
音質改良のカギはシャーシ分割と院震!!

無帰還で超低ひずみの実現をめざすG2ドライブによるスーパー5結方式

21LU8PPパワー･アンプの製作

目のさめるような低ひずみアンプ

を作って,電気的特性と音質との連

係について進展を探るとともに検証

をやってみました.第2グリッド･

ドライブ5極管をスーパー5緒で動

かせて,無帰還のままひずみ率をコ

マンド･ゼロなにがし%にまで落と

したPPアンプの製作です.

原型は11年前に本誌に発表した

21LU8PPアンプですが,このま

までは音の鮮明さが単段FETアン

プにはるかに及ばないので最新の

回路的改良と構造的工夫とを加え,

どこまでの音質的品位に至れるの

か,試してみたものです.再製作に

あたっての心晴えは, ①段数の最小

限化, ②信号に関わる抵抗器を極力

排除, ⑳酎百段･出力管それぞれの
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別ユニット化です.

実のところ,ある時期(音の鮮明化

に全力をそそいでいる時期)には,こう

いう付加回路でひずみをそこそこ以

上に落とすことに,あまり意味を見

出さない心境になりつつありまし

輿.でも,鮮明化を一定水準にまで

果たした段階で　デバイスとしての

真空管の素顔の透明さを再認識する

と同時に, NFBに頼らないひずみ

率の低減力｣一一音の鮮明さを十分に

確保している限り一一音楽の表情を

深めることに,月日を追って気付い

て来ました.

また今月号｢クロストーク｣に載

っていると思いますが,新型鏡陳ド

ライブの旧型に較べてのあいまいさ

を批判されている野呂伸｢氏のよう

藤井　秀夫

に,回路技術の冴えという力華麗さ

(野呂氏は他の意味も含有しながら純粋

さと表現されています)を評価される

オーディオ愛好者が少なからずおら

れることも事実です.

私もそのくちの｢人で一方では

流麗なアンプで聴く音楽に"精霊が

ついたのでぼ'と思う瞬間,他のす

べてを忘れることもあれば　回路の

技巧上の鮮やかさや明晰な理的筋道

の威力に上気して,宙に浮くことも

あります.後者の気持ちをなくして

しまえば　やはり自作オーディオと

いう分野は成り立たないでしょう.

しかしまた,技巧自慢のアンプが

濁った音楽を鳴らしていたのでは興

ざめです.

冴えた技巧を加え,あるいは深い

洞察に沿わせ,職人的精魂と腕力と

を注いだものが精霊のように美しい

音楽を奏でる-これが理想の姿で

す.この理想へ近づこうと努力する

筋道がまちがっていないという確信

は,ここ数カ月で持てました.あと

は-歩一歩,失敗も混じえつつ進む

(第1図〉スーパー5籍の原理
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付加する豪勢な回路は使いづらいと

ころです.それに,遊んでいるGl電

極を合成信号の入力に使うという原

型の工夫はなかなかオツなもので,

簡明さのゆえに音質的にも良好かも

知れません(あくまで``かもしれない"

です).

そこで昨年の回路的工夫と折ちゅ

うして,第7図の回路案で挑むこと

にしましたトランスでI｡2信号を

増幅,基準点シフトした上で.出力

管のGlに加えます.トランス1次

側の抵抗器は省き, I｡2合成に関わる

部品はトランスと2次側ボリューム

1個です.トランスの巻線比は3-

4倍,インピーダンス比にして10

倍くらい欲しいところです.

2. 3身合体式6/21LU8G2

ドライブPPアンプの製作

劇的な低ひずみアンプに仕上げる

と同時に,音質の混濁を除いて,そ

の低ひずみ特性に相応する流麗な音

楽表現を引き出せるかが今月の製作

の工夫のしどころ,腕の発揮しどこ

ろです.出力管がずいぶんと入手し

やすい管種のものですから,うまく

ゆけば自作オーディオの幅を広げら

れると自負するのですが,正直いっ

て自信満々ではありません.

