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　“最新オーディオ技術対談”

Dr.Dr.Dr.Dr.Dr. ボーズと語るボーズと語るボーズと語るボーズと語るボーズと語る
Drボーズの来日により実現したこの山崎氏との対談は，新製品のボーズ901
Ⅲの製品紹介にとどまらず，オーディオ技術全般にわたる，基本的問題
に鋭くせまり，かつ，深く考えさせられる．読者の諸兄必読の興味深い内容にな
りました．ここに全内容を掲載いたしますのでぜひご感想をお寄せ下さい．(編)

　Dr.Amar.G.Bose.＜ MIT教授（電気工学）＞

　山崎芳男＜早稲田大学音響工学研究室＞

編　今日はお二方お忙しいところあり
がとうございます．
　ポーズ氏は有名なMIT（Massach
usetts Institute of Technology，
マサチユーセッツ工科大学）の教授で
あると同時に1964年にポーズコーポレ
ーションを創設されてからずっと会長
をつとめられ，このたび日本ポーズ社
が開設されるに当り来日されたわけで
す．今日は山崎氏とオーディオ全般に
わたって広く話合っていただければ幸
いです．
　山崎氏は早稲田大学の音響研究室で
主にPCM録音等のディジタル信号処
理について研究されており，ラジオ技
術誌ではスピーカ等の測定やPCM録
音機等の解説でお世話になっている方
です．
山崎　はじめまして，音響工学の伝
送工学の権威でありIntroductory
Network Theoryの著者でいらっし
ゃるポーズ氏にお話する機会を得まし
てたいへん光栄です．今日はひとつよ
ろしくお願いします．
　ポーズ　こちらこそよろしく，研究
室ではどんな仕事をされていますか．
　山崎　音響機器や部屋の音響測定，
分析へのディジタル技術の導入，およ
びそのための記録主段，PCM録音等
に関する研究を多少てがけています．
最近は部屋の空間情報の測定に取り組
みたいと思っております．今日はこの
あたりのお話もぜひうかがいたいと思
います．
　ポーズ　シグナル・プロセシングと
いうことですね．私も大変興味のある

分野です．あなた方がPCM録音のハ
ードウェアを小形ポータブルVTRを
利用して実現されている話は聞いてい
ました．具体的にはどんな機械を使わ
れているのですか．
　山崎　計算機とのやりとりが多いの
で，1600BPIの計算機用小形磁気テ
ープ装置を使った固定ヘッド式のもの
を主として使っていますが，大量の音
響データをファイルするにはVTRは
大変有効です．3/4インチのUマティッ
クのVTRを使うとほとんど誤りなく
2チャネルの広帯域音響信号の記録が
可能です．
ところでオーディオの分野全般にわ
たってポーズ氏が日頃，感じておられ
るところをお聞きかせ下さい．

　ポーズ　アメリカでは，スピーカを
作っているほとんどの会社が十分な技
術レベルに達していないし，レベルが
低いということすら知らない会社が多
いようです．
　Hi－Fiの分野以外のたとえばコンピ
ュータ，伝送システム，半導体，民生
用のテレビの分野でさえ，工学レベル
は非常に高い．しかし，オーディオの
分野では世界中どこでもほとんど本当
の意味で研究が行われていません．ス
ピーカはオルソンが1947年に書いた教
科書にのっとって作られているという

のが現状であるのは，ご存知のとおり
です（笑）．

　　　ポーズコーポレション創
　　　設の背景

　山崎　こういった背景がポーズ社を
生んだわけですか．
　ポーズ　そのとおりです．今申しま
したように，アメリカのオーディオ業
界を見ると，まったく研究が行われて
いない．これが，私に仲間といっしょ
に会社を設立する決心をさせたので
す．
　そして毎年MITの優秀な卒業生を
会社に入れてきました．それは私が
研究は必ず進歩につながる，研究をし
なくとも良い製品はできるかも知れな
いが，研究をしなければ5年後，10年
後には良い結果を生むという保証はな
いと信じていたからです．私は優秀な
人材をオーディオ業界の研究部分に投
入したいと考えました．
　しかし，これは大変困難でした．
秀な卒業生はオーディオ業界へ入るの
をきらいました．

　　　まず人材を得ることである

　そこで私の会社に人々を入れるため
に政府関係の機関とプロジェクトを組
み，人材を獲得し，入ってきた人々に
音響工学の興味ある問題を提起して，
ゆっくり興味，関心をオーディオの分
野に向わせるよう努力しました．当時
は，優秀は人を直接オーディオの分野
に入れることは大変むずかしかった

