにしろ大量
にあるLPやCDをきちんと整理して保管してないので、ペアを探すのが
大変なので、残りは次の機会にします。LP、CD、ハイレゾデジタル
データと３種類揃っているのも持っていますが、今すぐにそのフルセッ
トは見つかりません。その生演奏もカーネギーホールで数年前に聴き
ました。すなわち小澤征爾指揮のブラームス交響曲第一番です。

今回の原稿に関係深いものが私のホームページのオーディオの部
の中にいくつかありますので、それらを参照してください。



LPレコードとCDの比較試聴した全アルバム一覧

➀ ザ・ビートルズ Abbey Road (英国オリジナル盤)

② イリーナ・メジューエワ 京都リサイタル2016

➂ モーツァルト フルートとハープのための協奏曲

④ ブロードウェイ・ミュージカル SCHOOL OF ROCK

➄ 谷村新司 ザ・ベスト

⑥ ファンが選んだ石原裕次郎ヒット歌謡ベスト16



今回の比較試聴に使用したレコードとCDは、実物写真でもお分かり

の様に、全てがごく普通のものであり、最近話題の高音質の特製盤は

一切含まれておりません。今後そういったものの比較もやりたいです。

すなわち、レコードは30cmのLPであり、回転数は33 1/3回転で、質

量が180gや200gといった重量盤ではありません。とにかくごく普通の一

般的なものです。古いものも含まれておりますが、出る音は非常に良

好であり、スクラッチノイズを始めとする各種ノイズも全くありませんし、

今回の試聴システムで聴くと、厚みのある素晴らしい音がします。

CDについても全て12cmのごく普通のものであり、SACDなどの高音

質のものは一切含まれておりません。



➀ ザ・ビートルズ Abbey Road (英国オリジナル盤)

APPLE SO-383 (ニューヨークで購入) 左側がLPレコードで右側がCD (以下同様)



上記➀のビートルズの有名なアルバムである”ABBEY ROAD”を、ニューヨーク

の中古レコード屋の”SECOND HAND ROSE MUSIC”で買いました。時々買いに

行きます。この店にはクラシック音楽を中心に大量にぎっしりとレコードが棚に詰

め込んで並んでいます。場所は、ユニオンスクエアの南側で、ニューヨークで一番

大きな古本屋の”STRAND”のすぐ南西に位置しています。この店で、2012年12

月に、ビートルズのかの有名な最後のアルバムである”ABBEY ROAD”のイギリ

ス・オリジナル盤が、歩道から目立つようにショーウインドーに展示してあるのを

見つけ、高価でしたが無理して買いました。

このレコードについては、私のホームページの中の『アナログ写真は存在しな

い！』の中に詳しく書いてありますので参照してください。これは、謎めいたジャ

ケットの写真やレコード盤に入っている隠し曲など非常に奥が深い特別のレコー

ドです。復刻版であれば日本で容易に入手できますし、私はそれも所有していま

すが、オリジナル盤とはいくつかの違いがあります。



このジャケットの写真が色々と意味深な
イギリスのオリジナル版の ABBEY ROAD
のLPレコードで、ニューヨークの中古レコー
ド屋で入手したもの。

左中央の白いフォルクスワーゲンのナンバープレートの
下段に 『28IF』と書いてあり、『もしもポールが生きていた
ら28歳になる』ということを表現していると言われている。

次ページに解説したように、何かと話題の
多いABBEY ROADの横断歩道を渡ってい
るビートルズの4人のメンバーの有名な写
真のジャケット (表面に文字は全くなし)

