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石の土台に腰をおろして,管球ア

ンプと2カ月間格闘してきました.

私の熱の入れかたからしても,応え

てくれる音の美麗さからしても,真

空管との2度目の蜜月生活といえな

くもなかった時間でした. PPアン

プを製作する問に,シングル･アン

プについてある構想が湧きつつあり

ました.満を持して,いよいよ構想

の実現に向います.

アマチュアの読者にとって,鮮明

さを向上させたシングル･アンプは

待望のものでありましょう.作ワや

すいし,滅多にメーカーが作らない

ので,アマチュアとしての特権-

効率を無視して遊びながら最高のも

のを得る-を存分に味わえる領分

です.製作の方針として,

○そこそこ出力が大きい

○球が入手しやすい

○電流出力アンプとする

を採って,プレート損失40-50W

クラスのビーム管のシングル･アン

プ(完全無帰還)とします.多極管は
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NFBを掛けないとドンシャリ音が

するという,粗悪OPT時代につく

られて,タンゴやタムラのあとでは

迷信に変わった標語は,もはやつぶ

れたものと見なして,とやかくいい

ません(第1期熱病時代の私を顧みて

も思い当るように,この根強い多趣管へ

の-FETやTrを含む-差別はま

だ当分残りそうではあります).

もちろん2カ月間のPPアンプ

で確立された作法である,

○前段を頑丈な別ケースに組んで

石で固める

○音を濁さない手法でひずみ低減

を画る

方針にのっとります.前者は音の鮮

〈第1図〉 %栗橋正のイメージ

やかさを保つため,後者は表現力を

深めるためです.ひずみの小ささを

音楽の豊かな表情に結びつけること

は,鮮明さを前提にして初めて成り

立つことだ(さもなくばかえって音が

つまらなくなる)ということは,もう

4度ほど繰返し,いっています.

出力管のひずみ低減は,大昔に発

表した2極管負荷ドライブによる祐

乗補正で果たします.ただし,トラ

ンジスタや抵抗器をいっさい使わ

ず音質への混濁をなくした新方式

によります.澄み切った水路を伝わ

るゆがみのない波動一一一それで得ら

れる深く豊かな表現力は,音楽の神

秘的ともいえる味わいをもたらして

くれると思います.おっと,何かコ

マーシャルのせりふのようになりま

した.でも音楽の神秘はほんとうに

味っています.

1. %乗で%乗を打消す2

極管負荷ドライブの新方式
-名づけて鏡像ドライブ
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力を持つはずです. Eaのゼロ点と

Egのカットオフ点をそろえて, Ea

をグリッドへ入力すれば

I｡ - K(J ･ 18213)3I2

-K･J312･Ia

です.まったくの1次関数,すなわ

ち線形増幅となります.

電流から電圧を採り出すという手

続きは,エレクトロニクス作業の中

でいちばんわかりやすいこと?.電

流通路に(インピーダンスとして)捕

入するだけですむことです.という

わけで,第2図のとおり,信号電流

i｡の通路に2極管を挿入して%乗に

わん曲した(下に凸)電圧Iaを得,こ

(第4図〉ト

カットオフ近くで特性

の曲がりが大きい高gm

筈ではゼロ点をずらす

れをグリッドへ入力すれば　ぴった

り直線状のプレート電流i｡が出力

されるという仕組みです.

なお,実際の真空管,とりわけgm

の高い近代的ビーム管のIb -Eg特

性はカットオフ近傍で大きくわん曲

しており, %乗別からはずれていま

す.この場合は第4図のように, 2

極管のゼロ点とカットオフ点をずら

してやると,信号の中心部でうまく

補正できると推測されます.この場

合は,カットオフ近騰が関ってくる

▼(第5図〉

12年前に作った鏡像ドラ

イブ6L6G(S)アンプ
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大出力時に補正関数がずれて,ひず

みが大きく発生してくることになり

ます.

この2球ゼロ点の照応の加減は,

出力管のバイアス謳整で行うことも

できるし, 2極管(2極管接続した3

極管)のグリッドへ直流バイアスを

与えることによってもできます.

(2)旧方式の鏡像ドライブ回路

原理図で前提とされている対アー

ス方向の電流iaを入力信号からど

のようにつくるかが工夫のしどころ
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通常 底抗 ��i � �� �� �� �7772�i � �� �� �� �5552�
ま 刄t i ���� �� �� ��8888 

＼ � ��一. �� 釘�.5 瓶�

一一● ��一一 定�ﾂ��繧��� �� ��

A �� �� �� 
ヽ 鏡像 呈､｢� �� �� 

0 偵#"� �� �� �� �� 

2　　　4　6　81.0　　　2　　　4　6　810

出力電力(W)

(第6図〉第5図のアンプのひずみ率
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作詞の÷貫した基調になっていたと

つくづく思います.

