人間の耳には、知覚するよりもずっと多くの情報が取
り込まれています。五感はすべてこのようにフィルター
され、身体が検知するデータのほんのわずかな部分だ
けが意識へと届けられるのです。 聴覚はタイミングを
捉える精密な感覚であり、意識下の認識の前にはかな
りの「事前処理」と反射が伴います。

ただし、感覚体験の繊細なニュアンスを認識するのは、
訓練された耳（あるいは目）でなければ不可能です。
ミュージシャンやオーディオ・プロフェッショナルは、イ
メージング、ピッチ、スペクトル・バランス、トランジェ
ント、その他多数の性質を認識することのできる能力
を獲得しています。 研鑽を積んだリスナーの鋭敏さを
過小評価するべきではありません。こういったユーザー
外耳は音の方向を識別するのに必要な高機能のエント のために、 The Ones シリーズは開発されました。
リー・ポイントですが、私たち人間に備わっているの
は専用の指向性マイク 2 基だけではありません。 耳
と脳は連動し、 耳と脳の間を行き交う大量の神経イ
ンパルスにより連続するフィードバックループを構成
し、60 dB で 中 耳と内 耳 で 振 動 から信 号 へ の 変 換
を微調整します。 人間は頭の動きを利用して位置を
安定させ、脳による左 / 右耳の比較は身体で最もエ
ネルギーを消費する神経シナプスに依存しています。

認知の漏斗6
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マイクの位置は録音の結果を左右し、指ひとつ分位置
をずらしただけでも大きな変化が生まれます。 マイク
の配置は当然ながらリスニングの基盤となり、それは
つまり、同じくらいの正確性が要求されるということで
す。オーディオ・ミキシングとマスタリングは、もうひ
とつの重要なフェーズです。レベル、パン、EQ、エ
フェクト、奥行き、バランスの設定には、信頼のおけ
るリスニング環境が欠かせません。これらは、トラック
やプログラムが他の室内や再生条件においてどこまで
適応するのかを決める根本的な側面です。
従来のスピーカーでは、スイートスポットのために特定
の位置に座ることを強要され、頭の位置を変えること
も許されませんでした。そのため、ポイント・ソース・
モニターが長年にわたってラウドスピーカー・デザイン
の至高の目標とされてきました。ですが、適切に設計
されていないポイント・ソースにはデメリットもつきも
のでした。 例えば、周波数帯域の制限、低 SPL、む
らのある分散、歪を生じさせる不連続などです。

The Ones シリーズは、妥協のない 3 ウェイ同軸モ

ニターです。制作でより迅速で一貫性のある判断を促
進するだけでなく、リスナーの疲労感の原因となる不
自然なイメージングを最小限に抑えるため、従来のス
ピーカーに比べて長いリスニング時間が可能。分散は、
内蔵の大型ウェーブガイドとデュアル・ウーファー・デ
ザインにより、非常に広い周波数帯域において制御さ
れます。
正確なイメージング、広範な周波数特性、短〜中程度
のリスニング距離、長時間の快適な作業を必要とする
あらゆる用途に対して、このコンパクトな 3 ウェイ・モ
ニターは優れた選択肢を提供します。

3

ラウドスピーカーのスペクトルのバランスは室内での
配置に応じて変わるため、配置後にキャリブレーション
を行い、適切で信頼性の高いリスニング環境となるよ
う調整する必要があります。 Genelec モニターには
これまでも配置補正用の DIP スイッチが装備されて
いますが、新しい Smart Active Monitor（SAM ™）
では、自動化されたより正確で客観的な調整が可能と
なっており、それまで実用に耐え得なかった状況下で
のリファレンス・リスニングを実現します。

システムは、最新の放送および映画基準に準拠させて
レベルをキャリブレートできます。また、リスニング位
置への距離の差異を補正するために各モニターにディ
レイが挿入されます。最後に、 1 つまたは複数のサブ
ウーファーを追加し、スペクトルの好みに合わせて必
要に応じてオーディオ・システム全体を素早く調整でき
ます。

数 十 年にわたって 幾 千 も のスタジオで 収 集された
デ ー タ か ら 生 み 出 さ れ た Genelec GLM に は、
GLM（Genelec Loudspeaker Manager ™ ）ア AutoCal ™ 機能が組み込まれています。 AutoCal
プリケーションを PC または Mac 上で使用することで、 は Genelec が独自に開発を続けている専用アルゴリ
The Ones シリーズおよびその他の Smart Active ズムで、コントロール・ネットワーク上の全てのモニ
Monitor から構成されるモニター・システムを構築、 ターのレベル、距離、周波数特性を調整します。
キャリブレートできます。設定時、同じモニターを 2 つ
以上のシステムで使用できます。モニターを選択して、
ここに表示されている GLM グリッド上に配置します。
この 例 で は、 モノ、 ス テレオ、5.1、7.1、7+2.1、
7+4.1 の 6 種類のキャリブレート済みシステム間で切
り替えることができます。ステレオのみで作業する場合、
サブおよびベース・マネジメントのあるシステムとない
システムのうち該当するシステム間で切り替えます。

