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The Absolute Sound: MQAインタビュー   2016年 1月 5日 
 

Robert Harley: まず MQAのコンセプト概要を技術ではなく目的から始めましょう。 

J. Robert Stuart: MQAでは一連の技術と共にひとつの哲学が体現されています。その
哲学はまず録音について我々が出来る最良のことを行うことです。音というのはアナロ
グですから、そこで演奏活動の原初に戻ります。音はアナログで生まれ、空気中でアナ
ログとして存在し、我々がそれを聴く時もそれはアナログです。つまり我々の体験はア
ナログだということです。	  
あなたが演奏会の席にいて、演奏者は前方にいると仮定しましょう。そこで我々と演奏
者の間に音を変えることなく置けるものは何だろうと自問します。音を変化させるもの
ならそこには空気が存在していて、しかもなくてはならないものですよね！音をぼやか
したり減衰させたりする度合いを録音システムの許容劣化度の物差しとするというの
が MQA哲学を構成する要素のひとつになります。	  
アナログ録音方式はすべて、信号を時間と空間の中に曝すようなものなので、アナログ
固有の問題につきまとわれる訳です。ノイズあり、歪みあり、繰り返しは効かず、しか
ももろい。アナログ録音というのは大体において 2度と同じことはなく、ロッシー（情
報損失的）で、再生する都度劣化する。LPでもテープでも同じです。80年代初頭から
世界はふたつの理由からデータ伝送にデジタル技術の使用を望むようになります。ひと
つは利便性、そしてそれがインターネット言語であり頼りになるからでした。	  
しかし MQAが焦点を当てようしようとしている核心問題の周辺状況はどれもこれも、
音をデジタルに変換すること自体が不自然な処理だということになります。デジタルの
絶対的主張というのは、信号が一旦デジタルになればそれをやりたいように扱えるとい
うことでしたが、問題を多発させているのはアナログ信号をデジタルに取り込む部分と
デジタルをアナログに戻す部分のふたつの関門です。一方 MQA哲学というのは、信号
の対デジタル・イン／アウトを最善の方法で行い、その伝送を効率的に行う洞察を持た
せるよう努めることです。	  
デジタルオーディオの問題のひとつは業界が、帯域には制限があるという時期もあって、
ロッシー圧縮に傾いたことです。音質を利便性や効率と取り引きするという全体として
の下降傾向がありました。ロッシー圧縮の使用は録音工程の話ではないし、決してそう
あってはなりません。	  
我々のビジョンは録音のアーカイバル・マスターが最重要な部分で、アーカイバルには
完全以上の定義による何かを持たせ、20 年後にそれを取り出した時、信号の再構築に
今以上のものが備わっているべきなのです。	  



 2 

録音音楽の歴史では、流通されるものがアーカイブと同じということもあれば、異なる
ということもありました。しかしアーカイブはたとえ流通が叶わないとしても正真の最
良のものにしておくべきだというのが我々の考えです。MQAはそのためのものであり、
そしてまたそのスタジオの音や既存のアーカイブの音をできる限り忠実に今日の聴衆
に配布するためでもあります。	  
	  

