光城精工の新機軸﹁クリスタル・シリーズ﹂の魅力

写真下は
「ForcebarEP」に内蔵された積層構造の仮想アース。従来モデルは
①銅／②黄銅／③銅／④黄銅／⑤銅／⑥スチールという6層構成であった
が、写真上の「Crystal E」
では①ステンレス
（SUS）
／②黄銅／③銅／④黄銅
／⑤銅／⑥黄銅／⑦銅／⑧黄銅という8層構成で、一部素材変更を加えてい
る。各レイヤー間は0.5mmのスペースを設け、
レイヤー間の面接触を完全回避

アース端子は前面とリアに各１
端子ずつ設置。ひとつはオーディ
オ機器との接続に、
もう一方は
「Crystal E」増設用の端子とし
て使用できる

「Crystal E」には1.2mの専用アースケーブルが２セット付属。ひとつはRCA－
Y端子仕様で、
もうひとつはY端子－Y端子仕様。線材は高周波特性に優れた
同軸ケーブルで、端子には金メッキを採用

ＫＯＪＯ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
︵光城精工︶より発売中の仮想アース「ＣｒｙｓｔａｌＥ」が大人気を博している。その絶大な効果とコ
ストパフォーマンスの高さ、そして２台をジョイントしての使用も可能。幅広い用途で使用できるアイテムとして生産が間に合い
ないほどの大ブームとなっている。本年度の「オーディオアクセサリー銘機賞２０２１」で高い評価を得て、本機だけの唯一の賞と
して＂ 特別開発賞 ＂を受賞している。そこで本項ではこの仮想アース「ＣｒｙｓｔａｌＥ」の実力を小原由夫氏が初検証。さらに今
回は新製品も登場。電源ラインをデジタル系機器とアナログ系機器に系統分けを行う分岐型電源タップ２モデル
︵ノイズフィル
ター付きと無し︶である。これらの製品も含めてクリスタル・シリーズの魅力を堪能している。

Special Issue

大人気を博しているKOJO TECH
NOLOGYの仮想アース
「Crystal
E」
（¥31,200／税別）

仮想アース ¥31,200
（税別）

Crystal E

Text by

小原由夫
Yoshio Obara

人気の仮想アースのほか
最新の電源タップも試聴
青森県から「世界中の電源をき
れいに」のスローガンを発信し、
オーディオ用クリーン電源を始め
とした電源関連機器をリリースし
ている光城精工。同社のメイン業
態は産業・医療用の電源装置の製
造・販売だが、オーディオ分野の
主力商品として電源タップや仮想
アースといったアクセサリー類を
揃え、人気商品となっている。今
回私は最新アイテムを試聴する機
会を得た。仮想アース「Ｃｒｙｓ
ｒｙｓｔａｌ Ｃ２Ｐ２」
「Ｃｒｙ

ｔａｌ Ｅ」と、電源タップ「Ｃ
ｓｔａｌ ２Ｐ２」および「Ｃｒ
ｌ３・１」の５アイテムだ。ここ

ｙｓｔａｌ ３Ｐ」
「Ｃｒｙｓｔａ
では自宅テストのインプレッショ
ンをお伝えする。

理想のフローティング構造で
素材も大幅にグレードアップ
これら「Ｃｒｙｓｔａｌ」シリ
ーズは、以前の主力ライン「Ｆｏ
ｒｃｅ Ｂａｒ」を引き継ぐもの
で、最新のメソッドやこれまで蓄
積されたノウハウを傾注している。
電源タップにおけるそのひとつ
のセールスポイントが、
「Ｍ・Ｉ・
Ｓ・
（メカニカル・アイソレーシ
ョン・システム）
」だ。これはＡ

ンで、ハンダも吟味されたものが
使用されている模様だ。
「２Ｐ２」
にはノイズフィルターは非内蔵で、
サージアブソーバーのみ搭載。双
Ｎ無酸素銅から錫メッキ１・６㎜

方とも内部配線材は、従来機の４
せることで、電源タップを外部振

に変更された。もちろん単線で、
最短経路で配線されていることは
言うまでもない。

備える。違いは連結機構か、２Ｐ

は、いずれも３口のコンセントを

「Ｃｒｙｓｔａｌ ３Ｐ／３・１」
差し込んだ際、外装部分と接触す

コンセントを備えるかである。

述の「Ｍ・Ｉ・Ｓ・」は採用され

「Ｃｒｙｓｔａｌ Ｅ」には、前

仮想アースは８層構造で
表面積も大幅に拡大する
スペーサーを用いていたトップカ

ていない。それは、文字通りボト
ムシャーシから積層構造を積み上
げて仮想アースを構成しているか
らだ。レイヤー素材についても、
銅や黄銅、スチールを使った６層
構造の従来機に対し、本機は鉄の
体を８層構造としている点がキー

