
●超簡潔をめざして3種のプリを試作

MCカートリッジも鳴らせるイコライザづき

超簡易型プリアンプの製作（1）
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●本体と包源部は別シャーシは組み，

限りのない希求の対象として筆頭

に挙げられるのは真実と美であるこ

とは，i音楽に耳を傾けておれば文句

なしに認められるものです．人によ

っては痛魂（痛恨ではない）の思いと

ともに愛を真っ先に挙げられるでし

ょう．これも音楽の主旋律でありま

す．あと挙げられるのはお金ですが，

これは人間の自我の投影能力が，元

来そうなりえないものに向けられた

錯覚の産物で，実態も性質もない量

へ自己同化したイリュージョンの欲

望なので，際限を取り決めるすべも

ないわけです．いったんこれに取り

つかれると，人間生活どころか，地

球を破壊するまで止まりません．

艶地球の裏側に頭をもたげた

際限のない絶対威盾への欲望は，い

ほしえのバビロンの潜の伝説を思わ

せます．これはしかし威信の喪失が

たちどころに破壊をもたらすという

強圧者に常の恐怖Imこ発するもの

で，威圧の自転強要業の呈する症状

ですから，希求と呼ぶにはお粗末であ

ります百年後USA物語はどんな神

話もしくは小話になるのでしょう．
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これをヒース・キットのシャーシに収める

