
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26回]

ラックスマンの捗みくら)
オーディオ繋明期の代表アンプ

柴崎功　sHiBAZAKi iS｡｡

オーディオ隷明朗から日本のオーディオブームが開花

した1970年ごろまでの期間に,トランスなどのオーデ

ィオパーツから完成品まで手広く扱っていたラックス

マンから,注目すべき技術を搭載したアンプが多数発

売された.その中から特に印象的な製品を紹介しよう.

プロ用プリアンプPZ21

写真1はプリメインアンプSQ

5AやSQ5Bと同様に,木目印刷の

塩ビ積層鋼板キャビネットを用い

た, 1962年発売のプロ用プリアン

プPZ21である.この当時のプリア

ンプは　フォノとAUX以外にマイ

ク端子やテープヘッド端子を付け

た製品が多かっだ　本機もその一

つでAUXのラインレベル信号は

抵抗分割でMMレベルに落とし,

MCカートリッジや低インピーダン

スダイナミックマイクなどの微小

信号は昇圧トランスでMMレベル

に昇圧して全入力信号をイコライ

ザーアンプに入れNFB回路を適

宜切り換えるという構成だ　その

後にLUX型トーンコントロール回

路が付いている.この部分は翌年
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SQ38Fのパワーアンプ部を洗練して独立させたMQ60

(1969年発売,発売時価格62,000円)

登場したSQ38 (6月号の図1)の

プリアンプ部とほぼ同じなので

ここでは割愛する.

図1はボリューム以降の回路で

フラットアンプのNFB回路にはラ

ウドネスと称する小音量時の聴感

補正ローブースト回路が組み込ま

れている.次のローカットとハイ

カットは,山根式と呼ばれるNFB

型2次(- 12dB/oct)アクティブ

フィルターで　それぞれ2種類の

遮断周波数が選択できる. Rチャ

ンネルはフィルターの真空管から

0.1 1l Fを介して信号が出力斌子に

出るかしチャンネルはP-K分割

の位相反転回路/切り換えスイッ

チ/出力バッファーを介して信号

が出力され　位相が正相と逆相に

切り換え可能だLRの出力信号は

メーターアンプに送られて,フロ

[写真1] 1962年に発売された

プロフェッショナルナノアンプpz21

(発売時価格58,500円). 1961

年発売のナノメインアンプ第1号

機sQ5Aのデザインを継承してい
ら

ントパネル中央の2遵レベルメー

ターを駆動する.

センサーレス

MFB回路を搭載した

プリメインアンプSQ65

スピーカーの周波数特性を改善

するMFB (Motional Feedback)

には振動板の動きを検出するセン

サーが必要であるが　センサーの

ない一般スピーカーでMFBを可

能にした特許技術が　バリアブル

クロスオーバーMFBである.

1962年発売のSQ62に次いで　こ

の技術をパワーアンプ部に採用し

たプリメインアンプが1965年に発

売された写真2のSQ65で　この

技術を用いたスピーカー低域自動

補正システムがEXTRA BASS

コントロール.これをOFFにする

とMFBからNFBに切り換わる

その原理は　出力回路にスピー

カーを一辺とするブリッジ回路を

設け,ここでボイスコイルの直流

抵抗に起因する電圧降下を相殺し

て,ボイスコイルの動きで発生す

る逆起電力を検出する.これを初

段にフィードバックし,低域周波
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ラックスマンの歩み
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[図1]プロフェッショナルjI)アンプpz21の,ボリューム以降の回路

数特性がフラットとなるようMFB

をかけるというしくみだ　Qダン

ピングや低域レベルのツマミがあ

るので好みの低音に調整が可能.

振動板が分割振動する帯域では正

しいMFBがかからないので　検

出電圧は中城以上がカットされて,

低域だけにMFBがかかる設計に

なっている.

真空管プリメインアンプ
SQ77の

トランジスタ一版SQ77T

ツマミの形状以外は写真3の真

空管プ)メインアンプSQ77と同じ

デザインの30W + 30W/80トラ

ンジスタープリメインアンプが

1966年に発売されたSQ77Tであ

ら.図2はその主要回路で　プリ

アンプ部は真空管をNPNトランジ

スターに置き換えて最適化した構

成.パワーアンプ部は, 6石構成準

コンプリメンタリーSEPP出力段

のOTL (Output Transformer

Less)アンプである.この当時は,

トランジスターの主流が熱に弱い
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[写真2] 1965年に発売された
12W + 12W/80プi)メインアン

プsQ65 (発売時価格52,000

円).パワーアンプにセンサーレス
MFB回路を搭載して汎用スピー
カーでMFBを実現

ゲルマニウムから丈夫なシリコン

に移行しつつあり,まだハイパワ

ーのPNPシリコントランジスター

がなかった　そこでドライバー段

にNPNとPNPのコンプリメンタ

リーペアを用い,出力段にはNPN

トランジスターを用いた準コンプ

リメンタリーSEPP回路を採用.

出力段には英国ベンディックス

(Bendix)のシリコントランジスタ

ーB170004が投入されている.

