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             LINN LP-12 の再構成(21) 

               －総合試聴(6)－ 

 

１． 始めに 

 前報(15)に引き続き、Mt.T2 氏にご来臨いただき、前報(15)以降の変更についてご確

認いただくことにしました。また、そのご指摘を受けてシステムの見直しを実施しま

した。 

  

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。 

前報(15)以降の経過は次の報告にまとめています。 

 LINN LP-12 の再構成(16) －総合試聴(5)－ 

LINN LP-12 の再構成(17)－フォノケーブルの交換(1)－ 

LINN LP-12 の再構成(18)－フォノケーブルの交換(2)－ 

 LINN LP-12 の再構成(19) －アナログマジックの測定－ 

 LINN LP-12 の再構成(20) －DSD 録音－ 

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 6 に

記載していますが、前報(16)の結果からケーブルチューナーをバイワイアリングのス

ピーカーケーブルに固定し、LINN LP-12 のフォノケーブルのグレードアップをはか

り、さらにケーブルチューナーをセットしています。また、前報(17)と前報(18)の報告

のようにアームの調整をやりなおし、その経過は GLANZ MH-9Bt 修理経過でも報告し

ています。 

 なお、アナログアキュライザーは 2 セット追加し、これらの報告は、アナログアキュ

ライザーの活用シリーズで報告しています。 

 さらに、バランスアナログアキュライザーを導入し、これらの報告は、バランスアナ

ログアキュライザーの導入シリーズで報告しています。 

 このバランスアナログアキュライザー導入を契機に、大幅な配線の見直しを行い、

Brooklyn DAC+から P&G フェーダーを経て 300B シングルアンプにいたる経路の

バランス接続への変更を行いました。また、ディジタル入力系の ExPro SV-1 経由の

統合化を行いました。これらの変更をバランスアナログアキュライザーの導入(3)と

オーディオ資料室に収載した再生経路と変更点 7 にまとめて記載しています。 

 Mt.T2 氏にご来臨いただいた目的は次のとおりです。 

  アナログ周りの諸変更の確認 
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  アナログアキュライザー追加とバランスアナログアキュライザー導入の効果 

  Brooklyn DAC+以降のバランス接続化 

  ディジタル入力系の ExPro SV-1 経由の統合化 

 これらの変更に際して、特に間違った結線などをしていないかを、音質面でご確認

いただくと同時に、音源の位相チェック実験(5)以降のアナログ盤の位相の確認に関

する一連の結果の確認もしていただくことです。 

   

3. LINN LP-12 の再構成後の総合試聴経過（1） 

試聴はアナログ盤を取り換えながら、フォノイコとして使用している Brooklyn 

DAC+の位相反転機能を活用しながら、位相の確認と音質全般に異常がないかを並行

して確認していただくことから始めました。 

これまで位相のチェックに使用してきたクラシックの盤 4 枚ほどを聴いていただきま

したが、センターに定位がなく、左方向のみに音場が広がる、あるいは L/R で逆相の

ように聴こえるという指摘です。ディジタル再生系では接触不良を直したくらいで、

特に異常はなかろうということで、アナログ再生の信号系の一部のアクセサリー類を

外してみたりしましたが、変りはないということでした。Brooklyn DAC+の位相反転

機能を利用してみましたが、音調は変るが、同様とのことで、特に左側の空間に音が

滞留する感じとのことです。Jazz の盤でも同様で、持参していただいたオーディオチ

ェックレコードでは、全体に逆相に聴こえるとのことです。 

これらの指摘を受けて、以下のようにカートリッジからトランスまでの結線を根本的

に見直すことにしました。 

 

４. LINN LP-12 の再構成後の総合試聴経過（2） 

3 項において、特に左側の空間に音が澱むという指摘があったので、ルームチューニ

ング上の問題がないか確認しました。 

左後方の CD を収納している飾り棚の上には、オーディオ資料室収載のルームチュー

ニングの見直しの写真のように iFI 製品空ケースが並べており、音出しをしながら指

で触れると共振しているようなので、これらをすべて撤去し、共振しそうもない飾り

ものを置くことにしました。 

また、JBL 4350A の上方天井の左側天井のポリエステルウール吸音材がエアコンの風

で脱落していましたので、右側天井ポリエステルウール吸音材も除去し、オーディオ

資料室収載のルームチューニングの見直しの写真のように左右とも JBL 4350A 後方

壁側にポリエステルウール吸音材をセットするようにしました。 

この時点で、LP-12 のメンテナンスを依頼している LINN ショップに来ていただき、 

上記 3 項と同じ盤を使用して聴いていただきました。試聴位置を変えながら、慎重に

繰り返し確認していただきましたが、常に一方だけが逆相のような印象はないもの

http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/b562b32b84172f93f4e9aafc3600ac64.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/b562b32b84172f93f4e9aafc3600ac64.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/3d78b390b87511dc0004cf12b83c89cd-1.pdf
http://audiokenkyu.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/3d78b390b87511dc0004cf12b83c89cd-1.pdf