ソースマスターから再生機器までの現在のデジタル系は何がダメなのですか？ 

MQAが対処している現行デジタルの問題は何ですか？ 

その質問自体、まず問題になるのは「マスター」とは具体的に何を意味して質問してい
るかですね。マスターが A-‐Dから取り出したデジタルファイルのことなら、それはオー
ディオマニア・コミュニティで知ったかぶりに使われる記述物であって、スタジオでは
ロッシーなものです。MQA の世界では、実はマスターとは最初にファイルを起こした
時の音そのものだと考えるように提言しています。それにアクセスできるというのが最
も重要なことになります。A-‐D変換がもたらす劣化よって汚されるようなことなくマス
ターにアクセスしたいし、D-‐Aを通す汚れなしにそれを再生したい。問題は再生系にも
録音系にもあって、典型的な A-‐D変換概念というのはハイレゾを求めるリスナーの視点
からは理想とは遠い具現化がなされています。	  
純粋に学究的な作業としてなら全く新しい A-‐D と D-‐A 変換を作っただろうし、それは
素晴らしいことになったと思います。しかし実用的にはすでに何億もの DAC チップが
動いている訳でしょう。アップルに対して「この iPhone のチップを変えてくれ」とは
言えませんよね。そんなことは実現できない。そこですでに使われている DAC チップ
からどうやって最善の結果を引き出すかが我々の作業となります。	  
技術者がスタジオで聴いている DACは当然あなたの DACとは違う。リスナーとしての
あなたはスタジオで聴けるようにそれを聴くことは出来ません。MQA はファイル内の
音にアクセスするだけではなく、スタジオの DAC もあなたの家にあるデコーダ機器の
DACもお互いずっと近い音を再生するよう動作させるということなのです。	  
我々は実際に上流はスタジオのアナログサウンドに遡り、下流はあなたの再生機器のア
ナログサウンドまで下っています。我々がやろうとしているのは、概念的には、これら
両端の変換器を直結することで、それは A-‐D と DAC の高速デルタシグマ変換というこ
とになります。これが透明度と正確度における大きな前進の本質で、これによって音は
すべてオリジナルのアナログ音に近づきます。	  
録音スタジオではマイクフィードあるいはアナログテープレコーダーにアクセスでき
るので、それをデジタルと比較可能です。アナログ信号を A-‐Dに供給し、そのまま D-‐A
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に直結した場合、その出力が入力とは違って聞こえるというスタジオに我々は数多く会
っています。同じにならないのは、プリエコー、ポストエコー、タイプ違いの量子化、
演算ノイズ、時間的ぼやけなどを起こす急峻なデジタル処理があるからです。トランジ
ェントが来た時、対処に長時間待たされるプリリンギングやポストリンギングがあるか
らです。それは自然界の音との繋がりに於いて余りに大雑把であるが故に不自然です。	  
我々はそうしたことが起こらないよう MQAを設計しました。現にプリリングは皆無、
ポストリングも基本的にはありません。そしてすべてがコンパクトで、時間領域に於い
て緩みがありません。	  
	  

MQA ファイルには A-D 変換の情報が含まれていて、デコーダは何らかの A-D 変換の問

題を修正できるということですね。 

その通りです。エンコード処理の一部で日付コードや著作権者のような副次情報を追加
しています。エンコーダは A-‐Dに関する情報を持っていて、それがどのように信号をカ
プセル化したかをデコーダに伝えることによってデコーダは最良の復号処方を用いる
ことが出来ます。発生する時間領域のぼやけは音楽により異なりますが、当該コンテン
ツに対して最短に抑えられます。	  
	  

現状に対してどのような進歩を MQAは可能にしたのですか？ 

MQAはこの 20年間で大きく変化したふたつの科学的洞察に基づいた開発です。ひとつ
はデジタルサンプリング理論における重大な進歩です。ナイキスト定理でサンプルレー
トの半分以上の信号は録音できないとされていることは実際にはガイドラインなので
す。情報処理のような他の分野では、しばらく前から一定条件下では厳密にアンダーサ
ンプルできると理解されてきました。言い換えれば、『信号の革新性が限定量内であれ
ば』、標本化理論で示されている以上の情報を伝送系から取り出せるということで、そ
れは音楽でも該当します。ある星の周囲を回る惑星を発見したければ、アポダイジング
あるいは光学領域でのアンダーサンプルを行う必要があります。オーディオ業界はなぜ
かこの進歩を無視してきました。「我々はナイキストを得た、これで完了」と。	  
並外れた進歩があったもうひとつの分野はニューロサイエンス（神経科学）です。	  
	  

