


“XLR”とは、Extra Long Rangeの略らしい。大きなコンサート会場などでは、広

いステージで使うマイクのケーブルは10m以上あり、ステージ脇に置かれたマイク
ケーブル接続端子からミキサールムまで壁内に収めたケーブルを通して（数十
メートル、場合によっては百メートル単位）という長い距離の状態で運用されてい
ます。ケーブルが長すぎて、とてもノイズを拾いやすかったので、ノイズキャンセリ
ングの音声電気信号の伝送方法として考案されたプロ用の方法がXLRです。XLR
タイプコネクターは、米国キャノン社（Cannon社）が開発したもので、一般に『キャ
ノンコネクター』とも呼ばれています。キャノンとは、その会社の創業者 James. H. 

Cannonの名前に由来していますが、現在はこの社名の会社はありません。他社
に吸収されました。本製品を得意とする別の会社のNEUTRIK社の社名から『ノイ
トリックコネクター』とも呼ばれています。

なお、この米国のキャノン社は、日本の光学機器メーカーのキヤノン（Canon社）
とは全く無関係であり、社名の表記法が英語も日本語も微妙に異なります。すな
わち、『ヤ』の文字の表記の大きさと”n”の数です。日本のキヤノンの語源は、創
業者が観音様の熱烈な信者で、『観音』に由来しており、英語のCannon(大砲)と



は何の関係もありません。キヤノンの『ヤ』の発音は促音であり、小さい文字で書
くべきなのですが、訳あって商標では他の３文字と同じ大きさで表記します。

1934年に、下の左側に示す国産初の35mmレンジファインダーカメラの試作機
である「KWANON（カンノン）」が誕生しました。試作機「カンノン」は、観音様の慈
悲にあやかり、 世界で最高のカメラを創る夢を実現したいという願いを込めて名
付けられたそうです。ロゴの歴史的変遷を下の右側に示します。日本のキヤノン
社の語源は、なんと『観音』なのです。ついでに『ミノルタ』は『実る田』が語源です。



１： GROUND (GND)
２： HOT
３： COLD

XLRコネクター

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Xlr-connectors.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Xlr-connectors.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:XLR_pinouts.svg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:XLR_pinouts.svg


【XLRコネクターの特長】
★ノイズキャンセリングシステムの専用ケーブル・コネクターで、主に業務用。

★舞台での照明ライトや屋外での光の乱反射を防ぐため、光を反射しない表面

仕上げ。銀色の金属は梨地加工をしたり、黒い色のものが多い。

★耐振構造。撮影現場などの苛酷な環境にも耐え、 振動やノイズを抑えられる

よう、ソケットインシュレータ（メス側）に合成ゴムを採用。

★ワンタッチロック式、ラッチ方式を採用し、コネクタの嵌合、離脱が簡単に操作

できるワンタッチロック式であり、単に引っ張っても抜けない安全プロ仕様。



★構造上１番ピンが他のピンより先に接続されるため、１番ピンをGround (接地)

にすることで筐体間電位差を解消してから信号線を接続することが出来るので

抜き挿し時のノイズを嫌うオーディオ用音声信号コネクタとして最適。さもないと

大音量時に入力信号ケーブルが突然抜ける(抜く)と、スピーカーのボイスコイル

に過大電流が流れて焼き切れることがある。ずっと以前に、実際に経験した。

★RoHS対応ずみ。「RoHS」とは、「Restriction of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical and electronic equipment」、つまり「電

気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限」のことで、この規制の対象

になる鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE

（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の６物質を含んでいないということ。



XLRは、さすがプロ仕様。コネクターが勝手に抜け落ちないようになっている。
抜く時は、この突起 (ラッチ) を押しながらプラグを引き抜く。

これを押さずに無理に引っ張っても絶対に抜けない！

機器側

コネクター側



XLRのバランス伝送方式がノイズに強い理由
【以下は、とてもわかりやすく書いてある島村楽器のデジタルガジェット情報発信サイトDigilandの解説を非営利目的で借用しました。】

「GROUND（グラウンド）」「HOT（ホット）」「COLD（コールド）」の3種類で信号を伝
送するのが「バランス」方式ですが、たとえばここでノイズが割り込んできたとしま
す。元の信号のCOLDはHOTの逆相です。※信号の形はイメージです

