は、不規則な中での規則性なんで
のルームチューニング材は中～高

る最大の要因は低音処理だ。一般

オーディオルームの音を悪くす

めている。

す。材料も重い、軽い、中をラン

■「音快速」の効果を体験
開口部とカルム材の隙間から
面で広がるように低域を吸う

ヤの部分にしか使われていないよ

一方でこの「音快速」にはダイ

偶然たどりついたのが新幹線の

うに見えるが、実はパネル全面に

音しか吸わないため、響きが失わ

防音壁にも使われている「カルム

使われている。そうでないと十分

ヤ型の３つのパターンあり、その

て、材料や施工を工夫し、最高の
材」であった。同素材はアルミ粉

このダイヤの開口部から低周波が

な効果は発揮できないのだという。

れ、イヤ～な低域の圧力だけが残

コンディションに仕上げるところ
末を焼結させた板であり、わずか

庭瀬さんの作る防音・演奏ルー

がプロの仕事だ。ピアノやヴァイ
３㎜厚だが、何かの空気層と組み

開口部から見えるのがカルム材

オリンの経験はないわけだが、そ

入ると、表層材との隙間から四方

ってしまう。低周波に対し劇的に

れはリスナーとして多くの優秀録
合わせれば、うまく低周波に対抗

八方に広がっていく仕組みであ

ムは、ユーザーに寄り添い、楽器

音や名演奏に触れ、感性としてわ
できるのではないか？と考えた結

る。

だ。一見すると、カルム材はダイ

かるという。
果、
「音快速」が誕生したのだ。

「 面で広がるから

聴く部材はないものか……？

「すべてはオーディオが教えてく

「音快速」の素材構成は上から表

も、効果的に低音を吸ってくれる

部屋、
ライブハウスの設計などで、

以後、オーディオルームや演奏

で、相性が良く、特有の艶やかな

ルム材自体がもともとアルミなの

だ。アルミ反射材は約４㎜で、カ

通常の４倍という超高密度なもの

はＭＤＦとなる。グラスウールは

つ、１枚だけの使用ならスピーカ

らばスピーカーの背後に１枚ず

て掛けるだけでも効果的。前方な

つを推奨し、壁に掛けても床に立

ーカーの左右一次反射面に１枚ず

セッティングに関しては、スピ

㎜の薄さで

れました！」という庭瀬さんは言

層材／カルム材／グラスウール／

わけです」

次々に実績を挙げていく庭瀬さん

音質効果を狙っている。

ー間のセンターがお薦めである。

であるが、それと同時にチューニ

新素材「カルム材」を活かす
４層構造の音響パネルが完成

う。

アルミ反射材の４層構造で、背面

ることができます」

KTOBUKI

の違いやジャンルの違いにあわせ

ダムに配置してはじめて音を止め

防音にコツなどあるのか？「実

「音快速」に採用されているカルム材は、最高の吸音率と耐久性を持
ち、室内における音質を悪くする反射音をなくす。加工・設置が簡単
で、環境に優しくリサイクル可能なアルミニウムとしても知られている

ングパネルの開発にも着手しはじ

●
（25㎜）
／アルミ反射材
（約４㎜）
の４層構造
（背面はＭＤＦ材）
 材質：表層材／カルム材（３㎜）／高密度グラスウール
●サイズ：500W×500D×35H㎜●質量：
３㎏

■「音快速」の開発経緯
本業と趣味を足すことで生まれた
オーディオルームを手掛ける事業

まずは代表である庭瀬寿洋さん
に「音快速」の開発までのエピソ
ードを伺おう。 庭瀬さんはドラ
ムをたたき、趣味のオーディオで
は爆音を好む熱烈なユーザーだ。
本業は建設業で、主にリフォーム
が専門だが、リーマンショックで
父の会社を継いだところからスト
ーリーがはじまった。
庭瀬さんは、本業の「建築」と
趣味の「オーディオ」を足すと何
ができるのか？「オーディオルー
ムができる！」と決意し、まっし
ぐらにつき進む。だが防音室やオ
ーディオルームはゼロからの出発
だ。
ここで活きるのが３つのポイン
トである。建設業では各種の素材
を学び、ドラムの経験から音のエ
ネルギーを知っている。オーディ
オではＪＢＬの４３５０
（ ㎝の
ダブルウーファー）
で低周波と格
闘してきた。体で覚えた経験をベ
ースに、本格的に防音・音響の事
業を立ち上げたという。

