
SPEC

日本の高級オーディオブランド

『スペック』の製品の紹介

SPEC CORPORATION
Tokyo, Japan

本社試聴室で最高の音を聴きました



はじめに

スペック株式会社は、パイオニアから円満に独立して2010

年に創業した高級オーディオ専門の素晴らしい会社です。

試聴室は東京都千代田区紀尾井町のホテルニューオー

タニの隣の本社ビル内にあり（2016年5月下旬から東京都

日本橋に移転予定）、今回じっくりと試聴してきました。

以下に紹介する装置で、スピーカー以外は、スペック社が

独自に開発し市販している高級品ばかりです。

実は筆者とは縁があって、この会社と共同研究をしており、

とてもユニークな新しい商品を現在開発中で、あと少しすれ

ば市販できる予定ですので、ご期待ください。



『リアルサウンド』のスペック！
スペック社の音は『音楽的であること』を最も重要なコンセ

プトとしています。また、 『音楽的であること』とは、大局的

には生の音に近いという事と考えており、この会社の音の

方向を『リアルサウンド』という言葉で表しています。

ただ、現実的には、 『再生音楽』は生の音そのものには

なり得ないのですが、生の音に限りなく近付きつつ、後は、

いかに音楽のエッセンスと感動を伝えられるかという観点

で、回路設計、筐体設計、部品選定を行っています。

このようなハイクラスのコンポーネントになると、大鑑巨砲

主義で、無機質で威圧的な外観のものが大半ですが、ス

ペック社のものは全てに明るい色の木材がうまく組み入れ

ており、見た目に温かく優しいだけでなく、後述のように音

響的にも大いにプラスになっているのも特長の一つです。



スペック株式会社 代表取締役社長 石見 周三 氏
いしみ穏やかで貫禄十分の頼れるボス



RSP-701を手にスペック㈱社長 と 技術部長 坂野 勉 氏
ばんの

技術のことならお任せの
坂野氏は、三重大の私の

研究室へ2,3回来られた
ことがあります。

社長のこのほほ笑みが最高



筆者 と スペック㈱社長



アナログ・ターンテーブル (GMP-70)

筆者は個人的にオーディオ・コンポーネントで最も面白く興味深いものは、ターン
テーブルだと思っています。実に奥が深く、いつでも自分で色々といじれるからです。

本機の特長の最大のポイントは、なんといっても直径40cm、

重さ14kgの砲金製の超ド級ターンテーブルです。安定した回

転には、回転制御も重要ですが、なによりも、ターンテーブル

の巨大な慣性モーメントを使うのが最善だと思います。慣性

モーメントは半径の４乗に比例しますので、これはかってない

ほどの安定性を実現しています。 このターンテーブルで得ら

れる音は、安定性が高くてゆらぎがなく、アナログレコードの

特性を最大限に引き出してくれます。

次に写真を示す



ターンテーブル（GMP-70）の主な特長
★巨大な慣性モーメント、3,260kg/c㎡を誇る。

★スラスト荷重を半減させる磁気フロート機構を有する。ま

たターンテーブルの重心付近にスラスト軸受を設けた固定

回転軸機構を持つ新開発の高信頼性軸受を採用し、安定

した回転を支えている。

★原理的にトルク変動のない精密さを誇るスイス製DCコア

レス・モーターを採用し、ターンテーブルに滑らかな駆動力

を与えている。

★ターンテーブルのベースには90mm厚の高精度加工を施

したフィンランド・バーチの積層板を採用。この素材の剛性

と内部損失とによって、14ｋｇのターンテーブルの不要な微

小振動を減衰させ、極限まで静かな回転を実現している。



★モーターとトーンアームのベースは、砲金と肉厚のアルミ

の切削品の２層構造として、剛面と内部損失のバランスを

図り、モーター振動とトーンアーム部の振動を極小化して

いる。

★ネジ込みタイプの音響特性の優れたインシュレーターが

振動を遮断。インシュレーターは４個付属しており、本体下

部に設置された８か所のネジ穴の位置を選んで取付ける

ことができる。

★トーンアームベースは、ユーザーのトーンアームにジャスト

フィットするカスタム品をオーダーメイドで製作してくれる。



ターンテーブル（GMP-70）の主な仕様

★駆動方式： 糸ドライブ

★ターンテーブル： 砲金製 重量14kg 

★モーター： 9スロット貴金属のブラシ精密DCコアレス

★回転スピード： 33 1/3rpm、45rpm(±15%のピッチコント

ロールが可能) 