Hi-Fi の分野の現状
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ですが，今は良いグループができ上っ
たので可能になりました．これはオー
ディオ・メーカーの給料が安いせいも
あるかもしれませんが（笑）．
　私はすべての進歩するか否かは人間
しだいであり良い結果を生むには，良
い人たちを集めることだと信じていま
す．

　　　小さな企業では全体が見
　　　渡たせる

　山崎　日本ではほとんどの卒業生が
大企業への就職を希望します．しかし
アメリカでは優秀な学生が自ら会社を
作ったり，小さな会社に積極的に加わ
るときもありますが…．
　ポーズ　大企業では全体を見渡せる
ような位置にはつけず，ほんの一部か
らしか見ることのできない立場を余儀
なくされます．たとえば技術系の人は
営業の方はほとんどわからないといっ
た状態です．
　小さな会社ではすべてを見渡すこと
が可能であり，独特のポリシーをもっ
た小さな優秀な会社もたくさんあるの
で，かなりの卒業生が小さな企業へ参
加すること，場合によっては会社をお
こすことも望むようです．
　山崎　その小さいが優秀な会社がた
くさん存在するというより，存在しう
るという点が大きく日本とは違います
ね．

　リアリスティック・
　サウンドを目指す

　ポーズ　事実我々の会社もオーディ
オ業界では初めてヘビー・バックグラ
ウンド・リサーチ（徽底的な研究）を
とり入れた特異な存在です．そして我
々は”明るい音”や”やさしい音”を作る
のではなくリアリスティック・サウン
ドを作るのだと常に公言しています．
これが唯一の道だと信じているからで
す．それは何世期にもわたり，音楽の
形やホールの音響特性も変り楽器その
ものも少しずつ変ってきていますが，
すべて聴衆を喜ばせることを指向して
いるのと同様です．我々は自分の時間
に自分の家で，生きた音楽の最良な再
生が可能であると信ずるスピーカを作
るのが目的であって，店頭できいて明
るい音がするスピーカや特定の人の好
みにあったスピーカを作ろうとしてい

るのではないということです．

　ポーズコーポレー
　ションとMIT

　山崎　ところでポーズ氏は長い間M
ITの教授でおられ，一方ポーズ・コ
ーポレーションの会長でもいらっしゃ
る．これは日本ではちょっと考えられ
ませんが，アメリカではふつうのこと
なのですか？
　ポーズ　いえ，一般的なことではあ
りません．ハーパートなどの大学は私
のような立場を許しておりませんが，
MITではいくつかの例があります．
基本的には，社長や副社長というよう
な毎日会社へ行かなくてはいけないよ
うなスタッフにはなれませんが，ポー
ズ・コーポレーションのように日常の
仕事を行う社長，副社長等のスタッフ
がそろっている場合には許可されるこ

とがあり，幸運にも私はこういう立場
を得ております．

　山崎　さて，このたび発表された901
Ⅲスピーカ・システムと開発された背
景について少しおたずねしたいと思い
ます．初期には理想呼吸球が最善の音
源と考えられたが，実はそうではない
ことに気付かれたそうですが，そのあ
たりのことを
　ポーズ　1960年代の初めには私ども
は理想呼吸球が最良のスピーカと考え
ていました．しかし，それは間違いで
した．その時点では直接音と間接音の
関係について全然考えていませんでし
た．すぺでの方向に等しく音を放射す
れば良いと思っていました．しかしこ
こに問題があります．本には書いてあ
りませんし，あまり知られていません
が基本的な重要な問題です．

　部屋で楽器を演奏させるのか
　ホールの雰意気の再現を求め
　るのか

　再生システムを考える場合まず，ス
ピーカの位置にあたかも楽器があるか

　 ボーズ901 Ⅲ開発の技術
　 的背景

発音体と同形状のシステムはその発音
体としてはFi-Hi 再生ができる

ボーズ901-Ⅲの説明用資料から抜粋
したその設計思想を以下に示します．
　ボーズ901シリーズスピーカ・シス
テム(901のネーミングの由来は9個
のドライブ・ユニットのうち1つだけ
が前方を向いていることによる)は19
68年の最初のモデル以来以下にのべる
4つの基本的設計思想が貫かれていま
す．
　1. 直接音と間接音の適当な割合，
　2．フルレンジ・ドライバ・ユニッ
　   トの複数個し様
　3. アクディブ・イコライザによる
　保証
　4.全空間への一様なパワー・ラデ
　ィエーション
　1は生演奏における直接音と間接音
の割合を小さなリスニング・ルームで
実現するためです．
　2は同じ特性をもつ複数個のユニッ
トを結合することにより，共振の分散
と応答特性の平坦化と高能率化を画く

