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１．まえがき 
わずか半世紀の間に地球の人口は 20 億か

ら 70 億と実に 3 倍以上に増加した。地球は温

暖化などの環境問題，飢餓，グローバリゼー

ション，一極集中と数え切れないほどの問題

を抱えている。戦争や疫病という悲惨な形で

の決着ではなく，地球を痛めつけることなく，

これらの問題を解決するには人類の英知を結

集する必要がある。 
少し前までは「人や情報は自由に行き来す

る自給自足社会」の実現が地球の進むべき方

向であると考え，主張してきた。 近のイン

ターネットの使われ方を見ると，果たして無

秩序な人や情報の往来が本当によいことばか

りだろうかと，前半に疑問を感じ「人や情報

は自ら望めば行き来可能な自給自足社会」と

修正する必要なのではと感じはじめている。 

「地域に根ざした多様な文化を育むコミュニ

ケーションと小規模自給自足を実現する技

術」こそがこれらの諸問題を解決する鍵とな

るはずである。オーディオは大きな位置を占

めるのではないか。 
 
２．レコード文化は使命を終えたのか 
レコード，CD の売り上げは 1998 年を頂点

に毎年ほぼ 10%減少しつつある。音楽を聴く

人間の数は決して減ってはいないのにである。

その要因はインターネットを介した音楽･音

の配信サービスや半導体プレーヤの普及，ま

た携帯電話や DVD 等の登場などその原因は

さまざまあろうが，この傾向はますます増す

ものと考えられる。インターネットネットを

介した音楽配信が始まればさらに加速される

ことは間違いない。 
 答えが出るには若干時間はかかろうが，音

楽文化，オーディオの観点からこのような傾

向を困ったことだと嘆く見方がある一方，新

しい文化の誕生につながる大きな動きが始ま

っていると歓迎する向きも一部にはある。 

３．何が高精細か 非圧縮ならよいのか 
放送のデジタル化に伴い「高精細」いわゆ

るハイビジョン番組も増え，テレビの画像が

一見きれいになった。音もステレオ２チャン

ネルと同じ入れ物に 5.1cＨが収納されている。 
映像の高精細（HD）化には人間の視覚の特

徴を利用して伝送容量を節約する高能率符号

化が導入されている。音にも聴覚の特徴を利

用した高能率符号化が導入されている。 
電話や放送のような一過性のメディアには

それも許せるのかもしれない。むしろ電波の

有効利用という観点からは歓迎すべき技術で

ある。然るに果たして音，音文化と圧縮技術

ひいてはデジタル技術が馴染むのであろうか。 
音の質に関しては少なくともアナログ BS

の B-Mode(48kHz 標本化， 16bit 量子化)はお

ろか A-Mode よりもチャンネルあたりの伝送

容量は減ってしまっている。 
私自身 MPEG Audio に参加してきたが，機

会あるごとに「地球上には目や耳の優れた人

がいる(いた)はずである少なくとも聴覚の劣

化した「文明人」の耳に頼るのではなく，優

れた感覚を持つ人場合によっては鳥を含めた

他の動物の聴覚を満たす必要があるのではな

いか。」と主張している。 
 

４．芸術がネットに埋もれる 
コロムビアミュージックエンターテイメン

トの代表取締役社長兼ＣＥＯの廣瀬禎彦氏が

興味深い発言をしている。「アート」がネット

に乗った途端に玉石混交の情報の海におぼれ

てしまう」，「一方，音楽にもインターネット

の波が押し寄せてきている」，「インターネッ

トが情報を伝達するメディアとなり新たな需

要を喚起していることは間違えない」，そして

インターネットに「アート」を馴染ませる解

決方法として，演奏者と聞く人を直接，でき

ればリアルタイムで結ぶ「アーティストダイ

レクト」なる構想を提案している。 



５．何をすべきか 音楽を聴く時間と空間 
以前から「ながら族」はいたし，ウォーク

マンも音楽の裾野を広げる音文化の担い手で

あった。インターネットを介した音楽や映画

はこの流れであることは明らかである。 
一方，一昔前まではレコードを選び，オー

ディオ機器を吟味して，自ら納得した空間で

じっくりと，時には仲間と音楽談義やオーデ

ィオ談義を交えてゆったりと楽しむといった，

もっぱら音に浸る時間と空間を過ごす人がか

なりいた。 
ＤＶＤビデオソフトがレコードの後継なの

であろうが，ソフト，ハードともその質は代

