
ハードウエアの変遷にみるオーディオメーカーの歴史　[第29回]

ラックスマンの捗顔(8)
デジタルオ-ティオ機器の変遷

柴崎　功　sHIBAZAKi isq｡

ラックスマンのデジタルオーディオ機器は, 1980年代

半ばに｢フルエシシー補間技術｣をいち早く導入して

世界から注目された.今回はフルエシシー技術の解説

を交えながら,デジタルオーディオの黎明期から今日

までの注目モデルを紹介しよう.

初期の注目モデル

ラックスマン初のCDプレーヤ

ーは1984年に発売されたD-105

(発売時価格99,800円)であるが

ハイエンド向けの本格的なCDプ

レーヤーは,翌年発売されたD-03

(写真1)である.これはCDメカ

ブロック自体がせり出すアルミダ

イキヤスト水平ローディング機構

を採用し, CDメカにはフィリップ

スのスイングアームメカが用いら

れている.

写真2は2系統の同軸デジタル

入力端子を装備してDACを内蔵
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フル工シシー型D/AコンバーターDA-07 (左)とCDトラン

スポートDP-07 (1988年発売)

し, CDプレーヤー, BSチューナー,

DATのデジタル出力信号をデジ

タルのまま入力できる, 150W+

150W/8Qのプリメインアンプ

LV-109である.これは映像信号の

入出力端子も装備した　多機能の

AVアンプだ

写真3はラックスマン初のDAT

デッキKD-117で32kHz/44.lkHz/

48kHzの3モードに対応.ただし.

CDのデジタルコピーを防ぐため,

44.lkHzモードは再生専用になっ
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[写真1] 1985年に発売されたラックスマン初のハイエンド

向けCDプレーヤーD-03 (発売時価格22万円)
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[写真3] 1987年に発売されたラックスマン唯一のDATデ

ッキKD-1 17 (発売時価格23万円)

ている.

フルエンシーDAC

搭載機の登場

晴海の東京国際見本市会場で

1987年に行われた全日本オーディ

オフェアでひときわ注目されたの

か　写真4に示すフルエンシー

DAC搭載D/AコンバーターDA-

07 (左)ど,超高速光リンクを搭

載したCDトランスポートDP-07

の試作機だった　これらの量産機
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[写真2] 1986年に発売されたラックスマン初のデジタル入

力付きDAC内蔵プリメインアンプLV-109 (発売時価格
1 95,000円)
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[写真4] 1987年9月の第36回全日本オーディオフェアに

出品されたDP-07 (左)どDA-07 (右)の試作機
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補間関数データ

[図3] DA-07のアナログFE-DACフロック図

フルエンシー型デジタルフィルター
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デジタル
入力0-

[図4]デジタルFE-DACの基本権成

規模なうえ,シビアな調整も必要

で高価になるため, DA-07に採用

されたのが最初で最後だ　これ以

降に登場したFE-DAC搭載機に

は,図4のようにフルエンシー補

間型デジタルフィルターとDACを

組み合わせたり,フルエンシー補

間型デジタルフィルターとDACを
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[写真7] 1990年に発売されたトップローディング式CDプ
レーヤーD-500Xis (発売時価格35万円)

ワンチップ化したデジタルFE-

DACが採用されている.

D-500X-SどD-1 0

1990年になると,クサビ状薄型

管体(写真7)を採用したトップロ
ーディング式CDプレーヤーD-

500Xisが登場した　CDメカには

超謀董勘品庫//電圧変矧匡漱アナログローパスフィルタ｣
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[図5] D-500Xisの信号系ブロック図(Rchは省略)

フィリップスのCD-ROM周高信

頼スイングアームメカ, CDM-3が

採用されている.信号系(図5)

はシンプルで　DACにはフィリッ

プスのダイナミックエレメントマッ

チング型超高精度選別品TDA

1541A-Sl,アナログ回路には

FET入力のオーディオ用オペアン

プ三菱M5238が採用されている.

アナログフィルターは1次アクティ

ブ型を3段重ねた3次LPFで　最

後のオペアンプには100%直流負

帰還をかけてDCド)フトを抑え

込み,コンデンサーを省いた直結

出力になっている.

