
レコードとＣＤ

どちらの音が良いか？



結論から先に

レコードもCDも、

盤によって音の良否はまちまちであり、

リスナーの好みも千差万別のため、

表題の質問には普遍的正解がなく、

この課題を真剣に考えても無駄！



この論争は、以前からオーディオマニアの間で盛んに繰り広げられて

きており、インターネットでも無数にその意見が出ていますが、今だに

まちまちで、どちらにも収束しておらず、きっと永遠にそのままでしょう。

幅広く色んな観点から、特別バージョンではない通常の以前からの

LPレコードと通常の一般的なCDを詳細に幅広く比較検討した結果、ど

ちらか一方のみが常に良い音とは決して言えませんでした。

オーディオで一番重要な、実際にそれぞれの再生音を聴いてみて、

どちらが良い音かとなりますが、各レコード盤や各CD盤によって再生

音は実に千差万別であり、レコードは全般に良い音がするとか、いや

CDの方がどれも良い音がするなどと一般化することができないことは

明確です。また人によって好みの音などが異なり、様相はさらに複雑

になります。つまり表題の質問は、真剣に考えても無駄なのです。



こんなことは、オーディオ評論の一分野かもしれませんし、オーディオ

仲間と討論するのは、楽しみでもあるでしょうが、本来の音楽の本質か

らは、かけ離れたことであり、いくら議論してもどうしようもありません。

メディアの原理が全く違う、再生装置・プレーヤーの作動原理も全く違

うので、出てくる音も違うのは当然のこと。従って、自分は一般にどちら

の音が好みに合うかがわかればよいだけであり、単に自分好みだから

といって、他人様に、『レコードの音はCDよりも良いので、レコードにし

ましょう』なんて押し付けない方がベターです。その逆も然りです。トータ

ルで判断したら、両者は甲乙付け難しだからです。今まで一度もレコー

ドを扱ったことのない若者には、最初はレコードは珍奇で面白くて興味

ある音源でしょうが、短小軽薄、超簡単なポータブル・デジタル音源に

慣れ親しんでしまっているので、完全にレコードに乗り換えるのは、困



難だと思います。若者が常に聴くにはレコードは面倒で厄介すぎます。

筆者のようなシニア層は、子供の時にはSPレコードが普通に家庭や

幼稚園や小学校にあり、なんら珍しいものではなく、日本舞踊、学芸会、

運動会、お遊戯の伴奏などによく使っていましたので、シニア層の皆さ

んはよく知っており、今の時代にそれを思い出すと、とても懐かしく思う

ことでしょう。その当時のSPレコードプレーヤーの動力は、普通は手巻

きのゼンマイ式であり、時々巻かないと回転数が落ちてきて、超低音

の変な音になってしまいます。当初は拡声器としてのラッパが付いてい

て、電気は全く使用しておりません。筆者は、子供の時にこのような体

験をよくしておりましたので、SPレコードは非常に懐かしい最初に実体

験した音源です。その後、レコードもいくつかの規格のものが登場し、

現在でも主流なのはLPレコードです。しかし今の若者の中には、レコー



ドのことを知らない人もいるようです。ましてや、エジソンのシリンダーレ

コードを見たことのある人は、皆無ではないでしょうか。まさに隔世の感

がしますし、光陰矢の如しです。たとえばソフトの例として、およそ300年

前のバッハの曲は現在でも楽譜は当時のままであり、それを演奏する

楽器も当時と類似のものですが、それを再生するオーディオ装置は、

バッハの時代には全く予想もできない凄いことになっています。その極

端な実例は、バッハのオルガン曲をスマホに入れて、歩きながらイヤホ

ンで聴けることです。もしもこんな姿をバッハが見たら、きっと腰を抜か

すことでしょう。科学技術の進歩は、本当にもの凄いものです！

音楽とは、そもそも音を聴き楽しむものであり、周波数特性やダイナ

ミックレンジなどといった物理的・電気的特性をチェックするものではあ

りません。これによって純粋な音楽好きと周波数分析計のようなオー



ディオマニアに分類できます。次のページに、マニアなら必ず比較する

ような表を掲載します。どの項目も、書面の上での物理的特性におい

ては、一般的にCDの方が有利ですが、実際に出る音の良さは別物で

す。表には書きませんでしたが、レコードではRIAAカーブ補正、CDで

はA/D & D/A変換という処理が必ず入り、音に直接影響します。

また、盤(ソフト)による違い、好み、主観、イメージなどがあり、絶対的

にどちらが良いとは一概に断言できませんが、『レコードの方が音が良

いに決まっている。CDなんてダメだ！』と決め付けてしまっている頭の

固い固定概念で固まっている人がいるのも事実です。信仰の自由、音

楽の自由で、何(『レコード教』)を信仰しようと信仰の自由は憲法で保障

されており、各自の勝手です。そして筆者は、良いとこ取りで何でもやり

たい多教信者です。実はレコードもCDも両方とも大好きです。



レコードとＣＤの物理的特性などの比較表
(各自で空欄を埋めてみてください。ほとんど全てCDが優位となります。)