ノイズはホットとコールドの両方に同じ位相で入り込みます。・・・ここがポイント。
バランス回路において、信号は最終的にアンプ部分でコールドの位相を反転させ



ホット信号にミックスするという処理が行われます。音には「ある信号の同相同
士が足されると信号は倍になり、逆相同士が足されると打ち消し合う」という性
質があります（ノイズキャンセリング・ヘッドホンやレコーダーのセンターキャンセ
ル機能等はこれを利用したものです）。したがって（理論的には）最終的に回路
でミックスされた元の音声信号は倍、ノイズは打ち消し合うという現象が起こりま
す。



これがバランス方式がノイズに強いという理由ですが、バランス方式はケーブ
ルや回路が複雑になるため、コストが割高になるというデメリットが有ります。
【注】ケーブルのみでなく、回路もそれ用になっていないと効果が出ないので、

要注意です。XLRの入力コネクターが装備されていても、その装置の内部が
バランス伝送回路になっていないとダメです。



先端をばらしたXLR用２芯パラレルシールド線
(大阪の共立電子で購入)

そのケーブルの断面
HOTとCOLDの線が平行に
並んでいるのでパラレル

COLD

HOT

GROUND
(HOT線とCOLD線を包む網状シールド線)

HOTCOLD

GROUNDの金属網 (内部を一周)



XLRインターコネクトケーブルの自作 (これはNEUTRIK社の製品です)

電子部品は、いつも大阪・日本橋・地下鉄恵美須町駅の近くにある
共立電子産業㈱で買っています。真空管は、その近くの東京真空管商会で。



市販の高級なXLRケーブルは、本来の性能的にも、さらには美的にもとてもよく

できていて、見ているだけでも感激する美術品的存在です。電気伝導度が最高

の銀線や6N～8N純銅線が多くあります。

ちなみに通常の金属で最も電気伝導度のよいのは銀で、次が銅です。なので

最高級のオーディオ用ケーブルの多くは純銀でできていますが高価です。

銅は無酸素のものがベストであり、8Nとかで銅の純度を表示します。たとえば

8Nとは、9が8個並ぶ99.999999%以上の純度ということです。この電気伝導度は、

金属に混在する不純物が大きく影響します。

表皮効果ということがあり、これは交流電流が導体を流れるとき、電流密度が

導体の表面で高く、表面から中心部に行くと低くなる現象のことです。周波数が

高くなるほど電流が表面へ集中するので、導体の交流抵抗は高くなります。 可聴

周波数の範囲内でも、周波数によって、この値はかなり異なります。



各種金属の電気抵抗率の比較

銀 15.9 (単位は全てnΩm) 
銅 16.8 

金 24.4

アルミニウム 28.2

マグネシウム 44.2

タングステン 52.9

コバルト 58.1

亜鉛 60.2

ニッケル 69.9

黄銅 50〜70

カリウム 71.9

リチウム 92.6

鉄 100

白金 104

スズ 109

クロム 129

鉛 208

チタン 427

各種金属の電気抵抗率の少ない(電気の通りやすさ)順の上位のみを次に示します。金属
なので、いずれも抵抗の絶対値としては非常に小さいものですが、確実に差があり、銀は最
も小さく、Enthusiastic Audiophileが接続ケーブルを純銀線にこだわる理由がここにあります。

ただし、銅線を銀線と交換しても顕著な差は感じま線！？
プラシーボ効果は明らかにありますが。

nΩm の n はナノで、10−9のことです。

同じ条件で比較すれば、各金属の電気抵抗は左記の
ようですが、ケーブルの長さによって当然変わります。
つまり抵抗は長さに比例しますので、現実には長さも考
慮しないといけません。いずれの金属にしろ、電気抵抗

の点では短いほど有利になります。なので銀線の2mより
も銅線の1mの方が、抵抗値は、はるかにマシです。

銀でも十分に高価ですが、金や白金が１位でなくて良
かったです。もしも金が１位なら、それでできたケーブル
は、予算的に大変で、そう簡単には買えませんから。
金の相場は毎日変動するようですが、金は銀の約８０倍
もの値段がするようです。



