
●第16回「RGAAクラブ－音の展覧会」

レフレクタ・システムの完成

された音に脱帽

開始時刻が10時半と遅くなった

ことは大歓迎です．会員は，小生も

ふくめて郊外から来る人も多いでし

ょう．ゆとりある開始時刻のほうが

遅刻せずにすみます．

それに終了も，ビル側の都合とは

いえ正確に17時になったことも助

かります．

①）畠山氏：4種のSPボックス聴

き比べ

フオステクスの同一ユニットを使

い．同一寸法の箱で工作方法を変え

た4種類の箱を用意して音の違いを

確認する．という企画です．詳細は

ご自身の記事を参照していただくと

して，それぞれ確かに遭いますが

（C）と（D）ではそれほど差があるよ

うに聴こえませんでした

一連のスピーカは，無響室を有す

るサレジオ学園に教材として提供し

ているそうです．そこでの測定では

いちばん凝った構造の（D）が最も3

次ひずみが少ないということで　ア

マチュアでもここまで徹底すればり

っばというほかはありません．

音は素人作品にありがちなクセを

感じさせない素直なもので　メーカ

ー製品でもこのレベルのものは少な

いと思いました　他流試合で勝てる

サウンドでしょう．

②山崎氏：定電流アンプ3種の聴

き比べ

半導体アンプ2種と真空管アンプ

1種が用意されて，音の違いを聴き

比べる，という音の展覧会らしい趣

向です．

山崎氏がデモ用のスピーカとして
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小河　宏

吉山氏の（D）タイプを指定されたこ

とはさすがです．いつもながら詳細

な資料が用意されて内容が把握しや

すく，準備万端であることに感心し

ます．

山崎さんご自身は最新作である負

荷電流検出型をいちばん気に入って

おられるようで　会場からもそうい

う感想が多く聞かれましたし，小生

も同感です．

興味深く感じたのは　真空管アン

プでは音場が狭くなることです．こ

れは入出力トランスの位相特性によ

るのものと推測しますがトランス

を非難するより．この微妙な差を赤

裸々に呈示して見せた富山スピーカ

の実力こそ賞賛されてしかるべきで

しょう．

③多賀氏：スピーカの電磁制動を

逃げる実験

いわゆるフィールド型スピーカ

を．フェルトを多用して共振から逃

げた箱に収めてデモされました

片方のスピーカのフレームには切

り込みを入れて．フレームが構成す

るショート・リング効果からどの程

度逃げられるか．という実験です．

フィールド・コイルには定電流を流

してあります．

全体の音は　市販の定離アンプ

で駆動したにも関わらず　定電流ア

ンプでドライブしているような印象

を受けました聴感上の過渡特性は，

立ち下がりではなく立ち上がりで決

まる．という説にはまったく同感で

す．動物本来の特性や“衆愚技術．

などという新語まで持ち出す多賀さ

んの説明には　すっかり煙に巻かれ

てしまいました

④村田氏：ついに完成の域に遷し

たレフレクタ式スピーカ・システム

過去何回かのデモでそのシステム

が見せる大きな可能性が　ユニット

が大入力でサチることで損している

ような印象を受けましたが　今回そ

ういうことはま｝二法：くなく　安心し

て聴ける見事な音です．

小生は村田さんに「ユニットを変

●4種類の箱の構造について説明する富山氏．全部で8コ作った右奥に見える
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無帰還SRPP型，11年8月号の50