このレコードほど話題の多いものは
他にないでしょう。 何かと特別です。



このアルバムの写真の撮影場所は、録音スタジオ近くのロンドンのAbby Road

の横断歩道で、左端から右へ順に、ビートルズのメンバーのジョージ、ポール、リ

ンゴ、ジョンです。ポールはこの時点で、すでに交通事故で死んでいるが（実際に

は生きている！）、ビートルズの人気に影響するのを避けるために、それを隠すた

めにポールのそっくりさんを起用したという説（かの有名な『ポール死亡説』）が出

て非常に話題になりました。すなわち彼だけが裸足で右足を前に出しており、左

利きにもかかわらず右手にタバコを持っていることから、写真の人物はポールの

替え玉との説がある。しかも写真の左奥に停車中の白っぽいフォルクスワーゲン

のナンバープレートの番号が”28IF”であり（ジャケットの実物を見ると、はっきり読

める）、これの意味するところは、『もしも彼が生きていたら28歳になる』 （この時点

では満27歳）ということと、彼らの服装の色や種類から、ジョージは墓堀人、リンゴ

は葬儀屋、ジョンは神父に見立てたということですが、それにしても話ができすぎ

です！ ジャケット裏面の画面を横切っている女性の写真にも逸話があります。



全世界で約3000万枚も売れた超ベストセラー。オリジナル盤のSide 2（裏面）の
メドレー曲の最後に、隠しトラックとして”HER MAJESTY”が入っており、レコード
のレーベル面には、最後の曲として ”11. HER MAJESTY”と記載されているが、
ジャケットにはその曲名は記載されていないことも話題になっているなど実に興味
深いレコードであり、英国オリジナル盤はコレクションとしても非常に価値が高い。

そのレコード本体（アップル・レコード社製のイギリス・オリジナル盤）



➀ ザ・ビートルズ Abbey Road

試聴曲目一覧 (最初の５曲)

1. Come Together

2. Something

3. Maxwell’s Silver Hammer

4. Oh ! Darling

5. Octopus’s Garden



② イリーナ・メジューエワ 京都リサイタル2016

若林工房 AMT-1003   (96kHz & 24-Bit Digital Recording)



② イリーナ・メジューエワ 京都リサイタル2016

試聴曲目一覧 (最初の５曲)

ショパン

1. 幻想即興曲 作品66

2. マズルカ ハ長調 作品24-2

3. アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22

4. マズルカ ロ短調 作品33-4

5. ワルツ 変イ長調 作品42



➂ モーツァルト フルートとハープのための協奏曲

Deutsche SchallPlatten   ET-1005



➂ モーツァルト フルートとハープのための協奏曲
ハ長調KV299 (297C)

オトマール・スウィトナー指揮

フルート： ヨハネス・ヴァルター

ハープ： ユッタ・ツォフ

シュターツカペレ・ドレスデン



④ ブロードウェイ・ミュージカル SCHOOL OF ROCK

WARNER BROS.   551831-1
(ニューヨーク・ブロードウェイのウィンターガーデン劇場へ行ってこのミュージカルを観て購入)



④ ブロードウェイ・ミュージカル SCHOOL OF ROCK

試聴曲目一覧 (最初の５曲)

1. WHEN I CLIMB TO THE TOP OF MOUNT ROCK

2. HORACE GREEN ALMA MATER

3. HERE AT HORACE GREEN

4. VARIATION 7**/CHILDREN OF ROCK

5. GIVE UP YOUR DREAMS



➄ 谷村新司 ザ・ベスト

POLYSTAR  R28C-1034



➄ 谷村新司 ザ・ベスト

試聴曲目一覧 (最初の５曲)

1. 陽はまた昇る

2. 帰らざる日々

3. 12番街のキャロル

4. クラシック –CLASSIC -

5. 青年の樹



⑥ ファンが選んだ石原裕次郎ヒット歌謡ベスト16

TEICHIKU  GM-19



⑥ ファンが選んだ石原裕次郎ヒット歌謡ベスト16

試聴曲目一覧 (歌う前に台詞を長々と言うのが多く

それを避けて選出したのが次の4曲のみ)

1. 粋な別れ

2. 銀座の恋の物語

3. 嵐を呼ぶ男

4. 夕陽の丘



スピーカー

スピーカー

パワーアンプ

CDプレーヤー

フォノ・イコライザー

昇圧トランス

レコードプレーヤー
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レコードとCDの音の比較試聴方法概略図

レコード

CD

R

C

レコードとCDの音の比較といっても実際にはR全体とC全体の比較に
なり各装置の影響が大きい。

レコードのみとCDのみの絶
対音の比較は不可能。再生装
置が必須なので。

レコードに入っている絶対音
がどのような音であるかは誰
にも永遠にわからない。

レコードのみでは音を出すことはできないし、各カートリッジに
よって音が全て異なるからである。たとえ千本のカートリッジを
使っても本来の音はどれなのか、だれにもわからないし、本来
の絶対的な音なんてない。カートリッジ無しでは音が出ない。

