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マルチメディアと
オーディオ／ビジュアル

安 岡 正 人（東京大学工学部建築学科教授）

山 崎 芳 男（早稲田大学理工学総合研究センター教授，本誌編集委員）

司会 中島 平太郎（(株)日本オーディオ協会会長，ソニー(株)技術顧問・本誌編集委員長）

　中島　明けましておめでとうござ

います。お二人にはご多忙ななか新

年早々お集まりいただきましてあり

がとうございます。早速ですが恒例

となりました新春座談会を催したい

と思います。今日のテーマは昨今話

題となっていますマルチメディアな

どの動きをみながら，これからのオ

ーディオ・ビジュアルシーンがどの

ようになって行くのか自由に話し合

ってみようということです。立場を

あまり意識されずご自由な発言をい

ただければありがたいと思います。

　いま世の中はマルチメディアと騒

いでいますが，始まりはその第一段

階と言いますかCD－ROMを中心に

した1つのメディアを題材に，そこ

にデータを入れるといったことから

起こったと思います。それが今年ど

のように発展して行くか興味がもた

れるのですが，オーディオ／ビジュ

アルシーンとの絡みなどを予想しな

がら話を進めてみたいと思います。

まず，火付け役という立場から山崎

さんはこれをどう思われますか。最

近はバーチャルリアリティー（人工

現実，以下VRと表現）などにも興

味を示されていますが，その辺りか

らお願いします。

　山崎　私自身音のディジタル処理

を手掛けてきた関係もあり，他分野

の技術をオーディオに持ち込むこと

にあまり抵抗感がありませんでし

た。そういう意味でVRなどにも関

心を持つようになりました。ただ，

VRはゲームや映像が中心で音は後

回しになりがちです。ごく一部の方

が音の表現力や重要性を指摘されて

いるくらいです。

　そこで提案なのですが，我々音に

携わってきた人達が彼らと者が音以

外のVRを手掛けている人々と手を

携えて研究できたら未来が開けた新

しい時代を迎えることができのでは

と思うのです。次にくるものがマル

チメディアと呼ばれるかVRと呼ば

わるか分かりませんが，そこで音が

担うべきことは決して少なくはない

はずです。こうした意味で安岡さん

にもご指導いただいてVRの研究も

始めています。

　それとわたしはカラオケを全くや

らないんですが，見方によってはあ

れはオーディオそのものですよね。

いまオーディオが衰退しているとい

う人もいますが世界中にカラオケが

普及していることをみれば，そんな

悲観的な状態ではなく，ただオーデ

ィオ分野の方がカラオケを加えたが

らないだけなんです。

ヒューマンメディアとは

　中島　安岡さんですが，新しいメ

ディアとも呼べそうなヒューマンメ

ディアという新分野を開かれようと

しているそうですが，それはどんな

ことを狙っているのでしょうか。

　安岡　メディアの広がりはたくさ

ん考えられるのですが，マルチメデ

ィアというのは伝送系がマルチにな

るのか，人間の感覚に訴えるインタ

ーフェイスのところがマルチになる

のかがまだはっきりしていないよう

です。この話は後にするとして，ヒ

ューマンメディアというのはこうし
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た情報を最後に受け入れるのは人間

