
●イコライザに直結できる1.5段アンプ

PET-6GB8PPカスコード

･アンプの

実験的製作

藤井　秀夫

数ヵ月間,堅実な漸進的改良アン

プの製作を続けたので,新緑の陽気

の中,冒険要素を持つ実験アンプに

挑みたいと思います.

イコライザのあと,いきなりパワ

ー･アンプにつなげようというので

す.それも公称1段アンプです.望

むらくは正味の1段アンプで,単段

イコライザと合わせMCカートリ

ッジからスピーカまで2段で信号電

力を取り出してしまおう,と企らん

だのです.

おや,そんなアンプなら以前に作

ったことがあるのではと思い当られ

たかたには,熱心に読んでいただい

たことを感謝します. 1年半前にパ

ワー･アンプに直結するゲインが数

100の単段イコライザというものを

作りました.逆の方向からですが,
``ミューズの神のヴェールを1枚は

がそ5"などと意気込んで,高Hf｡

のバイポーラ･トランジスタで段数

の削減を画ったものです(本誌'03年

11月号).

それで女神の浸室に忍び込むこと

に成功したかというと,とても豊か

な低音は得られたものの,音の曇り
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は残り,ヴェールは厚いままです.

どうやらバイポーラTrは鮮やかさ

や清澄さの方向より,ふくよかさや

豪快さの方向に向いたデバイスだと

の印象を受けています.でもこの試

みも含めて,前後に試行錯誤した努

力の全体が,成功も失敗も合わせ,

やや間を置いてから確かにミューズ

に近づけてくれたように思います.

伝承の系譜をたどれば　ミューズ

の親分というか源流は,妖しい夜の

月と獣の女神(アルテミス)なんだそ

うです.それなら単に技巧だけでな

く,浸所がどこにどのようなありよ

うをしているのかという根本的なと

ころに思慮をめぐらさなければなり

ますまい.とはいっても,物理科学

的にはLP盤の溝のどこかである

ない事実なので,そ

こからの音の引き出しの曇りを取っ

て,鮮明さと清澄さを追求する努力

も省けません.

1.イコライザ直結の高ゲイ

ン1段アンプの構想

10秒間暗算するだけで正味の1

段は絶対に無理だとわかりました.

そこでカスコード･アンプに白羽の

矢を立てました.

(1)シングル･カスコードを構想

しましたが,まず図上で構想したの

は第1図(a)です.高耐圧のパワー

MOSTETに高いインピーダンス

の出力トランスをつない?,一気に

ゲインをかせごうというのです.也

力電力は〔電流2×負荷聞荊ですか

ら, 5Sの初段FETを使って10
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ニュートロダイン(上階アンプより)
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-で電源投入すべきところです.ま

た,スピーカとの接続はすべて安定

してから行うのが無難で, 2重の遅

延リレーが望まれます(ただしこちら

は念のための安全策).いまのところ

これらを手動スイッチで行っている

ので起動三割国をまちがわないよう,

頭の中に操作マニュアルを書き込ん

で火を入れます.

最後に,改めてこれら注意を個条

書さします.回路図には前駆アンプ

の電猿スイッチを遅延リレーとして

記入しておきます.

ニュートロダインは細心に行う必

要があるので,のちほど章を改めて

説明します.

3.グリッド接地6G-B8PP

によるカスコード上階アンプ

人類が最初に作った楽器は,笛な

のか,太鼓なのか,ハープなのかと

考えたことがありました.でも,莱

器とは発音体と共鳴箱の組み合わせ

だとすると,発音源が何かより,共

鳴箱を産むことの方が大事な発端だ

ったかも知れません.最初の共鳴箱

は口だったとすれば(アイヌの楽器.

草原のモンゴル人は骨を含めて身体全
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(第7図〉逆立ち式MOS-FFT-PPの前駆アンフ回路図

部を共鳴に使う術を知っているらしい)

源流の楽器の定義は微妙です.

LP盤のみぞからスピーカを経

て,最後に人間の心象に形造られる

音像への音楽の伝達も,直線状で一

方向的な複写というより,この共鳴

の伝搬だと捕えなければまずい,と

考え始めています.もちろん,間に

は箱鳴りやらフレーム鳴きやら,ア

ンプ･シャーシとか部品の共振やら

あって,よくないものが至る所にあ

るわけですが一方では聴覚や音除

形成で身体という有機体側の共鳴を

不可欠の素材にしている様子があり

ます.よいも悪いも含めた認識とし

て,伝達を共鳴の伝搬としてとらえ

ると,かなりのノイズが音質を損な

わない一方?,測定にもかからない

小さな信号変容が音質をがらっと変

えるといったことに,理解がもっと

行き届くのではないでしょうか.

