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第 2 回「石田善之氏と無垢材のスピーカーを試聴する会」
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オリジナルマスターから
ダイレクトにコピー

いただけたら幸いだ。
究極のオーディオチェック CD 2017
～ Reel to Reel ～
50,000 円＋税（送料無料）
※受注生産 発売中

アナログ方式はデジタルと異なりコ
ピーが大変苦手で、コピーを重ねれば
重ねるほど鮮度感がどんどん低下す
る。そこで、今回はコピー用のマスタ
ーテープを作るのではなく、オリジナ
ル録音されたものからダイレクトに１
本ずつバイアス調整を行ない、手作り
している。当然数には限りがある。
使用テープだが、オリジナル録音に
はストックしていたマクセルＸＬＩ
ＰＲＯを使用したが、現在ではこうし
た生テープの入手が非常に難しい。か
つてのスコッチやアンペックス、ＢＡ
ＳＦなどはすでに生産されていないよ

演奏：Dixie Japan
収録曲
1. インディアナ
2. ザッツ・ア・プレンティ
3. ダーク・アイズ
4. セント・ジェームス・インファーマリー
5. オールド・ラグド・クロス
6. セント・ルイス・ブルース
【スペック】2 トラック 38cm/sec、ア
ナログマスターからダイレクトコピー。
イコライザーポジション：NAB、レコー
ダー：NAGRA IV-S（Nagra Master）
to Studer A810（NAB）

「オーディオチェックＣＤ２０１７」
マスターテープからのダイレクトコピー
２
㎝
 ／ オープンテープを発売
昨今はアナログレコードが何かと話題だが、アナログのオープンテープも改め
て注目されている。本企画はピュアなアナログの音を味わっていただくべく、
本誌前号付録「オーディオチェックＣＤ２０１７」のディキシーランドジャズ
編から６曲を抜粋し、２
㎝／ ＮＡＢに収録し、受注生産で発売するこ
とになった。
プは、そのオリジナルテープからスチ
でダイレクトコピーしたものである。

ューダー Ａ８１０で１本１本手作業

ディキシーランド・ジャズ編の録音

音源の録音方法についても少々触れ

アナログマスターによる録音
はＣＤやハイレゾ配信用のデジタル録

チ収録で、バランスを整えながらマス

ておきたい。今日一般的な録音はマル

音と並行し、２
㎝
 ／ で同時パ
ラ録りで記録している。レコーダーは
小型ながら走行性の優れたナグラⅣ‐
Ｓを使用した。ナグラには独自のイコ
ラ イ ジ ン グ ポ ジ シ ョ ン「 NAGRA
」があり、これは通常のＮ
MASTER
ＡＢやＣＣＩＲと比べ、テープヒスに

対するＳ／Ｎ比が４～５ ほど改善さ
れ、ダイナミックレンジが有利になる

Ishida model ￥100,000 ＋税・ペア（送料無料）
※受注生産 予約発売中

64●
●65

sec

内容：スピーカー試聴及び石田善之氏による解説
日時：2017 年 5 月 26 日（金）18：30 ～ 20：00
場所：音楽之友社 試聴室
応募方法：試聴会をご希望の方は、次の ① ～ ③ のいずれかの
方法でお申し込みください。
①メール：village_info@ongakunotomo.co.jp
宛に、お名前、ご連絡先を記入の上メールをお送りください。
② TEL：03-3235-2090
（受付時間：休日を除く月曜～金曜の 10：00 ～ 18：00）
③ FAX：03-3235-2212
お名前、ご連絡先を記入の上 FAX をお送りください。
※定員 10 名。応募者多数の場合は抽選となります。
＜応募締切＞
2017 年 5 月 18 日（金）まで
※発送予定時期：予約注文から約一ヶ月後
問い合わせ：オントモ・ヴィレッジ
☎ 03-3235-2090
http://www.ontomovillage.jp
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というものである。今回販売するテー

「オーディオチェック CD2017」収録
風景。ミキサーからデジタル録音と並
行して、アナログテープでも録音（2
トラック、38㎝／ sec）
。レコーダー
はナグラ Ⅳ -S、イコライザーはナグラ
マスターを使用
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【スペック】バッフル：30㎜厚ブラックウォールナット、側板：15㎜
厚ラワン合板＋牛本革、サイズ：140W × 225H × 215D㎜、重量：
2.0kg、スピーカーユニット：フォステクス製 8㎝メタルコーンユニ
ット P-800
問い合わせ：オントモ・ヴィレッジ ☎ 03-3235-2090
http://www.ontomovillage.jp
石田氏所有のナグラⅣ - Ｓと
スチューダー A810 を接続
し、マスターテープからダイ
レクトにコピー。録音ごとに
ヘッドのクリーニング、バイ
アス調整を行なう

左が石田氏が作製したオリジナル、右が今回
発売となる「Ishida model」
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石田氏の自宅試聴室にて、オリジナルと併せて試聴した

tr
38