特性など レコード CD
実際の収録周波数レンジ 2万Hz以下

ダイナミックレンジ 65dB    96dB
チャンネルセパレーション 30dB ～100dB

S/N比
使用に伴う摩耗・劣化
耐久性
製造コスト
音楽収録可能時間
収納スペース

操作性・簡便性



2017年の8月に、アメリカの西海岸の北方に位置するオレゴン州の最

大の都市であるポートランド(全米一住みたい街)に住んでいるアメリカ

人の友人で、レコード好きの人と会って、彼の自宅に泊めてもらって、

レコードとCDの比較の話などをしてきました。その要点のみを以下に書

きますので、参考にしてください。彼は38歳のグラフィックデザイナーで、

私の自宅に夫婦揃って来たこともある、とても親しいアメリカ人です。

★『レコードの音とCDの音を比較して一般にどちらが良いと思うか？』

という質問に対して、彼の答えは『両者の差はnegligible！』でした。

★『なぜCDを完全に止めて、レコードばかり聴いているのか？』に対し

ては、『CDよりもレコードの方がずっと操作が楽しく魅力的で面白い

から！』との回答でした。

彼は数年前までは、CDをたくさん集めていましたが、レコードの面白



さを知って、それまでに集めたCDの全てを、今は箱に詰めて地下室に

保管してあり、CDプレーヤーは売ってしまったので、もはやCDを自宅

で聴くことはできないそうです。余程レコードが気に入ったのでしょう。

そして今やレコードを大量に集めており、アルファベット順にきれいに

並べて、病院で使っていた古い木製の大きなカルテ収納ラックに保管

しています。今回はポートランド市内のレコード屋の３店舗に一緒に行

き、彼も私も何枚か買いました。その一つのレコード店内の写真を後に

示しますので、参考にしてください。どの店も結構繁盛しているようでし

た。とにかく彼にはレコードが好きでたまらないという雰囲気が溢れ出

ていて、自宅で頻繁にレコードを聴いているようです。

なお彼に聞いたところによると、今やアメリカでCD盤を聴く人は激減

し、特に若者では、音楽はインターネットでダウンロードしてスマホで聴



いているのが普通とのこと。それに反して、レコードの人気が上昇して

いるそうです。彼の親戚の家２軒へも行きましたが、いずれもレコード

がすぐに聴けるようになっていたのは驚きです。日本と比較しますと、

家は豪邸ですが、オーディオシステムは、それ程上級ではありません。

日本においても類似で、CDの売り上げ高は年々減少し、CDショップ

は次々と閉店に追い込まれています。CDのようなデジタル音源は、希

望の曲のみをデジタルデータとしてインターネットからダウンロードし、

自分のハードディスクに何曲でも収納可能で、いくら曲が増えても収納

場所も増やす必要がなく、系統的に分類するなどしておけば、必要な

曲をいつでも瞬時にして再生可能という、CDディスクでは不可能な便

利さ、機能性の高さがあり、今後は物としての新譜CD盤は、ますます

減少していくことは確実でしょう。それに反してレコード盤は、近年にな



り人気が漸増しており、中古のみならず新譜も少なからず出ており、

最終的には数十枚にもなるジャズ全集も少し前から定期頒布が開始さ

れており、レコードの人気ぶりが伺えます。愛蔵盤にふさわしいのです。

今後の予想としては、数万円以内の入門用で、そこそこの性能を有す

るレコードプレーヤーが普及し、レコードを楽しむ人が次第に増加する

と思われます。それに反して、CD盤で音楽を聴く人は激減し、もはや高

級CDプレーヤーを新たに買うのは普通の人は止めておくのがベター

でしょうし、メーカーも新たに高性能CDプレーヤーを次々と設計・製造

しても採算は取れないと思います。いろんな理由から、CD盤は少し前

がピークで、今後は次第に人気が低下し、ついには危機的状況に陥る

のは確実でしょう。ただしデジタル音楽をインターネットでダウンロード

するやり方は今後は世界的に繁盛し、大幅に伸びることでしょう。



以下の3枚の写真は今回 ”EVERYDAY MUSIC (EM)” in Portland, Oregon, USA にて撮影





入門者用の安価なレコードプレーヤーも何機種か展示販売中
(このようなので気楽に聴いている人が多いとのこと)