の、両方逆相に聴こえたり、片方ずつ逆相に聴こえたりとのご指摘がありました。ま

た、繰り返している間に印象が変わることもありました。しかしながら、ZANDEN

のリストで逆相になっているバッハのチェンバロ協奏曲は、Brooklyn DAC+の位相反

転をしないと、騒がしいというご感想でした。さらに日本の歌曲の盤では、片チャン

ネルずつ聴いていただきましたが、左右のチャンネルとも Brooklyn DAC+の位相反

転をした方の音がしっかり出ているというご感想でした。 

いずれにせよ、はっきりした結論は尚早ということで、試聴を打ち切り、下記 5 項の

ような結線のチェックを依頼することになりました。 

さらに LP-12 のメンテナンスに持ち帰っていただいた間、Garrad401→47 研フォノ

イコ 4718→AACU-1000→P&G フェーダーの経路で試聴しましたが、一方のチャンネ

ルが、逆相のような印象は受けないものの、音域によっては、右チャンネルの音が勝

って定位が揺らぐように感じます。そこで、右チャンネルスピーカーに近接する、右

チャンネル横のサイドボードからの干渉があると推察し、オーディオ資料室収載のル

ームチューニングの見直しの写真のように吸音材をセットすることにしました。左チ

ャンネルスピーカーは、壁からかなり離れていますので、このような心配はありませ

ん。 

さらに、3 項において、左側の空間に音場が広がるという指摘に関連して、オーディ

オ資料室収載のルームチューニングの見直しの写真の、左側の機器類（空気清浄機・

プリンター・スポットクーラー）は薄いプラスチックの函体で、指で触ると共振して

います。空気清浄機だけは、以前から前面パネルにレゾナンスチップを貼っていまし

たが、さらにレゾナンスチップを追加し、プリンターとスポットクーラーには foQ シ

ートとレゾナンスチップを貼り、さらに、プリンターとスポットクーラーの下に foQ

シートを敷きました。これらは種々経緯があって現在の配置になったものですが、こ

ういった条件変更の際の確認が不十分であったということです。 

さらに、左スピーカーからカートリッジへの影響を防ぐためと左スピーカーのパッシ

ブラヂエーター後面機器への影響を防ぐための処置も施しました。 

以上のようなルームアコースティック条件の見直しにより、Garrad401 のシステムで

の試聴では、左右のバランスがとれて、全般にすっきりした音に変わりました。 

なお、これまでこのような問題を見逃しており、今回このようなことが分かった背景

は、ゲスト席では普段聴いておらず、次のような一連の改善の結果、音質上の違和感

を感じ取りやすくなったことと考えています。 

  アームのオーバーホール 

  フォノケーブルのグレードアップ 

  アナログアキュライザーの導入 

  バランスアナログアキュライザーの導入 

  ケーブルチューナーの導入 



  バランス接続化 

 

