PB-BABY(ECO)Ⅱ

■ 今回のテーマについて

カイザーの思想と技術を投入した
ワッシャーとインシュレーター

貝崎静雄氏のカイザーサウン
ド。そのホームオーディオ部門
でのブランド名がローゼンクラ
ンツ。クルマ部門がオートロー
ゼン。今回はその両者に共通し
て使える製品を紹介してみよう。
ホームオーディオにとってはイ
ンシュレーターであり、クルマ
としてはホイールとハブの間に
装着するワッシャー
（ホイール・
インシュレーター）
という存在
である。その成り立ちを考える
とカイザーサウンドのものの考
え方や技術力が見えてくる。
その前にまず、ローゼンクラ
ンツの代表的なインシュレータ
ー、３種をあらためて見直して
みよう。そもそもローゼンクラ
ンツとして頭角を表したのはイ
ンシュレーターというジャンル
であり、ロングセラーとして現
在でもラインアップされている
ものだ。それらは今回の試聴で
も実に魅力的だった。
■ 代表的インシュレーターを紹介

◦“小さな巨人”
「ＰＢ ︱ＢＡＢＹ
（Ｅ）
Ⅱ」
小型ながら同社思想を凝縮
楽器本来の音色を再現する

されている点で、すでにクルマ
とオーディオの接点が生まれて
いたのだ。
その音はふたつの側面を持っ
ている。音自体はしっとりして
いて、全体的に大人っぽい音楽
の聴かせ方をしてくれる。
一方、
音量感は高くなり、音が前に出
てくるオーディオ的な音でもあ
る。ドラムのキックの低音の馬
力やその瞬発力。オーケストラ
でも各パートが独立して見えて
くる感じなど、
音が逃げないで、
分解能が高く、きちんと前に出
てくるのだ。また、シンバルの
分厚く炸裂するような表現も楽
しかった。総じて音楽が良く聴
こえてくるインシュレーターで
ある。
◦“インシューターの王様”
「ＰＢ ︱ＢＩＧ３」

analog 156

157 analog

美しさとリアルさが同居
圧倒的な臨場感を引き出す

大型で重量級であり、スパイ
ク部とスパイク受け部にわかれ
る製品だ。
型番の３というのは、
タイプ３という意味だが、初代
が大きな振動を扱うスピーカー
に適し、タイプ２はＣＤプレー
ヤー等の精緻な機器に能力を発
揮していたという。さらにその
上を目指して完成し、 年以上
続くロングセラーになっている。
その音は非常に印象的なもの
15

¥5,000
（１個・税別）
※写真中央
●サイズ：高さ22.05mm×直径34.9mm
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PB-Brother

クルマとオーディオによるカイザー・チューニングの世界⑤

20世紀の２大工業製品といえるのがクルマとオーディオ。本誌はオーディオ誌であるが、
クルマにも関心のある読者も多いはず。
そこで本企画は、
カイザーサウンドが手掛けるサウンドクリニックについて、同社が「オートローゼン」
というブランド名で
実践するクルマのチューニングに例えながら解説していくというもの。
レポートを担当するのはオーディオ評論家の鈴木 裕氏。
オーディオはもちろん音楽とクルマをまさに自らの体で体験してきた人物である。
そこで本企画のタイトルは“オーディオアスリート”に決まった。命名者はカイザーサウンドの主宰者である貝崎静雄氏。
●レポート
鈴木 裕氏との強力タッグで読者の方々に、
クルマを通してオーディオチューニングの重要性を通してお伝えしている。
鈴木 裕
第５回目はクルマとオーディオのファインチューニングの世界を具現化する存在として、
Yutaka Suzuki
ローゼンクランツのインシュレーターをクローズアップ。オートローゼンの最新技術を投入し、
扉写真：
フェラーリ599のチューニングから生まれたインシュレーター「PB-599」も登場。
その音質的効果もお届けすることにしよう。
小林幹彦
（彩虹舎）