神経科学が MQAの技術的方向性にどのように影響したのですか？ 

我々はデジタルオーディオのあるパラドックスを理解したいと思っていました。それは
なぜ 96kHzは 48より音が良いのか、192はなぜ 96より若干良いのか、384も 192よ
り、さらに 768 でさえ 384 より実際に良いのはなぜなのかということです。その都度
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データレートは倍になりますが、音質的なリターンは急速に小さくなって行きます。	  
これが謎であるのは、我々が 20kHz 以上は実際には聞こえないからです。純粋に周波
数領域的観点からはハイレゾのサンプリングはあまり意味をなさないと思われ、ハイレ
ゾは次の段階を担うものにはならないだろうという懐疑論者を目にする訳です。	  
それでも一方で違いは現実にあると制作者や録音エンジニアは理解しています。録音エ
ンジニアに対して、「理論が否定しているんだから、192 で改善なんか聞こえない」と
言えば、彼らはあなたのことをアホと思うでしょう。彼らにははっきり聞こえている。
それは彼らの日常経験なのです。一般に高レートほど音が良いのは、高周波数で標本化
すればファイル内のリンギングが少なくなり、リンギング自体も短時間になるからです。
さらにフィルターや量子化での演算ノイズが改善される可能性も多くなります。（これ
らふたつのメカニズムについて現に我々は分離して最近試聴実験を実施したことを 10

月の AES会議で述べています。）音響的に見れば、これは音の上に薄いカーテンを被せ
ているようなもので、もし同様の処理を映像領域で行ったとしたら、冗談だと思うでし
ょう。フィルターがリンギングを起こす振る舞いからすべてのエッジが二重線で見える
というのは許容されません。我々が陥っている混乱は理解不足と実用主義の混合物です。
我々の出発点を考えてみてください。サンプリングを上げればどんどん音が良くなると
いうのは変だなあ・・・。そこに閃きが来る。我々が結論づけたのは、問題は PCM（特
にリニア）が行っている標本化及び音楽再構築の方法と人間の神経器官との不整合にあ
るということでした。	  
私はずっと自分のキャリアを通して、測定領域と観測領域の間の橋渡しを理解しようと
音響心理学を見てきました。それは大変有益で、多くのことがそこで学べます。	  
今は神経科学が私にとって唯々驚異的な洞察をもたらしてくれ、ワクワクしているとこ
ろです。それは神経科学者たちがハイエンド・オーディオに取り組んでいるということ
ではありません。そこに出資する人はいませんから。しかし研究成果が充分にあるので、
それをオーディオや聴感の理解に役立てることができるのです。	  
この分野で研究と作業をすればするほど、我々の聴覚が信じ難いくらい精緻であること
をさらに認識することになります。実際に、聴覚はほぼ間違いなく最も重要な我々の感
覚で、恐らくそれは生き長らえるための第一の感覚であり、一方視覚は捜索や狩猟など
目的のための感覚だと言えます。聴覚というのは防御性の感覚で、暗闇や曲がり角でも
機能し、しかも極めて堅牢です。だからこそ我々が音楽を録音再生しようとすると、様々
なトラブルに見舞われることになるのです。MP3 やそれ以下の音に耐えられるのも、
公園の端から音楽を聞いて歌に付いて行けるのも、そのおかげです。	  
神経科学が我々に示唆したのは聴覚がその自然な役割に応じて高い適応力を持つとい
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うことです。特にその能力が恐らく最も著しいのが、これまで最も長い時間付き合って
きた環境音に対してでしょう。	  
人間や他の多くの動物は同じような物理的神経的聴覚構造を共有しています。もう一点
共通なのは同じ惑星上で生活していることです。背景にある音は環境的な風や雨、水の