5. LINN LP-12 の再構成後の総合試聴経過（3） 

3 項の試聴の際、気になっていたのは、LINN LP-12 の再構成(17)と LINN LP-12 の再

構成(18)で報告したアームオーバーホールとフォノケーブル交換後の配線は、その際、

試聴で確認はしているものの、結線が変わっていないかという心配があることです。そ

こで、根本から下記のチェックを LP-12 のメンテナンスを兼ねて、LINN ショップに

依頼しました。 

チェック項目 

１．LINN ショップのシステムにおける LP-12 からトランスまでの総合試聴 

２．結線の L/R のプラスマイナスの確認 

２－１）カートリッジのシェル取り付け配線 →目視確認 

２－２）アーム内部配線 →導通テスト 

２－３）アーム vs.フォノケーブルマッチング →目視確認  

２－４）フォノケーブル →導通テスト 

２－５）トランス →導通テスト 

２－６）アームのシェル接点～トランス出力オーバーオール →導通テスト 

上記の確認の結果、LINN ショップでのシステムにおけるカートリッジからトランス

までの試聴は問題なく、個々のユニットの個別およびオーバーオールの結線の L/R の

プラスマイナスの導通確認も問題はないという結果でした。 

フォノイコ以降は LINN ショップのシステムですので、Brooklyn DAC+の確認がとれ

ていませんが、ディジタル再生では多分問題がなかろうという 3 項の結果と

Brooklyn DAC+を経由しない 4 項の Garrad401 の試聴結果から、Brooklyn DAC+で

片チャンネルの位相がおかしいというようなことはなさそうです。 

なお、以上の配線のチェック以外に、LP-12 の総合的なメンテナンスおよび調整を行

っていただきました。 

 ・アームボード、サブシャーシ、モーター取り付けネジの増し締めなど 

 ・コイルサスペンションの相互の位置変更と再調整 

 ・インナープラッターの軸と軸受け清掃とオイル交換 

 ・電源部アップデート、電源極性チェック 

 ・カートリッジの消磁とシェルへの取り付け再調整  

 

６．LINN LP-12 の再構成後の総合試聴経過（3） 

 5 項の確認および 4 項のルームアコースティックの諸対策後、メンテンナンスと調整

済の LINN LP-12 からトランスまでをセットし、LINN ショップ店主同席でふたたび

試聴を行いました。 
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 4 項でも試聴した盤に加えて、LINN ショップ持参の鈴木章治のジャズやベースのア

ルコの演奏のオーディオチェック用の盤、ならびにバックハウスのブラームスの P 協

2 番や高橋竹山などを順次聴いていきましたが、定位の揺れや音の滲みもなく、個々

の楽器のソノリティが十分に捉えられ、バックハウスのベ―ゼンドルファーによる表

現力などはこれまでにないレベルに達していました。また、バッハのチェンバロ協奏

曲は、Brooklyn DAC+の位相反転機能を試してきましたが、位相反転の効果が分かり

やすくなっています。 

結果として、5 項のカートリッジの消磁など LP-12 の総合的な調整と 4 項のルームア

コースティック条件の見直しの効果が出ているということになります。 

なお、Brooklyn DAC+を経由しない Garrad401 のシステムについても確認していた

だき、この試聴でも問題ないということでしたので、P&G フェーダー以降の結線など

も問題ないということになりました。 

 

７．まとめ 

音源の位相チェック実験(5)以降のアナログ盤の位相の確認に関する一連の結果と今回

の第三者による確認を合わせて考えますと、位相の判断は困難な要素が多々あること

が分りました。 

同じ条件で同じ盤を聴いても判断に個人差があるということです。即ち、位相に関す

る判断のポイントが種々あることになり。すなわち、音が澱む、音の広がりが過度に

なる、定位が曖昧になる、個々の楽器の焦点が甘くなるなどです。また、音の判断の

精度や音楽ジャンル毎の音楽的素養、演奏会の生音の経験度などにも依存します。 

機器面では回路やネットワークで位相が回っていたり、音の焦点がぼやけているなど

の要因で判断が影響をうける可能性があります。そのために、特にアナログプレイヤ

ーでは精密な調整が必要です。 

ソース面では、まず、ZANDEN の資料によれば、盤そのものの位相が反転している

ものがあります。さらに、録音時のアンビエンスの録り方、録音場所の残響特性、オ

ンマイクかオフマイクかによっても印象が変わってきます。 

さらに大きな問題として、イコライザーカーブのマッチングが正確でないと、位相以

前の問題として音域のバランスが崩れますので、判断が難しくなります。ちなみに、

今回試聴した盤は、不明のもの 1 枚を除き、ZANDEN のリストでは RIAA カーブで

はありません。 

ルームアコースティック面では、左右の反射条件が違っていたり、定在波があった

り、周囲に共振があったりしますと、判断が難しくなります。 

今回は、ルームアコースティック面の見直しと 5 項の結線のチェックなどを行いまし

たが、なおかつ、不確定要素が残っているかもしれませんので、引き続き検討してい

きます。特に、重要な問題としてイコライザーカーブのマッチングを行った後、イコ
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ライザーカーブと位相の評価を合わせて実施する予定です。 

今回、複数の耳で試聴を行うことにより、位相の判断の難しさを認識し、その過程で

ルームアコースティック面の問題点を発見し、併せてプレイヤーの総合的な再調整を

行ったことで有意義であったと感じています。 

 

 

 

以上 

 