代わりにステンレスを採用し、全
ポイント。これにより、より強力

積を従来の１・ 倍に拡大した上

ａｒＥＰと同じだが、今回は表面

基本的な構造はＦｏｒｃｅ Ｂ

なアース効果が期待できる。

された合金で、振動負荷を受けた

う構成。基板は両面の銅箔パター

分離されたノイズフィルターとい

サージアブソーバーと、２系統に

内蔵フィルターは、落雷対策用の

「Ｃｒｙｓｔａｌ Ｃ２Ｐ２」の

振性を生むことが特徴だ。

既存金属や合金とは異なる高い制

際にその内部で減衰作用が生じ、

ンガン／銅／ニッケル／鉄で構成

材料研究機関が特許を有する、マ

ちなみにＭ２０５２は、国立の

とに成功したという。

不要振動を効果的に減衰させるこ

採用し、広い周波数帯域におよぶ

制振合金「Ｍ２０５２」を新たに

バーとサブシャーシの接合部には、

一方では、従来機ではチタン製

な効能が期待できる。

ない。これも不要振動防止に大き

部を広く取っていることも見逃せ

ることのないよう切り欠き
（開口）

ブルのインレットやＡＣプラグを

果的に足らしめるべく、電源ケー

この「Ｍ・Ｉ・Ｓ・」をより効

動からシャットアウトする構造だ。

ら宙吊り状態でフローティングさ

ップカバーやボトムシャーシ）
か

ャーシに固定し、外装ケース
（ト

基板等のすべてのパーツをサブシ

Ｃインレット、ＡＣコンセント、

KOJO TECHNOLOGY

で、異金属を単純に積層していた
従来品に対して、各レイヤー間に
０・５㎜のスペースを設けて面接
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アース端子は専用工具なしによ
る締め付けが可能なように、
ロー
レット付ネジ
（M4）
を採用していた
が、
アース線とのより確実な接続
（接触抵抗の低減）
を確保するた
め、SUS製M4バインドネジに変
更（要プラスドライバNo.2サイ
ズ）

Specifications
●構成：仮想アース端子台、M4×2端子
（ステンレスネジ）
●サイズ：80W×111D×35Hmm
（端子や突起
物を含まず）
●質量：約775g●付属品：専用アースケーブル×2本（RCA-Y端子とY端子-Y端子※いずれ
も金メッキ仕様で1.2m●取り扱い：
（株）
光城精工

大ブームを迎えた
“仮想アース”
デジ／アナ分岐型のタップも登場

「オーディオアクセサリー銘機賞2021」
受賞モデル

ップとして使用した。アナログ系

グ系を分離した各々４口の電源タ

に、
「３Ｐ」と「３・１」をそれ

アース端子は２系統あり、ひと

にはフォノイコライザーアンプ、

ぞれ連結し、デジタル系／アナロ

つは対象機器との接続、もうひと

触を回避し、表面積をさらに拡大

つは「Ｃｒｙｓｔａｌ Ｅ」の連

デジタル系にはネットワークトラ

する工夫をしている。

結用だ。いずれも＋ドライバーを

ンスポートにそれぞれ給電した。

◦フィルター無しの「２Ｐ２」

使ったしっかりとした勘合が可能。

なおアースケーブルには、機器の

入出力端子の空きに活用できる

示する。デジタル系では打楽器の

がっちりとした骨格と
安定したエネルギー感

音が力強く響き、グッと深く沈み

象機器の筐体の締め付けネジやグ

しているＣｒｙｓｔａｌシリーズ

込む感じだ。重厚なスケール感も

まずはノイズフィルター無しの

の特色は、トップカバーを梨地の

味わえる。アナログ系では見通し

電源ケーブルの
「KS-0P-2m／
メドゥーサ0P」

ラウンド端子に接続する「Ｙ端子

白色アルマイト仕上げの『シルバ

のよい透明な音場感が楽しめる。
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Specifications
● インレット：3Pインレット
（I E C60320
C14×1● コ ン セ ント：3Pコ ン セ ント
（NEMA5-15R）
×2●3P連結コンセント
（IEC60320 C13）
×2●相数：単相2線
アース 付 き ● 電 圧：A C100V
（定格
AC125V）
●容量：1,500VA●周波数：
50／60H z● サ イ ズ：120W×37H×
160D(181)mm
（連結コンセント含む）●
質 量：
「Crystal C2P2」＝ 約1000g／
「Crystal 2P2」
＝約960g
●使用温度：0～40℃●取り扱い：
（株）
光城精工