であり，また出すのも人間であると

いうことを前提にしたもので，統合

化したなかで実用性あるものは一体

何か，その辺を明らかにして行こう

という研究です。

　実用的な面で音の宣伝をさせてい

ただきますと，例えばCRTなどの

画像情報ではそこに絵があると客観

的に認識してしまい，VRで奥行き

の情報を加えてもなかなかこれを崩

すことはできません。しかし音（聴

覚情報）というのは電話が一番良い

例になるかと思いますが，受話器を

通して即座に相手の世界に入り込む

ことができるわけですね。

　瞬間的に自分がそのメディアを通

じて空間移動しているといってもい

いわけです。もちろん感情的にも。

例えば，テレビドラマの電話シーン

の役者さんの表情で心が相手の所に

行っているなというのを見ることが

あります。これがテレビ電話になる

とこういう結果とならず，相手がそ

この画面に現れ，自分の空間に入っ

てくるということになります。

　音だけであれば向こうに行けるの

に画像が出るともう行けない，おも

しろいというか，つまらない結果を

招くのです。これが何故なのか良く

解明できていませんが，少なくとも

情報の量の問題ではないようで，い

まその辺りで音がもっと活躍できる

場があるのではないかという気がし

ています。

　VRで画像情報がもっと本当にし

っかり伝達できれば向こうに行ける

のか，逆に向こうの情報をこっちに

持って来れるのか，そこを考えてい

るのですが，正直いってどっちへ向

けばよいのかよく分かりません。そ

れなら開き直って音で行こうかなん

て思っているんです。

　山崎　今の話で思い出すのが子供

のころのラジオドラマの体験です。

例えば新語国物語，紅孔雀などを聞

いて胸をわくわくさせたものです。

役者の声で聞く側が自由勝手にイメ

ージを膨らませているんです。後で

それらが映画になったとき喜び勇ん

で見に行きましたが，そこで見た映

像は全くイメージと異なっていてが

っかりしたという経験もしました。

こんなはずではなかったと。

　中島　全くその通りと思います。

　安岡　似たようなことは小説の映

画化でもあります。それだけ映画は

難しいということでしょうが，文字

情報や音声情報などでは情報が制限

されているがゆえにイメージが豊か

になるということがあるようです

ね。話は少し変わりますが，ミュー

ジックマイナスワンのようなカラオ

ケはないのでしょうか。指揮者が画

面に現れていて自分がそれに合わせ

てあるパートを弾く，あるいは逆に

自分が指揮者になれるというような

ものですが。

　中島　今日たまたま雑誌を見てい

て見つけたのですが，その方は録音

のプロですが，いろいろ録音会で音

楽を演奏してもプロデューサーから

一々指示されるのが好きではなくて

なかなかよいものができない。逆に

自分の家でプアな機材を使っても心

行くまで演奏したものの方がはるか

に良いものが多いといった発言をさ

れた記事がありました。強制されず

にのびのびと演奏したもののほうが

良くなるのは分かりますし，これな

どミュージックマイナスワンのよう

なソフトの出現と似ているところが

あるような気がします。

　安岡　それは悪い干渉を断ち切り，

自分主体で動くという良い相互作用

の現れだと思います。カラオケも自

分の世界を作れるといった面を備え

ているのですね。これから言えるの

はマルチメディアというのは多チャ

ンネル化と言う面だけを追うのでは

なく，双方向性，インタラクティブ

性がより重要だということでしょう。

　山崎　ハイテクで何ができるとい

う時代は終わったと思うのです。何

をさせるかという人間主体のマルチ

メディアでなくてはなりません。人

間が本当にそこにいて行うべきこと

と，ハイテクを使って行かなくても

済ませることがでさきこと，この2

つをうまく組み合わせることがこれ

からの進んで行く方向になるのでは

ないでしょうか。

　中島　マルチメディアとマルチで

ないメディアの確執をいろいろ考え

たことがあるのですが，今までの例

えばホームシアター，オーディオビ

ジュアル，ピュアオーディオなどで

音を括るというのは，音を楽しませ

てもらうということであって，楽し

むという積極さは少ないということ

ですね。でそれを満足させてもらえ

るのがこれからのマルチメディアか

なということです。例えば先程のマ

イナスワンで音楽を自分で演奏する

方法など，まさにそれではないかな

と言う気がします。インタラクティ

プでこちらが積極的に参加して行

く，これがマルチメディアならでは

の特徴が最も生かせる分野ではない

かと思います。単に映像と音が出て

くるだけでは安岡さんが言われたよ

うに邪魔もので終わってしまう。

　安岡　何を主体にするかというこ



とが重要ということですね。何でも

横並びにすればよいと言うことでは

ないでしょう。

　山崎　音の中のVRなのか，VR

の中の音なのかということですね。

　安岡　今のVRというのは基本的

に先に映像があって音が付いてい

る，それでは音はVRの中の添え物

でしかない。やっぱり音を主体にし

てVRを作りもっと感性への訴求効

果を高めなければならない。音だけ

のVRの方がはるかに進んでいるの

ではないかということです。それが

趣味の対象になって，技術を越え芸

術の領域まで行っているということ

です。

ソフトの産直

　山崎　1つはマルチメディアとい

ったときに，ネットワークとしての

衛星であったり放送であったり活字

メディアであったりして，それがデ

ィジタルになって何でも同じ道に乗

せられ，呼び方として情報ハイウェ

イとか情報フリーウェイとさかんに

もてはやされています。しかし，車

のハイウェイを例に挙げるまでもな

く，これらのハイテクが環境面から

いって自然破壊をしてできたのはあ

きらかです。情報についてもはたし

てそんなものが必要になるのでしょ

うか。

　よい例にインターネットがありま

す。あれはATTやNTTが作った

ネットワークではありません。研究

者らが自らの手で作り上げたネット

ワークです。私が最近好んで使って

いる言葉に“ソフトの産直”化があ

ります。演奏でもそうですが，演奏

したいもの同志をつなぐ，その道具

は何でもいいんだということなんで

す。本当のネットワークというの

は，毛細血管のように張り巡らされ

ている自然環境に影響を与えないよ

うな，非常に小さなものの積み重ね

でできるものではないかという気が

します。それを自分の責任で隣の家

あるいは情報拠点まで引いてつなぎ

情報を得ることではないでしょうか。

それが広がって行くのが自然でしょ

う。お上がハイウェイを作ってあげ

るという時代ではもうないような気

がしますし，うまくやればそんな時

代を経ないで済むと思います。

　オーディオ分野でもユーザーは非

常にたくましくなっており，既に参

加型オーディオを楽しんでいます。

デスクトップミュージックもそうで

すし，スタジオを借りて音楽を演奏

しているなどがそうです。カラオケ

も入れていいかも知れません。そう

いう意味で以前とは随分変わってい

ます。そこにあるのは情報伝達手段

のネットワークは使い易くて安けれ

ば何でもいいということなんです。

ネットワークのマルチメディア化と

は，いろいろなものが統合されて行

くということとは違うような気がし

ます。ユーザーの方が賢くて，つま

りこれが「ソフトの産直」なわけで

すが，ネットワークは結果的にでき

あがって行くのです。

　そして，ここでオーディオの出番

じゃないかなということです。オー

ディオを趣味にしている人はカラオ

ケやファミリーキーボードまで含め

れば非常にたくさんいるわけですか

ら，それを考えればむしろオーディ

オにとって楽しみな時代がもう始ま

っているんです。ソフトのネットワ

ークが自然形成型にできあがってく

るこれからが，オーディオの時代と

言ってもいいかも知れません。

　中島　そこでわたしも非常に気に

入らないことがあるんですけれど，

いまの圧縮技術で何をやっているか

というと，絵がこれだけの情報量が

要るから音はこれだけでいいだろう

という発想なんです。絵を中心に圧

縮技術が決まっていることです。も

ちろんこういったこともあってかま

わないが，もっと音中心にしたトー

タルな圧縮をも考えてもらいたいで

すね。それが本当のマルチメディア

ではないでしょうか。ある場合には

音に半分，絵に半分割り振るといっ

た考えでやってもらいたい。いまは

すべて98パーセントが絵ですから

ね。

　山崎　もちろん絵を中心にする人

がいてもいいのですが，そこはユー

ザーが決めるからお上は決めないで

くれ，ということがいいと思いま

す。それがマルチメディア時代では

ないでしょうか。

　中島　全くそのとおりだと思いま

す。

　安岡　それが本当のマルチメディ

アなんですよ。自由に使えるという

ことで･･････。

　中島　ゲームでもカラオケでも何

でもいい，カラオケならカラオケが

最もそれに適したメディアにしてく
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れ，そしてユーザーの使う形態に合

