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比較的低コストで高品質のオーディオシステムを設
計し製作する際にオーディオマニアが遭遇する問題を
分析
この記事の主な目的は，申し分のない音響再生を求
めるマニアの前に立ちはだかる問題を，合理的に説明
することである．

“高品質の音響再生” という表現は，再生された音響
に写実性や自然さを求めることを含意している．音響再
生の理想とは，元の音源に接したときに聞こえたであろ
うまさにその音を，リスナーの耳に当ててやることであ
ろう．この理想を成就するためには，バイノーラル1 や
Auditory Perspective Reproducing System2,3,4 といっ
た複雑な手段が必要であった．こういったシステムは，
実用性の範囲を超えており，これ以上議論する必要は
ない．
実用性という観点から，モノーラルすなわち単一の
チャンネルの再生システムを使用せざるを得ない．こ
のシステムの理想は，システムのマイクロフォンに加
えられた音を，スピーカーから正確に再生することで
ある．その場合，マニアにとっての基本的な問題の一
つは，この理想に十分近づくために必要なコストであ
る．コストに対して応答，歪み，出力電力といった要
素を比較検討する必要があることに気がつく．
この問題に対する合理的な解決法は，システムに対
する要求を，家庭における十分に質の高い音響再生に
とって真に必要とされるレベルに制限することであろ
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図 2: 三極管アンプの回路．単純で簡単にコピーできる．

図 3: 入力管のグリッドに一定の電圧を加えた時のアンプの出力応答．
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図 4: (A) RCA 515S1 と (B) RCA LC1A スピーカーの総高調波歪率．
コストに匹敵するコストで，広帯域，低歪みの音響再