そんなことを考えるのは, LPレ

コードの音楽を聴いて時折覚える臨

場感や生々しさ力も鮮明な複写とい

うより,あまりに強くこちらの耳や

身体側に感覚されるからです.微妙

な共鳴に必要な信号の伝搬が直線的

な複写の想定のわくの外で非常に繊

細に行われているなら,うかつな操

作一一典型的には入出力間の直観

が万全のはずの強NFBループの

導入｢一一が重大な欠損を招くことも

大いにありうるでしょう.

電子管の発明以来,無線通信と並

んで電子科学技術の元祖の分野であ

り,たずさわる人口を最も膨大には

らんだ活動域である(あった)オーデ

ィオ技術界は,その根本テーマの音

質についてほとんど何も解明できて

いないことについて,普遍的にアピ

ールしてよいと思います.

というのは,先日,裁半噺が工事

続行を言い渡した諌早湾干潟事業に

見られるとおり,陸と海,川と土の

境界に広がる泥や淵やせせらぎに,

人間の幼稚な``科学''の想定を数万

倍(もしかして数億倍)した未知の有

機生命の営みが秘められていて,こ

れが人間の生存にも不可欠の地球環

境をつくっているらしいと,最近に

なってようやく予見されているにも

かかわらず国家がこれを黙殺して,

依然としてコンクリート一一生物界

から見れば死でしかない物質-千

封じ込める事業に奔走しているから

です.
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ンピーダンス10kQのPP用出力

トランスを負荷します.

上階GGアンプの回路図を第9

図に掲げます.

OPTは1次5kJlのものなが

ら, 2次40端子に8(一スピーカを

つなぐ変異腰いで, 10 knの負荷イ

ンピーダンスを確保しています.で

きるだけゲインを高く得るためで

す.ただし, B電源電圧が決まって

いる場合,ビーム管では負荷が高い

ほど最大出力電力カ落ちます. 5 kQ

なら40W近い出力が得られると

ころ, 10knでは半減します.

G2には高耐圧パワーMOSを使

70mA

く第8図〉

ビーム管によるクリ

ド接地アンプの篇成

って300-330 Vの簡易定電圧電源

をつくり,これを供給します.音質

への配慮からG2に直結せず, 100 α

ほどの抵抗を挿入して電解コンデン

サとフイルム･コンでしっかりと交

流アースします.この対策はたとえ

非オーディオ用の一般コンデンサを

使ってでも,かなり音質向上に効く

との感触を持っています.

ニュートログイン用反転信号発生

を兼ねたPP用位相反転トランス

が要めの部品のひとつで大きなコ

ア･ボリュームが要ることはすでに

強調しました.センター･タップつ

き6000: 7kQのタムラのTM-5

+40W
J｣
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(第9図〉上階アンプとして使うグリッド接地6G-B8PPアンプ回路

JUL. 2005

というライン･トランスの1次仮睡

線だけを使いました.手持ち品の流

用なので規格は不明ですが, 10 W

級OPTなみの重量物です.片巻線

の適合インピーダンス1500の計

算で推定インピーダンス70nの6

GB8カソードと整合はかなりとれ

ているはTT　でも完全な等圧反転信

号を発生してくれてはいません. 2

次側が20%ほど縮退してしまいま

す.それでもPP対球がA級動作な

ので平気です.

無信号時直流電流I｡｡は70 mA

流しました. Eb400Vなのでプレ

ート損失は28Wです.上に述べた

とおり,最大出力までA級で動作し

ます.

前駆アンプとは直結します.ちょ

っと肺いと思われるかも知れません

が,カップリング･コンデンサを入

れると,前駆アンプの直流ゲインが

無暗に高くなって発振します.前駆

アンプには直流NFBが掛かって

いるので結合点の直流電位

を強制的にOVに落としま

す.連結前にはトランスの直

流抵抗150で約1Vのカソ
ード電位が発生しているとこ

ろを,結合によってOVに落

とすのでバイアスを少々変

化させます.