今回テーマにしているプロ用の『XLRプラグによるバランス伝送』に対して、一

般用・民生用の『 RCAプラグによるアンバランス伝送』があり、後者は最も普及し
ており、ほとんどのアマチュア用は後者です。

RCAケーブルは、センターにHOT用の線があり、その周囲に網状のシールド線
のCOLD兼Groundがあります。このケーブルは、XLRに比べて原理的にノイズに

弱いなどの理由で、プロ用の機器では、あまり使いません。RCAケーブルにも非
常にマニアックなものがたくさんあります。もちろん銀線の高価なものも。



例の怪しい銀線ケーブルではなくてortofon社純正の銀製RCAケーブル



正面

右側面

後部

XLR機器側入力端子の部品
ソケットレセプタクル

Female Flange Receptacle

XLR機器側出力端子の部品
ピンレセプタクル

Male Flange Receptacle



有名なSMEのトーンアーム 3009に付属のフォノケーブル

フォノカートリッジからトーンアーム出口までは、折角パラレルで音声の伝記信号が伝送され
ているのに、トーンアーム出口からは上記のような同軸アンバランスに変換されて、RCAプラグ
でプリアンプなどに接続するようになっている。特にMCカートリッジの場合は、出力電圧が非常
に低くて外来ノイズの影響を受けやすく、そのためにXLRケーブルでパラレル伝送をした方がノ
イズに対して有利となる。筆者は、この付属のケーブルをはずして、Phasemationなどのフォノ
XLRケーブルに変更している (総計３機種で) 。

SME独特のコネクター



トーンアームからの出力を直接パラレル信号として受けて昇圧トランスなどに送り込んでいるケーブルの一例 (総計３種使用)

(オーディオラックの背面にあり全体像の撮影が非常に困難なのでケーブルの先のみ撮影)

MCカートリッジからの出力



入出力共にXLRコネクター装備の新型MC昇圧トランス

以下の全てにおけるケーブルコネクターは、
RCAよりもXLRが好きなので、可能な限りXLR
で接続しています。



フォノイコライザー
レコードをカッティングする際に、そのままでは高音は振幅が小さく、

低音は振幅が大きいので、それらの逆の特性を与えて、ほぼ似たよ

うな振幅にしてカッティングします。再生する時には、それを元に戻さ

ないと高音が強調されて低音が減衰した不自然な音になりますので。

それを元に戻す装置をフォノイコライザーといいます。最も有名なのは

RIAAカーブと呼ばれているアメリカレコード協会(Recording Industry

Association of America, 略称：RIAA)の規格ですが、他にもいくつか

あります。次ページにそのRIAA周波数補正カーブを示します。

フォノイコライザーは、LPレコードのみならず、SPレコードでも音声信

号を電気的に処理して音出しする場合には必要です。

よく使っているフォノイコライザーの実例を以下に示します。



RIAA (Recording Industry Association of America) 規格の周波数変換カーブ

上の図の赤い線がレコードに記録するときの周波数特性カーブで、原音の低音部を弱め、高音部を強めてレ
コード盤に収録する。再生するときは、逆に青い線のように補正して平坦なものにして原音に戻す。従ってこれ
はレコード再生には必須の過程。

最終的に上記のRIAA規格に統一されたが、それまでにはいくつかの独自の規格があった。
各規格の比較の詳細は → cafe.mis.ous.ac.jp/sawami/ＬＰイコライザーカーブ.pdf など参照。

アメリカレコード協会



XLR入出力端子付きフォノイコライザーアンプ



Pro-Ject社製 フォノイコライザー (音楽の都オーストリアのウィーンにある会社の製品)

入出力共にXLRコネクター装備の



マッキントッシュの新製品のフォノイコライザープリアンプ MP100
USB端子が付いているのは、いかにも現在の新製品らしい。

前面のツマミを回すだけで色んな設定ができるのは、カートリッジを色々と交換する者には、とても便利。
背面や底面の小さな多数のディップスイッチで表をみながら設定するのはとても面倒で嫌。

これは超品薄で日本の代理店のエレクトリにたまたま在庫が1台のみあったのを急遽取り寄せて購入した。
大阪で最大の店Ｙや大阪の高級オーディオ専門店Kなどへ買いに行っても、どの店も在庫はしないらしく、

代理店からその都度取り寄せとなるが、代理店に在庫がなければ、1ヶ月以上待ちは常識らしい。



【前ページのMP100の背面】
マッキントッシュ フォノイコライザープリアンプ MP100の後部での結線の一例



マッキントッシュのフォノイコライザープリアンプのMP100は、同一メーカーの
真空管パワーアンプMC275と接続してよく使います。スピーカーは、JBLやアル

テックなどとよく接続していますが、これらの組み合わせは一定しておらず、その
時の気分などに合わせて、適宜色んな組み合わせをして、音色の違いをチェック
したりして楽しんでおります。300Bがメインのタンノイとも接続することがあります。