替たりうるものであろうか。 
確かに価格は下がり，丈夫で，手軽に楽し

めるようにはなった。しかしかつてのあの緊

張感がうせてしまったのも事実である。 
 
６．そしてまたアナログか 
私自身オーディオのデジタル化に携わって

きた。夢のオーディオと期待されていたＣＤ

の発売を間近に控えた 1981 年のオーディオ

フェアで「良いからではなく安くて丈夫」だ

からデジタル化なのだと主張し，ＣＤを床に

落として，汚れても見事に再生する実験を紹

介した。 
実際 CD の特にハードウェアは予想以上の

速度で価格は低下し，5 年後には CD の生産

量が LP を凌駕した。その結果デジタル伝送

の 大の特徴である複製しても伝送しても信

号が劣化しないという特徴が足を引っ張る皮

肉な結果となっている。 
不正コピーが大問題となり，いまや権利保

護がデジタルメディアの 大課題となってし

まった。権利保護を望む人の権利は大いに尊

重すべきであるが，ネットワークの特長を生

かした共同制作や楽しんだだけ払ってもらう

といった新しい文化も生まれつつある。 
いっそ，アナログであれデジタルであれＨ

Ｄマスターで試作し，さまざまな形のアナロ

グで供給する流通システムほうがずっとすっ

きりするのではないか。 
インターネットにどう馴染まるかが課題で

ある。我々は本庄に特区の指定を受け，イン

ターネットで 1bit ネットワークで結んだＦＭ

ではないＡＭ音楽専門ミニ放送局の実験を始

めている。                                           

７．音は HD 映像は MPEG 
通信回線が高速･大容量化し，価格も大幅に

低下している。我々の研究室でも図－１に示

すように本庄と大久保の研究室を常時 HD 映

像と音は 8 チャンネルの高速１bit 方式，コン

デンサ型平面スピーカで結んでいる。この結

果 2 つの室は自然に結ばれ，ゼミや会議にも

日常的に使用されている。我々が自然や人類

の多様な文化の記録，伝送に使っているシス

テムを紹介する。 
  
７．１ ＷＳＤフォーマット 
高速 1bit 信号や通常のマルチビット方式さ

らに各種の圧縮方式を含む映像ファイルを時

間や位置を含め記録伝送するフォーマットを

使用している。 
 wsd フォーマットは大きく分けてファイル

の記録条件等を記録するヘッダ部と実信号を

記録するデータ部からなる。ヘッダ部は更に

ファイルの管理情報を保存する部分と再生に

必要なパラメータを保存する部分，文字情報

を記録する部分に分かれる。wsd ファイルの 
構造を下に示す。実データは高速 1bit 信号を

1 バイト＝8 ビットに MSB から順に納めたも

のをチャンネル順に 1 バイトアラインで並べ

るものとする。 
 
７．２ 固体メモリを用いた収録システム 
無形文化遺産の記録･伝送においては収録

機器はできる限り小型でその存在を意識され

ないことが望ましい。そこで高速 1bit 信号処

理の音質を保ったまま小規模な回路で構成で

きるという特徴を生かし，できる限り小型・

簡便な録再生機を試作，使用している。コン

パクトフラッシュを 4 枚用い 8ch 時には約

4.2MHz(96fs),4ch 時には約 8.4MHz(192fs)まで

の収録が可能である。 
 

７．３ mLAN による音と映像の HD 伝送 
YAMAHA の提唱する mLAN(IEEE1394)を

用いて PC と接続可能な高速 1bit AD/DA 変換

器(ADA4)を作成，音と映像の記録･伝送に使

用している。 
現行の mLAN 機器と同様に 1394TA の仕様 

TB2004001 ” Plural-Node Implementation of a 
Professional A/M Device” に準拠したノード

として実装されており，パソコンがなくとも



例えば 2 台の ADA4 を直結して双方向のマル

チチャンネル伝送が可能となっている。 
A/D，D/A 変換器は通常のマルチビットフ

ォーマットにも対応したものを採用し，同一

のフロントエンドで標本化周波数 7.056MHz
を含む高速 1bit 信号，192kHz24bit フォーマ

ットを含むマルチビット信号の録音・再生が

可能である。このマルチフォーマット対応を

生かしマルチフォーマット編集システムのほ

か異フォーマットを含む聴取実験機の構成が

