
ハードウエアの変遷にみるオーディオメーカーの歴史　[第25回]

ラックスマンの捗むくo
｢ラックスキット｣の測定器類と
人気アイテム

柴崎功sHiBAZAKi is｡o

ラックスキット(LUXKiT)は,自作派にとって不可欠

な測定器類のラインアップも充実していた.今回は測

定器頬を中小にして,大人気だったA800シリーズのミ

ニケース入りコンポ群や,その他の印象的なキット群

を紹介しよう.

測定器キットの

ラインアップ

日本初のテスターは,ラックス

マンの前身である錦水堂が1933

(昭和8)年5月に発売したLUX-

200ONで発売時価格は60円であ

ら.同社は測定器類に関しても国

内の先駆者で　高度な技術と豊富

なノウハウを持っている.

写真1は68W x lO4D x 56Hmm.

006P電池込みで280gという小型

軽量の可搬型ノイズ発生器で　ホ

ワイトノイズとピンクノイズを発生

する.ほかの測定器類は据え置き

型で　写真2のラインアップがあ
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ラックスキットの起債歪率発振器M-5GL (上)と電源ユ
ニットM-6P

る.上から順に紹介すると,最上

段が直流電圧計キットM-8M

(1983年発売,発売時価格12,000

円)でFET入力のシングルオペ

アンプTLO71を用いたDCアンプ

で直流メーターを駆動する.入力

抵抗はlMQだ上から2段目は正

弦波信号発生器キットM-3G (1982

年発売,発売時価格9,000円), 3

[写真1]ホワイトノイズとピンクノイズ　[写真2]ラックスキットの測定器洋.

段目は超低歪率発振器キット

M-5GL (1983年発売. 12.000円),

4段目は歪率計アナライザーキット

M4D (1983年発売, 12,000円)で

詳細は後で述べる.

下から2段目は交流電圧計アダ

プターキットM-2V (1982年発売,

発売時価格9.000円)で　テスタ

ーを高入力インピーダンス(lM

Q)で高感度(フルスケール

lmV)の交流電圧計に変身させる

アダプターだ　これはFETを用い

たディスクリート入力バッファー

ど,オペアンプICを用いたアンプ

や理想整流回路で構成され,交流

電圧を直流電圧に変換して出力す

を発生する小型軽量のノイズ発生器キッ　　上から順にM-8M, M-3G, M-5GL,  [写真3]ラックスキットの測定器ゾノー

トM_1G (1982年発売,発売時価格　　M-4D, M-2V,一番下が電源ユニット　　ス用に開発された±3-15Vの可変電

5,000円)　　　　　　　　　　　M-6P　　　　　　　　　　　　　源ユニットM-6Pの完成品内部

MJ　　　　2



ラックスマンの歩み
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る.これらの測定器は内蔵した9V

の006P電池群で駆動するが　外

部電源端子を装備し, ± 15Vの外

部電源でも駆動できる.

最下段は測定器ゾ) -ズ用の電

源ユニットM-6P (1983年発売,

発売時価格12,000円)で外観は

タイトル写真の下側.内部は写真

3のようになっている.これは3系

統の安定化電源回路を装備して,

フロントの可変出力から±3-

15V (最大02A),リアにある2系

統の固定出力からは± 15V (最大

50mA)の低雑音直流電圧が取り

出せる.

ノイズ発生器キットM-1 G

ホワイトノイズとピンクノイズを
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出力電圧調整

発生する小型軽量の可搬型ノイズ

発生器キットM-lGは図1の回路

構成で電源は006P電池1個であ

る.

ノイズ発生回路には入力端子に

ノイズ発生用ツェナ-ダイオードを

接続したFMのIF (中間周波数)

増幅検波ICを起用して離調ノイズ

と同種のホワイトノイズを作り,フ

ラットアンプで増幅　ピンクノイズ

はホワイトノイズを-3dB/octのハ

イカットフィルターに通して作り,

フィルターロスを補うため出力アン

プで33dB増幅する.ホワイトノイ

ズモードでは.出力アンプはOdB

のバッファーとなる.本機は電源電

圧検出回路を装備し. 75V以下で

はLEDが曳けしなくなる.

[図2] 10Hz～40kHz

正弦波発振器キット
M-3Gの主要回路

正弦波信号発生器キット
M-3G

周波数特性の測定などに使用す

る10Hz - 40kHzの正弦波信号発

生器で　最大出力電圧は無負荷で

3V,歪率は100Hz-10kHzで0.08

%以内,それ以外の周波数は0.3%

以内という仕様である　回路は

FET入力デュアルオペアンプ

TLO82を用いたウィーンブリッジ

型発振回路で　図2の構成になっ

ている.ウィーンブリッジ型発振

回路はゲインが3倍のときにきれ

いな正弦波出力になる.そこで

NPNバッファーを介して出力電圧

を検波し,その電圧でNFB回路に

挿入したFETの内部抵抗を変え
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二重積分型発振回路(ステート川｣アブル発振回路)

[図3]起債歪率発振器キットM-5GLの主要回路

[写真4] 1kHzの歪率が00015%

てゲイン3倍を維持する自動振幅

制御回路を搭載. FETにはドレイ

ンからゲートに負帰還をかけて,

内部抵抗のリニアリティが改善さ

れている.