このMC275パーアンプは、重量が30kg強もあり、とても重くて下手に持ち上げ

ると、ぎっくり腰になりそうです。以前にとても重い装置を持ち上げて、重症のぎっ
くり腰になったことがあり、しばらくの間動けずとても大変でしたので、このアンプ
はキャスターを付けた専用台を自作して乗せてあり、家の中での移動に利用して
います。日曜大工も趣味の一つです。このように台車に乗せてあると移動がとて
も楽です。何しろマッキントッシュ独自のバイファイラー巻きの出力トランス２個と
電源トランス１個が搭載されており、これらは大きな鉄の塊のようなものなので、
このアンプは非常に重いのです。その代わりに特有の音色で音が良くてパワー
があります。真空管アンプで75W+75Wは、家庭用としては大出力ですが、力づ
くで押しまくるのではなくて、滑らかでふくよかな音がします。終段はKT88PPです。



初段のフォノカートリッジからこの
終段のパワーアンプに至るまで、全
段をXLRケーブルでパラレル接続し
て音楽を楽しむと、音も気分も最高
です！

出力管KT88の交換用に保管している新品のマッチドペアー
管４本 (大阪・日本橋にある東京真空管商会で購入したもの
で、木製の特製真空管スタンドに立てているところ)



CDを聴く場合も次の写真のようにしてXLRケーブル経由で



前頁のCDプレーヤーからXLRケーブルで音声信号を取り出しているところ
通常は、CDプレーヤーの場合は、わざわざXLRで取り出さなくてもRCAで十分ですが。



必要に応じて、このようなアッテネーターをXLRケーブル接続でパワーアンプの前に
挿入して音量調節を簡便にしています。なるべく余計なものは避けるべきですが・・・。



【結 論】 ― できる限り良い音でレコードを聴きたい場合 ―
とにかく少しでもよりローノイズの良い音でレコード音楽を聴くには、MCカート

リッジからの出力信号を、トーンアーム出口すぐからXLRケーブルでフォノイコラ

イザー・プリアンプに入れ、それ以降もパワーアンプまでXLRケーブルで接続す
ることです。私は３本のトーンアームで、それをしています。ただし、たとえXLRの

入出力端子が付いていても、装置内部で信号をパラレル処理する回路になって

いないと、単なるケーブルだけなのでダメです。
可能な限りローノイズにするには、ケーブルだけでなく、レコードプレーヤーも

非常に重要であり、ターンテーブルは磁気などでフローティングしていて、さらに

その筐体とは別の位置に分離してあるモーターの回転をベルトでターンテーブル
を回転させることです。このようにすれば、モーターの振動やコッキングなどが

ターンテーブルに伝わらないので、最高の音になります。それと大音量時には、

ハウリングが起こりますので、スピーカーのすぐ近くにターンテーブルを置かない
ことです。なお、ケーブルを銅線から銀線に代えても、ノイズとは直接の関係はな

く、普通の耳では顕著な改善効果はわかりません。
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★赤線は銀線のXLRケーブル (銅線でも大差はなく銀線は主に気分の問題。XLRは重要！)
★紫線は銀線のスピーカーケーブル

(アマチュア用ではパワーアンプとスピーカーをXLR接続する装置はないと思う)
の枠内は一体化している装置もある

★XLRケーブルとそれ用の上位装置はノイズキャンセルシステムとなっているのが重要な点

非常にマニアックなレコード鑑賞における結線例



MCカートリッジ・MMカートリッジ・CDプレーヤーの出力電圧の比較

音 源 出力電圧 相対値

MCカートリッジ 0.2mV          1 とすると↓

MMカートリッジ 5mV           25 

CDプレーヤー 0.25V      1250

【注】出力電圧は標準的な値

パワーアンプの入力感度： 2V (マッキントッシュ MC275のパラレル入力の場合)

昇圧トランスとプリアンプなどで電圧を上げてパワーアンプへ送り込む
(MCカートリッジならなんと１万倍もアップ ➝ なので特にノイズ対策が重要)
CDプレーヤー出力のノイズ対策は考えなくてもよいほど。もちろんスピー
カーケーブルを純銀線にしてもこれに何も関係なく、予算的には無駄なだけ。
なのに昔からしています。主に気分の問題でしょう。