わせて自由に選べるようになってい

ればいうことはないでしょう。標準

化は一握りの根幹を決めてくれれば

十分なんです。

　安岡　今メディア都市という言葉

が出てきていますが，これは現実の

都市とのアナロジーをとってネット

ワーク社会を実空間に対するメディ

ア空間と考えるもので，そういう郁

市ができるという構想があるわけで

す。

　都市の本質は何かというと，自然

発生的にできた“路地文化”なんで

すね。ですから都市の中に高速道路

ができたらそれは都市を破壊してし

まっているんです。そういうアナロ

ジーで考えると山崎さんがおしゃっ

た自然破壊的なネットワークはあり

えないんです。メディア都市におい

ても光ファイバーで何でも運ぶとい

う発想はないような気がしてきま

す。ですから自由に何でも情報が乗

せられて，道の大きさもその割り振

りも自由というのが自然なんです。

　山崎　先程の中島さんの符号化の

問題にしても，いろいろな圧縮の努

力は認めます。先日ユネスコの松本

慎二氏らと符号化のお話しをしたの

ですが，そこで川上　浩氏が絵でも

贋作と本物があるように，音でも本

当の楽器とそうでないものの差が分

かるような符号化を実現したいと話

されました。これなども圧縮ばかり

注目している符号化が向かうべきも

う1つの方向ではないでしょうか。

　今世紀初めアルベール・カーンが

提案した文書館，時が経てば消滅し

てしまう人間活動のあらゆる様相を

次世代に伝えるような符号化方式を

確定しようと，ユネスコのニューテ

クノロジーフォアカルチュアーと共

同研究をやっています。カルチュア

ーとテクノロジーが結び付くという

のは別にして，圧縮技術でラッシュ

アワーの詰め込み電車のように何で

もかんでも詰め込もうというのはよ

くないと思います。多少むだであっ

ても余裕のあるゆったりした方式を

開発すべきではないでしょうか。最

もそれが残されている分野が音では

ないでしょうか。

　いずれにしても符号化の問題は非

常に大きく，我々のような耳の性能

の劣った文明人の目や耳によって決

めてしまうのは良くないと思うので

す。地球上にはもっと目や耳の良い

人がいるはずです。

　先程のハイウェイもこれを作った

から乗れという時代はおしまいとい

う気がします。現在はそこに直接行

けるか，回り道をしないと行けない

かという境目の時代だと思うんです。

音響屋さんは声を大にして，そんな

時代を経ないで行けるんだ，といま

発言すべきと思うんです。

　中島　マルチメディアは130兆円

のお金が要るとか，それだけ巨大な

産業になるとか言われています。そ

れだけのお金が掛かり授業料を払わ

ないとそこに行けない，そして得る

ものが少ないのでは非常に残念なこ

とです。

　山崎　少なくとも情報ハイウェイ

で道路と同じこの轍を踏むなといい

たいです。先程安岡さんの言われた

路地文化というのはすばらしい表現

ですよね。マルチメディアはもっと

身近なところから，お金をかけなく

ても自然派生的にできあがるべきだ

と思うのです。

　安岡　そのとおりですね。そこか

ら発想するといい方向に向いて行く

と思います。都市も計画的に作られ

たものよりも自然発生的に生まれた

ものの方がうまく行っていますから

ね。例えば，南米のプラジリアなど

もうまく行っていませんから。その

点では東京はごちゃごちゃしていま

すが人が住むということでは永く生

きているわけです。やはり自己生成

的にできていれば生命力があるとい

うことです。枠を先に作ったニュー

タウンなどはやはりすぐに廃れてく

るんです。そこが人知の至らなさと

いうところに問題があるということ

でしょうか。それを越えて生命とい

う仕組みに発展して行くような仕掛

けがあるんでしょうね。

　山崎　規格を決めるときはできる

だけ約束事を少なくしようとしてい

ますが，約束でがんじがらめという

のは良くないですからね。

山崎　芳男氏 安岡　正人氏
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VRとは

　中島　VRと騒がれていますが，

昔からあるいままでの音はすべてが

VRですよ。

　安岡　そうです。高忠実度再生と

いうものがまさにそれです。

　山崎　ハイファイもそうですし，

電話も皆さん意識していませんが一

番先にVRを実用化したといってい

いと思います。

　中島　音は確かにスピーカーから

再生しますが，そこから音が出てい

ることを分からなくすることはでき

ますからね。

　安岡　絵も3次元的に表現できれ

ばその空間に見る人をおくことがで

き，ブラウン管やスクリーンから抜

け出ますね。しかし，どうしても絵

は客観的に見てしまう傾向にあるの

は生まれてからの学習効果でしょう

か。自分がいる部屋で壁があり天井

があるという容れ物としての認識が

いつも行われているわけですから。

　中島　一昨年ですか，山崎さんと

一緒に福岡に行きまして新しいNH

Kのスタジオで固体メモリー（固体

録音機）による音のデモを行ったこ

とがありますが，その時にいろいろ

な機械を空調を含めてすべて止めて

デモを行ったわけですが，これまで

と非常に違って大変よく細かな音ま

で聞こえたんです。それはノイズの

ない空間でのデモだったせいです

が，いつもノイズの中で音を聞いて

いたんだなということを改めて認識

しました。東京のようなところで生

活していると，いいかげんに音をエ

バリューションしているような気が

します。

　安岡　それは人間の慣れというか

自己防衛的な作用が働いていること

でもあるんです。それが働いている

から生きて行けると言うことでもあ

りますが…。生まれたままの人間

というのは，非常に感性が豊かであ

ったわけです。

　中島　そういったことではだんだ

ん音の感覚がにぶくなって，絵の感

覚だけになるような気がします。

　山崎　特にミュージシャンもミキ

サーの方たちも大音量で聞きますか

ら特にそうですね。ノイジーな空間

で音を聞くのは考え直さなければな

りません。固体録音機はそういった