理想的な周波数帯域と制限された周波数帯域の間の

生システムを開発することができる．レコードプレー

選択は，結局はコストと性能のバランスの選択になる．

ヤー，アンプ，スピーカーユニット，キャビネットか

それゆえ，理想的な応答とはいえない装置を使うこと

らなる，実用的な高品質の音響再生システムの要素と

の望ましさに関して決断する必要がある．

性能を詳細に説明することが，この記事のさらなる目
的である．この解説により，高品質の音響再生システ
ムを，ほどほどのコストで組み立てることができる．

歪み

周波数応答

を明確に述べるのは，かなり難しい．その困難さは，

高品質な音響システムにおいて許容できる歪みの量
音響再生システムの歪みの主観的なテストと客観的な
理想的な音響再生システムに必要な周波数応答を決

テストの間に一般的な関連しか存在しないことにある．

定するためには，人間の耳の応答と、音声や音楽に現

人間の耳のマスキング曲線の研究から，主観的な歪

われる周波数帯域を合わせて考慮する必要がある．平

みの影響についてある見解が得られる．たとえば，高

均的な通常の耳の周波数帯域5 は，20 から 20,000 サイ

次の高調波は低次の高調波よりも容易にに識別できる，

クルである．音楽やある種の雑音においては，耳の限

信号のレベルが高くなるにつれ高調波はよりマスキン

界よりも高いあるいは低い周波数に出会うことがとき

グされる，高調波よりも差音がより重要である，といっ

どきありうる．しかし，容易に感知できるほど再生の

たことが観測される．音声や音楽の複雑な波形につい

質が低くならないために必要な周波数帯域は，40 から

ては，一般論を述べることさえ困難になる．マスキン

15,000 サイクルであるということが示された6,7 ．した
がって，この帯域を理想とみなしてよい．

グの量は，音のスペクトルの分布に依存する．広帯域
の熱雑音のマスキング効果の考察から，一般的な見解

再生時の周波数帯域を制限したときの影響を評価し

が得られる．高いレベルにおいては，高調波を識別す

ようとすると，質に関する個人的な判断が伴い，狭い

るのは次第に困難になるということが観測された．著

帯域の制限を除いては，評価の試みは非常に混乱した

者および同僚は，高いレベルの音声や音楽による歪み

ものとなる．ここでの議論の目的は，高品質な再生の

のマスキングに関して，同様な結論に到達した．さら

評価基準を確立することなので，強烈な周波数帯域の

に，音響レベルが 70 から 80 db. の近辺において，音

制限は，幸運にも重要ではない．“ほとんど申し分な

楽の歪みに対する耳の感度が最も高くなることが観測

い” や “音質にわずかしか影響がない” といった語句を

された．

評価基準にすると，60 から 10,000 サイクルの周波数

主観的な歪みの影響を評価しようとすると，歪みの

帯域が指摘されることが示された 6 ．

量に連続的な尺度が使えないことがすぐに明らかにな
る．認識できる，耐えられる，不愉快なといった，い
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くつかの階級を使うという手段をとるほかない．認識
できる歪みの水準は経験に依存し，それゆえ，かなり
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図 5: 本文で説明した三極管アンプのシャーシ全体の外観．
明確な量である．歪みの耐えられる水準，不愉快な水
準は，個人的な判断に依存し，それゆえ，かなり不明
確である．
明らかに，認識できる歪みの水準を，理想として採
用できる—歪みが聞こえない以上の性能が要求される
ことは，ほとんどない．歪みのタイプ，周波数応答につ
いて熟慮されている場合，75 db. の音響レベルにおい
て，批判的なリスナーにとっては約 0.75%の総 r.m.s.
歪みが認識可能であることが示された8 ．したがって，
この数値を歪み性能の理想として採用する．前にも指

図 6: 400 サイクルにおける，出力電力に対する第 2，

摘したが，音響レベルが高くなると耳はそれほど批判

第 3，第 4，第 5 高調波歪みと総 r.m.s. 高調波歪み．

的ではなくなる．したがって，高い音響レベルについ
ては，この理想的な数値を緩和してよいだろう．
理想的な歪みの性能に関してさえおおいに妥協せざ
るを得なかったので，前に指摘した特徴を踏まえると，
耐えられる歪みの組成に関して単一の回答を得ること
はできない．理想的な水準を超える歪みは，より高い
出力すなわち音響レベルで生じると考えられる．さし
あたり，中間 (あるいはより低い) レベルにおいて理想
的な歪みの性能が達成されたと仮定すると，より高い
レベルにおける耐えられる歪みの考察へと関心が移る．
この記事で考察している種類の再生については，90 db.

図 7: 100 サイクルと 2000 サイクルを合わせた入力に

の音響レベルにおいて，2 から 3%の総 r.m.s. 歪みが耐

よって生じる混変調歪み．高い周波数の振幅は，低い

えられる水準である，というのが著者の意見である．

周波数の1/4である．グラフは総歪み率を示しており，4

8 Olson, H. F.; “Elements of Acoustical Engineering,” 2nd
Edition, pages 488–491.

で割ってはいない．
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図 8: 三極管アンプのシャーシ内部のようす．配線が簡単なのがわかる．
明している10,11 ．したがって，平均電力レベル 0.016

出力

ワットに対して，ピーク電力は約 0.160 ワットである．

スピーカへの電力の入力と音響出力は，スピーカー

丸めた数値とほどほどの安全係数を用いると，多くの

の効率によって関連づけられている．したがって，出

家庭に設置した機器では，1/4から1/2ワットのアンプに

力電力の要件は，音響レベルの要件に直接依存する．

より満足のいく成果が得られるという驚くべき結論が
得られる．

音響レベルの要件は，個人の嗜好に依存し，さまざ
まである．家庭では，ラジオの聴取から行動様式が確

もちろん，大規模なオーケストラを居間に置くとい

立された．ラジオの音量調節は，音声が通常の会話の

う幻想を求める多くの人が存在する．“フルオーケスト

レベルで再生されるよう調整され，番組が音楽やその

ラ” 用のコンサートホールで、大きな交響楽団により

他のものに変わっても変更されないようだ．通常の会

経験する音響レベルが適切であると仮定しよう．その

話の平均音響レベルは約 70 db. である．家庭の再生の

ようなコンサートホールの望ましい席のピーク音響レ

音響レベルの opinion and scattered test によれば，そ

ベルが 100 db. を超えることはありそうもないことが

の値は 65 から 75 db. の範囲である．

示されている12 ．平均的な居間における 80 db. の音響

高忠実度音響再生のさまざまなデモンストレーショ

レベルに対応する上述の 0.050 ワットという数値から

ンが RCA 研究所の訪問者に対して行われた．デモは，

外挿すると，100 db. のピーク音響レベルは，5.0 ワッ

一軒家やアパートの典型的な居間を代表する Living

トのピーク電力に対応すると推定できる．したがって，

Room Laboratory で行われた9 ．これらのデモのスピー
カーへの平均入力電力は，約 0.050 ワットであり，平
均音響レベルは 80 db. であった．この音響レベルに対
して，うるさいと感じた人もいたが，小さすぎるとい
う人はいなかった．