音質の混濁を除く方向への努力

は,冒頭の外観写真を見れば内容を

推察していただけるでしょう.先月

の6550 A/KT 88シングル･アンプ

と同様に,シャーシへの防霞に並々

ならず心を配ります.この心配りの

やりかたが,それなりの付加回路を

持つスーパー5結G2ドライブ･ア

ンプ相手に通用するかどうかカキ勝

負どころです.

極小ひずみ化については,元祖の

前例があるのでかなり自信を持って

始められます.無帰還のポイント･

ゼロ*を達成した初代のスーパー5

結G2ドライブ･アンプに敬意を表

して,電源部はそのまま使い,電力

に関わる出力段の定数もそのまま踏

襲します.とはいえ,出力管ユニッ

トも増幅ユニットも新しく作って3

身合体式にするので,ほとんど新ア

ンプの製作です.

出力管は%12AT7相当の高〟

低r｡3極増幅ユニットを複合した

垂直偏向5極管21LU8です.この

3極ユニットはドライバに使いま

す.もちろん,6LU8も6.3Vヒ一

夕線さえあればまったく同様に使え

ます.

'94年5月号の本誌に発表した21

LU 8 PPアンプの全回路図を第8

図に掲げます.

音質向上のために,つぎの2つの

大改造を加えます.

0出力管はカソード･ホロワ･ドラ

イバを含めて,別シャーシに組ん

で石に載せる.そのうえでI｡2合

成回路を変更する.

0初段掴幅(兼位相反転)段も独立ユ

ニットに組み,石に載せ,重しを
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対球へ　　　　　　対球へ

(第5図〉ライン･トランスを使うスーパー5結

加える.信号に関わる抵抗器をい

っさい使わない回路へ大幅に変更

する.

(1) G2ドライブ･アンプの電力設

計

出力電力に関わる定数は, G2ドラ

イブ･アンプといえども変わるもの

でありません.電源電圧,負荷抵抗

値と球のプレート損失との兼ね合い

で決まります. Eb250-260Vで

PP間負荷7kmを与えると, A級

PPなら負荷3.5kQのシングルの

2つの分と見なせるので第9図の

概略ロード線から1球あたりの最大

出力ばS.9Wの計算になります.

PPで約8 Wが見越せます.

A級で動作させるには無信号プ

レート電流Ib.は50 mAが適切で

プレート損失は12-13Wになり

ます.ぎりぎりではありますが,球

の規格内に収まります.

G2ドライブで思案しなければな

らないのは,この図でのピーク電流

100mAを流すのに, G2のドライブ

電圧の波高値が何Ⅴ必要かです.こ

の電圧が低いほどドライブしやすい

理屈です.つまるところ, I｡に対す

るE｡2の変換比率(コングクタンス)

が問題になるわけです.

◎髄: LL91-92の小さい管の第2

グリッド交流ドライブ電圧e｡2の交

流プレート電流i｡に対するコング

クタンスgm2は,第1グリッドGlの

gmをGl-G2問電圧増幅度LL9,-92で

主管 田���｣3��ﾒﾒ�v���剄≒ｬ補助管 Ebb2 ~こ 

II � ��f&"�

対球へ　　　　　バイアス　　　　pp対

(第6図)最新のグリッド接地式I｡2合成
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えません.もしシャーシに触って手

にしびれを覚える場合は,コンデン

サを0.03IIFくらいに落としまし

ょう.それでも気に食わないなら,

AC 6.3 Vのヒ一夕巻線で点火する

6LU8を使いましょう.

(3)抵抗器を使わない初段増幅

ユニット

音質向上のために改造を加えた新

しい21LU8PPアンプの全回路

図を第10図に掲げます.実はOPT

にFEI0-8を購入する予定のとこ

ろFE 10-10しか在庫がなかったの

〈第9図〉

21LU8の特性

と負葡線

で,これを使っています.電流容量

の規格を10%超過していますが,電

力能力,常陸とも大差ありません.

