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のがその山田邸と対極的な、東京都内

ーディオルーム。そして今回紹介する

ら紹介してきた北志賀の山田さんのオ
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の役目を担っているのが、これまでａ
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屋だ。そこの音が目ざましく改善され

って、オーディオ用としては難しい部
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作動原理よりも、現象としてどう音が

そうしたアクセサリー類の素材や構造、

まず坂本さんのシステムを簡単に紹

変化したかに注目する。

に居を構える坂本和久さんの部屋だ。
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ＵＳＢ ＤＡＣであるインヴィクタ／
て最初に聴かせてもらった音は大変恐

スラボ／Ｘ３５０に送りこんでいる。

これだけサラブレッドのような出自を

縮ながら芳しくなかった。打てば響く

◦ステップ

「元の音」

ンドなどを投入することによって、ど

ーター、そして特注のスピーカースタ

ケーブルや信号ケーブル、インシュレ
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正確な寸法比で設置。左右面も含め
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なるべく客観的にリポートしてみたい。
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オーディオシステムにローゼンクラン

そこで今回は、坂本邸のその状態の

てしまっていたのかもしれない。

ないと、その芳しくない音が増幅され

えに、スピーカーから出る音が芳しく

ような、と形容したい部屋であるがゆ

持つ部屋なのに、筆者が坂本邸を訪れ

山田邸のオーディオルームはもとも
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度は高くない。壁や天井は板材で構成

スピーカースタンドは集成材で作成。壁面と同じ寸法比で作られており、
脚部は同社のスパイク
「Giant Spike
／Gen2」
（¥15,000／１個）
と、
スパイク受けインシュレーター
「Giant Base」
（¥33,000／１個）
の組み合わ
せで構成

され、その板自体も薄めだ。率直に言

同社のアクセサリーによる
部屋とシステムの進化を辿る

対極的というのは、そもそも建築物と

20世紀の２大工業製品といえるクルマとオーディオはその原理や仕組みの上で、共通する要素は
非常に多い。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を、同社が 「オートロー
ゼン」というブランド名で実践しているクルマのチューニングに例えながら解説していくもの。これま
での全５回は姉妹誌である『季刊・analog』
でお届けしてきたが、ルームチューニングやアクセサリー
の実践編に移っていくにあたり、本誌へ引っ越しを行った。レポートは引き続き鈴木 裕氏が担当。
連載タイトルの“オーディオアスリート”も自身が 「オーディオ」「音楽」「クルマ」をまさに自らの
体で体験してきた人物であることから命名したものである。さて、第６回目は、ローゼンクランツが提
唱するリスニングルームとして、坂本さん宅をご紹介することにしよう。
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前の、まさにプレーヤーによって音楽
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オーディオ機器と部屋自体の関係に

といった要素を大事にしている。

か、協調してとか、お互いに高め合う、
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氏はこの極意について
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、「電気」
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ローゼンクランツを主宰する貝崎静雄

オーディオをセッティングする極意。
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自体が音響ボード的に機能する壁の作り方
（下側が８４０cm、上側が１６８
０cm）
にも踏襲。また、天井に設置された丸太の一部は、実は神社での
役目の終わった御柱を流用。音を走らせるためのもので、山田邸でもその
エネルギーを高める能力には瞠目させられている。根太
（ねだ。床の下の
構造体の部分）
の入れ方も、スピーカーからの音を前後に走らせるような設
計思想。詳しくは次の機会に紹介したい。（鈴木 裕）
部屋の奥行き、横幅、高さといった要素からコンクリートの壁の基本的な厚
みに対して、さらに厚くして低音のエネルギーに対抗する部分
（スピーカー
背後の２本の柱状の部分）
や、写真では見えないが30×10mmの溝を設
定して、余分な振動を逃がすところまで、貝崎静雄氏のノウハウをすべて
投入した部屋だ。部屋の形自体もそうだが、音楽で言うと「ド」
と「ソ」の
関係
（いわゆるパワーコード）
をたくさん作ることによって、部屋自体が音楽
的に“鳴る”
ことを考えている。それは左右の壁の表面に施工されたそれ

