
●鏡除ドライブでひずみは1/5以下に

6550 A/KT-88シングル･アンプ

の製作__ヰ質向上の秘策はシャ_シ分割と防振

喜藤井秀夫8

4D32に続いて,もっと知られた

オーディオ用ビーム管6550Aと

KT 88を使って,シングル･パワー･

アンプをつくります.先月と同じよ

うに,新鏡像ドライブ段を別ユニッ

トに組み,ひずみ低減と音質鮮明化

を画ります.

実は,このアンプは本誌試聴室へ

送るために作ったもの?.製作記を

書くつもりはありませんでした.``作

りやすく,電気的特性が優れ,音質

的品位か清い''と3拍子そろったア

ンプを広く知ってもら掃うと思った

のでした.

ところが作りあげてみると, 4

D 32アンプより音質が冴えません.

これでは試聴室へ送ってもおもしろ

くないし,篭球フアンをがっかりさ

せます.

いろいろ工夫をこらし, 4D32ア

ンプと同じ音質水準に達しました.

さらに工夫をこらし-もうパワ

ー･アンプにしては風変りな外観と

構造へ変貌して,運送に困難なほど

です一一一竜がよくなりました.感触

からして,もっとやればまだまだよ

くなりそうです.でも,どんどん自

分の部屋以外に置けそうにない形に

なってゆきます.

ともあれ今月は, 1カ月の努力が

得られた経験と知恵を紹介したいと

思います.
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1.制動係数と音質との関係

について

近代議会制度というのは,代行人

(代議員)という名の独善的(つまり美

恵的)権限者を何年かに一度ショー

ウインドウから選ばせて,あたかも

自分たちの代弁者だと思わせる擬似

(似て非なる)民主主義装置であると

いう, 100年以上前のこきおろし定

義がありますが,どんぴしゃりこの

定義を思い起させるマスコミ･ショ

ーの中で筆を起こしています.それ

なら本物はどこにあるのかと問うた

場合,たいがいの人はギリシャを思

い浮べるのですが,この定義をとな

えだ当人は北米先住民を想定してい

たようです.

0　　　　　　0

今月つくるのも完全無帰還のビー

ム管アンプです.制動(ダンピング)

係数はコンマ2-3の電流出力アン

プです.

電流出力アンプという呼びかたを

すると, 『ラジオ技術』誌上ではそれ

なりの評価を与えられているのです

力㌔ ``NFBを掛けない裸の多極管ア

ンプで, D.F.が0.2くらいしかな

い''といういい表わしかたをすると,

音を聴く前から打棄てられる可能陸

が,まだまだオーディオ界の偏見と
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で, 240VのE｡2を用意しました.

高耐圧のMOS-FETの簡易レギュ

レ一夕でつくっています.

B電源, G2電源に並列に入れたフ

イルム･コンデンサが大切な音質へ

の活力剤です.

音質の話をすると,単段FETア

ンプと振り合い, 4D32アンプと張

り合い,遜色ないようにと努めると,

工作はまだまだ先の長い道のりで

す.とりあえずふつうに作られてい

る姿を披露すると,写真Aのとおり

です.でも,これでは単段FETアン

プにかないません.まずは鞄国交を

独立したケースに組み,石で固めな

ければなりません.今回はそれでも

話が終らないのですが,後日談は章

を改めてのこととします.

OPTにはシャーシと風味の異る

線の化粧をほどこしました.このよ

うに微妙に色合いに変化をつけると

風流です.

(2)独立前段部の敷物はレンガ

でなく石

まず自画自護を｢席ぶっておきま

す.先月のアンプを作ってからあと,
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新しい鏡橡ドライブがいかに簡単な

ものか,改めて感心しました.プレ

ート負荷にしている真空管抵抗の方

はもとから必要なもの(必要と思わな

ければ抵抗器1本でもよい)ですから,

2極管接続の3極管をつけ加えるだ

けのことです.バスアス調整回路の

配線の手間も, NFBの位相補正に

較べれば　わずらわしさの軽いもの

です.

難点は調整にひずみ率計が要るこ

とですね.大出力時のひずみはオシ

ロスコープでの目視でも増減がわか

りますが,大事な小出力時のひずみ

は目で見えません.艶パソコン

版のFETアナライズが安価に手に

入ると聞くので　それで高調波を観

察するのもよいでしょう.

もう一度,原理的構成図と波形図

を第11図に掲げておきます.

作ったものはケース外形以外,先

月号と変りません.外観は写真Bの

とおりです.増幅管と補正管に不殴

らず稀少管6R-HH8を使ってい

ますbi-,ゲインを欲張らなければ

入手の容易なカスコード管6DJ8

で十分なこと,繰返しておきます.

注意事項は敷石です.先月号に｢レ

ンガでも悪くないと思います｣と書

きました.ところが今月たまたま石

がなくてレンガを敷いたところ,普

がなまります,おやおかしいと思っ

てみかげ石に変えると,音像がくっ

きりして艶さえ出ます.こういうわ

けで, ``レンガでも悪くない''という

のは誤りでした.頭の重しがないと,

敷石の効果は2/3ほどに衰えます.

(3)電気的特性一一鏡像ドライ

ブはまたまた成功

音質を考慮したアンプ製作はこれ

からが本番というところなのです

那,電気的特配ますでに確定したの

で,ここに明らかにしておきます.

