
廿　日油田際会録でわれらを前に大いに諮るマ氏

2月11日の午後,東通工へ鴨治氏をたずねると.令

すぐミスター･マッキントッシュがくるという.え

っ/マ･アンプの彼氏ですかと,いささかあわてた

本物のマ氏が東京に現われて,しばらく前に密語があ

ったという.井深社長はこちらの立体テープを彼に送

って.はめられたという関係のよし.きっそくつか衰

えて,出発前日の13日に加藤,乙部,田村氏等とおし

かけた.あとから中村不二青笹社長もかけつけB.以

下は,マ氏との305分の会見記である.　　(た)

雨合羽氏と雨合羽アンプ
マ氏を),b･家へ･...･･　　　加藤

ドクタープリュユルの残光が未だ明

らかに残っているうちに,今喪は,マ

フキントヅシュ氏が日活国際会館とい

う宿屋にきているから,明朝9時に日

比谷までご出馬ありたい,という電話

が,高橋編集長から掛ってきた･
マヅキントプレュとば`字引く善也"

によれば"ゴム引き雨合羽"の憲と出

ている.この雨合羽氏,戦後のオーデ

ィオ･ファイルならは一度は誰もが夢

み,試み,そして得られなかった脅い

鳥,最新考案の素晴らしさアンプの鶉
つ素晴らしい音色,というかげろうの

ような幻影を追って,無暗やたらと新

型メイン･アンプが出現した頃,一方

向粒子整列型のCエアーにパイ:7ノイ

ラー･ワインデノンクを施した出力変

整器を持つ,マッキントッシュ･アン

プなるものの存在を,よもやお忘れで

はあるまい　そのマ･アンプの張本

人.マ氏が東京に現われ,晩期9時に

われわれの訪問を待っているという.

この期に及んで敏に後ろをみやること

秀夫

私蒜票霊･と諾禁鴇露呈
のつくったオーデJオ殺鼠は,なかなか音がよいの

千,ファンにとっては各種の製品が手近かに得られ

ることでしょう.アメリカとまったく同様に,日本

でも売薬なものを作りあげるための努力は,絶えず

競けちれ　この結果として幾程かの優秀な製品がで
き上っているのが見受けられました･

アメリカでは,家庭用H上Fi装置の出力を壇加さ

せる必要性が一般に認められてきており,これによ

って得られるシステムの改善は,相当なものです･
H主F自ェ量産マーケットでは造りませんが,良い器

材に対しては,必ずマーケットが拡大す.ると,私は

確信をもっていますし,その衷すげもあります･
一般に知られているように,日本人は優秀な

･cRFT MEN"の国民であります.そして良く設

計された日本製の器材を見関することは,非常に興

味深いことでした･

われわれの国家間でのアイデアの交換は,かなら

ず相互の利益となることを確信しております･

短時日ながら, H主Fiの録音再生に関係している

諸氏にお目にかかれる光栄を得たことと,皆様のご
親切には深甚の謝意をあらたすとともに,長く記憶
にとどめます.　　　　Frank H･ Mclntosh

もないので,破れ鎧ならぬブロークン
･インクリ･jyュを引っさげ{,もう

一度恥をかくことに腹をきめ,出壁の

仕儀とは相なった.

さ1,当日,約束の9時に先んずる

こと, 15分,日活会館の角で待ってい

ると.しばらくして乙部融朗和尚と田

村邦雄氏が現われ,雑談しなから待つ
ことしばし,当の高橋氏一向に現われ

ないので　時間にかけては非常にパン

クチュアルなアメリカ人相手のことで

あるので.やきもきと気をもんでいる

所へ,テ･-プ･レコーダーをかゝえた

氏が言千をふさふさ飛びこんできた.

みると指先から血がふいている.何か

事故があったのだ相だ.

それっというわけで, 6階のマ氏の

都窪へと甫行する.ドアのノックに続

いて現われたマッキント二シュ氏,め

れわれの懸念を裏切って,いたって平

静で,紋切り型のあいさつに続いて,

4階のロビーで話をしようということ

になった.

戦後,われあれ日本人と,アメリカ

人との関係は.たとえるなれはちょう

ど舞墓の上のアクターと,これを見物

している観衆のような立場に置かれる

ことが多かっだ.すなおち,彼等は演

ずる側にあって,あれわれは常に見る

側に.坐っているのである.占領行政に

始っ1, ･キリスト教のお説教にいたる

iこう

東通工のエ指

を見学する一丁

ッキント　ッ1/

ユ氏.同社の

諸製品ステレ

オ●テープ･

ンコーダーを

興味深そうlこ

ながめてい

た.

