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スピーカ･ケーブル短縮の効果

マルチサラワン同じでは`弗呈演と同様な満足感

30年来イオノフェン社のイオ

ン･トウイ一夕を使用してきました.

その高音は自然で　とくにソプラノ

の子音などがきれいに出ます.しか

しオーケストラの強奏などでは,ゴ

トウユニットSG570BLおよび

SG370DXBLを中心とするオー

ル･ホーン･システムの最高音域用

としてはパワー不足が否めません.

そこで,ゴトウユニットSG160BL

トウイークを入手し,バランスのと

れた力強いオール･ホーン･システ

ムとなりました.しかし繊陶な歌声

などの透明感ではなおイオン･トウ

イークに一歩ゆずる点があって,ソ

ースに応じて使い分けてきまし

た.函)

この最高音の違いは何に由来する

かと思案の結果,発音方式の違いは

もちろんですが,専用真空管アンプ

からユニットまでのケーブル長が効

いているのではないか,と思案する

ようになりました.各音域ユニット

用の真空管パワー･アンプ群をリス

ニング･ルーム裏手のアンプ室に置

いているため,トウイ一夕･ユニッ

ト専用6RA8-PPアンプからの

SPケーブルが左用は約5m右用

は約3mと長くなっていました.ケ

ーブルの分布容量は,左で実測1200
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磯崎　真…

pFほどです.

中･低域用はともかく,トゥイ一

夕では違いが出るかもしれません.

P社ブランドの4芯,比較的安価な

SPケーブルでした. mあたりン万

円の高級ケーブルならよいのかもし

れませんが,その確証もなく,それ

だけの投資をしてみる元気はありま

せん.それに各SPケーブルは室内

美観上,低音ホーンの上部にできる

ダクト内を通してアンフ萱まで敷設

してあるので,ちょっと替えてみる

のはたいへんです.

そこで,遊んでいた別の6RA8-

PPステレオ･アンプの部品も活用

し, SG160 BL専用の真空管モノ･

アンプ2台を作って,左右各ユニツ

トの直近へ配置してみることにしま

した.チャネル･デバイダからのラ

イン信号ケーブルは,秋葉原のオヤ

イデで切売りしている上骸的よさそ

うな2芯シールド線を買ってきて,

新たに敷設しました.

また,アンプ出力とSG160BL

の問は50 cm以下であり合わせの

撚りあわせベルテンSPケーブルを

使いました.

その結果は予想以上で　やや金属

的な響きのあった音源でも抵抗なく

力強J響きとなり,完成後約半年聴

いていますが, SG160 BLの魅力

は増すばかりです.イオン･トゥイ

一夕との切り替えも最近はほとんど

なくなりました.

●専用モノ･アンプを作る

なにぶんSG160 BLは高能率な

ので　アンプのパワーは重要ではあ

りません.それよりわずかのノイズ
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●磯崎さんのオール･ホーン塑メインSPシステム

ラ　ジオ技術



クロスト一食ろすと一食ロスト一々ろすと-欽ロスト｢父ろ手と｢父ロスト一食ろすと-忽ロスト一考ろすと一食

フロントlchのほか, AVC-AI

SRの7ch擬似サラウンド用とし

て,後部と同じP社ブックシェルフ

型SPをさらに2個リスニング･ル

ーム左右前寄りに醍しています.

フロントのセンターSPは,暫定

的に手持ちのAR社小型2ウェイ

1台を使っています.センターSP

は,レベル合わせしても緒霹なレベ

ルの音楽/音声が再生されることが

多いようです.フロント2chが40

Hzまで充分出る低音ショート･ホ

ーンなので,サブ･ウーフアは使っ

ていません.

DVmlとAVCAISRの問

はDENON Linkなる専用デジタ

ル･インタフェースでマルチチャネ

ル接続でき, Second Editionへの

バージョンアップも受けて96kHz

サンプル24bit,マルチチャネルデ

ジタルのままAVアンプへ送れま

す. DVD-VideoやLDの音楽やオ

ペラ,またテレビのBS-hiやBS2,

CSクランカなどのデジタル音声

を,個別にオーディオ･デイレイな

る機能によって最大200 msまで遅

延できます.