０度反対側がエネルギーの抜け
ていく方向、出ていく方向、で
ある。設置の仕方としては「印
が機器の背面になるように」
。
さらに「上下の向きは文字が
正しく読めるように」というの
が基本だ。本誌試聴室でその音
をテスト。リファレンスのＣＤ
プレーヤーの下で確認してい
る。
その音は背景が静かになり、
全体にすっきりと、音の透明感
が増すものだ。それぞれの音像
の定位は明確だが、やや手前に
展開する音場に大きめに見えて
くる。音色感としては音の濁り
が消えて、たとえばエコー成分
ひとつ２２００円
（税別）
とい
の消え際のきれいさとか、楽器
う値段の中に、カイザーサウン
本来の音色が純度高く聴こえて
ドの考え方が凝縮しているイン
くる。小型ながら音の変化率は
シュレーターだ。 年以上続く
大きい。
ロングセラーになっている。も
◦“オートローゼンの端緒”
ともとは真鍮製として登場した
「ＰＢ ︱ＢＲＯＴＨＥＲ」
製品のマークⅡ的なモデルで、
歯と歯茎を単一で実現する
素材がシリコンを含有する真鍮
炸裂するような表現力が魅力
であるエコブラスになり、形状
ＰＢ ︱ＢＡＢＹ［Ｅ］
Ⅱと比
も上側がおだやかな曲面を持つ
較すると、サイズも重さもだい
ものへと進化している。そのた
ぶ大きくなっているのがＰＢ ︱
め、全高が０・０８㎜増加して
ＢＲＯＴＨＥＲ。エコブラスと
いるという。設計も製造も厳密
いう単一素材でありながらは、
である。真鍮製のものと区別す
るために、その方向性を示すマ 「歯と歯茎の構造」を持ったイ
ークは通常は「Ａ」だが「Ｅ」 ンシュレーターの音に近づけて
の刻印になっている。
ちなみに、 いるという。興味深いのは、ウ
「Ａ」とか「Ｅ」といった刻印は、 ェブサイトの説明で「ラテン車
の走りを設計に活かした」と記
エネルギーの入る側。その１８
¥33,000
（オスメス1組・税別）
※写真右手前
●サイズ：高さ33.8mm×直径50.7mm

オーディオアスリート

PB-BIG3

注 目 連 載
Rosenkranz

「ローゼンクランツ」と「オートローゼン」
2つの世界を具現化するインシュレーター
¥2,200（１個・税別）
※写真左
●サイズ：高さ6.76mm×直径23mm
（中心に2.5mmの穴開き）

写真左がカイザーサウンドの貝崎静雄氏で、
写
真右が筆者の鈴木 裕氏。
貝崎氏が手にするの
は同社の最高峰インシュレーター
「PB-BIG3」、
鈴木氏が手にするのは、
オートローゼンで培った
技術を投入した注目の新製品
「PB-599」

■ ローゼンクランツの代表的インシュレーター

が、値段通りのクォリティの序
列があり、それぞれに満足度の
高いものだった。たしかに素材
も吟味されているが、その形状
や構造などで、総合的に音の性
能や音楽表現を持たせている。
よく考え、たくさん試作し、と
いうきちんとした開発をしてい
るのが窺われる製品に感じられ
た。
■ 最新モデルを紹介

フェラーリＦ５９９の走りに
対応するインシュレーター

前回のこのページにも登場し
ていただいた益野英昭さん。仙
台・石巻で七店舗を展開するケ
ーキ屋さん「アルパジョン」の
オーナー・シェフだ。その益野
さんのオーダーに応えて開発さ
れたのがフェラーリＦ５９９の、
ハブとホイールの間に装着する
ワッシャー（ホイール・インシ
ュレーター）
であり、そしてホ
ームオーディオ用のインシュレ
ーターでもあるＰＢ ︱５９９だ。
◦クルマ専用モデルを試す

