Power Conditioning Cords

Primare Accessories
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Aurora 7
AUP7

AUP7（Power Cable）
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Stratus 7
STP7

STP7（Power Cable）
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Playback Designs
Accessories
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Power Conditioning Cords
- 電源ケーブル -
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Platinum Electra 7
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Wireworld Technology
Technology & Innovation
FluxField Technology
Conventional Cable

FluxField Technology

オーディオケーブルは一般的には太い導体を使用す

理想的な電源ケーブルは、電源ラインに乗る高周波

ピング。位相の乱れや、音の歪の原因となる瞬時の

ると、伝送ロスを抑え音質面で有利だと誤解されて

ノイズなどの影響を防ぎ、50Hz, 60Hz 交流電源の

電流負荷変動による振動を強力に吸収します。さら

きました。実際には太い導体は、熱（抵抗損失）と

純 粋 な エ ネ ル ギ ー だ け を 伝 送 す る ケ ー ブ ル で す。

に導体周辺には、導体に密接し高い導電率を持つ銅

して信号のロスを引き起こし、実際にケーブルから

Wireworld の電源ケーブルは、FluxField と呼ばれる

箔シールド dual low-impedance shields により、外

聴くことができる情報を減衰させます。抵抗損失は、

極細の導体を何本も螺旋状に巻きつけ、並行に配置

界からのノイズもカット。全てのオーディオ周波数

全ての周波数に影響を与えオリジナルの信号波形を

された独自フラット構造を軸としています。この構

帯域においてバランスに優れ、純粋な電源エネルギー

変化させてしまうからです。また、ケーブルは機器

造はケーブル断面図の二次元のみで構造を考えるの

のみをロス無く伝送し、オーディオ機器の能力を最

間の接続の際は曲げて使用せざるを得ません。一般

ではなく、ケーブル１本全体を三次元的に捉えて全

大限に引き出す事に成功にしています。

的な丸型構造のケーブルは曲げた時に導体の不均一

体での精度を上げた画期的な構造になっています。

の長さから引き起こされる内部での間隔の違いが生

ケーブルを曲げた際も平らなフラット構造に加えて、

じるため、曲げられた部分で発生する電磁気の関係、

あらかじめ螺旋状に配置された導体が均一の長さを

相互の干渉の仕方が変わってしまい正確な信号伝達

保ちながら捻じれるため、極めて高い精度で内部の

ができません。その結果、信号のロス、クロストーク、

間隔を均一に保ちます。また、この構造は、優れた

タイミングエラーを引き起こしてしまいます。

振動制御能力によりノイズの原因となる共振をダン

FluxField（フラット型構造）

Dual Low-impedance
shields

（銅箔シールド）

Composilex 2

Composilex 2
Series 7 Innovation

これにより Wireworld が理念として掲げる「ノン・

OFC

カラーレーション」をよりハイレベルに実現し、機

OFC（Oxygen Free Copper /無酸素銅）。WireWorld

器の能力を最大限に引き出すことに貢献します。

のOFCは含有酸素が少なく99.99%（4N）の高純度素
材を使用しています。

ケーブル内における信号の伝わり方についての誤解
がケーブルデザインの進化を妨げてきました。一般
的には信号エネルギーはコンダクター（コード内の

導体

導体

メタル部分・導体）内部を電子流として移動してい
ると思われていますが、実際にはほとんどのエネル

単結晶素材OCC（Ohno Continuous Cast）。銅・銀と
ノイズ

ノイズ

ギーがコンダクター周辺のエレクトロマグネティッ
ク フ ィ ー ル ド（電 磁 場）を 移 動 し て い ま す。

Wireworld（ワイヤーワールド）はそのフィールドの

OCC
もに99.99997%（6N）の超高純度の素材を使用して
います。

一般的な
絶縁体

Composilex 2

Silver-Plated / Silver-Clad

形成に決定的な役割を果たす絶縁体の素材に着目し、

Silver-Plated は金属で一番高い伝導率を持つ銀をメ

独自のコンポジット（複合）誘導体素材 Composilex

ッキ処理したもの。Silver-Clad は更に厚手の銀を原

Grain Structure

子レベルで圧着させ、基となる銅素材の伝導性を著

リースされる Series 7 のイノベーションとなった

一般的な銀や銅など金属の構造はパターンの相違に

しく向上させています。

Composilex 2 は二世代目となり、更なる進化を遂

より、製造する際にケーブルの方向性に合った導体

を採用しました。Wireworld 創業 20 周年を迎えリ

げました。Composilex 2 は摩擦電気ノイズを最小

構成がなされていません。Wireworld のケーブルは

限に抑え、優れた伝導特性を持つ素材であり究極の

製造過程で金属の構造を制御するグレイン・オプティ

S/N 比を実現。細かなディティールに至るまでオリ

マイズド処理を施す事により、ケーブルに印字され

ジナルの信号の純度を維持し、かつて聞いたことが

た矢印の方向に沿った導体構成が可能となりハイレ

ないぐらいソースの情報を忠実に伝送・再現します。

ベルの忠実性を実現しています。
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