
2002年2月号から2003年1月号までの1年間に, MJズームアップ, MJテクニカルレポートなどで取材した

オーディオ機器の中から,音質的,技術的に優秀な機器を選出するテクノロジー･オブ･ザ･イヤーは, 62

機種の中から34接種が入質し,この中から各部門で最高点を獲得した部門優秀賞11機種が決定した.今回テ

アキュフェーズC･2800拘100,000可変ゲインコントロールアンプ搭載プリアンプ

高い完成度を有したC-290Vの後継機だけに,究極

的クオi)デイを有している.過去に例を見ない音量

調整機構, AAVA(アキュフェーズ･アナログ･ヴ

ァリアブル･アンプリファイア-)方式と呼ばれる

このボリューム回路の動作原理を述べるスペースは

ないので　メリットだけを述べる.従来の可変抵抗

器をまったく使っていないため,抵抗体から熱雑音

が発生しない.また入力信号はインピーダンスの変

動の影響がなく音量を変えてもS/Nに変化がなく

歪みも最小限になる.再生音はどの音域でも極めて

明瞭で鮮度が高く,入力された信号をありのままに

パワーアンプに伝送する感がある.　(小林　貢)

マランツSC-7S1¥700,000ラインコントロールアンプ 

ノヾワ-アン マランツカギ や意気込み -マンスの角 ク的にも高 メーカー製- �� 刄Xテムなど 制御可能と 

言㊧ ��
=｣.㊨ 

-9Slと同時開発のプl)アンプ.技術の融合によって誕生した音量 

世界とオーテリオにかける情熱力注目される.しかも最大6台ま 

表出した力作.サウンドパフオしたマルチチャンネル対応は時代性に富むアイデ 

うに及ばず,技術的にもスぺツア.100dBもの可聴高域限界でのチャンネルセパレ 

レンジが窺える意欲作だ.英国-シヨンの達成も称賛したい.研ぎ澄まされた音 

ユームのチップと独自のアンプ冴えた空間描写力力魅力の逸品である.(亀山信夫) 
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クノロジー･オブ･ザ･イヤー賞を選出しなかったのは,飛び抜けて高得点の機種がなかったためで,悌議

の結果.該当なしと決定した.このカラー頁では各部門の優秀賞受賞機種を,モノクロページ(P.98)では者

選考委員の選考基準および寸評,得点表を紹介する.

イ-エクスプロMode1 375 ¥680,000ペア6L6GCプッシュプルモノ-ラルパワーアンプ

置体をLR対称構造にした, 6L6GCのAB級pp30W

モノ-ラルパワーアンプ　プリメインアンプValve

300のパワーアンプ部を母体とし,これをイ-エク

ス･プロ流に,コスト的制約を排して徹底的に練り

上げた力作だ'.出力段にはPAT回路と称するたすき

掛け正帰還回路を採用しているのか大きな特徴.初

段とムラード型位相反転回路には双3極管12AT7

が用いられ,初段管は2素子の片側だけ使用して,蛛

が劣化したらLRを入れ替えて未使用素子が使える

よう, LRのアンプは互いに逆ユニットを使用する配

線構造だ-.管体は分厚いアルミ製で　高さ調整でき

るスパイク脚力年子いている.　　　　(柴崎　功)

プリメインアンプ部門優秀賞 

ラックスマン｣-509fSE¥550.000160WX2プリメインアンプ 

フ当)メイン �� 俶yw�+8.ｨ,H*(.��

∴∴∴∴ 

∴一∴ 

ンプにはセパレートタイプにはないメリユームはC-9ⅡCustomやC 

リツトがある.そのメリットを最大限に生かした最アルティメットアツテネ-クーである.700VAとい 

高峰モデルとして登場したもの.80負荷で160WXう大容量の電源トランスを中心に,総重量28.5kgが 

2,40負荷でも240WX2を保証している.ODNF回物語るラックスマンの今年度の自信作.製品には5年 

路のVer.2が採用され一層の-イクオリティアン保証が適用されている. 