★ターンテーブル起動時間： 約30秒

★適合アーム： 有効長300mm（標準）ロングアーム対応

★消費電力： 1W 

★サイズ： 650mm(W)×172mm(H)×480mm(D) 

★重量： 40kg 

★ターンテーブル・シート： AP-UD1 付属



GMP-70 （市販品はアームレスで、これはSME 3012とMC-103を追加したもの）
(\1,600,000： 以下 全て税抜きの定価を表示) 木の温もりもいいですねー！



磁気フローティングされている
GMP-70のスピンドルシャフト



フォノイコライザー (REQ-77S)の主な特長
フォノイコライザーの性能は、レコード再生において特別

に重要です。本機の特長の要点は以下のようです。

★カートリッジの潜在能力を引き出すために、音質を決定す

るCR素子には理想のオイルコンデンサーやマイカコンデ

ンサーなどのカスタムパーツを使用

★電源部には新開発のSiCショットキーバリアダイオードを

使用

★スプルース材のベースとイタヤカエデ材のインシュレー

ターを使用

★アンプ部と電源部を別筐体にして完全に分離

次に写真を示す



フォノイコライザー (REQ-77S)の主な仕様

★MCゲイン： 60dB

★MMゲイン： 40dB

★バランス(XLR)出力もあり

★RIAA偏差： 10～50kHz ±0.25dB以内

★入力換算ノイズ： -140dBV(MC) 

