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スカッと抜けたクリアな音，‘‘の

り’’，のためのスピーカを中心とし

た，オーディオ装置の改・調整・支

持法が今回のテーマです．

ポイント

誰もが「いい音だな－．／」と，感

じる音は，ストローから空間に出て，

ふわりと浮いた薄膜のシャボン玉の

ような音，余韻が消え入るまで聴こ

える音，ORFEOのクライバー指揮

バイエルン交響楽団演奏のベートー

ヴェン「交響曲第5番」の最初の緊

張のピアニッシモが，奏者全員の息

が合って，、そっと吐き出し始める緊

張感が再現される音，などなどを表

現できましょうか？

そう調整，セッティングできれば

演奏の“のり’’を表現できる∴‘のり’’

は音楽の大切な要素です．‘‘のり’’が

すべてだとさえ言う音楽好きが居る

くらいです．生演奏でも，のらない

演奏はつまらなく聴いていられませ

ん．クラシックでも．音楽演奏の真

髄はうだう‘‘のり”です．
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軽やかな音，“のり”の再現の

ためには何が必要でしょう

か？

‘‘のり’’の演奏，またそれを再生で

きるかは，いろいろな基礎的条件が

全部満足された上での高度な音評価

と思います．

電気音響再生理論やそれに基づい

て実際に出来上がった装置の性能の

上の，音楽，心理の領域と思います．

聴いているうちに身体が動く，す

なわち，脳の領域です．

従来そうiいう高いレベルでなく，

低いレベルでの間違った理解，すな

わちスピーカの過渡常陸の悪さ（弾

いた音が止まったときに後ろにブイ

ーンとついてしまう音：ダンピング

の悪さ）で作るものと誤解されたこ

とがあると思いますが，これはとん

でもない間違いです．

低音の量感が出なくなるから，「ス

ピーカのマグネットを強くし過ぎて

Qを下ば過ぎてはいけない」，「重い

コーン紙を使う」等は，その間違っ

た例です．

重いコーン紙や，ゴムエッジ，吸

音材をいっぱいつめたブックシェル

フ小型スピーカでは，厚膜のポタッ

と床に落ちるシャボン玉，尻切れト

ンボのような余韻のない音，緊張感

感じない，つまらない音になってし

まいます．

その意味で，有名な指揮者なのに，

カラヤンが，i重いコーン紙や，ゴム

エッジ，吸音材をいっぱいつめたブ

ックシェルフ小型スピーカの代表

の，アコースティックリサーチ社の

ARi3aを好んで使ったと聴いただ

けで音楽性を疑います．

秘まフルトベングラーは高く評価

します．カラヤンをフルトベングラ

ーは評価しなかったと聞いて，むぺ

なるかな，と思います．

従来，電気音響再生理論に
は，“のり”，という言葉はどこ

にも出てこない

「マイクに入ってくる音をそのま

ま伝送，無ひずみにスピーカで再生

すればよい」というのが，従来電気

音響再生論です．

基本的にそれは正しいです．

でも，その実現は，数％ひずみの

存在を許すレベルでしか実現できま

せん．この時，発生するいろいろな

タイプのひずみを，単純に，高調波

ひずみのみで捉え，その少なさがす
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べて，として開発を進めてきたのが