可能となる。 
同一の IEEE1394 バス上に，1 ビットオーデ

ィオ AD/DA 変換器（ADA4）と MEPG2-TS
対応のビデオカムコーダ，さらに Linux コン

ピュータを接続し，コンピュータ上にマルチ

チャンネル 1 ビットオーディオと HD 映像を

同時に記録再生するソフトウェアを開発した。

ソフトウェアは当初 Windows 上で開発して

いたが，オープンソース化などを見据え現在

は Linux 2.6.5 (SuSE 9.1)上で libraw1394 を用

いている。本記録再生システムの構成を下に

示す。 
MPEG2-TS を IEEE1394 を用いて伝送する

方法は IEC61883-4 で規格化されており，そ

れに準拠したパケットの記録再生ファンクシ

ョンを実装した。現在の実装はソースパケッ

トヘッダを含めた 192 バイトのパケットを記

録し，再生時にはソースパケットヘッダ内の

タイムスタンプを適切な値に変換した上で送

信している。今後はソースパケットヘッダを

除いた 188 バイトのパケットのみを記録し，

再生できるように MPEG システムを実装す

る予定である。 
1 ビットオーディオ AD/DA 変換器（ADA4）

は外部クロック入力端子を備えており，ビデ

オ装置のクロックに同期させることも可能で

あるが，現在はビットクロックレベルの同期

は行なわず，1 ビットオーディオ AD/DA コン

バータと MPEG2-TS 対応カムコーダは完全

に非同期で動作させている。しかし，それぞ

れの機器は IEEE1394 でデータを伝送する場

合には，IEEE1394 バスとして同期しており，

各機器は送信ノード（この場合コンピュータ）

をそれぞれのストリームのマスターとして同

期する。このため別々のストリームでも十分

な精度で同期させることが可能である。ただ

し，MPEG2-TS のエンコード，デコードで発

生する遅延を保証するためにオーディオ信号

の再生時刻にオフセットをつけて絶対時刻を

合わせている。 
図－2 に被爆 60 周年を記念して 2005 年 8

月 5 日開かれた｢8.5 慰霊の夕べコンサート｣

で演奏された｢広島の原爆犠牲者に捧ぐ｣(ロ
アマン作曲)と「マタイ受難曲」(バッハ作曲)
の記録システムのブロック図を示す。 

 
８．むすび 

近子供たちの理科離れが問題になってい

るが，子供に限らず大人も，以前は自ら行っ

たヒューズや電球の交換，水道のこまの修理

などちょっとした作業も，今は業者に依頼し

てしまっている。テレビやオーディオ機器も

価格ばかりに着目して，どこで誰がどんな考

えで作ったなど考えもしないで既製品を購入

しているのではないか。 
 子供も大人も身近な自然や身の回りの道具

を自らの目でよく見て，自らの頭でよく考え，

自らの手で触れることが，科学技術をわれわ

れの手に取り戻す道ではないか。  
人とほかの動物との違いは，一つは道具を

使うこと，もう一つは言葉，それも音声や音

楽など音を使ってコミュニケーションを行う

点にある。わずか 50 年の間に３倍にもなった

60 億を越す人間が，地球に共存していく鍵は

冒頭にも述べたとおり，コミュニケーション

特に音によるコミュニケーション,芸術･文化

と省エネルギーによる自給自足社会の実現で

はないか。 
人口が増えた分，言語や祭りが増えてよい

はずであるが，残念ながら逆に減っているの

が現状である。オーディオ文化も現在大きな

転換点を迎えている。人口が増加したに見合

った発展は見られず言語や祭りと同じ，ある

いはそれ以上に危機的状況に瀕しているとさ

え言える。 
オーディオの世界はごく 近まで学会，専

門メーカーとマニアが互いに刺激しあい，素

晴しい文化，平和に貢献する世界を構築し，

維持してきていた。 
一度崩壊した文化を再構築するには何倍も

のエネルギーを要することは歴史が教えてく

れている。まだ可能性の残っている今こそ，

文化の多様性を支える技術をわれわれ個々の

手に取り戻そうではないか。 



 
 

 
 

 
 

図－１ 双方向ＨＤ音・映像伝送システム 
 
 
 
 

 
 

図－２ 被爆 60 周年記念「8.5 慰霊の夕べコンサート」ＨＤ収録システム（2005.8.5） 
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