ためです．
　3はスピーカ・システム固有の周波
数特性を補正するアクティブ・フィル
タです．複数個のフルレンジ・ドライ
バ・ユニットにより特性の平均化した
システムではじめて効果があります．
　4はある特定の点の周波数特性を平
坦にするのではなく，全放射パワーを
平均にしようということです．
　そしてニューモデル901-Ⅲではさら
に3つの大きな改善を行いました．
　1. アルミニウムのヘリカル・ボイ
　   ス・コイルを用いた特性のよい
　   高能率フルレンジ・ドライバ・
　   ユニットの採用
　2. アコースティック・マトリック
　   ス・エンクロージャとよばれる
　   3個のエアコラムを持った精密
　   加工の箱の採用
　3. 新しい部屋の色々な特性に合せ
　   て調整可能な精密イコライザの
   　採用

ボーズ901Ⅲの設計思想（先月号グラビア・ページ参照）
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のような音を出すスピーカを求めるの
か，あるいは，ホールなどで聴く音に
近い音を再現させるスピーカを求める
かを決めなければなりません．
　もし，スピーカにスピーカの位置に
楽器があるかのような音を求めるのな
らば，再生しようとする楽器と同じ形
と大きさのスピーカを作るのが唯一の
方法です．たとえば人間の声をスピー
カの位置に再現したければ，使うもの
は通常のスピーカ・ボックスを用いた
システムではなく，再現しようとする
人と同じ形，大きさのダミーヘッドに
大きな流量の得られる小さな口径のス
ピーカ・ユニットをのどの位置につけ
たものを使うのが最適です．
　この理由はこうすることによりはじ
めて全周波数の放射パターンが人間の
それと一致するからです．しかしこの
ようなスピーカでは他の楽器，たとえ
ばバイオリンの音などはもちろん出せ
ません．したがって，スピーカにあた
かも楽器がその部屋にあるかのように
再現させるには各楽器の数と同じおび
ただしい数のスピーカが必要になり実
現不可能です．
　しかしながら再生音を完全にではな
くとも可能な限り音楽が演奏された場
所の印衆に近ずけようというのであれ
ば，1つのスピーカ・システムをすべ
ての楽器にもちいることも可能です．

直接音と間接音の比

　ここで直接音と間接音の比に着目し
なければなりません．我々は大きな部
屋やホールで収音した音を小さな部屋
で再生するわけです．
　たとえば無指向性スピーカを考えま
しょう．低音はどんな楽器でも無指向
性を示します．これは波長が楽器の寸

法に比べて長いからです．バイオリン
でさえ低城は無指向性を示します．し
たがって小さな部屋で無指向性スピー
カで楽器の低音を再生すると，楽器の
放射パターンと一致します．これは楽
器が部屋にあるのと同じ音であるとい
うことでこの場合は望ましいことでは
ありません．小さな部屋でたくさんの
楽器を演奏することなど不可能だから
です．
　ここに音源と聴取位置との距離と直
接音，間接音のレベルの関係を示しま
す(第1図)．大きな部屋やホールで直
接音のレベルと間接音のレベルの比は
小さな部屋とは違います．小さな部屋
では音源（スピーカ）と聴取者の距離
が近いので直接音の比が高くなりま
す．したがって小さな部屋で演奏会場
の雰囲気を出すには間接音のレペルを
高くしてやる必要があります．

　リスニング・ルームでは理想
　呼吸球は理想音源ではない

　もし小さな部屋で理想呼吸球をもち
いて再生すると直接音のレベルが高く
なりすぎてしまいます．再生音はあた
かもバイオリンやピアノ等すべての楽
器が，スピーカの位置にあるように聞
こえてしまい，自然でない不快なもの
となってしまいます．
　ところが理想呼吸球の音はひどい音
なのですが，約6.8kHzをカットオフに
して6dB/octで高域が低下するフィル
タをもちいると，音質が大幅に改善さ
れることがわかりました．理由はわか
りませんが，これは我々をたいへん驚
かせました．1964年頃のことでした．
ちょうどその頃まったく独立にドイツ
で行なわれた小さな呼吸球を用いた同
様の実験についての論文を読みまし
た．彼らも約6kHzをカットオフとする