いずれにしても１枚３００ｇと非

れるように重心が下がり、管弦楽

試してみると、確かに引き寄せら

楽器や聴く音楽ジャンルに合せて
最高のコンディションに仕上げる

常に軽量のため、手で持ち歩きな

このパネルに向かって話しかけ

のピラミッドが安定する印象だ。
ながら動いていくだけでも、場所
によって声の響きがかわっていく。
慣れればこの方法でポイント捜し

エッジが出れば空間はパアーンと

キリっとする。ピアノのボディや

ぶりが消え、ベースの芯と輪郭が

らかに淀みやモヤつき、低音のか

射面に１枚ずつを設置したが、明

試せば一聴瞭然だ。左右一次反

弦楽のピラミッドが安定する印象

寄せられるように重心が下がり管

ヤ２個を下側に設置すれば、引き

さらに重心を下げたければ、ダイ

も、
他にはない際立つ特徴だろう。

りに音のチューニングができるの

さらにダイヤの向きで思いどお

ができるから便利である。

出るから効果は絶大。ヴォーカル

となる。

ければ、ダイヤ２個を下側セット

また、音の重心をさらに下げた

グアイテムの決定版だ。

といっていい。ルームチューニン

に効く吸音パネルは初めての体験

低音を主体にこれほど的確自在

することも推奨している。実際に

れ、すっきり爽やかとなる。

など中～高音域のあばれも整理さ

楽器の芯とエッジが際立ち
空間が一気に広がっていく

イントである。

がら、低音のエッジが出る場所を

（おんかいそく）

探せば、そこが最も効果が出るポ

Sp eci f ic a tion

￥60,000
（１枚・税別）

ルームチューニングパネル

38

〒464-0801 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘2-70
第２ロジングス天野屋1階
TEL：052-721-9994
●定休日：日曜日 ●営業時間：10:00-19:00

Special Issue

低音を主体に、
これほど的確自在に効く
吸音パネルは初めての体験といっていい

「音快速」の効果も体験できる！
ショールームもオープン
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TEL：052-721-9994

音快速
35

「音快速（おんかいそく）」は名古屋に拠点を置く音響・防音設計の専門メーカーであるＫＯＴＯＢＵＫＩが開発した、
画期的な音響処理能力を備えたルームチューニングパネル。
この秋に東京で開催された「音展」のダイヤソウルのブースでご覧になった読者もいると思うが、
これまで不可能とされてきた低音域をターゲットに。
ダイヤのパタ－ンが特徴的で、僅か35㎜の薄さとコンパクトさでありながら、
その上はなだらかに吸音。理想のリスニング空間を実現する。
その効果の高さから、
１２５Hzから５００Hzをピークとして、
早くも本年度の「オーディオアクセサリー銘機賞2016」で見事に受賞を果たした。
株式会社KOTOBUKIの代表取締役、庭瀬寿洋さん。
「音快速」
はダイヤの向きで、
思い通りのチューニングも可能

愛知県名古屋市千種区天満通2-35-2
■問い合わせ先：株式会社KOTOBUKI 〒464-0095
ホームページ：http://www.kotobuki-kogyo.jp/
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「オーディオアクセサリー銘機賞2016」
受賞モデル

