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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、
読者の方々もクルマに関心のある方は多いはず。
そこで本企画ではカイザーサウンドが手掛けるサウンドクリニックを、
同社でも
「オートローゼン」
というブランド名で実際に行っているクルマのチューニングに例えながら解説していただくという連載。
レポートを担当するのはオーディオ評論家の鈴木 裕氏。
以下の本文で経歴をご参照いただきたいが、
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。
鈴木 裕氏との強力タッグで、
読者の方々にオーディオチューニングの重要性についてクルマを通してお伝えしていきたい。

の主宰者である貝崎静雄氏につい

－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－

オーディオチューニング論を
クルマに注入するプロジェクト

オーディオアスリート
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こちらはベンツ用の
ホイールのために開
発した
「オートローゼ
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オリジナルのホイ
ールボルト

ているが、まずその方向を３枚と

「オートローゼン」特
製のワッシャーとナッ
ト。シリコンが３％混
ざっているエコブラス
を素材として、無垢
の棒の製造段階か
ら上記のような方向
性を管理して作られ
ている

「加速度組み立て」と「方向性の管理」
により
クルマとオーディオという工業製品に命を注ぎ込む

姉妹誌『オーディオアクセサリー158号』
でもご紹介。
「オートローゼン」
でのチューニング業務も担当しカイザーサウンドの開発拠点のひとつに
もなっている山田耕吉さんのオーディオルームも訪ねる。
「電気」
と
「気流」
「振動」
を徹底追求し、
５年がかりで完成させた24畳のオーディオルーム

貝崎氏は目で見て、指で触るだけでホイールの方
向性がわかる。この時点でどのホイールが前輪
／後輪、
左／右のどこに最適かも判断する

特製ワッシャーを管理して
乗り味が衝撃的に変化した

クルマとオーディオチ
ューニングにおける
「方向性」の重要性
を筆者に語る貝崎氏
まずはチューニング前の状態で試乗した後、別のホイールとタイヤを独自の方法で組
み、
「オートローゼン」製のスペーサーをハブとホイールの間に入れ、
その効果について
実際にハンドルを握ってテストした

ホイールを受ける車体側のハブの部分もヤスリで
きれいに洗浄する。写真右が洗浄後の状態。時
間をかけて丹念に磨き上げていった
ショックアブソーザー用の「オートローゼン」特製ワッシャーを設置する貝崎氏。方向性
を厳密に管理することで、
最もスムーズな駆動が引き出せるようにする
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●「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/
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最近新たに貝崎氏がチューニング
を手掛けた配電盤を確認する筆者

－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－

オーディオアスリート