図には8kQのものと記入しておき

ます.すでに記したとおり,回路上

の変更個所は,出力段のI｡2合成部

と位相反転を兼ねた初段糊回路で

す. I｡2合成部はシャーシ構造を含め

て今月の最大眼目なので後に章を

改めて記します.

アルミ･ダイキャスト･ケースの

独立ユニットに組む点は,ここ数カ

月の管球アンプと同じです.実は中

の回路も,デカップリング定数とプ

レート管にヒ一夕耐圧の高い管種を

使っていること以外は, 9月号の47

PPアンプとまったく同じです.初

段で位相反転する12AT7のカソ
ード結合鞄幅回路です.ミソは,信

号に関わる輔器をまったく使わな

いことです.

プレート負荷にもカソード結合に

も真空管抵抗を使います.抵抗器に

置き換えたいと思う場合を音質的

影響について相当気を使って,品種

を厳選する必要があります.

真空管抵抗は,管種を決めてしま

うと交流抵抗値を自由に変えられま

せんが(Ibを小さくすると抵抗値が高

くなる傾向はある),直流的な電圧降

下はカソード･バイアス抵抗の増減

で相当大幅に調整できます.ただし,

このバイアス抵抗は電解コンデンサ

でしっかりバイパスします.これら

コンデンサの品質力海賀に与える影

響はないわけでありませんが,バイ

+200Vく因o竿,32502P_2"2K,."42"2KIbo50mA_ 剴r�ﾆﾂ�+255V ▼ ISO FE 10-8 日 単一 辛 270V 0.3A I 

V21韓観 vl12灯7i 刪鼈�35WIK-､Ⅵ21LU8'00 ---) Iノ51｡′ ＼ lK(B)100〟 -:｢ I(二ヽ trl.+ lK(B)I 51｡＼一一一 ilKー~)100K3Wlbn iV521LU8 I I▼-216V1+225V i20002SK1119iHmW3305W. 

3漸lK､▲+1紙子- 

鞘,;:.2000:___:iOoii-親p′i V312AX7 -.32V鞘3WGh 

絨!-:23艶 白�����������lS: 蛾vlK15K魂oGv+_鵜Ⅴ 

i I i i I i i 冓 i35特認輩 
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(第10図〉計スーパー5籍Geドライブによる21 LU8PPアンプの全回路
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パスしない抵抗器に較べるとずっと

小さい,と考えた方がよいです.

蛇足ながら,抵抗器に触れたこの

機会に, 2年ほど前にもらした嘆息

をもう一度記すと,世のあらゆる電

気的測定器が,音質への配慮のない

金属皮膜抵抗器を多用している状況

の中で,オーディオ･アンプを電気

計測することは,音質に関与する微

妙な常陸の次元の話になれば濁っ

たオーディオ装置による再生音でピ

アノやヴァイオリンを評価するよう

なものです.

閑話休題.プレート負荷,カソー

ド結合ともにr｡の高い12AX7の

2極管接続を使うのがいちばん配線

の手間が省けるし利得も高くなりま

すが,プレート側にカソード･バイ

パスした12AZ7や12AU7を使

うと,音質に活気が出ます.ヒ一夕･

カソード間耐圧が小さいので要注意

です(ヒ一夕に正バイアスが要る).

正電源,負電源とも,フイルム･

コンデンサによるデカップリングが

ぜひ必要?,シャーシにゆとりがあ

るなら,電解コンデンサを加えるの

が万全です.

宇80
20i1 250V

図(片チャネル)

DEC.　2005

出力端のデカップリング･コンデ

ンサにはいろいろな品種を試してみ

ましたが,誘電損失の小さいポリプ

ロピレン･フイルム系の範囲内なら,

前段を独立ユニット化することによ

る変化に較べれ悌　コンデンサによ

る音質への影響は限られています.