MC

音を耳で聴いて
脳波で最終評価

フォノプリアンプ

➀

②
or



前ページに書いたように、レコードに入っている音もCDに入っている
音も、それらの円盤のみでは音を聴くことは不可能。レコードであれば
その溝に刻まれた凸凹をカートリッジの針先でトレースし、その振動を
コイルで電気に変換し、さらに増幅してイコライザーを経由して本来の
音に変換し、最終的にパワーアンプに送ってスピーカーで音になる。

上記の過程で、カートリッジを千個交換すれば千通りの違った音が
するし、スピーカーも同様なので、両者の組合せは無限にあり、音も
無限にあるというように、オーディオとは絶対音がない実にいい加減
なものである。そして、そのレコードに入っている本来の音がどのよう
な音なのかは、誰にもわからない。いや、わからないと言うのは正確
ではなく、カートリッジの種類によって千差万別の音がするものであっ
て、どれが本来の音であるかなんて、いくらやっても正解は出ない。刻
まれている溝の凸凹は一種類なのにもかかわらず。しかし、このこと



は長所であるようにも思える。なぜならば、カートリッジやスピーカーを
選べば自分好みの音にできるから。クラシック用、ジャズ・ロック用、
ヴォーカル用など色々とあり、実に多彩なので逆に選ぶのに苦労する。
CDでは、このレコードのような音の違いを楽しむことはできない。

レコードほど大きな差はないが、CDでも類似であり、同じCDであって
も、再生装置 (CDプレーヤー) ごとに出る音は微妙に全て異なる。よっ
て、レコードの音とCDの音の比較とは言っても、再生装置によって、そ
こから出る音は全て異なるので、両者の絶対的な比較をすることは不
可能。いくらやってもこれがそれぞれのディスク (レコードとCD) の基
準音・標準音だという終点には到達せず、キリがないので、一定の条
件で比較するしか、やりようがない。そもそも全く異なる原理の音源を、
いくつかの異なった再生装置を経由しての再生音の比較なので、ある
意味無謀な比較とも言えるし、比較するには変数が多過ぎる。



従って、あくまで一定の条件下での比較 (再生装置一式の公表が必
須) とならざるを得ないが、これは不可避で仕方ないことである。

しかし、たとえばレコード同士の比較やCD同士の比較であれば、音
源以外の全ての装置を全く同一にして比較できるので、正しい比較が
可能である。一般に何かを比較する場合には、比較するもの自体は同
類項同士で同一条件下でやるのが普通。たとえば、『あなたはラーメン
と桜の花を比べたら、どちらが好きですか？』のような異種間の比較は
ナンセンス！ レコードとCDの比較でも、盤の直径の比較とか重さ(質
量)の比較とかならば、いとも簡単で誰が測定しても常に客観的で同じ
値となり超簡単な作業であるが、音ではそのようなことはとても無理。

さらに、オーディオの場合は、別の問題があり、たとえ全く同一の音
源を全く同一の再生システムで再生したとしても、そのシステムが置か
れた部屋の構造(和室、洋室、床、天井、壁、家具)などの違いによって



も聴こえる音は異なるし、さらに聴く人それぞれの音の好みやアーティ
ストの好みも異なり、年齢やその時の体調などによっても聴こえ方が
異なる。これら諸々のことを神経質にうるさく言っていたら何もできなく
なってしまうし、オーディオの評価というのは、非常に困難なことです。
とても曖昧な世界のことなので、真剣に深く考え込んだら、何もできな
くなるので、そこそこで手を打ち、比較条件を明記して、その一定の条
件下でエイヤーとやらざるを得ません。そこで今回は、次のページに
示すような装置と条件で、冒頭に示した同一のアルバムが市販されて
いる中から６組のレコードとCDを選んで音の比較試聴をして、脳波の
RD値で最終評価としました。その各装置や試聴・評価の具体的な方
法については、ファイルサイズの節約のために以前と同様のものは基
本的に省略しているので、必要ならば下記を参照してください。すなわ
ち、18-12-8、19-5-7に私のホームページにアップロードした原稿です。



