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結 輩 壷

リッビング方式は過渡期の

産物

むかし本誌に．故瀬Iii冬樹さんが

とても印象的な一文をお書きになら

れていました　それば　西条車夫さ

んの依頼で九州のM夫人にLP装

置を製作，届けだときのことでク

レデンザのゼンマイを巻き上げる

M夫人の後ろ姿に漠とした気品を

感じたそうです．

クレデンザに限らず　昔の手回わ

し蓄音機はいろいろと手間と準備が

必要な音出し機械でした　使い手の

心得も厳しく問われるものたったの

です．

そういう儀式を伴うことは，SP

蓄音機に限らずLPプレーヤでも同

様でした　たぶんいまの若い人にア

ナログ・プレーヤを十全に使いこな

し，M夫人のような所作で音楽を

聴くことを期待することはできませ

ん．楽章の切れ目にリブタの手助け

なしに針をおろすような基本的なこ

となども．無理でしょう．

過去を振りかえると，いまのCD

プレーヤやSACDプレーヤほど簡

便に操作できる音出し機械はありま

せん．再生，停止．トラック指定な

どは子供やお年寄りでもできます

が　そういう安楽な機械の登場は

1980年ころにCDが登場するまで

はなかったことなのです．

それに比べて，これから主流にな

るであろうインターネットに依存し

た音出し機械は　とてもそこまでの

操作性は期待できません．その点で

は，簡単とされるiPodも似たよう

なものかも知れません

若い人たちがCDを経験するこ

となく一気にiPodで音楽を鑑賞す

る時代になりました　確実に変化が

訪れてきたのです．いまどきCDプ

レーヤを貰う若者などいませんし，

CDウォークマンなどは博物館展示

物です．

そんなCDに未来があるでしょ

うか．専門誌でいまでも取り上げら

デジタル・ピュア・オーディオ

への展望

●是枝さんのリス二ング・
ルーム風見　前面に見え
るのかデッカ“デコラ”

を目指して製作中の電
蓄型ステレオ・セット
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パソコンなしでは成立しな

いのがPCオーディオ

ここで　最近ややこしくなってい

るPCオーディオの定義をします．

これは私の主観ですから，そうご了

解ください．

まず　典型的PCオーディオと思

われているDSシステムはPCオー

ディオではありません．では，どう

してそういえるのでしょう．コンピ

ュータが関係しているではないか，

これをコンピュータ・オーディオと

いって何が悪い，という類いの疑問

です．よほどのかたでもそう誤解す

るようです．

この疑問はもっともです．でも．

いまどきの気の利いたオーディオ“

マシンはほとんどCPUが内蔵され

ています．リモコンで操作ができる

ものには全部入っています．むろん

CDプレーヤには高度なシステムが

組み込まれています．でも，それら

をPCオーディオというでしょう

か？

ここでは「PCオーディオとは

再生にあたってかならずMacかウ

インドウズ機が信号伝送に介在して

いるもの」と定義したいと思いま

す．この場合は再生中につねにPC

が動作しているので　S／Nや処理

速度．ひいては音質がPCによって

制約を受けます．これは純オーディ

オ・マシンとはいえません．

PCオーディオの世界は極めて変

遷が激しくて値段が安く，まだ　ど

この馬の骨かわからないメーカーが

乱立していて，古くからのフアンが

取り付く島などなVi、ものです．従来

からのオーディオ・メーカーが毛嫌

いし，専門誌が及び腰になる気持ち

もわかります．

iPodはどうでしょう．これも動

作にPCは関係しません．
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1●リンDCシステムの操作画面