★消費電力： 10W

★質量： アンプ部： 5.0kg、 電源部： 6.0kg

【注】他の装置も同様ですが、仕様を見ても音の良さは、ほとんどわかりません。

実際に音を聴かないとダメです。各地で時々試聴会が開催されております
ので、そのような機会にぜひ見て試聴して、良さを実感してください。

次に写真を示す



フォノイコライザーREQ-77S (\1,080,000)
左： 電源部、 右： アンプ部



REQ-77Sのリアパネルの写真

電源部 アンプ部
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Ｄクラスの増幅システムとデバイス

アンプは、ソース機器が出力する信号の通りにスピーカー

のコーンを動かすことが基本ですが、正確に追従させること

は意外と難しく、現実にはそのようにはなりません。別の身

近なものにたとえれば、スピーカーはモーターのようなもの

であり、スピーカを正確に駆動することは、電車の速度をき

め細かく俊敏に変化させることに似ています。また、スピー

カーはモーターと同じように逆起電力を発生します。

その動き出しにくく、止まりにくく、ドライブ電圧を邪魔する

逆起電力を発生するものを駆動する方式として、Ｄクラスは、

従来のアナログ半導体ドライブ方式に比べて原理的に優れ

ています。



それは、最終段のドライブ方式がスイッチングによるもの

であり、瞬間的には、スピーカーとアンプの電源が直結する

ことによる根源的な利点です。

Ｄクラスの技術は10年以上前からありましたが、大電流を

スイッチングする、良いデバイスが登場したのは、つい最近

のことです。当初、Ｄクラスは音が悪いと言われておりまし

たが、それはオーディオ的に入念に設計された良質のデバ

イスが無かったからなのです。



スペック社では、インフィニオン社（従来の米国IR社）製の

デバイスを採用しており、大電流を理想的な波形でスイッチ

ングすることにより、Ｄクラスアンプのメリットを最大限に引

き出しています。ちなみに、インフィニオン社のオーディオデ

バイス設計の責任者は、音楽をよく知っている非常に熱心

なオーディオマニアです。

Ｄクラスアンプは、スイッチングにより電力をコントロール

しますので、原理的には熱を発生しません。パワーアンプ

でありながら、大きな放熱機構を必要としませんし、熱を出

さないので、密閉構造になっており、ほこりが中に入りませ

ん。さらに、熱が出ないために、後述する『ウッドプレート』

を底面等に密着させて楽器のように豊かな音を奏でること

が出来ます。



なお、スペック社で採用しているPWM方式のＤクラスアン

プは、パワー段がスイッチングしているものの、そのONの

時間は、アナログ的に決まります。音声情報を量子化して

いないという意味で、この会社のアンプは、アナログ的に

動作している、アナログアンプと言えます。



音楽性を重視した部品選定
オーディオ機器には、その動作上、大変繊細なポイントが

存在しますので、そこにどのような部品を使うかが、音質を

左右します。スペック社では、その重要なポイントにおいて

音質効果を最大限に発揮するコンデンサー、抵抗、コイル

のリサーチにかなりの労力をかけており、それらをうまく組

合せることで、非常に音楽的な音に仕上げています。

コンデンサーの中で、オイルコンデンサーは、特に音色の

表現に影響力のある部品で、アンプやプロセッサー（RSP-

701等）に使用しています。これは、その昔、真空管アンプ

に使われて定評があった、米国製のオイルコンデンサー



“WEST CAP”の生産設備を引き継いで現在に至っている

Arizona Capacitors社に特注しています。

オイルコンによる、自然で人の聴覚に心地よい音質は、

主に内部に採用されている誘電体、クラフトペーパーによ

るものと言えます。

北米には豊かな巨木の針葉樹林帯があり、この針葉樹

を原材料にクラフトプロセスを経て無着色で上質なクラフト

ペーパーの素材、良質なパルプが製造されています。ポリ

プロピレンやポリエステルフィルムという人工的な素材と比

較すると強度は劣るものの、樹脂フィルム特有の機械的な

共振モードがありません。Arizona Capacitorsが採用したこ



の自然素材とも言えるクラフトペーパーには音質的なクセ

が基本的に存在せず、これを誘電体としたとき、艶やかな

音色、そして自然で聴感に馴染む音質のコンデンサーに結

実するのです。

もう一つ、音質に絶大な効果のあるコンデンサーの『マイ

カコンデンサー』は、誘電体に自然界の鉱物のマイカ（雲母）

を使用したもので、チベットやヒマラヤの山腹でしか採れな

い良質のものを使用しており、高周波特性に大変優れてい

ます。この雲母は、太古の昔、ヒマラヤの造山の圧力の中

で出来たものと考えられており、その物質が持つ固有の特

性を現代のオーディオに生かして聴くというのは、なんとも

悠久の歴史的なロマンに満ちているではありませんか。



アンプは楽器であるという考えに基づいた筐体設計

アンプは、適度に振動させ、適度に制振することで、豊か

な音質を得ることができます。その前提で、内部構造を構

築し、ネジのトルク管理までも行っています。また、アンプ全

体をウッドプレートで受ける構造がスペック社アンプの特徴

ですが、これはデザインのためだけでなく、アンプ全体の振

動をゆるやかに減衰し、豊かな鳴りを実現しています。この

ウッドプレートの材質は、試聴を繰り返した結果、スプルー

ス材を採用しています。スプルースは、バイオリンなどの表

面に使われている材で、この素材が音質的にベストだった

事からも、スペック社では、アンプは楽器であるという考え

で製品化を行っています。



上述の自然素材を用いたコンデンサーや、木を楽器のよ

うに使って引き出す音が人間の感性に心地よいことから、

自然界に存在する素材の振動が、音楽的な表現に関連し

ているのだという事を感じさせてくれます。

では、音楽的な音とは技術的にどういうものなのか？ と

いう事になりますが、これは議論が尽くせません。よい音を

測定する器械も指標も無いということで、いまのところ人間

の感性が一番センシティブで最良の測定器ということにな

ります。ただし、その判定基準は、人によってまちまちで好

みが異なりますので、オーディオ装置の製造者としては非

常に困ったことではないでしょうか。各人の好みのように

オーダーメイドにすれば最高ですが、価格的に問題です。



音楽信号の変化はスピーカーのインピーダンスを変動させ

ます。単音ではなく、複雑なスペクトラムを持つ音楽信号をア

ンプがスピーカーに送るとき、このインピーダンス変動はアン

プにとって厄介な負荷となります。特に音楽の倍音成分を多

く含む高域におけるインピーダンスの乱れは、原音に忠実な

音楽再生の妨げになります。またスピーカーのボイスコイル

から発生する逆起電力は、スピーカーからアンプにフィード

バックし、アンプ内部で位相遅れを発生させます。インピー

ダンス変動や、位相遅れがもたらす音楽信号の時間軸上の

源信号との差異は、結果的に躍動感の欠如した音楽、平板

な音場、薄めの音色となり、それがリアルで自然な、そして

心地よい音楽再生とは程遠いものとなっていたのです。



後述のREAL-SOUND PROCESSOR RSP-701はこの音質

に有害なインピーダンス変動を補正し、逆起電力を吸収しま

す。その結果、アンプとスピーカーはお互いの影響力から脱

し、アンプがスピーカーを駆動するという本来の役割分担に

徹することができるようになり、音質が改善されるのです。



次に写真を示す

アンプ (RSA-F11)の主な仕様

★最大出力： 120W x 2 (4Ω)