微塵な不安もない獰猛な加速
ドライバーとの距離が縮まる

しく乗れるチューニングだった。
◦ホームオーディオ専用モデルを試す

全体のエネルギーが高まり
流麗な、
美しい世界が出現

12

興味深いのは、ＰＢ ︱５９９
を本来とは逆、対角線上に６本
のスリットが入っている方を上

裏にして設置することで
訴求力の高い音質を実現

Ｅ１の底には３点のアルミ製
の薄い脚があり、その下に敷い
たのだが、アルミとエコブラス
という金属どうしが当たる要素
は一切なかった。まず感じるの
は、音の透明感が上がり、しな
やかで流麗な、美しい世界が出
現するということ。音場空間は
広く、ノイズフロアが下がるの
か、エコー成分が多くなり、そ
の空間を満たしている。左右だ
けでなく前後の定位の描き分け
がしっかりしており、しかもサ
ウンドステージがやや手前に大
きく展開。ただし、情報追求型
というよりもストリングスのき
れいでよく鳴りあっている感じ
とか、それぞれのメンバーのプ
レイが聴こえてくる感じなど、
音楽が良く鳴るインシュレータ
ーだ。ＰＢ ︱ＢＲＯＴＨＥＲの
音の方向性にも近いが、もっと
全体のエネルギーが高く、もっ
と美しい。

まずＦ５９９について書いて
おきたい。今回、Ｆ５９９のた
めにオートローゼンでは２種類
のカラーを開発。実際に装着し
てテストした。そのインプレを
取るための運転を筆者
（ 鈴木
裕）は担当させてもらったが、
きわめて印象的なクルマだ。フ
ロントボンネットの下にＶ型
気筒、６リッターのエンジンを
収納。益野さんのＦ５９９は６
８０馬力の仕様ということだ
が、それを後輪に伝えて走る２
００８年に登場したスポーツカ
ーだ。全長は４・７ｍを切るが、
全幅は２ｍ近く、車重も１７５
０㎏というやや大柄な車格だが、
実際に乗るともっと小さくて軽
いものを走らせている感覚が今
でも信じられない。アクセルを
深く踏み込むと獰猛とも言える
ような加速をするが、シャーシ
の性能が高く微塵の不安もない。
気筒エンジンが咆哮した時の
サウンドは骨や脳髄まで浸透し
てくるような官能的なもの。一
方、そのエクステリアのデザイ
ンや内装は優美で、フェラーリ
という唯一無二のブランドを体
現しているような存在に感じら

気筒エンジンが咆哮した時のサウンドは
骨や脳髄まで浸透してくるほど官能的なもの
だった。聴き出すと、音にはコ
クや深みがあり、音の色彩感と
してはシックな感覚。ビタミン
カラーのような発色の良さでは
なく、より成熟した、大人っぽ
いニュアンスの色彩感だ。細部
の描写は細やかで、精緻と言う
よりも丁寧な描き方をしてくる。
ただし、メロウになりすぎず、
ベースやドラムのキックといっ
た低音の生き生きとして鳴る様
子も実に印象的。また、音場感
は左右方向にも、前後方向に広
く伸びやかに展開。音像は大き
めだが、たとえばライブでのオ
ーディエンスの拍手一人一人の
実在感が出てくるような、音楽
への近さゆえの大きさである。
オーケストラを聴いてもそれぞ
れの楽器の質感や音色の描き分
けが実に見事で、
総じて言えば、
美しさとリアルさの同居した表
現を持っている。圧倒的な臨場
感と言っていい。
音の性能や音楽表現を
総合的に備えた３モデル

以上、ローゼンクランツの代
表的なインシュレーターを、条
件を整えて順番に聴いていった

ホームオーディオ用のインシュレー
ターは弊誌試聴室でも試聴。特に
「 PB-BIG3 」
と
「 PB-599 」は、
TAD「TAD-E1」の脚部に３点支
持で設置してテストした
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それにしてもよくよく見ると
ＰＢ ︱５９９の造りはおもしろ
い。貝崎静雄氏はこう言ってい
る。
「ハイスピード・ハイパワ

