
● LC-1 Aをどう鳴らすか-臨場感ある青の両生をめざして

全段チョーク結合

球さしかえ型直熱3極管アンプ製作

奮闘記(1)
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私はSHF派

High Fidelityは高忠実度と訳さ

れているが, ``度''といえば度数を数

字で示し, %とかdB表示されるよ

うなイメージがある.現実にはあく

までも人間の聴感覚的なものであっ

て,音響学的に数字で示される規格

があるわけではない.ちなみに,

Fidelityは名詞で忠実とか誠実と

いう意味で度合いを示す言葉では

ない.研究社の薪英和大辞典による

ど, "迫真''の意味がある.

ということは,生の音に対して再

生音が真に迫るような音質が得られ

ればそれがHigh Fidelityである,

と解釈できる.私はSHF/Subjec-

tive high Fidelity派である.すな

わち,物理的な忠実さを求める

PHF/Physical High Fidelity派

ではなくて,とにかく聴感覚的に原

音にできうる限り近い音が出れば

OK,という考えだ.だからといって,

物理特性をないがしろにしているわ

けではない.物理常陸がひどく悪い

アンプからよい音が出るはずがない

からTL･'.

ただ,物理特注を追い求めていけ

ばよい音になるかといえば　そうと

はいい切れないところがオーディオ

の妙というところである.たとえば

帯域の狭い(60-7500 Hz) SPレコ
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●ドライノめ､ら出力管までさし換えできるよういろいろなソケットカ瀧されている

-ドであっても, EMGマークXb

とかプランスウイツクの``マドリー

ドなど最高級蓄音機で再生した音

を聴いたことがある人なら,そのな

まなましい臨場惑あふれる音質に驚

嘆したはずである.これらの蓄音機

の音質を否定する人は,まずいない

だろう.

昨今ではいにしえのアンプになっ

てしまった真空管アンプもしかりで

ある.真空管アンプならばすべてが

よいわけではない.アンプ作りの経

験から,ほんとうになまなましい音

質を再現できる要素が多分にある,

と信じているからだ決して生の音

質そのものを追求しているのではな

い.生の音自体を再生音で求めるこ

とは理論的に不可能であることは十

分,承知している.手段はともあれ,

再生音がいかになまなましく聴こえ

るかについて追究するのが目的であ

る.

再生音楽を聴くとき,その音楽が

より現実感のあるなまなましい音質

であれば受ける感動がまるで違う.

まさにオーディオの真の目的はなま

の音楽に秘められた情感をいかに再

現できるか,ということに尽きるの

だと思う.

オリジナルLC-1 Aへの期待

ところで, RCAビクターのLC-1

Aは, 1949年(昭和24年)ボスト

ン交響楽団の演奏中に一部を録音再

生に切り替えて聴かせ,ふたたびも

とに戻したが,どこで切り替えたの

かほとんどの人が気づかなかっだと

いう,いわくつきのスピーカだ.私

のはオリジナル･ボックスSC-15入

りのLC-lAであるから,アンプ次

第でかなりなまなましい音質が期待

できると考えた.そこでいろいろな

アンプで鳴らしてみたが,容易なこ

とではその真価を発揮してくれる代

物ではなかった.

最初に6V6PP, 6L6PPなど
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直線3極管への挑戦

この時点から直熱3極管シング

ル･アンプでなまなましい音を追究

することに決心した.

3極管シングル･アンプと一口に

いっても,出力管の種類,回路方式,

部品の品種,部品の品質などの組み

合わせが無数にあり,どれがベスト

なのか自分で実験してみなければわ

からない.

まず1号磯で試聴実験を繰り返し

て各クマの音質傾向をつかんだ　そ

の結果をもとにして新たに2号機を

製作して,さらにそれぞれのクマの

試聴を繰り返して,最も自然に近い

音が出るクマを追究した.

本稿はLC-lAの持てる能力を

完璧に引き出すために3極管シング

ル･アンプをどのようにして完成さ

せたのか,その考えかたと自分の耳

で虚飾のない音質を追い求め続けた

その道のりをありのまま書いた,

SHF派の戯言である.

(1)電源

まず電源は,シャーシを別にした

独立電源とした. B電圧400V～

430V,ヒ一夕電圧は直流で4V, 5

V, 7.5Vを切り替えて供給できる

ようにした.

B電源は音質を左右する大きな

要因を持っている.名出力管であっ

ても,電源がヤワだど情けない音に

なることは過去に何回も経験ずみで

ある. 2A3を電池で駆動した音質

は並の電源とはまるで違い,すぼら

しい音が出るという話は聞くが,こ

れはできない.半導体整流器を用い

てクマを駆動すると,音が硬質にな

りがちだ.