6dB/octのフィルタが効果があるが，
やはり理由はわからないとのべていま
した．
　後になってオーケストラの録音技術
を研究している過程でその理由はわか
りました．スピーカについて書かれて
いるすべての本は，その周波数特性，
過渡特性，指向特性については論じて
いますが，どの本も人間の知覚につい
ては論じていません．しかし，人間の
知覚能力は実にすばらしく，複合音に
ついては音の到来方向の微妙な差等を
知覚します．そこで我々は実際の音場
で音がどのように人間の耳に到来する
かを調べました．つぎに音を聞くいろ
いろな場所について，直接音と間接音
の関係を調べました．

　　最初はオーディオ・マニアに
　　気狂い扱いされた

　そしてこれらの点を考慮した最初の
スピーカ・システムを設計試作しまし
た．このスピーカ・システムは従来の
システムとまったく異なっていたた
め，オーディオ・マニアに気狂い扱い
されました．彼らは「すべてなってい
ない．大きなバフル板も大きな箱もな
ければ，前方よりも後ろにたくさん音
が出るし，イコライザなどというスピー
カ・システムでは聞いたこともないし
ろものがついている．これはおもちゃ
でしかない．」とまったく相手にしま
せんでした．
　しかしこのスピーカの音を音楽家や
演奏家に聞かせたところただちにこれ
はすばらしい音と認めてくれました．
　市場に出たこのスピーカは音楽家か
ら高い評価をうけ，音楽が本当にわか

第1図　直接音と間接音の関係

リスナーがどちらの特性を好むかが問題
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901Ⅲは9つのシング・コーンSPで構成
るオーディオ・マニアもすぐに評価す
るるようになってきました．工学的裏づ
けもなく，データばかり見ていた多く
のオーディオ・マニアも，除々にです
が耳を傾けるようになってきました．
オーディオ・マニアもリアルサウン
ドを求める方向にあると信じています
(笑い)．

　山崎　大きなホール等と小さなリス
ニング・ルームの間接音と直接音のレ
ベル関係に着目した設計については，
良く解りましたが，平均自由行程の違
いについてはどのようにお考えです
か．
　ポーズ　それは確かに大きな問題で
す．まずどの問題が解決され，どの問
題が未解決かを考えてみましょう．私
の考えでは大きく分けて3つの観点か
ら見ることができると思います．ひと
つは，パワースペクトラム，もうひと
つは空間の問題であり，残りは平均自
由行程に関係する反射音の到来時間の
問題です．

スペクトラム
－解決済－

　スペクトラムの問題は文字どうりス
ペクトラムで，入力の電力と出力音圧
の関係です．この間題はほとんど解決
ずみで，どんな周波数特性も作り出す
事ができます．問題はただリスナーが
どんな特性を好むかということだけで

す．私たちは部屋全体の，フラット・
パワー・レスポンスが最善だと思って
います．

　　　　　空　 　間
　　　　　－解決済－

　つぎは空間の問題ですが，スピーカ
がどういうふうに音を出すかというこ
とにも関係しますが，むしろリスナー
の耳にどのような方向からどんな音が
到来するかという問題です．私の大学
での研究に基く個人的見解は，音のバ
ランスと方射角度については1つの箱
にできるだけ多くのスピーカ・ユニッ
トを装着することにより改善できると
いうことです．901では9つのシング
ル・コーン・スピーカを装着しました
(写真1)．さらに部屋の中に，二つで
なくて，より多くのスピーカ・システ
ムを置く事ができれば，空間的状態は
より改善できます．しかし従来どうり
二つの箱を使ってうまく設計し，置場
所を考えれば，再生音場に必要な空間
的条件は十分満たされます．したがっ
て空間的な問題も基本的には解決され
たと言って良いでしょう．

　　　反射音の到来時間
　　　　　－未解決－

　さて残ったのがご指摘の平均自由行
程の問題ですが，これはいかにして小
さな部屋にホールのような響きを再現
するかという問題に帰着します．これ
は二つの点で空間的条件とは違いま
す．すなわち，空間的条件はリスナー
にどのような方向からどのような音が
到来するかという問題で，これを大き
なホールのそれと一致させることは可
能です．しかし，この最後の問題は反
射音の到来時間の違いです．大きな部