回転運動とＧの力を応用した
ハイスピード＆ハイパワー設計

にした時の表現だ。車体側とホ
イールの関係にしても、スピー
カーと床の関係にして、実際に
は一方的なものではない。床か
らの振動もあるし、スピーカー
側からの振動もある。それをコ
ントロールしている存在で、方
向を変えるとどうなるかと思っ
たのだ。
カイザーサウンドが推奨する
基本的な置き方では美しい方向
が支配的であったのに対して、
裏の設置ではミュージシャン一
人一人のプレイがよりリアル
に、より高い訴求力で聴こえて
くる。これは明確な違いで、聴
き手の好みで使い分けられるべ
き種類のものだ。同時に思いだ
したのは、ＰＢ ︱ＢＩＧ３。Ｐ
Ｂ ︱５９９のふたつの音の側面
を統合したような音なのだ。
形、
大きさ、素材は違うが求めてい
る方向がさすがにブレていない。

益野英昭さんのオーダーに応えて開発されたフェラーリF599専用、ハブとホイールの間に装着する
ワッシャー
（ホイール・インシュレーター）
の取りつけの様子

10

今にもスタートダッシュしそうな脚からお尻にかけてのシルエッ
トが美しい

BREMBOの精緻なブレーキ機構には全て製造管理番号と
データーが打ち込まれている。

まずはホイールを取り外す

この日のために用意されたF599専用のワッシャー
（ホイール・
インシュレーター）
「PB-599」

ハブとホイールの間に
「PB-599」
を取り付け

ー対応を最大のテーマとして開
発。オーディオインシュレータ
ーと決定的に違うのは回転運動
とＧの力です。そのための構造
として上下にスリットを設けま
した」という。しかも対角線上
のスリットの数。
「５は攻めの
形、６は守りの形。瞬間のエネ
ルギー放出に対応するために倍
の のスリットにした」のだ。
また、
底面のエッジの立った肩、
上面の丸みのある肩の形状な
ど、カイザーサウンドの思想を
集約的に投入。
「エコブラスを使っています
けど、素材の音はしません。全
部の形に意味があります」とい
うことが実際に聴くと実に良く
わかる。
音楽にはグルーヴや推進力が
あり、強烈なアタックから微細
なデュナーミクがある。それら
を見事に描いてくるローゼンク
ランツ。それがクルマのチュー
ニングに生かされ、シャーシと
のタイミングが合ってくるオー
トローゼン。お互いの分野で進
化しつつ、お互いが刺激を受け
合って相乗効果を生み出してい
るのを感じた。

F599のフロントボンネットの下にはＶ型12気筒、
６リッタ
ーのエンジンを収納

ローゼンクランツの音楽的な推進力と
オートローゼン・チューニングがここに結実

※発売記念価格¥12,000
（１個・税別・200個まで、または、'17.1月末まで）

12

れた。オートローゼンの２種類
のカラーはいずれもＦ５９９と
ドライバーの距離感を縮めてく
れるもので、フェラーリが想定
しているよりも低い速度域での
ドライヴァビリティを向上。楽

￥15,000
（１個・税別）

PB-599

analog 158
●「オートローゼン」
および「ローゼンクランツ」の問い合わせ先：カイザーサウンド
（有） TEL：03-3643-1236 ／FAX：03-3643-1237
Rosenkranzホームページ： http://www.rosenkranz-jp.com/japanese_index.html Auto Rosenのホームページ http//autorosen.jp/

159 analog

●サイズ：高さ12.25mm×直径38.5mm●質量：92g
●構造：上面に10本のスリット、下面に上面とは逆の対角線上に６本のスリット

ＰＢ ︱５９９のテストは、こ
の記事の前半、３種類のインシ
ュレーターといっしょに行っ
た。まずリファレンスのＣＤプ
レーヤーに使い、そしてＴＡＤ
のＥ１というやや大型なフロア
スタンディングのスピーカーの
下でも試聴した。

■ F599のチューニングから生まれたホームオーディオ用のインシュレーター

Rosenkranz

クルマとオーディオによるカイザー・チューニングの世界⑤

オーディオアスリート