テレビ･モニタ画面はプログレッ

シブ化の処理時間などで遅れるの

で,画と音を一致させることができ

ます.これは指揮者とオーケストラ

の間(マ)とか,ヴァイオリンの運弓

と音,歌のロバクのずれなどを補正

できて,たいへん重宝しています.

生の演奏会でも目を閉じて聴くか

たもおられますが,私はオペラに限

らず演奏者の顔や動きも音楽的感興

を倍増します.

DVITAudioは静止画なのでオ

ーディオ･ディレイは必要ないが,

ほんとうはDVD-AudioやSACD

の音質でハイビジョン並みの動く画
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面も見たいものです.ブルーレーザ
ーDVDで高音質+高画質動画の

標準化が望まれますが,またもや競

合2方式ですかネ?

●放送と録音の質を上げてほしい

上記のトゥイ一夕専用アンプとサ

ラウンド･マルチ化によって, 50年

来追い求めてきたオーディオ再生装

置のレベルはほ一端足できるレベル

に達したかと思っています.音場が

正確に再現されているかどうかは実

証もできないし,自分としては家で

実演と同等な感動を得られれば充

分,という心境です.あとは,演奏

や画面収録の質とともに,録音ある

いは放送のオーディオ･フォーマッ

トが問題です.

NHK BS-hiやBS-2では最近

N響定期演奏会や海外オケ,オペラ

などを深夜に結構いろいろやってく

れるので,保存はともかくタイム･

シフト録画が必要です. CSスカバ

ーのタラシカを含めてi-Linkでデ

ジタル予約録画しても見切れないく

らいです.

しかし, NHKのデジタルBS-hi

やBS-2の音楽放送のBモード

AAC圧縮音声は,大規模なオーケ

ストラ曲などでは不満が残ります.

同じBS-2でもアナログBS-2の

48K/16bitリニアPCMの方が,

私の印象でははるかに楽しめる音が

します.そこで一時市場に出たデジ

タル音声/アナログ映像記録のS-

VHS DAフォーマット, JVCの

HRrZ 1 VTRのジャンク品を入手

し,メーカーでのヘッド交換･整備

を経て夜中のN轡などのBS-2を

記録し,直接受居と変わらぬ音で楽

しんでいます.

アナログBS-2のBモード･ステ

レオ48K/16bitなら, N響定期な

どのオケでも, AVC-AISRの擬

似7chサラウンドを通せばほぼ満

足できる音揚力滞られます.生の演

奏会へ行っても,家とは富力遭うと

いう落差をとくに感じなくなりまし

た.配席が悪いと,家で気兼ねなく

聴く方がよいくらいです.

しかし,ブルックナーの交響曲の

実演は違います. N響/サントリー

ホール/クリヴイヌだったか(?)で

聴いたブルックナー:#7.ウィー

ン･フィル/ムーティ/ザルツブルク

の# 6,ルツェルン音楽祭のパレンポ

イム/シカゴ轡の#4など,いずれも

よかった,と忘れられません.オー

ディオ的にも,ブルックナーの実演

は大音響の奔流でスカッとする感動

があります. N響5月定期サラステ

のブルックナー: #5は切符を買い

ながら風邪でムタにし残念でした

那,アナログBS-2のDA録画では

その片鱗が窺えました.

音楽的専門知識がなく,ブルック

ナーの交響曲がなぜ再生しにくいの

かよくわかりませんが,大規模オケ

の中で弦･木管･金管などが同時に

強奏することが多いためでしょう

か?

画はなくても, DVmudioや

SACDでこのような大曲･名演奏の

96 Kマルチ録音があればよいだろ

うと思いますが,残念ながらこの種

の本格ソフトは見当たりません.

ちなみにTELDECやERATO

のオケもの, JVCの｢鬼太鼓座｣な

ど96K/24bit PCMマルチの

DVmudio盤は10枚以上買いま

したカキいずれもCDやBS放送と

は一味も二味も違います. (*2)

しかしクラシック畑のよいソフト

が続きません. SACDでこの種の本

格マルチ録音が多発されるような
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クロストークろ一手と一食ロスト一食ろすと一名ロスト｢父ろすと一食ロスl

ら,専用プレーヤを調達しなければ

なりません.