屋では音源から出た音や1度反射した
音がつぎに反射するまでの時間(この
平均が平均自由行程)が，壁や床や天井
で反射されるまでの時間は，小さな部
屋に比べて当然長いです．大きなホー
ルでは最初の反射音の到来は300msec
程度が普通です．しかし，小さなリス
ニングルームでは30msec位になって
しまいます．これには何の解決策もあ
りません．スピーカ自体の設計ではこ
れを変えることはできません．これは
部屋の寸法と形状の問題だからです．
　大きさのわからない真暗の部屋の中
につれてこられても，ただ一度自分の
名前でも発声してみれば，部屋の大き
さのおよその判断はつきます．これは
残響時間によって部屋の大小を判断し
ているのではないことを示していま
す．残響室や風呂場のような残響時間
が長くて小さな部屋でも，一度声を出
せば部屋の大きさがわかります．それ
では何で判断しているのでしょう．そ
れは反射音の到来時間によって判断し
ているのです．
　したがってコンサート・ホールと同
じ反射音の到来時間をリスニスグ・ル
ームで得る事は不可能です．ポーズ901
Ⅲもスペクトラムと空間特性はコンサ
ート・ホールに十分近いものを作りだ
せますが，この点については他のスピ
ーカと同様実現不可能なのです．
　この点について全然対策がないわけ
ではありません．すなわち複数個のス
ピーカと遅延装置を使ってある程度コ
ンサートホールの状態に近づけること
ができます．しかし，一度スピーカか
ら出た音は部屋の寸法に応じた時間で
反射されるわけですから，部屋の大き

　写真1

　　ホールトーンを再現す
　　る三つの要素

平均自由行程
（ミーンフリー
パス．音が一度
壁にぶつかって
から，つぎにぶ
つかるまでの平
均距離）は広い
部屋では長い，
これを平均自由
行程の短い，せ
まい部屋で再現
することは原理
的にむずかしい．
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さは小さいままです．あなたの短い質
問に対して長い答えになりましたが，
おわかりいただけたでしょうか．

　山崎　よくわかりました．良く小さ
なリスニング・ルームに対しても残響
時間を問題にする人達がいますが，私
も小さな部屋では平均自由行程がホー
ルとは違うのですから残響時間だけを
問題にしてもあまり意味がないと考え
ております．むしろ小さな部屋では，
軸平行，面平行の 　の高い共振をさけ
るように心がけるべきだと思います．
日本家屋に比較しておそらくアメリカ
では，このような 　の高いモードが問
題となると思いますがいかがでしょう
か？
　ポーズ　大きなコンサート・ホール
では斜波動が支配的であらゆる角度か
ら等確率で音がやってきます．これは
エネルギーについても同様であらゆる
方向から入ってくるエネルギーもほぼ
等しいです．しかし，おっしゃる通り
小さな部屋では　 の高い定在波がたち
やすいので注意を要します．特に欧米
では壁がかたいので何らかの対策が必
要となります．
　ところで音楽を演奏するホールで，
もっとも重要な壁は演奏家の後の壁で
す．部屋でもスピーカの後の壁はホー
ルのステージの後の壁と同様，もっと
も重要で硬くすべきです．その上で他
の壁や床の処理を考えるべきです．

　　　壁は交互に硬く，軟く

　基本的にはこのように(第2図)，対
向した壁同志が硬くならないように壁
を交互に硬くしたり，軟らかくする事
により改善できます．壁がすでに硬い
場合にはこのような位置に厚いカーテ
ンをつける事により同様の効果が得ら
れます．この場合決してどこかの壁面
一面をカーテン等で覆ってしまっては
いけません．なぜならその方向から反
射音がこなくなってしまうからです．
それぞれの壁を交互に硬く軟くするこ
とが肝心です．こうすれば再生音に悪
影響を及ぼす対向壁による定在波は避
けられます．
　もう一つの残響時間を減らす方法は
部屋の中に，家具などを置く事です．
それは堅い材料でできていてもかまい
ません．これは平均自由行程を短縮す
るからです．
　一方日本家屋では硬い壁はせいぜい
一つだと聞いています．堅い板や鏡を
柔らかい壁面に設置することにより，
反射音のレベルを増大させる事ができ
るでしょう．
　しかし注意しなくてはいけないのは
小さな部屋で長い残響時間を得ようと
するとあなたも言われたように必ず定
在波が立ってしまいます．結局いかな
る部屋に対しても最良の方法は交互に
硬い壁と軟らかい壁を配置する事で
す．この手法はスピーカ再生だけでは
なく，楽器演奏に対してもよい結果が
得られます．