さらに脳波の基礎から応用に関する原稿も私のホームページの中
の研究に関するページに何本かあるので、参照してください。

今回の比較試聴に使用した装置を以下に示しますが、私は音楽は
生演奏を重視する『生派』であり、予算を海外などへ生音楽を聴きに
行くのに多く投資しますので、オーディオ装置は大したものは持ってお
りません。私のモットーの一つは『音楽とビールは生が一番！』です。
何事においても、上には上があり、オーディオの世界のアマチュアでも
実に凄い人が大勢います。そのような人の実例は、オーディオ雑誌に
よく掲載されています。『オーディオ愛好家訪問』のような記事です。そ
のような人たちは、もの凄いことをしておられます。興味深いことに、プ
ロの音楽家で、そのような人は知りません。恐らく再生音楽は、いくら
投資・追及しても生と同じにはならず無駄なことをよく知っておられる
からでしょう。私の親友で読売交響楽団のメンバーの人がおりますが、



彼の自宅のオーディオ装置もごく普通の一般家庭レベルのものです。
どうやらプロの音楽家とオーディオマニアとは、音楽に関しては別の世
界の人種みたいです。後者には楽譜がまともに読めない人やピアノな
どの楽器を演奏できない人が多数いますし、プロの音楽家ほど深く音
楽を理解できてないのは確実です。とは言え、音楽の楽しみ方は千差
万別で色々とあり、音楽の理論を全く知らなくても、単に良い音楽を聴
いて、うっとりする、リラックスするのも立派な聴き方です。たとえ楽譜を
読めなくても、ピチカート奏法やフラジオレット奏法がどのようなもので
あるかを全く知らなくても、音楽を気楽に聴いて十分に楽しめるのです。

私は長年にわたり色々とやってきたので、オーディオの限界をよく理
解しており、いくら投資しても終点は無いことを痛感しております。特に
日本では、最後は装置よりも家が問題になります。隣近所に気を使っ
て音量に注意してビクビクしながら音楽を聴くなんて本来の聴き方では



ありません。ましてや怖い人！が近所にいたら大変です。ヘタをすると
殺されます。隣の家まで1kmも離れているというようなド田舎に住んで
いるとか、防音工事が完璧にしてある地下室の広いリスニングルーム
があって、そこでいくらガンガン鳴らしても全く問題なく、音楽のみに没
頭できるようなのが理想ですが、そんなことは普通の人にはとても無
理です。それよりも500万円のアンプを買う方が簡単です。そこで、生
を聴きに海外へも行くことになります。次は、もうすぐにロシア・ウラジ
オストクにある名門のマリインスキー劇場で伝統的なクラシックの公演
があり、それをすでに予約してあります。 これは『世界三大バレエ団』

の一つで、ウラジオストクにはその支部があります。今回の演目は『く
るみ割り人形』です。これは欧米では普通は年末行事のようになって
おり、いつもはニューヨークのシティ・バレーで鑑賞しています。特に雪
が降る場面が素晴らしいです。すでに何回も見ておりますが、やはり



生は最高です。
私が館長と非常に親しいので容易に行ける完璧なリスニング・ハウ

スとして、三重県の青山高原の山の中にあるもの凄い『タンノイ博物
館』があります。周囲は山林ばかりで人家はなく、いくら大音量でオー
トグラフやJBLのエベレストを鳴らしても、誰も文句を言ってきません。
付近に鹿やイノシシはおり、文句を言ってくるかも。My HPに2018.5.19
にアップロードした 『イリーナ・メジューエワ オールショパンコンサート
in 三重・青山高原』や2017.07.04にアップロードした 『タンノイ博物館で
の試聴報告』を参照してください。ここは実に凄くて素晴らしい所です。
これほど完璧な個人のリスニング・ハウスは他にないと思います。

話は変わりますが、たとえばニューヨークのブルー・ノートやヴィレッ
ジ・ヴァンガードなどでジャズの生演奏を演奏者のすぐ前で聴いている
と、特にドラムの連打の場合などで床や腹の底まで振動して響きわた



り、生演奏の凄さ・迫力を実感します。しかも本物の超有名な世界的
演奏者本人が目の前にいるので、休憩時間や演奏終了後にサインし
てもらうことも可能で、実際に会場で販売しているCDなどにサインをし
てもらっています。さらにご本人には迷惑でしょうが、演奏者・アーテイ
ストとなるべく話すようにしていて、多くの情報を入手しています。

