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あらまし 『今まで耳でしか聴いたことがなかった音楽を今回，身体全体の細胞で聴くことができました．透き通

った音色は生きており皮膚を撫でて行くようです』の状況は、“こころが感じる”で、芸術と科学の融合を掲げる芸

術科学会の基礎テーマであり、正面から対応する。この状況をオカルトとして対応しない大多数の日本の自然科学

者を標榜する人も納得させうる、哲学的に客観性を証明した、新・電気音響論である。 それは、客観評価尺度を定

義し、人のこころに感動を喚起する高度感性情報を伝える音の音響理論であり、実際に装置を研究開発した。物理

歪量のみの定義のみで音質を言及しない従来ハイファイとは別次元の音響理論である。 

キーワード：体感・聴覚一体、東洋哲学、現代の日本の自然科学、“こころが感じる”、新・電気音響、オカルト 
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１．はじめに 
 せっかく目の前に有意義な研究対象があるにもかか

わらず、それに目をつぶってしまう日本の所謂科学的

ということを標榜する人達は、こころの沁み入るよう

な音楽の伝達や受信を、オカルトと決めつけて対応し

ない。西洋哲学のデカルトの世界認識にもとづく主観

と客観を区別して積み重ねた世界理解は矛盾をはらん

でいることが、哲学界では既に常識になっている。 

 以下に哲学者の湯川敬弘先生の言葉を引用する。『技

術と科学の違いを理解している欧米では事実を事実と

してまず認め、あたまからそれを否定しない。米英の

大学ではすでに超心理学 parapsychology の研究すら

長い伝統をもっている。それが真の科学的精神である。 

 哲学的に考えれば、現代の自然科学が唯一の普遍性

をもっていると考えるのは誤りで、技術は効用を目的

とし､効率を基準とするから世界的に普遍性を持つが

科学（science）は西欧文明の中でこの語が本来知るこ

との意味であるように、真理の認識を目的とするもの

です。ガリレオが現象の本質を「なぜと」問わないで、

状態が「いかに」あるかを数学的に記述することによ

って説明に代えるということを始めたことにより技術

と結びついたのです。さらに自然を要素と全体の関係

を機械のように捉えて､要素から全体を説明できると

する機械論的世界把握がこれに結びついて現在の技術

的自然科学があります。そこに普遍性の誤解が生じた

のです。例えば、理論的な面では 漢方を西洋医学的前

提で考えようとして、理解できず、未だに「非科学的」

などといって納得しかねているのは認識の問題を体験

的事実と混同するからです』 

 以上のように、本研究のテーマは、主観客観の区別

に固執している日本の自然科学は対応できない。一方、

“主観客観一体”は東洋思想の基本的な考え方であり、

西洋でも、事実を事実としてまず認め、これに対応し

ている。21 世紀はこの状況を必要としている。  

 

２．新・電気音響論  

 我々は、オーディオ界を対象とし、その様々な成果

の多くを「オカルト」として対応しない、日本の自然

科学者を標榜する多くの人も納得させうる、哲学的に

客観性を証明した新・電気音響論を提案し研究を進め

ている。それは、客観評価尺度を定義し、人のこころ

に感動を喚起する高度感性情報を伝える音の音響理論

である。実際に装置を研究開発して実験を重ねる実証

的なものである。  

 

３．客観性  

 オーディオにおいて、感動や芸術性の認知といった

コンテンツに直結する部分を、オカルト（計測できな

い主観のあやふやなもの）とかたづけず、計測を可能

とした。 それには、自然科学が求める客観性（計測方



 

 

法、計測環境の一般化と、それによる普遍的再現可能

性の保証）を持たせる。後述するように方法論として

評価語を用いているが、自然科学的客観性もあくまで

その実験方法、機器、環境の同一性を限定的に保証で

きる限りである普遍的再現可能性が保障されているの

で、所謂オーディオの音質再現性評価は客観的にでき

る（哲学的検討によった）。  

 