部屋自体が音楽的に“鳴る”
、スピーカーから音が走る設計思想を具現化

部屋の両サイドには、
ローゼンクランツ特製の音響パネルを設置。高さは上が1680㎜で下が
840㎜と倍音の構成になっていて、
上下の間と床との接合部には幅木を配してある。
オクターブ
音楽エネルギーとしてリスナーの方向に流れるように
正面にあるコンクリートの２本の柱状の部分は坂本さんのリスニングルームの基となっている部 和音で構成された各パネルが連動調和し、
分。部屋全体が200㎝厚のコンクリートで構成されているのに対し、
この部分はさらに厚くしてある 工夫が施されている

◦ステップ
「パワーアンプの
電源ケーブルを交換」

最低域のレンジが拡大
前後方向の広がりも出る
元はパスラボの純正 お
( そらくベル

たようだ。この段階でオーディオクォ
度が増した。たとえば音像の見え方の

だ。この変化は、短く言うと情報の精

減っているが、低音の改善度合いのが

ある程度出てくる。高域のはしゃぎも

ジの前後方向が広がり、音像の分離が

らの音離れが良くなり、センターの密

上のあったステップだ。スピーカーか

合わせて導入。ここもさらに大きな向

パイク受け「Ｃａｐｔａｉｎ」を組み

度が向上。各音像の定位が明確だ。音
場空間は、前後・左右にきっちり展開

ッとしたといった質感表現力が上が
り、あるいは試聴曲にあった逆相成分
が自分の背後に回り込む感じなどがき
ちんと出てくる。オーケストラのヴァ
イオリンのシルキーさなど、上質な音
色の再現性も上がっている。

◦ステップ
「同じくアッテネーターと
パワーアンプ間の信号ケーブル
をさらに良いものに交換」

よりキメ細かな描写力で
臨場感や実在感もアップ

ターという振動コントロールだけでこ

ここではスピーカー台とインシュレー

らしい表情も感じられるようになる。

金属と木の楽器の質感や歌手のその人

モニー感の鳴り方がよく、音楽を聴く

プしている。音楽的にもリズムやハー

ので、全体的に臨場感や実在感がアッ

また音場空間としても密度が向上する

ンスとしては中域の存在感が上がり、

」に交換。音のキメが細かくなり、
tile
音像の描き方がていねいに。帯域バラ

」をひ
さらに「 XLR #1 Versatile
とつ上のグレードの「 XLR #2 Versa

れだけ良くなってしまう事実に、大型

し、その見通しもいい。音色や音の感

とりあえず他のスピーカー用のもの
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る。
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音像や定位も見えてきた
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Ｙ
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ＤＡＣとアッテネーターの間に
「＃１」

分解能がさらに増して
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たのだろう。それをある程度開放でき

