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ノダチトランスFMMT-60016ファインメット･コア･トランス使用

eoofl出力ラインアンプの裂作

単段パワー･アンプ駆動用

のラインアンプを軽量化

単投パワー･アンプを作り続けてい　　られなくなる.

る.その再生音を一度味わってしま　　　600Qで最低10Vの出力が得ら

うと.電圧増幅段とパワー段を共通　　れるラインアンプをメーカー製品の

スピーカからの逆起電信号の影響　　電源にLTt旧型アンプの音は切れが　　中から探してみたら,本誌5月号の

を排除するために,私はこのところ　　悪くて,まともに音楽を楽しんでい　｢スクランブル･レポート｣で高橋和
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◆本機の内部とライン出力端子　タカチ電機のシャーシにぴったり収まっている

トーン･コントロール付

プリメイン･アンプ

Lepy LP-V3Sを使用

このLepyLP-V3SはCDショッ

プ｢グッディーズ｣の店主がとてもい

いから是非使ってみてくださいと言

って紹介してくれたのだ　丁度私が

既製品のラインアンプを模索してい

た時だったので　すぐにラインアン

プに仕立てることを思いついた　テ

ーブルの上にLP-V3S, FMMT-

60016出力トランス.入力切替SW

を並べて音出しをした　フィリップ

スのポータブルCDプレーヤをつな

いだ　しばらく楽しんだ後にケース

に組み込むことにした

第1図が本機の構成図である.

LP-V3Sはamazon.co.jpで売って

いる. LINE入力が1系統,スピー

カOUTが同じく1系統という115
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◆TA8254のブロック･ダイアグラム
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LP-V3S 犯W�嫡ﾖ�FV紋6�����1 ��ﾖ�ｦ��6�ｧ��

ACアダプタ ��%cd�� ���Amazon.co.jp 

出力トランス 播ﾔﾕBﾓc���b�ノグチトランス �"�ノグチトランス 

抵抗 田#��%r�TDO �"�瀬田無線 

アンプケース 埠3s�ﾓ#�ﾓ32�2��タカチ電機工業 ���エスエス無線 

RCA親子 ��｢ﾓ3#�� 唐�アムトランス 

RCAピンジャック �� �"�瀬田無線 

スナップSW 滴��с)�ｩ5��フジソク ���瀬田無線 2回路2接点 �7H5x5ﾈ4��1 ��969k9�ﾂ�

2回路3接点 �?ｩgｸ､ｩ¥(ｮﾒ�1 ��969k9�ﾂ�

電源コード �6ﾒ� ���瀬田無線 

配線材 �4ｨ8��ｸ7(6ｨ�ｸ8ｹ�ﾂ�Belden 丿S6ﾒ�トモカ電気 

◆600Q出力のラインアンプ･パーツリスト

型2ウェイ･スピーカシステムを鳴

らした　レコードプレーヤはTech_

nicsのSL1200MK4 (78回転付)に

GEのバリレラ型トリプルプレイ･

カートリッジRPXO47(SPレコード用

は3milダイア釘付).フォノイコライ

ザはaudio-technicaAT-PEQ3

(HAA)で　本機のトーン･コントロ

ール回路を利用してEu78の再生特

性を得た

SPコンサートのプログラムはジ

ネット･ヌヴ-.ミシェル･オーク

レール,ドニーズ･ソリアノ.ローラ･

して使用した　最大出力が3Wx2

の5670W5パラ･プッシュプルア

ンプは　本機と組み合わせると実に

豊麗な音を出した

SPレコード･コンサートで

鳴らした

去る6月28日(日),東京･神田

神保町の古書センターにある｢富士

レコ一社｣主催の｢電気再生による

SPレコードコンサート｣でGIP

4189(20cmユニット) +GIP597A (求

ストウイツタ型ホーントウイ一夕)の励穣

F桝-60016

ボベスコ,ミシェル･ブシノーら5

人のパリ音楽院出身の才媛と諏訪根

白子,巌本真理らのSPレコードを

披露した　普段はクレデンザや

HMV194などの高級蓄音機による

SPコンサートを催している会場で

の電気再生は　常連のお客さまを十

分に満足させることができたと思

う.また｢ヴァイオリンの奥義-ジ

ュール･ブ-シュリ回想録｣ (音楽之

友社2010年刊)の翻訳者,桑原成美氏

による｢ジネット･ヌヴ-の話｣は感

動ものだった
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◆本機に使用したノダチトランスFMMT-60016ファインメット･コア･トランスのメーカー発表規格
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