写真8は1997年に発売された,

HDCD対応タワーDAC搭載CD

プレーヤーD-10である. HighDe-
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[写真10] 1ビット型FE-DACを搭載したDVDオーディ

オ/マルチチャンネルSACD対応6チャンネル出力ユニバ
ーサルプレーヤーDU-7 (2002年発売,発売時価格40

万円)
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[写真12] 2008年に発売された2チャンネル出力の
SACD/CDプレーヤーD-08 (発売時価格95万円)

フィルターを通常のシャープロー

ルオフ型と,フルエシシー補間の

スローロールオフ型に切り換える

機能が付いている.

DU-10のデジタルFEDACは,

ア)レテラのFPGAを用いたフルエ

ンシー補間デジタルフィルターと.

PCM1704というTIの24ビット

DACで構築された高価なものだ

しかし2002年になると,フルエン

シー補間のデジタルフィルターと1

ビットDACをワンチップ化したデ

ジタルFE-DACのICが開発され

これを搭載したユニバーサルプレ

ーヤーDU-7 (写真10)が登場し

た　DU-7にもフィルターモードセ
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[写真1 1] 2006年に発売された2チャンネルの車載用デジタ
ルアンプCMX-200 (発売時価格1 5万円)

レククーが装備され　フルエンシ

ーモードにすると1ビットFE

DAC新潟精密FN I 242Aを用いた

スローロールオフ特性,シャノン

モードにするとシーラスロジック

CS4392を用いたシャープロール

オフ特性に切り換わる.

2006年以降の

注目モデル

高性能デジタルアンプICが入手

し易くなった2006年には,フルエ

ンシー補間デジタルフィルターを

搭載した65W + 65W/40の2チ

ャンネル車載用デジタルパワーア

ンプCMX-200(写真11)が発売

された　これには新潟精密のフル

エンシーPWMコントローラー

FN1245と, TIのデジタルアンプ

TAS5121が採用されている(図7).

マルチチャンネルSACDのブー

ムが下火になった2008年には,チ

ジタル入力を備えてD/Aコンバー

ターとしても使える2チャンネル出

力SACD/CDプレーヤーD-08 (写

真12,図8)が登場した　これに

は　DSD信号を1ビットのままア

ナログにするモードとPCMに変

換してからアナログにするモード

の選択機能や, PCMデータを24

ビットにするビット拡張機能が付

いている.

2009年になると,真空管を搭載

した異色CDプレーヤーD-38u (早

真13)が登場した.信号系は図9
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[図7]デジタルアン
プcMX-200の信号

系ブロック図



ラックスマンの歩み

[図9] D-38Uの信

号系ブロック図
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[写真13] 2009年に発売された真空管バッファー搭載

CDプレーヤーD-38∪ (発売時価格22万円)

のようにシンプルで　カソードフォ

ロワー真空管バッファーを介在さ

せた信号と半導体バッファーのダ

イレクト出力を切り換えて, 1枚の

CDから2種類の音質が楽しめる.

PCオーディオが普及し始めた

2010年には,超多機能USB DAC,

DA-200が発売された　これは同

軸/光/USBデジタル入力のほか
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[写真1 41 2010年に発売された起多機能USB-DACのDA-200

(発売時価格1 48,000円)

に2系統のアナログ入力とボリュ

ームを備え,プリアンプ機能やヘ

ッドフォンアンプも搭載したもの

で　詳細は本誌2011年3月号で紹

介済みである.

DA-200は192kHz/24ビットま

でのPCMに対応したUSB DAC

であるが2013年には382kHz/32

ビットのPCMと5.64MHzのDSD

に対応したUSB DAC, DA-06が

登場した2014年になるとUSB

対応SACD/CDプレーヤーD-06u

やD-08uが登場したが　これらの

USB入力も, 382kHz/32ピット

PCMと5.64MHzのDSDに対応し

ている.

※写真提供.写真2, 3. 7-14はラックス

マン提供　写真5, 6はDA-06のカタログよ

り引用　タイトル写真と写真1,4i髪謹報影
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