私にとっても当世``ラジオ少年''

にとっても,対抗的に広がっている

光景は,現代技術の形式と内容です.

ひとつは営利的大量生産という現

代工業社会の性格がもたらす,技術

の非人間的変質と画一化です.もう

ひとつは高度化技術が人間社会と自

然とに破壊的に(問題意識の強い人の

目には破滅的に)作用しつつあるとい

う,いっそうせい惨な状況です.

根本的には,生産する者と販売す

る者と受益する者とが分離している

という社会構造が問題なわけです.

もうひとつは,人間的場靴EJ陸と結び

つかない形での文化や技術の地方性

や風土性,そして手工業性の尊重で

す(排他性も,自分側だけ尊重して他者

の側を尊重しないことからもたらされ

るものですね).でも少なくとも気構

えとして,諸人･諸地方･諸(小)

国の独自文化･気風を最大限に尊重

することは,決して無力なことでは

ないでしょう.

ここ1年間の間に作っている電流

出力アンプは,いってみれば『ラジ

オ技術』を場にした(いまのところ少

数者の)独自文化ですね.

このアンプが鮮明さを増すごとに

ひときわ輝いてくるのは,実はチ晒

洋の各睡各様の民族音楽です.レコ
ード店の並びに対して,月を追うご

〈第10図〉初段は3極管でもよい
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(a)トランスを使う方法 (b)チョークを使う方法

く第8図〉トランスを使ったときの鎮撫ドライブ回路.チョークでもよい

(第9図)トランスを真空管に置き換えた鏡線ドライブ回路

とに不満がつのってきます(聴くのは

LPなので,なおさらです).

〇　　　　〇　　　　〇

夏の日照りにうだる生活を送って

送り火の気配も近づいて来ると,大

きな送信用出力管を押し入れから持

ち出すくせがついております.

でも,競争相手として単段FET

アンプを意識しながら作る管球アン

プでは,できるだけ作りやすくて一

般性のあるアンプに仕上げ,そこか

ら鮮明な音を引き出すよう冗漫トけた

いとも思います.そこでKT-88や

6550などと馬力も特性もさほど違

わない送信ビーム管4D32を出力

管に採用します.とりたてて風変わ

りでないやや大き目のシングル･ア

ンプというところです.

これで単段FETアンプの鮮度に

どこまで迫れるか,あるいは追い越

すか,管球フアンのかたはもちろん,

半導体好みのかたもご期待くださ

い.管球アンプが前進できるなら,

半導体アンプも前進の余地があると

いう理屈です.

(1) 500V強のB電源に5kQ負

荷

4 D 32は,送信管の正規の命名法

に従うなら3B32という型番とな

るプレート損失50Wのトップ･プ

レート傍熱ビーム管で,外観上も電

力規格もKT88よりひと回り大き

いくらいです.ただ電垣の造りは,

送信管だけあってぐんと頑丈です.

第1表に規格とオーディオ増幅に適

用できそうな動作例を掲げます.

電流容量もたっぷりあるので,佗

い電圧でも小さなインピーダンス負

荷を与えて電力を採り出すこともで

きるでしょう.でも,送信管の顔を

立てるために,やや高いB電圧を用
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憲することにしました. AC450V/

0.25Aの電源トランスの手持ちが

あったので, DC500V強のB電源

をつくってISOのU-808トランス

で5knの負荷を与えることにしま

した.無信号直流電流Ib｡を70 mA

流せば, 10 W強の定格出力を採り

出せると見越まれます.プレート損

失は40W弱となり,頃合いです.

第12図のロード線を眺めれば

電圧の利用率が悪いですが,スピー

カのインピーダンス上昇を考慮に入

れれば,この電圧余裕も無駄ではな

いでしょう.第2グリッド電源E｡2

は第1表の動作例にならって,

DC250Vとします.

(2)出力段の製作

電源および出力段だけを単独のシ

ャーシに組みます.鞠畠段を独立さ

せる音質上の有利さは,次章で大々

的に謳います.

本体シャーシはジャンクとして入

手したかなり頑丈な鉄板のものを流

用しました.でも,細やか,かつ大

胆に色塗りを施して容貌を｢新して

います.増幅段用に開けてあった角

穴を出力管の座敷に使ったので,醍

置にちょっと理不尽(というほどでな

いが無駄)があります. 2mm厚のア

ルミ板を,数mmの透き間を開けて

下から当てがっています.

全回路図を第13図に掲げます.

手持ちのAC450V/0.25AのB

連続
最大定格

動作例
ABzPP

2球

電源トランスと別に,ヒ一夕の容量

不足を補う(4D32 1本分) AC6V/

5Aのトランスを付加しています.