流れ、カサカサという木々の葉など、自然界の部分をなすものです。この惑星のどこに
行っても、マイクで音を測れば環境音は途方なく均一であると分かります。地域によっ
て音の大小はあっても、共通なのは音の構造がとても『ピンク』だということです。（ピ
ンクノイズは周波数及びオクターブ当たりの一定パワーに対して振幅が減少する音。）
低域のエネルギーが中域より、また中域は高域より大きいということです。	  
それがどうして重要なのか？つまり、背景ノイズそのものに構造があって、それはミク
ロ的にもマクロ的にも予想可能であることを意味しているからです。現実にそれはフラ
クタルです。それを理解しておけば、どのように符号化するかについてとても重要なこ
とを理解していることになります。その音がフルスペクトラムの矩形信号ではないとい
うことです。どう拡大解釈しても、CD 伝送では 19kHz のフルスケール音はないし、
96kHz 伝送での 36kHz フルスケールもありません。しかも現実には環境音というのは
周波数性がほとんどなく、トランジェント（過渡的）なスタート・ストップだけという
こともあります。	  
こうした背景に対して、鳥たちや動物たちは様々な異なる有声化によってコミュニケー
ションを行っており、それは伝えねばならない内容と到達させたい距離に応じて最適化
させているのです。神経科学からの最大の洞察は言うなれば、「種が適応している音の
種類はこれらで、それを我々はテストに用いるべきだ。」ということでしょう。	  
この点が神経科学が音響心理学から離脱していく部分で、音響心理学者は技術者的観点
に立って、「対象は人間だから、彼にいろんな音圧の正弦波、ブーッ、チューッ、シャ
ーッ音を聞かせて、聴覚システムがそれにどう対処するか見よう」と言います。しかし
それらは人工的信号であり、被験者は非常に複雑で、極めて適応性の高い機械なのだと
いうことになります。実際には熱帯雨林の地上音と発声音の録音を再生して、15 年前
には不可能だった神経科学でやれる作業をさせる方が得られるものは多いでしょう。具
体的には神経がどう反応するかを見ることができるリアルタイム動作の MRI とかです
ね。	  
環境下の情報のほとんどはトランジェントです。人間の聴覚システムは 3 種類の音	  －	  
動物の声、話し声、環境音	  －	  に対してそれぞれ異なる対応をします。音楽というのは
統計的にはこれら 3種類にまたがる領域に存在していると認識することが重要です。	  
我々は音楽というのは耳を楽しませようと進化してきたと考えています。その逆ではな
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いですよね。音楽が何もないところから出てくるという訳ではなくて、その音には予測
性があります。その構造は動作と関連し、感情言語を生み、統計的根拠がそれを効率的
に符号化する多くの方法について理解させてくれます。これを認識するだけでデータレ
ートを節約し、周波数本位の独断的モデルに基づいたシステム設計では達成できないさ
らに精細な時間・周波数バランスを獲得することが可能となります。	  
膨大な数のニューロンが耳に向かって走っていて、それは私にとっては謎の世界です。
耳というのは信号を脳に供給するマイクロフォンであるという程度の概念を超えた、も
っと複雑なモデルなのです。蝸牛(cochlea)で動的変化があるとニューロンが耳に向かっ
て走り出し、脳の表層組織(cortex)がそれを司って外有毛細胞(outer	  hair	  cells)を使って
感度と選択度をアダプティブに変化させているのです。私が述べた 3種類の音に対して、
我々の耳が異なった反応をすることを神経科学の観察学習は示唆しています。耳は自分
が聞こうとしている対象に文字通り持続的にリアルタイムで同調するのです。耳がオー
トフォーカスしているのをあなたは自覚していないという感じでしょう。	  

