
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27回]

ラックスマンの捗むく`)
アナログ全盛期の代表アンプ
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日本で本格的なオーディオブームが始まった1970年か

らCDが登場する1982年までの期間は,アナログオー

ディオの全盛期であると同時に,日本製オーディオ機

器の回路技術や実装技術が急速に進歩した.このアナ

ログ全盛期に登場したアンプ群の中から,筆者がとり

わけ注目したアンプを紹介しよう.

創業50周年記念
プリアンプC-1 000
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ラボラトリーリファレンスゾノースのパワーアンプ5M21

(1977年発売)

当時最先端の技術を投入した半導

体プリアンプC-1000 (写真1)

が発売された　それまでの同社ア

1975年はラックスマンの創業50　　ンプとは一味違う斬新なデザイン

周年にあたるが　それを記念して　　の多機能791)アンプで　ターンオ

[写真1] 1975年に発売された

創業50周年記念プリアンプ
C-1 000 (発売時価格20万円)

斬新な外観と斬新な回路を採用し
て, M-6000とともに当時注目さ

れた半導体アンプである
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[図1] C-1000のフォノイコライザーアンプ
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1国産喜
一バー周波数3段切り換え式トー

ンコントロール,遮断周波数2段

切り換え式ローカット&ハイカット

フイ)レター,ローブースト.タッチ

ミュート,リニアイコライザーなど

多彩な機能が付いている.その中

でも回路面で最も注目されるのか

インバーテッドダーリントンSEPP

出力較と,後で述べるリニアイコ

ライザーを搭載した図1のMM用

フォノイコライザーアンプである.

初段はカスコード接続したNPN

トランジスターの差動アンプ　2段

目はカスコード接続したPNPトラ

ンジスターのエミッター接地アン

プで　ここまでは見慣れている.



ラックスマンの歩み

しかし,出力段をNPNとPNPの

インバーテッドダーリントン接続

シングルエンデッドプッシュプル

(SEPP)にして,電圧ゲインを持

つ出力バッファーにしているのが

大きな特徴である.また　帰還回

路のアース側にはセンタークリッ

ク付きゲイン調整ボリュームを設

け,入力感度が2.5mVを基準に±

5dB連続可変できる.

リニアイコライザーはlkHzを

中心にして高域と低域の相対レベ

ルをシーソーのようにほぼ直線的

に増減する機能である.ロータリ

ースイッチを中央にするとフラット,

左側(反時計方向)に回すと高域

が上昇して低域が下降するアップ

チルト,右側に回すと高域が下降

して低域が上昇するダウンチルト

になる.なお100Hz以下と10kHz

以上では,上昇や下降が停止して

横這いカープになる.

1973年に発売された人気半導体

プリメインアンプL-309 (発売時価

格148,000円)ではリニアイコラ

イザーがフラットアンプに組み込

まれているが　当時メイン音源は

レコードなので　C-1000ではイコ

ライザーアンプのRIAA回路にリ

ニアイコライザー機能を組み込ん

で図2の周波数特性にして,逆

RIAA補正後の周波数特性自体を

シーソー状に可変できるようにな

っている.
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[写真2] 1975年に発売された

C-1 000とペアになる創業50周

年記念半導体パワーアンプ
M-6000 (発売時価格65万円)

チムニー型放熱器を採用した
300W+300W (80)の大出

カアンプ
[図3]チムニー型放熱器を採用した
M-6000のリアビュー(取扱説明書より)
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[図4] M-6000の電力増幅部

300W/chの

大出カアンプM-6000

C-1000とペアになる50周年記

念のパワーアンプM-6000 (写真2)

は,当時としては画期的な300W/

chという大出力で　背面には図3

に示す大きなチムニー(煙突)形

放熱器を装着　入出力端子は中央

部上面に付いている

電圧増幅部は初段がPNP差動

アンプ2段目が定電流負荷(アク

ティブロード)のNPN差動アンプ

という2段増幅構成でシングルエ

ンド出力になっており,電力増幅

部は図4の構成になっている.出

力段はT0-3ケース入りトランジス

ターの6パラSEPPであるが　単

なる6パラではない.ドライバーを

2パラ接続にして各ドライバーが3

パラ出力段を駆動するダブルトリ

プルプッシュプルにし.ドライブ

カが強化されている.プリドライバ
ーは定電流負荷のNPNエミッタ

ーフォロワーだ

本機は大出カアンプなので保護

回路も厳重で　全出力トランジス

ターの電流を検出してドライバー

のバイアス電圧を制御する電流リ

ミッターに加えて,各出力トラン

ジスターには保護ヒューズが挿入

され　図では省いたがヒューズ切

れを検出して出力リレーをオフに

する保護回路も装備されている.

ラボラトリーシリーズの

プリアンプ5C50

DCアンプブームだった1977年

に発売されたラボラトリーシl)-

ズのプリアンプが写真3の5C50

である.内部の各アンプはDCま

でゲインを持つDCアンプ構成で
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[写真6] L-68Aのパワーアンプ出力段に採用されたT0-3
パッケージの日立製エンハンスメント型パワーMOS-PET.左が

Pチャンネルの2SJ49で右がNチャンネルの2SK1 34

エミッターと中点間だけでなく,両

エミッター間を結ぶ抵抗を追加し

た△ (デルタ)形になっている.