一般社団法人 日本レコード協会発表の生産枚数は下記のようです。

★レコード生産枚数 (単位は千枚)

2007年: 324

2016年: 799 (2.5倍増加)

★CDアルバム生産枚数 (単位は千枚)

2007年: 198646

2016年: 104652 (半数に減少)

このようにレコードの生産枚数は、この9年間に2.5倍増加し、逆にCD

は半分に減少。それでも絶対数では、CDはレコードの131倍も多い。



レコードとCDの今後の予想

★レコード： 生産枚数は年々かなり増加するが、ある程度(5年くらい)
までで増加は止まる。

★CD： 生産枚数は年々大きく減少し、町にあるCD専門店はほとんど
閉店する。しかし、生産枚数ではレコードに負けないであろう。

★デジタル音源のインターネット配信： 音源としての長所・利点が他
の音源と比較して凌駕しており、年々非常に大きく増加して、
最終的には世界中で圧倒的主流になる。ただしオーディオとし
ての面白さ・魅力には全く欠けるので、マニアックな人は、マイ
ナーではあるが、やはりレコードに固執すると思われる。



補 足
CDでは、規格で２万ヘルツ以上の音が完全にカットされていますが、

レコードでは一切カットされていないので、レコードの方が超高音までの

音が収録されており、レコードの方が音が良い一因であるのようなこと

をよく耳(目)にしますが、レコード全盛時代のマイクは、せいぜい1.6万

ヘルツくらいまでしかフラットでなく、２万ヘルツの音なんか拾えないの

で、元からそんな超高音域の音は入っていないし、たとえ入っていたと

しても中高年の耳には、この音域は全く聞こえないので、この部分の

論争は意味がありません。現在の高級なマイクでも通常のものは２万

ヘルツ以上を余裕でフラットに拾えるようなものはないのです。ただし、

特殊用途品としてはあります。音の良し悪しとマイクの周波数特性とは

直接の関係はありません。かなりひどい周波数レスポンスパターンを示



すが、音が良いと評判の高い有名な外国製のマイクもあり、物理特性

だけで判定してはダメで、最後はやはり人間の耳が決め手です。これ

はスピーカーなどでも同様であり、非常に有名なスピーカーでも、周波

数レスポンスカーブが優等生でないものも現実に多々存在しますが、

出る音は非常に良いのです。この逆も然りです。いずれにしろ、簡便な

CDで安直に音楽を聴くよりも、何かと面倒で手間暇が掛かり、操作が

大げさなレコードは、音が出てくるまでの色々な儀式が、特に定年後の

暇人には、子供のころに触ったSPレコードを思い出しながら、のんびり

とバッハの宗教曲などを聴きながら至福の時を過ごして、最高の余暇

の過ごし方となるのです。レコードの方がCDよりも音が良いという人は、

多分にイメージや思い込み・固定概念などがあるはずです。さらに、レ

コードは、『手の掛かる子供ほどかわいい！』のと類似のようです。



レコード盤の溝には、地球上で最も硬いダイヤモンド針が直接に接触

して溝の両サイドに刻まれた凸凹を常にこすりながら、その物理的振動

をフォノカートリッジの発電コイルに伝えて、電気信号に変換しています。

なので、新品のレコードに比べると、使用頻度が高くなる程その凸凹は

削られていき、次第に音が甘くなり、マイルドでボケたようになっていき

ます。針は交換するのに、このレコードは100回聴いたから音がボケて

きたので、没にして新しいのを買ったという話を聞いたことがありませ

ん。実はこれは大問題です。特にオルトフォンのSPUシリーズには、適

正針圧が４グラムというような異常に重くするものがあり、これではレ

コードの側から言えば、溝に刻まれた凸凹を早く削り取るためのグライ

ンダーの役目をしているのです。レコードの音が一般に柔らかいのは、

溝の凸凹が次第に削られていくためでしょう。レコードをかける度に



徐々に、わずかずつ削られていき、音もわずかずつ劣化していくので、