プとなっており,音質を左右する入り口のメインボ(窪田登司) 
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2002 MI Techno一ogy of the Year

音Si葛肇∃調重量制iLi隠蔽議案 劔劍ｮﾈ將�

B&W Signature805 ¥280,0001本 16.5cm2ウェイスピーカーシステム ��劔��

∴∴∴､三三∴∵∵-~｢∴一∴∴∴∴∴∴ 剪��� 

∴∴ �� ������

呂臆 

+ 増築)- ����･-∴ � ��∴ 
日田:: 坪������� ��

16 5cm2ウェイシステムNautilus 805を全面的

に見直して大進化させた, Signature 800のミニチ

ュア版.エンクロージャーが豪華な7回塗り-イグロ

ス塗装の木目になり,ウーファーは磁石が40%大型

化された上,ポールピースには50/lmの純銀被覆を

採用,トゥイ-タ-は2.5cmアルミドーム振動板と

ボビンの接合が強化された　6dB/oct型LPFと18

dB/oct型HPFのネットワークには,特殊構造の箔

型ポリプロピレンコンデンサーとキャドック金皮抵

抗力単乗用されてクオリティが向上.ウレタンでダン

プされたバスレフダクトは,より低いチューニング

周波数に設計変更されている.　　(柴崎　功)

菓音更葛肇冨朔王願IliLi惟蜜月冨 劔 

∴∴∴∴∴ i ��＼一書/:.e.､＼甲: �"rﾓｨ耳蒔B�∴∴∴ �8��ｸ7Hﾔ�4��ｸ8ｲ���&VF�FT�&友�vR�

¥1,200,0001本 

38cm4ウェイスピーカーシステム 

鰭.竃,-i 劍5�78�ｸ4ｨ�ｸ,ﾉ�]ﾂﾈ��ﾙ�,ﾘ8��ｸ7H4x6h�ｸ8ｸ��,ﾉ�騷r�
70周年記念作品.同社の長い歴史の中,1960年に発 

千三-一 m 劔Uﾈ+X+ﾔ��&VF�ﾆX,ﾒﾈｿ8ｭHﾜI�h,ﾈｵｩd�,�,x.��o�+X+ﾒ�

コーナー型の傑作として名高い.本機もクラシック 

なコーナー型を思わせるウオールナットのオイル仕 上げを纏った4ウェイ.モダンな造形と色彩が主流の 

W='1-:: ∴∴ __._,き一〇〇〇〇〇 劍鳬�8,�*�,(,H,ﾙWh,��i�粨6ﾈ6(6x/�､�+�,�4ｨ�ｸ7ｲ�ンを主軸にした軽量3層コーンの38cmウーファー 

辛,ケブラーに精悍な黒染色を施した20cmミツドバ 

喜田 一議ミ__ 劍5�,�,rﾈ�9�ｹEｸ嶸/�8h6ｨ6(6xﾅ�*ｨﾏXﾜｨ/�_ｨ,"�5iL(,ﾂ�アンビエントユニットも新鮮に,朗々とした鳴り感 が魅九型番通り傑作の意思を継承した大器. (亀山信夫) 

- 
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(白披き文字は部門優秀営,グレーは9点以上の入営)

セパレートアンプ蔀門

コニンス

SST

マランツ

MOS-FETモノ-ラル

モノーラルパワーアンプ

バランス対応ラインコントロールアンプ

プリメインアンプ蔀門

80WX2プリメインアンプ

真空管アンプ邦門

QUAD
ロスエックス

山本音響工芸
コンソナンス

コンソナンス

オーディオスペース

KT66プソシュプルモノーラルパワーアンプ

300Bシングルプリメインアンプ

直熟3極管シングルステレオパワーアンプ

真空管プリアンプ

211シングルモノ-ラルパワーアンプ

cDバッファーアンプ

プレーヤー部門

ノーススター

シャンリンク

トップローディング型cDトラ

真空管アンプ出力付きCDプレーヤー

デジタル機器部門

ノーススター･デザイン Model 192DAC 192kHz ･24ピソト対応D/Aコンバーター

スピーカー部門

同軸ユニソト+スーパート イ一夕-

同軸ユニット+スーパートウイ一夕ー

2ウェイ

2chパワーアンプ内蔵13cm2ウェイ

16.5cm2ウェイトールボーイ型

アルミ振動板ユニソト搭載小型2ウェイ

圧'連セラミ　ソク･スーパートウイ-ダー

トールボーイ型2ウェイバスレフ

16cmダブルコーンフルレンジ
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(白抜き文字は部門優秀賞,クレーは9点以上の入賞)

