
3 チャンネルマルチシステムの音量調節に MVR を採用して

１　デジタル式マルチチャンネルシステムの薦め
LC ネットワークを使用した 2WAY の自作 SP システム(Scan-Speak 18W8545、Dynaudio T330D)を
使用していましたが、ボーカル再生の向上を目的に 3WAY 化(Scan-Speak 18W8545 , Dynaudio 
M-560D , Accuton D20-6-031)を図りました。ユニットの入れ替えも行い、再生音はそれなりに充実

しました。

ところがある日、イーディオさんの所でお仲間で minn さんが作成された foobar 用のデジタル式の

チャンネルデバイダーのプラグインを使用して、ローランドの多チャンネル DAC(Edirol UA-
1000)、マランツの普及品の AV アンプ(Marantz PS-4500)で、一般的なユニット(Scan-Speak 
18W8546　18cm ケブラーコーン/Vifa MD10MD39-08 10cm ミッド/Vifa XT25TG30-04 25mm リン

グドーム)で構成された 3WAY のシステムを聞かせてもらいました。

音のクォリティ自体は、私の家のシステムの方が上でしたが、低中音域のすっきり感に驚きました。

私の家のシステムは、秋月のインダクタンス計キットを作って、ウーファ用のコイルを太い銅線で巻

いたものに変えるなどしていましたが、インダクタンスが大きくなる低域では、低音帯域の音の切れ

が悪く、中音域にかけて紙のコーンが鳴っている感じが付きまとうことが気になっていました。

そこで、ローランドの UA-101（USB 入力対応 6 チャネル DAC として）、マランツの下から 2 番目の

AV アンプ（型式 PS-5400、デジタル回路が別トランスということで選択）を購入して、マルチ化しま

した。それまでは、多トランスの別府式の DAC／パワーアンプを使用していたので、音のクォリ

ティーは比較になりませんが、やはり低音域から中低域にかけてのすっきり感は変え難いものでし

た。マルチチャンネル方式の採用を決定しました。

[図 1:FIR フィルタープラグインを利用したときのフィルターの減衰率特性]



（デジタル・チャンネルデバイダーを用いたマルチチャンネル方式のメリット）

・minn さん作成のプラグインソフトによる急峻な遮断特性およびインダクターをなくすことによる低

中域のすっきり感。

・前頁の図のように simulation による計算結果例で 2000Hz で 501 タップの例でカットオフ特性が

100dB/oct 以上と急峻であること。

それに加え、周波数を任意に、かつリアルタイムで変えられるので、音を聞きながら各ユニットの最

適カットオフ周波数を決められること。私の家のシステムでは LC ネットワークに比較し、カットオフ

周波数を中音域では上に(600Hz から 850Hz に変更)、高音域では下(5KHz から 3200Hz に変更)
にずらした方が良好であることが判明。これは音質が良いユニットに音質が劣化する限界ぎりぎり

の周波数レンジまで担当させられる点でも大きい。

・最新のプラグインでは、箱のサイズによる回折効果から低域が減衰する現象を、補正することが

可能なので、低域の再生能力の改善ができる。（バッフル効果の補正 は b タイプのフィルターで

実装しています）以下のように上の特性と比べて 800Hz～200Hz にかけてブーストするなどの操作

が可能です。

[図 2:図 1 の状態にバッフルステップ補正を追加して中低域ブーストした特性] 

・アンプ出力が同じでも、大入力の入る低域アンプに高域が重畳しないので、高域のクリップが発

生しづらくなり、結果的に帯域別にすることでアンプの出力がアップするのと同じ効果が得られま

す。



・プラグインでは、チャンネルの再生音を連続的ではありませんが 1 サンプル分づつ遅延させるこ

とが出来るので、各ユニットから出る音の波面を揃える方向に遅延距離を設定することができます。

この機能を利用することにより、各ユニットを同一バッフルに取り付けても、ユニウェーブ SP 的な効

果(各周波数の遅延が一定に揃った、いわゆるリニアフェーズのスピーカー)を得ることができます。

（同上デメリット）

・再生システム全体が大掛かりになること。システム全体の再生音のクォリティを上げるには DAC、

アンプなどにコストが掛かること。

システムが大掛かりになる点に関しては、最近の AV アンプは HDMI端子が備えられているので、

AV アンプ内部の DAC を利用して、PC と HDMI ケーブル 1本で接続することにより、簡単に 2
チャンネルまたは 3 チャンネルのマルチシステムを構成できます。