なかなか気付かないのですが、次第に音にベールがかかってくるので

す。CDでは、このようなことは起こりません。レコード愛好家は、当然レ

コードを大切にしますが、針の摩耗よりもレコード自体の深刻な摩耗に、

なぜ気付かずにいるのでしょうか。重針圧では急速にレコードが摩耗し

ていくのに、多くのマニア(筆者を含む)はよくやっております。

ナガオカのホームページには、針交換時間に関して次のような理解

に苦しむことが書いてあります。『ダイヤモンド針は200時間がレコード

盤にダメージを与えない使用時間とされています。』 ← なぜダイヤモン

ド針が先に痛むのか？！ いえいえ、レコード盤の方がもっと早く痛ん

でいるのは確実でしょう！ 正に知らぬが仏です！

ダイヤモンドは通常の地球上の物質で最も硬いものであり、ダイヤモ



ンドを研磨するにはダイヤモンドの微粉末でしか不可能とされており、

現実にそうして研磨されています。ところがLPレコードの材質は塩化ビ

ニールというダイヤモンドに比べれば、はるかに柔らかい材質なのに、

塩化ビニールをダイヤモンド針でこすると、なぜダイヤモンド針がそう

簡単に擦り減るのでしょうか？！ これが本当ならば、ダイヤモンドの

研磨には、ダイヤモンドの粉末ではなくて、レコード盤を使えばよいこと

になり、非常に簡便で経済的な方法となりますが、絶対にそんなことは

無理でしょう。この辺がどうなっているのか全く理解できません。

レコードの溝の円盤上の位置による音質の変化
30cm LPレコードの場合は、回転数が常に一定で33.3rpmです。これ

は角速度が一定で、針が溝をトレースする線速度は一定でなく、最外

周から最内周に行くに連れて必然的に線速度は連続的に遅くなります。



標準的な30cmのLPレコード盤では、中心から最外周までの半径は約

14.5cmで、最内周までのそれは約6cmです。そこから計算しますと、最

外周の針のトレース線速度は約3.03m/分であり、最内周のそれは約

1.25m/分となります。よって、最外周は最内周に比べて約2.4倍もトレー

ス線速度が速いことになり、この差は非常に大きいものです。

この線速度は速いほど高音質になりますので、レコードを聴いている

と、最内周に向かうほど次第に音質が低下しますが、耳の良い人しか、

その変化がわからないかと思います。これはレコードの宿命であり、ど

うしても補正することができません。それに反して、CDの場合は、線速

度が常に一定(1.3m/秒)になるように連続的に変速回転しています。

12cmのCDの場合では、回転数が459rpm(最内周)から198rpm(最外周)

へと大きく変化しています。さらに参考までに書きますと、CD盤ではレ



コードとは逆に、最内周から最外周に向かって、一定の線速度でデジタ

ルデータを読み取っていきます。これらもレコードとCDの大きな違いで

す。また、かなり以前のフランスのパテ社の初期のSPレコードでは、回

転数がなんと90rpmで、最内周に針を下ろして聴き始め、最後は最外

周に針が来て終わる超特殊なSP盤もあり、筆者は実際にそのようなの

を所有していて、たまに研究用に聴くことがあります。レコード盤は、実

に多種多様で、最初はエジソンが開発した筒状でした。しかし、これの

音は非常に悪く、収録可能時間も2分くらいで非常に短くて、とても音楽

用とは言えませんが、世界最初の記念すべきレコードとしての意義は

特別に大きいと思います。これも所蔵しておりますが、実際に音を聴く

ことは、ほとんどなく、ペン立てにしています。これらの非常に古い時代

のレコードに関しては、筆者のホームページの別項を参照してください。



レコード盤のデータ読み取り方向
(最外周から最内周へ)

CD盤のデータ読み取り方向
(最内周から最外周へ)

レコード盤は回転数一定・線速度連続変化 (外周ほど大)で回転

CD盤は
線速度一定・回転数連続変化
で回転 (内周ほど回転数大)