後脚支弁深大

氏.

(暢漁民撮鯵)



左より田村郊簸.乙部餓朗,マッキントッシュ.中村久次,加藤秀夫の各氏

まで　立場が逆になることは数えるほ

どしかない.いろいろと理由もあるこ

とだと思うが,とにかく見るものゝ方

演,演ずる者より気楽なことは確かな

ので,この日米会談は, 10年の例にし

たがって,まず細説拝龍というアング

ルから,歩を進めることになった.

ま3-読.(.::,器そ.器註
アンプの回路の専門家でエありません

がね　と念を押しながら,矧三度の考

察になるアンプの牲能について説明が

あった後,オーケストラの着がいかに

大きいかという.蔚こついて.類例をあ

げての下地を作って置いた上で,この

大きな音を忠実にあつかうのには,め
が新型60Wアンプがいかに有効かとい

うところに論が落ちる.いわゆるピー

ク音再生の妙というところなのだろう

那,このストーリーはわれわれのとう

に何辺も藤かされ,このやり方のみで

は青い鳥ほっかまらな相だという見当

も段々自信がついてきている頃なの

千,わが方は少しも驚ろかない

われあれの着からくるたのしみは,

平たくいえば音の性質やその構成によ
ろこびを見出すのt･, 1人当り多馬力

の人力によって, 100人もの人間が,

力の限りたゝいたりふいたり,こすっ

たりする最大の音が,無事通過するよ

うな土管を作る専業は,少くとも現在
はわれわれの興味の対象となっていな

い.ラジオ･

ドラマの中に

は当然ジ3=ヅ

ト機の飛ぶ場

面も,原爆の　㌢

はねる場面も　〕

あるはずだ

が,そんなも　　　　私はハイ･パワーを

のをこの流儀でHi-Fiに再生しよう

というときは,家屋の保倹料はどのよ

うになりましょうかね,などと考えて

いたら,馬鹿々々しくなってきた.

こんな勧こいろいろな将来のことま

で考える余裕のあるのも,聴者の立場
の有利なところらしい.マ氏は,依然

として60W有力説を続けている.白

く, 12インチ･コーン1インチ往復摂

動の成果,白く, 8Wの音響出力を有

するコンデンサー･スピーカーの壮な

どと,だんだんテレビの映画案内もど

きになってきた.この辺より,鳴りを

ひそめていた乙部氏も,そろそろ本領

を発揮し,いろいろと南合羽アンプの

細部の質問から発展し,ついに大トラ
ンス奉職説の氏の前に,出力トランス

無用説を説え, 12層のボイス･コイル

を300円で捲いてあげるなどといい出

すにおよんで,氏も,ようやくおが方

にもNOの持ちあわ世のあることを知

ったらしく,話題を転じ　次は氏の推

薦できるレコード,スピーカー,ピヅク

アップなどの話となった.この辺まで

きたとき,中村久次氏がこられ,たん

のうなイングリッシュを以って座談に

参加される.

レ言霊詣詰荒業霊
はり予想通りロンドンの名が最初に現

われ,コ社が余り好しくないとも話さ

れ,自分のところでもレコードを出し

ているから,聴いて慾しいとの

ことであった.其他ピック,ス

ピーカーなどに対する意見も大

して珍らしい点もなく,はなは

だ常識的な見解に終始した.

イギリスのスピーカーはと尋

ねると.どうもイギリスはアメ

リカにスピーカーを売るはかり

千,アメリカのスピーカーを一向に買

わなくて困るとのことであった.

そして次は,日本のあちこちの駅の

アナウンスの音とか,ホールの音など

が,なかなかよい音をしている.アメ

リカでは,非常によいところは非常に

よいが.悪いところが多く,まったく

困ったものだとこぼしていたが,何,

わが国でも,悪い音の方が断然多いの

だから,よい気にもなれない.

etシ串&由りt-3日親善窮鳥83両
マ･Jキント･,シュ･アンプは.蒋性能オーディ

オ用パワー･アンプとして,ウイリアムソソ･ア

ンプの次に,妖界にア･,ビールしたものである.