数カ月に及ぶわたくしの追求も際

限ない有様になって来ましたが，こ

ちらは6星間に響く音を巡るささや

かなものです．しかし趣味の工作に

端を発する執心が，その帰結のささ

やかさにもかかわらず，とどまると

ころを知らないこと，お金も権飲を

も超越することは，本誌の読者諸兄

ならそれこそ痛恨の思いとともに実

感されていることでしょう．もし脱

力のよいすべをお知りのかたは，ぜ

ひ新大陸のプッシュ氏に伝授してあ

げるべきです．

1．古典的な3極曹プリアン
プの構想

作るごとに怪しいほどに変る音質

について頭の上気がおさまらず　ま

たもやプリアンプに取り組みまし

た「スピーカの製作の方はどうなっ

ていますか」との編集部からの催促

もものかわです．

確かに音質へ与える影響度合で

は，いかに怪しいほどといえどもス

ピーカに及ぶものではありません．

しかしスピーカで音が変るのは当り

藤井秀夫
前と思えるのに，アンプでこれほど

変るのはちょっと妖術的で興味

津々です．

真空管プリアンプの決定版的な増

幅管であった12AX7で改めてプ

リアンプを作り，どんな性能でどん

な陸質を持つのか，この手（と耳と目）

で確かめたくなりました．いっそう

低ノイズの管球プリアンプが欲しい

と思ったのも製作の理由です．6

DJ8ではMCカートリッジを聴く

のにSN比が不足していることは

否めず，低雑音増幅の筆頭管とされ

ていた12AX7なら，ノイズの聴こ

えないプリアンプが得られるかもし

れない，と期待したのです．

オーソドックスな2段RC型イ

コライザと1段フラット・アンプの

構成から始め，音を聴きつつ試行錯

誤しているうちに，切りつめられて

イコライザ1段，フラット・アンプ

1段にまで簡素化されました．たっ

た2本の双3極管のイコライザつき

ステレオ・プリアンプです．もうこ

れ以上省くものはない，という限界

まで単純化された管球プリアンプ
で；デンオンDLlO3クラスのMC

カートリッジさえ小さな部屋でなら

何とか聴けます．

旧作プリアンプと聴き較べると，

音質も興味深いものです．簡単な自

作の管球プリアンプが欲しいと思っ

ておられる読者の参考に資すること

にします．
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イコライジングされた後の信号を

受けるので入力ダイナミック・レ

ンジには，さほど頭を悩ます必要は

ありません．

12AU7で通常の回路を組めば

20倍近い利得が得られます．このま

までは利得過剰気味ですが，放置し

ても別に問題は起りません．ただし

SN比との兼ね合いで増幅度の上半

分が無駄になります．後続のコント

ロール・アンプの音量ボリュームを

半分以上回せないのです（嵐のような

ノイズが聴こえる）．これを嫌うなら，

カソード・バイパスをはずして電流

負帰還を掛けるか，負荷延抗を制限

して，利得を10に落とすべきでし

ょう．前者の万力油単だし，ひずみ

も小さくなりますが，音質上の評価

がどちらに下るかは，人それぞれで

しょう．

フラット・アンプはバランスのよ

い低ノイズ性能が求められます．音

量をしぼった時間ま電圧性ノイズが

問題はなり，ボリュームを持ち上げ

た時には電離ノイズが目立って来

ます．利得10を目指すとなれば12

AU手Aを採用することになります
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出ACl00∨
猟後に見るようは，この球

はメーカーによるノイズ特

性の違いが大きいようなの

で注意が必要です．もっとも，

イコライザに較べれば信号

レベルが大きいところなの

で；過剰に神経を使うもので

もありません．

なにはともあれ，作ること

リレー電流により

〈第3図〉

勘に作った3段

構成のイコライザ
つきプリアンプの

全回路図
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〈第4図〉ミューテインク・リレーによる遅延回路

から始めましょう．パワー・アンプ

に直結するところですから，余分な増

幅度は削っておくべきです．こちら

では出力インピーダンスを上げる電

流負帰還を避け，負荷抵抗の削減で

利得を10ほどに落としましょう．

（4）手始め作った回路

第3図が手初めに組立てたプリア

ンプの回路です．

電源ノイズは細心の注意を払いま

した．磁気シールドのないトランス

と整流回路は別シャーシに組みまし

た（電源トランスは5球スーパー用のも

のを借用）．B電源はAC310Vから

の整流のあとフラット・アンプまで

に2段のリプル・フィルタを入れ，

最後には1330llFの大容量をを投入

してDC360Vを得ています．超低

域揺動を緩和するためにはこれくら

い必要です．イコライザにはざらに

リプル・フィルタを介して，フラッ

ト・アンプとの低周波干渉を排しま

す．このデカップリングがないと，

超低域発振を起こします．

AC6．3V巻線に整流管用の

AC5V巻線を重ねて得た11．3V

から倍電圧整流して，3管の直流ヒ

ータ電源をつくります．やはり大き

な2段の電解コンデンサでリプルを

落しました．このヒ一夕電源ライン

は∴2つのイコライザ管の中間でア

ースに落とします．12AX7と12

AU7とが直列ラインに混在する

と，同じメーカーでも配分電圧のば

らつきが10％を超えることがある

ので，そのときは並列抵抗による均

ラ　ジオ技術
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ありましたが，いかんせん片ユニッ

トだけです（それでも当然ながらこれ

を最後に差します）．

リアクタンス負荷を加えてイコラ

イジングした後では，右チャネルが

13pVma左チャネルが18lLVms

になりました．もし16Hzで超低音

を削ると，10／lVma15ItVmsに減

じます．

これが後段の12AU7で増幅さ

れて，イコライザ全体では10倍な

いし20倍のノイズ・レベルに達す

ることになります．ゲイン80のイ

コライザで150ljVrms前後の出力

ノイズは，MCカートリッジにはい

ささか苦しいSN比です．

（3）12AU7には2タイプある

フラット・アンプに松下の12

AU7Aと東芝の通信管，それにテ

レフンケンの12AU7などを差し

て調べてみました．メーカーによっ

てノイズの様相が異なることを知り

ました．次の2種に分かれます．

0人カショート時と入力ボリューム

値100kmとでノイズに差がない

もの．よくいえ）弼書流性ノイズが

小さく，悪くいえ一読電流性ノイズ

が電圧ノイズに隠される．
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他チヤ討レヘ　リレー駆動
回路へ