KOJO TECHNOLOGY

Crystal 2P2/C2P2
分岐型電源タップ ¥36,000／¥44,000
（ともに税別）

フィルター搭載の「C
2 P 2 」はデジ／アナ
分離されつつ、
「 Crys
t a l 3 . 1 」や「 6 . 1 」、
「3P」
と連結とするこ
とで、全ての電源タッ
プがノイズフィルター
入りとすることが可能
になる

■キャンペーン
「Crystal C2P2／2P2」の発売記念キャンペーンを実施。購
入者には各50台限定にて電源ケーブル「KS-0P-2m／メ
ドゥーサ0P 」
（ ¥4,900／税別）の無料セット販売。期間は
2020年11月26日
（木）23:59 の注文分までで、各50セット
がなくなり次第終了。取り扱いは全国オーディオ専門店および
同社のダイレクトショップまで。

安定したエネルギーバランスを提

ー色』として、クリスタルという

Ｓ／Ｎのよさがそれを齎らしてい

オーディオシステムを取り巻く電源環境において、予ねてより
デジタル系機材とアナログ系機材の電源系統分けはやるべき
とされてきました。すでに実施されている方はもちろんいらっしゃ
いますが、
まだまだ一握りと感じています。マイノリティ
（少数派）
ですね。
デジ／アナ分離が推奨される理由として、
デジタル機材は装
置内部にマイコン等が搭載されており、制御に必要となる基準
クロック等の高周波が、
ノイズ成分として電源ラインに回帰、
ア
ナログ機材へ悪影響を及ぼすためとされています。実際、
デジ／
アナ機材の電源を分離し試聴すると、
ノイズ感、S/Nの違いと
いうものを感じ取ることができます。
またオーディオ機材のデジタル化は他の電子機器同様、小
型・軽量化が増々進むことになりますが、
この小型・軽量には内
部電源部のスイッチング電源化が同時に行われることになりま

「２Ｐ２」
。がっちりとした骨格と

名称に相応しい上質な質感を獲得

るのは明らかで、高域も実に繊細

電源系統分けをマジョリティにするキーデバイス

仮想アースと電源タップに共通

したこと。また、ボトムシャーシ

なタッチ。声は瑞々しく、滑らか

（株）
光城精工、
電源事業部部長の
土岐泰義氏
（ジョンがる隊長）

す。こと欧州系のオーディオ機材は省エネ、ECOに対する考えが
先進的で、
スイッチング電源化が積極的に進められております。ス
イッチング電源はその方式の宿命ゆえ、
ノイズと同居
（with Noise）
することになりますが、
もちろん技術進化は日進月歩、
ノイズレベル
も極力抑えられるよう各メーカは努力していますし、
そういった対策
部品も高性能なものが多数利用されるようになってきています。た
だそれでも
「
（ノイズを）
ゼロ」
にすることはできないわけです。
オーディオ機材を取り巻く電源環境は、今後益々厳しいものに
なっていくことは目に見えており、
デジ／アナ分離の必要性は高ま
るばかりです。新製品の「Crystal C2P2」
および「Crystal 2P2」
は、電源系統分けをマジョリティ
（多数派）
にするキーデバイスで
す。
是非あなたのオーディオシステムにも取り組んでいただき、
デジ
／アナの分離がやがて常態化されていくことを願っております。

Ｙ端子」の各１本が付属する。

の折り曲げ加工もサイドパネルと

さが際立つ。

■ 開発者が提唱する
“デジ／アナ分離給電”