実験に向くわけです。圧縮の規格化

についてもそういった静かな部屋で

評価することを前提に行ってみる必

要があります。絶対音感というと音

程に対してですがもっと音圧レベル

に関心を持つべきなんです。

　スピーカー再生などハイファイ再

生チェックを行う上ではまず音圧を

そろえて行うのが当たり前で，それ

を無視してだんだん大きな音で聞く

のが当たり前なってきているのがよ

くないと思います。

室外音響を

　また，これは建築関係なので余談

になりますが，これからは建物の外

壁なども吸音を考慮すべきだと思い

ます。これで都市の騒音を吸収して

行く工夫をするべきで，それが我々

の耳を守り，良くすることにつなが

るんではないでしょうか。室内音響

ばかりでなく室外音響をということ

です。サウンドスケープというのは，

音を出す方ばかりでなく吸収するこ

とも考えなければいけないというこ

とです。

　中島　外壁に反射性のものが多い

というのは構造上からきて，そのよ

うな吸音性の良い材料がないからで

しょうか。

　安岡　耐候性のある吸音材料が少

ないということです。

　山崎　外断熱，外吸音の材料を採

用して“静音都市”ができればすば

らしいと思います。

　中島　それはいい，安岡さんそう

いった材料はないでしょうか。

　安岡　セラミック系ならないわけ

ではないのですが，今のところ高価

で採用するところは少ないですね。

それに外断熱のことですが，これは

建物の中に熱を取り込んで外側を断

熱しますと建物のなかがかなり均一

な温度分布になります。それから地

球環境問題で，いま太陽の日射で都

市がヒートアイランド化しているこ

とが問題になっていますが，都市に

樹木をたくさん取り込むことで，緑

の光合成もありますが，水分蒸散な

どで温度上昇を抑えようという動き

もあります。

　建物の屋上や壁面を緑化するのと

同じような意味で，音を吸収する

外壁材料を訴求することはあると思

います。それは決して難しいことで

はないでしょう。音の平行配置の公

団住宅での調査ですが，ベランダに

一斉に布団を干したときとそうでな

いときで，残響や騒音の大きさが異

なるんです。こなことから外壁にも

責任をもって都市空間を作らなけれ

ばいけないということを強くアピー

ルして行きたいものです。

　山崎　日本オーディオ協会として

これからは室内音響だけでなく環境

における室外音響を考えるようにし

たいところですね。これは布団の話

と同じですが，私も半導体技術を応



JAS journal ‘95･1月号

用して傾斜材料ができないかなと考

えています。発泡や気泡層をもった

コンクリートを作れば済むんではな

いでしょうか。

　セラミック系や火打石のようなも

のでできたものはありますが，作る

のが少し面倒でコストもかかる，そ

れならコンクリートで傾斜材料のよ

うなもので作れば安く上がるし，断

熱，吸音，遮音にも効果があり，し

かも現場施工も可能で仕上げも容易

というものが作れるんではないかと

思うんです。まだまだ構想段階です

が，街全体を再開発するときなどに

ぜひ実現したいと考えています。

「音の日」の意義

　安岡　先ほど協会で制定された

「音の日」というのはそういった内

容も含んでいるのでしょうか？

　中島　まだ始めたばかりでなんと

も言えませんが，そこでは協会とし

てもこれまでとちょっと変わった音

のとらえ方の方向性を打ち出したい

と思っています。人それぞれに音の

日のとらえ方が違っているようです

が，それが幅広く広がって行くとい

うのがいいんだと思います。

　山崎　それは音響学会にもご提案

いただきましたが，この学会はオー

ディオ分野以外の会員も多数おられ

ますので，今年は間に合わなかった

ようですが，ぜひ学会としての音の

日を盛り上げてもらいたいですね。

　中島　協会は現実に機器を扱う立

場でオーディオを取り上げ，学会は

これに合わせていいシンポジウムを

開いていただければ，と思っていま

すが……。

　安岡　それに合わせて騒音制御工

学会や建築学会なども何か行動でき

るとよいということでしょうか？

　中島　そうです。いろいろなレベ

ルで何かやっていただいて，そんな

ことも音でできたのかという発展に

つながって行けば良いと思います。

　先ほどの室外音響というのはまさ

に非常にいいテーマだと思いまし

た。たまたま今年機会があってアイ

スランドに行きましたが，8日間滞

在して思ったことは音の環境の様子

が全く違うということでした。人口

は28万人と少ない，冷房はいらな

い，暖房も電気も地熱で賄う，鉄道

もない，車もわずか14万台と少な

い，そういった徹底した静かな環境

は自然の音を見直させる結果になり

ました。そこでは何となく違う，空

気が澄んでいたこともありましょう

が，音の方向性が良く分かり，しか

も良く判別がつくと，もう一度音を

見直したいという気持ちにさせられ

ました。

　安岡　わたしも郷里の峠道でそれ

と同じような体験をしたことがあり

ます。はるか離れた人里からの鶏の

声を手に取るように聞くことができ，

耳が洗われるような気がしたもので

す。もっともそこから東京に戻って

くるとまた妙に“缶詰”の音も聞き

たくなりましたが。ですから，いろ

いろな生活体験をすると音の見方，

聞き方も変わるということですね。

　中島　それを皆さんにやっていた

だきたいと思います。12月6日だけ

でもいいからそれを実行する日と決

めていただく……と。

　山崎　本当にそうですね。ユネス

コに出掛けてみると価値観の違いを

認識させられることがあります。ユ

ネスコと協力して暗くて静かな郁市

を取り戻そうという調査研究を始め

ようとしたのですが，多くの国にと

っては，明るくて騒々しい音がある

のが文明だという意見すらあるくら

いですから。なにもこれは開発途上

国だけでけのことでなくハワイ大学

の学者である昆虫学者マーティンシ

ャーマンさんが1956年ごろ東京に

来られ，「東京は快適な街である，

遠くから街のざわめきが聞こえて心

地よい，ハワイではいくら耳を澄ま