 

とても面白い研究があって、人間の時間に対する感度は周波数に対するより約 5倍高い
と言っています。私が『BBC時代』と呼ぶ昔のオーディオエンジニアと、その後の『デ
ジタル時代』のエンジニアをここに登場させれば、お互い同じことを信じているはずで
す。彼らの 20kHzはおおよそ 50mSということになります。	  
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人間は 5倍という、あるいは 10倍以上の時間・周波数不確実性限界を様々な局面で超
えます。経験豊富なリスナーは、特に音楽家や指揮者は、こうした実験でのスコアが高
く、年齢より経験が影響大のようです。人間の時間領域感度は現行マイクより高く、適
正な環境であれば 3mSのインターバルを検知しますが、一般的にマイクでは最低 10mS

のぼやけがあります。それではどうなっているかですが、耳は異なる種類の音を聞く時、
異なるモードに切り替わるということを理解します。周波数より時間が重要であると理
解します。そしてさらに、信号が脳幹を登って行く際、高度にノンリニアな処理によっ
て特性が抽出され、時間領域の不確実性は並列処理で低減されるという認識です。	  
神経科学者たちは信号エンベロープに反応するニューロンを発見しています。聴覚シス
テムに不変なものとして結びついているのが自然界の音の特性で、立ち上がりが大きく
て、そこから減衰していくこともそこには含まれています。ピアノの音を聞けば、大き
く始まってから落ちていきます。時間軸を逆転した音で時間・周波数バランスを試せば、
非常に悪い結果が出ます。次第に増大し、突然終わるような音を我々は予期していませ
ん。それは不自然なのです。それでも古典的デジタル標本化処理では、エンベロープに
パルスのリンギングが出ます。オリジナルの音が無からトランジェントにスタートし、
そして停止すれば、手にする音には前後にリンギングが付きます。こうしたリンギング
は周波数が非常に高いので聞こえることはないと信じる時期もありました。それは誤り
で、エンベロープは聞こえるのです。	  
録音システムがトランジェント音にプリリンギングとポストリンギングを付加すると、
持続時間が延びるということになり、位置的不明瞭性から反射的な不快原因になります。
その音は警告的でもあり、不快でもあります。これを対策しようと我々はプレーヤーの
設計で色々試みてきましたが、プリリンギングについては可能な限り再生がまともにな
るような除去はできるものの、スタジオへのアクセスなしで再生時にプリリンギングと
ポストリンギングの両方を対処することは本質的にできません。	  
音響心理学と神経科学の洞察では 10mS というのは解像度としては良好な目標値だと
示唆しています。この解像度というのは、ビット数とかサンプルレートを意味するもの
ではありません。	  －	  それらの数字比較は符号化にとって意味をなさないのです。解像
度とはシステムが搬送できる最も短いイベントであるとするのが定義としてはベター
です。それによって我々はふたつのことを区別することができます。例えばあなたの背
後で枝がポキッと折れたとします。あなたはそのトランジェントの頭の部分と持続する
部分の縁取りから、それがどこにあってどれだけ離れているかを察知します。音がある
ところにはどこでも反射と残響があります。我々の脳は音にぼやけがなければ、直接音
と残響音を分離することができます。しかしその音がデジタルフィルターとか反応が遅
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すぎるアナログフィルターでぼやけたり滲んだりしていると、音のディテールが不鮮明
に混ざってしまいます。リスナーは音が明るく聞こえるとか、奥行きが分からない、あ
るいは音の位置が特定できないとか、何か減衰音がおかしいということになります。	  
時間領域の解像度は極めて重要で、自然界で音程を持つ音は低い帯域の話し声と動物や
鳥の声だけです。そのほかの音はすべて摩擦音、歯擦音、過渡音等々に関わるものばか
りです。我々の聴覚は生存に最も役立つ音に対して適応しているのです。	  
最近の神経科学の研究を読めば読むほど、ニューロンがどのように組み合わさってパタ
ーン認識を始めるのかの理解が深まります。そして我々の聴覚がどんなに精緻な機械で、
我々が自己責任でどれほど録音をダメにしているか、より深く認識できます。	  
どのビットを放棄すべきか学ぶことでより良いコーデックが組めるというのは全くの
呪文であって、我々は神経科学を通してどのビットを放棄するのがベターか分かるなど
とは決して言いません。逆にどのビットに最も集中すべきかが分かるのです。そこが
MQAの大きな卓越性のひとつです。	  
これを映像と比較してみましょう。今、目には多分 1億ピクセルのデータがあるとしま
す。それらのかなりの割合が網膜中心窩(fovea)にある訳です。そしてあなたがどこに焦
点を置こうと、極めて高い解像度が得られます。 

	  
耳も同じです。耳はその解像度、注意対象、異なる音の種類、流れや位置にフォーカス
できます。我々の聴覚は中庸な音量に対して最も敏感で、MQA ではその領域に最大の
精度を充当しています。あなたには聞こえない 3つのことがあると我々は理解していま
す。20kHzより遙か上の持続周波数音は聞こえません。環境背景音よりずっと下の可聴
限下にある音は聞こえません。聴覚システムには限界がありますが、それ以外のもの、
我々が『折り紙図形』と称する音楽の三角形の内側にあるすべては無傷です。	  
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我々は音楽領域内にある情報は一切棄てません。それらを切り捨てるのではなく、折り
畳んでその情報を無音より下の領域を使って埋め込み、あとで回復します。そうするこ
とで、データレートは低く維持でき、オーディオを侵略することもないのです。	  
	  