アンプとスピーカーの電力の要件を約 5.0 ワットに制
限することが正当化される．

アンプ

上記の結果から，家庭の再生には，約 75 db. の平均

高忠実度の音響再生システム用のアンプの選択は，

音響レベルが適切であるといえる．この音響レベルに

オーディオの領域で最も議論されている問題の一つと

対応する出力は，約 0.016 ワットである．

なっている．この問題の議論は，三極管，五極管，負

満足のいく成果を得るためには，音響再生システム

帰還，出力，歪みなどにかかわる議論と長所短所とに，

は音声や音楽に現れるピーク電力を扱えなければなら

すぐに結び付くことになる．無邪気な傍観者にとって

ない．音声および音楽における r.m.s. 平均電力に対す

10 Wolf,

S. K. and Sette, W. J., “J. Acous. Soc. Amer.,’ Vol. 2,
No. 3, p. 384, 1931.
11 Sivian, Dunn and White; “J. Acous. Soc. Amer.,” Vol. 2,
No. 3, p. 330, 1931.
12 “Bell Laboratories Record,” Vol. 12, No. 10, p. 314, 1934.

る r.m.s. ピーク電力の比は，約 10 db. であることが判
9 H. F. Olson; “J. Acous. Soc. Amer.,” Vol. 15, No. 2, 96–
102, Oct. 1943.
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は，これらの議論の合意するところは，出力が大きい

る．総合的な意味では，負帰還を適用すると，これら

ほどよいアンプ，最大出力で可能な限り最小の歪みの

の利点は減じてしまう．負帰還は，アンプの総合ゲイ

アンプであり，その結果，がっかりするほど高いコス

ンを必ず減らし，したがって，五極管の電力感度の利

トになる．

点も減ってしまう．五極管の負帰還アンプで削減した
電源のコストは，実際には，望ましい量の負帰還を可
能にするために必要な部品の品質を得るために使われ
ることになろう．

図 9: 2 つの高音要素によって起こる差音生成．
アンプの価格は，アンプに要求される性能に依存す
る．したがって，ここでも，真に必要とされる性能のみ
を力説するのが適切と思われる．アンプに対する要件
は，基本的にはこれまで述べてきたシステムの要件と
同じである．アンプから生じる歪みを，繁用されるパ