周波数は2つのロータリースイ

ッチで選択する. RlとR2は周波

数切り換えで10/20/40Hz. Cl～

C3は倍率切り換えで1倍/lo悟

/100倍/1000倍　抵抗値が小さい

ほど周波数が高(,容量値が小さ

いほど倍率が高くなる.電源電圧

は内蔵006P電池辞を届いた際

IjT-とし-1う,起TE吉事発振器キット　は±9V, ±15V外部電源を用いた

蕊-05oG6L.0'Bi鴇諜嘉蕎諜　際は±12Vとなる･
ムを張って電池を保持する

超低歪率発振器キット
M-5GL

こちらは歪率測定用の発振器で

周波数は100Hz/lkHz/10kHz,

3V出力時の歪率は100HzとlkHz

が0.0015%以下, 10kHzは0.0025

%以下という仕様だ外観はタイ

トル写真,内部は写真4のように

なっている.

回路はFET入力デュアルオペ

アンプTL072を用いた図3の構成

で　ステートバリアブル(状態変

敬)型とも呼ばれる二重積分型発

振回路を採用し, FETを用いた自

動振幅制御回路を搭載.二重積分
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ラックスマンの歩み

[写真10] 1979年に発売さ

れた3ウェイ小型モニタースピ
ーカーキットA833 (発売時価

格16,000円)のパーツ一式

MJ

b i.･ -i:I-.i--壌

高さ7.6cm,奥行き14.2cmという

ミニサイズケースを用いたオーデ

ィオコンポーネントA800シリーズ

があり,当時大人気であった　こ

れには収納数が3台で拡張可能な

専用システムラックSR800 (写真

5)が用意され2台追加用のSU-2

(発売時価格4,500円)や3台追加

用のSU-3 (発売時価格6,000円)

を増設して,収納数を増やすこと

ができる.

写真5の収納機器は上から順に,

ステレオプリアンプキットA804

(発売時価格24,000円),グラフィ

ックイコライザーキットA805

124,000円),ステレオパワーアン

プキットA802 (24,000円)である.

このほかに後述のモノ-ラルパワ

ーアンプキットA801, 3Dチャン

ネルデバイダーキットA803,テレ

ビ音声多重アダプターキットA806,

ステレオプリメインアンプキット

Å807, FM/AMチューナーキッ

トA808,オーディオスペクトラム

インジケーターキットA810,次に

述べるMCヘッドアンプA809が

ある.

MCヘッドアンプA809

写真6-7はA809の外観と完

成品の内部で　回路は図5のよう

になっている. MCヘッドアンプは
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差動2段の後にSEPPバッファー

を設けた構成でDCサーボ回路

付き.初段には高gmローノイズ

FET.東芝2SK147が2パラで用

いられている. NFB回路にはゲイ

ン設定用端子Fl, F2があり,これ

を線材で結ぶと20dB,結ばないと

30dBのゲインになる.

スイッチでジャンプできるMM

イコライザーには　高耐圧低雑音

のリニアIC東芝TA7322Pを投入

し, NFB回路には信号NFBと

FETバッファーを介した直流

NFBを併用した｢デュオ･ベータ

回路｣カ導入されている.

DCパワーアンプA801

写真8, 9は35W/8Qモノ-ラ

ルDCパワーアンプA801の外観と

内部で　回路は図6の構成になっ

ている.電圧増幅部は,初段が

NPNトランジスターをカスコード

接続したFETの差動回路でPNP

カレントミラー負荷, 2段目はイン

ピーダンス変換用エミッターフォ

ロワーを介したPNPのエミッター

接地アンプという2段増幅構成だ

電力増幅部は2段ダーリントン接

続で　35Wという低出力なのに

AB級の出力段を敢えて2パラ接

続にし.負荷ドライブ能力が強化

されている.図では省いてあるが

39

[写真11] 1982年に発売された3チ

ャンネルミクシンク機能付をギターアンプ
キットA301 (発売時価格75,000円)

[写真12] 1976年に発売された,タ

イレクトドライフ式アナログプレーヤーのキ

ットPDK131 (発売時価格72,000円)

出力に± 2.5V以上の直流が発生す

ると出力リレーをオフにする保護

回路が付いており,出力ショート

などの過電流に対してば3Aの出

力ヒューズで回路を保護する.

その他の注目アイテム

ラックスキットには　写真10の

ようにスピーカーキットにも豊富

なラインアップがあり,スプリング

式リバーブユニットを搭載したギ

ターアンプ(写真11)辛,ダイレ

クトドライブターンテーブルを採

用した高級アナログプレーヤー(写

真12)までキット化された.

※タイトル写真と写真3. 4以外はラックス

マン提供