4

要求の厳しいオーディオ作品は、これまで以上に縮小
されたモニタリング環境で作成されています。こういっ
た制約の多い環境では、低域のレスポンスにムラが生
まれたり、サウンドの色付けが強まったり、室内環境
による音響の違いが大きくなったりします。 位置変更
の必要のないキャリブレーション、超ニアフィールドで
の可用性は、 The Ones シリーズがこういった問題に
極めて上手く対処する理由です。
さらに、フロント全体を覆う最大サイズのウェーブガイ
ド、リブにダンパーを取り付けたアルミ製エンクロー
ジャによる大きな内部容量で、縦置きで使用するか横
置きで使用するかに関係なく、限りある空間を最大限
に活用することができます。

The Ones シリーズは、縦置きでも横置きでも、ユー

ザーの目と耳を満足させるようデザインされています。

5

優れた方向性とイメージングを提
供する不連続性のない内蔵ウェー
ブガイド。

回折のないアルミ製エンクロージャ
の中央にミッドレンジ・ドライバーと
ツイーター・ドライバーを個別に配
置。特殊形状のデュアル・ウーファー
により Genelec 独自のコアキシャ
ル・デザインが完成。

置き方は自由。どちらも音響への妥
協は一切なし。フレキシブルな傾斜
配置用の Isopods が付属。

インダストリアル・デザイナーのハッリ・コスキ
ネンがデザインを手がけた、最もコンパクトな
3 ウェイ・モニター。ウェーブガイドの背後にあ
るウーファーが方向性を低域に拡張。

生産にも使用にもサステナビリティを配慮。 再生可能
エネルギーとリサイクルアルミを使用してフィンランド
で製造。低電力消費、優れた耐久性。

システム構築用のネットワーク・コネクター、GLM 自
動キャリブレーション機能。アナログ入力とデジタル入
力、ユニバーサル電源。標準ネジ穴で様々なマウント
にフレキシブルに対応。

周波数特性は、どの周波数が可聴で、同一レベルにど
のような出力が含まれるのか（フラットな条件下でサ
ウンドがニュートラルであるかどうか）を示しています。
この特性は音響軸上を前提としています。軸外の特性
は、他の方向での音の性質を示しています。
水平 / 垂直指向特性は、軸外でのサウンドのニュート
ラルさ、室内に放射されるサウンドの色についてのさ
らなるデータを提供します。スムーズなレスポンスは、
室内の反響とは無関係にわずかな色付けをもたらしま
す。 The Ones シリーズの安定した方向性の利点は、
より迅速なワークフローと、より正確な意思決定をも
たらします。
最大 SPL は、モニターのダイナミックレンジを示し
ています。 瞬間最大 SPL は、歪みなくピークを伝達
するキャパシティを示しています。 長期最大 SPL は、
長期間にわたる一定レベルの信号に対する出力可能な
最大音圧を示しています。

ダークグレー

ブラック

ホワイト

SPL最大短期

104/110 dB（1/0.5 m）

周波数特性

45 Hz〜37 kHz（-6 dB）

周波数特性の精度

（58 Hz〜20 kHz）
± 1.5 dB

自己生成ノイズ

< 0 dB（A特性、1 m）

ベースドライバー、
デュ
アル

130 x 65 mm、楕円形
5 1/8 x 2 5/8インチ

中域ドライバー

90 mm、3 1/2インチ同軸

高域ドライバー

19 mm、3/4インチ同軸

アンプ出力

72+36+36 W

オーディオ入力

アナログ、AES/EBU

GLMネットワーク

デュアルRJ45（CAT5ケーブ
ル）

原位置キャリブレーション

DIPスイッチまたはAutoCal

寸法（高さ x 幅 x 奥行き） 305 x 189 x 212 mm

11 3/4 x 7 1/2 x 8 3/8インチ
6.7 kg、15 lb

質量
Genelec Oy 8331
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95

dB SPL

仕様書はモニターの性能を理解する上で役立ちます
が、それではデータの根拠となるのは何でしょうか？
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ダイナミックレンジのもう一方の極値は、モニターの
自己生成ノイズレベルにより示されます。 瞬間最大
SPL と自己生成ノイズは共に利用可能なダイナミック
レンジを定義します。
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1k