すでに把odの音は，非圧縮で聴

く限り，なまじのCDプレーヤでは

とても勝てないレベルです．ふつう

の人はこれで十分です．これはピュ

ア・オーディオ機器です．でも，あ

まりに小さくて頼りなく，古くから

のオーディオ・マニア，とくに本誌

？ような専門誌の読者には役不足で

満足できないでしょう．

主流はUSBメモリスティッ

クに

ご承知のように，昨年暮れにビー

トルズの全アルバムが1個のUSB

メモリスティックになって発売され

ました．全世界で3万本，日本の割

当は1800本ですが　日本以外では

即座に完売になっています．例外は

日本だけや　きすがガラパゴス・ジ

ャパンです．日本でも，すでにエイ

ペックスからUSBメモリでHさん

のアルバムが出ていますが　これは

似て非なるものなのです．これは

MP3で記録されていますから，真

のハイファイ・システム用ではあり

ません．

ビートルズのメモリスティックで

の発売は画期的な出来事で　さすが

英国．さすがEMIです．

右欄へシャケ写を抜き出してとりこむ

日本では大きな話題になりません

でしたが　どういう思いでEMIが

こんなものを発売したかばいまの若

い人はピンと来ないかもしれませ

ん．FLAC／ブラック・ロスレスで

の発売もさまざまな意味合いがある

でしょう．

いろいろな解釈や憶測があると聞

きますがlつだけいえることはこ

れがビートルズだということで　し

かもコピー・プロテクトなしですか

ら．この一点でEMIの覚悟がわか

ります．

ご承知かもしれませんが　ビート

ルズのiTunesでの発売はいまの時

点で実現していません．数年前から

の懸案だと思いますが　それを差し

おいてのレコード店でのUSBメモ

リスティック販売です．

ビートルズのUSBメモリ棒（？）

は44．1K／24ビットで16Gのメ

モリスティック1本に入っていま

す．＿FLACで可逆圧縮されていま

すから極めて高音質で　CDなどま

ったく比較にならないでしょう．で

も，これを簡単に再生できるものが

ほとんどないのです．

いま現在でもUSBスティックを

挿して使える機械はいくつかありま

ラ　ジオ技術



超高速化も同様です．もともとクロ

ック精度を管理しやすい方式なの

で　DSには極限的な起債ジッダ性

能があります．

リッビングに使うCDドライブ

も．つねに各社の最新型が使えます

し，データの備蓄に使うNAS＿もそ

のときの最良モデルに変更できま

す．でもDSそのものの音質はPC

にぜんぜん依存しない純然としたデ

ジタル・オーディオ機器なのです．

このようなコンセプトのものはお

おかたのオーディオ・メーカーにと

って親和性の高いものだと考えま

す．この方式では大きな方向が決ま

っていれば　あとはそのときそのと

きに最新のものを導入すればよいわ

けです．

多くのメーカーが目指す一体型シ

ステムでは　機械部分が不調でも全

部をメーカーに送らないといけませ

ん．これはもうテレビ・ビデオの世

界です．テレビは壊れませんが　回

転系のビデオは壊れます．MTBF

（MeanTheBetweenFaiIure／平均故障

間隔）がぜんぜん異なる機械を同居

させることば　工業製品では難しい

でしょう．

シンプルにするために，一体型で

何もかもまとめたものが理想だとい

うことはわかっています．でも，そ

ういったものを開発できるメーカー

は大きなグランド・デザインが引け

て，資金的技術的に余裕があるとこ

ろだけです．お金はともかく，そう

いう構想が描ける人はアップルのジ

ョブスだけかもしれません．冗談で

すが　まあそれくらい難しいという

ことです．

そう考えれば責任を分散したリン

のシステムはたいへんに合理的なも

ので　いきなり正解を出したものだ

といえます．あまりによく考えられ

ているので　他社がこの領域に手を
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●192K／24ビット対応で2万円弱という米ICON社の“CUBE録

出しにくくなっているようですが

でもこの方式がいちばんでしょう．

これがPCオーディオ機ではない

という証明は簡単にできます．試し

にPCの電源を切っても，LANケ

ーブルを抜いても関係なく音は出ま

す．インターネット・ラジオも同様

で　これなどはPCどころか．

NASを切っても関係ありません．

ただし．LANの中心であるルー

タを切ると，すべての音が出ないの

です．このことはシステムがルータ

を中心としていることを明示してい

るわけです．司令塔はルータで　だ

からこそイーサネット・システムな

のです．ルータはインターネットを

引き込んだところにlつあればよ

く，そこから家の隅々にLANケー

ブルを引けばよいのです．リビン

グ・ルームに置いたNASの音源は

家のどこからも利用できます．

PCがなくてもよいわけですか

ら．大電力を消費しノイズの固まり

であるPCの影響をまったく受けま

せん．つまり，これはPCオーディ

オではなく∴デジタル“ピュア・オ

ーディオなのです．

ネット型はエコロジカル

これからのオーディオ＿・プレーヤ

はどうすべきでしょうか　あくまで

ソフトが主体ですから，イーサネッ

ト環境タイプとPCオーディオ・タ

イプのどちらがよいかば　実はどう

でもよいことかもしれません．

たとえば第5図のような2つの

例を比べると，完全にPCのデジタ

ル・ノイズを消し去り．リアル・タ

イム処理を含めてCPUの能力がさ

らに向上すれば　表面的な優劣はな

くなります．そうそう，PCのクロ

ック糖度の劇的な向上も必要です．

ネットで高音質音源をダウンロー

ドすることは制約が多くて，“誰で

もどこでも”というのは当分無理で

す．当たり前なことですが　レコー

ド・ショップの存続も切実に望まれ

ます．

EMは多分こう考えたのです．

パッケージ・ソフトは近い将来CD

に代わってUSBメモリで行う．地

球環境に配慮して，いずれレコード

店にホスト・コンピュータを置き

持参のメモリスティックやハードデ

ィスクに入れる．そのメッセージを

ビートルズに託したとしか思えない

のです．

ハードディスクは店に持ち込むこ

とが難しいと思いますが　メモリス

ティックでしたらどうってことはあ

りません　44，1K／16ピットは

CD1枚分800円．88．2K／24ビッ

トは2000円くらいにするのです．

すでにリンのダウンロード・サイト
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ではそうなっています．地球環境の