〈第5図〉AX7＋AT7を基本描戊とした
超騎乗型プリアンプの回路図

○入力ショート時はノイズが小さ

く，入力ボリューム100km以上

で2倍近くノイズが増えるもの．

普通の性格．

国産の球は前者が多いようです．

電圧性ノイズのばらつきは大きく

て，入力換算で2IlV。mSから5

pV，調。のものまでありました．CD

プレーアも聴く汎用プリアンプを作

りたいなら，数個購入して選別しな

ければならないでしょう．しかし

LP専用のつもりなら，イコライザ

のノイズとのバランスを考慮して，

おおように構えることができます．

（3）悲哀をにじませる繊細な音

念入りな電気醐豊能の試験は次項

に回し，好特性を示した中から気に

入った球を差せば　きっそく音出し

してみましょう．

「違う．／」というのが，新しいプリ

アンプと6DJ8アンプとを聴き較

べた発端の印象です．その驚きには

意表をつかれた思いと，“やはり’’と

の思いが，衝突せずは同居していま

す．6DJ8（以下Jアンプ）は“主張

する音”なのに較ぺ，12AX7（以下

Ⅹアンプ）は繊細です．線の細い“哀

愁’’系の音です．

すぐに，同じ繊細を感じていた

FET（単段）プリアンプへ比較の相手

を変えました．繊細は別方向の細や

かさでした．FETは分解能が

細かくて，ヴァイオリンの弦の

こすれなども聴かせますが，Ⅹ

アンプは情緒を中へ溶けこませ

ます．その情緒は悲哀・寂英の

方へぐんと傾いているようで

す．これではジャズには向くま

いと思いきや，予想に反して豊

かな音が飛び出して来ました．

遺賢陸に欠けるところはありま

せん．

もう一度Jアンプとの聴き

較ぺに戻すと，やはりカスコー

ドの方が太くて重厚でしたが，かな

らずしもⅩアンプがジャズに向か

ないとはいえません．音源が少々ス

ピーカの後へ（2m前で聴いて1mほ

ど）移る感は否めませんが，バスのリ

ズムなどJアンプより明瞭だし滑

らかです．低音はやや不足気味です

が，曲の中でどの楽器がせり上がっ

て来るかがプリアンプによって違い

ます．同じ楽器でも材質感が違いま

す．弦の糸の張り具合，ささくれ立

ち具合まで違って聴こえます．太鼓

の皮の張り具合はまるで別物です．

こういうわけで，「違う．／」のは明

らかですが　その差は好みの範囲だ

といわきるをえません．どんな曲を

好み，曲の中のどんな楽器が導く情

感や情景に心を入れ込んでいるか

で；評価が大きく変ることでしょう．

墓の中での恋を残酷な悲恋ととる

か，灼熱のエロスととるかは，人さ

まざまであります．

それにしても，しょせん電子拘幅

器でしかないアンプを1－2段通過

するだけで1楽器の素材感まで違っ

てしまうのはどうしたことでしょ

う．おそらく，音波のわずかな変容

から発音源の材料や状態を聴き分け

る人間の耳の能力が　とても微妙で

鋭敏なのでしょう．調音の分布のさ

さいな相異，過渡と推移の差異など

ラ　ジオ技術



から，発音源の性格と様子を耳が感

、知するからなのでしょう．

ちなみに，イコライザの玄妙さと

悩みとを一挙に解消するデジタル録

音の音楽に私はいまだになじめずに

いる「人です．LPレコード盤の刻

みは，音楽の1次元数量への変換手

法のひとつであり，これが素材を不

問にするデジタル・ビット列に置き

換えて何が違うか，と反論されまし

ょうが，i私は信号処理中の変容，劣

化の過程が質的に違うと考えていま

す．みぞや針や真空電極による物質

的変容は，人間が数百万年間なじん

で来たものであり，耳はそれを察知

して補正する，少なくともわけがわ

からなくて気絶しないすべを体得し