チョークを備えなかったので,整流

後2段のRCリップル･フィルタを

設けました.電解コンデンサは350

V以上の耐圧のものを2個直列に

結び,電圧均等化のために100 kn

の抵抗を並列に抱かせています.

250Vの第2グリッド電源は, B

電源との差が大きいので　つくるの

がちょっと難餞です. 100Wの高耐

圧パワーMOSで簡易レギュレー

クをつくって供給することにしまし

たが, FETの発熱が大きくなるの

でドレインに電圧降下用抵抗器を

入れて負担を軽くしてやります.

ソースからのE｡2供給線には小抵

Ib 140mA 70mA 之Vﾂﾓ��

一_-RIJ-5kn 

一一一一十∠-Ec1--20V(,, Ii 

il ー約12Wi ii iー 

170V520V 

十一350V一十 
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く第12図)

新頭像ドライブ回

路の動作離

抗を入れた上で,電解コンデンサと

フイルム･コンデンサでしっかりデ

カップリングします.これは音質上

の対策です.このE｡2電源は,もう1

段RCフィルタを入れて,前段のB

電源として流用します.

出力管は300()のカソード抵抗

によるオート･バイアスでA級動作

させます. 4D32はグリッド電流の

流れやすい管なので,グリッド抵抗

を100 km以下に制限しましょう.

出力を10W以上とり出すには無

信号直流電流Ib｡が70mAでは

少々不足するので, 75 mA流しまし

た.それでE｡が505V, E｡2が240

Vまで降下しています.プレート損

失は38 Wの計算です.

拘幅段が内蔵されていないので,

シャーシ内はゆったりしています.

でもこれだけ空間にゆとりがあるな

ら,出力トランスを磁気シールドの

ない電源トランスと離すべきでし

た.初心のかたはこのアンプ写真を

見本とされない方がよいです.

3.カスコード管で鏡像ドライ

ブする別置き前段ユニット

の製作

増幅部を出力段と別に頑丈なケ-

ラ　ジオ鼓術



(片チャネルのみ) ⑱
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0 28A以上が好ましい.

〈第13図)画韻的な新鏡線ドライブ回路による4 D 32シングル･アンプの全回路図

スに組むのカキ音質を鮮明化する要

めです.あと振動を止める石も要り

ます.敷石と重し石にレンガを当て

るのも悪くありませんが,先月の表

題写真とおり外見が無骨です.スピ
ーカのデッド･マスと同じく,私は

重しにはみかげ石を使うのが気に入

っています.

手ごろな大きさのものは,京都で

はかなり街はずれへ出向かないと手

に入りません.夏のまぶしい日差し

の中,自転車を走らせて調達に出掛

けました.往路には,仕事の関係で

2年間ほどわきの木陰を昼食に使っ

た広い草地があります.なじみにな

った数本の樹にあいさつがてら立ち

寄りました.ここは元国鉄の操車場

跡で,原爆投下の目印にされた場所

です.なんでも長崎に次ぐ3番目か,

少なくとも5番目に予定されていた

という話です.

夏の入道雲が黒く崩れて,稲妻と

ともにどっと大雨が襲うような折,

乱れて走る黒雲を眺めながら,身体

を内側から焼かれる気持ちを想像し
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たものです.たとえ全身を焼けただ

れさせられ100%の死を宣告されだ

としても,少なくとも心理的には再

生のもととなる体の芯というものを

思い起こすことができるでしょう.

でも,ガンマ線で体の内側から焼か

れたとすれば断末魔の苦しみの中,

最後の希望のあてにする芯は一抹も

ありません.

折しも地元の新聞が, '45年の7月

末から8月にかけて米軍が半トンの

巨大爆撃を投下する訓練を50回も

繰返しており,京阪神地区のものは

すべて京都への原爆投下の準鰭であ

ったと明らかにしておりました.

0　　　　0　　　　0

この章の製作のテーマは,鏡像ド

ライブによるひずみ低減です.前も

ってふつうにドライブした高効率の

ビーム管シングル･アンプのひずみ

率特性がどんなものか提示しておき

ましょう.第14図の真空管プレー

ト抵抗つきの6DJ8でドライブし

た4D32アンプの特性は第15図

のとおりでした.出力0.1Wで

1%, lWでは3%に達しています.

(1)コンパクトな鏡像ドライブ･ユ

ニット

増幅管と抵抗を含め,ステレオで

も双3極管を3本並べるだけなの

で,小さなケースで事足ります(私は

当初にトランスを載せる計画だったの

で大き目のケースを使っています).メ

イン･シャーシとの結線は,ヒ一夕

線2本,B電源とグラウンドで2本,

そして信号線1本です.前の電源線

4本はメタル･コネクタで,信号線

はRCAピン･ジャックで接続する

ことにしました.実はプレート抵抗

管のヒ一夕電位に配慮してもう1系

列ヒ一夕線を備えたのですが,ヒ一

夕･カソード間耐圧の弱い12AT7

を使うのでない限り,こんな面倒は

無用です.