KT88初採用

パワーアンプMB88

ラックスマンが電力増幅ビーム

管KT88を初採用した85W真空管

アンプが　写真4のプロ用モノ-

ラルパワーアンプMB88である.

図3はその回路で　出力管にはプ

レート損失42Wの英国GEC (Gene-

ral Electric Corporadon)製KT88

を採用.出力トランスはOY36に

カソードNFB巻線を追加した専用

トランスで　両出力管のプレート

から初段と2段目にクロスオーバー

NFBと称する高周波負帰還をかけ

て高域安定度を確保.位相反転に

はP-K分割回路を採用し,前段(3

段目)には入力インピーダンスが

低くてレベルシフトができるダ)ッ

ド接地回路を設けて2段目のミラ
ー効果を防ぎ2段目から位相反転

回路までを直結化したNFB量は

出力管カソードNFBが6dB,メジ

ャーNFBが21dBである.
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[写真3] 1964年に発売された12
W + 12W/80真空管ナノメインアンプ

SQ77 (発売時価格27,800円)これ

のトランジスター版が1966年発売の
SQ77Tである(SOW+ 30W/80,鷲

売時価格36,800円)

OTL真空管パワーアンプ

MQ36

1966年の発売当時｢トランス

メーカーが出力トランスを用いな

いアンプを出した｣と注目された

のか　写真5の真空管OTLパワー

アンプMQ36である.図4はアン

プ回路で　出力管には電力増幅用

双3極管633dAを並列接続のABl

級SEPPで使用.出力は25W + 25

W/160. 35W + 35W/320で　8

Qの表記はない.

出力管とスピーカー端子が直流

的につながっているので一見OCL

(Output Capacitor Less)方式

に見えるが　出力段の電源が±2

電源ではなく単電源で　2本の高

抵抗(50kQ)と2本のコンデンサ

ー(400LLF)で作り出した中点を

アースしている.このため,等価

的にスピーカーのアース側にDC

カットコンデンサーが入った形に

なり. DC漏れでスピーカーを壊す

恐れはない.本機はOTLのメリッ

トを生かして. I.5Hz-200kHz (±

ldB, 16Q)という広帯域設計に

なっている.

トランジスター

プリメインアンプSQ505

SQ77Tの回路を見直して,大幅

にグレードアップした30W +30

W/80トランジスタープリメイン

アンプが写真6, 7のSQ505である.

プリアンプ回路は一新されて図5
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[図2]半導体プリメインアンプsQ77Tの主要回路

の回路になった　ファンクション

(入力セレクター)は3回路にして

AUXの信号がイコライザーアンプ

を迂回できるようにし. 2石NFB

型イコライザーはフォノ(MM)

とテープヘッド(9.5と19cm/S)

のみを扱う構成に変更､またバッ

ファーが追加されて,選択した信

号を低インピーダンスで引き回せ

るようにし,当時海外で多用され

た録音再生用DIN端子も装備.フ

ラットアンプとトーンアンプは2石

構成にして低歪率化されトーン

回路のターンオーバー周波数は3

段切り換えになった

パワーアンプは6石/chで　基

本構成は図2 (C)と同じであるが

出力コンデンサーが2倍の1000 LL

Fになり,出力段が東芝2SDl19

(P,-100W)に変更されるなど

デバイスや回路定数が一新されて

いる.

SQ38Fのパワーアンプ

部を洗練して独立させた
MQ60

当時大ヒットした真空管プリメ

インアンプSQ38Fのパワーアンプ

部を独立させて練り上げたのか

1969年に発売されたタイトル写真

の30W/chステレオパワーアンプ

MQ60である.アンプ回路の基本
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ラックスマンの歩み

構成はSQ38Fのパワーアンプ部

(6月号の図3)と同じで　出力管

は50C-A10だ

CL-38uLの

デザインベースと株った

真空管プリアンプCL35

オーディオブームが開花した

1970年に発売された大人気プリア

ンプが写真8のCL35である.創

業90周年記念プリアンプCL-

38uLのデザインは本機がベースに

なっているが　回路構成は異なり,

図6のようになっている. PZ21も

38シリーズアンプ群もイコライザ

ーアンプは2段構成である戎　本

l/2 12AX7

[図6]真空管プ
リアンプcL35の

主要回路
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[写真8] 1970年に発売された真空管プ

リアンプCL35 (発売時価格75,000円).

創業90周年記念モデルCL-38uLのデザ

インベースとなった人気モデルだ

機はカソードフォロワーを追加し

た3段構成だトーンコントロール

はフラット位置のうねりが少ない

LUX型なのでトーンディフィート

スイッチを省いた製品が多いが

本機はトーンディフィートスイッチ

を設け,不要な場合はトーン回路

を信号系から切り離せる構成にL

l/2 12AX7　　　1/2 12AX7

た音質重視設計だ　ローカットと

ハイカットにはパッシブ型2次フィ

ルターが採用されて,ノイズカッ

ト効果が強化されている.これら

がCL35が音質的に高く評価され

大ヒットした理由だろう

※写真6. 7は筆者撮影,それ以外はラック

スマン提供
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