整流管を用いてB電圧400Vと

し,実際に流れる電流の2倍以上の

電流容量をもたせた.たまたまブリ

ッジ整流をすれば400 V/350 mA

とれるウェスタンのトランスのジャ

ンクの手持ちがあったの?,タマを

用いて単相ブリッジ整流回路を組み

立てた.整流管でブリッジを組むに

SV4G x4 /5Y3WGTBX4

は,ヒ一夕回路があるので少々面倒

である.ヒ一夕･トランスはだいぶ

昔のことだが,国際変圧器で巻いて

もらったもの. 5V4Gは双2極管

なのでパラ接続にした.

平滑回路は, 1段目のチョークを

挟んだ個所だけケミコンを用いた.

ここは音声信号が流れないからであ

る.その他はすべてMPコンを採用

した.あとからこれにPP(ポリプロ

ピレン)コンを追加している.アンプ

側からみて低インピーダンス化さ

れ, 100 Hz以下の重低音がすんな

り出るようになった1つの要因にな

っている.

単相全波整流回路と単相ブリッジ

整流回路は整流後の波形が同じなの

で,リップル周波数も2fで同じ,リ

ップル含有率も0.667で同じであ

る.違うのはトランスの利用率で,

単層全波整流が0.764に対してブ

リッジ整流は0.90である.このこ

とが,音質に直接関係しているかど

うかは不明だが,実際に消費される
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〈第3図)最終的に決定した第2号機の全回路図.出力管は4種類差し替えができる

(3)出力トランスは4knとし,

ケースなしとする.

(4)チョークも出力トランスと同

様に大型のカットコアを用い,分布

容量が最小で直流抵抗が小さい(200

m以下)ものとする.これもケースな

し.

(5) 1号機で好成績を得た5692

は内部抵抗を1/2にするためにパ

ラ接続とする.

(6)初段管は26, 76, 5692パラを

それぞれ差し替えて実験できるよう

にする.

(7)ドライバの負荷は1号機と同

様にプレート･チョークとする.

(8)ドライバ管は, 76をパラで使

用できるようにソケットを配置す

る.

(9)出力管も, VT-25Aをパラ

で使用できるようにソケットを配置

する.

00) VT-25Aをパラで用いるた

めにDC7.5Vのヒ一夕電源2回

路分を別シャーシに増設する.

以上の設計思想のもとに2号機を

作成した.回路を第3回に志す.

(2)試聴によるタマの選定
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最初に, 27-272A-50のライン

で聴いてみた. 27が網プレート, 272

Aも網プレートである.ヒ一夕が網

プレートの奥でほのかに赤く灯り,

何とも幻想的な雰囲気である.つい

でに50も綱プレートのものが欲し

くなった.音質はすぼらしいが,請

かで勢いに欠ける.

初段管を76に差し替えて, 76-

272A-50としてみた.音に張りが

出て力強くなった.なかなかよい雰

囲気である.かなりなまなましい音

だ. 76は27よりも力強い.

つぎに, 5692パラー272A-50と

してみた. 1号機の同じクマの構成

だが, 5692がパラになっているとこ

ろが異なる.

1号機よりもはるかに現実に近い

実在感のある優れた音質である.音

の規模が大きくなった.出力は同じ

だが,ピアノの響きに重量感が出て

きた. 50としてはまったく申し分の

ないすぼらしい音質である.琴の音

が琴に,ピアノの音がピアノらしい

音を再現してくれるようになった.

初段管の5692パラの効果とチョ
ーク結合の高障泥化および出力トラ

ンスを4knにしたことが功を奏し

たもので,正解であった.この時点

で2号機を製作した価値が十分に確

認できて一安心した.

つぎに,かねてから実験してみた

かったドライバを76のパラにして

みた. 1号磯ではできなかった実験

である.

5692パラ-76パラ-50

その澄み切った音質は,よくよく

聴き込むと, 272Aに決して引けを

とらない.

念のため,カップリング･コンデ

ンサを8ljFから10IIFに増やし

てみたら, 272Aとほとんど区別が

つかない鳴りかたをするではない

か.こんな有難いことはない.ピア

ノの音がほんとうにピアノらしい音

になった.予測が当たった. 76は内

部抵抗が9500 請,パラレル接続にす

ると半分の4750Jlとなり,重低音

再生に有利である.ちなみに272A

の内部抵抗は, E｡-100V, E｡ニー

7 Vの動作でr｡-63000である.

ここで出力管をVT-25 Aパラに

替えてみた.

5692パラー76パラノ-VT-25 A
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がもろに現れるように考えた.