　　　イコライザについて

　編　ところで今回発表されたポーズ
901Ⅲには新しいタイプのイコライザ
が付いていますが，このイコライザの
調整法についてお教え下さい．
　ポーズ　このイコライザはパワーア
ンプの前に設け，3つのコントローラ，
すなわちBELOW40（40Hz以下の超
低音用）のスイッチと中低音，高音の
連続調整ダイアルがあります．まずは
じめは，それぞれノーマル・ポジショ
ンにセットします．そして，たとえば
スピーカをそれはど硬くない壁の前に
設置したとしましょう．そこで高音調
整ノブを動かして高音を増強します．
　つぎに中低音コントローラですが，
これは先程も話に出たアメリカの普通
の部屋のように壁が非常に硬い4組の

平行したプラスター・ボード等ででき
ている80～300Hzに定在波のたったい
わゆるプーミィな部屋の補正に使いま
す．このような部屋ではスピーカの置
く位置を5～15cm変えることによって
定在波の駆動条件を変えてプーミンク
を減らすことも可能です．
　BELOW40のスチッチはレコードの
ソリや偏心等による雑音の除去に使い
ます．

　ところで，低域の特性はスピーカの
周辺の状況によって大幅に変わりま
す．前にものべましたように，低域で
は，スピーカの大きさに比べて波長が
長くなりますので，無指向性となるか
らです．すなわち，スピーカを壁の前
に置けば低域は6dB上昇し，さらに床
の上に密着させれば6dB上昇し，その
上側壁にも密着させれば（コーナにお
けば）合計18dB上昇します．したがっ
て本来スピーカ・メーカーは，スピー
カの設置状況に応じたシステムを作る
べきです．少なくともそのスピーカを
どう置いた時，最良の特性が得られる
か明記すべきです．たとえば，壁の前
におくスピーカとか，コーナーに置く
スピーカとか，実用的ではないが，も
っとも多い，無響室に置くべきスピー
カ等と……（笑い）．
　901Ⅲは，硬い壁の前30cm程度に，
床から40cm以上はなしコーナーでない
ところに設置するよう指定していま
す．

　　いかにして低音を能率よく出
　　すか

　編　1つずつのユニットのキャビテ
ィは小さいですね．そうすると　　自体
は相当上ってしまうと思いますが，そ
うすると中低域は低下する．これをイ
コライザで補正するわけですか．
　ポーズ　キャビティはユニット当り
約3Lです．どんなスピーカでも　　以
下は12dB/octで減衰します．
　ところでよく私は学期の終りにMI
Tの学生にこんな質問をします．非常
に間違いやすい問題です．能率1％の

　　少なくともスピーカ
　　の後壁は硬く

　　スピーカの低域特性

 第2図
 硬い壁が
 対向しな
 いように
 交互に硬
 い部分と
 軟かい部
 分がくる
 ようにす
 るとよい

Q

Q

Q

0f

0f



  MAY 1977

2つのスピーカを離しておいて，両方
のスピーカに100W供給します．周波
数は低いものとします．この状態で2
つのスピーカを近づけます．そうする
と音響出力はどう変わるか問題です．
　離しておいた時には当然2Wです．
近づけると4Wになるのです．この理
由は音響出力は，圧力×速度ですから，
スピーカを近づけると片方のスピーカ
で作られた圧力がもう一方のスピーカ
のコーンにもおよぶからです．
　私共はこの方法をオリジナル901で
実用化しました．すなわち9個のスピ
ーカを近くに配置しました．ここで近
くというのは波長に比較して短いとい
う意味です．どんなスピーカ・ユニッ
トも　 以下の応答はスムースな12dB/
octの下降カーブを示しますのでイコ
ライザで完全に補償できます．
　ふつうのスピーカ・システムではこ
の　 以下の領域は使っていません．
901オリジナルではこの領域でイコラ
イザを使って実に豊かな低音を得まし
た．ただそのためにアンプの出力を必
要としました．オリジナル901は55～
60HzでAR－3とほぼ同様の能率で，
それ以下の周波数では901の方が低能
率でした．いいかえれば低域では相当
のアンプの出力が必要であるというこ
とです．
　しかし新しい901Ⅲでは飛躍的に能
率が向上しています．何をしたかと申
しますと，全帯域に渡ってユニットの
能率を向上させるとともに，新たにエ
ア・コラム構造を取り入れました．見
かけはポートに似ていますが，このエ
アコラムは周波数特性を変化させませ
んので機能はまったく違います（第3
図）．このエアコラムにより低域の放