間違い，と言い切ってよいでしょう．

“周波数特隆フラッ半，‘‘高調波ひ

ずみ少なぐのみを妄信したための

間違いでした．

工学者は要求特性実現屋であっ

て，本質を科学的に議論しない傾向

があります．楽しい音を目指すオー

ディオはこれで息の根を止められて

しまったといって過言でないでしょ

う．

この後の音は，‘‘音が苦”（オンガク）

です．／

現在は，音の良さは，装置製作者

が音楽を聴く耳を育て，音楽に対す

る美意識を育て，それで評価してゆ

くしかありません．
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◆スピーカの置き台も一工夫す

れば「のり」の良くなる可能性
は大である．高価な置き台も良
いが手近にあるものが思わぬ

効果を上げるときもある．まず

は実険観察すること

でも，美意識じゃ困る．′　物

理特性で表現して？

どういう物理要因特性に注目

しなければならないめか？

音の良さを聴き取れる心理量と，

物理要因一・常陸の関係を明らかにす

る学問を心理物理学といいます．私

はこれをして，l山里量と物理量の関

係を明らかにして，少しでも，研究

を進めようとしています．

まず例として，二者択一的言い

方をすれば周波数髄より，能率

の良さのほうが音のよさに対して重

要な特性だ／　と申し上げます．も

ちろん周波数特性がフラットの方が

良いに決まっていますが，周波数特

性をフラットにするために，「もっと

音の良さに大切な特性」を犠牲にし

てはいけないという意味です．

先ほど葺いた，アコースティック

リサーチ社のAR3aは，周波数特

性は平坦ですが，スピーカ・コーン

紙を重くして，能率を下げて（アンプ

のパワーで解決すればよいというのは

考えが浅い），どうしようもないつま

らない音になってしまっています，

過去の名スピーカといわれるもの

は，どれも周波数常陸はとてもフラ

ットとはいえません．ガタガタです

ね？だけど音がよいから皆さんが

いまだに評価するのです．こういう

観察（“のり’’の良い音とは何に関係

するかに注目して）を無視する科学

者，工学者は信頼できません．

どういうスピーカ・ユニットが，

軽やかに鳴って言‘のり’’を表

現できるのか？

1．ダイヤフラム（振動板）が，腰

が強くて軽いパルプ樹木系コーン

紙が望ましい．分割援助しないよう

にしっかり重く作ったダイヤフラム

が良かっだためしはない．

サンドイッチ横告　2重篤造，混

紡はNG．金属コーン，プラスチッ

クコーンは，その特有な音（固有振動）

が音楽性を壊す．

2．ダンパーが軽くてしなやか

3．軽い柔らかなフリーエッジ

4、．強力な磁気回路（アルニコ・マグ

ネットが望ましいが）

5．ショートボイスコイル

6．しっかりしたフレーム
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★ ホームペー ジ開敬 しました上

★ 纏綿愉鍛

ス ピーカーの マグネ ッ トは i アル二 つがよ い．

ザ マリュームな どの強 力マグネッ トで も膏 質がもう一つなのは 、観た に戴具 した

要 田 ：銅賞砂＝こ欠 けるからのようです．

露 質上、コーン瞳の銅 賞は儀）木窯のパル プが断鏡握れて いると患います．

●筆者のホームページ（www．k5dion．nejp／－hmlab／）

関達し，アンプとスピーカの動的整

合も関係します∴これらが音の悪い

本質の大半を占めるといえましょ

う．

ns波面精度が必要な実例
からの解析

1．ステレオで左右のアンプは同

社製のものでないと音がよくないと

いわれます．その理由をいろいろな

人に聞いても様々ですが，要は，音

像がはっきりしないのがポイントの

ようです．これまでに明らかになっ

た特性から正統的に検討しましょ

う．まずは周波数特性，

①パワー伝達特性

②輔遅延特隆一各周波数が伝送帯

域の中で春闘にどのくらいの遅れ

時間に入っているか？）です．アン

プは，周波数常陸lMHzがまで自ま

ぼ平坦に作られているとすると，群

遅延特性は発表されてませんが推定

できます．

それは，最小位相回路（ちょっと専

JAN．2008

門ですが）である事から計算して，

0．1ILS位と考えられます．

この精度のアンプでも，同じ会社

の製品でないと駄目だという事は，

L Rのアンプの相対的な特性がこ

れ以上に揃っていないといけないと

いうことになります．

この事実を，一桁上の糖度が要求

されると解釈すると，10ns以内の

遅れ時間の精度が要求されるという

事になります．

2．スピーカの波面を忠実に再生

する事については，2ウェイ，3ウ

ェイの聴覚実験の記しました．この

検討でも10nSの音の差を人は検

知します．

不満足なオーディオ・システムで

はこういう点をないがしろにしてい

ますから，凄みのある音，‘‘のり’’再

現できるはずがありません．

どんなソースで調整するか

◆LONDON◆アシュケナー

ジ／ウィーン・フィル，べ－トーヴェ

ン「皇帝」第2楽章のうなりを伴っ

た低音の重心の低さ，伸び，が出る

ように調整します．

この音が一番厳しく，こう調整し

たものは，他の音楽でもよいです．

‘‘のり”の表現もよいです．“のり”の

チェックはLAfourです．

◆LAfour「カミング・ホーム」

その他

・空気感再現のためにはサーボ・

アンプの時定数を増大．（多くの実験

の結果より）

・Volumeを例えば東京光音2

P－2511S（50ktl）に改変．

・またCDごとに最適なCDプ

レーヤの電源極性（AC100Vに差

し込むプラグの向きを変える）があ

るのです．

このことは長岡市のお餅畳さんの

ご主人・伊佐同市さんが発見して教

えてくれました．CDプレーヤの電

源極性を替えても，当然，同じデジ

タル・ビット情報ですので，周波数

常陸やひずみ率が変わることはあり

得ません．

しかし聴いてみればわかります．

音揚感，奥行き感などが明らかに変

わるのです．ライブ録音の拍手の音

などが分かりやすいと思います．是

非読者の皆様も簡単に実験できます

ので，よく聴いているCDなどで試

されてみてはいかがでしょうか．

この理由も上記と同様の理由と発

見しました．特許出願中（特頗81709）

です．

なお，アナログ・ディスクの場合

も，レコード・プレーヤのモータを

回転させるAC100Vのコンセン

トを逆にすると，驚くほどの青線の

変化があります．「信号に関係ないは

ず？」なんて，安易に言ってはいけ

ません．トライ！
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