ためにはこれしかないでしょう．い

ずれ国連あたりでそういう決議勧告

があってもおかしくありません

CDの原材料は石油なのです．

これからの変遷はあるかもしれま

せんが　現状でいえばUSBメモリ

スティックにはFLACとMPEG

で記録することが望ましいのです．

非圧縮のWAVの必要はないと思

います．FLACは圧縮ですが　も

とに戻る可逆形式ですし，情報量が

少なくてすむ利点以外に音質も

WAVより好きです，この点で

EMIの選択は理由があると見るべ

きです．

ALAC／アップル・ロスレスで記

録するということも考えられます

が　フリー・ソフトのFLACであ

れば　ハイエンド・オーディオ用と

して文句はありません．そしてプロ

テクトなしに記録していただきたい

のです．少なくとももとがアナログ

録音ではそうありたいものです．

一方でオーディオ・メーカーに要

望したいことは．FLACで収録さ

れたUSBメモリスティックをプラ

グオン・プレイできるようにしてい

ただきたいのです．フロント・パネ

ルにディスプレイをはめ込んで　ジ

ャケット写真はもちろん　ライナ

ー・ノートを読めることも大事で

す．たいへん難しいような気がしま

すが　できるでしょうか．

ハイファイ趣味が滅亡しかかって

いるこの期に及んでも．いくら古い

録音とはいえ，高音質音源をプロテ

クトなしに売るなんて，と抵抗して

いるギョウカイのアナタ，あなたは

まちがっています．これほどネット

からのダウンロードが普及してくる

と，高音質音源から海賊版を作るこ

とはまったく馬鹿げていることで

す．そんな手間をかけてもその高音
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質音源なと灘も買いはしません．流

行モノは別ですよ！

クラシックやジャズで真塾によい

音を追求している変わり者がいった

い世の中に何人いると思っているの

でしょう．最初にしっかり10人分

ほどのお金をとれば　よいではあり

ませんか．少々コピーが出回っても

いいでしょう．

さらにいえば　コピーで持ってい

ても，もとを聴くともっとよいので

はないか，という好奇心があるのが

マニアの本性です．これがケーブル

1本　真空管1本に大枚を投じるオ

ーディオ・マニアの心理で　ふつう

の人はMPG音源で十分です．

メモリスティックなどで高音質音

源力涜られるようになっても，先ほ

ど希望したような簡単な操作性は多

分無理かもしれません　組み合わせ

によって，できることとできないも

のが出てくるはずです．理想はPC

抜きでも，PCに頼らないといけな

い部分は多いものです．そうなる

と．これからはPCを避けて通るこ

とは難しいでしょう．どこかでかな

らずご厄介になるのですから．そう

いう意味でここ20年は太平楽でよ

い時代でした．

技術が大きく変わる刹那に名機は

登場する，とは五十嵐一郎さんの金

言です．ネット社会が到来しました

が　従来モデルのCDプレーヤにク

レテンザに相当するものが出るので

しょうか，あるいは，もう出ている

のでしょうか．

前衛と古典を同居させた電蓄

さて．そうはいいましても，人は

どこかで心のバランスをとらないと

いけません　前衛と古典はつねに私

の中では同居しています．

いまは電蓄に心を奪われていて，

大型電蓄を作りました．ステレオ・

デコラより多少大きく，したいこと

はすべてしましだ　内蔵のアナロ

グ・プレーヤはEMT－930，デジタ

ル・プレーヤはクライマックスDS

です．主系統アンプはWE－3（mB

（A）pp，他に全方向放射型トウイ

ーク駆動としてEL－34PP，残響用

スピーカ駆動としてTDA－7294を

用いた半導体アンプを内蔵していま

す．スピーカはタンノイの12イン

チ／モニター・ゴールドが4本，そ

れに遮断特性を変更したキットヒッ

ト社のHIT－STl型無指向性トウ

イークです．

DSは，LANに接続すると，遠

くにあるNASのデータを再生する

ので　デジタル・ライブラリを筐体

内部に内蔵せずとも再生できます．

むろん192K／24ビット音源も聴け

ますし，高音質インターネット・ラ

ジオも聴けます．その気になれば

BBCやラジオジャパンのネット放

送も聴けるのです．伝統的に電蓄は

ラジオ放送が聴けることが大事なの

です．ごく最近は　LINN／DSはア

ップル・ロスレスにも対応しました

から．さらに用途は広がりました

コントロール部はトランスだけで

構成していて，増幅回路は入れてい

ません．クライマックスDSや

EMT－930の送り出しはトランスな

ので　これが最良です．

電蓄筐体は神戸の家具工房に依頼

しました　サランネットはいまはよ

いものが見当たりません　今回は見

送りましたが　サランネットこそテ

キスタイル工房に依頼すれば望むも

のが製作できます．

箇体やテキスタイルの制作費はオ

ーディオ機器に比べるとずいぶん割

安なのです．ほんとうの趣味は高い

海外オーディオ機器を買うことでは

ありません．感性に即したものを作

ることだと思います．
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