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             LINN LP-12 の再構成(16) 

               －総合試聴(5)－ 

 

１． 始めに 

 前報(15)に引き続き、別グループのオーディオ仲間 Y 氏、ST 氏、H 氏にご参集いただ

き、Spotify のストリーミングや DMR-UBZ1 録画や CD や MQA 音源やブルーレイ

ディスクなどディジタル音源とともに、LP-12 と Garrad 401 の再構成の成果を確認

していただきました。今回は、前報(15)の状況とは、大きな変更はありませんが、メン

バーが代わっており、アナログアキュライザーAACU-1000 とケーブルチューナーを前報

(15)の結果を踏まえて、要所に装着することを確認することがポイントです。なお、Y 氏

と ST 氏には、A 氏邸訪問時にアナログアキュライザーの効果は確認していただいて

います。 

    

  

２．LINN LP-12 の再構成後の総合試聴方法 

 LINN LP-12 のアナログの試聴は、最終的なかたちは、LINN LP-12 の再構成(9)で

述べたとおりです。 

 Garrad 401 の試聴は、最終的なかたちは、Garrard 401 の再構成(7)で述べたとおり

です。 

 MQA 音源などの試聴は、一連の既に報告した方法と同様です。 

 その他の再生も含めて、再生経路と変更点については、オーディオ資料室に収載した

再生経路と変更点 4 に記載しています。また、再生や評価テストに関しての条件を

システムの適用条件に記載しています。  

 なお、諸氏の来訪に先立ち、LINN LP-12 の再生経路と Garrad 401 の再生経路にマ

イナーな変更を加えたことは前報(15)と同様です。 

  

3. LINN LP-12 の再構成後と Garrad 401 の再構成後の総合試聴経過 

 持参していただいた CD 再生を皮切りに、Bluetooth 再生や DMR-UBZ1 録画やブル
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ーレイディスクを再生し、MQA 音源と対応する CD の比較を行った後、LINN LP-

12 の再構成後と Garrad 401 の再構成後の確認に使用したアナログ盤や持参してい

ただいたアナログ盤を順次聴いていただきました。これらの過程で、アナログアキュ

ライザーやケーブルチューナーの効果を確認していただきました。 

 まず、最初に CD 再生について LHH-1001 を CD トランスポートとして使用し、

CCV-5 と GPS-777 でリクロックした後、DAC-1 で DA 変換し、アナログアキュラ

イザーを装着した DA-3000 に入力するルートで聴いていただきました。当方で準備

した CD の他、H 氏が持参された、クラシックからジャズに至る幅広い音楽ジャン

ルの CD を聴いていただきましたが、高域の透明度が高く、抜けの良い音であるとの

評価で、特に H 氏にはジャズピアノの高域の打鍵の煌びやかさがお気に召したよう

でした。アナログアキュライザーを外したらどうなるかということで、そうすると、

一挙に雑味のある平凡な音になってしまいました。 

 ここで iPad からの Bluetooth 再生ということで、エレコムの Bluetooth レシーバー

とオーディオテクニカの光／同軸変換器経由とし、DAC 以降は上記と同じルートで

す。Y 氏によれば、Y 氏の Bluetooth レシーバーを使用した A 氏邸の結果と同様と

のことでした。そこで Y 氏持参の Bluetooth レシーバーWSKY の BT-B19 を使って

みることにしました。基本的には、同じような音質で、後続の機器やアナログアキュ

ライザーに助けられて、Bluetooth 再生としては十分ではないかということでした。 

    

次に、接続替えをして、DMR-UBZ1 録画の再生および DMR-UBZ1 による H 氏持参

のブルーレイディスクの再生を Sonica DAC からアナログアキュライザー経由で

DA-3000 に入力するルートで行いました。DMR-UBZ1 による通常 CD 再生の経験

からすると、DMR-UBZ1 によるディスクドライブの限界があって、十分とは言えま

せんが、ブルーレイディスクのハイレゾ音源の効果は出ているように感じました。 

さらに繋ぎ替えして、fidata HFAS1-S10 収納音源と fidata 接続の PC 用 CD ドライ

ブから CD 読み出しで、Brooklyn DAC+に送り出します。ここではアナログアキュ

ライザーは信号の通り道の最上流になる Brooklyn DAC+ の出力端子に装着します。 

音源は、Universal Music の MQA 音源と対応する CD 音源が対になった盤から、

fidata にリッピングしたもの、さらに Warner Music の MQA 音源を fidata にリッ

ピングしたものとそれに対応する CD の CD ドライブからの再生です。 



   