[PC と AV アンプを HDMI で接続したマルチアンプシステム]

少し前、知人から PC オーディオによるステレオシステムの立上げを依頼されました。カットオフが

3000Hz の 2WAYだったので、簡単なネットワーク方式を薦めたのですが、マルチチャンネル方式

の希望があったので、AV アンプを購入してもらい、HDMI ケーブルで接続する 2 チャンネルマル

チシステムとしました。結果としては、大成功でした。カットオフ周波数と遅延設定は PC で、高音

チャンネルのレベル設定は AV アンプで行うことにより、ネットワーク方式よりも簡単に、最適な状

態に設定することが出来ました。小生はマルチチャンネルシステムは 3 チャンネルからという思い

込みがあったのですが、2 チャンネルでもこのような構成にすると、簡単にまとめられることが分かり

ました。



２　マルチチャンネルボリューム
AV アンプでしばらく聞いていたのですが、再生帯域などはそれほど気にならなかったものの、別

府アンプを聞きなれていた耳には、音の分離や定位感、空間再現能力などの点が気になって来

て、低域だけ以前の別府アンプで鳴らすことにしました。（アンプの入力感度は大きく違わなかっ

たのですが、チャンネル間のレベル調整は AV アンプの場合は簡単に設定できます。）

結果としては、エネルギー的に相当部分を受け持つ低域用アンプの改善は、再生音質の向上に

大きく貢献しました。この結果に気をよくして、一寸、手を抜いた別府式アンプ（トランスの数を 16
から半減、木製ケースに 2台分）を組み立て、パワーアンプは AV アンプから完全に独立させまし

た。（AV アンプはプリ・インとプリ・アウトを利用し、コントロールアンプとして使用）

次のステップとして、DAC をローランドの多チャンネルのものに替えて、イーディオさんから MSB
の Platinum DAC の第 1世代 1台と第 2世代 2台と、AES/EBU 出力が得られる Lynx のボードを