1947年に.そして1949年8月にふたゝびイギリス

のウイ7-レス･ワールド誌に発表されており,

マ･,キント･,シュー.･アンプは1949年12月にアメリ

カのオーディオ･エンジニアリング甜こ発表され

たもので,今日のモロモロの高性能パワー･アン

プの先駆をなしており,その後多数のアンプの方

式が出現考案せられたにもかゝわらず,今日でも

その真価が失たれない劫ゝりでなく,最高の性能

の方式として君臨している･これに匹敵するもの

はOTLアンプのみである･マー'キント･'レユ"

諾誓誓:;'t乙部融朗
比べてみよう.

ウイリアムソソ回路の原形は第1図のごとく

千.全部三極管を使用し,パワー管にA級で伽作

させている.出力トランスの2次側より最前段へ

の負飯原ルーブを持っている･マッキントッシュ

｡アンプは第2図のように,出力智に

ビーム管をB級で使用しており.出力

トランスは1次側をカソード側とプレ
ート騨こ2分し,そのうえ入力トラン

スを使ってドライブされ.負鎮遍はト

ランスの1次側より最前段へかけてあ

P-K介Bll袋籍 

入力瞳給 ��Xﾅ��69|ﾘ6r�8�985��

NF 

籍1図　ウイリアムソン回路の骨格
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ら.

A級とB級とでは,桓

力能率の点でB殻の方が

有利である.だが歪が多

いことも事実である. A

蜘ま最も歪の少い伽作点

であるが.鮨歪ではない.

しかるが故には,何らか

の歪退治方をこうじなくでまならぬ･歪退治法が

十分有効であるならir,威初の歪率の多少が,種

貨の羞なら,退治法をより強くすれば良い　この

退治法には現在2垣の方法しかなく,角笛通を採

用することゝ,羞助補償を行うかしかない　現今

すべてのパワー･アンプが負悠遠を採用してい

ころ･

B級のPP増幅は,交互に片側の真空管屯流が

カットオフになるので出力トランス1次側の分割

されたコイル間のリーケージ･インタクタンスに

締2図　マッキント?シェアンブ回路
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日活ホテル自害ロビーにて左より出札　乙部, Mc,中軸　加藤の在民

前号で,マッキントッシュ氏との会見記を中村,加藤の両氏に,マ･アン

プ回路について乙都民に説適していただいたが,続縞として若手コンニャク

問答めいたところはあるが,テレコにとった部分のみをご紹介するとLよ

ラ.本椿的話合いはこれ以後に始った.だがテープがない!　　　(編)

マッキントッシュ氏と名刺を交換し

て開口一番,乙部氏は,私は,世界的

に有名をマッキントッシュ･アンプの

ことは良く知っている.といったの

千, Mc氏は大いに気を良くしたらし

レ､.そこへ--･

乙都　スイッチング･トランジェン

トのないクロスシャントPP回路とい

うのを知っているか?

Mc　それ

はどんな回

路だ?　そ

んな回路は

知らないね
-(な

るほど,初

製英語は通
じなt-･らし

い.図をか　　-C

いてみせ

ら).

て･アンプの田鶴

乙部　これは日本の島田臆が考えた

ものです.われわれはあなたのトラン
スのようを優れたものは作り得ないか

ら,ここと,ここをコンデンサーで接

いでいる.

Mc　これはプレート側のコイルとカ

ソード側のコイルと同一鉄心に徐くの

ですか?　それとも別-i

乙部　どちらでも結構.同-tc捲く

こともあるし,単にチョークを用いる

こともある.

Mc　私はここを,バイファイラー稔

にしている･そうでないと,ここの間

でリーケージ･インタクタンスがある

の"で･･･ ･･

乙部　でもわれわれは,そのような

特別なパーツを使用しない方式の方が

作りよいですね.

舶c　私のアンプの出力トランスを使

ったアンプを組んでみたいですか?

乙部(強く)ノー私は5kIlのイン

ピーダンスを持つスピーカーを自作し

たので, OTLで動作させています.
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高橋　トゥイ-タ-ほどこのものが

良いですか?

Mc　ジャンセン

･一同　ジェンセンですか?

Mc　ジェ-エーエヌ--ジャンセン

ジャンセン(一同発雷練習)

高橋　これはすごいんです.コンデ

ンサー型なのに音響出力が0.5Wも出

るらしい･-

Mc DCをこういう風にかけて,こ

ことここに信5-を加える.