「オーディオアクセサリー銘機賞2018」
受賞モデル

Special Issue

KOTOBUKI

音快速Mini

「KP-03」
ルームチューニングパネル
￥38,000
（１枚・税別）

Spec ウール／アルミ反射材の４層構造（背面はＭ

●材質：表層材／カルム材／高密度グラス
ＤＦ材）
●サイズ：290W×290D×35H㎜

「KP-04」
ルームチューニングパネル
¥26,500
（１枚・税別）

high zone

Spec ●材質：オーディオ専用シリコン材●サイズ：50W×50D×10H㎜

Spec

●効果：スピーカーの上に置くことで高域をきれ
いに処理し、より空間の広がりとトゥイーターの補
助を実現●材質：表層材／カルム材／高密度
グラスウール／アルミ反射材の４層構造
（背面は
ＭＤＦ材）
●サイズ：140W×140D×35H㎜
音快速極低
（おんかいそくごくてい）
「KP-02」
ルームチューニングパネル
￥60,000
（１枚・税別）

音快速
（おんかいそく）
「KP-01」
ルームチューニン
グパネル
￥60,000
（１枚・税別）

音快速

音極振

「KP-05」
インシュレーター
¥6,000
（４個）

画期的な音響パネルに
新シリーズが加わった
画期的な音響パネル「音快速
（お
んかいそく）
」シリーズは、５００
㎜角のサイズを持つスタンダードモ
デルのＫＰ ０１と、低音に特化し
た「音快速極低
（ごくてい）
ＫＰ ０

