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あらまし わずか半世紀の間に地球の人口は 20 億から 65 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。「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，これらの難問を解く鍵でないか。コ

ミュニケーション特に音によるコミュニケーション，音, 音響学は特に重要である。しかるに音の世界にも合理化

の波が押し寄せつつある。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、音の文化をわれわれ個々の手に取り戻そうではないか。 
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Abstract  The population of mankind now is round over six billions. It has brought many problems 

to be solved such as global heating or kinds of environmental issues. Kyoto protocol is one of the 

answers for the global heating or kinds of global-scale environmental issues. The most important key 

to solve the problems is individual efforts to save energy and communication, especially by acoustics. 

These will enable us to achieve the cultural diversity and true self-sufficient society. 
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1.まえがき 

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。答えは多様性

の確保と価値観の違いを認め合う社会の確保，地域に

立脚した小規模自給自足の実現にあるのではないか。 

少し前までは「人や情報は自由に行き来する小規模

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。しかしながら， 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」と修正する必要があるのではと感じはじめ

ている。  

いずれにしても「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。  



 

 

 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5.1c Ｈ

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，Ｃ

Ｄ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のディスクも再生装置も予想以上の速度

で価格は低下し，５年後にはＣＤの生産量がＬＰレコ

ードを凌駕した。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。 

インターネットにどう馴染ませるかが課題である

が，いっそ，アナログであれデジタルであれ，製作や

保存には大いにデジタル技術を駆使し，さまざまな形

のアナログで供給するシステムの方がずっとすっきり

するのではないか。 

 



 

 

７．ミニＡＭ放送  

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。 

ＡＭ放送は原理が簡単であり，実は高忠実伝送可能

なすばらしいシステムである。受信も鉱石ラジオでも

可能であり，地球の資源やエネルギ節約の面からも優

れたシステムといえる。1bit ネットワークで結んだ音

をＦＭ ではなくＡＭで音楽や教育に使う実験を始め

ている。 

 

８．音文化財のあるがまま記録 

近年，有形・無形文化遺産や文化財の保護・保存・

継承の重要性が認識され，2003 年の第 32 回ユネスコ

総会において伝統芸能，民族文化財，民間伝承，口承

伝統，滅び行く言語など無形の文化を，人類共通の遺

産としてとらえ，保護していくことを目的として「無

形文化遺産の保護に関する条約（無形文化遺産保護条

約）」が採択された。一方，貴重な文化遺産が記録され

たレコードやテープの再生音やフィルム映像をＣＤ，

ＤＶＤ等のデジタルメディアに記録保存するデジタル

アーカイブ作業も盛んに行われている。残念ながら記

録されていた情報が網羅されているという保証は無い。

貴重な文化遺産を現在の技術でデジタル化するだけで

十分であるかという根源的な問もある。 

 

８．１ レーザ光全面読み出しによる蝋管・レコード

のあるがまま再生 

劣化が進むレコード，テープなどの音文化遺産，人

間国宝などの無形文化財に対して影響を与えることな

く，音情報を細大漏らさず，あるがまま記録する方法，

およびそれらを伝送・再生する方法を追及した研究を

進めている。雑音やひずみの軽減処理に関する研究も

行っているものの，記録・保存情報の修復や解析は後

世の英知に期待して，原情報を非破壊・非接触でくま

なく書き残す技術の確立を目指している。 

  レーザ測距計を用い全面を読み出すことにより，音

溝ばかりでなく蝋管やレコード盤面全体の詳細な３次

元形状の保存を可能とするシステムを構築した。得ら

れた音溝の３次元情報から，再生針により劣化してい

ない部分を含む音溝全体を利用することにより鮮明な

再生が可能となった。 

 

 

レーザによる蝋管の読み取り 

 

   蝋管（2 分）  蝋管（4 分） 

音溝の形状 

 

劣化の激しい蝋管に対しては，クラスター分析を導

入することにより，外的基準を用いることなく音溝の

位置推定が可能である。 

また，破損した蝋管やレコードの破片から接合面を

特定し，一般化調和解析を利用して欠落部分を補間す

る手法を提案し，実際に破損した蝋管の破片からの 3

次元形状の再構築及び音情報の再現が可能なことをも

明らかにしている。 

さらに，電気を使わない機械式吹き込みの蝋管や初

期のレコードからは，収録空間の３次元情報の読み出

しに挑戦している。 

  このように，貴重な蝋管・レコードに対しレーザ光

を利用することにより必要に応じてレプリカも作成可

能な詳細な３次元情報を非接触・非破壊で収録するシ

ステムを確立した意義は大きく，既に一部で実用に供

されている。 



 

 

 
金属原盤（凸盤） 

 

ＬＰ盤の音溝 

金属原盤とＬＰの盤面の様子 

 

 

８．２ ３次元音場伝送を目的とした電気音響変換器 

広く用いられているステレオ方式による収録・再生

ではなく，キルヒホッフの積分公式に基づく境界面制

御による３次元音場の収録・再生を実現する手法を検

討している。太陽電池を固定電極に用いたコンデンサ

スピーカや相変化スピーカを赤外線や電磁波を走査し

て駆動する境界面制御の可能性について研究を進めて

いる。 

相変化スピーカは水の沸騰を利用したもので，二乗

特性を予め補正した信号で駆動することにより，音響

信号再生が可能であることを明らかにしてきた。この

相変化スピーカは今までにない原理に基づく電気音響

変換器であり、３次元音空間の創生に新たな道を開く

可能性が期待される。 

８．３ 半導体 1bit レコーダを用いた分散収録 

音源近傍で各音源の３次元音情報を収録し，同一配

置で再生する３次元音場再生システムを提案・試作し

ている。可動部分のない２～８チャネルの高速 1bit

スタンドアロン小型半導体レコーダを音源近傍に分散

配置し，光や電波を用いて統括制御するシステムを試

作し，合唱などユネスコの無形文化遺産の収録などに

使用している。提案するシステムは演奏者や周囲の環

境への影響がほとんどなく，自然な収録を行うことが

可能である。 

  

９．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製品を購入している。 

わずか50 年の間に３倍にもなった65億を越す人間

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。音

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。 
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