★周波数特性： 10Hz～30kHz±1dB(6Ω, 1W)

★高周波歪率： 0.02%(1kHz, 80%出力時)

★入力感度・利得： 300mVrms, 37.3dB(Volume 最大時

6Ω, 1kHz)

★入力端子： XLRx1 / RCAx3

★消費電力： 15W～215W

★質量： 20.0kg



アンプ RSA-F11 (\1,280,000)



パワーアンプ (RPA-W5ST)の主な特長

★高性能ＰＷＭ方式スイッチングデバイスと高品質スイッ

チング電源システムによる、スピード感あふれるエネル

ギッシュなサウンド

★新開発オーディオ専用部品を採用。細部の表現力とま

ろやかな味わいを加えてさらに音楽性アップ

★コンパクトサイズのデザインと優美な曲線のサイドパネ

ル・インシュレーター

★“リアル・サウンド”を実現するための細やかな配慮

★２つのモノラルモードと入力切り替え機能によって生ま

れる、別次元の“リアル・サウンド”

次に写真を示す



パワーアンプ (RPA-W5ST)の主な仕様

★最大出力： 100W x 2 (4Ω)

★周波数特性： 10Hz～30kHz±1dB(6Ω, 1W)

★高周波歪率： 0.02%(1kHz, 80%出力時)

★入力感度・利得： 300mVrms, 37.3dB(Volume 最大時

6Ω, 1kHz)

★入力端子： XLRx1 / RCAx1

★消費電力： 9W～150W

★質量： 6.2kg

次に写真を示す



パワーアンプ RPA-W5ST (\350,000)



SACD/CDプレーヤー (RMP-888CD)の主な仕様

★再生可能ディスク： SACD / CD / DSD

★再生可能ファイル： MP3 / MPEG 4AAC / WMA 

★周波数特性： CD:2～20kHz / SACD:2～50kHz

★S/N比： CD:117dB / SACD:117dB 

★ダイナミックレンジ： CD:100dB / SACD:108dB

★全高調波歪： CD:0.0022% / SACD:0.0020% 

★質量： 7.0kg

次に写真を示す



上： SACDプレーヤー(RMP-888CD) (\285,000)



ネットワークプレーヤー (RMP-X1)の特長

★ナチュラルな響きを実現するアンダーベースとインシュ

レーター

★アナログ電源部に新開発『響一（ひびきいち）』を搭載。

★徹底したノイズ対策

★ジッターを排除したクロック

★D/AコンバータにES9018Sを左右独立で使用

★演奏家でもあるエンジニアによるリアルサウンドの調整

次に写真を示す



ネットワークプレーヤー (RMP-X1)の主な仕様

★対応フォーマット
PCM: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 

352.8kHz, 384kHz それぞれ 16/24/32bit 
AIFF, WAV, FLAC, Apple Lossless(352.8kHz,384kHzは非
圧縮のみ対応) 

DSD: 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz 1bit (def, diff) 

★出力： XLRx1, RCAx1

★入力： LAN RJ45 1系統

★クロック入力： BNC端子50Ω 10MHz

★消費電力： 45W

★質量： 本体部： 9.5kg, 電源部： 7kg



上下とも： ネットワークプレーヤー RMP-X1 (\800,000)



試聴室のスピーカーシステム
（もっと大きなスピーカーもある）



スピーカーシステム (amphion Argon3)
北欧フィンランドから日本上陸した心を揺さぶるボーカル

のリアリズムを表現するスピーカーです。この主な仕様（仕

様書の原文のまま）は下記のようです。

★Operating principle: Two-way vented

★Tweeter: 1 inch titanium, integrator

★Mid/woofer: 6.5 inch aluminum

★Crossover point: 1,600Hz

★Impedance: 8 ohm
★Sensitivity: 87dB

★Frequency response: 35-30,000Hz ± -3dB

★Power recommendation: 20-150W

★ Measurements(H x W x D): 380 x 191 x 305 mm

★Weight: 11kg

次に写真を示す



スペック社が正規輸入代理店の

Amphion “Argon3”
(made in Finland)