︱

の一体感を生み出す一因だ。使わ

◦フィルター入りの「Ｃ２Ｐ２」

れた金属は、トップカバーがアル

ミ、ボトムシャーシ
（サブシャー

シ）
がスチールとなり、厚さも２・

より広帯域なレンジ感を再現
抑揚感や強弱が明確になる

対してノイズフィルター入りの

０㎜と厚くなっている。さらに電

「Ｃ２Ｐ２」では、音がよりすっ

源タップのボトムシャーシには、

ＴＡＯＣ製振動吸収シートが貼り

きりとした印象で、これがフィル

付けられている
（従来機はゴム製

の「ハネナイト」
）
。

ターの威力だろう。若干重心が高

くなるきらいはあるが、アナログ

系では声や楽器の音像定位が一段

れかもしれない。つまり、３Ω以

デジタル／アナログを分離して
４口の電源タップとして給電

下という極めて低い対地
（接地）
イ

とくっきりとして引き締まってい

る。デジタル系では、より広帯域

まずは「Ｃ２Ｐ２」と「２Ｐ２」

なレンジ感となり、抑揚感や強弱

ンピーダンスが確保されているが、

それは 年前の拙宅建築時のデー

タであり、経年によって現時点で

がさらに明確な表現となるようだ。

◦仮想アース「Ｃｒｙｓｔａｌ Ｅ」

は変動している可能性もある。も

しろ安心につながる。もちろん台

しそうであれば、近くに安定した

地アースが適わない集合住宅など

ディテールの描写力が高まり
クリアでエネルギーが強化

の試聴。これはＳＡＣＤプレーヤ

では、本機のパフォーマンスは何

仮想アースを置いておくことはむ

ーとプリアンプそれぞれに接続し

続いて「 Ｃｒｙｓｔａｌ Ｅ 」

てみたが、こちらもまたＳ／Ｎの

物にも代え難いはずだ。
3口タイプの「Crystal3.1」
（ ¥19,000／税
別）
。Force barシリーズのコンセプトを継承し、
細部に見直しをかけ、
さらなる音質向上を実現。
6口タイプの「Crystal6.1」
（ ¥26,000）
もライ
ンアップ

向上により、ディテール描写力が

総じて高まるが、ＳＡＣＤプレー

ヤーではよりクリアネスが増し、

プリアンプではここぞというとこ

ろでのエネルギーの押し出しがよ

り強くなった。外してしまうと途

端にどこかエネルギー感が薄まる

ように感じられたほど。

２台連結でレンジが拡大
音の重心もさらに下がる

また、
「Ｃｒｙｓｔａｌ Ｅ」を

２個連結してプリアンプに接続し

てみたところ、音の重心がさらに

下がり、ダイナミックレンジが広

がるような印象も受けた。

ス！」という同社の論旨からすれ

「 遠くのアースより近くのアー

ば、我が家のケースはまさしくそ

「遠くのアースより近くのアース！」
に納得
何物にも代え難いパフォーマンを発揮する

Crystalシリーズ初の連結電源タップ
「Crystal 3P」
（¥21,000／税別）

14

「ＲＣＡプラグ ︱Ｙ端子」と、対

Special Issue

「オーディオアクセサリー銘機賞2021」
受賞モデル

「2P2」
（ 写真左）
はサージアブソーバーを搭載、
「 C2P2」
（ 写真右）
はサージアブ
ソーバーとノイズフィルターを搭載。電源ラインの配線素材は単線素材を継承しつ
つ、4N無酸素銅から錫メッキ1.6mmに変更。
「C2P」
はサージアブソーバー
（雷対
策）
とノイズフィルターで構成された基板。サージアブソーバー回路を経由した後、
アナログ系パワーラインとデジタル系パワーラインに分離。以降はそれぞれのパ
ワーラインフィルタが最短となるよう強く意識されたレイアウトとなっている各パーツ
のハンダ付けにおいても特殊成分配合されたものを吟味、選別。自社の特選マイ
スターが熟練した技術で作業している
3つのパーツで構成されるボディは、従
来シリーズに対し、
トップカバーをス
チールからアルミへ、
ボトムシャーシ、
サ
ブシャーシはアルミからスチールに変
更 。ボトムシャーシはさらに 厚さが
1.6mmから2.0mmに強化され、振動
吸収シートを内外ゴム製ハネナイトから
TAOC製振動吸収シートに変更され
ている。M.I.S.による振動抑制効果を
さらに高めている

P.349にて読者プレゼントコーナーでもご紹介

Crystal C2P2、2P2
ともに雷対策として信 シリーズ初となるこの分岐型電源タップ
頼性高いPanasonic は、1系統の電源ラインを2系統に分離
製サージアブソーバを することができる
採用。サージ耐量7KV
を満たすパーツを選定
している
アース端子は内部配
線のアースラインと外
装ケースに接 続され
ている。ア ナログプ
レーヤなどの電源ケー
ブルにみられるアース シリーズ同士の連結勘合性を高めるた
線付コンセントプラグ め、連結プレートが付属。互いのボトム
の接続先として有効 シャーシをネジ止め固定することで連結
に機能する
が強化される
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