残留出力ノイズは両チャネルとも

0.3mVmsで,優秀な低ノイズ･ア

ンプに仕上がりました.磁気シー)レ

ドのない電源トランスに出力トラン

スを近接させると,角型のFWシリ

ーズなどでは向きを工夫しても2

mVmsほどのハム誘導を受けるこ

とがあるのですが, U-808は鉄芯を

立てているのがよいのか,そのよう
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〈第13図〉最初のサブシャーシの固定浅

く第14図〉サブシャーシ止めに粘杜をつけるト

二三

∴∴∴ 刪ﾅ_ 劍���������ｨ���ぴ� ��

顔 �� ��∴ 凵� ∴∴ ��

:ら. ∴∴ ∴∴∴ :t∴ ∴∴ :∴∴∴∵ ∵ (×")＼溺麗 又ぴﾒﾒ�∴∴ :∴ iiー鶏頭 ∴∴∵∴- 

･.∴∴ 劔∴∴∴∴∴∴∵:蕊: ��

《写真C〉鉄塊を載せた閲辰サブシャーシ上に出力管を収容したが.I I

ます.それでも3日間ほど音楽を聴

けば耳も体も先を求めます.

鉄塊やら3枚重ね裏ぶた板やらの

振動対策は重厚ですが,もとから軟

弱で混濁音の発生源と考えられるメ

イン･シャーシ上であくせく頑張っ

ているのは,合理性に欠けている気

がして来ました.すっきりと別のシ

ヤーンに組んで石の上に載せたり

する方が簡明で知恵者のやりかた

というものでしょう. 2mm厚のL

型金具を組み合わせて,出力管を別

ユニット化してみました.

出力管を2本載せるだけのユニッ

トですが,前段から信号を受ける入

力ピンは自家で備えるべきでしょう
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《写真D〉結局,出力部は別シャーシにしみかけ石の上に
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し,カソード･バイアス部も内蔵す

る万が電源ユニットとの連結が簡潔

になります.その他,バイパス･コ

ンデンサも追加し,このユニットの

回路は第15図のとおりになりまし

た.電源ユニットとの連結にはもと

のUS球ソケットを使います.

電源ユニット側のUSソケット

まわりの部品を削除する必要はあり

ません.使わないものは放置される

だけのことです.

逆に追加配線が2本必要です.グ

ラウンド線は絶対に必要で, 8ピン

のうちあまっている6番ピンを使い

ましょう. USソケット1個で連結

をすませるためには,他チャネルの

プレート線を引っ張って来なくては

ならず,これは1番ピンを便いまし

た.回路図内に図禾しているとおり

です.

再三,容貌を自慢しますが,出力

管ユニットの水平台はピンクに黒じ

ま,前後のたて板は光滑つき線で,

電源ユニットと対称照応する優美な

姿になっています.合体すると,竜
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〈第15図〉分離した出力管部ユニット回路
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宮城という観です.まあ自分で音楽

に興じる道具ですから,楽しければ

よいというものです.これを写真D

のようにみかげ石の上に載せます.

メイン･シャーシ上にあったときと

違って,デッド･マスの効果は小さ

いので重しは載せないことにしま

す.

(3)余韻があふれ,民族音楽の

なまなましさがいっそう迫る

3身合体アンプの稼働です( 3位
一体ではありません).場所を取るの

で,敷石,重し石とも小さ目の10×

20 cm角のみかげ石にしました.

音質は, 4D32シングル･アンプ

の試聴記ではめた内容が一段と深ま

ったといえます.水にしみ込んでゆ

くようなピアノの余韻,風に乗って

いるような弦楽器の甘美さと哀感,

前回ほめ言葉に使った印象か㌦　その

▲パワー部の醸

1ドライバ段の

シャーシ内部

まま強調されています.中低音の厚

みも増したようです.

特記したいことは,自作RGWl

システムで吸音･反射板なしではヴ

ァイオリンの高音がややきついと思

っていたのに,滑らかに感じられる

ことです.減衰しているわけであり

ません.華やかさは残っています.

興奮を覚えるほど向上したのは,

やはり各地の民族音楽です.インド

音楽での鼓を乱れたたく不意打ちの

手の感触,津軽三味線のバチのはね,

などなどのなまなましさです.

ケーナも,これ以上の甘さ･哀し

さの表現はないと思っているほどで

したが,新しいアンプではもっと余

韻を引きます.アンデス高地の空気

の香り,光の変幻がつけ加わります.

インディオの女声の歌も高原のかげ

ろう(そんなものがあるか?)を帯び

実 ∴∴..1∴言 

∴∴∴∴∴∴ 

64

《写真E〉

別シャーシに4B38

を組み上げてみた

ます.

違う楽器かと思うほど変容したの

がアイヌのトンコリです.弦の質が

違い,文学的に使う琴線という言葉

そのものの音を出す,非常に気品の

ある楽器だということを知りまし

た.ジャケット解説に"木をくり抜

いた胴は人の体を摸したもの?,顔,

普,腹も, '亡臓･へそ･陰部もある''

と書かれているのです力㌦　これまで

この説明の音楽上の意味がわかりま

せんでした.

新しいアンプでわかったいまは,

この楽器について先月に述べた私見

も改めなければなりません. ``一昔を

味うだけでも音楽である''ように作

られた楽器なのです.このことは,

私見のあとで述懐した異形の文化様

式とその記録･再生についての注意

をいっそう強調するものです.

0　　　　　　0　　　　　　0

4D32シングル･アンプをしのぐ

音質のアンプを手にすることができ

ました.でも,物事には果てという

ものがないことを示すために, 1枚

の写真を掲げておきましょう. 4

B38のシングル･アンプの,やはり

出力管だけを独立させたユニットで

す(写真E).低音の音質向上がいち

じるしく,厚みを増しながら滑らか

です.技術的に内容はさほど変らな

いので早々に製作記を記すつもり

はありませんが,写真だけでも示唆

的でありましょう.
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