しても波の音と自然な音しか聞こえ

ない」と言われたんです。これこそ

環境が人間に与える影響の好例では

ないでしょうか。当時私は静かで波

の音の方がよっぽどいいと思ったの

ですが……。（笑）

　先程も述べましたが最近とみに音

圧に鈍感になってますよね。これは

提案ですが日本オーディオ協会の出

すCDでもよいのですが，ハイファ

イリスニングチェアではありません

が，聞くときの音圧レベルを自動的

に調整する“いす”とレベル管理を

サブコードにデータとして入れた

“CD”をぜひ作りたいですね。特に

クラシックのようなワンポイント録

音の音楽ではそういうことがしやす

いと思います。まず，リスニング

ポイントでの絶対音圧を合わせる，

その上で必要ならレベルを動かして

もらって楽しむ，そんな環境を作っ

てほしいと気がします。

　安岡　それはそうだと思います。

われわれの視聴覚のダイナミックレ

ンジが非常に広くなっていますが，

実際使用している範囲が狭いですか

ら，平行移動に関してはかなりむと

んちゃくなわけです。ですから原音

収録といったときに絶対音圧は情報

としてどこかに欠落してしまってい

る。
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　山崎　ボリュームコントロールレ

スといった発想も必要でしょう。極

論ですが，そういったオーディオ機

器すらあってもいいような気がしま

す。うるさかったら布団でもなんで

もかぶって聞く，小さかったら近づ

いて聞く，と。

　安岡　私共の心理実験で，現場で

聞いた音と収録してきた音の再生比

較で，「らしさ」を合わせるという

か，その再生音を現場と同じように

聞こえるように調整させる実験をし

たところ，10～15デシベル程度再

生音の方が低いという結果が出まし

た。人はそれだけ実環境の中では音

を総合的に聞いているということで

しょうか……。

　中島　それは音を切り出してもっ

てくるからということもあるかも知

れませんね。

　安岡　そこはまだ良くつかんでい

ませんが，画像を加えると多少変わ

りますが，とにかく再生音では全体

にレベルが低くなります。一方，明

るさはほとんど変わらず大体合うん

です。ですから大きさに対する恒常

性といいますか，本当の原寸で1対

1に対応するかどうかまだ分かりま

せん。

　山崎　そうですね，記憶色と音の

記憶（記憶音）という面でみてもそ

れはかなり似たようなものがあるよ

うです。みんなに共通の認識がされ

ているとみてよいでしょう。外の音

を現場と同レベルで再生実験すると，

音が大きくて大さな苦情が上がりま

すから。1つは線音源的なものをス

ピーカーで再生するからという問題

もあるでしょうが……。

　先程らいVRとかハイファイの話

が言われていますが，木内雄二先生

が以前テレビジョン学会誌（1987，

834～835ページ）に書かれていま

したが，テレビ画面も片目で見れば

非常に自然だと，これはほんとうに

そうで単眼で撮ったものを片目で見

るわけですから自然なわけです。絵

なんかも片目で見ると自然ですよ

ね。それから音でも本当に音質を評

価するならモノラルです。マイクで

もパンダリーマイクがもっと使われ

てもいいと思います。人間の耳の高

さで取るパイノーラルというのは意

味があると思いますが，1つのマイ

クで取るならパンダリーマイクで

しょう。そこで順にマイクを下げて

行きますと明らかに情報量が多くな

るのが分かります。このようにある

程度原点に戻って見直すことをこれ

から心掛けるべきです。

フレキシブルでシンプルな

規格を　　　　　　　　　

　安岡　先程の量子化のところに戻

りますが，現実の山崎さんの1ビッ

トがどうなっているかよく知りませ

んが，普通に符号化するとレベルの

低いところはひずみが増えますが，

人間の聴覚からするとレベルの高い

ところは多少音がひずんでもいいん

ですね。これがアナログのいいとこ

ろだったんでしょうが，これを逆転

して符号化する方法はないんでしょ

うか。スレッシホールドレベルに近

いところを細かく符号化するような

ものですが……。マスキング効果で

それ以外を切り捨てるような方法で

なく。

　山崎　非一様量子化が初期の電話

で使われたことがあります。大きい

レベルは大まかに量子化し，レベル

の小さなところは細かくという量子

化方法で，Aローとか　ローといっ

たものです。ただ人間の聴覚メカニ

ズムは周波数によってもかなり違い

ますので一様には行かないところが

あります。これを積極的に利用して

いるのがDCCやMD，またMPEG

コーディングに使われている聴覚モ

デルを導入した高効率符号化技術と

いうものです。

　私のやっている1ビットはそうい

うものではなくて，量子化雑音にあ

る種の処理をして，そのスペクトル

を制御しようというものです。通常

のディジタル化ではサンプリング周

波数や量子化ビット数をどう決めて

いいか難しいので，それだったらい

っそ1ビットでやってみようと言う

ことで始めたものです。10年程前か

ら使っていますが，別な解釈をする

と非常にアナログ的な符号化だと

思います。高い周波数の音など，

また大きな音も小さな音も1ビット

で表現しているわけですから。

　安岡　それは変に重みを付けるの

ではなく，発想が全く逆というわけ

ですね。

　中島　録音するときにそういう処

理をすることはできないのですか？

　山崎　実はそれに関していま最も

悩まされているのですが（笑），そ

ういう説もあるんです。感覚的にい

うと月の表側だけ観測すれば裏側を

全部予測できるんだという説がある

くらいですから……。これで言え

ば，たとえ帯域が切れているアナロ

グでも広帯域再生の可能性があると

いうことです。再生側で努力をする

ということはもっと行ってもいいと

思います。

　博物館に保存されている古いエジ

ソン以来のレコードの復元と解析を
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行い，情報を引き出すなどの努力を