MJ

周辺機器部門 � � 剋ﾄ崎 估Y62�小林 亰H�"�MJ 俘xﾇb�

オーイポクーカ 冓ATHA1000 �-型ヘッドフォン 冓 ����� �� ��

:一心o∴∴ 唐���� � �� �� ��

2 白� �"� 1 剴��途�∵∴∴∴∴∴∴ 儁DR-7506 凵�+,､,十∴∴∴∴∴7:千:辛.:∴∴∴∴∴∴一∴∴∴.∴子も:∴.∴∴∴ケ∴ 

イルンゴ 日本オーディオ 儡onorite AM-1 刮｡層皮革製インシュレーター 自作アンプ用測定器 �1 �"�1 �2�����2 1 1 1 澱�B�

MODEST-1 � �2 1 �1 剴B�2�

日本オーディオ 儚C-2 刮ｹ響測定に有用なレスポンスチェッカー 剴��"�

ART �6N-14AW � 劔剴2�

ART 儺AITANAC � 劔剴��

合計 � � �15 ��R�15 ��R�15 都R�

事は感慨深い.しかし,音を支える良質なパーツは

間違いなく減りつつあるように思う.その代表的パ
ーツのひとつがボリュームではないだろうか.マラ

ンツのSC-7SlやアキュフェーズのC-2800は,そう

した苦境をバネに機能性に富む高度な包子ボリュー

ムという代替技術を開発し新境地を打ち出した.

一方,エソテリックのCDトランスポートP-70と

D/AコンバーターD-70には｢まだまだやることは幾

ろでもあるよ｣と言わんばかりの執念と情熱が溢れ

ている.また,ワーフェデールのAlredaleHeritage

･二は伝統と最新技術のコラボレーションが,ラック

スのL-509fSEやB&WのSl訂lature 805には深化の思

想が,心地よいほどに強く伝わってくる.こうした

モデル群に接すると.改めてオーディオ文化の深さ

を知ることができる.

もうひとつ, DVDオーディオやSACDに対応する

棄界規格のデジタル･オーディオ･インターフェイ

スの登場が興味深い. IEEE1394を使った高速でセ

キュアなバスがパイオニアのモデルに搭載された

AVフアンはより使いやすく,オーディオフアンに

-まdCSのVerdiが見せたハイエンドな世界も期待で

きる.

投票基塗は例年どおり,音質.操作性,デザイン

コストパフォーマンス,そして技術アプローチを視

卓とした.残念ながら取材の機会が得られなかった

モデルは資料などで判断し, 1点を配点した.

音質と価格のバランスを総合的に検討.
いずれも劣らぬ秀作揃い

MJ無線と実験編集部

MJテクノロジー･オブ･ザ･イヤーは,オーデ

ィオ機器の目的である音楽の再生に関して,その機

2003/ 7

器がどれほどの実力を持っているかが,選出の第一

要因となる.つまり,その再生音にどれだけ感動で

きるか,長く聴き続けることができるか,である.

第二に,その実力に対する価格がどれほどのもので

あるかが重要である.高額製品で音質が優れている

のは当然のことと考えなければならない.しかし現

実に高額製品であっても,音質が伴わないものが市

場には存在することは残念だ-..

優れた技術とは,優れた再生音を得ることができ

る技術,と判断した.したがって工学的,電気的に

優秀な技術を採用していても,音質が伴わないもの

は優れたオーディオ技術とは判断できないの7.-m.し

かし,オーディオ技術の発達した今日にあって,育

質的に問題のある製品は,まずもって現れることは

ない.そこで音質的な優劣ではなく,どれほどプラ

スの方向にランクされるかが判断基準となる.平均

値よりも頭抜けたものが部門優秀賞を獲得している

ことはいうまでもない.

今回は総合点数で突出した製品がなかったため,

協議の結果,テクノロジ一･オブ･ザ･イヤー貨の

選出は見送ったが,いずれもその価値が充分にある

製品であることは間違いない.
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