セットした HP の PC を入手しました。各チャンネル独立DAC に変更した時点で、さらにエネル

ギー感の向上などが実現できましたが、システム全体のバランスから見て、AV アンプによる音量

調節部分が気になってきました。LC ネットワーク時代に使用していたセイデンのロータリースイッ

チを利用したボリュームがあったので、あと 2 チャンネル分を追加製作して、モータで同期回転さ

せる案などを検討しましたが、制御・機構部分に関する技術不足とコストの点で断念しました。この

ような用途に使えるボリュームの市販品はないようで、デジタルボリューム IC を利用した自作品の

情報はネット上にありましたが、如何せん技術がありません。

そうこうしている内に、アメリカ MSB社のサイトで、MVC-1 という 8 チャンネルのデジタルボリュー

ムを見つけ、ディスカウントで売られていたので早速購入しました。(イーディオ注:これも少しです

が在庫がありますので安価に販売できます)AV アンプと入れ替えましたが、当初は大きな差はあり

ませんでした。付属していた電源アダプターは、台湾製で外見はスイッチング風にも拘らず、かな

り重いものです。感心しない音の原因は付属電源ではないかと考え、供給電圧と DIN タイプのコ

ネクターのピン配置を確認して、しっかりしたトランス式の電源を自作し、つなぎ替えましたところ、

かなりの改善が認められました。１から自作することを考えれば、かなり安価に手に入りましたが、

ケースの蓋を開けて見ると電解コンデンサーなどの部品は一般的なものです。出力バッファーの

IC はリニアテクノロジーのもので、ネット上では音が良いという情報がありました。部品をオーディ

オ用のものに入れ替える検討もしてみたのですが、バランスが崩れてしまう懸念があり、諦めました。

ウーファを Audiotechnology の 23I52 に変更し、絶縁トランスの導入などにより、システム全体とし

てはかなり良くなってきたのですが、このボリューム部分については何とか改善したいと考えていま

した。

３　MVR の導入

使わなくなった別府 DAC を使用した 2WAY ネットワーク方式によるサブシステム

(Audiotechnology 15H52 , Accuton D20-6-031)があります。これには前記のアッテネータ式のボ

リュームを使用していましたが、少しゲインの不足を感じていました。

イーディオさんの掲示板を時々覗いているのですが、昨年、MUSE の新しいボリューム用 IC を使

用した電子ボリュームの発表記事を見つけました。これは、オペアンプに高音質の MUSE の IC を

使用、+8dB のゲインを持ち、通常時は制御用のクロックが停止する特長を有するものなので、早

速注文しました。セイデンのロータリースイッチを使用した自作ボリュームと、サイズはほとんど変わ



らなかったので、入れ替えて使ったところ、やわらかくて静かな音に感心しました。アナログ式ボ

リュームよりも刺激が少ない音です。また、レベル調整のスムーズなこと、設定レベルの保持機能

など使い勝手も優れていました。欠点は電源を必要とすることくらいです。

期待以上の性能だったので、このボリュームを利用した 3 チャンネルのボリュームが出来ないかと

イーディオさんに相談したところ、市場ニーズなどを検討してみるということになり、別府さんによる

開発がスタートしました。お願いしたのは、リモートコントロールが効くこと、チャンネル間のレベル

調整が可能なこと、出来上がりの寸法の 3 点でした。

開発にはいろいろご苦労があったようですが、2 月に試作品が完成しました。早速MSB のものと

入れ替えて試聴いたしました。

（MSB の MVC-1 に比較した MVR の効果）

・音質の変化：静かで、かつ明確な音に変化しました。

・定位感の向上：音像が小さくなった。特にワンポイント録音の生録のソースで違いが感じられます。

また、CD ソースにおいても、左右方向だけではなく、少し上下方向にも広がって感じられた音が、

左右の SP 間に降りてきたように聞こえます。

・微小音の再現性の向上：直接音以外のホールの残響やボーカルのエコー（人工的なもの）が

ヘッドフォーンで聞いているように、良く聞こえるようになりました。

・ノイズ感の減少：コントロール用のクロックが、レベル変更操作終了とともに停止するので、わずか

に感じられていたザラっとした感じが少なくなりました。

・チャンネル間のトリム調整：0.5dB ステップで可能となり、デジタル表示で操作しやすいことから、

最適と思われるポイントに追い込むことがしやすくなった。結果的には MSB の時と若干、異なる設

定値（今のところ中音・高音ともに-1.5dB）となりました。

以上は導入時点での印象ですが、エージング効果なのか不明ではあるものの、1ヶ月ほど使用し

ている内に気づいた点を追記します。

・再生帯域としては、上下に伸びたという印象は最初は余り感じられなかったが、聞き込むと床な

どを伝わってくる低音のエネルギー感が強くなったように感じます。

・ピアノの音の立ち上がりが良くなりました。人の声とともにピアノの再生は難しいので、この点は貴

重な改善点です。

４　MVR の総合評価

・ボリュームはシステム全体の中でも、音質向上を図る上で手を抜けない部分。マルチチャンネル

システム対応の製品は、市販品にはほとんどない中で、オーダーメードに近い状態とは言え、商

品として入手できるのは貴重です。

・値段はそれなりに高いが、ハイエンドの音質を得るには検討対象から外せない商品と考えます。

・左右・プラスマイナス独立のトランス、圧着端子式の電解コンデンサーや SBD を使用した電源に

より、別府アンプの特長である空間再現性の良い音が得られる。耳障りのする音がせず、エネル

ギー感のある音が聞こえます。



　　　　　　　　　　写真：　3 チャンネルマルチシステム外観

　中央の台の下から低域アンプ、中高域アンプ、MVR試作機。その上の段は MSB の Platinum 
DAC3台。ディスプレイの右側はタキオンさんのルビジュームクロックキット。SP の各ユニットには

重りが付いています。右下に少し見えるのは絶縁トランス。PC と低域アンプの電源供給部の一部

は裏側にあります。（音は良いのですが、見場が悪い点はご容赦ください。）

以上