もっともっと行う必要があると思い

ます。その場合に再生側で何かがで

きるようにするため，最低限何をし

ておくかを考えるべきでしょう。後

世の英知に研究をゆだねる勇気を持

つことですね。すべて現在で行うの

は無理があります。

　安岡　折り返し情報でも残ってい

るといいんでしょうか。

　中島　その1ビットでもサンプリ

ング周波数を2.4MHzでなしに3.6

MHzないしは4.8MHzとできるだ

け高い周波数でやってくださいとい

っているのはまさにそれなんです。

そうしておけば後のいろいろな処理

でどうにでも料理できるようにして

おきたいのです。収録するときには

主観を入れないことが重要ですね。

それで取っておかないと，例えばカ

ラヤンの遺産なんかは48kHzの16

ビットでしか作れないわけですね。

それではもったいない気がします。

　安岡　最初の元で切ってしまうの

は後々に禍根を残すということです

ね。

　山崎　この辺りの数学は非常に難

しくて工学院大学の東山三樹夫教授

が真剣に数理音響というテーマで研

究をされています。結論は簡単には

出ないでしょうが，後世に記録を残

すような音はとにかくぜいたくに録

っておくことに越したことはありま

せん。高品質低コストを追及すると

いうのは工学的なもの作りには大切

でしょうが，コストと品質の概念は

そのつど変えて行かなくてはいけな

いでしょう。

　中島　そこでフレキシブルでシン

プルな規格化ということはできない

のでしょうかね。ここだけしか決め

ない，それでいて自由に利用するこ

とができるという……。

　山崎　MPEGのオーディオについ

てはもっとオーディオ側からコント

リビュートしてもいいと思います。

　中島　しなければいけないと思い

ます。

　山崎　わたしもそのメンバーに最

近入りましたが，そこでこうした観

点から音の評価をする，また圧縮も

いいけれどそれこそ答えは後世にゆ

だねようといったことまで提案して

いこうと思っています。少なくとも

これを拒絶しないでドキュメントの

中に残してもらえたら，という気が

しています。

　中島　マルチメディアの一環とし

て，今研究をされているスーパーデ

ィジタルというすごい情報量のもの

から相当情報をカットしたものまで

共存していいと思いますからね。

　山崎　保存するメディアとしては

特にそうだと思います。リアルタイ

ムで流通させるメディアにしてもい

ろいろな方式で乗せられるというの

が，本当のマルチメディアなのでは

ないでしょうか。

　中島　いろいろな記録の仕方がで

きるというところにもう1つのマル

チメディアの切り口がある気がしま

す。画一的に規格化してとなると，

スーパーハイウェイでドーンとケー

ブルを引いてきて後は勝手にやれと

言うことになってしまう。

　安岡　それですと歩くわけにいか

なくなり，かならず最低制限速度

以上で走らなければならないとくる

から多様化は難しい。

　山崎　人間一人が必要としている

情報量になると思いますが，それが

1メガビットなのか10メガビットな

のかまだよく分かりませんが，発信

や摂取にしても有限な値でその辺り

なのは間違いないでしょう。ですか

らむしろその値を最初に用意してし

まって，ハイウェイに乗るかどうか

というよりも，1ないし10メガをど

う使うかということでパーソナル化

し，伝送方法を自由に考えた方が無

理がないと思います。パソコンの可

能性が高いのは大手主導ができなく

なってきて最低の取り決めだけして

それを管理する形になりつつあるか

らです。ですから現段階では多少不

便を生じてますが随分幅広く普及し

ているわけです。それを規制したら

魅力的にはならないわけで，約束事

の少なさの良さが発揮されていると

いうことです。

　安岡　それが成長できる素地でし

ょうね。

スピーカー，ディスプレイ

の将来　　　　　　　　

左から　中島平太郎，安岡正人，山崎芳男の各氏
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　山崎　ちょっと話が飛びますが，

スピーカーとかディスプレイの将来

はどうでしょうか。

　安岡　これはむつかしい質問です

ね。ディスプレイの方はいかに目の

感覚に合わせるかということがこれ

からの研究でしょう。我々が視力1.