まとめ
レコードでもCDでも、個々のものの比較では、非常に良い音のする

盤もあり、全く良くない盤もあって、一概にどちらか一方が絶対的に常

に良い音がするとは、とても断言できません。

ただし、レコードでは、盤面のキズ、回転ムラ、反り、振動、溝のトレー

ス位置などが直接もろに音に影響しますが、CDには補正機構があり、

これらは全て問題ありません。さらにレコードには、インサイドフォース

やオーバーハングの問題もあります。さらにフォノカートリッジからの音

声信号の出力線が４本有り、それらの接続位置を間違えているのに気

付かずにいて、変な音だと思っていたという、かの有名なオーディオマ

ニアでオートグラフ使いの名人と呼ばれた芥川賞受賞の剣豪作家の

五味康祐(1921-1980)の信じられない実話があります。彼に関しての補



足をします。少し前に私のホームページに彼のことを詳細に紹介しまし

たが、それに追加をします。彼は聴力に問題が発生し、それ以降は補

聴器を使っていました。その理由は、戦争の時に爆弾が近くで炸裂し、

鼓膜を痛めて耳がよく聞こえなくなってしまったようです。そのためか試

聴会での彼のコメントは、単に『いい音や！』程度だったようです。当時

の補聴器の性能は非常に悪く、メーカーに問い合わせたところ現在の

最高級品でも音楽用なんてないそうですが、特に当時の補聴器を付け

たところでも、本格的な音楽鑑賞には性能不足であったはずです。彼

はタンノイのオートグラフを始め、凄いシステムを揃えて持っていました

が、耳を傷めてからは、まともに音楽が聞こえていなかったものと思え

ます。このことは、聴力が勝負のオーディオマニアとして、とても気の毒

なことです。



レコード盤では、盤面のわずかなキズや汚れでも直接的に再生音に

ノイズとして明瞭に出ますが、CD盤では指紋や細かいキズが多く付い

ていても何ら影響しません。これについては、筆者のHPの別項のCDに

は残酷な実験結果を参照してください。故意にかなりのキズを付けま

くっても音に全く影響なかったのは実に驚きで、デジタルの良さです。

とにかくレコード再生には、大量の問題点や調整すべき点があり、そ

れらが正しく調整できていないと正しい本来の音が出ませんので、特に

レコード入門者は要注意です。

しかし、その調整点の多さや、厄介さがかえってオーディオマニアに

は面白さや楽しみになっている面もありますが、とにかくレコードは底な

しの泥沼で終着点がなく、凝りだしたら一生遊べます。お金と暇があれ

ば、いくらでもやることがあるのです。3千万円のプレーヤーもあります。



それに反して、CD再生時には何も調整したりする必要がなく、たとえ

調整したくてもできず、単にCDプレーヤーにCDを挿入してPLAYボタン

を押すだけの超単純な操作のみであり、レコードに比べるとCDは実に

味も素っ気もない、シンプルそのものの音源なのです。これではユー

ザーの個性の出しようがありません。なので、このことが再生音の良否

とは関係なく、凝り性のオーディオマニアがCDを好まない理由の一つ

になっている可能性が大いにあると思います。

いずれにしろ、アマチュアにおいては、いくら超マニアックな人であっ

ても、レコードもCDも単なる趣味の世界のことであり、各自の好きなよ

うにして楽しめばよいことであって、他人にとやかく言われる筋合いは

なく、何をしようと各自の勝手ですから他人のことをあまり気にせず、決

め付けないでレコードやCDを、もっと柔軟に自由に楽しんでください！



最後の一言
★レコードもCDも再生音楽であり、非本物音楽なので同類。

★音楽は『生』がベストであり、これのみが本物音楽で最高。

ただし、レコードやCDは、いつでも聴きたい時に聴きたい音楽が聴け

る。たとえ故人の演奏であっても ← これは最大の長所。

しかし、『生』の場合は、そんなことは絶対に無理で、このことは最大

の欠点。生の音楽では、聴衆は音の加工は何もできず、ただひたすら

に演奏を聴くことに没頭するのみであり、これが本当の音楽の聴き方

ではないかと思います。たとえばレコード観賞で、カートリッジやスピー

カーを変えると音が変わるのは当然のことであり、このことは、いずれ

も原音を忠実に再現していない証明となります。 (ちなみに、この追加ページ

のみは、ザ・シンフォニーホールでの生演奏会から帰宅して、夜中に書いています。)



終り

結 論
操作法では大きく異なるが

レコードとCDに音の良さで大差はなく
好みの問題

≒



このページは2017年9月10日に追加した原稿です

最近のレコードブームに乗り、2017年8月下旬から順次発売になる『ザ・ビートルズ・LPレコード・コレクション』の通巻1号の
『Abbey Road  アビイ・ロード』の実物。私も買いました。隔週刊で全23号まであるようです。レコードは180gの重量盤であり、
読み応えのある詳細な解説書も付いています。 ちなみに、貴重な ”Abbey Road” のイギリス・オリジナル盤も持っています。