また放送では数年後アナログBS-

2のDA音声が聴けなくなるのは

(自分の年齢は棚に上げても)悲しいこ

とです.最近の大容量HDDレコー

ダでも,アナログBS-2の16bitリ

ニアPCMを記録できるものは,不

勉強かもしれませんが,見当たりま

せん.ハイビジョン等のAAC圧縮

ビット･レートをもっと上げるなど,

改善を期待したいところです.リフ

ァレンスとしてはブルックナーの交

響曲がまともに通るものであって欲

しいところです.

ブルーレーザーDVDなどの画･

音のフォーマットも, DVITAudio

の96K/24bit/5.1マルチや

SACDマルチの音声フォーマット

を劣化させることのないよう希望し

たいものです.

なお, CSスカバーのクランカジ

ャパンの音声は48 K/16bit PCM

(?)らしく, DENONのAL24

Processingが働き,たいへんよい

音の番組もあります.

*l:碩崎｢私のリス二ング･ルーム｣

ラ技2002七月号pp 105-109

年2 :磯崎｢DVDオーディオ･ソフトはBS-

2以上｣ラ寂2002-7月号pp. 168-169

Ji､たたぴデジタル･アンプについて

大出力に.追わしい大型SPシステムが必要

5月号でデジタル･アンプについ

ていろいろ書きましたカキ　もうすこ

し書いてみたいと思います.

オーディオ界というのはえてして

保守的で,デジタル･アンプに対し

ても偏見があると思う.なかなか正

統に評価はされていない.見た目も

弁当箱ぐらいの大きさしかなくて,

とてもハイエンド･オーディオで使

用されているようなフルサイズのビ

ッグ･アンプには及びもつきません.

しかし見た目はともかく,たいへ

んな技術のかたまりです. 『ラジオ技

術』とか『MJ』の読者ならわかるで

しょう.アンプを作る技術が一気に

飛躍した感じです.海外のハイエン

ドのアンプを作っているメーカー

ち,気になることでしょう,

ソニー,ヤマハ,シャープは自前

で半導体を作ることができるので,

実現できたと思います(中略).

パイオニアがこの前300万円(1

台)もするスピーカ･システムを発

SEP.　2004

兼坂寿良

表しましたが,あまりにも高価なだ

めか,いまだに見たことも聴いたこ

ともありません.いったいどこにお

いてあるのでしょうか?　TADの

スピーカ･システムまではだいたい

どこの店でもありました.このスピ

ーカ･システムはまかふしぎで

KEFにそっくりなのです. TADは

JBLの10cmドライバ375と38

cmウ-フアLE15の流れをくむ

ものでした.

とにかく10cmドライバはほと

んどのスピーカ･メーカーは手を出

しません.製作にあまりにもぽう大

なお金がかかりすぎるからです.ソ

ニーにもすぐれた10cmドライバ

がありましたが,いまはもう売られ

ていないようです.

このスピーカ･システムがあれば

重低音20Hzから超高音60kHz

ぐらいはカバーできるし,大出力,

大音量にも耐えられます(木下モニタ
ーというすぐれたものもありますが,ち

ヘッドアンプPHA-200 ¥273, 000(Bia)

DRT XV-ls低出力MC　平480,POD

(税込¥504IOOO)

DRTXV-1億出力MC ･･一¥420,000

(税込¥441.000)

XX-2低出力MC ･･････  ･¥1 98.000

(税込¥ 207.900)

DV17ロと低出力MC ･ ･ ¥90,000

(税込¥ 94.500)

DV20XH高出力MC　- ･ ¥63,000

(税込¥66. I 50)

DV20XL低出力MC ･ ･ ･･ ¥63,000

(読込¥66. i 50)

DV10X5高出力MC　･ ･¥43.000

(積込¥45, i 50)

音トーンアーム

DV507MK2質量分離型　¥480,000
(税込¥504,000)

音ヘッドアンプ

PHA-200電雛鳥型MC専用¥260,000

(織込¥ 273.000)

p-75マルチタイプ
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