ているのだと思います．みぞも電極

も身体や神経と同じ物質的実体で，

感隆の親しい友であります．

3．イコライザ1段の超簡素
プリアンプへ

どうやら盲点があったことが露見

し出した第2次（3次だつたか）産業

革命＝情報革命の理論は，1と0と

の直流的記号列が物質的富を代行し

うるとも取れる極端な観念論を宣伝

しました．その前提には，物質的社

会的現実に対する知覚と働きかけを

ある普遍的器已号によって明晰・

（
濠
）
舘
雨
缶
も

明確な操作…副剛こ記述できる，とい

う信念があります．

この信念は人間の希求としてはと

ても貴重なものでこの信念がなけ

れ〉務斗学も技術も成り立ちません．

しかし人がそれをすでに果したと断

言するとき，ただちに誤りに転落す

ることは，読者が重々ご存じです．

不可知は残り，名状しがたい領域は

むしろ広がり，名づけられぬものが

飛び交っています．言語化できない

l嶋象徴詩のような直観の果す作

用も強力です（それでも不条理を主義

に高めれば世も日常もチミモウリョウ

ぽかりになります）．

情報革命理論は，過信の上に
USA的“無邪気’’を積み重ねて，地

上のすべての記号を某所のコンピュ

ータ・メモリに貯蔵しそれを独占す

ることによって，特定国家の特定企

業が売買する富に変える，という発

想に変りました遺伝子産業はその

典型であり，生命の本性はらせん状

に書かれた情報であるという拙速な

規定に支援されながら，“生命力”を

コンピュータ・メモリに保有された

特許権益に変え，売買しようという

のです．だがこの所有権が，遺伝子

をつくった当の生命体，あるいは青

くんだ土地，もしくは周辺の地域協

同生活に属さないという証明書はな

一一一一 石

0 ：1　　 2　　　 4　 6 8 1 ．0　　　 2　　　 4　　 6

出力電圧（Vrms）

〈第6図〉（a）イコライザ部のIkHzひずみ率
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鮒
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ト
も

く，料理人から料理の技を，モーツ

ァルトから「モーツアルト」をはぎ

取るには暴力的手段　威圧か監禁

－しかないという事実を陰弊して

いるところが，この思想の古代的性

格です．代行を完璧に果したあかつ

きには，もとであった物体・人間を

消去すべしというのが，この商売の

暗黙の申し合わせです．

（1）12AX7イコライザと12AT

7フラット・アンプの構成に

音楽を楽しむ上でかならずしも悪

いといい切れないにしろ，信号が増

幅段を通るごとに音が着色ないし脱

色することは，まざれもない事実で

す．そこで今回のプリアンプから1

段省くことを決心しました．それが

電気的な欠陥や劣化をもたらすので

なければ音の純度を高めて，よか

らぬことになりますまい．

イコライザを1段輔に変え，全

体で2段に切りつめることを企てま

す．果せれば双3極管がたった2本

のイコライザつき管球ステレオ・プ

リアンプになります．征年の圧電ピ

・ツタアップ用アンプのようですが，

これでデンオンのMCカートリッ

ジを聴こうというのです．前代未聞

（？）の趨簡潔プリアンプに挑戦する

のも「輿です．プリアンプ全体の利

得が300倍あればMCカートリッ

－ 左

一一一一台

／

ノ

∵ ∴ 子

＼ 、、 ノ ．
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〈第6図〉（b）フラット・アンプ部のlkHzひずみ率