CD のリッピング音源、および CD の再生は聴きなれた音ですが、MQA 音源では最

初はちょっと戸惑いがあったようですが、ディテールの再現に歩があるとのことでし

た。 

これらと並行して、持参いただいた Y 氏の iPad や ST 氏の iPhone の収納音源をイ

ヤフォンやヘッドフォンで聴いていただきながら、それらのケーブルへのケーブルチ

ューナーの付け外しをしていただきましたが、音が変わることは分かるが、それほど

顕著とは言えないということでした。 

以上で、ディジタル音源を終了し、LINN LP-12 のシステムで、アナログアキュライ

ザーとケーブルチューナーの効果を確認することにしました。 

最初にフォノイコ兼 DAC の出力端子にアナログアキュライザーを装着した条件で、

MQA 音源に相当するアナログ盤や H 氏ご持参のアナログ盤を聴いていただき、ア

ナログアキュライザーを上流のトランスの入力端子に移動したところ、上流の方が良

さそうだということになりました。ついで、ケーブルチューナーをフォノケーブルに

装着して聴いていただき、その効果も確認していただきました。H 氏によるとジャズ

音源の太い音が出ているとのご感想です。 

ここで位相反転実験を行うことにしました。フォノイコとして使用している

Brooklyn DAC+のバランス出力端子に位相反転ケーブルをセットします。吉田苑大

阪試聴会 (2019.10.20)の ZANDEN のフォノイコのデモに使用された、バッハのチ

ェンバロコンサートについて、その効果を確認していただき、ついでご持参いただい

たカーペンターズも上記デモで使用されたものということで追加しました。 

  

位相を反転させると定位がはっきりする一方、元の方が、広がり感があり、聴きなれ

た音なので安心感もあるという感想があり、好みで評価は分かれるであろうとのこと
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でした。 

 ここで、ST 氏にもご協力いただいて、フォノケーブルに使用していたケーブルチュ

ーナーとスーパーツイーターに使用してきたケーブルチューナー2 セットを外し、ア

ンプから FAL C90EXW のバイワイアリングのスピーカーリベラメンテに装着して

みました。 

   

 その結果が良かったものですから、先ほど来の位相の反転の効果と交絡しているの

ではないかという声もあって、位相反転ケーブルを外してみましたが、位相の問題を

抜きにしても最初の状態から変ってきているという結果になりました。当面、この状

態でクラシック音源を聴きこんでいくことにします。 

 ついで Garrad401 のシステムでの試聴に移り、フォノイコの 4718 信楽の入力端子

にアナログアキュライザーを装着したところ、ノイズが発生し 4718 信楽の出力端子に

替えたり、アース線の配線を試行錯誤しても直らず、アナログアキュライザーが近接

するアイソレーショントランスからのノイズを拾っているのではないかという推測の下

にアナログアキュライザーをフェーダーの入力端子に繋ぎ替えて離してみたところ、

ノイズの発生はなくなりました。この状態で、持参いただいたジャズなどのアナログ

盤を聴いたところ、Garrad 401 のシステムでもなかなかいいのではないかというこ

とになりました。 

  註：翌日、再度検証したところ、4718 信楽のアース線が外れており、このままで 

アナログアキュライザーをフェーダーの入力端子から 4718 信楽の入力端子に

戻したところ、問題を認めませんでした。即ち、4718 信楽のアースは採らな

い方が良さそうです。アナログシステムの再構成以降、機器の入れ替えや配置

替えその他でアース線の配線が複雑になり、ループを作ったり、接触不良を起

こしたりしたものと思われます。この機会に 4718 信楽のアースの結線は行わ

ず、アース線の配線の現状を維持しつつ、配線を整理し、接触不良を起こさな

い配線方法を検討します。 



  

以上、ぶっつけ本番のテストを含む、盛りだくさんのプログラム進行で TIDAL のス

トリーミング再生を抜かしてしまったくらいですが、前報(15)の総合試聴と合わせ、

アナログアキュライザーやケーブルチューナーの使い方の要領が掴めてきたことが収穫

です。また、クラシック中心で調整してきた結果でしたが、ジャズ音源にも通用するとの

評価もいただけました。 

 

４．まとめ 

  アナログマジックの測定から始まった一連のアナログシステムの改善結果を確認し

ていただき、MQA 音源のポテンシアルや Bluetooth 再生の利便性の確認もしていた

だけましたし、この過程でアナログアキュライザーAACU-1000 やケーブルチューナー

の使い方によっては、顕著な音質向上の効果もあることが確認していただけました。 
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