ただし,オーディオ専門店には-

おそらくジャズの女性ボーカルを対

象にしていると想像される一一わざ

わざ音をぼかすコンデンサ(オイ)レ･

ペーパー系?)が置かれています.

古いビリー･ホリデイのLPレコ

ードなどに,高音を強調してS音が

サチるような録音があります.これ

らを聴く場合には確かに有効です.

私のスピーカ･システムのせいでは

ありません.女性フォルクローレや

マックス･ローチと共演しているア

ビ一･リンカンの声はちゃんと甘く

滑らかに聴こえます.それなのに,

なぜかアピー･リンカン主演のLP

盤ではS音がサチります.

3.トランス式スーパー5結

出力管ユニットの製作

単段FETアンプを連作していた

春のころ,向かい屋根の南の透き間

から朝の寝ざめの目を直射した太陽

那,ぐんぐんと移動して北側の透き

間からのぞき,反対の壁際へそり返

って見なければならなかったと思っ

たら,もういつの間にかもとのよう

に北側にある私の朝の目に入って来

ています.

春には目に入った陽光が,眼球の

中で砂漠か火星上かと見まがう光球

の風景をつくっていました.目がな

じんだいまでは,窓の外の葉とで,

私の水晶体の中の屈曲やひびの反映

らしい多様な模様や光る立体をつく

って,日々目を驚かせます.あると

きなど眼球の中で蝶のさなぎがふ化

しました.

と思えば,ピラミッドの中のよう

な石状広間が展開して,数体のミイ

ラまで並んでいます.これらは分析

的に探れば,窓の外や内のこれこれ

が正体とわかるもので,当初は｢幽

霊の正体を見れば･･｣という気持ち

になったものです.

分析的に知る正体とは,せいぜい

音楽について楽器の音響現象で説明

するくらいのものだということで

す.ただし,音響現象でない聴覚音

はなし:-一一･･･一これも大事なことです.

鮮明なアンプを得て,音楽演奏中

にスピーカやターンテーブルから広

がるイメージも,多様さと勢いを増

しています.民族音楽では,奥の暗

色のカーテンから,大河や山岳や踊

り子が殺到して来たりします.

ターンテーブルから出没するイメ

ージの発端だったリヒテルのベート

ーヴェンのピアノ･ソナタNo.17

は当初,どこかの室内に昔日の憧れ

であった送信管様の影が並んでいる

英とした空間だったのですが,どん

どん内奥へ入り込んで,今日は地下

室に,まるで幼少期の町並みにあっ

た機織や工芸の場の精髄が整三序され

た水路を流れているような光景がの

ぞきます.

ベートーヴェンのピアノは徹底し

て都会です.もっともその水路のも

ど,あるいは下流の湖水が垣間見え

たりもします.

0　　　　0　　　　0

メイン･テーマ部の製作です.

(1)足の短く頑丈な出力管シャー

シ

出力管だけを独立シャーシに組ん

で石に載せることの音質改善効果に

は, 2台のシングル･アンプの経験

から,確信を持っています.でもカ

ソード･ホロワ･ドライブ段を持つ

PPアンプは初めてです.その初め
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う.まずはクラシック音楽からです.

階調の記憶が耳にある音楽といった

意味合いです.なお,比較に使って

いる単段FETアンプも, ``lWで

1 %以下ならよい"というノ蘭卦けで

作っていた時期より特性に気を使っ

て, I｡｡を増してひずみ率を下げて

います.といっても半減くらいです

が.念押ししておきますが,どちら

も電流出力アンプであり,無帰還ア

ンプです.