ということになる.独自の方法で一

般的ではないが,長年かかってよう

やくの思いでかなりなまなましい音

質を得ることができた.真空管の時

代はとっくの昔に終わっているが,

それは産業界でのこと.アマチュア

として真空管回路を追求してよい音

を求めていくのは自由だ　時代に惑

わされることはないと思うが,時代

の流れで,良質のクマが消えていく

のが残念だ･'.

2号機の測定データ

(1)周波数特性の吟味

本機の周波数特配ま第4図に示す

とおりである.無帰還アンプの裸特

性としてはよい方だと思う.パワ
ー･アンプとしてどのくらいの周波

数帯域を確保すればよいのだろう

か.可聴周波数は20 Hz～20kHz

といわれているが　これは連続波の

ときである.基本周波数は20Hz

～20 kHzであっても連続波ではな

く,パルスになると基本波の上下に

かなり次数の高い周波成分が現われ

てくる.この周波数成分もきちんと

増幅してやらなければならない.実

際の音楽信号をシンクロで見ると,

ほとんどがパルスの連続波だ.

中島平太良階｢オーディオに強く

なる｣ (講談社)によると, `昔の重要

な要因である時間的変化に追従する

性能をもたせるには, 1Hz以下の

超低周波から100 kHz以上もの超

音波領域にわたる''とある.理論的

にはそうなのであろうけれども,こ

れを再生するのは不可能だしかし,
``クラシックおよび現代音楽では30

Hz～18kHzを忠実に再生するこ

とが最低条件"とあるので　まずは

ひと安心である.

ちなみにLC-lAの再生周波数

帯域は30Hz～16kHzである.卜
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〈第6図〉入出力特出左右同じ

ウイークを追加しているの?,規格

値を信ずるならば40kHzまで再

生されているはずだが,実際にはわ

からない.本機は18kHzで0.5

dB落ち, 40kHzで3dB落ち,下

限は30Hzで1.2dB落ちている.

ピアノのソロ演奏や等曲のソロ演

奏を聴きながら,聴感上最も自然な

音質になるようにATTの調整を

行った.周波数常陸としてはまった

く問題なしと判断している.

(2)ひずみ率の吟味

このアンプのひずみ率は第5図の

とおりである. 1 kHzで測定した.

典型的なソフト･ディストーション

である.無帰還の真空管アンプとし

てはごく当たり前のデータだと思

ラ.現在市販されている半導体アン

プのひずみ率は,カタログで見ると

最高級機種でおよそ0.001%をク

リアしている.これと上軽交すると,

本機はひずみ率が数千倍も悪い.だ

から音がわるいのだ,と決められな

いところがオーディオの妙である.

ひずみ率とは被測定アンプに純粋

の正弦波を入力して,出力に出てき

た波形成分のうち基本波成分だめフ

ィルタを通して落としてしまい,戟

った低調波成分および高調波成分の

エネルギーが基本波成分エネルギー

に対して何%含まれているかを志

すものだ.アンプの'輔巨を表現する

1つの目安だが,私たちが聴いてい

る音楽は高調波が多分に含まれた楽

音である.

すなわち,音楽は音階の基本波成

分プラス,これに付随する低調波成

分と高調波成分から成り立っている

わけで純音を聴いているわけでは

ない.ここで楽音が少々ひずみんだ

としても,さいわい私の耳はそれを

感知する弁別能力がないので安心､し

ている.

純粋な正弦波は｢投に音叉か発振

器しかなない.ひずみ率を測定する

とき,シンクロで波形を観察してい

るとよくわかるが,ひずみ率が数%

ぐらいあっても波形上ではまったく

判別できない.波形でわかるのは,

出力を増加させていったときクリッ

プを起こしたときだけである.

実際に音を聴いてみて,経験上ひ

ずみ率が小さいほうが音がよいとは

いい切れない.スピーカ自体のひず

みみ率がソフト･ディストーション

型で,このアンプもソフト･ディス

トーションなので,聴感上まったく

ひずみを感じないのだと思う.

というわけで,このアンプのひず

み率に関してはまったく気にとめて

いない. SHF派は気楽である,

(3)入出力特性の吟味

入出力特性は第6図に示すとお

り, 4W(160負荷)まで直線を保持

している. 4Wを超えるとクリップ

ひずみが現れる. LC-1 Aを駆動す

るのに出力を欲ぼることはない.シ

ンクロの波形観測から2W以下で

聴いている場合がほとんどである.

実際にLC-lAを駆動してみて,也

力の不足はまったく感じない.貴重

なクマの寿命を考えると,出力を欲

ぼらずB電圧を400Vにしてよか

っだと思う.　　　　　(つづく)
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