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今回は第2段階と最終段階です.

まず第2段階.今回購入するものは,

橋本電気H-507Sと4B-50MA

です.この2点で予算3万円を越え

てしまいました.せいぜい値切って

3万円に抑えてください.

回路の変更は, B+側にチョーク

コイルを入れ,出力トランスを変更

するだけですの?,たいした時間は

かからないと思います.ただ勘違い

し易いのは,橋本電気のトランスは

3段アンプ用, 41-357は2段アンプ

用になっていますので今度はOn

端子がアースされることです.各ト

ランスによって違いますから, ISO

等のトランスを使う時には確認が必

要です.今回上蝦のため,カソード

NFBは160端子ではなく, 80端

子に戻します.

第2段階での特性はどうか

第2段階の特性ですが,低域は出

力トランス大型化のため伸び,
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EF 86, EF 83とも同特性でした.育

域特陸はEF 83の方が,低内部抵抗

ため若干伸びているところも同じで

す.-ldBで23Hz～22kHz (25

kHz),-3dBで14Hz～44kHz

(47kHz) 『カッコ内EF83』でした.

ダンピング･ファクタは2.4で若干

向上しました.クロストローク特性

は右チャンネルlV出力時,左チャ

ンネル入力オープンの時, 100 Hz

で-48.OdB, 1 kHzで-60.9dB,

10kHzで-48.2dBでした.

改善した原因は,出力トランスの

0 0端子に行く線を左右別々にやり
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●シャーシ上の各パーツ配置. OPTはH-507 i
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なっている店で購入した方がよいで

しょう.デカップリングは最初ケミ

コンを考えていましたが,予算内だ

ったので思い切って東-のフイルム

コンを使ってみました.音質は違い

ますが,ケミコンでもかまいません　ので予算に合わせて購入してくだ　さい.
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チョークコイ)また,

を再利用しています357

ある方や最終形でいき

は, 30H20mAのチ

し,シリーズに入ってJ

はずした万が良いでし

わなくなった部品は1626,ダイオー

ド,抵抗各2本づつでした.

最終段階の特性ですが, EF 86の

方が低域寄りとなりました.-ldB

で21Hz～19kHz (23Hz～21

kHz),-3dBで14 Hz～39kHz

(14 Hz～41 kHz) 『カッコ内EF 83』

でした.カソードNFBをはずした

ので　ダンピング･ファクタは2.1

で若干向低下し,クロストロ-ク特

性は右チャンネルlV出力時,左チ

ャンネル入力オープンの時, 100 Hz

で-65.7dB, lkHzで-65.7dB,

10kHzで-63.3dBでしたが,戟

留雑音を測っているようなもので,

EF83の時400Hzと30kHzの

フィルターを入れて測ると-82.6

dB有りました.

改善した原因は,なんといっても

左右別に出力段に入ったデカップリ

ングでしょう,ゲインは, EF86が

18.2dB, EF83が14.OdBと低下

したのは, 〟が低いためと電源電圧

低下のためです.残留雑音はEF 86

が0.66mV,EF83が0.42mVで

した.驚いたのは前回見られなかっ
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20 1 6>2200 Il

たEF83によるひずみ打ち消しが

71 Aにしたら再度現れ,最低ひずみ

率0.15%を達成しました.初段管の

ヒ一夕にハム･バランサを入れると,

残留雑音の下がる余地があります.

今回のアンプのコンセプトは,電

源トランス2次側を極力平衡するよ

うに考え,各段のデカップリングを

個別にして高解鰻を目指しました

那,ほを誠功したと思います.高音

質となっていると思いますが,本人

の思い込みほどあてにならないもの

はありませんから機会が在れば試聴

してみてください.

最終段階の音質ですが,前回と比

べ解線度がぐっと増したように聞こ

え,また,低域も量感があるのに団

子にならずきっちりと描き分けられ

ます.ブルックナー9番では弦楽器

の人数が増えて聞こえ,ステージの

奥行きが広がります.電源に取り外

した出力トランスをチョークコイル

として入れ,デカップリングのコン

デンサをフイルム･コンにしたため

でしょうか.また,球による音質差

ですが先回同様あり, EF 86はやは

り大人しく, EF83は音の深みがよ

り出てきます.シールドの違いも在

るかと思いますのでCV4085挿し

てみたところ,音質差は詰り近づき

ましたが,同一の傾向は残りました.

×　　　　　　　×

計測機器パナソニックVP-7720A

(オーディオアナライザ)･ケンウッド

CS-5135 (オシロスコープ) ･他を使用.

● EF86回りのクローズアップ
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