(\360,000/2台)



スピーカーシステム (PENAUDIO社製CEYNA SIGNATURE)

北欧フィンランドから日本に来た『コンサートの高揚感から、森の静

けさまで再現する』スピーカーです。この主な仕様は下記のようです。

★形式： 2ウエイ、スタンド・マウント、リフレックス・ロード

★ツィーター： 29mm布地ドーム型

★ミッドレンジ/ウーファー： 146mmマグネシウム・コーン、銅リング

★クロスオーバー： 4,000Hz

★インピーダンス： 4Ω

★感度： 86dB

★周波数帯域： 35-25,000Hz ± 3dB

★推奨アンプ出力： 50W以上

★ サイズ(H x W x D) と重量: 295 x 175 x 315 mm、 9kg

【注】特にスピーカーは、仕様書を見ても出る音は、全くわかりません。

あくまで参考値にしかすぎません。実際に聴いてみないとダメです。

次に写真を示す



PENAUDIO “CENYA SIGNATURE” (made in Finland)
(\1,200,000/2台 代理店から委託を受けて販売)



REAL-SOUND PROCESSOR (RSP-701) の原理

この内部には、抵抗とコンデンサが直列に接続されたもの

が入っていて、これをスピーカー端子の両端に並列に挿入

して使います。この回路の用法は、昔からありましたが、そ

の効果はその抵抗とコンデンサーのクオリティに左右され、

大きな効果が出たり、あまり効かなかったりしていました。

同じ定数のコンデンサーを使っても部品によって効果に差

が出ます。スペック社では、上述のオイルペーパーコンデン

サーと厳選した抵抗を用いることにより、これで大きな効果

を得ています。

次に写真を示す



矢印の先：

REAL-SOUND PROCESSOR
RSP-701 (\75,000/2台)



おわりに
とにかく、ハイスピード、クイックレスポンス、広ダイナミックレンジ

などで迫力があり、現代的ですがアナログ的な生々しい『音楽的な音』

がします。視聴したのは上述の小型スピーカー２機種でしたが、予想

に反してサイズによらず、すごい迫力があり驚きました。全体がハイク

オリティシステムの中にあるからでしょうか。

たとえば、カナディアンロッキーの素晴らしい風景は、いくら名文で

紹介しても、見たことのない人には、その本当の素晴らしさは伝わり

ません。音も同様で、実際に自分の耳で聴いてみないと、文章では

いくら書いても、その真髄を表現できませんので、スペック社のオー

ディオシステムの音がどのように素晴らしいのかを、実際に試聴会な

どでぜひ聴いて体験してみてください。その最高の音のみでなく、木を

多用した美しいルックスにも感動して、きっと欲しくなると思います。



オーディオは非常にemotionalなものです。きちんと基本から設計さ

れていて、世界でトップクラスの高性能で高価なパーツを多用してお

り、パンフレットなどに書いてある装置の非常に高性能なことの解説

を読んで、woodyな装置の素晴らしい外観などを眺めながらレコード

を聴くと、本来の素晴らしい聴覚的な面に加えて視覚的な面とメンタ

ル面との三重の相乗効果で、オーディオに陶酔し、とても満足・安心

します。オーディオでは音のみでなく装置のルックスや解説文なども

非常に重要で、それらが総合されて最終評価になり、満足度になり

ます。それには、どうしてもある程度の予算が必要になるのは止むを

得ません。 きちんと設計して高級素材を使えば、当然のことながら

安価には作れません。

ぜひ皆さんもこのような素晴らしい装置で、一味違うハイなオーディ

オライフをお楽しみください。



Fin

+ +

+
+

+
+



(以下は2016.4.12に追加)

次に示す３枚の写真は、

第33回 高級オーディオ試聴会

AUDIO FESTA in NAGOYA 2016
後援： 日本オーディオ協会 会場： 名古屋国際会議場２号館

全２０社が出展

2016.4.8～10で撮影した

SPECのブースの大賑わい満員の様子です。