４．その方法  

 我々の方法論の要点は次の 2 点である。  

1) 深いアートは、“体感”が伴う。聴覚新モデル；鼓

膜から受ける刺激に加え、皮膚感覚（圧力感覚情報）

と内臓を含む身体の振動の体感を加えた。  

2) 音感覚は形容詞で表わされる。 1300 あまりの形容

詞を KJ 法でまとめ、主成分分析し、得られた 26 代表

形容詞を 6 個の代表形容詞（凄み、胸にしみこむ、空

気感、緊張感、のり、音の重心の低さ）に分類し、こ

れを経て、最終的な客観尺度として次の 2 主軸形容

詞：“胸に沁み込む音”、“漂う空気感”にまとめた。[1][2] 

 図 1 を使って詳しく説明する。2 主軸形容詞は客観

であって、主観ではないから、個々の人の好き嫌いは

評価にあまり影響しないが、更に条件を整える。例え

ば、「漂う空気感」の音を主観的に「気持ちが悪い」と

言う人もいるし、「胸に沁み込む」音を、主観的に「辛

くて聴いていられない」と言う人もいる。でもその人

達でも、「胸に沁み込む音」、「漂う空気感」で、客観的

に評価してもらうと、その評価は、他の人達の評価結

果とほぼ同じになる。すなわち官能評価の評価結果は、

人によらない、客観的である。客観評価の個人差はそ

の人の感度の違いのみになる（性能の良い測定器か、

性能がイマイチの測定器かの違い）。  
 このようにして得られた新・電気音響論は、物理歪

量しか定義のみで音質を言及しない従来ハイファイと

は別次元の音響理論である。以下に特徴を述べる。  

１）「漂う空気感」、「胸に浸み込む」が横軸の右寄りに

ある。それらが再現できることを新・電気音響は要求

する。 

２）「従来の理論、システム」では横軸の浅い領域にし

か対応できていない。 

３）図 1 の縦軸について。 

i.具体的な音の縦軸の位置については、人によって千

差万別であろうが、「漂う空気感」、「胸に浸み込む」を

再現できれば、大半の人の感じ方を包含しうる。  

ii. 森の音は、左脳処理がされていない本能的なもの

故、右上においた。 

iii. 縦軸については、必ずしも「右脳」だけではなく、

過去における「右脳」で得た感情の体験が、記憶と左

脳処理で脳内に蓄積され、特に左脳処理結果が個人的

な差を産んでいるであろう。その音を聞いた時の、自

分の心理状況などを含めた、音以外のあらゆる環境情

報が、「右脳」「左脳」で処理され、人の縦軸の評価基

準が作られていると思う。いったん、「山口百恵」が好

きになると、或いは「カラヤン」が好きになると、録

音（あるいはおもちゃの再生装置）によって横軸の位

置が浅くても、それとは無関係に縦軸が高くなると言

うこともあろうが、そういう特殊性による変動は許容

する。図中に例として描いた“シゲティのバイオリン

演奏音”は、個人の好き嫌いで縦長の楕円エリアが上

下に変わる。そうであっても、「漂う空気感」、「胸に浸

み込む」が横軸の右寄りにあり縦長であることに変わ

りはない。 

 

５．研究開発した成果  

 自然科学の従来オーディオでは、「歪が無いこと、聴

覚上聴こえる範囲を全て再現すること」が無歪の条件

である。それを実現した音は、「ただ鳴っているだけの

音」以上の評価は得られない。一方、「自然科学×アー

ト」の 2 主軸形容詞：胸に沁み込む音、漂う空気感再

現を不可欠の物理特性、その実現のハードウエアー実

現した装置は、別次元の評が得られている。 

 現在、我々は、本稿で述べた別次元感性システムを

研 究 す る 「 深 い 感 性 の テ ク ノ ロ ジ ー 研 究 会

（http://niz237gt.sakura.ne.jp/hmlab/）」と、その

成果に基づきオーディオシステムを製作する「 HM ラボ

（http://www.k5.dion.ne.jp/~hmlab/lab.html）」の 2

軸で活動している。上記 URL を参照されたい。 
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図 1 官能評価語と主観評価語の関係  

（主観と官能は直交するので、主観の深さを縦軸、

官能の深さを横軸として描いた）  