でも,連結状態でバイアス

調整しておけば,さほど気を

病むほどのものでありませ

ん.上階アンプ稼勘中に前駆

アンプの電源を入り切りして

ら,スピーカ出力端子の衝撃

は±2V以内に収まります.

ですから,安定性が十分に確

認できたあとは,スピーカ端

子に遅延リレーないし手動ス

イッチを備える必要はありま

せん.

いい忘れていましたが,こ
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音量は無理で, 1 W以上最大20 W

の出力が遊んでしまいます.

そこで2カ月前からの宿題になっ

ている6HA5単段イコライザに追

加するテイル･アンプ-PHONO

出力端子とAUX入力端子の間に

入れる1段アンプ-を作ったの

で,ここに報告しておきます.

音質が悪くなるから"音量不足を

我慢してでも使わないでおこう''と

ほこりをかぶるはめにならない域

に,ようやく達しました.回路は第

12図のとおりです. 5月号プリアン

プのき醇を読まれたかたにはもう解

説の必要もない, 12 AU 7の真空管

抵抗負荷カソード接地アンプです.

上のカソード･バイアスを深くして,

プレート出力点の電圧を下げている

ことだけ力濡己事項です.上球のヒ

-タ･カソード間耐圧への配慮から

です.大きなゲインが要らないので,

カソード抵抗はバイパスしていま

す.ヒ一夕にも+30Vほどのバイア

スか掛かっています(これはプリアン

プ本体で).

音の混濁を抑える秘訣は回路図の

中になく,写真の方に現われます.

ケースを5mm厚のアルミ側板で

がっちり固め,上に鉄塊を乗せてい

ます.写真映りをおもんばかって鉄

塊を1つに留めていますが,実使用

の際は球のシールド筒の上にも重し

(できれば石)を乗せるのが好ましく,

これで音量増強の代償として我慢で

きる``ぼけ'に抑えられます.
``ぼけ'がなくなるわけではありま

せん.あの``消え入るピアノ"感触

を聴くと,指先の数10ミクロンに

触れる羽毛が感じられるところ,厚

みが3倍ほどにぼんやりします.躍

動的なピアノ曲でも,室内空気距離

にして10cm分(何で測っているのた

か?)曇りの中へ引っ込みます.ただ

し,このテイル･アンプのない鮮明

JUL　2005

な音を聴いて初めて``ぼけ'がわか

るのであって,単独で聴いてぼけて

いるとはまずわかりません.

真空管抵抗負荷を何段にも重ねな

い方がよいといいましたが,このテ

イル･アンプに抵抗器負荷を使うと,

ある種の色づげを聴きます.比較に

は,私の耳に最も明朗と聴こえる2

Wのソリッド抵抗器-なんと1本

400円-を使いました.そのせいで

はなやかさが増す印象を受けます

が,この華がにじんでいます.これ

に較べると,無色のぼけですむので,

真空管抵抗を選びました.

負荷の2種の違いを強調気味の比

喩で表わせば真空管抵抗をふつう

の曇りガラスとすれば,抵抗器はち

ょっと色を加えたザラ目ガラスとい

うところです.だから,ソロ･ピア

ノを楽しくするのは後者かも知れま

せん.

4.特性-舞台でよりも地

上で優る

重厚長大カスコード･アンプが出

来上がっています.

電気的特性は前駆,上階それぞれ

の初期直流電流に大きく左右される

もの?,何が最善かよくわかってい

ないいま,特性を細かく云々しても

意味ないと思いますが,一応測定し

ておきました.ひずみ率など増幅特

性は前駆アンプで決まり,最大出力

などは上階アンプの肩にかかってい

る'輔臣です.

(1)電気特性

イコライザに直結するプリアンプ

に近い使いかたをするので,ノイズ

に真っ先に注目すると, 1.1mVms

のリプルが出力に残留しており(入

力換算で約5 l`Vrms),これは無音時に

は少々聴こえます.ただし,前駆ア

ンプのリプル･フィルタを強化すれ

ば簡単に改善できるはずで　そのぶ

んの電圧余裕はたっぷりあります.

つぎに電流出力アンプとしての出

力インピーダンスの大小に関心が集

まるでしょう. lkHzでは400m

でダンピング係数は0.02でした.

まず完璧な電流出力特性です.

撮隋周波数常陸はすでに明らかに

しています.

ひずみ率は第13図のとおり,単

段FETパワー･アンプより特にI

W以下の小音量のときの特性が優

れています.前駆アンプに0.6Aも
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のI｡｡を流しているのだから,当然

ともいえます.最大出力は20Wで

した.