従来の PCM が単に粗雑で不十分なものでしかないと考えるのは辛いですね。それらの

ビットの多くが時代遅れの信仰だと？ 

まさに時代遅れですよ。スタジオで 24ビット LPCMを好むのはエラーに対する大きな
余裕が取れるからです。より低いステップを使えますが、無音よりあるいは空気のサー
マルノイズより 60~80dB下で符号化できる訳ですよ。伝送チャンネル容量の観点では
無音の遙か下の情報を搬送するというのは愚の骨頂でしょう。	  
同様に 20kHz より上の 1 オクターブでも使われないデータ領域が存在しています。そ
の次のオクターブになると、192kHz だともっと大きな領域になります。384kHz では
更に更にと、その領域に信号はなく、無害な、聞こえない雑音だけが居ます。サンプル
レートが高くなれば、効率は更に悪化の一途で、それは累進的に不合理な非効率性です。	  
	  

MQAを聴いたレコーディングやマスタリングエンジニアの反応はどうですか？ 

一様に素晴らしいものでしたね。我々が開発している初期の段階で、唯一やるべきこと
はソースの元に出かけてマスタリングやレコーディングのエンジニアにシステムを聴
いてもらうことだと決めました。それを 10数回やってみると、彼らの答えは皆同じで、
要するに「一体どうやったらこんなことが出来るんだ？」ということでした。どうやら
イケるものになってるぞと実感しましたね。ファイル内にある欠点を取り除き、DAC
をしっかり制御することで、彼らはアナログソースにずっと近い何かを聞き取っていた
のです。スタジオの外では聴くことのできないものが聴けて、彼らは興奮気味でした。
それはレコーディングの音の自然さです。予想していなかったもうひとつのことは、汚
れ(grunge)を除去することでエンジニアはより良い判断の熟慮ができるということで
した。レーベルの立場から見れば、MQA は録音音楽の理想を全員が同じ方向に進みな
がら改めて産み出せる一組のツールとなります。40通りもの[ファイル形式や物理メデ
ィア]派生品を、それぞれがひとつの録音物を産むということにはならないのに、作っ
ているという業界としての問題を解消してくれます。我々はひとつのメカニズムだけで
スタジオの音を、ストリーミングのデータレートでも、コンパクトなダウンロードファ
イルとしてでも、リスナーに届けることができます。それは消費者もファイルを購入す
ればどこでも困難なく再生できるということです。	  
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デコーダ機器の MQAインジケーターは系全体の認証の印ですね。	  

その通りです。デコーダへの指示はスタジオのファイルに埋め込まれます。エンジニア
が MQA仕様の DACでそれを聴けば、それはリスナーが MQA	  DACで聴くものと等価で
あると考えることができます。MQA 表示が点灯していれば、系全体が正常動作してい
ると分かります。つまり、データは損なっておらず、コンピュータの設定は正しく、ス
タジオからリスナーのところまでビット精度は完璧です。	  
	  

デコーダは DAC とか他の処理チップなど広範なディバイスの中にソフトウェアとして

可能ですか？	  

その通りです。デコーダはソフト、ハード、その融合でも可能です。我々はチップメー
カーと DAC内にMQAデコードの一部を組み込む話をしているところです。DACにMQA

をネイティブにレンダーさせるのは、48kHzをネイティブにレンダーさせるより容易で
す。我々の予想と期待は、いずれさらに優れた実用部品が生まれることです。それは
DAC性能を如何に最適化するかも関係します。	  
	  