中村　これですか,四角いカッコ-

をしているのは･･････

Mc lOOOc/Sから30kcまで0.1%

の歪で再生できるので非常によいトゥ

イークーです.

中村　猿動板と

電極との距離は,

どのく　ら'1.です

め?

馳　7ミルです.

ピークでは8Wも

てる.

中村　それは膏

薬出力ですか?
Mc　そうです.

高橋(中村氏　　鹿田氏の国籍

に拘って)AESのジャーナルに雄で

ますよ･音響出力は0.5Wだって

乙蔀　これと同じものが,無線と実

験の昭和13年のに景山朋氏がベロシ
ティー`コンデンサー･マイクという.

同じタイプのものがありましたよ.こ

れも固定極がやっぱりウイナーでね.

(Mc氏われわれが日本語でしゃべっ
ていると交々と話題を変える)

Mc　私の使っているコンデンサ_.

マイクはこの位だ(練に○電鈴籍で

書いて見せる.指の爪ぐらい)
一同　それほどの部分ですか7

㍍c　ダイアフラムです.

加醸　実物大だそうだ.

乙部　最高周波数は?

Mc　共娠周波数は23kcまでゆく,

ここまであげるには,必然的にこの大

きさになる.

乙部　振動板の材質はチタ　ンです

か?

Mc　ジュラルミン

乙部　厚みはP

Mc　雰　ミル

中村　DC型かそれともFM式7

㍍c DC方式です.

乙部　60C/S以下を将生することに

ついては,どう琴えでhますかフ

中村　60C/Sより下が必要かという

ことですか?

乙部　雷を発生する方法についてで

す.

Mc　コンクリートの用憲があります

か?

乙部　そうじゃなくて,直接頼射の

コーン型か?　ホーン･ローデッドの

ものかという.

Mc　要するに,パック･プレッシャー

をうまく処理できればよろしい.箱は

大をく漬けます･ホーンも当然大きく

なります.木板を2枚にして間,･.砂を

つめて･- ･

乙蔀　そな｢築非猿動的に吾を臆す

方法はありますか?例えば金箔に彊

流と雷声電流を同時に_流して熱箔とし

て用いるというような･････

Mc　低音　熱的なイナ-シャが減る

ので,能率は良くなるだろうが,勲が

出るから夏はどうする.波形が歪むお

それもあるだろう.ところで先程のス

ピーカーのインピーダンスは

を蔀　ノ､イ･インピーダンス･スt:I

斥力嘉, 5kaボイス･種イル

∬●　ボイス･コイル考のものか?

乙蔀'イェス,そのものです.

Mc　ダ/!チミック･スピiB労費*･5

knですか?

乙部　そうですr　ムーとング･-I-メ

ル型です.

Mc　トランス･フォ(--デマ二･ロード

毒しですか?コイルは]し紀? 2組?

乙部　ボイス･コイルそのものです

お望みなら書上げますよ. 5k曲事す

口径6.5インチ.

Mc　べり･ナイス　私はそら･J･58･

のが作り得るとは知らなかった.私も,

アメリカでOTLを試みたことはある

けれどDCが流れて困った.

ラ　ジオ技術



乙執　チョークとコンデンサーを使

えば,または例のシングル･エシデッ

ドPP

Mc　シングル･エンデソド回路を使

ら.では高調波歪はどうしますか?

乙部　多量のNFを使用します.

Mc NF　をかけると,どんな歪が減

るんですか?

乙蔀　NFをかければ,たいていの

慮減小ずるでしょう.

Mc　私の60Wの新型アンプを知っ

ていますかつ

･一同　イェス

Mc　最大憧カで空が0.1,06以下であ

ち(ここから,彼のアンプに討する長

砿舌が始まった.別にホラを吹くとい

う風ではなかった.)

加藤　低音用のスピーカーir.は何を

使っていますか?

Mc　私はコーン型16インチで1イ

ンチもリニア一に動くものを･･･

〟,一同　ハ-ハ---

乙部　では,樅造'ほどんPT..んです.

ボイス･コイル.ボビンの長さは?

ギャップの磨きは?

Mc　それtCは2つの方法がある.ど

ちらでもよい.ボイス･コイルを長く

する方法と,撞くするのと･･･

乙部1インチも厚みのあるヨーク

ですか?　まるでブリュェルのレコー

ダーみたいだ..

･一同　-ッハッハッ･-

舶c　私はパック･ウェーブを　-10

db以下に減小させたものを,売った

ことがある. 15インチのウーファー

を4本使い,大きな餌を使ってファイ
バー･グラスを入れである.