射効率が飛躍的に向上しました．おそ
らく市場でももっとも能率の良いスピ
ーカの1つでしょう．901オリジナル
では通常の部屋でアンプの出力が70W
必要でしたが，901Ⅲでは20Wで十分
です．
　低域の出力は1サイクル当りどれだ
けの空気を動かしうるかという点にの
み関係します．低域ではエアコラムを
実に100km/hで空気が出入りします．
しかも，精密仕上げのテーパ構造によ
り，通常のポートのような空気の流れ
が乱流にならないので，雑音も出ませ
ん．このエアコラムが低域の能率を飛
躍的に上昇させた秘密です．
　そのうえコーンの低域での偏移が減
少したため混変調ひずみやドプラー効
果が大幅に減り，低域は静かになりま
した．

　編　前後のユニットは，同相で駆動
されているのですか．
　ポーズ　ユニットのボイスコイルの
接続は同相で，システム全体の空気排
出量が最大になるように接続されてい
ます．
　ところで位相の話が出たついでに少
しスピーカの位相特性についてふれて
おきましょう．今私の話している声は
あなたの耳には直接音と，この壁や机

で反射した到来時間の違った反射音の
和として入ります．そして私かあなた
がほんの少し動くとこれらの位相はた
ちどころに大幅に変化します．これは
音源が楽器でもまったく同様です．し
かし幸いなことに人間の耳はこの位相
変化を検知しません．もちろん50msec
以上遅れたタイムディレー（エコー）
については話は別です．
　ともかく位相が人間の耳に検知され
ないことは1924年来多くの人々の実験
によって明らかなのですがHi-Fiの分
野では，ほとんどすべての人がアンプ
ばかりでなくスピーカの位相特性まで
問題にしています．これはまったくお
かしなお話しです．
　位相等性を平坦にすれば測定器で測
った特性は入力に忠実になるでしょう
が，人間の耳に聞こえる音には何の効
果もありません．したがって電気的に
振幅特性はフラットで位相特性だけ違
った信号を作って人間に聞かせても誰
も変化に気付きません．もっとも波形
を見せると，その違いにおどろき，音
も確かに変るといい出す人がたくさん
いますが（笑）．
　編　4年程前にラジオ技術では位相
の問題を特集でとりあげ山崎氏が方形
波を使って同様の実験をして下さいま
した．
　山崎　500Hzの方形波入力では誰も
差を検知しませんでした．

　　　位相特性平坦は迷信！

　ポーズ　しかし，おそらくそれを
Hi-Fiの分野の人に言っても，信じて
もらえないばかりか気狂い扱いされる
でしょう（笑）．
　素直に言ってもしあなたが，数学的
な裏付けのある方でなかったらこんな
ことは申し上げなかったでしょう．実
は以前，同様な質問を受けたとき，
「あなたは位相変化が聴こえますか，
もし聴こえなければ，すべてのオーデ
ィオ機器の位相特性を問題にする必要
はない」と答えたところ，彼は理由を
理解できないのでこれを信じず，私を
気狂い扱いしました（笑）．
　ところでなぜ，オーディオ機器の評
価に渡過応答が使われたか歴史を考え

　エアコラムの働きで低域のコーンの働き
　は小さくできて，かつ　 特は変わらない

　第3図　通常のポートと，901Ⅲのエ
　　　　　アコラムの空気の流れの違い

人間の耳と位相特性
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てみるとこの辺の事情が良くわかりま
す．
　1930年代，40年代には現在使われて
いるような自動周波数スイープ装置や
ペンレコーダのような自動測定装置は
ありませんでした．そこで周波数対振
幅特性を測定するには発振器の周波数
を手で少し動かしては入出力の振幅を
読みとり記録するという操作も繰り返
す必要がありました．これには大変な
労力と時間がかかりました．
　学校では完全な方形波応答が得られ
れば，振幅および位相の周波数特性が
平坦であることを示していると教えて
いました．そこでエンジニアは測定の
手間を省くためにそれでは方形波応答
をオシロスコープで見てやろうと試み
たわけです．もちろん，これは正しく
，方形波応答が完全な方形波なら，振
幅も位相もフラットです．ところでも
し方形波応答が方形波でなかったらど
うでしょう．オーディオ機器の方形波
応答が，方形波である必要があるので
しょうか．この部分はまったく考慮さ
れませんでした．これが今日もオーデ
ィオの分野に迷信を持ちこむ原因にな
っているのです．ところが，先程も申
しましたように方形波応答が方形波な
らもちろんOK，しかし実は必ずしも
方形波である必要はなかったのです．