図 10: ダブルコーンスピーカー機構の電気クロスオー

ワーレベルにおいてよく検討することが，非常に大切

バーネットワーク．

である．そのパワーレベルはおそらく /4ワットのオー
1

まとめると，性能の観点からは，三極管アンプと適

ダーであり，その音響レベルにおいては，耳の鋭敏さ

切に設計された五極管負帰還アンプとの間には，少し

が増すので，歪みはいっそう重要である．
この望ましい性能を満たすアンプをどのように構成

しか違いがないようである．オーダーメードの設計と

するかは，三極管，五極管，負帰還などに関する議論

製作の観点からは，五極管負帰還アンプが持つ複雑さ

をもたらす．歪という点では，五極管よりも三極管が

に対して，三極管アンプ持ち前の単純さが疑いなく好

すぐれていると，一般に認められている．したがって，

まれる．オーダーメードのシステムについては，比較

三極管と負帰還を用いた五極管の間で選択することに

的少ない入手可能な三極管を使って望ましい性能が得

なる．三極管アンプは，永年にわたって商用として使

られるならば，三極管アンプを勧める以外の結論に達

われてきており，ほとんど比較の基準となっているよ

することは，ほとんどありえない．

うである．負帰還を用いた五極管のアンプは，三極管

即座に入手可能な真空管を使った，可能なかぎり製

のアンプと同等かそれ以上に作ることができる，と多

作が簡単な三極管アンプを開発した．アンプの写真を

くの人が主張している．この主張を疑う理由はないが，

図 5 と 8 に示す．回路図を図 2 に示す．部品の仕様は，

負帰還により得られる改善にかかる費用は，アンプの

部品表に示されている14 ．アンプの単純さは明らかで

有効な周波数帯域のさらに上下のかなり広い帯域にわ

あり，これ以上の単純さはほとんど望めないだろう．

たって設計・制御する必要性である，ということを指

以降で説明するデータからわかるように，このアン

13

摘しておく ．ここでは，有効な周波数帯域全体にわ

14 抵抗 R と R および C は，周波数特性の補償の目的で入
1
2
1
れてあり，“システム全体” の節で説明する．高音のトーンコント
ロールが必要なら，点線で示した部品を音量調節と並列に追加する．
100 kΩ のトーンコントロール R5 は，いっぱいに回転して最大の
抵抗になった状態で回路が切れるような手段を付けるべきである．
コンデンサ C4 の値は，1000 から 2000 pF の範囲である．前者の
値は，10,000 サイクルにおいて最大 6 db. の減衰が得られる．後者
の値では，同じ周波数にて 10 db. の減衰となる．

たって負帰還の利益が必要とされるということを，暗
黙に仮定している．五極管を使いたい特定の理由は，
五極管のより高い電力感度やプレート効率からきてい
13 Bode, H. W.; “B. S. T. J.,” Vol. 19, No. 3, p. 421, July
1940.
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図 11: (A-上 2 行) RCA LC1A スピーカーの指向特性, (B-下 2 行) RCA 515S1 スピーカーの指向特性．

7

プの性能は，これまで展開してきた仕様の範囲によく

流を適切に制限できる．高周波用コイルに直列に入っ

収まっている．図 6 は，抵抗負荷の 400 サイクルの入

ているコンデンサは，低周波域において小さなボイス

力に対するアンプの高調波歪率を示している．歪みは，

コイルの電流を制限する．クロスオーバーネットワー

個々の高調波と総 r.m.s. で示してある．高次の高調波

クを図 10 に示す．2 つのコーンは，表面が一致するよ

がないことを強調しておく．アンプの混変調歪みに興

う配置され，重複する周波数域では，振動板は単一の

味がある人のために，結果を図 7 に示す．アンプの差

ユニットとして振動する．

音発生テストの結果を図 9 に示す．このテストでは，
周波数がわずかに異なる 2 つの等振幅の原電圧をアン
プに加える．そして，対応する原出力電圧と，発生し
た差音の相対的な大きさが，波形分析器によって測定
される．結果は，いずれか一方の出力電圧に対する差
音の振幅の比を，パーセントで表したものである．原
電圧の周波数が 1000, 5000, 10,000 サイクルの範囲に
ついて，周波数の差が 50 から 500 サイクルの範囲で
テストが行なわれた．テストが行なわれた出力レベル
は，2 つの原電圧が同時に作用して生じたピーク電力
ベースである．図 6, 7, 9 を詳しく調べれば，5 ワット
以下の出力電力については，アンプにこれ以上望む余

図 12: RCA LC1A スピーカー機構．

地がほとんどないことがすぐにわかる．アンプの周波
数応答を図 3 に示す．図 15 に示したスピーカーの応
答と比較すると，アンプの応答が妥当であることがわ
かる．

スピーカー機構
こ の 再 生 シ ス テ ム に は ，RCA LC1A15 と RCA

515S116 という 2 種類のダブルコーンスピーカー機構が
使われた．LC1A は，特別に作られた高級スピーカー
機構で，40 から 15,000 サイクルの周波数帯域をカバー
し，指向特性は広く，歪みが少ない．515S1 は大量生産
されているスピーカーで，性能はいくぶん悪くなって
いる．これらのスピーカー両方は，図 12 と 13 の写真
に示されているように，別々に駆動されるコーンが使
われており，大きなコーンは低周波域の再生用で，小
さなコーンは高周波域の再生用である．2 つのコーン
のクロスオーバー周波数は，約 2000 サイクルである．
大きなコーンを駆動する大きなボイスコイルのインダ
クタンスは十分に大きいので，追加のインダクタンス
を使わなくても，高周波域において大きなコーンの電

