
聞J詔駕詰-
53機煙を選出

2005年2月号から2006年1月号までの1年間に,

MJズームアップ　MJレポート,特集記事, MJテクニカルレポートなどで取材した

オーディオ機器のなかから,音質的･技術的に特に優れた機器を選出する

MJテクノロジー･オブ･ザ･イヤーは, 102機種中53機種が入賞し,

さらにこれらから最高点を獲得したテクノロジー･オブ･ザ･イヤー賞1機種と,

各部門で最高点を獲得した部門優秀賞13機種が決定した.

選考委員の選考基準と寸評,得点表はモノクロページで紹介する.
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ラックスマンB-1000f
¥1.890,000 1台

AB級250Wモノ-ラルパワーアンプ
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80で約30WまでA級動作

する,定格出力8m250W

瞬時出力102kWのAB級モ

ノ-ラルパワーアンフニ　コス

トと物量を充分に投入し,鍋

板ネジ富め配線など手の込ん

だ構造を導入した,ラックス

マン入魂の力作.電圧増幅部

にODNF回路Ver.2.3,電

力増幅部には2パラプリドラ

イバー, 4パラドライバー

16パラ出力段を用いて強力

な駆動力を確保.しかも出力

i)レ-を追放して480という

高いダンピングファクターを

実現.艶やかな中城や高域と,

雄大でイ申び伸びした低域が印

象的だ.　　　(柴崎　功)

MJ
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ないわけだから,掲載しているものはよいものば

かりと,綿菓子は考えている.したがって点数を

付けるのは非常に困難なのだが,あえて付けるな

ら,価格に応じた機能や音質が得られているかが

ポイントになる.いくら音がよくても絶対的には

高額だと見なされるものは,大変申し訳ないが辛

目の点数となっている.

一方音質や機能に比して価格がどうにも破格な

ものは,一見お買い得品のようにも感じられるが,

製造コストを過度に削っていることは明白なので,

MJでは最初から取り上げないことにしている.つ

まり価格相応の価値が製品に備わっていることが

重要なのであって,相対的な価値を問うているわ

2006/7

けだ.

もちろん高額なことが悪いわけではなく,予算に

余裕のある場合はそれを選べばよいのである.しか

し不動産並みの価格の付いた夢のような製品は,臥

にとっては悪夢である.

また今回は国産スピーカーに注目すべきものがあ

り,パイオニア,フオステクスから本格的なスピー

カーシステムが発表されてきたことに,大いに頼も

しさを感じている.

なお,選考委員特別賞として,キット部門にサン

バレー,クラフト功績賞としてタムラ製作所,アイ

エスオー,橋本電気をそれぞれ遷出した.

(M無線と実験　桂川真一)

皿白