水平指向特性（軸上でノーマライズ）

歪みの低さは、出力圧力の変動が忠実かつ正確に入
力信号に従っていることを示しています。 詳しくは、
www.genelec.jp をご覧ください。

周波数特性（Hz）

角度（度）

垂直指向特性（軸上でノーマライズ）

周波数特性（Hz）
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2k

角度（度）

アクティブモニターでは、各アンプは直接ドライバー
に接続されており、サウンドを劣化させる中間パッシブ
クロスオーバーコンポーネントはありません。この仕
様に記載されているアンプ出力はドライバー毎のもの
です。

45°

75

5k

20k
10k
Frequency Hz

ダークグレー

ブラック

ダークグレー

ホワイト

ブラック

ホワイト

SPL最大短期

110/116 dB（1/0.5 m）

SPL最大短期

111/117 dB（1/0.5 m）

周波数特性

38 Hz〜37 kHz（-6 dB）

周波数特性

32 Hz〜35 kHz（-6 dB）

周波数特性の精度

（45 Hz〜20 kHz）
± 1.5 dB

周波数特性の精度

（38 Hz〜20 kHz）
± 1.5 dB

自己生成ノイズ

< 3 dB（A特性、1 m）

自己生成ノイズ

< 5 dB（A特性、1 m）

ベースドライバー、
デュ
アル

170 x 90 mm、楕円形
6 5/8 x 3 1/2インチ

ベースドライバー、
デュ
アル

200 x 100 mm、楕円形
8 1/2 x 4インチ

中域ドライバー

90 mm、3 1/2インチ同軸

中域ドライバー

130 mm、5インチ同軸

高域ドライバー

19 mm、3/4インチ同軸

高域ドライバー

19 mm、3/4インチ同軸

アンプ出力

250+150+150 W

アンプ出力

150+120+90 W

オーディオ入力

アナログ、AES/EBU

オーディオ入力

アナログ、AES/EBU

GLMネットワーク

デュアルRJ45（CAT5ケーブ
ル）

GLMネットワーク

デュアルRJ45（CAT5ケーブ
ル）

原位置キャリブレーション

DIPスイッチまたはAutoCal

原位置キャリブレーション

DIPスイッチまたはAutoCal

13 3/4 x 9 3/8 x 9 1/2インチ

寸法（高さ x 幅 x 奥行き） 433 x 286 x 278 mm
17 3/4 x 11 1/3 x 11インチ

9.8 kg、22 lb

質量

寸法（高さ x 幅 x 奥行き） 370 x 237 x 243 mm
質量
Genelec Oy 8341

19.0 kg、42 lb

11 Mar 17
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Frequency Hz

水平指向特性（軸上でノーマライズ）

角度（度）

角度（度）

水平指向特性（軸上でノーマライズ）

5k

周波数特性（Hz）

周波数特性（Hz）

垂直指向特性（軸上でノーマライズ）

角度（度）

垂直指向特性（軸上でノーマライズ）

周波数特性（Hz）

周波数特性（Hz）
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Genelec の歴史は、39 年にわたる卓越した発明の数々を生み出して

きました。 業界のパイオニアとして、先進的なデザインを次から次へ
と誕生させています。

時 代 と 共 に、 性 能 は ま す ま す 向 上。 The Ones シ リ ー ズ は、
Genelec がもたらす一連のブレークスルーの最新作です。
エレクトロニクス、アンプ回路、ドライバー、システム構成など、The
Ones シリーズのサブシステムは全てフィンランド・イーサルミにある
自社工場で熟練の技術者によりデザイン、製造、検証されています。

10

Genelec は極めてプロフェッショナルで要求の厳しいオーディオ用途向け
モニターを幅広く提供しています。リアルなサウンド、信頼性、耐用性、
長期間にわたる交換部品提供、低消費電力、サステナブルな製造工程は、
Genelec 製モニター全てに応用されています。
にアクセスしてモニター製品一覧、取付アク
セサリ、技術文書、トレーニング・プログラムなどの情報を得てください。
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株式会社ジェネレックジャパン
＜本社＞

＜長野オフィス＞

修理お問い合わせ先
＜ジェネレックサービスセンター＞

107-0052

389-1104

358-0026

東京都港区赤坂二丁目22番21号
電話番号：03-6441-0591

長野県長野市豊野町浅野1777番地1-2

埼玉県入間市小谷田858
電話番号：04-2964-5130
平日9：30〜17：00
（夏季/年末年始休業を除く）
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