なにがしの値で見られるのは本当に

一点集中ですかちそこを精細にし，

その回りをどう省略するかというこ

とになりますか。ただ，それが効果

的なのは伝送系ですね。ディスプレ

イ自体はどんどん精細化してもいい

わけです。

　中島　音の場合は，例えばスピー

カーでいいますとどこを叩いても音

が出るんですね。振動板からだけで

なくって。本来の姿としては振動板

だけから音が出るということでしょ

うが，それをどう実現するかという

ことが昔からのテーマでもあり，ま

だできていないのが現実なわけで

す。

　安岡　そこで呼吸球というのはで

きないのでしょうか。

　中島　具体的にはそういうことで

しょう。

　安岡　音響学の教科書にはそう書

いてあるんですが。

　中島　そうなんです。

　山崎　耳の位置と目の位置に音と

絵を再現させるというのはできると

思います。しかし，空間で見たとき

にはVRが可能性あるんです。世界

文化遺産や自然遺産など指定してし

まうと人が殺到してしまう現象，も

っと極端に言えば，植物園や動物園

は生態系を乱すから必要ではないと

いうことで，本当に植物や動物があ

るところにセンサーなりカメラをお

いてVRで体験すれば良いではない

かということです。その場合は全周

が見えなければいけないし，双眼用

で見ても耐えるようにできでなけれ

ばならないんです。

　そのくらいの情報を送るとなると，

我々流にいうとキルヒホフの積分公

式に基づいた音場であり画像の表現

力となるわけです。そうなると，ス

ピーカーでも1センチ間隔程度に近

づいた密度の高い設置が必要になる

とか，粒子速度と音圧を望みどおり

に制御しなければならない新しい形

のスピーカーが要ります。絵の方は

これだけ多くの情報伝送が可能にな

った現在でもまだまだやることはた

くさんあるようです。

　中島　そこが一番遅れています

ね。それは21世紀に約束できるかど

うかというレベルの高いことですか

らね。

　山崎　夢としてはこのくらい考え

たいですね。象まで部屋に来て欲し

いとはいいませんが，音場はホール

そのものを持ってくる技術を確立し

たいですね。その景色は双眼鏡で見

ても耐えられるし，音もその場の音

が出せる，後は風と気温も同じにな

るとか，そうありたいです。それが

どの大きさならできるのか，何を解

決すれば可能なのか，あるいはそん

なこと望むのは無意味なのかなんで

す。安岡さんが言われましたよう

に，日の動きや耳の感覚まで見れば

パーソナルレベルで可能な領域にき

ているわけです。その場合，動きセ

ンサーなど使ってマイクやカメラ方

向を動かさないと条件を満たさない

のですが，空間内でこちらだけ動け

ばという条件であればある程度可能

性があるわけです。

　安岡　そうです，空間を丸ごとも

ってくればこちらが勝手に動くこと

で自由度が満たされるわけです。

　山崎　例えば液晶パネルのような

ものが全面に置かれて，それを自由

に制御できれば本当は等価的に実現

できることですね。音も始点が制御

できれば実現できますよね。

　中島　それは両方要るのでしょう

かね。どういう音の採り方をするか

ということとマイクやセンサーの配

置，それにスペース内の再生の仕方

と。この場合どちらが先にやる必要

がありますか。もちろんできれば

両方同時にできたほういいでしょう

が。

　山崎　わたしはこのキルヒホフス

テレオに挑戦しています。まだ初歩

的な段階ですが，千葉工大に新設さ

れた無響室の壁のクサビの中に，28

個のスピーカーを目に見えないよう

に配置してみました。こんな数では

とてもキルヒホフ積分を満たすこと

はできないのですが，そこから何か

が見えてきそうんなんです。

　安岡　例えばOSSなどで伝達関

数で逆補正しても残る分の誤差がひ

ずみとして聞こえますから，趣味の

世界ではとても認められないでしょ

うね。

　山崎　受聴者1人の耳の位置に限

って言えば，3スピーカー制御シス

テムにすればライブの部屋であって

もそれを補正できますが，広い範囲

をリアルタイムでということですと

難しいですね。パソコンに可能性が

あるのは既にマイクやカメラは付い

ていますし，これを2つにすれば自

動車から見た程度のVRが実現でき

そうだからです。

　ゴーグル形のHMDや偏向メガネ

のようにすれば映像は問題ないんで
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す。パイノーラルを見直して絵も音