BM8PP型，12年10月号の負荷電

流検出型の3種を，上記富山氏の（D）

のスピーカで聴きました．

①の音は立上りがよく勢いがあり．

楽器本来の音が聴こえでいました

声もよく，申し分ないものでした．

氏は，パワーMOSの無帰還なの

で出力抵抗が中城では1．5kQある

が　20kHzで400Q程度になり，

さらに真空管では中城で100露．20

kHzでは38Qに下がり．定電流と

はいえないだろう，とのお話でした

が　音色的には中城でDFO．1程度

の60から800もあれば十分で　私

も球式を愛用して満足しています．

私がリファレンスと考えている大沢

式走電流アンプは高域まで数10kQ

以上あるといわれ，杉沼氏や多賀氏

も愛用されていますhS，上記SRPP

型もこれに近い音に聴こえました

50BM8は真空管の音で私の．6V6

無帰還型と同じ感じでした

3番目の負荷電流を検出して帰還

する方式は　負帰還アンプ的な気配

をたまに感じるときもありますが

これでも十分と思いました．私自身

は音色の差はドライブ段での部品を

含めた差の方が大きいと考えていま

す（03／12月号参照）．

氏の電流アンプの作品は半導体．

球，出力，ライン・オペレートなど

多岐にわたり選択に迷うほどで音

も完成されていて，敬服します．

③多費政信氏：スピーカの電磁制

動をどう考えるか

マクソニック製の20cmフルレン

ジのフィールド型SPをフェルト後

面開放箱に入れたもので試聴が行わ

れました　右側は通常品左側は特

注品でフレームをカットしたもの，そ

れもフレームから，フィールド回路

後部カバーまでカットと，徹底して

います．カット部分には樹脂を充填

しています．ポール・ピースをカッ

トしたかは訊き忘れてしまいました

氏の話では　スピーカの特性を向

上するのにポール・ピースに銅リン

グを巻く手法があり．一方では　フ

レームでできてしまう等価な1ター

ン・コイルが影響するとしてフレー

ムをカットする手法も提案されてい

る，まだ機構的にフレームは金管

楽器のベルそのものであり，その鳴

きが再生音にかぶるものも見受けら

れる．フレームをカットすればベル

音もなくなるはずで　今回それらを

自身で確かめてみたとのこと（銅リン

グは今回の製品に採用されてないので除

く）．フィールド・コイルは定電流駆
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動を採用．

音は，カットしたものではピント

がきちんと合い，ヴァイオリンなど

はそれらしく聴こえるのに対し，ノ

ー・カット品は，手振れで2垂にな

った写真に似て濁った音に聴こえま

した　ユニットも左右でロットが異

なり，VCやFCのインピーダンス

も違うものなので　条件が同じとは

いえないですが音の差は十分に判

別できましだ

（∋庭井　清氏：フラフラ・ユニッ

トの制動のしかた

氏自作の開放磁界型65cmウーフ

アの制動をブリッジ型MFBで行う

実験です．最初にパソコン用ソフト

の［MySpeakerIを用いた測定のデ

モがあり，実際に測定しながら結果

をプロジェクタで表示する形でプレ

ゼンが行われました

f特の測定方法も数種類の信号が

あり，他に累積スペクトラムやサイ

ン・ショットなど豊富な機能があり，

その中でMFBの効果判定に使えそ

うないくつかの項目を実演しながら

MFB量を変えて．測定と試聴が行

われました　65cmは低い方のイン

ピーダンスが20Hzまでフラットな

ので　プl）ッジ型MFBの検出出力

があるかは不明ですが　一応OdB

lデモを行った3種のアンプの特性
について説明する山崎氏

▼3台のアンプをつなぎかえで試聴
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らせていただきました　作品は後進

への教材にされるとのこと．頭が下

がります．

音は　月例の試聴会で聴かせてい

ただいているのとは大きく逼ってい

ました　私には月例の試聴会での音

の方に魅力があります．

当日の印象は，（A）をベンチマー

クとして．（B）は各楽器の音が鮮明

になり，（C）（D）はそれが少し和ら

ぐように感じました　したがって，

器楽曲のような小編成の場合は（B）

を好ましく感じましたが　一方，大

編成では各楽器の音にエッジが付い

たように感じ楽器問のハモリに不

利と感じました

「今回の発表は総決算だ」と富山氏

はおっしゃっていましたが　どうし

てどうして，逆に新たなチャレンジ

を予感させられました

②定電流アンプ3種類の音の違い

の聴き比べ：山崎浩民

定電流アンプと一口にいってもい

ろいろで　十人（アンプ）十色です．

これを回路方式から掘り下げられ

われわれにその昔の違いを知れとの

こことだ　と受け取らせていただき

ました　しかしながら，これを聴き

わけるには　私の駄耳にはキツイも

のがありました　定電流アンプに魅

力を感じながらも音バランスの不自

然さを拭えないのが心情です．提案

のあった走電力（的？）アンプは“あ

り”だと思いました

5結，3結切り替えデモはおもし

ろく感じました真空管アンプにつ

いて「3縞は小出力だが　音がよい

のに対して，5緒は大出カだが音が

悪い」と巻ではいわれているのでは

ないでしょうか．3結信者の同様の

デモでは　3緒の方が好感度になる

のに当日は「？？」どちらがよいとい

うより，使いかた次第なのだと再認

識しました

③スピーカの噂輔駒をどう考え

るか：多賀政信氏

スピーカには磁気ひずみ対策とし

てのショート・リングはよく耳にし

ますが氏はさらにスピーカの構造

上できてしまう“ショート・リング郵

にまで範囲をを広げて，その功罪到

調べられたとのこと．

ショート・リングの効果を除く対

策を施したのものと施していないも

のを並べた状態で聴かせていただき

ました　よし悪しはともかぐ　両者

の音は違って聴こえました　しかし．

それが対策の有無によるものだった

のか，よくはわかりませんでした

つぎの村田氏のデモの際の左右の
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●編集部がオアソ
ビで作ってみた

ビン入りスピー
カ・システム

音にも，同様の傾向の音の違いを感

じました　部屋の左右非対称による

影響が大きかったのではないでしょ

うか．結局，私には聴き分けられま

せんでした

④もう－ひねりしたリフレクタ弐

スピーカ・システム：村田達夫氏

スピーカをシステムとも大地から

絶縁し，自前のアースで駆動させる

試みだけでもたいへんなのに，これ

を可腹式にして持ち込むなんて，そ

の工夫と気力に感嘆です．

音は．結果として，前回との比較

になりますが　記憶が定かではあり

ません．すでに前回でも私のお気に

入りだったのですか　さらに音の威

圧感のようなものがなくなり．自然

さを増したように感じました拘り・

執念の成果と感じます．機器を自由

に置ける専用の部屋を持てればぜ

ひ作りたいと思うのですが　叶わぬ

夢です．

⑤フラフラ・ユニットの制動の仕

方：室井滴氏

大沢式スピーカ（特に大口径のもの）

はなぜ鳴るのかまで遡りたくなる代

物だ　と思っています．

音には好感を持っていますが多

分特性的には疑問符だらけと推察

します．これにブリッジ式のMFB

で制動をかけようなんて，なんと無

謀なことだと思いました

案の定．苦戦されたようで　まさ

に“ご苦労さま”状態とお見受けし

ました　パソコンをはじめ，測定機

器を駆使して，地道にチャレンジし

ておられる姿勢に　氏の人柄を感じ

ます．

チャレンジもしないで御託を並べ

ているだけの自分に反省（！）です．

勝手ながら．今後の進展を楽しみに

させていただきます．
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