私にとって大事なゲインはまだも

の足りなく, 12W (10Vms/80)

出力に要する入力信号電圧は50

mVmsでした.モノーラルでも,普

楽を満喫するには2倍のゲインが欲

しいところです.でも,ステレオ演

奏とすると,よほど気分が滅入って

いるかいいことがあったとき以外,

不満は覚えません(ただし一人部屋).

といっても,モノーラルぶんしかな

いので,ステレオ演奏の相手かたに

は,比較的音質傾向の似ている12

GN7A単段PPアンプをコントロ

ール･アンプへ後続させて使ってい

ます.こういうステレオの使いかた

をすると,有難いことに総合音は(そ

の聴こえかたは)悪い方で首を絞めら

れるのでなく,よい方へなびきます.

(2)めりはりが薄れるが,清澄で

音場再生に秀れる

まっ先に``消え入るピアノ''でフ

ェザー表現に耳を傾けました(初期

の電源スイッチ操作で味わった紛糾/悶

着は最後に注意書きとしてまとめてい

ます).ほんのピアニシモ音でも,鳴

りさえすればハムは耳から消えま

す.単段FETパワー･アンプ(もち

ろんコントロール･アンプへ後続.コン

トロール･アンプは6HA5単段)と較

べました.分解能に差は感じないも

のの,光滑がひっ込みます.その代

わりに羽毛がふわっと柔らかく感触

されます.

躍動的なピアノ演奏でも,単段

FETパワー･アンプに較べてめり

はりが薄れる一方,全般的に清澄感

があり,低音がまろやかです. 6G

B8の容姿相応にふくよかさ,豪快

さが加われば,いうことない美麗音

ということになるのですが,響きは

単段FETが屡り,意外にこちらは
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少ししとやかです.

ヴァイオリン曲の印象も傾向力斗以

ており,清澄です.ここ数ヵ月間単

段FETパワー･アンプの音に親し

んでいるので,そこに聴こえていだ

甘美さ,訴え,哀感などが柔らぐの

を不足と感じないわけでもありませ

んが,薪アンプの音を聴くと,いさ

さか力Ⅲニ味があったのだ,と納得さ

せられます.

でも,ここまでは好みの範囲内で

す.以上の評価では,このカスコー

ド･アンプを1.5段と数えるのは,

ひいき目ではないかと思われるかも

知れません.確かに,おそらく入･

出力トランスなどに起因していると

推察される高音の輝きの引っ込み,

中低音のめりはりの軟化などを採点

から免除して,その奥の清澄感ばか

りに着目(耳)している身びいきの

嫌いなきにしもあらずです.

しかしです.私が音質の客観的評

価に使っているLP盤のひとつで

あるアフリカの舞踏音楽を鳴らして

みました(既述のとおり, 12GN7PP

単独アンプとの組合せでステレオ化.た

だし,評価対象をまちがわないよう,こ

ちらの音量は攫えて).波のように歓

声を伝えてゆく寵衆が各自鈴を持っ

ていると,初めてわかりました.早

段FETアンプで聴き返すと,鈴の

音は鮮明に聴こえています.しかし

群衆が各自に持っているといわれて

みるまでわからなかったのです.

かくして音楽再生での原音への
``忠実性''には,楽器の音(もっとあと

では楽団の音楽さえ)という領域を超

えたものを要求されることを,今回

はっきり認識させられました.この

LP盤については`雷場の表現''と呼

べると思います.

(3)舞台より広がる青

もうひとつ,もっと玄妙なものが

ありそうです. ``音楽性''と称すると
``音づくり''といった言葉に近づき,

人工的な色や輝き,かすみの付加さ

も含んで受取られかねません.でも,

音や音場よりは音楽内容に入り込ん

でものです. ``音楽像の表現''という

べきでしょうか.

ノーノの『力と光の波のように』

という女性コーラスと自然楽器によ

る無階調音楽を鳴らしました.ちな

みに,西洋の現代無階調音楽は,重々

しくそびえる文化と観念の束縛から

音楽を解放しようとする,本来リア

リティ志向の試みだと,私は勝手に

受け取っています.

●後づけ(テール)チ

ンプの外観,このア

ンプの音質の決め

手は5ミリ厚のシ

ャーシ補強材と上

に載った鉄のかた

まり
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