もパイノーラルにしてしまう方が見

通しがあるんではないでしょうか。

それがマルチメディアの最初の回答

になるのなかと思います。

　中島　めんどうだから与えられた

ものから楽しむという風潮，それが

現実でしょうね。

　安岡　ただ，スピーカーでの空間

音場再現はパワーを出さなければい

けませんから難しいでしょうね。

　中島　8帖程度の部屋であれば実

現も可能です。それはスピーカーの

並べる数にもよりますが……。

　山崎　逆に並べてみるとどの程度

まで減らすことができるかが分かっ

てくると思うんです。そこはやって

みないことには分からない。部屋の

静けさもやってみないとつかめない

と思います。

　中島　マイクも付けてみないと分

からないし，スピーカーもです。

　山崎　スピーカーに関しては空調

との絡みもあると思います。部屋か

らみれば空調は低音の発生源にも利

用できるわけで，コーンという能率

の悪いものでやる必要はないわけで

す。低い音は気圧の変化そのもので

すから空調を利用すればいいんです。

高い音だけスピーカーで出せばいい。

空調は流速を下げることを一生懸命

行っていますが，低い周波数程度は

任せろといってもいいでしょう。

　中島　これはえらい宿題を与えら

れましたね。

　山崎　この話はNASAの風洞実

験に立ち合った方から聞いたのです

が，その風洞で気流を制御して音楽

を再生しようと試みたんですが，か

なり良い音が聞けたんだそうです。

全音域をやろうとしなければ行けそ

うなんです。呼吸球スピーカーにし

てもコンデンサーやセラミック材料

で行えば行けるんではないでしょう

か。目的に応じて材料の選択を行う，

これが今後必要になるでしょう。

　中島　ダイナミックスピーカーを

たくさん使うというのではなく，コ

ンデンサースピーカーを使うという

ことはあると思いますね。

　安岡　最近心理実験をいろいろや

っておりますと，もっと心理操作を

活用すべきだと思います。錯覚，恒

常性などの心理領域での逆補正，あ

るいは教示や想い入れ，先入観で音

を聞かせることができればと思いま

すね。建築音響的には石や木のイメ

ージで硬い音や優しい音を聞かせる

とか，音にいろいろな付加情報を付

ける技術がほしい気がします。

　今はブラックボックスが大きくな

り過ぎていて創る楽しみが少ない。

真空管アンプを楽しむ趣味が存在す

ることからみると，せめてイメージ

の世界でもハードにこだわり音を聞

く趣味が復活してほしいですね。先

程の空間音場では，音圧と粒子速度

を独立に聞いているわけではないで

すが，周波数特性に現れるピークや

位相情報から，音で空間を聞き，空

間で音を聞くわけですから，スピー

カーと空間の相性などを心理領域ま

で含めて趣味の対象にしてほしい気

がします。

　山崎　また，満足できる録音装置

を実現させてソフトの産直をしたい

と考えています。最近始めましたV

Rもその一環です。ハイテクを上手

に利用する，ということでしょうか。

空間の缶詰を早く作りたいと･･････。

　中島　自分で何かをやってみない

とと言うことですね。人から与えら

れたものだけでは満足できないよう

な感じですね。

　山崎　人にこう録ってくれと言っ

てもなかなかそうは行きませんから，

自分で録りたいと。これがソフトの

産直という意味合いです。

　安岡　それであれば例えば先程の

無音の固体録音装置でどこでも自由

に録音できるようになればいいです

よね。自分の体験あるいは隣席の人

との共有体験を反芻再現できるよう

になることが必要と。

　山崎　そうだと思います。演奏会

場の録音も人に迷惑をかけたりしな

いかぎり許してもよいのではないで

しょうか。もちろん必要なら正当の

対価を支払う。

　中島　物理的に迷惑をかけない録

音が可能になれば許されるべきでし

ょう。

　安岡　生身が出て付き合うか，逆

に出ないで付き合うか，人間，場合

に応じていろいろなコミュケーショ

ン形式を取るわけですから，それに

対してメディアが付いてくるのが自

然でしょう。

　中島　やはり在宅勤務だけではだ

めなんですよ。人間コミュケーショ

ンにマルチメディアを有効に使いた

いですね。

　時間も良くなりましたのでこの辺

りで閉めさせていただきます。どう

も今日は貴重な時間をさいていただ

きましてありがとうございました。

また有意義なご意見をたくさん聞く

ことができ，ますますオーディオの

夢も広がりました。これからもお2

人のご活躍を期待したいと思いま

す。