日本の家屋事情により、近所迷惑にならないようにするために、ヘッ
ドフォンで大音量で音楽を聴こうなんていうのは全く問題外です。それ
をすると不可逆的難聴になりますし、各楽器の定位がとても不自然で、
話になりません。各楽器が自分の前方で左右に広がって並んでいる
ように聴こえないといけないのに、イヤフォンだと頭の中で各楽器が
鳴っていて音場が異常です。特に不可逆的難聴が問題で、私の実測
結果からも明白です。各自の勝手ですが、イヤフォンやヘッドフォンで、
大音量で音楽を聴き続けるのは絶対に止めるべきです。難聴の人を



見分けるのは簡単で、日常会話の声の大きさでわかります。正常
な人に比べると、話し声が非常に大きいです。さらに聞く時もテレビな
どの音量を異常に大きくして聞いているので、難聴であることがすぐに
わかります。

現在、若者の間では、軽薄短小なイヤフォン・オーディオが大流行で、
実に大勢がやっている一大トレンドですが、心配なのは、いずれ世界
中が難聴者だらけになることです。このことでWHOも警鐘を鳴らしてい
ます。しかもデジタル音楽は、ストレスが増加するので、健康上好まし
くありません。ストレスは万病の元ですから！ ダブルパンチです！

たとえばフィギュアスケートなどのスポーツの大会をテレビで見てい
ると、ほとんど全ての選手が本番直前までイヤフォンで何かを聴いて
いるようですが、フィギュアスケートの場合は、自分が躍る時に使う曲
を聴いて踊りをイメージしているのでしょうか。それなら仕方ないです。



スピーカー 同上

スピーカー TANNOY GRF Memory

パワーアンプ
マッキントッシュ MC-275

CDプレーヤー
DENON DCD αS1

レコードプレーヤー
HANSS ACOUSTICS T-20
ortofon SPU-A
SME 3009 S2 improoved
このターンテーブルは磁力
の反発で浮いており、モー
ターとは別筐体で3本の細い
シリコンチューブで繋がって
いるだけであるなど、色々と
ノイズ対策がされています。
HPの別項にこれの詳細な解
説あり。

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

今回のレコードとCDの音の比較をしたシステム

レコード

CD

MC

音を耳で聴いて
脳波で最終評価

フォノプリアンプ
マッキントッシュ MP100

私のHPで 19-5-7, 18-12-8, 18-9-6, 17-11-6にそれぞれアップロードした関連する原稿を参照してください。

このパワーアンプは、パラレル接続に
設定すると内蔵のボリウムで入力感度
を変更できませんので、パラレル対応
のアッテネーター経由で入力信号を受
けて音量調節をしています。

XLR出力

XLR出力

アッテネーター
LYNEPaudio

XLR



レコードプレーヤー

Phasemation
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RCA出力
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ターンテーブル

付属のディスクスタビライザー



フォノプリアンプ

表面

ortofon MCカートリッジ
からの信号をこのMC入
力端子に入力

音量調節器
を経由して
パワーアンプへ

(XLR出力)

裏面

余談ですが、表面はガラスパネルでピカピカなので
真正面から撮影すると自分の姿が写り込みます。



CDプレーヤーからの
信号をXLR端子から
取り出す。

可能な限りXLR端子
の付いている装置を
買うようにしています。

今回の試聴でも使用した

CDプレーヤー
(質量が20kgもある重量級)



レコードプレーヤー
やCDプレーヤーから
の信号を入力する

音量調節した後
パワーアンプへ
信号を出力する

音量調節器との接続

表面

裏面

私はパラレル (XLR) 接続が大好きで、可能
な限り各装置間をこれで接続しています。ノイ
ズ対策と抜けない強固な接続が最高です。



管
球
式
パ
ワ
ー
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ン
プ

スピーカーへの出力
(極太ケーブルで)

レコードやCDからの信号

を最終的にこのXLR端子
へ入力してスピーカーを

鳴らす。

75W x 2



TANNOY GRF MEMORY



測定結果の総まとめ
大量のデータが出てますが、わかりやすいように各平均値をまとめて示します。

アーティスト レコード CD
ΔRD ΔRD

ビートルズ 0.392 0.262
イリーナ 0.416 0.022
Flute & Harp 0.480 0.150
ミュージカル 0.404 0.160
谷村新司 0.656 0.170
石原裕次郎 0.428 -0.0225