　可聴帯域外の高域特性も百害
　あって一利なし

　これも誰も信じてくれないことなの
ですがたとえば，Hi-Fiアンプを設計
する場合，真の正しい設計は20kHz以
上の応答など求めないことです．この
理由は高域に応答するトランジスタは
当然高価ですし，ベース領域がうすい
ので破壊に対して弱いので，結局耳に
聴こえない高域特性を配慮したために
アンプの信頼性は低くなりコストは高
くつくわけです．
　このようなアンプに10kHz程度の方
形波を入力したら出力はほぼ正弦波に
なってしまいます．しかし人間の聴覚
特性を考えればこれで十分なのです．
十分な性能を持ち，丈夫で安価なアン
プを作るのが最良のアンプ設計です．
100kHz以上の応答を誇っているアンプ
はただ見かけを良くしているに過ぎず

ユーザーの再生音には何の好影響も与
えません．
　そしてこのような下らぬ迷信を変え
られるのはラジオ技術のような雑誌だ
けです．ゆっくり，ゆっくり，いろい
ろな機会を通して少しづつ事実を証明
してゆかねばなりません．これは地味
な仕事で何年もかかるでしょうが，あ
なた方雑誌以外には誰にもできない仕
事です．
　編　良くわかります．山崎氏はPC
M関係やアンプの製作記事，アンケー
ト等でずい分，可聴帯域以外の特性は
不必要と言っておられます．
　ポーズ　本当ですか，それは，

可聴帯域外にのぴた　特は意味がない
　山崎　ええ．機会あるごとに可聴帯
域外の特性は聴感に何ら影響ないと主
張してきました．それにPCM録音や
ディジタル計測をしていますが，標本
化定理に基き20～25kHzに帝域制限し
ますが，音がいいとこそいわれ，悪く
なることなど皆無ですから（笑）．
　ポーズ　いや駕きました，私は世界
中まわって色々な人と話ましたが，こ
うきっぱり断言されたのはあなただけ
です．
　編　まだまだお話をうかがいたいの
ですが，予定時間を大分オーバーしま
したのでひとまずこの変で切り上げた
いと思います．
　新製品ポーズ901Ⅲのお話というよ
りは，もっと幅広いお話になりました
が，それだけに大変有意義な興味深い
お話がたくさんうかがえました．おふ
た方ありがとうございました．
　ポーズ　いや今日のようなお話は大
歓迎です．本当にありがとうございま
した．山崎氏とラジオ技術誌の今後の
健闘，ご発展をお祈りします．
　山崎　こちらこそ貴重な時間を長時

間本当にありがとうございました．今，
後一層のご活躍を期待しております．
　ポーズ　ぜひ近いうち，日本が米国
でゆっくりお目にかかりたいと思いま
す．

　ポーズ社のポーズ氏というよりは，
MITのポーズ教授との対談という感
じに流れてしまい，話題も最近発表さ
れた901Ⅲ形スピーカ・システムより，
音響工学，オーディオ全般にわたるこ音
とが多く，同席された日本ポーズの森
原氏をハラハラさせたりしたくらい
で，予定の時間を大分オーバーしてし
まいました．
　私自身，901Ⅲを含めポーズ社のス
ピーカを測定したことも，音を聞いた
ことも一度もないので，製品としての
評価はできませんが，製品開発の姿勢
には大いに共感を覚える点がありまし
た．氏はMITの教授という立場から
日本を含め世界中のオーディオ・メー
カのこの業界特有のいわば場あたり的
な製品作りを鋭く批判し，徹底したリ
サーチに基く，音響機器作りを目指さ
れているわけです．
　小さいけれどもこのような一貫した
ポリシーをもった製品作りをするオー
ディオ・メーカーがもっとあっても良
いような気がします．

（以上）

対談を終えて