これはスイッチング歪み低減用で

RIAAネットワークは高域でイン

ピーダンスが下がるため,大振幅

時にトランジスターがスイッチン

グしがちであるが　両エミッター

間を結ぶ抵抗があるとスイッチン

グ歪みカ軽減される.

信号NFBとDC-NFBを併用し

た二重NFB回路をラックスマンで

はデュオβサーキットと呼び　そ

の中でもDC-NFB回路にアクティ

ブ素子を介在させた回路をデュオ

βサーキットSと呼んでいる.後

者にはインピーダンス変換用の

FETソースフォロワーを用いたタ

イプと,オペアンプICのDCサー

ボアンプを用いたタイプがあるが

図7ではソースフォロワー型のデ
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[図8] L-68AのMOS-

FETパワーアンプ回路
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[写真7] 1980年に発売された,動作モードをA級とAB級に

切り換えられる半導体パワーアンプM-300 (発売時価格29万

円) 80連続実効出力はA級が40W+40WでAB級は
170W+ 170W

ユオβサーキットSが採用されて

いる.

L-68Aのパワーアンプ部は図8

の構成で　こちらにはFET入力オ

ペアンプLF356のDCサーボアン

プを用いたデュオβサーキットS

が投入されている.回路は全段上

下対称のプッシュプル構成で　電

圧増幅部はトランジスターをカス

コード接続したFET差動アンプと,

同極性トランジスターをカスコー

ド接続したエミッター接地アンプ

の2段増幅構成だ　電力増幅部は,

MOS-FET出力段が高入力インピ

ーダンスなので　プリドライバー

を省いた2段ダーリントン構成に

なっている.

写真6はし-68Åの出力段に採

用された日立製T0-3メタルキヤン

パッケージ入りパワーMOS-FET

で　最大ドレイン損失100W,最

大ドレイン電流7Aという仕様

Nchは2SK134, Pchは2S｣49と

いう型番である.

A級/AB級切り換え式

パワーアンプM-300

室内楽を聴く際は滑らかで微弱

音が美しいA級アンプ　ジャズや

大編成オーケストラ曲を聴く際は

ダイナミックでエキサイティング

なハイパワーAB級アンプが適し

ているが1台のアンプでこれらの

要求に応えたのか　動作モードを

A級とAB級に切り換えられる写

真7のステレオパワーアンプ

MJ



ラックスマンの歩み

M-300である.

本機もアンプ回路は上下対称プ

ッシュプル構成になっており.電

圧増幅部は図8のL-68Aとほぼ同

じ構成である.電力増幅部は図9

に示す3段ダーリントン構成で出

力段には樹脂パッケージを用いた

150Wで15AのサンケンLAPTパ

ワートランジスタ-, 2SC2921と

2SA1 215が3パラSEPPで用いら

れている.

動作モードセレクターにはリレ
ーが用いられており,温度補償兼

バイアス制御トランジスターのベ

ースエミッタ一間抵抗を切り換え

てプl)ドライバーのバイアス電圧

を変化させ,出力段のアイドル電

流を切り換える.それと同時に電

源トランスの2次巻線もリレーで

切り換えて,出力段の電源電圧が

A級では±31V, AB級では±

67Vに切り換わる. 8Q実効出力は

A級が40W+40W, AB級が170

W + 170Wである.

縄A級で50Wを
実現したプリメインアンプ
L-550

純A級アンプは発熱量が多いの

で大きな放熱器が必要になり,重

くて高価になりがちだと思われて

いた　この既成概念を覆したのが

ラックスマンで　日本で初めてヒ

ートパイプを市販アンプに導入し,

純A級で50W + 50W/8 Qのパワ

ーを確保しながら, 18kgという軽

量で225,000円というリーズナブル

な価格のL-550 (写真8, 9)を商

品化した

ヒートパイプは　少量の水を入

れた内部が真空の鋼パイプにアル

ミ放熱フィンを取り付けたもので

ある.この銅パイプにアルミブロ

ックなどを介してトランジスター

を取り付けると,その熱で蒸発し
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[図9] M-300の電力増幅部

[写真8] 1981年に発売され

た純A級50W+50W (80)

半導体プリメインアンプL-550

の外観(発売時価格225,000

円)純A級で50W/chを実現

した点とヒートパイプの導入で注

目された

[写真9] L-550の内部.拷

量で放熱効果の優れたヒートパ
イプを日本で初採用して,発熱
量の多い純A級50W + 50W
パワーアンプを搭載しなから

18kgという軽量の本体質量を

実現した

た水の気化熱でトランジスターを　　このため,他社も相次いでヒート

冷却し,気化した蒸気をフィンで　　パイプを使い始めだが｢水の沸騰

放熟して水に戻すという動作を繰　　音が耳障りだ｣という人が増えて

り返す.ヒートパイプは水を入れ　　からはあまり使われなくなった

た真空の銅パイプに薄いアルミ板

を付けた構造なので軽量で安価だ　　※写真6以舛まラックスマン提供
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