図 13: RCA 515S1 スピーカー機構．

RCA LC1A では，2 つの空隙を励磁するのに 2 つの
別な磁石が使われている．RCA 515S1 では，大小 2 つ
の空隙を励磁するのに一つの磁石が使われている．磁
橋機構により，各空隙に適切な量の磁束が割り当てら
れる．515S1 では，小さなコーンの外側のサスペンショ
ンは，大きなコーンに固定されている．2 つのコーン
の間の相互作用を防ぐため，メカニカルネットワーク
が使われている．内側のサスペンションは，外側のサ
スペンションよりもずっと堅いので，小さなコーンは
低周波域では振動しない．さらに，2 つのコーンの間
の空間は，大きなコーンへと通気口が開いており，こ

15 Olson and Preston; “RCA Review,” Vol. 7, No. 2, page
155, 1946.
16 Olson, Preston, Cunningham; “RCA Review,” Vol. 10,
No. 4, page 490, 1949
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の空間のコンプライアンスによる結合を防いでいる．

答が均一である．

RCA LC1A では，大きなコーンと小さなコーンには，

RCA 515S1 スピーカー機構の 500, 100, 2500, 5000,
7000, 10,000 サイクルにおける指向特性を，図 11B に
示す．指向特性のグラフから，±3 db. の偏差となる指
向角は，10,000 サイクルまで 60◦ を超えていることが
わかる．

独立したサスペンションが使われている．
動電型直接放射スピーカーの歪みの原因はいくつも
考えられる．歪みの最も一般的な原因は，サスペンショ
ンシステム，コーンの剛性不足，空隙の磁束の不均一，

515S1 スピーカーの，1, 2, 5 ワットの入力について
の，総 r.m.s. 歪みの周波数特性を図 4A に示す．

不適切な空隙の磁束密度などである．製造の複雑さ，
感度，コストに過度の負担をかけずに，これらの歪み
ができる限り低くなるスピーカーシステムを開発すべ
く，あらゆる努力が払われた．

レコードチェンジャー
回転数が 45 r.p.m. の complementary design の新し

キャビネット

いチェンジャーとレコードが開発され17 販売された．こ

図 14 に示されているキャビネットは，RCA LC1A

のシステムは，広周波数帯域，低雑音，低歪み特性をの

および 515S1 に特に適していることが判明した．これ

ディスクレコードおよび再生装置を提供する．レコー

らのスピーカー機構は，キャビネットの表面と平らに

ドの直径は 6 7/8インチである．1 枚のレコードの再生

なるように取り付けるよう設計されている．コーンの

時間は，最大 5 1/3分である．レコードチェンジャーは，

前面がキャビネットの表面と一致するようスピーカー

10 枚までのレコードを扱える．

機構を取り付けることにより，ユニットの前に空洞が

新しいレコードチェンジャー 9JY 型は，従来のラ

存在すると生じる共振および反共振の影響を排除でき

ジオ受信機と蓄音機と共に使うよう設計された，周波

る．キャビネットには，低周波域の応答を強調したい

数帯域が中くらいのピックアップ付きで供給されてい

ときに使うことのできるポートが備え付けられている．

る．広帯域のピックアップカートリッジも開発されてお

キャビネットには，スピーカーに反抗し応答特性を乱

り18 ，広周波数帯域の再生用のために従来のピックアッ

す内部の定在波系を減らすため，厚さが 1 インチの吸

プと取り替えても良い19 ．標準テストレコード20 を使

音素材が貼ってある．

用した広帯域ピックアップの応答周波数特性を図 16B
に示す．45 r.p.m. レコードを再生する場合，レコード
を作成する際に使用された録音特性 20 を考慮する必要

スピーカーの特性

がある．録音特性を考慮に入れると，45 r.p.m. レコー
ドと広帯域ピックアップの応答周波数特性は，図 16A

図 14 のキャビネットに取り付けた，RCA LC1A ス

となる．

ピーカー機構の，ポート開とポート閉の応答周波数特
性を，図 15B に示す．40 から 15,000 サイクルの帯域
にわたって均一な応答が得られていることがわかる．

システム全体

RCA LC1A スピーカー機構の 500, 100, 3000, 7000,
10,000, 15,000 サイクルにおける指向特性を，図 11A
に示す．指向特性のグラフから，±3 db. の偏差となる
指向角は，15,000 サイクルまで 90◦ を超えていること
がわかる．

9JY レコードチェンジャー，アンプ，RCA LC1A ス
ピーカーとキャビネットからなるシステム全体の写真
を図 1 に示す．このシステムで 45 r.p.m. のレコードを
17 Carson, Burt and Reiskind; “RCA Review,” Vol. 10, No. 2,
page 173, 1949.
18 広帯域のピックアップカートリッジ RCA Stock No. 74625 は，
RCA Victor Divison の A. D. Burt によって開発された．
19 この広帯域カートリッジの高周波数の完全な応答を実現するに
は，9JY チェンジャーから音量調節を取り除き，カートリッジとア
ンプを接続するのに最短の低容量ケーブルを使うことが必要である．
20 Carson, Burt and Reiskind; “RCA Review,” それぞれ図 12
と 11.