低圧側に並ぶ増幅管Vlと補正抵

抗管V2には,r｡が2-3k【一くらい

の低内部抵抗高gmのカスコード用

双3極管を当てます.ふうつには入

手しやすい30の〟を持つ6DJ8

で十分でしょう.増幅度の小さい単
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出力電力(W)

〈第15図)補正なしドライブ時のひずみ率

タ･トランスを近携裏パネルにつけ

た右チャネルに2.OmVの誘導が

生じてしまいました.もっとも60

Hzのせいか,私の20cmシステム

ではハムはまったく聴こえません.

4.音質で単段FETアンプ

をはっきり凌いだ

対抗試合をする前にたっぷりエー

ジング鳴らしをしたので,単独で聴

く限りの印象をいうと,ずばり単段

FETアンプを凌いでいます.音楽

が広がって,いっそう内側力聴こえ

ます.

聴き較べてみましょう.前段のケ
ースの下にみかげ石を敷き,上にも

球の頭に直接-瞑重に重心を見図

って-みかけ石を乗せます.どち

らをやることによっても,音がくっ

きりします.特にピアノで顕著で,

音がしっかりするうえに艶が出る印

象を受けます.

まず先月と同じ3枚のLP盤を

鳴らしました.音質のいい現わしか

たも同じ流儀でやると,グールド『イ

タリア協奏曲』でピアニシモの"潤

え入り''を聴くと, FETアンプでの

このうえない綿密な羽毛の感触に感

心したあと,新シングル･アンプで

(新緑の葉でなく)この鍵盤が水に浮

かんでいる印象を受けて,いっそう

感心します.余韻が水へ伝わって下

OCT　2005
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へ浸透して行きます.

弦楽曲『四季』に移りましょう.

樹葉に戯れる陽光が, FETアンプ

ではこれ以上ないというほど鮮明で

す.でも新アンプでは樹間に遊んで

いるだけでなく,風に乗っています.

1聞蕾が÷段瞑っています.

やはりはっきり差が出たのは,ア

フリカ音楽の群舞の曲です.単段

FETでは,歓声が波のように伝わ

るとき,群舞が100人ほどの大勢と

知ります.新アンプで聴くと,ずっ

と向こうの列を含めて100人が鈴

を持っています(先月のPPアンプでも

前の2-30人としてしか聴こえません).

意外というか,やはりというか,

もっと差を覚えたのはアンデスのケ

ーナの独奏です.ひとまわり深く甘

く哀しいのです.インドのシタール

の演奏も,新アンプによって音楽像

がひとまわり大きく厚くなります.

数カ月前にも述懐しました力㌔　ア

ンプの鮮度の向上は,西洋音楽より

民族音楽の印象に強い変化を与えま

す.アイヌの弦楽器トンコリのLP

盤を買ったのは,単段FETアンプ

を常用しているころでした.メロデ

ィが1曲につきひとつ,リズムのヴ

ァリエーションも3つくらいの演奏

を聴いて,アイヌの演奏抜法の伝承

が,悲痛なことにいったん途絶えた

のか,と思いました.しかし,この

アンプで聴いて考え直しました.ら
ま

しほんの微妙な強弱や間の伸縮,い

やそうですらないはじきかたのかす

かな違いが,曲の味わいの内容であ

り,それが演奏途上の奏者や聴者の

心境で(現代音楽文化に慣れた耳には

聴き分けられないくらいに微妙に)変

遷してゆくことがこの曲の音楽性だ

とするなら,まったく違う聴きかた

で聴かなければならないということ

です.たT.･',そういう聴きかたは,

いまのアンプくらい鮮度のある装置

でしかできなかったわけです.

･･-この考えが当っているかどう

かわかりません.とまれ山こ留めて

おきましょう.ある類型に慣れた感

性や思考にとって,想像のはるか範

囲外の型や規則がありえ,それは類

型に幽閉された跡の記録には留まれ

ないということ,失われたものを拾

うには原素材が要るし,原素材を得

たうえでも,異種の型を感受する五

感と思考を研ぎ澄まさなければ知

ることは(感じることさえ)ないとい

うことをです.

つけ加えるなら,物理組成も信号

内容もブラック･ボックス化すれば

何が失われ何が変容するかわからな

いという点で　デジタル信号処理は

要注意であり,デジタル情報処理は

要警戒であり,デジタル通信処理は

赤信号です.
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