MQAエンコードされた最初の録音はいつ頃発売される予定ですか？	  

第 2四半期、あるいはもっと早く。後方互換性について、ここでまだ説明していません
ね。我々が決定版とした階層型ダウンロードファイルの典型は 1 倍型、つまり 44k も
しくは 48kHzの 24ビットです。そしてそのファイルをデコーダに通せば、完璧に展開
がなされます。もう聴かれた通りで、凄いでしょ。	  
デコーダがない場合でも PCMなので再生できます。MQAは PCMを PCMにするもので
から、従来の再生機器でも CD より良い音で再生されます。CD より音が良いのはノイ
ズフロアが適切に管理され、信号が事前にアポダイズされているからです。	  
ということで、従来のプレーヤーで素晴らしい音が聞けて、シングルフォーマットで車
に持ち込むことも、Sonos で、iTunes で、スマホで、CD を超えるクオリティを得るこ
ともできる訳です。しかしこれがデコーダにヒットすれば、DACで再生できる最良の結
果が生まれます。従って例えばそれが iPhone の中なら、48kHz より高速にはならない
としても、DACがベストになるよう認証管理します。iPadなら 96kHz再生ができて、
それだけさらに良いレンダリングを行います。192k、384k、768kHzの DACであれば、
メーカーのプログラムに従って最良のサウンドが得られるのです。	  
	  

これはまさに壮大な技術プロジェクトです。しかし開発の後にはレコード会社、ハード

メーカー、コンシューマーを相手に市場確立というハードルがあります。MQA の根本
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原理の多くは既存パラダイムに対する挑戦でもあります。あなたのキャリアのこの時点

で、なぜこんなマンモスみたいに巨大な戦いに挑むのですか？	  

これはやらなければならないことです。私はこの分野で仕事をしてきて、音のクオリテ
ィや録音音楽についてずっと心を注いできました。Peter	  Cravenも全く同じです。我々
はこれは解決しなければならない問題だと認識し、その解決策を発見した時には確かに
悩むことにもなりました。我々は風車をひっくり返し、何匹かの聖牛を引きずり下ろそ
うとしていた訳ですから。この件についてはあなたと興味深い議論を[1 ヶ月前の AES

で]しましたね。あなたに勧められて、ほんとに、Kuhn の本[科学革命の構造]を入手し
ました。既成概念に面と向かって火を放っている訳ですから、きつい登り坂の戦いであ
ることは承知しています。それでもこれが真実で、正しいことで、達成しなければなら
ないことだと分かっているので、我々は心配していません。我々としては、技術的問題
の性質、音楽業界の問題点、そして我々のような解決策が求められているという事実を
認識しています。そして重要なのは録音音楽です。	  
アーカイブには光を当てるべき優れた音楽が埋もれています。我々はどうすればアーカ
イブに最善の処置ができるか、人々に教えなければなりません。芸術の様式は極めて重
要なもので、音楽は我々にとってとても大切です。これを正しく進める必要があります。	  
スタジオにはリリースしたくない厖大なコンテンツがありますが、彼らは肥満気味に巨
大な「マスターファイル」を店頭に並べたくありません。トレント・サイトのような結
果になってしまうでしょうから。あなたがメディア会社であれば、あなたの陳列品すべ
てが 10年後にはクラウドに置かれ、パブリックドメインになっているとしたら、どん
なにひどい話か分かるでしょう。そんなのは機能しません。我々が求めているのは優れ
た録音で、そのため彼らが必要としているのは、アーカイブを改良し、我々の恩恵とな
るビジネスを推進できるようコンテンツの販売を行う上で、管理能力に優れた手段なの
です。	  
	  

最後に、どうすれば良いか知っていて、それをしなかったとしたら？	  

うーん、重要性の比較図を全く描きたくなければ、海岸を歩きながら、「今はコペルニ
クスの気持ちが分かる」と思ったかな（笑）。彼には分かっていることを他人に説明す
ると厄介なことになる。でも、次の世代の人たちが音楽を楽しむ方法が大きく変えられ
る可能性があるのに、どうやって無言でいられますか？私の場合はまだ幸運なんじゃな
いかな、最悪、オーディオマニアや科学者の怒りを買っても、破門はないから。☺ 

* * * 

訳者注：2点の図解は訳出にあたり参考としてここに添付したもので、元の記事にはありません。 
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