スピーカー台の下のスパイク受けを

も同ブランドの製品にすればブランド

えてくる。これでスピーカーケーブル

その細部のディテールの描き込みが見

オーディオ的にはさらに分解能が増し、

いった要素が感じられるようになる。

わらかさや余裕も出てくるし、ローゼ

りが良くなる。全体的に太い音で、や

グが揃う印象で、俄然、音の鳴りっぷ

低域のそれぞれの立ち上がるタイミン

向上度は圧倒的だった。高域、中域、

ＡＳＥ」に交換。この変化量、そして

加えたい。

ているような感覚があったことも付け

の壁が再生音とシンクロして良く鳴っ

悦楽。坂本邸の、特にスピーカーの奥

楽をたっぷりと贅沢に聴かせてくれる

てくるような情報の正確さもある。音

パワーアンプ間の信号ケーブルは

ひとつ前の状態のアッテネーターと

を投入してみる。悪い意味でモニター
ら直径 ・７４㎜の「Ｇｉａｎｔ Ｂ

の表現として完結するが、この状態で
ンクランツの製品によってプロデュー

の角度や位置をすこしだけいじると、

る。それを聴いて貝崎氏がスピーカー

ギーのタメやタイミングを加速するよ

してハンダ付けするなど、音楽エネル

としては、線材をあえて途中でカット

以上、各ケーブル類についての概要

部屋がスピーカーから
音を引き出すような感覚

も有機的な音で音楽を聴く満足度の高
スされた部屋全体が鳴り出す感覚があ

さらにエネルギーが増し、スピーカー

る。膨大な開発の上に到達したクォリ

作品の一部を見せてもらったこともあ

を作った上での製品で、実際にその試

上の設計だけでなく何百本もの試作品

うに設計されているという。それは机

からの音離れも良くなっている。

◦ステップ
「ＤＡＣの電源ケーブルを
グレードアップ」

ひとつ前の状態のまま、ＤＡＣの電

イミングが合うことによって、それが

から発する悪い振動エネルギーを開放。

スピーカー台によって、スピーカー

ティに感じられた。

源をケーブルだけを最上位である「 AC

うまく部屋を鳴らすようになり、鳴り

人間性までも伝わってくる
正確でゴージャスな再現性

音の肉付き、低域の太さが出てくるの

」に交換する。この電源
#4 Versatile
ケーブルは筆者の自宅でもテストした

出した部屋がスピーカーから音を引き

◦ステップ

や電源、信号ケーブルによって音のタ

スパイク受けなどのインシュレーター

も美点。都会の電源事情の悪さをあら

ことがあるが、芳醇で音の色彩感が豊

出しているように感じられた。

ためて確認させられる。

か、語弊を恐れずいえばゴージャスな

「スピーカーの下のスパイク受
けを巨大なものに交換する」

り、音場空間も拡大。と言ってもヴォ
ーカリストやミュージシャンが別の人

ローゼンクランツの製品によって
部屋全体が鳴り出すような感覚に変貌

圧倒的な変化量と向上度
部屋全体が鳴り出す感覚

う。音のエネルギーの総量が大きくな

音色感を持った再生音に到達してしま

かる程度にＳＮ感が良くなる。また、

きくないが、ブラインドテストでもわ

ーを挿してみる。再生音の変化量は大

壁コンセントに並列型電源フィルタ

並列型フィルターにより
低域の太さがアップする

「電源にひと工夫してみる」

◦ステップ

れるように思った。

いローゼンクランツの方向性を感じら

なり、音楽の風情やたゆたい、余裕と

直径 ・８㎜の「Ｃａｐｔａｉｎ」か

精度と質感表現が上がり
上質な音色を引き出す
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調というか、まじめで固い感じがなく

全体的に音が落ち着いてきた。低域は

楽しさも良くなっている。

換。木材の集成材とボルトを組み合わ

「スピーカー台を交換」

◦ステップ

純度はまだまだだ。

高い。とは言え、付帯音が多く、音の

95

厚みや、その表面のツルツルとかザラ

リティを語れる音になる。

◦ステップ
「スピーカーの下を大型スパイ
ク＋スパイク受けに交換」

の「Ｇｉａｎｔ Ｓｐｉｋｅ／Ｇｅｎ

激変を遂げたステップ
センターの密度が向上

」
leに交換する。長さは実測で１ｍ
㎝。茫洋とした低音成分が減って、最
２」と、直径 ・８㎜のハイエンドス

ひとつ前の状態から、大型スパイク

低域のレンジも拡大。サウンドステー

デンあたり だ
) ったが、ローゼンクラ
ンツの電源ケーブル「 AC#2 Versati

3
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スピーカー台の脚まわりとして、最高の
結 果を引き出した 同 社 のスパイク
「Giant Spike／Gen2」
（¥15,000／
１個）
と、
スパイク受けインシュレーター
「Giant Base」
（¥33,000／１個）
の組
み合わせ ※ともに税別価格
ケーブルの試作研究
は写真のように膨大な
数と量になる。データ
ーを取り終えた後に全
ては廃棄処分となる
●「ローゼンクランツ」および「オートローゼン」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/
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スピーカーとスタンドの間には、
フェラーリ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
「PB-599」
（￥15,000／１個・税別）
が設
置されている
写真左はパワーアンプに使用したRosenkranzの電源ケーブル「AC#2 Versatile」
と、右はDACに使用し
た上位モデル「AC #4 Versatile」

23

Rosenkranzのスパイク受けインシュレ
ーター。写 真 左から「 P B - P O I N T
BASIE」
（直径35mm×高さ11.67mm
／¥4,700・１個）、
「 Captain」
（ 直径
43.8mm×高さ21mm／¥19,000・１
個）、最高峰の「Giant Base」
（ 直径
7 2 . 7 4 m m×高さ2 4 . 8 4 m m ／
¥33,000・
１個）
※すべて税別価格
エルサウンドのパッシブアッテネーターとパスラボのパワーアンプ「Ｘ３５０」の間に
使用している同社のXLRインターコネクトケーブル「XLR #2 Versatile」
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Rosenkranz製品

本項で登場する