まず分解能を調べるためにピアノ

のピアニシモ消え入りに耳を澄ます

ど,どちらもフェザーの感触を覚え

させますが,単段FETでの方が羽

毛の線がやや細く,わずかに分解能

が優るようです.躍動的なピアノ曲

では, FETの高音は響きがあって

華美であり,新アンプは清純で優美

です.中低音の方はFETでは切れ

と響きがあり,新アンプで厚みを感

じます.どちらを選ぶかというと,

あまり優劣を覚えません.

弦楽曲に移ると, FETの万が歌

いが強く,哀しさとか軽やかさとか

曲の主張を強調します.新アンプは

ひたすら清澄です.美を誇張してい

い表わせば　FETでの情感が仲の

よい恋人に対して,新アンプでは妖

精です.でも,やはりどちらを選ぶ

かの優矧瞑位はつけられません.
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〈第13図〉

本機のひずみ

率特性低レベ
ルでは01%

を切っている

(2)各種民族音楽を聴く

ここまででは新アンプが飛びつく

ほど優ることはなく,数倍の労力を

質した3身合解題低ひずみアンプ完

成の感激が色あせ気味でした.

でも,アンデスのケーナの演奏?,

俄然意気があがりました.情緒表現

がぐんと豊かです.息づかいも玄妙

で奥の深い心晴･風景(というより

風土)が広がります.滑らかに推移す

る音楽では,極小ひずみが効いてく

る様子です.

揆音の音楽でも,インドのシター

ル･タプラ演奏のように耳慣れない

(あるいは不定形の)曲では,やや線が

太いながら厚みが優り,迫力がかな

り上まわります,

民族音楽が得意らしいので　イラ

ンのLPレコードを鳴らしてみま

した.ペルシャ音楽はヘレニズム時

代の伝統を保存しているので　オリ

エント･ヨーロッパ音楽の基底に位

置し,ギリシャの音楽も類推できる

ど,ジャケット解説にあります(世界

最初に体系的音楽理論書を著わしたア

ラビア学者もペルシャ出身らしい).

ペルシャ音楽のLPレコードは

まだ1枚しか持っていないのです

が,最初に触れた際の感想というも

のは,精通してから読み返すと,参

考になることが多いという経験か

ら,あえて書きます.

サントウール(ピアノの原型)の演

奏など,琴を思わせる冒頭,クラシ

ック音楽岡の前奏に始まって,徐々

に胸の騒ぎ,不憲打ち,調和とその

乱れが加わり,どんどんスピードを

高めてジャズ風になり,やがて目に

(耳に)も止まらない早技でアフリカ

舞踊そこのけの歓喜･陶酔に至りま

す. ``崇高や優雅'‥`調歩と軽妙''"情

念と躍動''とあらゆる美について,

10分ほどの曲で,内に至高の域を見

せようとする作法を感じさせます.

弦楽器はいっそうの驚きで-聴

してバルトークを想わせます.西洋

現代音楽ではバルトークあたりから

始まる不調音の混入は,主要な情緒

表現でなく綾と↓ゞうか力味であり,

さもなくば(より全面的になる現代で

は)情緒の否定です.ところが,ペル

シャ音楽では基本旋律は枠組み,檀

端にいえず輔市振りにすぎず情緒の

本体は音階からのずれ,あるいは揺

れにあります.そしてその情緒が,

現代日本人の耳に合わなくない形

で　山盛りいっぱいあふれんばかり

です.

"階調が美体系''という前提の下

で, ``無階調が美の否定''という論法

に乗っているように聴こえる(少な

くとも私には)西洋現代音楽が,非常

に狭い枠組みのものだと認識させら

れます.物事は想像より広く,まっ

たくの裏返しもある.そして源流を

たどると広くなる.これはオーディ

オ･アンプ技術でも同様ですね,ど

くに無帰還技術が広まる以前を訪ね

れば

当然ながら,このペルシャ弦楽曲

の演奏は新スーパー5鯖アンプが断

然得意であり, FETアンプで鳴ら

すと,軽薄にさえ感じます.
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