LC1A スピーカーの，1, 2, 10 ワットの入力につい
ての，総 r.m.s. 歪みの周波数特性を図 4B に示す．
図 14 のキャビネットに取り付けた，515S1 スピー
カー機構の，ポート開とポート閉の応答周波数特性を，
図 15A に示す．50 から 12,000 サイクルにわたって応

9

図 14: 再生システムを納めるキャビネットの正面図，平面図，側面図．
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図 15: (A) キャビネット (図 14) に取り付けた RCA 515S1 スピーカー機構の，ポート開およびポート閉の応答
周波数特性． (B) LC1A の応答．

図 16: (A) 録音応答周波数特性と合わせた広帯域ピックアップの応答周波数特性．(B) 標準レコードの場合．
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図 17: LC1A および 515S1 を使ったシステム全体の応答周波数特性．
正確に再生するために，アンプで少し周波数補償をす

スピーカーがオーケストラを再生するために使用され

る必要がある．

た．デモでは，ボストン交響楽団が曲の最初の部分を

レコードプレーヤの可変抵抗器すなわち音量調節器

演奏し，音楽を中断することなく，突然，レコードに

は取り外し，クリスタルピックアップの出力を低容量

切り替えられ，残りの部分はレコードにより再生され

のケーブルで直接アンプにつなぐべきである．

た．大きな都市から来た数十人の批評家は，どこで生

必要な補償は，抵抗 R1 と R2 およびコンデンサ C1

のオーケストラが演奏を止め，再生された音楽が始まっ

で行われる．LC1A スピーカーでは，R1 と R2 はそ

たのか，ほとんどわからなかったと，新聞や雑誌の寄

れぞれ 510 kΩ で，C2 は 50 pF である．515S1 スピー

稿欄に書いた．これは，これらの機器により，オーケ

カーでは，R1 と R2 はそれぞれ 270 kΩ で，C2 は

ストラの音質および音量の両方の範囲を再生できた，

300 pF である．

という事実によるものである．再生の周波数帯域は，

に示す．

30 から 15,000 サイクルであった．このテストは，12
台の RCA LC1A スピーカーを使って，周波数および
音量の範囲を複製することが可能であることを示して
いる．

Tanglewood デモンストレーション

新しいスピーカー

適切な補償を用い，RCA LC1A スピーカーを使った
システム全体の応答周波数特性と，RCA 515S1 スピー
カーを使ったシステム全体の応答周波数特性を，図 17

RCA のラジオ，蓄音機，テレビ機器の Festival Series (脚注 7 で言及した) は，最初に Massachusetts 州
Tanglewood にて，1947 年 7 月 29 日に行われた．これ
らの機器の忠実性をデモするために，機器による再生
と交響楽団の演奏が比較された．デモが行われた Tanglewood の the Shed は，長さ 239 フィート，後部の
幅 200 フィート，高さ 40 フィートの巨大な建物であ
る．音を録音するためのマイクロフォンがステージの
前に設置された．再生された音のレベルがオーケスト
ラの発した音と一致するよう，録音が行われたときに，
the Shed の様々な場所で音響レベルが測定された．ボ
ストン交響楽団によって演奏された曲の録音が行われ
た．ステージの前に設置された，12 台の RCA LC1A
12

この記事の準備が済んでから，ダブルコーンの原理
を応用する技術研究が続けられ，ダブルコーンスピー
カーの設計と製造に改良が行われた．これらの改良が
取り入れられた新しいモデル RCA 515S2 が，RCA の
真空管部門から最近発表された．この記事で説明した
ダブルコーンスピーカー 515S1 用のアンプと補償は，

RCA ダブルコーンスピーカー 515S2 にも適用できる．