55



l
－14．

i廿 i 」11．5 I■

I －78

－25

－2．41

5

† 因

2　　　　 4　　 6 8 1 0 0　　　 8 4 ∴∴ 6 8 l k ∴ ∴∴ 2　　　　 4　　 6　 8 1 0 k ∴ ∴∴ 2

ジをそこそこ聴けることがわかりま

したから．

取り除くのはイコライザ後段の

12AU7です．除けばイコライザの

lkHz利得が8倍に落ちますが，こ

れをフラット・アンプの増幅度増強

で補おうというのです．第5図に全

2段プリアンプの回路図を掲げま

す．信号段からはずれた12AU7は

イコライザから外部へ出力するバッ

ファ・アンプとして使っています．

フラット・アンプ部の12AU7を

12AT7に差し換えると，そのまま

の定数（ゲイン制限用のilOkn負荷は

除く）で40倍の利得が得られます．

これでプリアンプ全体の利得約300

倍が確保されます．

問題点がないわけではありませ

ん．イコライザ部では，12AX7の

プレートに音量ボリュームが直結さ

れて，これが負荷としてかかります．

そのため100Hz以下の低音利得が

落ちて，50Hzあたりになると

RIAAカープからかなりはずれま

す．しかし，私のスピーカ・システ

ムと耳にとっては詐容範囲です．お

そらく普通の読者にとってもそうだ

と思います（『ラ技」の読者諸兄がほと

んど普通でなければ御免なさい）．

もうひとつの問題は，フラット・

アンプの扱う信号レベルが小さくな

ってぺSN比べの要請が厳しくなる

ことです．iまた増幅度が商いので

出力の残留ノイズも目立つでしょ

う．それでもイコライザのノイズ・
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レベルとのバランスを考えれば　か

なり寛容になって構いません．

フラット・アンプの増幅度が高く

て，CDプレーアを扱いにくいこと

も問題になるかも知れません．汎用

プリアンプにしたければゲイン切

換え横階をつければよいでしょう．

（2）12AT7のノイズ特性

元来オーディオ用の管でない－

しかしオーディオに多用された－

12AT7のノイズを点検しておか

なければなりません．12AU7と差

し換えたところ，ゲイン40が得ら

れ　出力ノイズは入力ショート時で

100llVmS，ボリューム値100kQ

でZOOI‘Vrmsでした入力換算でそ

れぞれ2．5llVm9　5．OIIVmSとい

うレベルです．数値自体ははめられ

たものではありませんが，6DJ8プ

リアンプの経験からしてデンオン・

カートリッジを聴くに不満はありま

せん．イコライザからのノイズに較

べてずっと軽いものです．

（3）電気的特性

ノイズ試験にさえ合格すれば　よ

ほど奇妙なことをしていない限り，

ただちに音出しへ向えはよいのです

が，念のために電気的特性を測定し

ておきます．

イコライザのlkHzでの出力ひ

ずみ率は第6図（a）のとおりです．5

mVmeカートリッジのlkHz出力

は40mVmsにしかならず，＿この図

より左側で0．1％以下です．高音の

信号は10倍大きいので，0．4Vm。

出力に換算して読み取らなければな

りません（負荷が小さいので，実際の出

力電圧は40mVだが）．それでも

0．4％で　これがピーク音量ですか

ら問題ないでしょう．

フラット・アンプのひずみも第6

図b）のとおり，普通のパワー・アン

プの入力最大電圧lV，mSに対して

0．18％で難はありません．

イコライジング特性は，すでに述

べたように難なきにしもあらずで

す．第7図のとおり100Hzで

、RIAAカープから1．6dBはずれ，

50Hzで3．2dB，30Hzに至って

は4．3dB減退しています．それで

もスピーカへの何気ない耳の位置に

よる差以内，とまだまだいい逃れで

きる水準です．

（4）音の個性はいっそう強まる

今度は主にクラシック曲でFET

アンプと聴き較べてみました．繊細

という基調は一貫しており，可憐さ

が強調される傾向はいっそう強まっ

たようです．

ただし曇りはなく，臨場感は増し

ています（音の臨場感というより歌の

臨場感です）．時折鳥肌が立つほど悲

哀を絶唱します．1段の省略は古典

3極管の個性を際立たせる方向に作

用したようです．

FETは端正であり微妙な綾と粒

だちよく現わしますが，それが表現

する艶めかしさや愛嬢まで，Ⅹアン

プが哀感に変えてしまう傾向があり

ます．情緒過多といえるでしょうか．

それだけに「ツイゴイネルウイゼン」

など奏でれば絶好です．孤独と哀愁，

感階の爆発は鬼の境に遷します．

ジャズでも－Jアンプとの比較

で－一汗と熱は苦手ながら，サック

スにさびがつき，ピアノは輝いて，

ところどころ異様に鋭い表現をして

くれます．

（以下次号）

ラ　ジオ技術