乙部　それをどういうふうにドライ

⑤①

⑤魚雷&-Ei-a-~~~-⑤

ジャンセンのコンデンサー･スピー

カーの構造. AESのジャーナルより

JUL　2005

ブしてます.

Mc　シリース･パラレル

乙部　吾輩的にはパラレルです

ね.

Mc　オー･イェス　そしてコー

ン塾の3ウェイ･システムです.

加護　クロスオーバー周波数

はP

Mc　250cls　と　3kc

乙部　どうしてそれをきめたので-

Mc　ドップラー歪(ドップラー効果

の琵助があり,各スピーカーは約2.5

オクターブのレンジと説明がある)

乙部　日本のあるスピーカー･メー

カーは,各スピーカーに2オクターブ

づつ受持たせているが･･･

Mc　最低周波数はいくらですか?

20C/Sですか80clsですか?

乙部　わからね-な- (Mc氏に電

話がかかり席をはずす)

加薩　皮肉ですよ. 20C/Sか80C/S

かっていうんですから(ノ､ッノ､ッハッ)

こういうのは,マジメくさって,エー

トなんてやってはいけませんよ.散は

スピーカーのことは知らわーですよ.

スピーカー･キャどのことだって大き

い方が良いんfetといっている.うんと

大きい箱をこしらえてね. 16インチ

のラッパを沢山ならべ

て, -･でかくしない

と吸収できないじゃな

い.小さくしないと大

変なんだ.大きくしな

いといけないなんて逆

ですよ.スピーカーの

話だって1インチもつ
-ソが撮れなけりやい

けないというんだか

ら･･････.

60W　のアンプ発っ

て見たことあるか?

見たことあるかってさ

かんtr_いうでしょ.照

ジャンセンのコンデンサー　SP

これからは皆さんにいろいろ教えても

らいたいって･････

一同　ハッ-Iy･･･

高層　日本では最近低音高富などに

わけるマルチ･チャネル･アンプが話

題となっていますが.

Mc　アメリカでも行なわれていま

す. IM　も非常に減るし･･････.ところ

でHi-Fiは最近非常に盛になってき

たけれども,やっぱり量産の製品を討

象にするようなマーケットじゃないで

すね.やっぱり特殊なマーケットで

すね.

加藤　鯖栗的iCそうならざるを得な

いんじゃないですか?

中村　ですからマッキントッシュさ

んの方も決してRCAのように大きく

なるつもりはないそうで･･････

一同　ノ､ハハソハ

Mc　トランスを使わないような悪い

やつがそこにいるね.

♪ (-ッ-ッハ)トラン
スなしで,あ秦夜のス

♪　言霊こoK慧誓‡
か?

乙部　彊:流分5kn

で,インピーダンスは

5kllから--要する

JP　等く同じことです

Mc　イ　ンピーダンス

乙部氏にお寺の屋板をホ_　　特性は
ン型にしたらよいだろうと　　　　乙部　foで中城の4

マ氏はいう.-`　　　　　　倍です.

本で売ってるのを知らないんですよ･

お前知ってるかじゃない.あたた作り

たいかってんじゃなくで,俺達のトラ

ンス使いたいかっていったんですよ･

使いたtJ･といえば,それじゃやろうと

いったんですよ.いちね-なんていう

から･･･-

･一同　ハッハッハッ

加藤　国-帰れば選ってやるよくら

い,いったんですよ.それをいちわー

なんていうからfe.めなんだ.だけどや

っぱりアンプ展さんだな･

(Mc氏電話よりもどる)

Mc　ベラベラベラ･-

中村　これでマッキントッシュさん

の知っていることは全部いったから,

Mc　5kIとの部分は何C/Sですか?

乙部　400clsです. 10kcでは約3.5

倍です. f｡で4倍というのは,マグ

ネットが弱いからです.

Mc foは何clsですか?　オー90

C/S 30clsの吾あなたの家で出せる?

乙部　私のハウスは非常に大きh･･･

中村　彼の家はテンプルですよ.級

はプリーストです.

Mc　テンプルの形をホーン型に作る

と都合がよいですた(ハッ-ツハッ)

乙部　私はオーディオ･エタイップ

メソトです.ここかろ膏を出している

(帳を指さず)ェア･フォロー･モデ

ュレーション･タイプです.

(文責記者)
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