-

／ＫＰ ︱０３」
Mini

ｉｎｉエディション／ＫＰ ０３」

順に紹介していこう。
「音快速Ｍ

「音快速」の良さを
手軽に楽しめる仕様

◦「音快速

ーター／スタビライザーである。

の２モデルと、同社初のインシュレ

に加わったのが、コンパクトサイズ

人気を博している。そして今回新た

２」
の二本立てがラインアップされ、

-

Photo by 田代法生

Masanori Hayashi

処理することによって、ドラムやベ

や床反射がきれいに消える。低域を

置いただけで、量感過剰的なこもり

どの処理能力だ。ウーファーの前に

まではいわないが、びっくりするほ

てはいけない。
「音快速」と同等と

「効果もサイズなりだろう」とナメ

低域にもエッジがついてくる印象で

これによって指向性が増え、中域と

や倍音領域が積極的に処理される。

てもよいわけで、実際に試すと高音

ーターのユーザーならその隣におい

端にセットしよう。スーパートゥイ

いだが、これをスピーカーの上部天

づき、機器が本来振動を受けていな

いう発想である。フロート状態に近

カーからの音のループを止めようと

点だ。これによって床振動とスピー

も、これまでにない効果を発揮する

ュレーター／スタビライザーとして

よし。または上にのせて使うインシ

た。

仮想状態のサウンドとなるというこ

試しに「音快速」や「極低」の上

高音域は輝きを増した。

しても防振効果は十分以上に高いの

もうひとつが、高域のディレイ調

だが、上下で挟めば効果は３倍から

に積み上げてみると、今度は中域を

ＣＤプレーヤーやプリ、パワーア
まさに「高音域を制するものは中

５倍増という感じだ。もっとかもし

整だ。吸って返す特性だから、置き

～低音域を制す」
。そんなトゥイー

れない。背景のＳ／Ｎと解像力がぐ

処理してくれるのだ。均一な処理作

ター強化型の新アイテムだ。実際に

んと強化される。歪み感もどこかに

ンプで使おう。インシュレーターと

つまり、床に置けば「音快速」的

トゥイーターを付け足すのとは違

追放され、
生々しいテクスチャー
（質

場所を前後にずらすことで高域の位

な使い方もでき、スピーカーのウー

い、システムの音を利用するのだか

感）
が見えてくる。密度はさらに濃

用をもつメリットを発揮してヴォー

ファに近づけると低音が処理され

ら、音色の統一とつながりも超スム

く、
ステージを支える低音域は深い。

相がそろう。

る。設置を上げて中音が入ればヴォ

ーズ。
「音快速極低」とは逆パター

カルはもっとクリアに、定位もビシ

ーカルがよくなるという嬉しい変化

ンの効果が、ハッキリと試聴によっ

圧倒的な効果の大きさと、もうひ

音も、次々に姿が現れるのである。

気づかなかった極端にローレベルな

である。スタンドなどを活用しても

て確認できた。

よいだろうし、壁掛けもＯＫだ。
／ＫＰ ︱０４」
high zone

◦「音極振／ＫＰ ︱０５」

とつすばらしいのは、一切色がつか

当初は「Ｆｏｒ ＰＣ」とアナウン

やはり縦スリットで構造も準ずる。

ーターだ。もともと本業である音響

改良を加えた、高性能なインシュレ

製で硬さにこだわりオーディオ用に

３つめの「音極振」は、シリコン

の多様さと未知の可能性にも期待し

しいチャレンジであり、使いこなし

の３製品は、わくわくするような新

今回試聴した「音快速」シリーズ

まま聴いていた。
そんな体験である。

気がつくと、コンポの素の音をその

ないということだ。無色無臭。ふと

スされたこともあったが、確かにパ

工事のドラム防音に使うシリコン防

音のいいシリコンを厳選
天板に乗せても効果的

ソコンやテレビまわりで使うと、目

振材からきたもの。
「音極振」がユ

たい。ぜひお試しを。

期待されるのが、ミニミニサイズを

ニークなのは、コンポの下に敷いて
に特化したような使い方だと思う。
ずばり、高所に設置する「ハイゾー
ン」モデルだ。
見た目はリボントゥイーターみた

使いこなしの多様さが楽しめ
未知の可能性を秘めた３モデル

生かし、高音域のトゥイーター専用

覚ましい効果がある。 それ以上に

本機はさらに小さい１９０㎜角だ。

スピーカーの天板にも最適
トゥイーター的効果を発揮

◦「音快速

っと決まる。

音の色付けが一切なく
素の音を最大限に出す

とだ。

初のインシュレーターも登場

ある。声にメリハリがつき、ウッド

“音快速”
コンパクト
ベースのキレや弾力感もグンと増し

■ 注目のルームチューニングパネル
ースなど低域のエッジは出るし、中

低域のエッジが出て
中高域は輝きを増す

用である。

という仕組みだ。吸って吐き出す作

の仕切り
（穴あき）
を通して処理する

スリットから入った空気を両サイド

ト一本に変わり、構造も若干変更。

従来のダイヤパターンから縦スリッ

ファンゆえ気持ちがわかるわけだ。

Ｌの４３５０を愛する、オーディオ

瀬さんの思いがある。みずからＪＢ

楽しんで欲しいという同社代表の庭

にもっと手軽に「音快速」のよさを

誕生の背景には、ユーザーのため

価格も求めやすくした入門機だ。

㎜角へとひとまわりサイズダウン。

や基本構造を継承しながら、３９０

は素材
（新幹線技術応用のカルム材）

-

林 正儀
Text by

名古屋市に拠点を置く音響・防音設計の専門メーカーであるＫＯＴＯＢＵＫＩは、画期的な音響処理能力を備え
たルームチューニングパネル「音快速（おんかいそく）」を発売。
ダイヤのパタ－ンが特徴的で、僅か35㎜の薄さ
とコンパクトでありながら、理想のリスニング空間を実現するアイテムとして、
リピーターが絶えない人気アイテム
となった。
そして昨年はその第２弾として低音効果に特化した「音快速極低（おんかいそくごくてい）」が登場さ
せている。
そして本年いよいよ第３弾として、
「音快速」の小型バージョンを２種類登場させた。
さらに同社初の
インシュレーターである「音極振」も登場。アクセサリーの総合メーカーとして見逃せない存在になっている。早
速この最新３モデルに関して、林 正儀氏のレポートをお届けすることにしよう。
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■問い合わせ先：
（株）
KOTOBUKI
※「音快速シリーズ」
や「音極振」の効果も体験できるショールーム 〒464-0801 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘2-70 第２ロジングス天野屋1階
TEL：052-721-9994 ●定休日：日曜日 ●営業時間：11:00-19:00
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KOTOBUKI