【注】ΔRDとは、Delta Relaxation Degreeの略で、脳波を測定する直前のα波とβ波の平均
電位の比率と音楽を聴いている時のその値との差のこと。

全平均 0.555     0.148



同じアルバムのレコードとCDを聴き比べ

た時の脳波のΔRD値の比較のグラフ化

ビートルズ イリーナ Flute & Harp ミュージカル 谷村新司
石原裕次郎
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レコードでのΔRDの最大値と最小値
最大値： 0.87 ← その曲： ②-3
最小値： 0.11 ← その曲： ④-1

CDでのΔRDの最大値と最小値

最大値： 0.46 ← その曲： ④-5
最小値：-0.37 ← その曲： ⑥-3

【注】各曲名の番号は、上記の曲目リストに示したものに同じ



考 察

やはり予想通りにレコードの音は脳波的にとても良く、逆にCDの音
はあまり良くないことが、今回の測定でもまた明らかになった。

イリーナ・メジューエワと石原裕次郎のCDは、特に良くないが、その
理由は不明。イリーナ・メジューエワのCDは2年前の新しいデジタル録
音のものである。それに対して石原裕次郎のCDの音は、脳波を測定し
なくても、耳で聴いているだけでも音がかなり悪いことがわかる。これは
44年前のものなので、技術的な面に何か問題があるのかもしれない。

今回の結果からも明白であるが、脳波のことを考えると、健康長寿の
ために、なるべくCDよりもレコードを積極的に聴こうと思う。ただし、CD
の簡便さはレコードの比ではなく、特にバックミュージック的に長時間
聴き流すには、レコードは不便である。CDの簡便さを取るか、将来を考
えて、より健康長寿的なレコードを取るか、難しい選択となるが・・・・・・



終り

やはりレコードは最高ですねー。
実に素晴らしい！

今回の実測では、アルバム全体としての比較をすると、このレコードが私には最高でした！

谷村新司
ザ・ベスト



予定外特別追加実験

上記の今回の実験結果から、レコードで最大のΔRDが得られたのは、イリー

ナ・メジューエワの演奏するショパンの曲の『3. アンダンテ・スピアナートと華麗

なる大ポロネーズ 作品22』で、その値は0.87でした。

そこで、再生装置を上記とは全く異なるぐっと低レベルのものにしたらどのよう

な結果が得られるのか、予定外で追加実験をしてみることにしました。すなわち、

次ページに写真を示すように、ステレオ・スピーカーまで内蔵したオールインワ

ンの非常に簡便な入門者用のレコードプレーヤーがあり、それで聴いたら上記

のΔRDの値が0.87からどのように変わるかを知りたくて実験してみました。これ

は超お値打ちなレコードプレーヤーで、他に何も必要なくてこれだけでレコード

を聴くことができる非常に便利なもの。私は研究用に以前に買ってみましたが、

ほとんど使ったことがありません。ちなみに現在のところ、手元に８台のピンキ

リのレコードプレーヤーがあり、最大で百倍以上の差があります。数より質！



【下記は会社のHPを改変】
極限まで削ぎ落としたデザインに

USB端子とステレオ・スピーカーを
内蔵。さらにUSB経由で、アナログ
レコードのサウンドを、コピュータや
iOSデバイスにデジタルファイルとし
て取り込んだり、RCA端子で接続し、
家のコンポから出力することも可能
な「Archive LP」。これを作ったのが
〈ION AUDIO〉で、『アイオン オー
ディオ』と読む。イギリスのカンバー
ランドに本拠地を持つ楽器・音響機
器ブランドです。

とても安価でC/P最高であり、木
目調でなかなかのものです。

予定外の追加実験で使用したオールインワンの ION  Archive LP



Player ΔRD
Hanss 0.87
ION -0.28
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追加実験結果→

上記前出データ→

【結論】やはり同一レコードでも再生するレコードプレーヤーによってΔRD値は、大きく異なることがわかった。

追加実験結果

前出の最高値

0.87

- 0.28

② イリーナ・メジューエワ 京都リサイタル2016のレコードの『3. アンダンテ・ス
ピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22』を２種類のレコードプレーヤーで
再生した時のΔRD値の違い



これで今回の実験は追加を含めて全て完了です。

今後さらに関連した実験を行い報告します。


